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お問い合わせは
（株）スマートサポートまたは下記まで

スマートスーツ



　近年の少子高齢化の進行と平均寿命の伸びによって日本人の平均年齢は世界一の 48.9 歳（2018年）に達しました。これまでのように 60～65歳でリ
タイヤしても、健康的で意欲的な生活をおくることができる第二の人生は長く続きます。いよいよ「人生100 年時代」が到来するのです。わたしたちは
これからの長い人生をどうやって幸せに楽しく暮らしていくか、その生き方を自分自身で考え選択し、積極的に対応することが求められています。

　ところで、最近の景気回復は少子高齢化、人口減少と相まってさまざまな産業での人手不足をより深刻化させています。これまでは労働市場で存在感が薄かっ
た中高年が労働の主要な担い手になりつつあります。企業は定年の延長や再雇用の推進で高齢者の雇用機会を増やして対応しており、政府も年金受給開始年
齢の引き上げなどによって高齢者の就業を促しています。第二の人生も働き社会参加することが " 長生きに対応した自助努力 " となり、生きがいにもなります。

　しかし、中高年の労働者を雇用した場合、加齢による体力の低下から転倒による怪我や腰痛発症などの労災リスクも同時に受け入れなければならなりません。
中高年が安全に安心して長く働ける環境づくりがこれからの社会に求められています。

　われわれが提案する「軽労化®」の考え方で開発した「スマートスーツ®」は、働く人それぞれの体力や働く環境に応じた無理のない働き方をアシスト
する「人生 100 年時代の働き方」を支える " 人に優しい " 技術です。

INTRODUCTION 「人生100年時代の働き方」を軽労化®技術でサポート



HISTORY

　「農作業を楽にしたい！」 
　スマートスーツ®開発の原点は、2005年夏の北海道、創業者のひとりで
ある農業コンサルタントの思いから生まれました。

　彼の顧客のひとりであったスイカ農家が夏の収穫繁忙期を前に腰痛を発症
したのです。重いスイカを中腰姿勢で扱う農作業では常に腰痛の不安を感じ
ています。もし収穫時期に腰痛になり働くことができなくなれば収入は激減
してしまいます。何より美味しいスイカを楽しみに待っていてくれるお客さ
んに申し訳ない。その話を聞いた彼はのちに共同創業者となるロボットの研
究者を大学に訪ねます。

　研究者は学生とともに、すぐに畑に出向き、自ら農作業を手伝いました。
そこで研究者が感じたのは、農作業は単純動作の繰り返しではなく、経験に
基づいてさまざまな動作を要領よくこなさなければならないということで
す。足元も不安定な畑を広範囲に移動し、雨や土ボコリなどの過酷な環境で
作業しなければならないこともあり、農作業のような人の手による仕事は機
械やロボットに簡単に置き換えることが難しいのです。

　そこで、開発する装着型のアシストスーツ「スマートスーツ®」のコンセ
プトは、人の経験による動作の最適性を優先するために、作業動作を妨げる
ことなく、感覚を鈍らせないアシストの「さりげなさ (Subliminal)」、信頼
できる製品の「安全性（Safety）」、加齢や過労による体力低下にも身体機能
を維持する「労働の持続可能性 (Sustainability)」の "3S アシスト " としま
した。

　開発を進めていくうちに、ロボットの構成要素であるセンサ、コントロー
ラ、アクチュエータが本当にスマートスーツ®に必要なのかという議論が開
発チーム内で起こりました。3S アシストを実現し、より多くの方に使って
いただくためには安価で扱いやすいものにしなければなりません。ロボット
の研究者がロボット要素を取り外すという苦渋の決断をしました。しかし、
研究者は実際に現場で作業をする多くの人たちの声に耳を傾け、自らのロ
ボット開発の経験を生かした「軽労化®」という全く新しい概念を構築する
ことができました。

　私たちは、「軽労化®」そして「スマートスーツ®」を農業分野だけでなく
広く社会に普及させ、人の手でしか生み出すことができない価値を大切にし、
誰でも長く安心して働き続けることができる社会に貢献するために、2008
年に株式会社スマートサポートを設立しました。

人の手による仕事が生み出す大きな価値

　「軽労化®技術」とは、労働の負担や疲労を軽減するこ
とで、労働による傷病リスクを下げるとともに、主体的
な動きをサポートすることで、働き続けられる身体能力
を維持するためのアシスト技術です。

人ができることを “ 楽に ” できるようにする

アシスト（たすける）／リスク回避（まもる）
人の手による作業を持続的に安全かつ快適に
行えるように身体にかかる負担と疲労を軽減
することで疾病リスクを低減すること

トレーニング（たもつ・きたえる）
継続的な作業によって得られる適度なトレー
ニング効果が体力（筋力・持久力・気力）の
維持・増進に寄与し、作業者の労働意欲を高
めること

増力化自動化

人がいなくても
できるようにする

人ができないことを
できるようにする

人ができることを
楽にできるようにする

人が主役のアシスト技術



上半身の引き上げ 腹部の引締め効果×アシスト コルセット

　

　スマートスーツ®は作業姿勢の動作解析から、ロボット技術によって設計された
“ 軽労化®” スーツです。機械的な動力を用いず、弾性体（ゴム）の張力だけで軽
労化®効果を発生させるため、安価で優れた着心地と高い安全性が特徴です。

