
Intelligent  infill

Intelligent sheet

建築用語
スケルトン柱・梁・床等の構造躯体
インフィル住戸内の内装・設備等

ヒトの高度知的活動

支援技術の開発・設計

状 ションをうむ

ヒトをつつみこみ心身的ストレスを低減し、
intelligent infill　として円滑なコミュニケーション
を支援するインタフェース

Intelligent Sheet
ヒトにフィットする形 円滑なコミュニケーション心身的ストレス

を低減

 

 

 

 

 

PBL 名：橋本 PBL

　人間中心の情報収集機能とインタフェースを統合することで作業の効率化を行う。

ストレスの少ない情報収集環境、長時間の姿勢を柔軟にストレス少なく支援制御する機能を持つ。

　日常生活において、楽しさを感じさせ、人間の意欲と向上心に寄与する技術を

開発し、この技術に基づいた製品を設計することをプロジェクトテーマとする。

市場ならびに技術調査より概念設計を行い、開発、設計を行う。

　現代の日本は、一人当たりのGDPが高いにも関わらず、生活満足度が高くない。総務省が行った社会生活基本

調査より、就労時間が長く個人の自由にできる時間が短いことが示されている。また本学で行った調査結果は、

パソコンを使うとき、机や椅子に不満があることを示す。これらの不満がヒトの知的で高度な活動を妨げていると考え、

これを解消するために、円滑にストレスなく活動できるツールが必要であると結論付ける。

　1日のうちの自分の自由にできる 1時間を過ごす住居を快適にする「Intelligent Sheet」を考案する。建築学

の定義による、Skelton と Infill の概念を発展させた「Intelligent Infill」 は、ヒトに適した形状や、ヒトの知的

活動を支援する情報提供を行う。本 PBL では、この「Intelligent Infill」 のうち、ディスク周りの環境を改善する

ものを「Intelligent Sheet」と名づける。ヒトが用いる椅子（Seat）の概念を拡張し、ヒトを包み込むモノとし

て新たに「Sheet」と表現する。

　　　　　　　　　　　　　　　・静脈

　　　　　　　  ・個人認証　　　・指紋認証

　　　　　　　　　　　　　　　・顔認証

　　　　　　　　　　                      ・ネットパーティ

                             ・スケジュール　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 ・スケジューリング　仕事＆余暇）

Ⅰ. 情報収集　　　　　　　　　　・統計処理

　　　　　　  ・データ分析　　　・トレンド                            ・体脂肪

　　　　　　　　　　　　　　　・健康管理　　　　　　　・血圧

　　　　　　　　　　　　　　　・シミュレーション　　　・脈拍

　　　　　　　　　　　　　　     ・国際情勢

　　　　　　  ・時事ニュース　    ・経済動向

　　　　　　　　　　　　　　     ・政治情勢

 
 

 

 
 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・直感的な操作性

　　　　　　　　　　　　　　　入力　　・タッチパネル　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・タッチレス

　　　　　・インタフェース　　　　　　・ジェスチャ入力

　　　　　　　　　　　　               出力　  ・ディスプレー　・３Dディスプレー　臨場感

Ⅱ. 機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　                                                                                ・姿勢の評価

　　　　　　　                                    姿勢　　・ワーク

                       ・サポート機能                                ・リラクゼーション

                        

                                                                  セミアクティブ　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 
 

 

 

 

課
題

背
景

概
要

     IntelligentSheet 概要

ご意見募集中！
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主担当教員：橋本　洋志　教授

　副担当教員：越水　重臣　准教授

助教：大坪　克俊

　プロジェクトメンバー：武田徹郎 (PM), 奥野郁夫 , 張洋涛

パソコン環境についてのアンケート調査

資料　　総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室　社会生活基本調査

報告
平日平均，土曜日平均及び日曜日平均の加重平均

　　

