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気象に基づく服装情報算出のための寒冷馴化に関する調査
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概要：本研究では，気象に基づく服装情報算出のための，寒冷馴化についての調査と検証を実施する．既
存の研究では，服装の実態調査において，男女差や年齢差などの生理的要因のみを考慮しており，寒冷馴
化を考慮していない．我々は，服装の実態調査およびインタビュー調査によって寒冷馴化の影響を調査し，
寒冷馴化の影響を検証した．検証結果より，寒冷地にいることによる寒さへの慣れや，移動手段によって
外気に触れる機会が少ないとき寒さに対して我慢できることが判明した．また，気温によらず，昼に対し
て夜の服装は厚着になることが判明した．
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Abstract: In this study, we investigate the cold acclimation of clothes information and it serve as the new
index to determine the clothes information. Existing indexes do not take into account for the cold acclimation of clothes information. In order to investigate the cold acclimation of clothes information in a weather
information system, we conducted experiments and analyses of the actual situation of clothes attributes. As
the result, to create the new index of clothing information, we should consider the location, user’s familiarity
of the new place, means of transportation and daily active time.
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1. はじめに

保温性を示す指標である．clo 値と気温，湿度や風速など
の気象情報との間の快適性を算出する指標が，今日では利

気象に基づき，日々の服装を提示するための指標を作成

用される．気象情報から最適な clo 値が求め，気象条件に

することは必要不可欠である．なぜなら，事前に服装を適

合った快適な服装が決めることが可能である．気象条件に

切に決定することが困難なためである．未来の気候と未来

最適な服装が算出できる．主な指標として標準新有効温度

の気候に対する自身の感じ方を事前に判断するのは難し

（Standard new eﬀective temperature: SET*）[2], [3] があ

い．特に，未知の土地に行く場合，その土地の気候を経験
したことがないため，服装の判断が困難となる．近年では，

げられる．

clo 値は，服装の実態と適合するかについて調査と議論

日々の服装を判断するために，服装を提示するサービスや

がされてきた．議論される内容としては，季節間で clo 値

研究がなされている．

がどのように変化するのか，SET*から得られる服装と実

服装を提示するサービスや研究では，clo 値 [1] と呼ばれ

際の服装が適合するのかなどの点である．東京の服装の実

る値が一般的に利用されている．clo 値は，着衣の断熱・

態調査では，SET*から得られる服装と実際の服装は適合
した．
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しかし，服装の個人差に関しては，男女差や年齢差など
の生理的要因のみが研究されてきた．また，男女別や年齢
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別に分けた服装の実態調査でも，依然として服装の個人差

