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ユニ ・ チャ ー ム（株）開発本部生活科学研究所 吉崎晶子

ユニ・チャ ームはライ フサポートインダストリー として『NOLA&DOLA』（Necessity of Life with 

Activities & Dreams of Life with Activities） という理念のもと、 「赤ちゃんからお年寄りまで生

活者が様kな負担から開放されるよう、 心 と体をやさしくサポー トする商品を提供し、 一人ひとりの

夢をかなえるためにカを尽くし続けるJ商品とサー ビスの提供を行っています。

上記理念のもと、生活科学研究所では特に 「 ヒトへのやさしさ実現に向けた快適性サイエンス研究J

に着目し、 使用者の立場にたって、 主に顧客実態調査研究、 商品安全性研究、 商品有用性研究の3つ
の分野において活動を行っています。

顧客実態調査研究では、徹底したお客さまの商品使用実態研究によって、潜在的な不快 ・ 不満 ・ 不安

の 発掘を定性的 ・ 定量的に行っています。 定性調査では、 お客様が実際の生活においてどのように製

品を使用され、 どのような点に満足・不満をいだいているかを把握するために、 インタピュ ーや日記

の記入をお願いしたり、 時にはお客さまの生活現場を見せていただいたりしています。 また、 社内に

は、 親子モニターによる紙オムツの使用評価を行うために、 ファ ームルーム と呼ばれる乳幼児の遊び

場を設置しており、 保育士・看護士のもとで赤ちゃんの行動 と ともに商品性能の評価をしています。

これらの定性調査をもとに仮説を立案し、 大規模で定量調査によって、 仮説の検証を行っています。

商品安全性研究では、 自社内で商品・素材に関る安全性評価（実使用 ・ in vitro試験）を行う と と

もに、 それらのデータをもとに、 業界基準よりもさらに厳しい自社基準の開発研究を行っています。

また、 これらの活動を社内で共有すべく、 安全性評価委員会も運営しており、 どのような状況でもお

客様に製品を安心してお使いいただくために地道な活動を行っています。

商品有用性研究では、 商品使用時の不快・不満 ・ 不安の解消の為の根源的原因究明 と対処法提案を

行っています。 最近の研究事例では、 夏場の肌トラブルで1番多い、 あせもについてです。 あせもは

滞留した汗により細菌（表皮ブドウ球菌） が繁殖することによって発生すること、 また透湿だけでは

処理しきれないほどの汗を赤ちゃんはかいていることを明らかにしました。 そして素早く大量に吸汗

できる吸汗シートの開発と ともに、 さらに吸収 された汗から細菌が繁殖しにくいように抗菌性も付与

し：あせもをケアできるオムツを開発しました。

以上が主な活動内容です。 今後もお客さまの生活の質の向上をサポートできるような、 よりよいも

のをお客さまへお届けするために、 生活の中での不快・不満・不安を発掘し、 新製品開発や情報の提

供に取り組んでいきたい と考えています。
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第24回被服衛生学部会夏季セミナ一報告

