論文の概要

論文要旨

3D プリンティング技術はデジタルデータから直接ものを作り出せるため、個人にぴったりと合った製品を作るこ
とが可能である。また、パラメトリックモデリングによって作成された 3D モデルは、変数（パラメーター）の値を
変えることで、後からでも形状を変化させることができる。こうした 3D プリンティング技術の柔軟性を活用し、ユ
ーザーがウェブ上で製品のカスタマイズを行える「カスタマイゼーションサービス」が登場している。
カスタマイゼーションサービスを設計するにあたっては、「どこを誰がどのようにカスタマイズできるようにする
か」を考える必要がある。本研究では、製品のプロである職人から知見を得ることでカスタマイゼーションサービス
を設計できると考え、その手法の構築に取り組んだ。本論文では、職人の暗黙知を引き出すことでパラメーターやイ
ンターフェースを決め、ウェブ上に実装していくという一連の技術を「パラメトリックシンセシス」と名づけ、体系
的に説明することを目指した。
そして、本研究ではパラメトリックシンセシスの実践例として、イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの開
発を行った。動物の義肢装具士の方と、ものを通じて対話を重ね、引き出した暗黙知をサービスに落とし込んでいっ
た。本論文ではイヌ用義足の事例において、どのようにパラメトリックシンセシスの実践が行われたのかを具体的に
紹介している。開発されたカスタマイゼーションサービスは実際の義足の調整に使用され、日常的に使用できる義足
を製作できたことから、パラメトリックシンセシスの有効性が検証された。
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論文の構成

本論文は 6 つの章から構成されている。
第 1 章で研究の背景となる 3D プリンティング技術やカスタマイゼーションサービスについて解説し、用語の定義
についても確認する。第 2 章で、本論文で提唱するパラメトリックシンセシスについて説明する。第 3 章ではイヌ用
義足のカスタマイゼーションサービスを開発するに至った経緯として、イヌ用義足の現状について述べる。第 4 章で
イヌ用義足の事例においてパラメトリックシンセシスが実践された過程を追い、第 5 章でパラメトリックシンセシス
の有効性の検証について説明する。最後に第 6 章では、パラメトリックシンセシスとカスタマイゼーションサービス
についてまとめ、本研究の今後の展望について述べる。
また、付録としてパラメトリックシンセシスの研究とは別に、イヌの歩行周期分析による義足の評価方法について
の考察も載せている。

1

目次

第1章

第2章

第3章

論文の概要

1

3D プリンティングとカスタマイゼーション

4

マスカスタマイゼーション

4

3D プリンティングによるパーソナライゼーション

6

3D プリンティングによるカスタマイゼーションサービス

8

パーソナライゼーションとカスタマイゼーション / パラメトリックモデリング

8

カスタマイゼーションサービスのデザインと課題

11

パラメトリックシンセシスとは

12

パラメトリックシンセシスの概要

12

パラメーターの抽出

12

UI 設計

15

ウェブへの実装

16

フィードバックによる修正

16

まとめ

16

Fab Vet プロジェクト

17

プロジェクトのはじまり

17

共同研究

17

義足が使われている現場の訪問

18

作業現場の訪問

22

手作業で作られる義足の問題点

24

2

第4章

第5章

第6章

イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの実装

25

パラメーターの抽出：プロダクトのデジタル化

25

パラメーターの抽出：パラメーターの分類・厳選

28

UI 設計

30

ウェブへの実装

30

フィードバックによる修正

31

カスタマイゼーションサービスを用いたイヌ用義足データの調整

33

ヴィスくんの義足の調整

33

他のイヌの義足の調整

35

作られた義足の実用性

36

結論

36

まとめと今後の展望

38

パラメトリックシンセシスとカスタマイゼーションサービスのまとめ

38

イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの展望

40

付録：イヌ歩行周期の分析による義足の評価

43

謝辞

47

参考文献・出典

48

3

第

1

章

3D プリンティングとカスタマイゼーション
この章では、ものづくりにおけるカスタマイゼーションがどのようなものなのかということと、そこに 3D プリン
ティング技術がどのように関わっているのか、ということを説明する。そして、さまざまなカスタマイゼーションサ
ービスの事例を紹介しつつ、設計における課題点を考える。

マスカスタマイゼーション

る[2]。そんなフォードに対して、同じくアメリカの自動
車メーカーであるゼネラル・モーターズ（GM）社は、さ

まず、ものづくりにおいてカスタマイゼーションとい

まざまな価格やデザインから選べる多様な車種を提供

う概念がどのように登場したのか、その経緯を確認して

し、成功を収めた。フォード社も GM 社に倣って多種多

おきたい。

様なオプションを用意した A 型フォードの生産に切り

18 世紀ごろに第一次産業革命として機械を用いた生

替え、以後、多品種生産が自動車産業の主流となってい

産が始まり、その後人々の所得水準が向上し大量消費が

った[3]。消費者の好みを反映させて品種に幅を持たせる

なされるようになったことで、より多くの製品が生産さ

ことが重要視されるようになったのだ。

れるようになっていった。大量生産システムはさまざま

こうした流れの中で 20 世紀後半に生まれたのが「マ

な技術的発展を基礎に、1913-1914 年にフォード・シス

スカスタマイゼーション」という考え方である[4]。これ

テムとして確立したといわれる[1]。フォード・システム

は大量生産（マスプロダクション）の効率性は保ちつつ、

は、ヘンリー・フォードが創始したアメリカの自動車メ

多様なニーズに合わせた製品やサービスを提供する個

ーカー、フォード・モーター社において実施された製造

別設計・個別生産（カスタマイゼーション）を行うとい

方式である。部品を規格化し、組立工程をライン化する

うものである。たとえば Nike 社が展開する Nike By

ことによって、これまで高価だった自動車を安価に大量

You[5]やパナソニック株式会社の POS（パナソニックオ

生産することが可能となった。このシステムによって生

ーダーシステム）[6]では、それぞれ靴や自転車を、サイ

産された T 型フォードは爆発的な売れ行きを示し、1921

ズや色などのデザインを選んで好みのデザインにカス

年にはアメリカの自動車市場において、3 分の 2 ものシ

タマイズすることができる。マスカスタマイゼーション

ェアを占めた[2]。

にはさまざまな形態があるが、基本的にはこのように部

しかし、自動車が人々の手に行き渡るようになると T

品を互換性のあるものにし、組み合わせのパターンを増

型フォードの販売数は急激に低下し、1927 年には製造

やすことによって、製品のバリエーションを豊富にする、

を停止することとなった。この背景には、フォードが客

という仕組みである。ユーザーは自分でカスタマイズす

の好みは変化しないと思い込み、T 型フォードの仕様を

ることによって、各自のニーズに合った製品を手に入れ

決して変更しようとしなかったことがあるとされてい

ることができるのだ。
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図 1-1 フォードの組立ライン[7]
作業員が車の周りを動き回るの
ではなく、車がラインに乗って
運ばれてくるシステムは画期的
なものだった。

図 1-2 Nike By You のカスタマイズ画面[5]
ユーザーはウェブサイトの画面上で、パーツを選んで好きな色に変更していくことで、好みの靴をデザインすることができる。
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3D プリンティングによるパーソナライゼーション

きなかった。しかし 3D プリンティング技術では、個人
の身体を 3D スキャンしてデータを作ることで、完全に

しかしながら、用意された選択肢の中から選んで組み

身体にフィットする製品を作ることができる。また、身

合わせるマスカスタマイゼーションでは、完全に個別最

体の形状にぴったりと合うだけでなく、製品の使われ方

適化された製品を作ることはできない。自転車の例でい

などにも合わせてパーソナライズすることも可能であ

えば、選択肢にないフレームのデザインにすることはで

る。New Balance 社はアメリカのデザインスタジオであ

きないし、ハンドルのグリップを手に合わせた形状にし

る Nervous System と連携し、体重や走行スタイルなど

たいと思っても、当然すべてのユーザーの手の形分だけ

のデータに基づいてミッドソールを個人に最適化する

の選択肢は存在しない。

取り組みを行っている[8]。

そうした課題を解く鍵となるのは、3D プリンティン

3D プリンターを用いたパーソナライゼーションは、

グ技術である。3D プリンティングはデジタルデータか

ウェアラブルな製品以外でも行われている。車や不動産

ら直接ものを作り出すことのできる「デジタル・ファブ

など本体の寿命が長い製品は、一部のパーツを交換した

リケーション」技術のひとつで、3D プリンターによっ

くなったときに、そのパーツの生産が終わってしまって

て立体的に造形を行うことができる。材料を削ったり切

いる、ということはよくある。そうしたときに、それぞ

り出したりして加工する製造方法との比較から、製造技

れの製品と必要な箇所に合わせてパーツを生産すると

術としては Additive Manufacturing (AM)と呼ばれる。デ

いうことが、3D プリンターであれば可能である。たと

ータから直接ものを作れるということは、データを個別

えばドイツの自動車メーカーであるポルシェは、現在は

に設計できれば、個別最適化された製品を作ることが可

廃版となっている、ポルシェ 959 に使われているクラッ

能となる。

チレバーを 3D プリンターで提供している[9]。また、イ

たとえば 3D プリンティング技術を用いて、個人の身

ギリスの鉄道では、列車内のシートに設置される肘掛け

体にぴったりと合うような「スーパーボディフィット製

とグラブハンドル（シート上部につく、立っている乗客

品」が作られている。装具やアイウェアなど身につけて

がつかまる部分）を 3D プリンターで製造する取り組み

使うものは、個人の身体にフィットするように作られて

がなされている[10]。この取り組みでは、シートのテー

いるのが理想的だが、従来の大量生産システムでは、一

ブルにトイレの位置を示す点字をつけるなどのカスタ

人ひとりの異なる身体に合わせた製品を作ることはで

マイゼーションも検討されている。

図 1-3 ミッドソールのパーソナラ
イゼーション[8]
各個人の体重のかかり方や歩行
スタイルに応じて、適切な構造が
自動的に生成される。
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図 1-4 3D プリンティング技術を用いたスーパーボディフィット製品の事例
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3D プリンティングによるカスタマイゼーションサービ