決定する指針となるため，一般人に対しても有用である．

が大きい [4], [5], [6], [7]．要因として，寒冷馴化や暑熱馴

よって，一般人に向けたより詳細な気象情報を提供する研

化 [8] などが考えられる．寒冷馴化や暑熱馴化とは寒さや

究が必要である．

暑さへの慣れである．寒冷馴化や暑熱馴化が，日々の服装

気象の提示対象が一般人となり，より詳細に様々なユー

の選択に影響がある可能性がある．特に，寒さへの慣れの

ザに合った気象情報の提示が求められるようになった．よ

影響に関して，積雪のあるような寒冷地での服装の個人差

り詳細に様々なユーザに合った気象情報を提示するため，

と温暖地での服装の個人差は比較されていない．また，寒

Elevant [11] は気象情報共有システムを研究している．当

冷地で，SET*から求められる clo 値と実際の服装の clo 値

該研究では，2008 年 10 月から 2011 年 4 月までの期間に

の比較がされていない．

気象情報の共有サービスを運用した．気象情報共有サービ

本研究では，実態に合わせた正しい服装の指標を作成す

スでは，利用者が気象情報をテキストや写真データで送信

る上で，寒冷馴化を考慮する必要であると仮説を立て，検

することで，より詳細な気象情報が閲覧可能である．送信

証した．まず，寒冷馴化の影響を調査するため，季節間，

される気象情報は，雲の量，風の状態や地面の状態などで

および地域別に服装の実態調査する．そして，寒冷地の被

ある．525 人が利用登録を行い，700 以上の気象情報の送

験者にインタビュー調査を行う．インタビュー調査によっ

信が行われた．ユーザから気象情報を得ることで，特定地

て，服装の寒冷馴化の影響について仮説を立てる．次に，

域の詳細な気象情報を得ることが可能である．詳細な気象

寒冷馴化の影響に関して検証を行う．

情報を，ユーザに提供する方法としては，Live E!プロジェ

本研究の当初の大きな目的は，災害時に利用できるサー

クト [12] の一環としてデジタル百葉箱の研究があげられ

ビスを提供することである．緊急時にも平常時にも利用さ

る [13], [14]．当該プロジェクトでは，デジタル百葉箱によ

れるサービスとして，気象に基づく服装情報を提供する

る独自の気象観測を行うことで，詳細な気象を提供する．

サービスが考えられる．服装情報によって，気象情報の一
部である災害情報を提供することが可能であり，平常時も

今日では，さらにユーザが理解しやすい気象情報として，
集めた気象情報をユーザが必要とする情報に処理して提供

服装情報をユーザが閲覧しに訪れる．服装情報は，災害時

している．日本気象協会 [15] の tenki.jp では，服装指標，

には，放射能に対して必要な防護服や，登山時の台風や大

洗濯指標やおでかけ指標など，気象そのものでなくユーザ

雪対策の服装情報提供などが可能である．本研究では，ま

が必要とする情報に，気象情報を変換している．当該サー

ず，平常時の服装情報を正しく算出することを目的とした

ビスの服装指標では，10 段階ごとに 0 から 100 までの服装

研究である．今後は，災害時などに対応する予定である．

の数値が提示されるシステムである．服装の指標提示サー

本論文では，2 章で情報処理分野における気象情報シス

ビスは，ほかにおしゃれ天気 [16] や今日の重ね着 [17] など

テムと，clo 値の研究が実施されている生気象学について

が存在する．当該サービスらでは，服装指標の算出式が明

記す．3 章では，寒冷馴化の影響を抽出するための調査と

示されていないが，世界の歩き方 [18] では生気象学にのっ

分析について述べる．4 章では，抽出した寒冷馴化の影響

とった服装の算出がなされている．次節で，生気象学の服

に関して検証し，5 章で考察する．6 章で今後の課題を述

装算出式の研究と，課題を述べる．

べ，7 章でまとめる．

2. 関連研究

2.2 生気象学
気象が人間に及ぼす直接的や間接的な影響を研究する生

本章では，情報処理分野における気象情報システムに関

気象学といい，気象情報から服装情報を算出する研究もな

して記す．また，気象が人間に及ぼす直接的や間接的な影

されている．気象に基づく服装情報を算出のために，clo 値

響を研究する生気象学に関して述べる．最後に，既存研究

が用いられる．clo 値は，服装情報算出のための値として，

と本研究との違いをまとめる．

一般的に利用される指標である．1 clo とは，気温 21◦ C，
相対湿度 50%，気流 0.1 m/s の室内で着席安静の状態にし

2.1 気象情報システム
情報分野では，気象の専門家に対して，気象そのものを可
視化する気象情報システムが研究されてきた．片山ら [10]
は，気象画像のデータから専門家が必要とする気象情報を

ている人が快適である服装を指す．温度，湿度や風速など
の気象情報が分かれば，clo 値が判明し，服装を決定する
ことができる．

clo 値を用いる主な服装と気象要因の快適性の指標とし

得ることが可能なデータベースの構築を行っている．専門

て，SET*があげられる．SET*は気象要因の気温，湿度，

家が必要とする気象情報とは，台風の移り変わりや特定日

風速と平均放射温度に加えて，clo 値と作業量によって求

時と同様の雲のパターンなどである．気象情報を検索す

められる．SET*の値は，実施環境が仮想環境の気温で何

ることによって，気象画像を取得することが可能である．

度になるかを表す．仮想環境は，湿度 50%，風速 0.1 m/s，

しかし，気象の専門家にとどまらず，気象は日々の行動を

平均放射温度が気温と同じ，作業量が椅子に座った状態で
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clo 値が 0.6 である．SET*から導き出された値は快適域が

生気象学では，clo 値に基づく，服装の指標の算出が行わ

設定されている．算出された値が快適域に収まれば，快適

れ，近年では，clo 値と実際の気温との関係性が主に研究さ

であると感じているということである．快適域は，日本人

れている．近年の研究では，生理的要因を考慮し，男女別

◦

◦

の場合，SET*の値で 22 C から 26 C とされている [19]．

の調査や年齢別の調査が行われている．しかし，関連研究

SET*の快適域や clo 値に関しては，実環境の実際の服装と

においても，生理的要因以外の服装の個人差の要因は述べ

の適合に関して調査が行われている．

られていない．本研究では，寒冷馴化の影響が服装にもあ

実際の服装の clo 値と気温の関係に関して，田村 [20] は
大規模な街角観察による東京の住民の衣服調査を行った．

り，個人差が生まれているのではないかと仮定している．
本研究では，まず，季節間および地域別に服装の実態と

対象人数は 1 万人以上，歩行者の衣服を推定し，気温と衣

気温の関係を調査する．地域には寒冷地を入れ，SET*の値

服の相関関係を調査している．本調査では，日平均気温と

や服装の個人差について調査を実施する．当該調査では，

調査対象者の clo 値に関して，相関関係が強いことがいわ

寒冷地と温暖地で服装の個人差があるか調査する．また，

れている．また，日平均気温と調査対象者の clo 値との関

寒冷地の被験者に，インタビュー調査を実施することで，

係は，SET*の快適域と一致した．しかし，東京のみの調

寒冷馴化に関して仮説を立てる．次に，仮説に基づき，該

査であるため，SET*との適合は疑問が残る．また，服装

当の季節と地域の被験者の服装の実態と気温の関係を再調

の個人差については，男女別に分けての調査のみである．

査する．再調査では，仮説を検証するために，寒冷馴化の

東京以外の地域の，実際の服装の clo 値と気温とは，沖

影響に関わるユーザ属性を被験者に回答してもらう．ユー

縄 [21]，岩手 [22] や岐阜 [23] などで実施させている．しか

ザ属性とは，
「寒さへの慣れ」を検証する場合，出身地域や

し，当該研究らも，地域を比較して調査していない．また，

滞在期間などである．ユーザ属性と服装の実態を調査し，

個人の服装の差についても，男女差のみを調査している．

仮説を検証する．

岩手の調査では，SET*から求められる clo 値と実際の服装
の clo 値の比較がされていない．しかし，田村らの東京で
の調査と比較すると，冬の clo 値が氷点下に近いにもかか