四f康畷学園大学 緑川｜知子

2005年 8月 8 日から9 日に 神戸で開催されました第24回被服衛生学部会夏季セミナーに、 ご多忙の中

ご遠方から多数参加していただきましたことを心 から御礼申し上げます。

雑用に追われてセミナ一室にあまり入ることができなかった私よりも、 セミナー 参加者はセミナ｝

の様子をご存じであると思いますが、 セミナーに参加いただけなかった部会員、 H Pを開いていただ

けない部会員にこの場をお借りして、 セミナーの様子をお伝えできることをうれしく思います。

今回 のセミナー のテーマを決めるのにために、 関西地区の第24回被服衛生学部会夏季セミナー 実行

委員会では議論を重ねました。 被服の積極的なカをアピーJレしていこう という趣旨で、 縦糸に「衣服

カJ を、 衛生学部会にふさわしい「健康」 を横糸に織り込んだ、 「健康を支える衣服カ」 というテーマ

を設定できた時、 被服衛生学の新しい扉が開けられた予感がしました。

第1部「機能する衣服J（「感性と脳J 感性の脳機能イメ ー ジングー 出皇監率、 「 ウェアラブルコンビ

ュ ーティングの可能性J －装着型情報機器により被服の機能はどう変わるか．窒杢皇豆、 「最近のスマ ー

トテキスタイルの開発動向J 米長 祭）、第2部「衣生活で元気になろうJ（ 「装いによる情動の活性化J

企韮韮盤、 「 高 機能型商品（健康衣服）開発 と支援研究J !I旦宣昼、 「 災害への 衣服カJ 主血盟王）、

第3部「衣服カで肌を健康にJ（「太陽紫外線が健康に与える影響」 ー有害性を知り肌対策を考える－ :m:

益主主、 「 衣服カで肌を健康に」 ー 衣料用の健康 ・ 衛生を志向した素材（紫外線遮蔽素材他） 山盤整

二、 「繊維リサイクノレの現状と課題J 杢韮盟主）とまとめました。美味しいご馳走の後味を楽しむ間もなく

次々にご馳走がでて、 満腹にさせすぎてしまった かな と思いました。 が、 講師 とセミナー 参加者のあい

だで、今後の研究について熱い話し合いがもたれたり、次は今回の講師を自分の大学に招きたいとの問い合わせ

をいただいたりと、 消化吸収もよかったようです。

また 、 阪神淡路大震災から10年を迎える神戸で、 「震災時の 衣服力」を発信したいという希望がありました。木

岡悦子講師の試作品を試着して会場を歩く飛び入りのファッションショーのお陰もあって、 関心も高く神戸新聞に

掲載されました。

神戸の美しい海と山の夕暮れを楽しみながら、 部会企爾の受賞式やスピー チで盛り上がった懇親会

の あ とも、 ボー リング大会で親交を深めたり、若手の人間関係を深めるワ ーク シ ョップに参加したりと、

それぞれ楽しくすごされました。 このワ ークショップは初めての試みでしたが、 部会企画の資金援助と

誇先輩方のリ ードのお陰 で、 実り多い会となり、 また開催してほしい との要望が沢山ありました。 神戸

の夜景を楽しみながらカクテノレグラスを傾けて、 短い夜が足早にすぎていきました。
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2日目はパネル展示された研究報告に活発な質疑応答がなされて1 第2部から始まりました。