確認も行っておきたい。
「パーソナライゼーション」と

ス

「カスタマイゼーション」の使い分けと、
「パラメトリッ
クモデリング」という言葉についてである。
こうした 3D プリンティング技術の設計の自由度を活

まずは「パーソナライゼーション」と「カスタマイゼ

用し、ユーザーがウェブ上で製品のカスタマイズを行え

ーション」の使い分けについて述べる。この 2 つの言葉

るサービスも登場している。

は文章によっては互換性のある言葉として用いられる

先ほどパーソナライゼーションの事例で出てきた

ことも多いが、本論文では筆者なりに区別して使用する。

Nervous System は、3D プリンターを用いて洋服やアク

「パーソナライゼーション」は、日本語でいうところの

セサリー、インテリアなどを製作・販売しており、一部

「個別最適化」の意味で用いている。つまり、個人（や

の製品はユーザーが自分でカスタマイズすることがで

個別の事例）にぴったりと合わせること、という意味合

きる[16]。たとえば Cell Cycle App では、指輪、バング

いである。それに対して「カスタマイゼーション」は、

ル、カフ、彫刻の 4 種類からベースを選んで、好みのデ

「カスタマイズする」という行動に力点を置いた言葉で、

ザインに調整が行える。リングの大きさや素材と色、形

製品やデータの仕様を変更すること、という意味で使用

状などを、点やスライダーをウェブサイトの画面上で動

する。Cell Cycle App の事例でいえば、指輪を個人の指

かすことによって、自由に変えることができる。

にぴったりと合わせるパーソナライゼーションを目的

オランダの Your Eyewear[17]は、3D プリンティング
技術を活用して、ユーザー各個人の顔にぴったりと合っ

として、ウェブ上でのカスタマイゼーションが行われる、
という関係になる。

たメガネを提供している。14 種類のメガネからベース

次に「パラメトリックモデリング」という言葉につい

となるデザインを選び、素材や色、各パーツの長さと角

て説明する。パラメトリックモデリングは 3D データを

度などを、画面上のボタンを押して調整することができ

作成するモデリング手法のひとつで、寸法や角度などの

る。サイズなどは、オプティシャン（メガネの調整士）

拘束条件を決めていくことで形状を作る。寸法や角度な

と相談して決めることもできる。

どの数値はパラメーターとして変更することができ、そ

Nervous System も Your Eyewear も、カスタマイズに
よって出来上がったデータは 3D プリンターによって出
力され、ユーザーのもとに届けられる。本論文では、こ

れによって 3D モデルの形状を後からでも変えることが
可能である。
パラメーターを操作することで形状を変更できる仕

のような 3D プリンティングによるものづくりにおいて、

組みは、カスタマイゼーションサービスとの相性がよい。

ウェブ上でカスタマイズが行えるサービスを指して「カ

カスタマイゼーションサービスでは、サービスを実装す

スタマイゼーションサービス」と呼ぶことにする。ここ

る「デザインエンジニア」が、ベースとなる 3D モデル

で注意すべきことは、カスタマイズを行う主体は製品の

をパラメトリックモデリングを用いてウェブ上に構築

ユーザーには限らない、ということだ。データを調整す

する。本論文で開発したカスタマイゼーションサービス

るのが誰であれ、ウェブ上でスライダーなどを操作して

も、筆者がデザインエンジニアの立場となって、パラメ

カスタマイズが行える仕組みのことを、カスタマイゼー

トリックモデリングを用いて実装を行った。

ションサービスと呼ぶ。

こうした用語を踏まえて 3D プリンティング技術の特
徴を確認すると、個別のデータから直接ものを作り出せ

パーソナライゼーションとカスタマイゼーション/パラ

るのでパーソナライゼーションが可能であり、パラメト

メトリックモデリング

リックモデリングによって後からデータをカスタマイ
ズすることができるのだといえる。カスタマイゼーショ

本論文における「カスタマイゼーションサービス」の
定義を確認したところで、本論文で使われる他の用語の

ンサービスは、このような 3D プリンティング技術が持
つ柔軟性によって実現しているのである。
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(上)図 1-5 Cell Cycle App のカスタマイズ画
面とカスタマイズ例[16]
スライダーやボタン、3D モデル上の面など
を操作することで、形状や素材をアレンジ
でき、さまざまなアクセサリーを製作する
ことができる。

(左)図 1-6 Your Eyewear のカスタマイズ画
面[17]
左右のボタンをクリックすることで、自分
の顔に合わせたサイズに調整したり、色や
フレームを好みのデザインに変更したりす
ることができる。

9

図 1-7 パラメトリックモデリングによって作られた 3D モデル
ドイツのデザイナーである Phillip Grass[18]がデザインした Companion Stool という家具をもとに、さまざまな箇所をパラメーターとした 3D
モデルをパラメトリックモデリングによって作成した。頭の半径や厚さ、腕・脚の角度や太さ、胴体の長さなどの 18 箇所がパラメーターに
なっており、それらの数値を変更することで、さまざまな形状のモデルを簡単に作ることができる。

10

カスタマイゼーションサービスの設計と課題

ラメーターが必要かと尋ねても、簡単に求めている答え
を得ることは難しい。それは、彼らは普段 3D プリンテ

さてここで、カスタマイゼーションサービスはどのよ

ィングのデジタルデータを調整しているわけではない

うに設計すればよいのか、ということを考えてみたい。

し、調整に必要な経験や知識は、体に染み付いていて言

カスタマイゼーションサービスを設計するにあたって

語化されていないことが多いからである。こうした職人

問題となるのは、
「どこを誰がどのようにカスタマイズ

たちの「暗黙知」をうまく引き出してサービスに落とし

できるようにするか」である。

込んでいかなければならない。

パラメトリックモデリングは拘束条件を積み重ねて

そこで、本研究では職人の暗黙知を引き出すことに主

形状を決めていくので、モデリングの過程でパラメータ

眼を置き、それに基づいてパラメーターやインターフェ

ーは大量に生じる。しかし、それらのパラメーターをす

ースを決めてウェブ上に実装していくという、カスタマ

べて好きなように調整してよいと言われても、普通は何

イゼーションサービスの設計手法を構築することに取

をどこからどう調整すれば求めているデザインになる

り組んだ。

のか、検討もつかないだろう。そこで、カスタマイズに

田中浩也研究室の Li[19]は 3D プリンティング技術を

有効な最小限のパラメーターのみを選ぶ、ということが

用いた医療用装具のパーソナライゼーションにおいて、

必要になる。

医療従事者と協働でモデリングツールを開発するため

モデリングを行うデザインエンジニアではどのパラ

のフレームワークを提案している。本研究では協働の対

メーターを選べばよいのか判断できないので、何が求め

象を医療従事者に限らず広く「職人」とし、職人または

られるかは、プロダクトのプロに聞くことが好ましい。

ユーザーによってカスタマイズが有効に行われるよう

プロというのは、先程のメガネの事例で出てきたオプテ

に、ウェブサービスとして展開していくことを考える。

ィシャンや、靴であればシューフィッター、義肢装具な

本論文では暗黙知をサービスに落とし込んでいく過

ら義肢装具士のように、プロダクトの調整を専門として

程を「シンセシス（合成）
」であると考え、一連の技術を

いる「職人」たちのことである。

「パラメトリックシンセシス」と名づけて、体系的に説

しかしながら、こうした「職人」たちにどのようなパ

明することを目指す。
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章

パラメトリックシンセシスとは

この章では、本論文で提唱するパラメトリックシンセシスという技術について説明していく。ここで説明すること
は少し抽象的なものになるが、第 4 章で具体的な実践例が示される。

パラメトリックシンセシスの概要

この際に、職人の暗黙知を引き出し、パラメーターに落
とし込んでいくことが必要となる。

パラメトリックシンセシスは、大きく以下の 4 つのス
テップで構成される。

暗黙知を言語化する試みは、淺野[20]が肩離断者用の
3D プリント肩パッドを製作する過程で行っている。淺
野はユーザーが自身のニーズやこだわりに自覚的でな

1. パラメーターの抽出

く、それらが暗黙知になっていることに気がつき、もの

2. UI 設計

を通じてユーザーの内なる要求を引き出していくこと

3. ウェブへの実装

に取り組んだ。たとえば「肩パッドを人に見せたい」と

4. フィードバックによる修正

いう要求ははじめは伝えられていなかったが、実物を見
たり実際に使ってみたりしたことで、ユーザーがそうし

一つずつ順を追って確認していく。

た要求に気がつき、美しい外観の肩パッドが製作された
のだという。淺野は「
『実物（かたち）
』をつくり、それ

パラメーターの抽出

を見せることで、次なる要求に気づき、それを取り入れ
ていく、という過程を繰り返すことが重要であった」と

まず、どこをカスタマイズできるようにするか、パラ

述べている。パラメトリックシンセシスにおいても、も

メーターを決めることから始める。このステップはパラ

のを見せて職人の暗黙知を引き出し、それをパラメータ

メトリックシンセシスにおいて、メインとなる重要なパ

ーとして実装する、という過程を繰り返す。

ートである。プロダクトを 3D データに「デジタル化」

また、淺野は建築分野で提唱されている「超線形設計

し、その過程で生じた多数のパラメーターの中から、カ

プロセス」
（藤村[21]）を応用し、肩パッド製作において

スタマイズに必要な最小限の「パラメーターを厳選」す

検討してきた項目を形式的にまとめる、ということを行

る、という手順を踏む。

っている。パラメトリックシンセシスでも、次のパラメ
ーターを厳選するステップにつなげるため、実装したパ

(1) プロダクトのデジタル化
プロダクトをパラメトリックモデリングによって 3D
データにすることで、パラメーターの洗い出しを行う。

ラメーターを超線形設計プロセスに倣って表にまとめ
る作業を行う。超線形設計プロセスは「ジャンプしない」
「枝分かれしない」
「後戻りしない」という 3 つの原則
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図 2-1 超線形プロセスにおける境界条件と
プロセスの対応[21]