3. 寒冷馴化が及ぼす影響についての調査
本章では，服装の寒冷馴化の影響の調査について述べる．

わらず低い．岩手のような冬場に氷点下前後の気温である

調査概要を記すとともに，実施したユーザ調査と分析，お

寒冷地の冬の服装を調査し，SET*と比較することで，生

よびインタビュー調査について述べる．

理的要因以外の服装の個人差の要因が明らかになる可能性
がある．

3.1 調査概要

生理的要因以外の服装の個人差の要因として，寒冷馴化

調査の目的は，服装の寒冷馴化の影響について調査する

や暑熱馴化の影響 [8] があるのではないかと考えられる．

ことである．服装の寒冷馴化の影響を調査するにあたり，

西村ら [9] は，季節性寒冷順応の影響について述べている．

寒冷地の被験者にインタビューを実施する．インタビュー

当該研究の季節性寒冷順応とは，寒さに対する慣れである．

の前段階として，服装の実態調査を行い，服装の個人差が

寒さへの慣れによって，気候に対してどのような生理的な

寒冷地と温暖地で存在するか調査する．インタビュー調査

反応があるか述べている．西村らは寒冷順応と述べている

では，寒冷地の被験者に，
「日々の服装をどのように決定し

が，生気象学の辞典 [8] では，寒冷馴化とされているため，

ているか」についてインタビューする．インタビュー結果

本研究では寒冷馴化という用語を使用する．

から，寒冷馴化の影響について分析を実施する．

日々の服装は，気象によって判断しているため，服装に

服装の実態調査は，日本の気候区分より寒冷地と温暖地

も寒さへの慣れの影響があるかもしれない．しかし，最適

となる地域の比較および秋と冬の季節の比較を行う．服装

な服装決定のために，寒さへの慣れなどを考慮する必要が

の実態調査では，被験者の服装を clo 値として算出する．

あるか明らかにされていない．本研究では，利用者が求め

clo 値は，関連研究と同様に，単品衣類の clo 値の和をもっ

る真の服装情報の算出には，寒冷馴化を考慮する必要性が

て，被験者の服装の clo 値とする．単品衣類の clo 値は，田

あると仮定する．寒冷馴化の影響を明らかにすることで，

村らの調査と同様に，ISO-9920 [24] の単品衣類の clo 値と

適切な服装を提示する服装算出指標が作成できる．

花田の研究 [25] の単品衣類の clo 値で同一衣類の clo 値の
平均を用いる．被験者には期間内に任意の日に，服装情報

2.3 本研究のスコープ

を送信してもらう．地域別，季節別に被験者の服装の clo

情報処理分野の気象情報システムは，気象そのものを提

値の分散を比較する．clo 値の分散が高ければ，服装の個

示するものから，近年では，気象情報を処理した情報へと

人差が大きい．そして，気温を基に SET*から算出される

変わった．気象情報を処理した情報とは，服装の情報，洗

日本人の快適域にはいる clo 値と，実際の服装の clo 値の

濯の情報やお出かけの情報などである．本研究は，気象か

対応を調査する．最後に，寒冷馴化に関して，服装の個人

ら服装情報を算出する気象情報処理を扱っている．

差の大きい季節の寒冷地の被験者に，インタビューする．
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調査対象者は，大学生を対象とした．大学生は，最も自

