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今日、ドローンはアーティストによる空撮・ライトパ

フォー マンスなどの表現領域でも広く活用されている。

ファッション領域においても、ハンガーに見立てたドロ

ーンに既存の衣服を取り付けて飛行させる活用法があ

る。しかしそれはドローンが空間を移動するという機能

のみに着目したものであり、真の意味でドローンの特徴

を捉えた新しいファッションデザインの展開には至って

いない。そこで私は、ドローンの飛行原理の特徴をファ

ッションデザインに組み込む衣服の設計をおこなった。

はじめに、簡易的な飛行実験をおこない、飛行制御から

生じる風圧と布の動きの関係性を観察した。次に、着陸

付近で起こる風圧と地面との接触によって布が浮遊する

空間に注目し、ドローン特有の風圧と布の関係性がデザ

インに組み込まれたスカートを製作した。 

風圧を活かした衣服は以下３点のデザイン指標を採用す

る。 

⒈  素材　ドローンの風圧を受けて細かく波打つ生地 

⒉  設計　風圧を均等に受け流すことができる 

⒊  操縦　 離陸後地面に向かってスロットル飛行する 
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現在バーチャル産業やロボット産業では各産業の特徴を

捉えたファッションデザインが提案されている。アパレ

ル産業においては、ハンガーに見立てたドローンに衣服

を取り付けて飛行させる活用法がある。しかし、それは

空間を移動する機能のみに着目したものであり、ドロー

ンの特徴を捉えた新しいファッションデザインの展開に

至っているとは言い難い。そこで本研究は、身体制約下

にないファッションデザイン領域におけるバーチャルア

バターやロボットアパレルの先行事例を参考にした。そ

して、飛行制御から生じる風圧と布の動作の関係を観察

した結果に基づいてファッションデザインをおこなっ

た。具体的には、ドローンの風圧による衣服の振れ幅を

操縦することでフォルムが変わる ”Advent Gift” という

スカートを開発した。 

Advent Gift は、ドローンに装うことで真価が発揮され

るファッションデザインである。人間の身体を前提とし

ない衣服を製作する際は、人体の特徴や挙動の制約から

服作りをするのではなく、着させる対象の特徴と挙動か

ら引き出せる魅力を導いてデザインする必要がある。そ

れは多くの主流ファッションデザイナーが行っているよ

うなデザインスケッチに綿密な指示を施したり従来のデ

ザイン手法を参考にすることで服を作り始める手法では

ない。 この方向からスタートしてしまった場合、対象特

有の美しさを導き出すことは困難だった。本研究に着手

した際、途中まで私はこの過程を誤った。本論ではその

失敗についても触れる。最後にドローンの風圧を活かし

た衣服の展望を述べる。

⒈　はじめに
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◆　導入

本研究のきっかけは、私が中学校 3 年生だった時に参加

したヨコハマファッションアワードという中高生がファ

ッションデザインを競うコンテストで頂いた講評に起因

している。私が出展したのは「リボンに溶け込む」とい

うタイトルの作品だった。私はコンテストのアフターパ

ーティで、審査員を務めたファッションデザイナーの小

西克幸から「完成されたファッションでした」と声を掛

けられた。後々振り返れば、それはただ私のデザインを

評価したコメントだったとわかるが、当時の私は完成は

これだけではないという漠然とした想いを湧きあがらせ

た。というのは、その時出展した私の作品は着用できる

服以上のデザイン性を持ち合わせていなかったからであ

る。これをきっかけにして、私は着用できること以上の

魅力を求められるファッションデザインを模索し続ける

ことになった。

大学生活ではドローンの飛行原理に注目した。物理空間

を自由に浮遊するドローンに、衣服を揺らめかせる新し

い表現を連想し、ドローンの飛行が衣服に組み込まれた

スカートの製作を提案した。以後、ドローンとファッシ

ョンデザインの研究を開始した。

出展した作品

デザイン画
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無人航空機／ドローン／ 英名 unmanned aerial vehicle 

UAV（以下ドローン）は、20221 年時点の航空法施行

規則で以下のように定義されている。

“ 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、

滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上

人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動

操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うことをい

う。）により飛行させることができるもの（その重量そ

の他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安

全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれる

おそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除

く。）をいう ”

また、ドローンから除外されるものとしては、

“ 国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満

のものとする ”