に基づいて、漸進的に改良を重ねていく設計手法である。
そしてステップごとに検討案を建築模型として記録に

メーター
(c) デザインエンジニアがモデリングの一環として操

残す。そうすると設計の過程は、縦軸が設計条件の項目、

作するパラメーター

横軸が案の番号となる表にまとめることができる（図 2-

このうち、カスタマイゼーションサービスとしてウェブ

1）
。パラメトリックシンセシスでは、縦軸が実装された

上で操作できるように実装するべきパラメーターは a と

パラメーターの項目、横軸が 3D データの番号の表にな

b である。デジタル化によって洗い出したパラメーター

る。淺野は「最初に『○』として 1 次決定したパラメー

を分類し、a と b に厳選することになる。

ターも、デザインプロセスが進んだ後に『◎』や『3』

a に分類されるパラメーターは、調整するのに職人の

として変更・N 次決定して操作が可能」としている。パ

専門知識や経験が必要なものである。身につけるような

ラメトリックシンセシスでもこの記述法を採用する。

プロダクトの場合、身体に接する部分に関連するパラメ
ーターは、職人の知見が求められることが多い。靴であ

(2) パラメーターの分類・厳選
職人の暗黙知をパラメーターとして明示的にするこ
とができたら、次はそれらのパラメーターから、必要な
パラメーターのみを厳選する。パラメーターは以下の 3
つに分類することができる。

れば、左右の足の形状に正確にフィットさせるためのパ
ラメーターや、歩く際の姿勢や歩き方を調整するための
パラメーターなどが、この項目に当てはまる。
b に分類されるのは、調整するのに特別な知識が必要
なく、ユーザーが自分で決めるのがよいパラメーターで

(a) 職人が知見に基づいて操作するパラメーター

ある。たとえば色や柄などは、ユーザーが自分で好みに

(b) ユーザーが好みやニーズに合わせて操作するパラ

よって選ぶのがよいだろう。また、身体に接する部分で
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はない寸法の調整も、ユーザーによるパラメーター操作

通りにパラメーターを操作できるよう、順番がわかりや

が好ましい場合が多い。合わせる対象が「生物」である

すいように画面内に配置したり、順番通りに画面遷移し

か「もの」であるかが、a か b かの判断基準になるので

たりするように設計する。たとえば、メガネの調整はフ

はないかと考えられる。

ロント側を調整してからテンプル側を調整し、最後に全

c はモデリングの過程で生じたが、職人やユーザーが

体を見る、という手順だったとする。この場合は、最初

カスタマイズする必要のないパラメーターである。こう

にフロント側のパラメーターを画面に表示させ、次の画

したパラメーターは、カスタマイゼーションサービスを

面遷移でテンプル側のパラメーターを表示、次の画面遷

実装するデザインエンジニアが、カスタマイズのベース

移で全体を表示、という仕組みにする、ということが考

となる 3D データを作る際に、必要に応じて操作すれば

えられる。

よい。この c に分類されるパラメーターを除くことで、

パラメーター操作に必要な情報としては、第一にプレ

ウェブサービスとして実装するべき a と b のパラメー

ビュー表示が挙げられる。パラメーターを動かすとどの

ターのみを厳選することができる。

ようにデータが変化するのか、結果が反映されたものを
見ながらカスタマイズを行えるようにするべきである。

以上の(1)と(2)の手順によって、カスタマイズするべき

3D データは 360°好きな視点から確認できるようになっ

パラメーターのみを抽出することができる。パラメータ

ているのが好ましい。プレビュー表示の他には、寸法や

ーが抽出できたらそれらを調整できるように、次のステ

フィッティング対象のデータなどを表示することが考

ップへと進む。

えられる。寸法の表示は、基準点をどこにするかが重要
である。たとえばヘルメットの調整であれば、ヘルメッ

UI 設計

ト全体の長さを見ながら調整するのがよいのか、フィッ
ティング対象の耳の位置から測った長さを見ながら調

抽出したパラメーターはいきなり実装に移るのでは

整するのがよいのか、などを検討することになるだろう。

なく、それらをどのような UI（ユーザーインターフェー

アイウェアであれば、目とレンズの距離を表示するとよ

ス）で実装するか、ということを事前に考える必要があ

いと思われる。何かにぴったりと合わせる製品の場合、

る。パラメーターが必要最小限のものに絞られていても、

靴やインソールであれば足型のように、フィッティング

無秩序に並べられているだけでは、操作する人は何をす

対象のデータは必要となることが多い。いずれも職人が

ればよいのか、画面の前で戸惑ってしまうことになる。

調整する際、どんなときに何を見ながら調整を行ってい

そのため、パラメーターを操作しやすいような形でサー

るのか、対話や観察から引き出していく必要がある。

ビスとして実装するのが好ましい。パラメーターの抽出

このようにパラメーター操作の手順や必要な情報を

が「どこ」を「誰」がカスタマイズできるようにするか

整理し、操作しやすいような UI を設計することが大切

を決めるステップだったのに対して、UI 設計は「どのよ

である。手順も必要な情報も、職人の作業を観察するこ

うに」カスタマイズできるようにするかを決めるステッ

とや対話によって引き出す、という書き方をしたが、職

プである。UI を決めるには、
「パラメーター操作の手順」

人が無意識に行っている暗黙知であるといえる。暗黙知

と「パラメーター操作に必要な情報」を明らかにするこ

は「パラメーターの抽出」の項目で書いたように、実際

とが重要となる。

にものを見たり使ってみたりすることで引き出すこと

パラメーター操作の手順というのは、それぞれのパラ

が効果的である。そのため UI に関しても、後のステッ

メーターをどのような順番で調整していくのがよいの

プである「フィードバックによる修正」において実際に

か、ということである。普段職人がプロダクトの調整を

使ってもらうことで、使いやすい UI に改良していくこ

行う際の手順を対話や観察をもとに整理し、抽出したパ

とが重要となる。

ラメーターをその手順に対応させる。そして、その手順
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ウェブへの実装

(3) Nodi[28]
パラメーターと UI が決まったら、カスタマイゼーシ

ブ ラ ウ ザ 上 で 使 用 で き る モ デ リ ン グ ツ ー ル で、

ョンサービスとして実装する。ウェブ上で操作できるよ

Grasshopper のように、
「ノード」と呼ばれるパーツを

うにするのは、職人やユーザーが特別なソフトウェアを

線でつないでいくことで、ウェブ上に 3D モデルを作成

インストールしなくてもカスタマイズできるようにす

することができる。ノードが表示されるエディター画面

るためである。

と 3D モデルが表示されるビューワー画面が分かれてお

実装方法は状況に応じて適宜適切な技術を用いれば
よい。現状考えられる選択肢としては、
「ゼロから自分で

り、ビューワー画面のみをサービスとして使用し、3D モ
デルのパラメーター操作を行うことができる。

実装する」か「プラットフォームを活用する」かのどち
らかとなる。Nervous System や Your Eyewear のカスタ

フィードバックによる修正

マイゼーションシステムは前者で、自由度は高いが、そ
の分実装に求められる技術のレベルも高くなる。ここで

ウェブサービスとして実装できたら、職人やユーザー

は後者の例として、活用できるプラットフォームを 3 つ

にカスタマイズに使用してもらい、フィードバックを受

紹介する。

ける。使ってみてもらうと、パラメーターの過不足や UI
の問題点などが見つかることが多いので、それらをもと

(1) Thingiverse Customizer[22]
3D データ共有サイト Thingiverse[23]で使用できる機

にサービスの修正を行う。UI 設計の項目でも書いたが、
特に UI は使ってみないと引き出せないこともあるので、

能である。OpenSCAD[24]というソフトウェアで 3D モ

フィードバックを受けて修正する作業が必要である。こ

デル を 作 成し Thingiverse に ア ッ プロ ー ドする と、

の項目は必要に応じて何回でも繰り返し行い、改良を重

Thingiverse Customizer の機能を使って、サイト上で 3D

ねていく。その際、改良も超線形設計プロセスの考え方

モデルのパラメーター操作が可能になる。OpenSCAD は

から、漸進的に行い記録していくとよいと考えられる。

テキストでのプログラミングにより、幾何学形状を組み
合わせて 3D モデリングを行う。
(2) ShapeDiver[25]