に寒冷地の秋の服装を調査した．11 月に温暖地の秋の服装

由に服装が選択できるといわれている [26]．なぜなら，社

調査した．12 月に寒冷地と温暖地の冬の服装を調査した．

会人は，スーツの着用の義務から社会的制約がある可能性

10 月の調査では，被験者は岩手県立大学の男子学生 9 名

がある．また，高校生以下は学生服の着用の義務の可能性

（ソフトウェア情報学部生 9 名）で，年齢は 18 歳〜24 歳で

がある．
調査における被験者数に関して述べる．岩手県の大学生

ある．調査期間は 2014 年 10 月 17 日（金）
〜31 日（金）で，
総有効回答データ数は 44 である．11 月の調査では，被験

すべてを母数とした場合，総数は約 2 万人である．有意水

者は関東の男子学生 10 名（東京在住 3 名，千葉在住 1 名，

準 95%で目標誤差 5%において 382 名の被験者が必要とな

静岡在住 2 名，神奈川 4 名）で，年齢は 18 歳〜22 歳であ

る．しかし，服装や温熱感に関する調査の論文における被

る．調査期間は 2014 年 11 月 5 日（水）
〜13 日（木）で，総

験者数はさほど多くない．老人の体温調節に関して調査し

有効回答データ数は 31 である．12 月の調査では，被験者

た論文 [27] では被験者は 30 名である．消火活動中の消防

は岩手県立大学の学生 35 名（ソフトウェア情報学部生 33

隊員の心身機能について述べた論文 [28] では被験者は 16

名，総合政策学部 1 名，看護学部 1 名）と日本の気候区分

名である．以上より，本研究では，寒冷馴化が及ぼす影響

より温暖地となる日本の南の地域の学生 12 名（東京在住

に関する傾向をつかむため，10 名〜30 名程度の被験者に

4 名，神奈川在住 2 名，長崎在住 1 名，静岡在住 1 名，愛

よる調査を実施する．将来的には，大規模な調査を行い，

知在住 1 名，埼玉在住 1 名，千葉在住 2 名）で，年齢は 18

妥当性に関して検証する．

歳〜22 歳である．調査期間は 2014 年 12 月 10 日（水）〜

実験にあたり，調査のためのシステムを実装した．従来
の街角観察による服装調査や紙ベースのアンケート調査を

23 日（火）で，総有効回答データ数はそれぞれ，165，45
である．

用いなかった理由は 2 点ある．1 つ目として，WEB を利
用することで現在の気象情報を簡単に取得できることがあ

3.3 分析

げられる．従来の手法では，現在の気温をセンサから直接

田村らの研究と同様に，寒冷地の秋と冬と温暖地の秋と

取得する必要性があった．2 つ目として，紙ベースのアン

冬の clo 値と気温の散布図に SET*の快適域を示した散布

ケート調査では，様々な地域の服装調査を行うことが困難

図を作成する．まずは，SET*の快適域から外れる季節や

である．紙ベースでは特定地域に赴かなければ調査ができ

地域が存在するか確認する．次に，寒冷地の秋と冬と温暖

ないためである．以上の点を考慮し，WEB サイト上で服

地の秋と冬の服装に個人差があるか調査する．服装の個人

装調査を実施できるシステムを実装した．

差とは各被験者の clo 値のばらつきによって判明する．つ

被験者はまず，WEB 上からシステムにアクセスし，ユー

まり，各被験者の clo 値がばらつくということは，個々の

ザ登録を行う．ユーザ登録時には，年齢，性別，現在住ん

服装が違うということを示す．ただし，気温が高ければ clo

でいる場所を選択する．現在住んでいる場所は，都道府県

値が低くなり薄着になること，気温が高ければ clo 値が高

を選択する．ユーザ登録後は，服装情報送信ページから服

くなり厚着になるので，各被験者の clo 値はばらつく．そ

装情報を提供する．被験者の調査期間内，任意の日に服

こで，任意の気温内における各被験者の clo 値がばらつく

装情報を送信する．被験者へは，毎日 12 時に実験協力の

とすれば，気温によらず服装に個人差があるといえる．つ

メールを送信する．服装情報を提供されたとき，被験者の

まり，服装の個人差があるということは，任意の気温にお

位置情報を基に，気象情報を WEB 上から取得する．今回，

ける被験者の clo 値の分散が高いということである．上記

OpenWeatherMap [29] の API を利用して気象情報を取得

の計算式について，以下の述べる．まず，任意の気温にお

している．気象情報は，気温，湿度，風速，降水量や積雪

ける被験者の clo 値の平均を求める．
n
m=
ci /n

量などである．
被験者は WEB サイトの質問を投稿するページにアクセ

i=1

(1)

スすることで服装情報を提供できる．位置情報は自動的に

ci は任意の気温における任意の被験者の clo 値であり，n

取得され，変更がある場合は GoogleMap を用いて位置情

は任意の気温における被験者の総数である．次に，任意の

報を変更することが可能である．位置情報を決定した後，

気温における被験者の clo 値の分散を求める．
n
vt =
(ci − m)2 /n

現在の天気に適した服装を選択する．重ね着に関しては，
服ごとに 1〜5 まで数値を選択する．また，コメント欄を
設け，意見などがある場合にはコメントを入力してもらう．
すべての選択が完了したら，送信ボタンを押す．

i=1

(2)

任意の季節において服装の個人差は，上記の任意の気温
における被験者の clo 値の分散によって判明する．ただし，
季節内で気温は変動する．最高気温と最低気温の間のすべ

3.2 ユーザ調査
本調査は 2014 年 10 月，11 月，12 月に実施した．10 月
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地の冬の被験者にインタビューを行う．

3.4 インタビュー調査
寒冷地の冬の服装に関して，被験者にインタビューを実
施した．回答者は，12 月の調査に参加した岩手県立大学
の男子学生 12 名（ソフトウェア情報学部生 12 名）で，年
齢は 18 歳〜24 歳である．被験者のインタビュー内容は，
「日々の服装をどのように決定しているか」である．イン
図 1

タビュー調査結果から，寒さへの慣れと寒さへの我慢の要

寒冷地の秋と冬の服装の clo 値と気温

Fig. 1 The Clo value per temperature for people in a cold dis-

因があげられた．
寒さへの慣れに関して，
「服装を日々よく変更する」との

trict area of Japan.

声が，通学年数 1 年目の学生からあった．通学年数 1 年目
の学生は未知の環境であるために，服装を変更して気温に
適した服装の調整を行っている可能性がある．すなわち，
寒さへ慣れていないため，自身に最適な服装になるように
日々服装を変更しているということである．また，被験者
が高学年であるほど，
「寒さになれてしまった」との声が
あった．さらに，岩手県外出身の学生から「前の場所より
寒い」との声があがった．よって，寒さへの慣れに関して
は，通学年数と出身地域の差が考えられる．
図 2

寒さへの我慢に関して，被験者の声で「車で通学してい

温暖地の秋と冬の服装の clo 値と気温

Fig. 2 The Clo value per temperature for people in a warm
district area of Japan.