とされているが、実際には 200g 以下の機体もドローン

と呼ばれることもある。

ドローンとは
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◆　外部構造

本 研 究 の 制 作 物 で も 採 用 し た DJI 社 の Phantom 4 

Advanced の機体からドローンの機体外部に取り付けら

れているパーツを説明する。
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◆　移動の種類

位置移動は、ローターの動力を操作し、ブレードの回転

数を変えることで可能となる。ローター数の変化による

位置移動方法は４つある。

⒈　上昇、下降させる場合は、全てのローター回転数を

上げ下げする。これをスロットルという。

⒉　前進、後退させる場合は進めたい方向のローター回

転数を上げる。これをエレベーターまたはピッチという。

⒊　これをエレベーターまたはピッチという。左右に移

動させる場合は、進めたい方向のローター回転数を上げ

る。これをロールまたはエルロンという。

⒋　右回転、左回転させる場合は、ドローンの対角線上

のローター回転数を上げる。これをラダーまたはヨーと

いう。

◆　マルチコプターの分類

ドローンは、マルチコプター（回転翼機）に分類するこ

ともできる。マルチコプターは３つ以上のブレードを持

つ機体のことで、ブレード数によって分類することがで

きる。

３つはトライコプター、４つはクアッドコプター、６つ

はヘキサコプター、８つはオクトコプター。ブレードが

２つ以下のものはヘリコプターに分類される。

◆　揚力
ドローンはブレードを回転させた時に生じる風圧の圧力
差（揚力）で飛行する。
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ファッションデザイナーとは、服装の提案を通して自分

自身の世界観を創り上げる者のことを指す。

ファッションデザイナーが登場する以前、ドレスは仕

立て屋に顧客が持ち込んだ生地や装飾品から、顧客の

好みと身体の寸法に合わせて仕立て屋が型紙を起こし、

針子が縫製するという流れでつくられていた。そこへ、

1858 年にイギリス出身のシャルル・フレデリック・ウォ

ルトによってオート・クチュールが導入された。ウォル

トは、あらかじめ複数の「モデル（商品見本）」を用意

し、そのなかから顧客に選択させ、身体サイズに合わせ

て製作するというシステムを作った。それまで仕立て屋

は顧客の意向を聞いて服を組み立てる「技術者」だった

が、ウォルトは服飾を通して自分の美学を表現する「創

造者」となったのである。

ファッション
デザイナー
とは

シャルル・フレデリック・ウォルト

店内での販売の様子



ファッションデザイナーが衣服を製作するプロセスは

大きく分けて２つある。全て手作業でおこなう手法と、

CAD ソフトを取り入れながらおこなう手法である。製

作過程の量に差はあるものの、デザイナーの製作初期過

程は等しい。最初に、コンセプトやテーマを決定し、紙

もしくはデジタル上でドローイングやコラージュから分

析をおこなって分析したのち、パターン製図に着手する。

15 16

リサーチから
販売過程
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ファッションデザイナーは流行の発信者となり、身体を

覆う空間、社会で活動するための衣 服を提供し、人の

身体を対象に様々なファッションデザインを築き上げて

いる。それは社会 で行動できる身体が物理空間のみに

あった時代ならば、衣服を提供することに際してファッ 

ションデザイナーに求められる機能としては完結するも

のだっただろう。 現在、生身の人間に着用させる衣服

ではないファッションデザインの創造が勃興している。 

本節では当該領域のファッションデザイナーの必要性に

ついて、⒈ 仮想空間の分身への介入、⒉ 仮想空間と物

理空間での個性差の解消、⒊ 物理空間の分身の 3 点か

ら明らかにする。

17

あつまれ どうぶつの森

⒈ 仮想空間の分身への介入 
仮想空間内のアバターに着せる衣服で機能する実在のファッションデザイナー及びブランドの事例

仮想空間のフィールドで自分を操作するためにアバターを用意することがある。アバターは、仮想空間でユーザーの分

身として機能する。アバターは物理的な身体に捉われず、着飾ることができる。2020 年に任天堂から発売された「あ

つまれ どうぶつの森（以下：あつ森）」というゲームソフトではマイデザインというゲーム内の世界を自分好みのデザ

インに変更できる機能がある。マイデザインの「自分だけのおしゃれを楽しむ」という機能では、ユーザーの作りた

い衣服や小物の型紙を選択すると、型の範囲内を自由に描くことができ、それをゲーム内のアバター用の衣服として使

用することができる。衣服のデータには QR コードと ID が付与され、他人に配布することができる。また、他人が製

作したデザインをダウンロードすることで自分のものにすることも可能である。ここに写真家 Kara Chung が COVID

ｰ 19 の感染拡大によって閉鎖されたマニラで Instagram でトップメゾンのデザインを模倣してアバターの衣服にするこ

とを目的に ANIMALCROSSINGFASHIONARCHIVE プロジェクトを立ち上げた。それに賛同した Valentino など複

数のファッションブランドは次々と自社デザインをデータ化して配布した。任天堂は本ソフトに関連して金銭的な利益

を得ることを控えるよう声明を表明している。そのため、各ブランドの参入は販売ではなく配布という PR 目的での参

入であった。しかし、実際に販売されている商品と同等のデザインの配布はユーザーから大きな反響を得た。高額なブ

ランドを容易く試せるという観点もあるが、COVID ｰ 19 の流行によって、世界中で外出規制が起こり、物理的空間で

ファッションを楽しめる時間が減っていたことも起因しているだろう。結果的にあつ森は、仮想空間での身体にもファ

ッションブランド及びデザイナーを社会で活動する時の自分のメディアとして指示する需要が示された一例となった。

2020

ファッション
デザインの
新たな役割
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VRoid WEAR