まとめ

以上の一連の技術が、パラメトリックシンセシスであ

Grasshopper[26]で作られた 3D モデルを、ウェブ上

る。まとめると、パラメトリックシンセシスは「職人の

で パ ラ メ ー タ ー 操 作 で き る よ う に す る シ ス テ ム。

暗黙知を引き出す」ことと、ウェブ上で操作できる「カ

Grasshopper は Rhinoceros[27]という 3D モデリングソ

スタマイゼーションサービスを実装する」ことをつなげ

フトウェアのプラグインで、
「コンポーネント」と呼ばれ

た、統合した概念であるといえる。

る、機能を持ったパーツを線でつないでいくことでモデ

次章からはパラメトリックシンセシスの実践編とし

リングを行う。Grasshopper のデータを ShapeDiver に

て、イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスを開発

アップロードしウェブサイトに埋め込むことで、カスタ

した経緯と、その具体的な実装について述べる。

マイゼーションサービスとして使用することができる。

16

第

3

章

Fab Vet プロジェクト
本研究で開発したイヌ用義足のカスタマイゼーションサービスは、Fab Vet というプロジェクトの一環で製作した
ものである。パラメトリックシンセシスの実践の前に、Fab Vet プロジェクトについてと、なぜイヌ用義足のカスタ
マイゼーションサービスを作ることになったのかの経緯について説明する。

プロジェクトのはじまり

初めての顔合わせは日獣大で行われ、原田先生から
3D プリンティング技術を活用している現場を見せてい

Fab Vet プロジェクトは、2018 年の秋学期に筆者と同

ただいた。原田先生は動物の骨格標本などを 3D プリン

期の櫻井智子が 2 人で立ち上げた。櫻井の「イヌや動物

ターを使って製作しており、今後筋肉や血管も骨とは別

のためにものを作りたい」という熱い思いから、獣医学

のマテリアルで出力することで、手術の練習などに活用

にデジタルファブリケーション技術を取り入れるプロ

できないかということを検討されていた。

ジェクトとして始動した。

島田さんからは、過去に作ってきた義足をいくつか見

参考になったプロジェクトとして、Fab Nurse Project

せていただき、3D プリンターによる作業負担の軽減を

[29]の存在がある。Fab Nurse Project は田中浩也研究室

期待しているということを伺った。島田さんは人間の義

と、看護情報学を専門とする看護医療学部の宮川祥子研

肢装具士の国家資格を持っており、2007 年に日本初と

究室が共同で進めている、ケアの現場にデジタルファブ

なる動物の義肢装具を製作・販売する東洋装具医療器具

リケーションの技術を応用しようという取り組みであ

製作所[30]（以下、東洋装具）を創業した、動物の義肢

る。こうした活動を見て、イヌの義足など動物に対する

装具士の第一人者である。年間 3000 件もの依頼を抱え

ケアにも発展させられないかと考え、Fab Vet プロジェ

ており、3D プリンターによる義肢の製作には、以前か

クトの発足に至った。Fab Vet というのは、ファブ技術

ら興味を持っていたとのことだった。

の fab（fabrication）と獣医の vet（veterinarian）を組み
合わせた言葉である。

この顔合わせの日には、田中浩也研究室が技術的にで
きることを伝え、島田さんからは作ってきた義足につい
て、原田先生からは日獣大の設備で可能なことを伺い、

共同研究

お互いの共通認識の土台を構築していった。こうした情
報共有をもとに、脚型のスキャン方法を検討したり、義

我々には獣医学に関する知識がないので、Fab Vet は

足の形式についていくつか案を出し合ったりした。Fab

日本獣医生命科学大学（以下、日獣大）の原田恭治准教

Vet のように異なる分野での共同研究では、情報を伝え

授と、動物の義肢装具士である島田旭緒さんとの共同研

合い、共通言語を獲得していく営みが大切である。

究として進められることとなった。
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図 3-1 日獣大での顔合わせの様子
左から順に田中浩也教授、原田恭治准教授、島田
旭緒さん、筆者、櫻井智子

義足が使われている現場の訪問

擦れてしまったり、フィット感が悪く脱げてしまったり
した。そこで島田さんに依頼が入り、脚にフィットし患

3D プリンターで実用的な義足を製作するには、作っ

部を傷つけない義足が作られた。島田さんは先端部分の

た義足を試してもらう場が必要となる。島田さんが作っ

先端部分が少ない義足も製作したが、この義足ではヴィ

た義足を使っている方の中で、長谷川圭子さんという方

スくんは歩かなかったという。イヌの場合は義足の感想

が本研究への協力を快く引き受けてくださった。そこで

を言葉で聞くことができないので、義足を履いて歩くか

日獣大での顔合わせの翌月、長谷川さんのお宅を訪問さ

どうか、ということが義足の良し悪しを判断する大きな

せていただいた。

基準になる。

義足を履いているのは、ヴィスくんという 10 歳のオ

現在使用している島田さんの義足について、長谷川さ

スのラブラドール・レトリバーである。ヴィスくんは 1

んにお話を伺ってわかったことは、ヴィスくんが義足を

歳 2 ヶ月のときに事故で右前脚の手根関節を離断し、そ

噛んで壊してしまうので困っている、ということだった

れ以来義足を使用している。手根関節は人でいうところ

（図 3-5）
。島田さんが作った義足は 10 種類の部品から

の手首に当たる関節で、離断というのは骨の途中から切

構成されており（図 3-6）
、それぞれの部品間の段差に違

り離す「切断」とは異なり、関節部分で骨を分離した、

和感を覚えてかじってしまうのだという。噛んで壊して

ということだ。

しまうと修理に出さなければならず、その間は義足が使

現在の義足に至るまでに、ヴィスくんはいくつかの義

えない上に、島田さんの作業負担は増える。ヴィスくん

足を履いてきた（図 3-2）
。はじめの義足は島田さんでは

が違和感を覚えないように、なるべく段差が生じないよ

ない人が作った義足だったが、素材が硬く、脚の皮膚が

うな義足が求められていた。

図 3-2 ヴィスくんが履いてきた義足
初代の義足（左）はヴィスくんの脚に合わず、島
田さんが作った義足（右）を履くことになった。
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図 3-3 ヴィスくん
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(左・上)図 3-4 家の中での様子
義足は散歩などの外出時に着用し、家の中では主にギプスを使用して
いる。

(下)図 3-5 ヴィスくんがかじった義足
ヴィスくんが義足を噛んでしまうので、義足のさまざまな部分がちぎ
れてしまっている。

20

図 3-6 義足を構成する部品名と素材名[31]
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作業現場の訪問

としての経験と技術が必要な作業である。イヌの義足は
島田さんの職人技によって作られているのだというこ

長谷川さんのお宅の次は、島田さんの作業工程を見せ

とがわかった。

ていただくべく、東洋装具にも伺った。作業場にはたく

そして、イヌの義足はたくさんの時間と労力をかけて

さんの脚型や材料、工具、機材などが並び、工房といっ

作られている。島田さんが 1 本の義足を作るのに、徹夜

た雰囲気であった。見学のときにちょうど装具の依頼も

して 2-3 日はかかるという。それだけ時間と労力をかけ

入っており、島田さんの装具に助けられたイヌと、飼い

て作った義足でも、履いてみると脚に合わない、という

主さんの笑顔も見ることができた。

こともある。脚に合わなければ修正が必要で、大きな修

イヌの義足は、いくつもの工程を経て作られる（図 3-

正であればまた一から作り直さなければならない。また、

8）。まずイヌの脚型を石膏で取り、その後脚型をもとに

スペアとして義足を何本か依頼する方もいて、そうした

布や樹脂の加工を行う。この日は石膏で型を取る作業と、

場合にも同じ義足をもう一度最初から作ることになる。

その石膏型から型紙を作り、布を切り出して縫う作業を

手作業ではまったく同じ義足は作れないので、新しく作

見せていただいた。こうしたイヌの義足の製法は、人の

るごとにフィッティングと調整は必要になる。ヴィスく

義足を作る技術をもとに、島田さんが独自に考案したも

んもスペアの義足を持っているが、島田さんは同じ義足

のである。型取りは人の義肢装具士の国家資格が求めら

を作ったつもりでも、ヴィスくんが 2 本目の義足に慣れ

れる作業で、その型を修正する技術を習得するには、10

るまでに 2-3 ヶ月の期間を要したという。職人技によっ

年はかかるとのことだった。脚にフィットするように形

て作られる義足は、作り上げるのも再現するのも大変な

を作るのも細かく調整していくのも、動物の義肢装具士

のである。

図 3-7 手作業で義肢装具を製作する島田さん[32]
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図 3-8 島田さんが義足を作るときの作業工程
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手作業で作られる義足の問題点