るので，駐車場から大学までの短期間の寒さは我慢できる」
との声から判明した．つまり，寒さへの我慢とは通学手段

かが求められる．平均が高い場合には季節内で個人差があ

によって，外気とどの程度触れるかによって被験者間で差

るといえる．上記の計算式を以下に示す．
tmax
vt /(tmax − tmin + 1)

があるのではないか，ということである．

(3)

tmin

tmin は季節内の最低気温，tmax は季節内の最高気温を指
◦

◦

3.5 考察
SET*の快適域は，寒冷地の冬の被験者の clo 値と気温

す．寒冷地の秋では最低気温 1 C で最高気温 21 C であり
◦
◦
（1 <
=t<
= 21），冬では最低気温が −5 C で最高気温 4 C で

の関係から大きく外れた．つまり，SET*の指標では厚着

◦
ある（−5 <
= 4）．温暖地の秋では最低気温 11 C で最高
=t<
◦
気温 21◦ C であり（11 <
=t<
= 21），冬では最低気温 −1 C

いる．すなわち，寒さへの慣れがあるか，もしくは，我慢

◦

をしなければいけないとでているが，被験者は薄着をして
しているかのいずれかであると推測できる．また，寒冷地

で最高気温 12 C である（−1 <
= 12）．算出した平均を，
=t<
地域ごと各季節で，t 検定によって比較し，有意な差がでれ

の冬の服装の個人差が秋比べて有意に大きかった．寒冷地

ば，任意の地域の任意の季節における服装の個人差がある．

長そでのセータや Y シャツの単品 clo 値に匹敵する．よっ

図 1 に寒冷地の秋と冬の服装の clo 値と気温の散布図，

て，特に冬には，寒さへの慣れや我慢に対して個人差があ

図 2 に温暖地の秋と冬の服装の clo 値と気温の散布図を記

の冬の clo 値の分散が 0.073，標準偏差は 0.27 clo であり，

るのではないかと推測できる．

す．図中に SET*の快適域を加えている．田村らの研究と

インタビュー調査から寒さへの慣れと寒さへの我慢の要

同様に温暖地では，SET*から算出される快適な clo 値と

因があげられた．寒さへの慣れとして通学年数と出身地域

気温の範囲と実際の服装と気温の範囲とは適合した．しか

の影響があげられた．通学年数が短いほど，服装が厚着に

し，寒冷地と温暖地を比較すると，冬において寒冷地では

なり，服装を日々頻繁に変更するのではないかということ

SET*と適合しない．また，寒冷地の秋のすべての気温に

だ．また，出身地域の影響によって，寒さに我慢ができな

おける被験者の clo 値の分散の平均は，0.026 である．ま

いことや，寒さに慣れている可能性がある．寒さへの我慢

た，冬は 0.073 である．温暖地の秋のすべての気温におけ

は，通学手段の影響があげられた．通学手段によって，外

る被験者の clo 値の分散の平均は，0.031 である．また，冬

気とどの程度触れるかによって寒さに我慢できるかどうか

は 0.050 である．t 検定の結果，寒冷地の秋と冬にはすべ

が決まる可能性がある．

ての気温における被験者の clo 値の分散の平均に 5%水準

通学年数，出身地域や通学手段が，寒冷馴化の影響と関

で有意な差があった．次節のインタビュー調査では，寒冷

係しているのではないかという仮説を立てた．仮説を検証
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するため，次章で調査を実施する．寒さへの慣れを調査す

結果を述べる．また，寒さへの我慢に関して通学手段に

るため，被験者への質問項目として，大学への通学年数と

よって分析した結果を記す．さらに，上記以外に判明した

出身地域を入力してもらう．さらに，通学年数と日々の服

知見に関しても述べる．

装の変更の関係を調査するため，被験者には連続した日

4.3.1 通学年数

数服装情報の送信をお願いする．また，寒さへの我慢につ

寒さへの慣れを検証するため，通学年数 1 年目の被験者

いて調査するため，通学手段を入力してもらう．次章で，

が日々服装を変更するか調査した．日々の服装を変更する

ユーザの属性情報として，通学年数，出身地域と通学手段

ということは，送信された clo 値のデータにばらつきがあ

をあげ，寒冷馴化の影響の検証を実施する．

4. 寒冷馴化の影響の検証のための調査
本章では，寒冷馴化の影響の検証のための調査を実施す
る．調査概要を記すとともに，実施したユーザ調査と分析
について述べる．

るということである．まず，通学年数 1 年目の任意の被験
者の clo 値の分散を求める．以下に計算式を示す．上記の
分散を求めるため，通学年数 1 年目の任意の被験者の clo
値の平均を求める．
d
s=
ci /d
i=1

(4)

ci は任意の被験者の clo 値であり，d は被験者の送信した
4.1 調査概要
本調査は，前章の調査の結果から，冬の寒冷地の服装の
個人差に関して，寒冷馴化の影響があるのか検証する．寒
冷馴化の要因を調査するため，被験者には，前章の調査の

データの総数である．次に，通学年数 1 年目の任意の被験
者の clo 値の分散を求める．
d
vs =
(ci − s)2 /d
i=1

(5)

条件に加えて，通学年数，出身地域と通学手段に関して新

通学年数 1 年目のすべての被験者が日々服装を変更してい

たに入力してもらう．

るかは，通学年数 1 年目の被験者の clo 値の分散の平均が

調査対象者は，前章の調査と同様に大学生を対象とした．
調査のためのシステムは予備調査と同様である．被験者
は，前章の調査と同様に，WEB 上からシステムにアクセ
スし，ユーザ登録を行い，服装情報を送信する．被験者に