⒉ 仮想空間と物理空間での個性差の解消　 
ファッションデザインによって 仮想空間と物理空間で表示できる衣服の差異 が解消される事例

pixiv は Vroid という自分の 3D キャラクターを持ち、キャラクターを使った作品作りや VR と AR 空間でのコミュニケ

ーションを楽しめる環境を多くの人に届けることを目的としたサービスを開始した。この VRoid から派生した VRoid 

WEAR は、Vroid とクリエイターもしくはブランドと協力することで、アバターファッションをデザインする VRoid 

WEAR powerd by Pixiv のプロジェクトである。このプロジェクトの 1 つめのコラボレーションにモニターの中の世界

とリアルの世界を境なく歩く現代人のための環境と衣服を提案する、鈴木淳哉（以下：鈴木）と佐久間麗子によるファ

ッションレーベルである cloma が選出された。リアルとバーチャルを境なく歩くことをコンセプトに発表された「Y2K 

Anorak for VRoid（以下：V2K V）」は、chloma の 2019ss のコレクションである「Y2K Anorak（以下：V2K）」を

VRoid が着用できるアバターウェアとして新たに再構築されたものである。Y2K V は、chloma から人用の衣服である

Y2K の販売が開始されると同時に、同デザインの ”VRoid 製モデル用 ” 衣服の販売がされた。 また、V2K を購入した

場合には、V2K が付属した。販売に際しデザイナーの鈴木は「もしバーチャルのあなたが chloma の服を気に入ってく

れたなら、ぜひリアルの chloma の服にも袖を通してみてください」と呼びかけた。結果的に VRoid WEAR は、仮想

空間でデザインした自分のアバターに着用できる衣服と物理空間の身体で着用できるファッションデザインの差異を違

和感なく埋めた。境界線が取り払われるということは、例えば仮想空間でしか接することがなかった人々と物理空間で

初めて出会うことになった時に自分がいつも仮想空間のアバターに着せているものと同じデザインの衣服を着用してい

れば、その時、日常と非日常での距離感は普段見慣れているという点から生じにくくなるだろう。

2018    

OriHime

⒊ 物理空間の分身 
物理空間のアバター事例

株式会社オリィ研究所が開発した OriHime は、手のひらサイズの分身ロボットである。OriHime の特徴のひとつであ

る登録されたモーションと自由に動かせる腕で感情表現の補佐をする機能は、無機質な OriHime を通して本人が他者

へ個性を伝達する為の重要なツールである。OriHime は以下のような 3 つのサービスを展開している。ひとつめは、指

先しか動かせない重度肢体不自由患者のために声が発することができなくても透明文字盤を操作することで日常の会話

をおこなえるようにする意思伝達装置としてのサービス「OriHime eye ＋ Switch」。ふたつめは、リモートワーク、テ

レワークに再敵視されたコミュニケーションロボットとしてのサービス「OriHime Biz」。みっつめは、移動の制約を

克服し、教室にいるようなコミュニケーションを実現するサービス「OriHime 教育」。以上は物理空間の分身として機

能できることを証明している。OriHime シリーズは OriHime と OriHime-D の２種類が開発されており、後者は全長約

120㎝の分身ロボットである。OriHime ｰ D は前進・後退・旋回の移動能力があり、上半身に 14 の関節用モータを内蔵

していることで簡単なものをつかんで運ぶことができるほか、自由なモーションを作成してボタン操作で再生する機

能も実装されている。これにより、導入先の現場を見回りながら指示を出すなど、身体を動かす必要のあるテレワー

クが実現可能となった。利用者事例には ALS 患者である境さんのように OriHime 用の衣服を製作してより個性差を測

ることや、カフェ店員として働くための制服としてスカーフを装うといったファッションがみられる。他方で、それは

OriHime 特有の動作の魅力から製作された装いのデザインであると言えるだろうか。この指摘をするにあたってロボッ

トアパレルメーカーの ROBO UNI のことを確認しておきたい。

2011 
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ROBO UNI

株式会社 Rocket Road が運営する ROBO UNI は、ロボットアパレルを通して人とロボットの心の距離を近づけるさま

ざまなロボットの公式衣装を企画開発製造しているロボット用アパレルメーカーで、日本の先端素材と高度な縫製技術

を活用し、ロボットシステム会社との連携による実験データから生みだされる独自設計により Robotic Apparel を開発

した。ロボット用の衣服課題は、対象にするロボットごとに異なるため、各ロボットに合わせた調整が必須とされる。。

ROBO UNI では、ロボット機能の安全性、テンション（負荷）による故障、重量によるバランスセンサーへの影響、

電子への影響、素材の可動部分への巻き込み、説明書なしの感覚的簡易着脱、着崩れ状態からの着戻し設計。以上を

考慮したロボットがもつ美しい外装と機能性を邪魔しないように心がけた商品開発がなされている。ROBO UNI では、

ロボットに求められる衣服として機能性に対して足枷にならないエンジニア目線の課題をあげている。勿論、重要視し

なくてはならない観点だが、他方で OriHime でも確認されたように、それは人ではなくロボットだからこその動きを

捉えたファッションなのかというと疑問が生じる。

2018    
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⒉　先行事例
