
テクノロジとデザインの融合

山田泰之

法政大学デザイン工学部システムデザイン学科

～ハイヒールからアシストスーツまで～



法政大学デザイン工学部システムデザイン学科

工学基礎教育に軸足を置きながら
「新しい価値を持ったもの・システムを創造
しデザインする工学」を標榜し、

様々な分野を統合した新たな学問体系による
教育を行っています。

アナリシス(分析)主体の細分化・専門化した
大学専門教育とは大きく異なり、

幅広い技術や知識を組み合わせながら人間中
心にシステムをデザインする、シンセシス(統
合)主体の学びの場を指向しています。



私達は今のところ物理的な身体をもつ生き物です。 人間活動の多くは感覚に占められており、人や環

境とのインタラクションで成り立っています。私は、このインタラクションを物理的に媒介するハード

ウェア、その動きを作り出すメカニズムに着目しています。このインタラクションをフルに活用すること

を目指して、あらゆるモノとコトに内在するメカニズムの「形・構造・動き」の関係性の探求と、人間や

周辺環境を含めたシステム全体の調和、多様性やロバスト性を生み出すメカニズムの研究を行っています。

山田泰之 准教授

問題解決のためのメカニズムの探求メカニズムデザイン研究室



メカニズム(機構学，ソフトロボット等）と デザインの融合分野はブルーオーシャン？

機械設計・メカニズム分野

ものづくり

デザイン
寡占できるアプローチ

他がやらないことをする



作って
造って
創って

見せる
魅せる

気付・共感観察 人の役に立つ

机上の空論で終わらせず，つくる



メカニズムと環境との境界をデザイン

自然とメカニズム 美とメカニズム

人とメカニズム



ハイヒール：YaCHAIKA

・James Dyson award 2015 Japan 2nd Prize
・James Dyson award 2015 World top 20
・挑戦的萌芽研究に採択
・Paris fashion week 2016awに提供



ねえ，足疲れたぁ

もう歩けないよ…

ヒールを
履かなきゃいいじゃん？



履いても疲れにくいハイヒールもつくろう！

ハイヒールに関する社会背景が変わるまで，



YaCHAIKA：疲れにくいハイヒール
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YaCHAIKA is a pair of high heels that combines both comfort and fashion.
CHAIKA is the call sign of Valentina Tereshkova who is the first female astronaut.
I named my design in honor of her great contribution to science.
It also means seagull in Russia. 
The heel shape is inspired by the seagull’s shape as it is flies gracefully spreading its wings. 1

https://vimeo.com/130859390


YaCHAIKA by ANREALAGE ＠ Paris fashion week 
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皆でずっと使える農業用アシストデバイス：TasKi

・James dyson award 2016 Japan 2nd Prize

・大成学術財団研究助成



農業はチームプレイ．家族，親戚，農園地域全体で頑張っている．

農業は繁忙期がつらい．

1人だけがロボットで楽になるとか考えられない（村八分にされるわぁ！！）

時期

労
働
負
荷 農園メンバー

の合計労働力

繁忙期
繁忙期

一時期だけ楽するため大金払うなら，人を短期で雇うよね！！

農家へ聞き取り ブドウ，リンゴ，ニンジン，キャベツ等々

誰でも簡単に使える＆リーズナブル

繁忙期の作業に特化＆リーズナブル
？
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・ジュベルリン，収穫等の作業時が忙しい実施

・一日8～13時間を1週間以上行う
（作業動作が変わると終わらない）

・腕を上を微妙に上下させて行う
（腕を置く台で意味がない）

・ブドウや桃など，単価の高い作物が多い

・単位負荷が小さく長時間

・少人数，高齢でも比較的継続可能

上向き作業



TasK
Eliminates burden of raising arms
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自重補償による半永久的なアシスト

95％の補償精度
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フィールド試験を重ねて改良 → β版を農園や商社へ
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・同じ作業の繰り返≒外力なしでアシスト

・1g～20㎏程度の重さなら対応可能

・電池不要でどこでも気軽に！

機械式自重補償技術ならおまかせを！

1. 山田泰之, 森田寿郎, 流体式荷重補償装置, 特許第4849652号. 取得
2. 山田泰之, 長坂俊, 森田寿郎, 補償重量切替式荷重補償装置, 特許第5485656号. 取得
3. 山田泰之, 森田寿郎, 自重補償型歩行補助装置, 特許第5429938号. 取得
4. 山田泰之, 森田寿郎, 自重補償型脚歩行アシスト装置, 特許第5475527号. 取得
5. 山田泰之, 森田寿郎, 歯車式荷重補償装置， 特許 5841401号，取得

慶應義塾より買い取り済



自重補償の横展開：重いモノを重力空間で上下動



自治体が所有できる観測ロボット：はね付クローラ

・ Journal of Field Robotics 掲載

・ H28年度計測自動制御学会SI部門賞若手奨励賞（2016）

・ JAXA宇宙探査イノベーションハブアイデア型2017年，2018年度に2年連続採択



・凹凸になじみ，地面をとらえる

柔軟な長尺ラグを搭載したシンプル機構

はね付クローラ

走破性・走行速度・運用性を両立

・クローラの外側にサスペンション

高価・多機能なロボットよりも，
安価・必要最小機能なロボットを多数実運用したほうが，
費用対効果が高くなる可能性．



Blade-type Crawler Vehicle 

Soft deformable blades provide suspension function like multi-legs.

Biologically Inspired Robot
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https://www.youtube.com/watch?v=46shxG1fitA
https://www.youtube.com/watch?v=JYUXpyEI1GA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=THiGa-yLj_A&feature=youtu.be


動くスポンジ：柔らかくて大きな動くもの



動く(曲がる)スポンジ

柔らかそうなものを，
柔らかい構造で，
柔らかく動かす



LayerCAKE
Laminated foam-based soft actuator

Closed cell foam

Open cell foam

Vacuuming

Air pass

Diffuser

Closed cell foam

Open cell foam BASE

BOTTOM

TOP

MIDDLE
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1.25m

+0

LayerCAKE

Open-cell foam

Closed-cell foam



服＋アシスト

立石科学技術振興財団研究助成A 29



身体アシストロボットを研究開発するボス（教授）
と同僚（助教）が腰痛持になった．

でも，ロボットスーツを着用しようとはしなかった．

日常生活になじむアシストデバイスとして，

服＋アシスト にチャレンジ



日常生活

不連続：脱ぎ着or ON/OFFが頻繁

軽度・短期：軽さとアシストのバランス

・はずかしい格好は嫌．

日々の家事

草むしり，植木の植え替え

掃除・片付け料理

・失礼な服装では過ごせない．

臨時家事

移動：徒歩，自転車，バイク，自動車

・TPOをわきまえた服装．

アシスト装置を日常生活に

特有の要求例

意匠機能



革アクチュエータ

薄い革



Thin-walled tube
Contact points

Pressurization

Attached point

De-pressurization

Artificial skin muscle

for

lumbar-assist

Straight Power-assist jacket

Pneumatic Artificial Skin Muscle

De-pressurization Pressurization

Thin sheet
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De-pressurization



ご視聴ありがとうございました．

気になることがありましたら，是非お気軽にご連絡ください．

山田泰之