高ければ，日々変更しているといえる．以下に，計算式を
示す．
t
i=1

vs /t

(6)

は調査期間内の服装を，毎日送信することをお願いした．

t は通学年数 1 年目の総被験者を表す．同様に式 (4) から

なぜなら，日々の服装が変化するグループと変化しないグ

式 (6) より，通学年数 1 年目以外の被験者の clo 値の分散

ループに分けて分析する場合があるためである．2 つのグ

の平均を求めることができる．通学年数 1 年目の被験者の

ループを分けて調査する理由は，通学年数が少ない被験者

clo 値の分散の平均が，それ以外の被験者より高ければ，通

が，日々の服装を変化させるかどうかを検証するためであ

学年数 1 年目の被験者は日々服装を変更するといえる．

る．有効回答は，被験者の日々の服装の clo 値の分散を求

通学年数 1 年目の被験者の clo 値の分散の平均と，その

めるために，2 日以上服装情報を送信した被験者とした．

ほかの被験者の clo 値の分散の平均に有意な差あるか t 検

前章の調査の被験者からの意見より，選択可能な服装と

定で確認した．また，通学年数ごとに日々の服装を変更す

して新たにヒートテックとヒートテックエクストリーム

る被験者がどの程度いるか調査した．日々の服装を変更す

（極暖）を加えた．ヒートテックの clo 値はユニクロ社の公

る被験者とは，調査期間内の日々の服装の clo 値の標準偏

式発表 [30] から，0.17 clo とした．ヒートテックエクスト

差が 0.1 clo 以上ある被験者とした．0.1 clo は，半そで T

リーム（極暖）は，ユニクロ社の公式発表 [31] から，ヒー

シャツ 1 枚分に相当する．0.1 clo は，被験者の男女差につ

トテックの 1.5 倍とし，0.255 clo とした．

いて調査するときも差があるとされる [32]．また，通学 1
年目の被験者は寒さになれていないため，厚着をするのか

4.2 ユーザ調査
本調査は 1 月に実施した．1 月の調査では，有効回答被

どうかを確認する．通学 1 年目の被験者が厚着をするかど
うかは，通学年数 1 年目の被験者とそのほかの被験者での

験者は岩手県立大学の男子大学生 38 名（ソフトウェア情報

調査期間内の平均 clo 値，最小 clo 値と最大 clo 値の平均に

学部生 36 名，社会福祉学部 2 名）で，年齢は 18 歳〜24 歳

有意な差があるか t 検定で確認した．平均 clo 値，最小 clo

である．有効回答被験者とは，2 日以上，服装情報を送信

値と最大 clo 値の 3 つで比較するのは，日々の服装を変更

した被験者である．調査期間は 2015 年 1 月 26 日（月）〜

する被験者を考慮したためである．日々の服装を変更して

30 日（金）で，総有効回答データ数は 141 である．

いる場合，平均 clo 値だけでは厚着かどうかが判明しない．
最大 clo 値をみることで，どの程度まで厚着をするのかが

4.3 分析
寒さへの慣れに関して，通学年数と出身地域で分析した
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通学年数と日々の服装を変更する被験者の割合

Table 1 Years of schooling for subject and percentage of subject who seldom change clothes.

表 3

日々の服装を変えない薄着の被験者の平均 clo 値と交通手段

Table 3 The average of Clo value for subject in the survey and
means of transportation.

表 2 日々の服装を変更する被験者の中で寒冷地出身者と温暖地出
身者の人数の割合

Table 2 Percentage people from a cold district area of Japan
and a warm district area of Japan in subjects who
seldom change clothes.

分析結果として，通学年数 1 年目の被験者の clo 値の分
散の平均とそのほかの被験者の clo 値の分散の平均に 5%水
準で有意な差があった．通学年数 1 年目の被験者がほかの

いる．したがって，表 3 より，寒冷地出身者で日々の服装

被験者に比べ，日々服装を変更するといえる．表 1 に通学

を変更する被験者は，10 人中 5 人で 50%である．

年数ごとの日々の服装を変更する被験者の人数と割合を示

4.3.3 通学手段

す．通学年数 1 年目の被験者の 80%以上が日々の服装を変

寒さへの我慢を調査するため，通学手段が車の被験者と

更する．また，通学年数 1 年目の被験者の最大 clo 値の平

車でない被験者で服装に差があるか調査した．通学手段

均が，通学年数 1 年目以外の被験者の最大 clo 値の平均に

が車の被験者と車でない被験者の clo 値の平均に有意差が

対して 5%水準で有意な差があった．最小 clo 値と平均 clo

あるか t 検定で確認した．また，日々の服装を変えないグ

値では，5%水準で有意な差はない．

ループで厚着のグループと薄着のグループにわけ，薄着の

4.3.2 出身地域

グループの通学手段を調査する．日々の服装を変えないグ

寒さへの慣れを検証するため，出身地域が寒冷地以外の

ループのみで分析した理由は，日々の服装が変化するグ

被験者が日々服装を変更するか調査した．4.3.1 項の式 (4)