独自におこなったリサーチにより、ドローンがファッ

ションと関わった事例を 15 個確認することができた。

それらを 6 つのカテゴリーに分類した。
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FLYING ESSENTIALS

⒈ ハンガー 
ドローンを衣服をかけるハンガーに見立てて飛行させた事例

株式会社 三陽商会の自社ブランド「SANYO ESSENTIALS」のプロモーションムービー。小型ドローン２機に衣料

品をセットし、それらの様子を大型ドローンによって撮影した。製品が顧客に届くまでの過程と、シャツの仕立ての良

さや快適な着心地を美しい映像とドローンによって表現した。制作を担当したのは株式会社アマナおよびアマナグルー

プである。

2015    

flying norlin project 空中ストア

 

フットウェアブランド Crocs が六本木で期間限定開催した世界初の「空中ストア」。コンセプトは “ 驚きを持った軽さ

の体験 ”。軽量を売りにした新製品 “norlin” のプロモーションイベントで、空中にディスプレイされた 200 足の中から

顧客が選んだシューズを自動制御のオーダーシステムやシューズをつかむ機能を搭載したドローンが運んだ。

2015    
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Silicon Valley Fashion Week?!

アメリカのウェブアパレル会社 Betabrand は、2016 年に Silicon Valley Fashion Week?! を開催した。ショーのプログ

ラムでは、パンツやアクセサリーをぶら下げたドローンがランウェイを飛行した。

2016    

Dolce&Gabbana Fall Winter 2018/19

イタリアの Milan Fashion Week Fall/Winter 2018 で、イタリアのファッションブランド Dolce&Gabbana はショー冒

頭でドローンをランウエイに飛行させてバッグを披露した。演出を手掛けたのは、日本の株式会社ライゾマティクスの

技術と表現の可能性を探求するライゾマティクスリサーチ部門である。

2018    
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Styleweek Northeast 2018　Kent Stetson

Styleweek Northeast 2018 でアメリカのハンドバックブランド Kent Stetson は、ショーの一部でドローンやロボット

などにバックを持たせて人間の代わりにランウェイを歩かせた。

2018    

Saudi Arabia fashion show

Saudi Arabia fashion show で、ドローンが服を吊り下げてランウェイを飛行した。企画の報道担当者は、アイディアは

シンプルでありながら美しさを追加したと語ったが、ドローンの風圧で服が揺れる様は幽霊のようだと SNS 上で話題

になった。また、女性の謙虚さについて保守的な考えが残る人々の間では、女性をドローンに置き換えたことに嘲笑と、

場合によっては怒りを引き起こした。

2018    
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Volantis

⒉  ハンガー＋ボディ 
前項のハンガーに、人間の身体を模したボディが付与された事例

アメリカの歌手レディーガガが着用した世界初の飛行ドレスで、12 本のローターを用いて人を飛行させるドローンで

ある。開発を担当した会社の 1 つであるイギリスのファッションテック企業 Studio XO の Benjamin Males は「機械は

丈夫でなければなりませんでしたが、ファッション性も提供したかったので、ドレスにするためのとても美しいフロン

トケーシングを作りました」と説明した。

2013    

Flying Collection – Colombo Black Friday

ブラジルのアパレルブランド Camisaria Colombo は、オフィスビルから出る時間の少ないビジネスマンに向けて、ブラ

ックフライデーで同社が行なうセール情報をドローンを用いて届けた。人間の身体を模した板の上に販売する服を着せ、

彼らの視界に入るようオフィスビルの窓に向かってドローンを飛行させた。服の上には値札も貼り付けられていた。

2014    
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Floating Gestures

田中浩也研究室が開催した「たわやかな物質」展で私と武田圭史研究室の水野史暁が発表したメディアアート作品であ

る。ドローンから生じる風圧が考慮された衣服を３D ペンで作られたマネキンに着用させて飛行操作と衣服の揺れから

感情表現のパターンを定義した。

2019    

DRONE SWEATERS

⒊ ファッション 
ドローン専用の衣服とドローンの特徴を活かした衣服の事例

アメリカのクリエイター DanielleBaskin は、様々な極地で使用されるドローンに人間同様の心地よさを提供する

ドローン用の衣服を製作した。ウールや混綿等の材質、サイズ感もドローンに合わせて選ぶことができる。また、

DanielleBaskin が運営するサンフランシスコのスタジオにドローンを預ければ、専用のドローンセーターをオーダーす

ることができる。

2016    
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A Kind Drone ～親切なドローン～

