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1．感性工学の活用 

感性工学は広島大学および広島国際大学名誉教

授の長町三生先生により提唱され [1]、モノづく

りの分野を中心に多様な発展を見せている世界的

技術である。普段の日常生活（住宅・家具・服飾・

自動車の・家電など）で使用するものに感性工学

の技術は取り入れられており、消費者の感性を掴

もうとする商品開発が行われている。医療機器や

福祉用具にたずさわる場合、まずユーザーにとっ

てどのような機能・サポートが必要なのか、その

機能・サポートを使える環境があるのかを判断す

る。そうすることにより、ユーザーに提供する機

器の選定が行われる。しかし、機能・サポート同様

に必要なのは、その機器を使ってもらうための工

夫をすることである。私は今まで、ユーザー情報

(年齢・生活環境・身体状況等)と好みを記録して

いた。それは、ユーザーが機器のカスタム（オプシ

ョンパーツ）を望んだ場合、アドバイスする材料

とするために非常に有効的なデータと思えたが、

分析の見地からすると根拠がないともと考えられ

た。臨床現場でいかにもユーザーが機器を受け入

れてくれるかを考えていた頃、石原茂和教授に一

冊の本を渡され感性工学と言う言葉を知った。 

感性工学では、使用者の製品に対する認知や嗜

好を評価し、設計時に製品の物理量に反映させる

ことで、使用者の感性にマッチした製品づくりを

行う。長町先生の著書『商品開発と感性』からの言

葉を借りながら説明すると、使用者の感性を設計

に取り込み使用者のニーズにフィット（寄り添う）

した新商品を作り出すものであり、“生活者の感

性を適切な方法で評価し情報化・数値化すること

により、それをモノの設計に写像して生活者に喜

ばれる製品づくりをする開発技術 [2] [3]である。 

感性工学は、機能・サポート同様に必要な、その

機器を使ってもらうための工夫を探れる学問だと

わかり、石原教授からご指導を受け、臨床現場で

抱えていた問題について取り組んでいった。 

ここでは、石原教授に指導を受けた、２つの実

験について紹介する。 

2．感性工学実験 

はじめに紹介するのは、臨床時代に皮革とカラ

ーのマッチングについて苦労した案件(小児用下

肢装具における３Dモデル表面質感の感性評価)

について、感性工学を使用した事例である。２つ

目は、コーティングの違いによりユーザーの感性

(指エピテーゼにおける光学的特性と感性との関
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係)についてである。 

(1) 小児用下肢装具における3Dモデル表面質感の

感性評価 

①はじめに 

これまでの研究では、設計のディテールに対す

る人の感度は非常に高いことが明らかになってい

る(Matsubara et al. [4] )。本研究では、この知

見を確認するために、近年の３D CGの進歩を感性

工学（以下、KE）の研究に応用した。革の色、模

様、凸凹感、光沢感などの特性を表現するために

物理シミュレーションのレンダリング[6]を適用

した。 革のパターンを変化させた子供用下肢装具

のバーチャルプロトタイプを22点作成し、感性評

価に使用した。主成分分析の結果、革の表面の質

感が感性評価における印象の決め手となっている

ことがわかった。産業界への貢献として、スキャ

ニングから材料シミュレーションまでのワークフ

ローを提案することは非常に有益であると考える。 

 