ループでは厚着か薄着か判別が難しいためである．薄着の

から式 (6) の計算式から，出身地域が寒冷地の被験者の clo

グループを調査した理由は，寒さへの我慢を調査するため

値の分散の平均を求める．同様に，出身地域が寒冷地以外

である．薄着のグループとは，日々の服装の平均 clo 値が，

の被験者の clo 値の分散の平均を求める．出身地域が寒冷

日々の服装を変えないグループの日々の服装の平均 clo 値

地の被験者の clo 値の分散の平均と出身地域が寒冷地以外

の平均より低いグループである．

の被験者の clo 値の分散の平均に有意な差はあるか，t 検定
で確認した．また，日々の服装を変更する被験者の中に，

通学手段が車の被験者と車でない被験者の clo 値の平均
に 5%水準で有意差があった．通学手段が車の被験者と車

出身地域が寒冷地と寒冷地以外の被験者がどの程度いる

でない被験者で服装に差あるといえる．また，表 3 に日々

かを調査した．また，出身地域が寒冷地以外の被験者の人

の服装を変えないグループの被験者の日々の服装の平均

数を述べ，そのうちの日々の服装を変化する人の割合を述

clo 値と交通手段を示す．赤線を境に，上が薄着のグルー

べる．

プで，下が厚着のグループである．薄着のグループの中で，

分析結果として，出身地域が寒冷地の被験者の clo 値の

60%の被験者の交通手段が車である．また，車が交通手段

分散の平均と出身地域が寒冷地以外の被験者の clo 値の分

の被験者はすべて薄着のグループであった．

散の平均に 5%水準で有意な差はない．出身地域が寒冷地

4.3.4 送信時間

以外の被験者が日々服装を変更するわけではない．また，

日々の服装の変化について分析した結果，日々の服装を

表 2 に日々の服装を変更する被験者の中で，出身地域が寒

変更する被験者の送信時間と clo 値の相関係数が 0.49 で

冷地の被験者と温暖地の被験者の人数と割合を示す．日々

あった．相関係数に，5%水準で有意差がある．昼に送信

の服装を変更する被験者に，温暖地出身者が多いわけでは

する被験者ほど clo 値が低く，夜に送信する被験者ほど clo

ない．出身地域が寒冷地以外の被験者の人数は延べ 10 人

値が高い．すなわち，昼に送信する被験者ほど薄着で，夜
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表 4

調査期間中の気温

Table 4 Temperature in the survey.

標の補正値として用いることが考えられる．既存の指標と
は SET*から算出される clo 値である．気象情報を基に算
出された clo 値に対して，ユーザ情報を基に補正をかけ，
服装情報を求める．補正値は，通学年数や交通手段を除く
寒冷地の被験者の clo 値を，寒冷地の標準的な clo 値とす
る．寒冷地の標準的な clo 値から，通学年数や交通手段に
よってどの程度 clo 値に差が発生するのか，分析し補正値
として用いる．また，活動時間によって clo 値が変化する
ので，時間により提示させる服装を変えることが考えられ