⒋ 仮想空間と物理空間での個性差の解消　 
ファッションデザインによって 仮想空間と物理空間で表示できる衣服の差異 が解消される事例

株式会社エニグモが運営する海外通販サイト BUYMA は、プロモーションビデオとして全裸で踊る男女 2 人のバレエ

ダンサーの秘部を隠すためにドローンと白い布が追従する映像作品を公開した。空撮や配送システムなど様々な用途が

開発されているドローンと、美しいクラシックバレエを掛け合わせ、世界の人々のファッションへの興味を喚起して服

を買う楽しさや、服を着る喜びを呼び覚ます斬新な表現を目指して制作された。

2016    

TranSwarm Entities

オランダのファッションデザイナー Maartje Dijkstra と音楽プロデューサー兼クリエイティブプログラマー Beorn 

Lebenstedt aka Newk は、ドローンと３D ペンで作られた衣服を製作した。細胞の集合体をモチーフに、３D ペンで作

られた衣装と、同じ材質、質感でできたドローンを組み合わせることで、まるで服の一部が逃げていったような様を演

出した。ドレスと同等に見えるデザインが施された周辺を飛行する 4 つの小さなドローンは、音楽のビートとメロディ

ーに乗ってモデルの周りを飛び回り、ドレスの一部が飛び立つかのように見える演出を担った。

2017   
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Fashion Drone Project

私が衣服に直接ドローンを組み込めるならどのようなデザインが可能かという構想のもと、ドローンの飛行と連動させ

てスカートのフレアの動きを制御することを提案した取り組みである。

2018    

Shoreline Spring Summer 2018

⒌ テキスタイル 
空撮した映像から切り出した画像データを布にプリントする事例

オーストラリアの yumi morrissey は、海岸線をドローンで上空から撮影した波の調と海岸線のコントラスト、周囲の

岩場などのモチーフをパターン化し、服に落とし込んだ。

2018    
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Findi Women's Fall/Winter 2014-15

⒍ 映像メディア
空撮映像をショーに組み込む事例

イタリアのファッションブランド FENDI は、公式サイトにアクセスすると FENDI のショーを地上カメラと、ドロー

ンの映像を自由に切り替えながら閲覧できるファッションショーを開催した。現地のドローンは訓練された操縦士が飛

行させた。演出を担当したのはイギリスの企業 UNIT9 である。

2014    
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◆　自己分析

製作を開始するにあたり、作家性の強度をもたせるため

に自己分析を行なった。具体的には、自身のルーツを整

理する、スケッチ・デッサン・マインドマッピング・ノ

ーテーション・興味対象の比較を通じた分析を半年に渡

って行なった。結果的に、一着の服で様々なバリエーシ

ョンが楽しめること、デザインが動き続けるものを中心

に関心があるのだとわかり、” 呼吸するファッションデ

ザイン ” というコンセプトが浮かびあがった。

◆　コンセプト

衣服が特定の動きと連動して形状変形・状態推移し、ま

るで生き物が呼吸して息づいているようにみえるデザイ

ンを”呼吸するファッションデザイン”と呼ぶことにし、

本研究で扱う製作物のコンセプトとした。

ドローンとの親和性を呼吸するファッションで考える

と、上下・左右・旋回など飛行操作によって具体的に衣

服の形状が変形することを想定した。

⒊　製作に向けたリサーチ

◆　姿が変わる（形状変形・状態遷移）衣服 

呼吸するファッションを定義するにあたり、1 着の中で

形状変形、状態遷移する衣服の事例を整理した。以下

10 項目を呼吸するファッションカテゴリーに分類した。

1 着が複数の項目に当てはまる場合も考えられた。

● Material　使用されている材料によって、形状変形、

状態推移するもの

● Design　人の挙動によって形状変形するもの

● Support　福祉用具による生活補助または生活習慣の

計測機器が搭載されたもの

● Symbiosis　動植物が飼育できるもの

● Climaite　気候によって、質感または色が状態推移す

るもの

● Body Temperature　体温によって形状変形、状態推

移するもの

● Vintage　他人が着用した、もしくは時間の経過から

劣化したもの

● Docking　着古した衣類・布製品・他素材をつぎはぎ

して形状変形、状態推移したもの

● Technology　テクノロジーを用いて形状変形、状態

推移させるもの

◆　過去の製作

2018 年から開始したドローンとファッションの取り組

みを振り返り、生じている問題を解決する。

デッサンの一部
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ドローンによる飛行とスカートの動きを連動させて、ス