被服関連の会の使用に限り会場費が半額になることもあって、 神戸ファッション美術館に会場を決

めたのですが、 館内の展示を館員の方に案内していただ《オプションツアーをセミナー 閉会後に企画

し 、 多くの参加者に喜んでもらえるというおまけがついてうれしい思いをしました。

学生が参加しやすいことを願って学生の参加費を半額にしたのですが、 学生参加は5人で、 そのう

ち長野からの3人の学生は、 夜行パスでの参加でした。 学生には交通費と宿泊費が高いようです。

セミナー参加者は、 ほとんど毎回「楽しかった！役に立った！元気が出た！参加して本当によかっ

た！来年もセミナーでお会い致しましょう！」と、 外交辞令ではなく本心から、 このような言葉を交

わして帰路につかれます。セミナーは、 楽しいことに加えて、研究・教育・日常生活に役に立つので、

セミナーの日程を優先して他の予定を組んでいるのは、 私だけではないようです。 つまり、 セミナー

参加者はリピー タ ーが多いということです。 今回は部会から招待があった功労賞受賞者7人を含む正

会員55人、 学生会員5人、 賛助会員l人、 非会員2人、 講師9人に付き添いやご家族・取材陣を含め参加

者数は合計72人以上になりました。 部会員のほぼ半分が参加してくださったことになります。

しかし、 よく考えると残りの半数の部会員は参加されなかったということです。 参加者の内訳を正

直に書かせていただくと、 幹事と実行委員と発表者と座長等が大半を占めています。 任務があるから

参加してくださるのか、 参加してくださる方に仕事をお願いしているのか、 ニ ワトりが先か卵が先か、

ということになります。 セミナーに参加されたことが方は、 是非セミナーに参加してみてくださいの

セミナーは少人数である方が楽しいので、参加者を増やす必要はないという考え方もあると思います。

が 、 今後は参加経験がない部会員が参加でき、 近頃参加できなかった部会員も参加できるセミナーを

つくることが、 部会成長の鍵の一つであるかも知れません。 衣服カを必要とする人々に出前講義を各

地区で持つことも、 起業していただくことも可能です。

「セミナー予算案提出締切J と「家政学会誌への情報掲載J と「セミナー案内状を総会時に配る」

ということを考えると、 セミナーと部会とのの連絡は早めにすることが大切です。 セミナー開催の仕

事は毎年同じ仕事も多く、 引き継ぎを上手にすることにより仕事を減らすことができます。 関西地区

実行委員会では、 常勤の部会員と常勤のポストにつかない部会員が協力してセミナーを企画運営しま

した。 今回のセミナーの成功部分は、 参加者のカに加えて、 関西地区の実行委員 （50音順敬称略：井

上真理、 今村律子、 潮田ひとみ、 柴田芳江、 城 真理子、 杉本弘子、 高野倉陸子、 田中香利、 中谷

和、 永井由美子、 平田耕造、 福本富美子、 藤井まり子、 細長喜久代、 奥倉弘子、 吉田美奈子） のカに

よるところが大きいことを特筆させていただくとともに、 実行委員長としてこの場をお借りして深謝

致します。 余談ですが、 お掃除ロボットルンパも活癒しましたP

今回のセミナーが、 部会の発展につながるセミナーになっていたら、 うれしいかぎりですa

では、 仙台で、 そして東京のセミナーでお目にかかりましょう！
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I著書紹介］

Environmental Ergonomics -The Ergonomics of Human Comfort, Health and 

Performance in the Thermal Environment 

Edited by Yutaka Tochihara and Tadakatsu Ohnaka, Elsevier, 2005 .4 

栃原 裕（九州大学大学院芸術工学研究院）

本書は私と福岡女子大学人間環境学部の大中忠勝教授を編集者として、 Elsevier Ergonomics Book

Series の第 3 巻として発刊されたものである。 本書は、 2002 年 9 月に福岡市で開催された第 10 回国

際環境人間工学会 (ICEE2002） において発表された論文のなかから優れたものに加筆されたものであ

る。
環境人間工学は人間の生理・心理機能に基づいて、 職場環境から生活環境までの「あるべき姿jを

追究することを目的としている。 特に、 人間にとってストレスとなるような環境条件をいかに克服す

るかを追究し、 人間の能力が最大限に発揮される環境の実現を目指している。 すなわち、 物理的環境

条件、 主として温熱、 気圧、 水圧、照明環境が人間の生理心理反応に及ぼす影響を研究することによ

り、 各種環境の許容基準、 その防護法さらには快適範囲を提案している。 本書は、 国際的な権威が多

数集まった「温熱環境」についての論文をまとめて編集したものである。

全体は以下の 8 章構成となっており、 総計 79 編の論文が掲載されている。 第 l 章・生理学、 第 2

章：暑熱ストレス、 第 3 章：寒冷ストレス、 第 4 章：t昆熱快適性、 第5 章：衣服、 第 6 章：防護服、

第7章：サーマルマネキンとモデル、 第8章温熱指標

その他の章も興味深いが、 特に、 被服衛生学研究者と関連が深いのは第 5, 6, 7 章であろう。 これら

の章では、 世界的にも著名な、 Goldman 博士（米国・軍環境医学研究元所長）、 Havenith 教授（英国・

ラフプロ一 大学）、 McCullough 教授（米国・カンザス州立大学）、 Taylor 教授（豪・ウォロンガング大

学）、 Candas 教授 （仏・国立科学研究所） 等による論文が掲載されている。

本書が、 被服衛生学教室、 人間工学教室、 衛生学教室、 建築環境工学教室に所属する研究者・学生

のみならず、 産業医、 産業現場の技術者、 管理者、 労働衛生に携る行政官など、 多方面の人々に役立
つことを期待している。
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