対して、部位ごとに異なる内部構造をデザインすれば、
同じ素材であっても、クッション性と体重分散の両方の

義足が使われている現場と作られている現場を訪問
してわかったことをまとめると、手作業で作られている

機能を持たせることができる。これによって使われる素
材の数と部品の数を減らすことが可能となった。

現在のイヌの義足は、使い手側と作り手側のそれぞれに

作り手側の問題である、時間と労力がかかるというこ

問題があるといえる。使い手側の問題としては、ヴィス

との解決策は、デジタルデザインの導入である。脚型の

くんが義足を噛んで壊してしまうということ。作り手側

スキャンデータをもとに義足のデータを作れば、脚にぴ

の問題は、すべて手作業で作っているため、時間と労力

ったりと合った義足を簡単に作ることができる。型紙を

がかかるということだ。筆者らはこれらの問題点を、3D

作ったり、布を切り出して縫い合わせる作業なども必要

プリンターを用いて義足を製作することで解決できる

なくなる。修正が必要だった場合やもう一本作ることに

と考えた。

なった場合にも、データがあれば一から作り直すことな

使い手側の問題であるイヌが義足を噛んでしまうこ
とについては、部品を統合することによる解決を目指し

く、再度出力することができる。
義足データの形状を決めたり調整を行ったりするに

た。このことに関しては櫻井が論文にまとめている[31]。

は、義肢装具士の方の専門知識や経験が必要となる。そ

ここでは簡単に説明すると、内部構造を変えることで単

こで、義肢装具士の方がパラメーターを操作してデータ

一素材から複数の機能を実現し、部品を統合することに

を調整できるような、カスタマイゼーションサービスを

取り組んだ。たとえば、義足の中でも地面と接する部分

作ることとなった。そしてこのカスタマイゼーションサ

には衝撃を和らげるクッション性が求められ、脚全体を

ービスを開発するにあたって、パラメトリックシンセシ

覆う部分には体重を分散させるサポート力が求められ

スが活用された。以上のような経緯で、イヌ用義足のカ

る。従来の義足ではそれぞれ異なる素材を使うことで、

スタマイゼーションサービスは開発された。

クッション性と体重分散の機能を実現していた。これに
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第

4

章

イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの実装
この章では、イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの実装過程を、パラメトリックシンセシスの各ステップ
に沿って説明していく。職人である島田さんとともに義足を作っていく中で、どのような対話が行われ、どのように
パラメーターが決められていったのか、具体的に紹介する。

図 4-1 パラメーターの抽出における各手順のイメージ図

パラメーターの抽出：プロダクトのデジタル化

島田さんから暗黙知を引き出し、パラメーターとして
実装していった過程を超線形設計プロセスに倣ってま

まず、従来の手作業で作られている義足を 3D データ

とめた表が表 4-1 である。一度実装されたパラメーター

に変換し、パラメーターを洗い出すところからである。

も、後から数値や実装の仕方が変更された場合、
「○」か

動物の義肢装具士である島田さんとものを通じて対話

ら「◎」
、
「3」へと表記を変更している。各項目が指す

を重ね、引き出した暗黙知をパラメーターに落とし込ん

部位は、図 4-2 に示した。それぞれの過程でどのような

でいった。

対話が行われたのか、具体例をいくつか紹介する。
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表 4-1 イヌの義足データのパラメーター実装プロセス

図 4-2 実装プロセスの各項目が示す部位
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図 4-3 製作されたプロトタイプ
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5 番目のプロトタイプでは、
「開口部」のパラメーター

イプでもそれに倣い、先端部分は平らな底面でモデリン

が実装された。開口部というのは、脚を入れるために前

グされていた。しかし 3 番目と 4 番目の間で、 3D プリ

側が開いている部分のことである。ここは 4 番目のプロ

ントされたフレーム部分を島田さんに渡し、そこに先端

トタイプではパラメーターになっておらず、サイズを変

部分を取り付けてもらう、ということを行った。すると

更できない状態であった。この 4 番目のプロトタイプを

従来の義足とは異なり、取り付けられた先端部分は底面

島田さんに見せたところ、ヴィスくんの脚を入れるには、

が丸く作られていた。この理由を島田さんに伺ってみた

もう少し大きく開いているほうがよい、という意見をい

ところ、
「3D プリントされたものに取り付けてみたら、

ただいた。イヌの脚は部位によって太さが違っており、

なんとなく丸いほうがいいかなという気がした」という

ただ前が開いているだけでは脚が通らず、上手に義足を

返答だった。まさに「なんとなく」という暗黙知となっ

履かせることができない。一方で、義足には「トータル

ていたものが、ものに対して作業を行ったことで顕在化

コンタクト」という考え方があり、なるべく脚を覆って

されたのである。この過程から、4 番目のプロトタイプ

いる面積が大きいほうがよいとされている。そのため、

では、先端部分の底面は丸い形状に変更された。

脚が通りやすいように大きく開けばいいというわけで

以上のような、ものを通じた対話によって、表の縦軸

もなく、イヌ各個体の脚に合わせて、適度な開口部の大

に示されている、合計 8 つの項目をパラメーターとして

きさに調整する必要があるのだ。開口部の修正は 4 番目

引き出すことができた。

のプロトタイプに、島田さんに線を引いて示していただ
いた。それにより、イヌの脚は内側と外側でも形が異な

パラメーターの抽出：パラメーターの分類・厳選

るので、開口部の左右それぞれで異なる開き具合に調整
できるようにする必要がある、ということもわかった。

暗黙知をパラメーターに落とし込み、プロダクトをパ

このような、ものを通じた対話によって、開口部のパラ

ラメトリックにモデリングすることができたので、今度

メーターは左右別々に調整できる形で実装された。

はそのパラメーターを分類し厳選していく。今回は色や

4 番目のプロトタイプでは、3 番目のプロトタイプで

柄のような、ユーザーがカスタマイズするべきパラメー

実装された「先端部分」の項目が「○」から「◎」にな

ターは実装されなかったので、パラメーターは A（職人

っており、後から数値や実装の仕方が変更されたことが

が知見に基づいて操作）と C（デザインエンジニアがモ

わかる。先端部分というのは義足の先端についている、

デリングの一環として操作）に分類された（図 4-4）
。

地面と接する際の衝撃を和らげる機能を持った部品の

分類の基準は、調整に義肢装具士の知見が必要になる

ことである。この部品は従来の手作業による義足では、

かどうか、である。たとえば、開口部や先端部分は上記

底面が平らに作られていた。そのため 3 番目のプロトタ

の例からわかるように、形状を決めるのに島田さんの知

図 4-4 島田さんが取り付けた先端部分
従来の義足では先端部分の底面は平ら
だった（左）が、3D プリントしたフレ
ームには、底面が丸い先端部分が取り
付けられた（右）。
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識や経験が求められた。開口部はイヌ各個体の脚に合わ

る安全性が確認されている素材を使用し、最初のプロト

せて、脚を通しやすく、かつなるべく大きく脚を覆える

タイプで厚さを 3mm に決定した。また、外形の調整に

ように、絶妙なサイズ調整が必要である。先端部分はど

は義肢装具士の知見は必要なく、モデリングに慣れてい

れくらいの丸みがちょうどいいのかは、島田さんの感覚

るデザインエンジニアが整えるのがよいパラメーター

が頼りになる。一方で、フレームの厚さに関しては、最

である。

初に素材が決まり耐久性が確認できてしまえば、それ以

こうした分類により、義肢装具士による調整が必要な

降義肢装具士が調整を行う必要はない。ちなみに今回の

パラメーターとして「上部の切り取り位置」
「上部の切り

義足では FABRIAL-R[33]という、皮膚刺激性テストによ

取りの形」
「開口部」
「先端部分」の 4 つが厳選された。

図 4-5 パラメーターの分類・厳選
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UI 設計

調整に必要な情報としては、イヌの脚型のモデルを用
意することにした。これは普段島田さんが脚型を見なが

パラメーターが決まったので、パラメーター操作の手
順と操作に必要な情報を整理し、UI 設計を行う。

ら義足を作り、ヴィスくんの脚に合わせながら調整を行
っているためである。

パラメーター操作の手順は、島田さんが普段義足を調
整している手順に合わせて決定する。そこで島田さんが

ウェブへの実装

手作業で作っている義足を調整する際の手順を確認し
てみたところ、身体に接している部分から調整し、最後

パラメーターと UI が決まったので、いよいよカスタ

に脚の長さを調整する、という順番で行うことがわかっ

マイゼーションサービスとして実装することになる。今

た。これに今回のパラメーターを対応させると、
「上部の

回は開発環境として Nodi を使用して、義足のパラメト

切り取り位置」
「上部の切り取りの形」
「開口部」
「先端部

リック 3D モデルをウェブ上に作成した。

分」という順番になる。

Nodi は自由曲面を扱うことができ、3D 形状の和・差・

(上)図 4-6 Nodi の開発画面
右側のビューワー画面に表示される 3D モデルを見ながら、左側の
エディター画面にプログラムを作っていく。

(左)図 4-7 Mesh Importer ノード
「Import」から、ベースとなる義足の 3D モデルを Nodi にアップロ
ードし、それをもとにカスタマイズ可能なパラメトリックモデルを
作成する。このような、機能を持った「ノード」を線でつないでい
くことで、3D データのモデリングを行う。
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積などを計算するブーリアン演算に強い。そのため、今