カートフレアの動きを操作するにはどのようなデザイン

があり得るか、3 パターン検証した。 

コンパクトなサイズで製作したため、実際にドローンを

飛行させることは人体への接触不安があることから不可

能だが、サイズを変更すれば可能だと思われる。 

全てサテン生地を使用し、ドローンとスカートの接続は

全てマジックテープで留められている。 

パターン 1 がドローン 1 機を用いたフレアスカート、

パターン 2 がドローン 2 機を用いたフ ラフープが裾に

仕込まれた丸型スカート、パターン 3 がドローン 2 機

を用いた縦長のスカー ト。 

Fashion
Drone
Project

パターン 1 パターン 2

パターン 3
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これまで絵や文字を書くことしかできなかったドローン

を飛行操作と衣服の揺らめきから３つの感情表現を実現

した装置。

ドローンにファッション性とプレゼンス性を持たせるこ

とで開発した。手動操作する飛行制御と服の揺れが連動

し、動き方によって人が〇〇しているように見えるイメ

ージから飛行パターンを定義した。

衣服はポリエステル生地とメッシュデザインを起用し、

風圧に屈しない衣服をレーザーカッターとミシンを用い

て製作した。ボディ部分は PLA フィラメントで製作し

た。ボディ部分はテグスで結ぶことでドローンと接続し

ている。

Floting
Gestures

Glad Gesture：うなづいているようなSad Gesture：首を横にふっているような

Fun Gesture：ジャンプしているような
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世界中どこにいても、自分の分身のドローンで出席可能

な大学があったら、講義にはどう参加できる？という問

いのもと製作した。

飛行大学 SFC という架空の大学で “ マイドローン ” と

いう出席するためのドローンを遠隔から操作することで

出席認定が受けられる大学の映像作品を制作した。

前回制作したボディに頭部と手足を追加した。軽量化を

目指したことから身体はパーツごとに３D ペンで PLA

フィラメントを用いて製作した。身体は透明テープで結

ぶことでドローンと接続している。身体のパーツは複数

名の参加者によって製作されたが、それぞれで模様や形

が微妙に異なるデザインが成され、ハンス・ベルメール

の球体間接人形のような記号性を強く感じた。

飛行大学 SFC
スポーツ講義：地上と上空の鬼が連携して逃げ役を捕まえるマイドローン制作講義：ドローンで出席するために自分専用機を制作する

フィールドワーク講義：上空から課題を発見して地上の参加者と情報を共有する
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ドローンを身体を模したボディや、ボディと衣服を連動

させて飛ばすには、画像のようにドローンの離着陸に干

渉しないよう長めの紐で結び、離着陸時にひきずる形で

行なっていた。しかし、この方法はひきずることでボデ

ィ部分が醜く損傷を受け、非常に壊れやすい問題があっ

た。以上の観点から、今作では美しい離陸、着陸を求め

ていくこととした。

これまでの
問題
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⒋　ランディングギアスカート
◆　ランディングギアとは