に送信する被験者ほど厚着である．夜の気温が寒いため

る．すなわち，朝や夜の服装を提示することが考えられる．

に送信時間が遅いほど厚着の傾向が出ている可能性があ

本結果は，日本の寒冷地のみに適応されるため，他地域の

る．調査期間中の，昼の最高気温と夜の最低気温について

調査が別途必要とされる．たとえば，亜熱帯である沖縄な

OpenWeatherMap の API から取得した結果を表 4 に示

どでの調査が考えられる．亜熱帯である沖縄では，寒さで

す．昼は日の出から日の入りまで，夜は日の入りから日の

はなく暑さへの慣れが考えられるからである．

出までの期間とする．表 4 より，夜より昼の気温が低い場

今後の課題の 1 つ目として，春と夏の服装の実態調査を

合もあり，夜に気温が低いので厚着であるわけではない．

実施することである．新しい服装指標を作成するために，
すべての季節の網羅する必要性がある．今回の調査から，

4.4 考察

気温が著しく低いと，寒さへの慣れや我慢が起こり，既存

「寒さへの慣れ」に関して，通学年数が 1 年目の大学生

指標が服装の実態に合わなくなったと考えられる．よって，

は服装を日々調整していることが判明した．また，通学年

夏には，温暖な地域で，熱さへの慣れや我慢が発生するこ

数が 1 年目の大学生は，期間中の最大 clo 値がほかの被験

とが考えられる．2 つ目として，すべての世代に適合する

者より高い．表 1 より，通学年数 2 年目から服装を変更す

か評価する必要性がある．今回は，大学生を対象に評価を

る被験者は半分以下になることから，1 年たつと寒さに慣

実施した．今後，新たな服装指標を作成したときに，寒冷

れてくることが分かる．旅行などで行く先が未知の環境に

馴化の影響が各世代で同様に発生しているか確認する必要

なる場合は，慣れるまでは現状の指標に合わせた服装を提

性がある．3 つ目として，新たな服装指標を用いたシステ

示するのがよいと考えられる．見知った場所では，寒冷地

ムの服装の提示をどのように実施するかがあげられる．新

では現状の clo 値より低い値でも問題がなさそうである．

たな服装指標に寒冷馴化の影響を考慮するために，利用者

「寒さへの我慢」は，交通手段が車だった場合に，外気に

の交通手段や活動時間が必要となる．利用者が初めに入力

触れる機会がすくないために，我慢できるといえる．今回

を行うのか，交通遮断や活動時間別にいくつかの服装を提

は大学生のみを対象としたため，車が最も外気に触れる機

示するのがよいのか検討する必要性がある．前者の場合，

会が少なかった．外出する機会がないときは，薄着でもい

入力の煩わしさはあるが，一意に決まる．後者の場合は，

いことになりそうである．

被験者が目移りしてしまう可能性はあるが，入力の煩わし

それ以外の分析で，昼に送信する被験者ほど薄着で，夜

さはない．

に送信する被験者ほど厚着であった．これは昼より夜が寒

本研究の当初の大きな目的は，災害時に利用することで

いために，夜に厚着なわけではない．ユーザが夜まで活動

ある．気象情報を服装情報として提供することで，平常時

する場合は，昼より厚着にする必要性がありそうである．

でも緊急時でも利用できる，気象情報システムとして構築

5. 今後の課題
本章では，本研究の目指すシステムと今後の課題につい
て述べる．

することが可能である．以下に，災害時での利用や，セー
フティやセキュリティに関する本研究の立ち位置を述べる．
本研究の今後の展望として，今後は激しい気象条件におけ
る安全な服装情報を提供する，安全への対策を実施するこ

新たな服装指標を用いたシステムでは，ユーザがどこか

とを考えている．激しい気象条件とは，登山における台風

に出かける際に服装を確認するためのシステムを目指して

や大雪などを想定する．激しい気象条件における安全な服

いる．したがって，日本の地域による服装の違いを明示す

装情報とは，登山などで激しい気象条件でも安全な装備を

る必要性がある．既存指標では，日本の東京のみで適合が

提供することである．激しい気象は，災害に含まれる．昨

確認された．しかし，本研究によって，寒冷地において既

今，特に注意が払われるのが，放射能による汚染である．

存指標との適合はみられなかった．したがって，地域差を

放射能の汚染を防ぐためには防護服が必要となる．服装

考慮した新指標が必要となる．本研究に分析結果より，地

は，災害時の物理的なセキュリティといえる．災害におけ

域，交通手段や活動時間帯などのユーザ情報を，既存の指

る，セーフティやセキュリティを高めるような服装情報シ

c 2015 Information Processing Society of Japan


2272

情報処理学会論文誌

Vol.56 No.12 2265–2274 (Dec. 2015)

ステムの構築も今後考えている．また，気象情報が正しく
ないと命に関わる危険がある．気象情報として，服装情報
が提供されるときに，登山や観光地で正しい服装をしなけ

[7]

れば命の危険に関わる場合もある．服装情報をこのような
気象の危機管理の 1 つとしてとらえることができ，将来的

[8]

に正しい情報を提供する，セキュリティを考慮したヒュー
リスティックな情報を提供する場としていくことを考えて

[9]

いる．

6. おわりに
本研究では，気象に基づく服装情報算出のための，寒冷

[10]

[11]

馴化の影響についての調査と検証を実施した．寒冷馴化の
影響の検証のための調査により，寒冷馴化の影響を考慮し
た服装情報の算出が必要であることが判明した．上記の調

[12]

査の分析より，寒冷地にいることによる寒さへの慣れや，
移動手段によって外気に触れる機会が少ないとき寒さに対

[13]

して我慢できることが判明した．また，気温によらず，昼
に対して夜の服装は厚着になることが分かった．今後は，
春や夏の季節の調査する．また，新たな服装の算出指標を

[14]

作成するとともに，最適な服装を提示するシステムを実装
する．
謝辞 本論文に対しご指摘をくださった，匿名の編集者
および査読者に厚く御礼申しあげます．本研究は，岩手県

[15]
[16]

立大学地域政策研究センター災害対応 PJ 研究，
「東日本大
震災に学ぶ岩手県内における津波防災情報処理システムの

[17]

構築」プロジェクトの一環として実施した．今回の調査に
際し，調査方法や分析結果の考察などについてご助言いた
だきました，岩手県立大学の村田嘉利教授，佐々木淳教授

[18]
[19]

に深く感謝いたします．また，調査の実施にあたり協力を
いただいた，被験者の皆様に謹んで感謝の意を表します．
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県立大学大学院ソフトウェア情報学研
究科博士前期課程修了，同年同大学院
ソフトウェア情報学研究科博士後期課
程入学，現在に至る．気象に基づく服
装情報に関する研究に従事．ACM 学生会員．

西岡 大 （正会員）
昭和 59 年生．平成 20 年岩手県立大
学大学院ソフトウェア情報学研究科博
士前期課程修了，平成 24 年 9 月同大
学院ソフトウェア情報学研究科博士後
期課程修了．博士（ソフトウェア情報
学）平成 25 年 4 月より岩手県立大学
ソフトウェア情報学部助教．平成 26 年 10 月より講師．現
在に至る．情報セキュリティに関する安心感の研究に従
事．ACM，日本セキュリティマネジメント学会各会員．

齊藤 義仰 （正会員）
平成 18 年静岡大学大学院理工学研究
科博士過程終了．博士（情報学）．平
成 16 年から平成 19 年まで独立行政
法人情報通信研究機構（NICT）特別
研究員・専攻研究員として次世代無線
ネットワークの研究に従事．平成 19
年 10 月より岩手県立大学ソフトウェア情報学部講師．平
成 23 年 10 月より准教授．現在に至る．インターネット放
送，インタラクティブ TV の研究に従事．IEEE，ACM，
電子情報通信学会各会員．
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