まとめると、パラメーターの過不足としては「上部の

回の義足のように複雑な曲面形状を扱うのに適してい

切り取りの形」は調整する必要がなく、
「肘頭（ちゅうと

るといえる。また、Nodi は UI 設計の自由度が高い。3D

う）から足先までの長さ」が必要であるということ。UI

モデルの色や材質を変えて表示したり、曲線をグラフ上

としては、調整時に「元の義足の比較データ」と「肘頭

で直感的に操作したり、といったことが可能である。

の位置」も必要だということがわかった。
「肘頭」という

こうした特徴から、イヌ用義足のカスタマイゼーション

のは、肘関節の後方にある突き出た部分のことである。

サービスを実装するのに、
Nodi を活用できると考えた。

イヌの脚の長さは肘頭を基準点として測定するので、肘

Nodi では、3D モデルとともにビューワー画面に表示

頭の位置や肘頭からの長さを見ながら調整できるとよ

するパラメーターを選ぶことができる。そこで、抽出し

いとのことだった。

たパラメーターのみを操作できるようにビューワー画

「肘頭から足先までの長さ」は、もともと「先端部分」

面に表示し、整理した手順で操作できるように上から順

のパラメーターで足先の位置を調整する仕組みになっ

番に配置した。調整に必要な情報として表示する脚型の

ていたので、基準点を肘頭に変更し、
「足先の位置」とい

モデルはわかりやすいように青色で表示し、義足を履い

う独立したパラメーターとした。これにより、最終的な

た状態になるように位置を合わせた。

パラメーターは「上部の切り取り位置」
「開口部」
「先端
部分の丸み」
「足先の位置」の 4 項目となった。UI は調

フィードバックによる修正

整前の義足データも表示し、肘頭の位置を赤い点でわか
るように修正した。

ウェブに実装できたらカスタマイゼーションサービ

第 1 回のフィードバックを受けて修正したサービス

スを実際に使用してもらい、フィードバックをもとにパ

をもう一度使っていただき、再度フィードバックを受け

ラメーターや UI の修正を行う。今回は島田さんに使っ

た。

てみていただき、フィードバックと修正のサイクルを 2
回繰り返した。
最初に島田さんから得られたフィードバックは以下
の通りである。

第 2 回フィードバック
・ 元の義足は見なくても問題なかった。
・ 「足先の位置」が肘頭からの長さで調整できるのはわ
かりやすい。

第 1 回フィードバック
・ スライダーで簡単にデータの修正ができるのはすご

・ 医療分野の左右は患者自身の左右になるので、
「開口
部」の左右の表記を逆にしたほうがよい。

い。
・ 反映されるまでの時間は遅くない。問題なく調整で
きる。

第 1 回のフィードバックを受けて実装した元の義足
の比較データだが、実装したものを見て使ってみると、

・ イヌの脚型を見ながら調整できるのはやりやすい。

必要なかったとのことだった。このように、UI も実際の

・ 元の義足と比較しながら調整できるとよい。

ものを通じて意見を引き出していくことが重要だとわ

・ 「先端部分の高さ」が、肘頭から足先までの長さで調

かる。

整できるとよい。
・ 「上部の切り取りの形」は修正の必要がない。

修正点としては「開口部」のパラメーターの左右を、
イヌから見た左右に合わせた表記に変更した。

・ 肘頭の位置がどこかわかるようになっているとよい。
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図 4-8 カスタマイゼーションサービスを使用する島田さん
島田さんにパラメーターや画面を操作していただき、サービ
スに対するフィードバックを受けた。

図 4-9 完成したイヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの操作画面
フィードバックに基づいて修正を行い、最終的に出来上がったサービスの操作画面。ヴィスくんの脚型の 3D モデルを青色で表示している。
左上のスライダーを動かすと 3D モデルのプレビューも変化し、結果を見ながら各パラメーターの値を調整することができる。

下記のリンクまたは右の QR コードから URL にアクセスすることで、誰でもカスタマイゼーションサービスを使用
することができる。スマートフォンやタブレット端末でもカスタマイズ可能である。
https://nodi3d.com/viewer/6esqb8XU0rTNpJen36E5
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第

5

章

カスタマイゼーションサービスを用いたイヌ用義足データの調整
パラメトリックシンセシスを活用して実用的なカスタマイゼーションサービスが開発できれば、パラメトリック
シンセシスはカスタマイゼーションサービスを開発するための手法として有効であるといえる。今回は開発したカ
スタマイゼーションサービスを実際にイヌ用義足データの調整に用いることで、実用性の検証を行った。

ヴィスくんの義足の調整

ないかどうかなどを確認する。着脱のしやすさや散歩後
の患部の状態なども確認し、問題があれば義足を修正す

第 3 章で述べたように、義足は履いてみると脚に合わ

ることになる。

ないこともあり、その場合には脚に合うように義足を修

2020 年 7 月に行われたヴィスくんのフィッティング

正する必要がある。そのため、出来上がった義足はフィ

では、義足の長さが短いなどの修正点が見つかった。そ

ッティングを行い、調整が必要かどうかを確かめる。イ

こで、これらの修正にカスタマイゼーションサービスを

ヌの義足のフィッティングでは、義足を履いた状態で散

使用し、問題なく機能するかどうかを確かめることにし

歩を行い、義足を使って歩くかどうか、歩き方に問題が

た。

図 5-1 2020 年 7 月のフィッティングでのヴィスくん
義足の長さが短く脚にフィットしていないため、右前脚が地面に届いておらず、主に残りの 3 本の脚を使って歩いていた。
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(上)図 5-2 計測を行う島田さん

(左)図 5-3 島田さんによる計測結果のスケッチ
ヴィスくんの左前脚の長さが 27.5cm であるのに対し、義足を履
いた状態での右前脚の長さは 25.5cm と短かった。
左前脚の長さに合わせて右前脚も 27.5cm 程度になるように、義
足の修正を行った。

もっとも大きな修正点は、義足の長さである。義足は、

んによるパラメーター操作がなされ、義足データの修正

履いた状態で左右の脚が同じ長さになるか、手根関節部

が行われた。
「上部の切り取り位置」は下方に、
「開口部」

分が曲がらないことを考慮して、義足を履いた脚がやや

は全体的に正面から見て左寄りに、
「先端部分の丸み」は

短いくらいになるのが適当だとされる。しかしながら

より丸くなるように調整された。

2020 年 7 月のフィッティングでは、義足を履いたヴィ

以上のような調整がカスタマイゼーションサービス

スくんの右前脚は、左前脚よりも短すぎる状態であった。

を用いて行われ、新しい義足のデータが作成された。パ

島田さんは左前脚や従来の義足を履いたときの右前脚

ラメーター操作はフィッティング後すぐに長谷川さん

の長さの測定を行い、実測値がデータ上の数値より短く

のお宅で行われ、5 分程度で全パラメーターの調整が完

なっていることも考慮し、
「足先の位置」のパラメーター

了した。厳選された 4 つのパラメーター以外に修正が必

を「-260」から「-275」に調整された。

要な箇所はなく、カスタマイゼーションサービスでの修

他の部位も、フィッティングの結果を踏まえて島田さ

正に問題点はなかったといえた。
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図 5-3 ヴィスくんの義足：調整前の義足データ（左）と調整後の義足データ（右）

スのリンクを送り、島田さんがスマートフォンでアクセ
他のイヌの義足の調整

スしてパラメーターを操作する、という流れで行われた。
ヴィスくんの義足の調整は対面でお会いしたときに行

今回のカスタマイゼーションサービスはヴィスくん

われたが、島田さんと直接集まる時間がとれなかったた

の義足をもとに実装されているので、サービスの実用性

めに、リンクを送っての検証となった。パラメーターや

を確かめるために、ヴィスくんではないイヌの義足デー

画面の操作はスマートフォンでも問題なく行われ、調整

タでの検証も行った。ヴィスくんのように実際の義足を

しやすかったという感想をいただいた。特別なソフトウ

3D プリントして履いてもらうことはできないので、島

ェアを必要とせずデバイスにも依存しないという、ウェ

田さんが過去に義足を作ったイヌの脚型から義足デー

ブ上でカスタマイズが行えることの有効性が示された

タを作成し、当時作った義足に近くなるようにカスタマ

といえる。

イズする、という形をとった。使用した脚型は、ヴィス

パラメーターは「足先の位置」以外の 4 つの項目で値

くんと同じく右前脚の手根関節を離断した、フラットコ

の修正が行われ、
「上部の切り取り位置」は下方に、
「開

ーテッド・レトリバーのものである。

口部」は狭く、
「先端部分の丸み」はより丸くなるように

今回の義足データの調整は、筆者が島田さんにサービ

調整された。
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図 5-4 別のイヌの義足：調整前のパラメーター（左上）と調整後のパラメーター（左下）・調整された義足の 3D モデル（右）

作られた義足の実用性

耐久性などは長期的な視点で見る必要があるので、今後
も評価を続けていきたい。

カスタマイゼーションサービスを用いて修正された
ヴィスくんの義足は、2020 年 9 月にフィッティングを

結論

行い、調整した数値に問題がないことが確認された。そ
の後デザインエンジニア側で外形を修正した義足を作

この章では、パラメトリックシンセシスを用いて開発

成し、2021 年 1 月に長谷川さんに義足をお渡しして、

されたカスタマイゼーションサービスが、実用的なもの

日常的にヴィスくんに義足を使ってもらった。その結果、

であるかどうかの検証について述べてきた。結果として、

使い始めてから 11 日で自然な歩き方になり、12 日後に

本研究で開発したイヌ用義足のカスタマイゼーション

は 1 時間の散歩をすることができた。このことから、カ

サービスは、ヴィスくんの義足や、ヴィスくん以外のイ

スタマイゼーションサービスを用いて作成された義足

ヌの義足の調整に使用することができた。そして、調整

は、日常的に使用することのできる実用的なものであっ

して作られたヴィスくんの義足は十分実用的であるこ

たといえる。さらにいえば、島田さんが作った義足はヴ

とも確かめられた。よってパラメトリックシンセシスは、

ィスくんが慣れるのに 2-3 ヶ月かかったのに対し、今回

実用的なカスタマイゼーションサービスを開発するこ

の義足は 11 日で使いこなしたことから、手作りの義足

とができる、有効な設計手法であると結論づけることが

よりも優れた義足を作れたのではないか、と考察できる。

できる。
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図 5-5 2020 年 9 月のフィッティングでのヴィスくん
義足が調整されたことで脚が地面に届くようになった。右前脚の肘頭から足先までは 27.0cm と、ちょうどよい長さであった。