ランディングギアは、丈の低い草地、小石、ゴミなどに

よる機体への損傷リスクを抑え、離着陸の成功率を担保

するドローンの装置である。この装置から衣服のスカー

トをイメージし、離着陸のときにボディが壊れてしまう

課題を服として成立させて解決したいと考えた。離陸時

はボディの腰がスカートのウエストラインに引っ掛かか

り、着陸時はボディがスカートの中に押し込まれる構造

のスカートランディングギアを考案した。飛行の特徴に

よって見た目が変形するため、「呼吸するファッション

デザイン」になると考え、製作を開始した。

◆　素材の検証

製作するにあたり、スカート部分の検証を以下４つの素

材でおこなった。

⒈ 生地の密度の高いインテリアで扱われる生地を糊付

けして硬化させる方法

⒉ ポリカーボネート板を切り出す方法

⒊ 耐衝撃性のある ABS フィラメントを選択し、CAD

上でスカート制作し３D プリンタで出力する方法

⒋ ガラス繊維や炭素を硬化させた造形ができる繊維強

化プラスチックの FRP での方法

評価はドローンの離着陸の衝撃に耐える衝撃性、ドロー

ンを着陸させられる強度性、製作するにあたっての造形

難易度、長期間の使用を考慮した耐久性を基準におこな

った。結果的に全ての基準を満たした ABS を採用した。

使用予定の機体はヘキサコプターの自作機で、フレーム

の重さが 2kg、最大離陸重量は 2.76kg である。スカー

トを付与するほか、バッテリーや機構部分の重さを考慮

しなければ飛行することはできないためスカートは軽量

化する必要があった。更に、呼吸するファッションデザ

インをするにあたって、衣服そのものに形状推移・状態

変化を持たせたかったため、画像のような布と骨組みの

デザインを考案した。

分別設計した３D

プリンタで出力したパーツを連結させて組み立てるラン

ディングギアの骨組みに、風圧を逃がすことができ、メ

ッシュデザインにもなるオーゼティックパターンにカッ

トした布を付与することで、飛行操作と自然風によって

布がランダムにはためき、ドローンの風圧を活かした呼

吸するファッションが創出できると考えた。

しかし、製作を進めるにつれ、はためき方からわかりや

すく呼吸の動きを捉えることは難しいのではないかとい

う疑問が生じた。更に、ドローンではなくても表現でき

る可能性に気づいた。飛行機やラジコンにぶら下げても

はためき方は大差ないだろう。以上の理由から、経験値

から進めるのではなく、布とドローンの関係性を再観察

することにした。
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◆　観察

中国の DJI 社が販売する phantom 4 pro に生地を吊り下

げて上下左右の簡易的な飛行制御を繰り返し、ドローン

と布の動き方を観察した。

これまでは物理空間を自由に飛行できることがドローン

の特徴であり、その飛行に追従する布の動き方がドロー

ンと布の表現方法だと認識していた。

しかし観察を続けた結果、着陸時にドローンの風圧が地

面と跳ね返る際に ” 布が地面に着かずに浮く ” という現

象がドローン特有のものであると認識を改めた。以後、

着陸時の風圧を活かしたスカートのデザインに取り掛か

ることにした。

⒌　Advent Gift

◆　素材の検証

観察の実験で使用したニューレコードという薄く軽いポ

リエステル生地、オーガンジー生地（ニューレコード生

地より薄く軽い上にハリがある）、綿生地（ニューレコ

ード生地より厚みがあるがハリはない）を用意して風圧

と布の関係性を観察することにした。

ニューレコード オーガンジー 綿
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◆　実験

まずニューレコードと厚みのある綿からフレアスカート

をふたつ用意し、着陸時の生地の広がり方を観察した。

フレアスカートは、フレア状に裾が広がる設計のスカー

トである。

飛行させてみると、薄く軽い上にハリがある生地のニュ

ーレコード生地はこまやかにスカートの裾が波打った。

ハリがなく、厚い綿はスカートの裾が大きくバタついて

波打った。これにより、薄い生地が風圧を活かしたデザ

インに適していることが判明した。しかし双方ともドロ

ーンの風圧が地面と跳ね返る際に均等に風圧を逃がすこ

とができず、ドローンは安定性を保てず揺れながら飛行

した。そのためフレアスカートでは風圧を活かすことは

難しいと判断した。

次に、ハリがありニューレコード生地より軽いオーガン

ジー生地のティアードスカートを用意し、着陸時の生地

の広がり方を観察した。ティアードスカートは生地の切

り替えが増えるほど裾が広がる設計のスカートである。

今回は切り替えが１つのスカートを採用した。

飛行させてみると、オーガンジー生地はニューレコード

生地以上に裾がこまやかに波打った。スカートの一段目

が風圧が流れる機能となり、2 段目は風圧を均等に流す

機能になったことでスカートの裾が波打つことはなかっ

た。また、スロットル ( 上昇・下降 ) を繰り返すたびに

スカートの裾の開閉が起こったが、ドローンは安定性を

保ったまま飛行した。以上の理由から本研究ではティア

ードスカートを採用することにした。

完成品ではティアードスカート以上の設計を施し、独自

性を表現することにした。具体的には、ティアードスカ

ートの段の上に新たに布を付与することで実現を目指し

た。風圧の流れを邪魔することなく新たに布を付与でき

る縫い方や、布丈の長さを求めるためにスロットルを繰

り返して風圧と布の動きを観察した。
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Advent Gift は、飛行するスカートがドローンの風圧と