　中腰での作業や重量物の持ち上げ動作など、人は腰をかがめたときに背中
の体表面長が 1～2 割程度伸長します。そこで、あらかじめ張力強度を設
計した弾性体（ゴム材）を後背部に配置することによって、腰をかがめ
たときに、その弾性体も同時に引っ張られて収縮力が発生します。こ
の力は背中に配置された弾性体と連結し、お腹まわりに配置した
ベルトを引き締め体幹を安定化させるコルセット効果を発生さ
せるとともにかがんだ上半身を引き起こすアシスト効果を
同時に発揮します。

ゴムの収縮力で
上半身を起こす

弾性体（ゴム）が伸長し
張力が発生

ゴムに接続されたベルトで
お腹周りを引き締める

張力
発生

腹圧

張力
発生

腹圧

「アシスト」+「コルセット」効果で
　　　　　　　腰への負担と疲労を軽減！

25%
※個人差あり

軽減！

腰の負担



　私たちは、世界に先駆けて高齢化がすすむ日本社会の課題を解決するため
に、軽労化®市場の創造と軽労化®技術を用いて開発した製品やサービスの社
会への実装を推進することで、高齢者が安心して安全に働くことができるよ
うに、また、人の手でなければできない仕事の質を高め、そこで働く人たち
の幸せに貢献します。

　私たちが提案するスマートスーツ®　Plusは作業用ユニフォームにスマート
スーツ®の機能を内蔵した製品です。これまでの数千件に及ぶスマートスー
ツ® Lite の試験販売による経験から実需者の意見に直接耳を傾け、改善を繰
り返して開発したセミオーダーパワーアシストスーツです。

　ひとりひとりの体力差や業種ごとの作業環境によって、ユニフォーム とし
て求められる機能や素材、デザインなどの仕様は異なります。それぞれの作
業状況をヒアリングし、必要に応じて動作解析や疲労の自覚症 調べなどのイ
ンストール・プログラムを提供することで現場へのスムーズな導入を促し、
作業者が感じる着用へのストレスを減らし、仕事へのプライドや生きがいも
感じてもらうことができるオリジナルのスマートスーツ®Plusを提案します。

MISSION

北海道大学大学院情報科学研究科
システム情報科学専攻 准教授　田中孝之

Keep Your Performance ！
いつまでもいきいきと暮らせる社会のために

シニア層の積極採用と働き続けられる職場環境へ
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柔軟性とバランスをスマートスーツ®で解決スマートスーツ® の効果を感じやすい
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　スマートスーツ®Plus は、さまざまな業種、業態で異なる作業
環境に適した「作業服（ユニフォーム）にスマートスーツ®の機
能が内蔵されたオリジナル・デザイン」を提供するプロジェク
トです。

これまでの試験販売で改善を重ねてきた スマートスーツ
®Lite の製品としての機能に加え、作業現場への導入手
法のノウハウと働く方々のモチベーションに貢献するオ
リジナルユニフォームの融合によって "着脱の容易さ "
 " 着心地のよさ " を実現しました。

はたらく環境に安全・安心をプラス！
ユニフォームにスマートスーツ®をプラス！

はたらくカラダにいたわりをプラス！



作業環境や働き方に合わせたオリジナルデザインの
ユニフォームをご提案します。

円（税別）～38,00028,000円（税別）
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ヒアリング
オリエンテーション

デザイン
プレゼンテーション
お見積もり

サンプル
チェック

納　　品

アフターフォロー円（税別）～36,000

PANTS STYLE
パンツスタイル

FLOW

軽労化®＋ユニフォーム・デザイン

OVERALLS STYLE
オーバーオールスタイル



　北九州市は平成28 年に「高年齢者の活躍や介護サービスの充実による人口減少・高齢化社会
への対応」をテーマとした拠点づくりが国家戦略特区として指定されました。

　その拠点のひとつが「先進的介護・高齢者活躍拠点」の形成であり、シニア・ハローワークの
設置や介護ロボット等の活用による介護職員の負担軽減、ロボット等の改良や開発などに取り組
み、先進的介護・高齢者活躍の拠点形成を目指しています。

この拠点における特区事業に貢献するために設置された「北九州市介護ロボット開発コンソーシ
アム」で実施した「サポート機能付き介護ユニフォームのコンセプト作成業務」では、スマートスー
ツ®の機能を内蔵した介護スタッフのためのオリジナルデザインユニフォームのコンセプトを開発
しました。

介護スタッフが誇りと自信に満ちた仕事をするために " 介護 "という仕事のあるべき姿を介護施設の
職員、施設管理者、経営者、施設入居者の家族等の関係者からの意見をアンケートやヒアリング、ワー
クショップなどを経て集約し、介護スタッフとしての専門性と信頼感、安心感、入居者に対する適度
な距離感と視認性を考慮したコンセプトモデルを提案しました。

EXAMPLE
介護スタッフのための
オリジナル・ユニフォームの提案
～北九州市国家戦略特区事業～

介護ユニフォーム
コンセプトモデル
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マルチウエストポーチ
着脱式の携行品収納用
途に合わせて仕様を替
えられる

スーパーストレッチ
テーパードパンツ
膝をついても裾が床に触れ
て汚れない細身のライン

医療用ストレッチ素材
斜線部は通気性を配慮した
ストレッチ・メッシュ素材

肩部ベルクロ・ワンタッチエプロン
①食事介助用
②排泄介助用
（ディスポーサブル：不織布素材）

ニーパッド＆ニーパッドカバー
腰痛リスクの回避のためのニーパッドと
衛生面に配慮したマスク・タイプのカバー
（ディスポーサブル：不織布素材）

サイズ・アジャスター

サイドポケット

マルチウエストポーチ用
ベルトループ

ストレッチ・サイドゴム・スカート
（防水ストレッチ素材）
下着のラインやヒップ周りをカバー
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