図 5-6 義足を日常的に使用するヴィスくん（長谷川さん撮影）
義足を使いこなして自然な歩き方で歩いている。義足が汚れることを防ぐため、市販の義足カバーをかけて使用しているとのことだった。
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第

6

章

まとめと今後の展望
この章では、ここまでで確認してきたパラメトリックシンセシスの概念と実践例を踏まえ、パラメトリックシン
セシスを用いて開発されるカスタマイゼーションサービスについてのまとめを行う。そして、本研究で開発された
イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスについて、今後の展望を述べる。

パラメトリックシンセシスとカスタマイゼーションサ

をまとめたものが図 6-1 になる。カスタマイゼーション

ービスのまとめ

サービスは職人との対話を通じて開発されるが、ユーザ
ーが操作する B のカスタマイゼーションサービスを開

第 2 章でパラメトリックシンセシスの概念を確認し、

発する際に、ユーザーの情報が職人との対話だけでは不

第 4 章でその実践例としてイヌ用義足のカスタマイゼ

十分になる可能性がある。そうした場合には、適宜職人

ーションサービスの開発過程を見てきた。ここでは最後

やデザインエンジニアがユーザーと対話を行い、潜在的

に、パラメトリックシンセシスを用いて開発されるカス

なニーズや調整の方法などを引き出していく必要があ

タマイゼーションサービスはどのようなものになるの

る。

か、その全体像についてまとめておきたい。

本研究で開発したイヌ用義足のカスタマイゼーショ

パラメトリックシンセシスのポイントは、これまで職

ンサービスは、職人が操作する A のカスタマイゼーショ

人がカスタマイズの際に無意識に行ってきたことを整

ンサービスであり、ユーザーが操作するものは実装され

理し、それらの作業の担当を再分配することにある。ア

ていない。これは、もともとの義足にユーザーが決める

ナログなものづくりにおいて、職人は「操作するパラメ

要素がなく、抽出されたパラメーターが a のみだったか

ーターを把握すること」と「パラメーターの値を調整す

らである。義足自体の改良が進み、色や柄などを変更で

ること」を区別することなく、同時に行ってきた。パラ

きるようになったら、ユーザーが操作するパラメーター

メトリックシンセシスではこの 2 つを切り分けて考え、

が見つかる可能性はある。

前者をサービスを開発するデザインエンジニアの仕事

カスタマイゼーションサービスが A と B の両方開発

とし、後者を職人とユーザーの役割とする。デザインエ

されるのか、もしくはどちらか片方だけでよいのかは、

ンジニアは、職人との対話を通じて暗黙知を整理し、操

プロダクトの特性によって決まると考えられる。第 2 章

作するパラメーターを把握する。

で述べたように、a のパラメーターに分類されるのは、

パラメーターは「(a) 職人が操作するパラメーター」

調整に職人の知識や経験が必要となるものである。その

と「(b) ユーザーが操作するパラメーター」に分類・厳

ため医療分野をはじめ、調整に専門性が求められるプロ

選され、それぞれ「(A) 職人が操作するカスタマイゼー

ダクトでは、A のカスタマイゼーションサービスが開発

ションサービス」と「(B) ユーザーが操作するカスタマ

されることになる。このとき、ユーザーが操作する B の

イゼーションサービス」として実装される。この関係性

カスタマイゼーションサービスが必要になるかどうか
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は、プロダクトが外から見えるものであるかや、長期間

ろう。ただしこうしたプロダクトであっても、サービス

使用するものであるかなどによるだろう。たとえば、短

の開発に職人の知識は必要になるので、職人との対話に

期間の治療を目的に靴の中に入れて使用するインソー

よってパラメーターを把握する営みは行われることに

ルであれば、ユーザーが操作するパラメーターは存在し

なるだろう。

ないかもしれないが、日常的に使用し続ける肩パッドで

以上がパラメトリックシンセシスとカスタマイゼー

あれば、好みの見た目に調整したいということはあり得

ションサービスのまとめである。カスタマイゼーション

る[20]。一方で、調整に専門性が求められないプロダク

サービス自体が発展途上の分野であるため、今後さまざ

トであれば、B のカスタマイゼーションサービスのみに

まなプロダクトにおいてカスタマイゼーションサービ

なることも考えられる。たとえば Cell Cycle App のアク

スが開発されていくことで、より整理が進んでいくと考

セサリーは、ユーザーが自分でサイズを調整する。厳密

えられる。本論文で提案したパラメトリックシンセシス

にフィットすることが求められていないのであれば、こ

が多くのプロダクトに応用されていくことに期待した

のようにユーザーが操作する B のみ、という形もあるだ

い。

図 6-1 パラメトリックシンセシスとカスタマイゼーションサービスのフレームワーク
パラメトリックシンセシスによって、職人とユーザーが操作するカスタマイゼーションサービスがそれぞれ開発される。ユーザーが操作する
カスタマイゼーションサービスの開発にあたって情報が足りなければ、適宜 ⤎⤏ の間でも暗黙知を引き出すための対話が行われる。
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イヌ用義足のカスタマイゼーションサービスの展望

性を上げることができるだろう。「ウェブ上でのカスタ
マイズ」と「3D プリンターでの製造」の間をスムーズに

最後に、本研究で開発したイヌ用義足のカスタマイゼ

つなぐ技術は探索していかなければならない。

ーションサービスにおいて、以下の 4 つの観点から展望
を述べたい。
(1) デザインエンジニアのデータ処理

(2) 非形状要素のパラメーター操作
今回のカスタマイゼーションサービスで調整できる

(2) 非形状要素のパラメーター操作

のはイヌ用義足データの「形状」であり、やわらかさの

(3) パラメーターの操作方法

ような非形状要素はカスタマイズできない。第 3 章で少

(4) コミュニティーの形成

しだけ触れたが、義足の先端部分には衝撃を緩和できる
ような内部構造が求められる。この内部構造は形状がカ

(1) デザインエンジニアのデータ処理

スタマイズされた義足データに対して、後からデザイン
エンジニアがデータを編集し挿入する。適切なやわらか

スキャンデータをもとに作られるプロダクトの場合、

さを選ぶには職人の知見が必要なので、Fab Vet プロジ

ローカルで動作するカスタマイズツールでは、スキャン

ェクトでは櫻井がいくつかの構造体を出力し、島田さん

データをインポートするとプロダクトのデータが自動

に感触を試していただくことで構造を選定した[31]。こ

で生成され、パラメーターを操作を行った後、そのデー

の「やわらかさ」もパラメーターとしてサービスに実装

タをそのまま出力する、という仕組みが一般的である。

することができれば、内部構造も含めた義足データ全体

しかしながら、今回開発されたカスタマイゼーションサ

を、カスタマイゼーションサービスを用いて作成するこ

ービスでは、イヌの脚型をインポートしたり、カスタマ

とが可能になる。

イズされたデータをそのままインストールして出力し

やわらかさをカスタマイズできるようにした事例と

たり、ということができる仕組みにはなっていない。こ

して、ラピセラ株式会社が提供する eLabo[34]が挙げら

れは、スキャンデータはウェブ上で扱うには大きすぎる

れる。eLabo は 3D プリンティング技術を用いて、足型

ため、ウェブ上では軽い処理のみを実行するように設計

に合わせたインソールを製作するサービスである。

しているからである。そのため、デザインエンジニア側

eLabo では専用のソフトウェアを用いて義肢装具士が

でモデリングツールを用意し、調整されたパラメーター

インソールデータのカスタマイズを行うことができ、そ

の結果をそのモデリングツールに反映させる、という作

こで部位によってやわらかさを調整できるようになっ

業が行われる。ウェブ上での動作は軽いほうがよいので、

ている[35]。義肢装具士の手元には素材のサンプルが送

この仕組みはカスタマイゼーションサービスにおいて

られ、義肢装具士はサンプルで感触を確かめながらやわ

は一般的なものであると考えられるが、結果を反映させ

らかさを決めていく。eLabo のソフトウェアはローカル

る部分については改良の余地がある。

で動作するものだが、やわらかさをカスタマイズ可能に

現在は Nodi のパラメーターと同様のパラメーターを
ローカルで使用するツールの Grasshopper にも用意し、
そこに Nodi の数値を手動で入力する作業を行っている。

する仕組みについては、本研究にも応用できると考えら
れる。
ちなみにヴィスくんの義足の先端部分として用いら

手動での反映作業は効率が悪いだけでなく、入力ミスな

れた内部構造は、櫻井によって Nodi 上にアップロード

どのヒューマンエラーも起こり得る。パラメーターの値

されている[36]。パラメーターは単位格子の大きさなど

を出力する方法がないので手動での作業となっている

であり、このまま義肢装具士がやわらかさを操作できる

が、値をなんらかの形式で出力し、ローカルのモデリン

形式ではないが、わかりやすい指標と対応づけることが

グツールで読み込むことができれば、処理の効率と正確

できれば、カスタマイゼーションサービスに実装できる
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図 6-2 Nodi に実装されている先
端部分の内部構造[36]
単位格子の一辺の長さ、支柱の
太さ、配置する単位格子の数、
の 3 つをパラメーターとして変
更することができる。