共に地面に近づくとデザインの真価が発揮されるスカー

トである。ドローンの風圧が活かされたデザインが立ち

現れる。 

本作では、着地付近で花が咲き、花びらが舞うイメージ

をデザインした。ティアードスカートに 26 枚の花びら

型のニューグランド生地を付与した。このスカートは画

像のように人 間が着用することも可能である。

プロトタイプではスロットルを繰り返すことができた

が、本作では、一度スカートを地面に 向かって下降さ

せるとスカートの裾を広げたまま再び上昇することはで

きない。また離陸時もドローンのランディングギア付近

にスカートを広げずにまとめなければ飛行することはで

きない。 

本作でスロットルを繰り返すことができなかった原因

は、スカートの幅である。ティアードスカートならば、

離着陸可能な設計になると判断した私は、プロトタイプ

より幅が広いサイズのスカートを製作した。プロトタイ

プでは裾が地上に向かって跳ね上がっていたことから風

圧を活かすことができていたが、本番で製作したものは

この跳ね返りがおこっておらず、裾が地面に向かってい

る。これにより風圧を活かすことは一度のみ可能で、そ

れ以降は風圧の力でスカートは地面に押さえこまれる。

スカートの幅が広いほど、風圧で押さえこまれる範囲は

広くなってしまうため、Advent Gift では風圧範囲の狭

いスカートを設計することが重要だろう。 

◆　結論 

ドローン特有の飛行によって、呼吸するかのようにフォ

ルムを変える風圧を活かした衣服は以下の設計から可能

であることが判明した。 

⒈ 素材　ドローンの風圧を受けて細かく波打つ生地 

⒉ 設計　風圧を均等に受け流すことができる 

⒊ 操縦　 離陸後地面に向かってスロットル飛行する 

素材や設計の限定はあるものの、この方法を取り入れる

ことでドローンによるファッショ ンデザイン手法が確

立された。
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今回途中まで製作方法を誤っていたのは、特有の動きを

捉え切れてなかったことと、これまでの取り組み事例か

らの決めつけがあったことにあった。新たに研究に取り

組む際は経験だけに基づいて理論を構築してはならず、

その都度十分な観察が必須である。 

先行事例では、ドローンの機動力ばかりが注目されてい

たため、風圧を活かしたデザインは生まれなかったので

はないかと推察する。Saudi Arabia fashion show での

ドローン飛行で、地域の主催者であるアラブ首長国連邦

のイスラムファッション＆デザイン評議会のアリア・カ

ーン会長は「既存の枠組みから逸脱するのは素晴らしい

ことです。彼らはクリエイティブな場所で、これまでと

何か違うことに挑戦している。しかし、私は奨励したり、 

もう一度見たいとは思いませんでした。ドローンにただ

ぶら下がっている形が崩れたドレスは魅力的でも美しく

もなく、試着したいとは思えませんでした」と語った。

新たなデザインを生み出そうとしたり、新しいマテリア

ルや機材をファッション領域に持ち込む時には、人間の

衣服や、その設計手法を前提にするのではなく、対象ご

との動作から生まれる動的魅力や特性から設計すること

を心がけるべきだろう。

Advent Gift を通してドローンの風圧を活かした衣服が

製作できた一方で、手法は１つしか確立することができ

なかった。風圧を活かせる設計については今後も検討を

おこなう余地がある。ドローンの特徴を捉えた衣服の製

作をスカートを用いて進めたが、そもそもスカートは人

間が履けるようにデザインされたものである。本研究で

は人間の視点から衣服を製作したが、先行事例でドロー

⒍　おわりに
ンに着させるためのファッションデザインがあったよう

に、人間視点ではない方向から着手すると風圧を活かし

た衣服を新たに創出できると考えられるのではないかと

思う。
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田中浩也先生

私が自分の取り組みに立ち止まってしまっていたとき

「好きだから、やめないでください」と声をかけてくだ

さった田中先生は、私の活動を初めて認めてくださった

プロの人でした。

いま振り返っても、SFC 生になって１番嬉しかった瞬

間です。あのとき、先生についていこうと決断してよか

ったと思っています。

私は、田中研での 2 年間で丁寧なものづくりの姿勢を沢

山みることができました。お陰様で、自分がやりたいこ

とはどういった過程を踏まえて進めていくべきなのか、

自分に足りないところを身に沁みて気づくことができま

した。

田中先生の、いついかなるときも未来に前進するパワー

には圧倒されっぱなしですが、なんとか追いつけるよう

に頑張りたいです。

ものづくりの「も」の字も理解していない素人だった私

を根気強く叱咤激励してくださって本当にありがとうご

ざいました。今後ともどうかご指導よろしくお願いいた

します。

武田圭史先生

友人に連れだされて面談にやってきた私を快く迎えてく

ださり本当にありがとうございました。研究室の環境も

整えてくださり、快適に過ごすことができました。とて

も楽しかったです。今度ともよろしくお願いいたします。
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本当は専門学校を第一志望にしたかったけど、まわりと
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水野史暁さん

ふみくんがいてくれたお陰で、研究を進めることができ

ました。数々のサポートを本当にありがとう。

西尾真さん

一緒に大学生活を過ごせてとても楽しかったです。いつ

も励ましてくれて本当にありがとう。

ミミ

英語の楽しさはミミがいたからこそ気づけました。もっ

とスムーズにミミと会話できるように頑張りますね。い
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