高度で知的な活動を支援する

ツールへの市場要求分析

ヒトの高度知的活動支援技術の開発・設計
インテリジェントシートの開発

・ふだんの就業状態、行動

・生活満足度は上昇しない

・労働時間と幸福度は負の相関

・日本人の幸福度は高齢になっても上昇しない

忙しい現代人にとって、時間は限られ、

ストレスになっている。

た概念

対応Social capital
社会関係資産

Human capital
人（個人的）の資産

Infill における  高度で知的
な活 動を支援するイン
ターフェイス

つながり、かかわりが
新たに生まれる

Work（仕事）
e-Learning/　OffJT
テレワーク
芸術活動

各種情報収、Communication
など・・・・・

円滑にストレ
スなく支援す
るツール

人間が持つ能力を資本と
して捉えた概念

人々の協 調性が活発化する
ことにより、社会の効率性を
高 め 信 頼 関係、規 範、ネット
ワークといった社会組 織の

概念を導く

Human Capital は必要不可欠（解決のための背景）

1Q 課題の決定 市場調査
技術調査

2Q 基本設計 I/F 開発開始

3Q 詳細設計 筋電実験

4Q 機能の統合

デザイン作成

３Dモデル化

Intelligent Sheet 

の概念設計

基本設計見直し

ドキュメンテーション

　　　　整備
プレゼンテーション

　　　　作成

ある

ない

座面

リラックス
感

首、腕の
固定

足が伸ばせる

長時間（１時間以上）作業する

場合、ストレスや不満を感じた

ことはありますか？

椅子の不満についてご質問します。

長時間作業で最も不満があるとすると

何でしょうか。

パソコンの不満についてご質問します。

最も不満があるとすると何ですか。

普段お使いの PC＋机＋椅子の環境で

あと一つプラスするとすれば、

何を最も希望しますか。

リラックス機能

広い机のス
ペース

ゼスチャー PC

操作機能

PC 性能

PC操作性



入力としての動作

習慣、目的

機能との関係

効率性の向上

想起、時間短縮、管理、

負担の低減を伴う出力
Design 

球体Sheetと球体 Flat Panel Display & Touch panel

IRLED＆Stereo Camera

Rocking Sheet とFPD＆TP

知的作業の効率を高め、また環境を整えることによって、

既製のレガシーな環境から視点を変えて人間中心のスペースに置き換え、

システムを統合することへの意義は大きな期待と可能性を意味する。

身体動作でロッキングチェアとなり、

ディスプレイも一体化に傾く
レバー操作で座面調整、アスレチックな運動を支援

球体状の表面に対し、

指の毛細血管などからの信号入力
足線法を併用した消点法による立体の成角透視

Sheet　３面図
設計コンセプト

コンパクトで

異次元空間を

感じさせる

（筋電位）計測器EMG
（実験１）身体の重量比が一番高いのは腰部（４４％）である。まず日常座ることで発生する動作（足をあげる、

起き上がる、体をひねる、モノを拾う）を行う際の腰部と大腿筋の動きの特徴を２chの筋電を用いて計測した。

基本の動作から、筋肉の発生、特徴を抽出する
筋電図実験 

タッチパネル 

仰臥位（仰向け）⇒即臥位体位

電
位

電
位

◉電位量の数値の減少

支える機能

　　なし

あり

【上部広背筋】

Time【sec】

電
位

Time【sec】Time【sec】
上部広背筋 腹直筋 下部広背筋 大殿筋 大腿筋 中殿筋

【仰臥位（仰向け）から、即臥位（横向き）】

太もも足あげ

足開く

座る▷足あげ

座る▷モノを拾う

座る▷右ねじる

座る▷起き上がる

座る▷手をあげる

座る▷左ねじる

座る▷手をひろげる

寝る　平▷　右

（実験 2）

動作 腰部 大腿筋 腰部 大腿筋

実験 1から特に体をひねる ( 座る→右ねじる )

際に発生した腰部の筋電位の瞬間の動きに着

目し、【仰臥位（仰向け）から、即臥位（横向き）】

の筋力の特色をまとめた。使われると予想される
筋力の各部位を上体部、下体部に分け、2ch の筋電を用いて計測した。

( 仮説 ) 支える機能の有用性

▷仰臥位（仰向け）から、即臥位（横向き）

の動作から一番はやい筋肉の瞬間の動きを

示したのは上部広背筋であることがわかった。

考察結果

▷支えるモノを付加し同じ動きをすると腰

部の電位量が減少されることがわかった。

左へ

前へ

右へ

視野の拡大座 り 心 地 の 良 い 座 面 検 証

デジタルヒューマンと
デジタライズされたイス

デジタルヒューマンと
デジタライズイスの
衝突部分解析

デジタルヒューマンが
デジタライズイスに
与える力の解析
材質 アルミニウム
厚さ１０     cm
圧力 ４９０     N 

人がどの姿勢で座ると一
番楽かを調べるために
シミュレーションを用いる

さまざまな姿勢の圧力分
布調べる必要がある。

さまざまな材質の相性性
を調べる必要がある。

さまざまな人間の情報を
調べる必要がある。

座
り
部
分
の
応
力
分
析
検
証

引用：ジェフリー・ムーア　ライフサイクルイノベーション

ターゲット層

　創造的活動家、デイトレーダ、IT 企業家、金融アナリスト等

ターゲット顧客

  ソリューション・セールス　
コンサルティング　
インテグレーション・サービス

ソリューション・アーキテクチャ　
サードパーティの要素・・・　
テクノロジーアーキテクチャー

インテグレーション・プラットホーム　
レガシー・システム

出典　  純金融資産の保有額別マーケット規模の推計　㈱野村総合研究所

市場

  

既存システム

イノベーション

ソリューション

製作部分

タッチパネルを用いて直感的な操作性を持つインタフェースを製作した。

概要
操作性の向上は手で触れるという身体的な操作ならびに操作する対象を３Ｄ

モデルを用いることによる対象の立体的な把握によって実現される。

構成
静電容量タッチパネル ( 型式：EST-121B（東和護謨化工株式会社 )

USB にて接続されるタッチパネルのデバイスドライバとして柏野政弘氏が作

成したUUSB.DLLを用いた。Intelligent Sheetの3Dモデル表示をするために、

OpenGL を用いた。インタフェース機能は、ディスプレイとディスプレイ上

に重ねたタッチパネルからなる。重ねられたタッチパネルは透過型のため、

ディスプレイの表示内容に影響を与えない。ディスプレイには Intelligent 

Sheet の３ＤモデルがOpenGL によって表示されている。表示されている

Intelligent Sheet の３Ｄモデルを、ディスプレイに重ねられているタッチパ

ネルに触れることとで操作する。

５

６

７

８

自由変形できるによって視野が広くなる。リラック
スの姿勢にスムーズでインタフェース操作ができて
作業効率高める。

 
 

 

Prosess2
 

Prosess1
 

Prosess3

 

Prosess1
 

Prosess3

 

高度な

インタフェース

　セミアクティブな機構が提供する快適な座り心地

　直感的な操作性

　情報をインタラクティブに三次元空間から得られる

このターゲット層が求めるもの

　・時間の有効利用を促進させる

　　　スケジュール管理の自動化　　

　・創造性を促進させる

　・健康管理
ターゲット層の要求を満たすための機能

5.2 81.3

280.4

701.9

3831.5

世代数（万世帯）

超富裕層（5億円以上）

富裕層（1億円以上）

準富裕層（5000 万円以上

　　　　　1憶万円未満）
アッパーマス層（3000 万円以上

　　　　　　　　5000 万円未満）

マス層（3000 万円未満）

Touchless  Sheet
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