かもしれない。

研究室内の義肢装具士の方からは「義肢装具士がスライ

また、淺野[20]は非形状要素について「『性能』や『質

ダーでの調整に慣れる必要がありそう」というコメント

感』
『感性』に関わる要素をいかにしてモデルとして定義

をいただいた。UI 設計として、パラメーターの操作方法

し、カスタマイズ可能な要素としてサービスに展開して

も考える必要があるだろう。

いくかは、今後の技術的な課題である」と指摘している。

Cell Cycle App では 3D モデルを直接クリックして構

本研究で開発したイヌ用義足のカスタマイゼーション

造を変えることができたり、eLabo では義肢装具士の手

サービスについては、非形状要素として「衝撃を緩和さ

作業に近い形で操作できるようなインターフェースに

せる機能を実現するやわらかさ」を取り上げたが、その

なっていたり[34]と、操作方法に対する工夫が見られる。

他の非形状要素についてもカスタマイズ可能性を検討

特に後者は義肢装具士の作業をきちんと観察した上で

していく必要があるだろう。

選んだ操作方法であるため、イヌ用義足のカスタマイズ
においても参考にできる手法だといえる。

(3) パラメーターの操作方法

今回は島田さんの「調整の手順」と「調整に必要な情
報」を整理することで UI 設計を行ったが、調整作業や

本研究で開発したカスタマイゼーションサービスは、

実際の手の動きなどもサービスに落とし込んでいくこ

パラメーター操作をすべてスライダーで行う仕組みに

とで、より使いやすい UI に改良することができると考

なっている。
「上部の切り取りの形」のパラメーターはグ

えられる。カスタマイゼーションサービスはスマートフ

ラフの曲線を操作するようになっていたが、「上部の切

ォンやタブレットでも操作できることを活かして、タッ

り取りの形」のパラメーターを操作する必要がなくなっ

チ操作も視野に入れて設計すると、より直感的なインタ

たので、最終的な UI はすべてスライダーとなった。第 4

ーフェースが開発できるかもしれない。

章では曲線をグラフ上で直感的に操作できることを
Nodi の利点として挙げたが、その操作方法が本当に直

(4) コミュニティーの形成

感的なものなのかということも含めて、パラメーターの
操作方法には検討の余地がある。島田さんからのフィー

カスタマイゼーションサービスがウェブに実装され

ドバックは「使いやすい」とのことだったが、田中浩也

ていることのメリットは、第 5 章でも見たように、リン
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クさえ共有されていれば、誰でもどこからでもアクセス

的なサービスをして活用できるようになる。さらにいえ

が可能なことである。また、イヌ用義足のカスタマイゼ

ば、装具や他の動物の義肢装具にも応用されていくこと

ーションサービスは Nodi で実装されているので、エデ

が好ましい。こうしたサービスの発展も、コミュニティ

ィター画面も共有すれば、そのコードを参考に新しいサ

ーが拡大することで、さまざまなデザインエンジニアの

ービスを開発することもできる。これらの利点を活用す

手によって行われることが期待できる。上記の(1)〜(3)の

れば、Fab Vet プロジェクトのように「デジタルファブ

展望も、開発者の人口が増えることで、実装されていく

リケーション技術を動物のケアに応用していく人々」を

可能性が高くなるといえる。

増やしていくことが可能になるだろう。そうした人々に

コミュニティーを作って活動を大きくしていくため

よるコミュニティーが形成され、Fab Vet のような営み

には、さまざまな人が真似できるように技術をキット化

が世界中のさまざまな場所で行われるようになれば、今

し、情報を発信していくことが重要になる。そうしたコ

よりも多くの動物を助けることができると考えられる。

ミュニティー形成の成功例として、Precious Plastic[37]

本論文執筆時点で、義肢装具士の国家資格を持ち、か

というプロジェクトが挙げられる。Precious Plastic はオ

つ動物を専門とする「動物の義肢装具士」は、日本国内

ランダから始まった、プラスチックのリサイクルプロジ

で島田さんただ一人である。Fab Vet は島田さんの作業

ェクトである。創設者である Dave Hakkens 氏は、デジ

負担を軽減することを目指してデジタルデザインを導

タルファブリケーション技術を活用し、プラスチック製

入したが、それでも専門知識や技術が求めらる部分は島

品を 3D プリンターの材料として再利用できる加工機を

田さんの作業として残っている。型取りやフィッティン

作成した。そしてその加工機の設計図と作り方を公開し

グのためには直接イヌのもとへ出向く必要があり、島田

たことで活動は世界中に拡大し、2021 年 1 月時点では

さん一人が担当できるイヌの数には、物理的な限界が存

8 万人以上もの人が参加するオンラインコミュニティー

在する。しかし、島田さん以外にも動物の義肢装具士と

へと成長した。Fab Vet も Precious Plastic のようにサー

なる人が増えれば、島田さんが義肢装具を作れない範囲

ビスや義足の作り方を公開していけば、活動を広げるこ

の動物たちにも、義肢装具が作られることになるだろう。

とができるかもしれない。その最初の小さな一歩として、

また、本研究で開発したカスタマイゼーションサービ
スは右前脚手根関節離断のケースに対応したものであ

この論文が誰かの次なる研究につながることに密かに
期待しておきたい。

るが、他の症例にも対応できるようになれば、より実用
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付録：イヌの歩行周期分析による義足の評価

今回製作した義足は島田さんと長谷川さんからのフィードバックによって評価したが、動画による分析も行ったの
で、その考察についても述べておく。
イヌの歩行様式は大きく以下の 4 種類に分類される[38]。
・walk（常足：なみあし）
・trot（速足：はやあし）
・canter（駈歩：かけあし）
・gallop（襲歩：しゅうほ）
walk から trot へ移行するときの歩き方として、amble や pace と呼ばれる歩行が見られることもある。
ヴィスくんはフィッティング時に walk で歩いていたので、walk についての分析を行った。基本的に、イヌが普段
行う歩行は walk であることが多い。
walk では、右後脚→右前脚→左後脚→左前脚のように、各脚が順番に動かされていく。常に 3 本の脚が地面につい
ているので、安定した歩き方である。通常、それぞれの脚は一定のペースで動かされる。

図 app.1 通常の walk における歩行周期
walk では 4 本の脚がそれぞれ順番に動かされ、ある脚が接地してから次の脚が接地するまでの間隔は一定になっている。
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各脚が一定のペースで動くことは、イヌの歩行動画において時間を調べることで確認できる。一定の歩幅で walk で
歩いているイヌの動画を見つけ、ある脚が地面についてから次の脚が地面につくまでの時間をコマ数で計測した。4
種類の動画で調べたところ、どのイヌも各脚を一定の間隔で動かしていることがわかった。
動画から歩行周期を調べられることがわかったので、同様の手法を用いて、ヴィスくんの歩行周期の分析も行った。
その結果、ヴィスくんは一定のペースではなく歩いていることがわかった。

図 app.2 ヴィスくんの walk における歩行周期
義足を履いて歩くヴィスくんは、walk において各脚を動かすペースが一定間隔になっていない。

ヴィスくんの歩き方は、右後脚が接地してから右前脚が接地するまでの時間と、左後脚が接地してから左前脚が接
地するまでの時間が相対的に短い。これは右前脚に義足を履いているためだと考えると、以下のような推察ができる。
(1) 右後脚→右前脚
義足を履いていないイヌの動画を見ると、脚が地面につく前は、足先の関節が曲がりながら徐々に接地しているこ
とがわかる。しかし、義足は足先の関節部分が曲がらないため、脚を下ろすとすぐに地面に足先が届く。ヴィスくん
は右前脚に義足を履いているので、右前脚の関節が曲がらず、接地までの時間が短くなっているのではないかと考え
られる。
(2) 左後脚→左前脚
左前脚を前に動かすときは、右後脚と左後脚、右前脚がこの順に地面を蹴って体を前に運んでいる。ヴィスくんの
動画を見ると、右前脚で地面を蹴る際、他の脚が蹴るときよりも速く体が進んでいることがわかった。これは義足の
関節部分が曲がらないために、右前脚が傾いていく勢いが大きいからではないかと予想される。
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図 app.3 右前脚の接地の比較
義足を履いていないイヌは関節が曲がりながら徐々に接地する（上）のに対し、義足を履いていると関節が曲がらず、すぐに接地する（下）
。

図 app.4 左前脚の蹴り出しの比較
義足を履いていないイヌは関節を曲げながら地面を蹴る（上）のに対し、義足を履いていると足先を支点にして前に傾く勢いが大きい（下）
。
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以上の分析から、動画で歩行周期を調べるだけでも、自然に歩いているかどうかを定量的に判断することができ
るとわかる。
一般にイヌの歩行を定量的に解析するには、機材を用いて動きを計測することになる。代表的な手法としては、
イヌの体にマーカーを取り付けて撮影するモーションキャプチャーや、フォースプレート（床反力計）と呼ばれる
センサーの上を歩かせるフォースプレート検査などが挙げられる[38]。いずれもイヌの動きを細かく分析できるとい
う点では優れているが、機材のある場所にイヌを連れていかなければならず、日常的に使用する義足を手軽に評価
するのには適していない。その点で、撮影した動画から歩行周期を分析する今回の手法は、簡便な義足の評価方法
として活用できると考えられる。
イヌの義足は人間の場合と異なり、イヌに直接感想を聞くことができない。そのため、義肢装具士や飼い主がイ
ヌの歩き方を見て、義足を評価するのが一般的である。しかし、その評価には義肢装具士や飼い主の高い観察技術
が求められ、イヌとの関係性によっても評価が変動してしまう可能性がある。
動画による歩行周期の分析を活用すれば、今よりも客観的に義足を評価することができるようになり、よりよい
義足の製作につながるだろう。

図 app.5 イヌの歩行アニメーション
分析した歩行周期に基づき、イヌが歩く様子のアニメーションを作成した。QR コードを読み取ることで、義足を履いていないイヌの歩き方
（左）と義足を履いているときの歩き方（右）を見ることができる。
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