②イントロダクション 

感性工学の手法は、商用アプリケーションなど

において広く応用されており、日産、マツダ、フィ

アットなどの自動車メーカーやパナソニック、

LG、サムスンなどの家電メーカーなどの世界的に

有名な企業は、製品の企画や設計プロセスに感性

工学を集中的に取り入れている。 

しかし、人工装具・装具の分野では、感性工学の

応用は皆無であり、日本義肢装具士会が発行する

POアカデミー誌の感性工学特集号[5]をきっかけ

に、この分野への応用が最近になって熱心に模索

されている。機能性、表現性、化粧品性を兼ね備え

たサングラスのように、義肢装具や装具の応用は、

感性工学の評価と設計に適した分野である。 

材料、塗装、表面仕上げ技術は常に進化してい

るが、試作品の作成にはコストがかかるため数点

の試作品で評価を行うことは困難である。そこで、

実物のサンプルでなく表面の質感を再現すること

ができるCGを用いた感性評価が期待されている。 

バーチャルプロトタイピングは、実測データや

設計データを用いて３次元のコンピュータモデル

を作成するもので、３次元コンピュータグラフィ

ックスを用いた最先端の技術が必要とされる。標

準的なコンピュータ支援設計（CAD）システムは

一般的に高度な表示機能を持っていないため、モ

デルをレンダリングするためのシステムを構築す

る必要がある。前述したように、表面の仕上げを

忠実に再現することが求められる。 

2010年の研究では、自動車のダッシュボードパ

ネルの木目パターンの測定とモデル化に成功した

[1]。この研究では、レーザー距離計を用いてダッ

シュボードの表面パターンを計測し、奥行き方向

データを法線ベクトルマップに変換してBump 

Mappingに用いた。このようなリアルタイム3D CG
画像を用いて人間がパターン、奥行き、反射量な

どの表面の細部に敏感であることが示された（図

1）。 

本研究でも2010年の研究と同様に、物理シミュ

レーションレンダリング [6]や3Dスキャニングに

よる形状や表面の素材や仕上げなどの最新のCG
技術を応用して、感性評価用のバーチャルプロト

タイプを作成した。CGと3D測量技術の一般化によ

り、2010年当時よりも手間は大幅に省けている 

一般的な小児用の靴には革を使用することは少

ないが、今回の対象である小児用下肢装具では下

シャフトの取り付けや捻れへの耐性から、革を用

いることが多い。また、小児用下肢装具は患者ご

との特性に合わせ、患者およびその家族の意向に

沿った装具を制作しなければならない。革は表面

の仕上げのバリエーションが多く、感性工学に基づ

いた材質の適切な提案が求められている。 

 

③方法 

下肢装具のCGモデルを作成するために、まず下

肢装具全体のスキャンを行った。形状とその材質

の表面反射特性の同時スキャンには、HP Z 3D 

Camera（HP社）を使用して行った。 
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図１ 車のダッシュボードパターンにおける CG 再現とその測定 [4] 

 

図２ スキャンしたままのモデル（左上）、ポリゴン数を削減したモデル（右上）、 

各構成ごとに分けたモデル（左下）、手作業で再構築したモデル（右下） 
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一般的に、3Dポリゴンデータは形状、サイズ、お

よび方向が変化する不均一な三角形の多角形のマ

トリックスで構成されており、その複雑さのため

に修正することが困難である。そのため、機能的

なデジタルモデルを開発するための最適化が必要

である。図２にスキャンされた形状の処理過程を

以下に示す。元のスキャンデータには、11万個の

三角形のうち約５万4,000個の頂点が存在する。縮

小モデルではこれらを１万個の三角形のうち

5,000 個 の 頂 点 に 縮 小 し た 。 縮 小 は

MeshLab(Visual Computing Lab. Institute of the 
National  Research Council of Italy)を用いて行

った。次に、縮小されたポリゴンモデルをそれぞ

れの部位に分断した。最後に、スキャンしたモデ

ルのトレースを元に、手作業で新しいモデルを作

成した。手作業によるトレースはBlender 2.6

（Blender foundation）で行った。 

革表面のバリエーションは、Substance Painter 
2017（Allegorithmic社）を用いて生成した。図４

に示すように、革のパターン、バンプパターン、ス

ペキュラー（表面の光沢感）、色のバリエーション

を22個のサンプルに適用した。 

参加者８名（男性６名、20〜30代女性２名）によ

るサンプルの評価を行った。66の完成ワードを用

いて評価を行い、主成分分析により感性構造を抽

出した。 

 

 

図３ 表面質感の感性評価用モデル 

   

図４ CG上の革パターン 
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  図５ 感性ワードの主成分分析マップ（上）と革パターンの主成分スコア（下） 
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④結果 感性構造 

主成分分析の結果を図５に示す。まず第１主成分

と第２主成分について考察を行う。主成分負荷量

を検討すると、第１主成分の＋側には、「快適な」

「カジュアルな」「可愛い」「履かせたい」があり、

－側には、「地味な」がある。第２主成分は、単一

の方向ではあまりまとめられず、次に述べるよう

に第１主成分と第２主成分の組み合わせで射影さ

れた角度が意味を持っている。 

・レザーパターン、トリートメントおよび感性に

ついて 

第１主成分の右側ではヌバックレザー（繊維を立

ち上げるためにバフがけがされた革）は「子供らし

い」「快適な」そして「可愛い」などのワードに対

応している（図６）。グレーのヌバックレザーは「女

性らしい」、「やわらかい」、「自然な」そして「優

しい」などのワードと対応している。 

「かっこいい」「斬新な」「洗練された」などの

ワードは１時の方向に分布した。対応するレザー

（レザー11）は皮目が広くグロッシーな表面であ

った。「硬い」「マッシブな」「男性らしい」など

のワードと一致するパターンは、11と11wであり、

レザー５は若干の光沢をもつ密なパターンであった

（図７）。 

図６ 「子供らしい」「快適な」「活発な」「愛らしい」と対応するヌバックレザー  

   

 

図７  「かっこいい」「重い」「落ち着いた」「男性らしい」と対応する光沢のあるレザー 

     

 図８ 「洗練された」、「魅力的な」、「美しい」と対応するレザー 
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「洗練された」「魅力的な」「センスの良い」、

「美しい」などのワードは２時の方向に位置し、

レザー10と10wと関係が強い。これらは波上に配

置された小さな凹凸ドットを持つ材質である。（図

８）。 
 

⑤考察 

 小児用下肢装具の研究では、用いる皮革の質感

のバリエーションを仮想的に試作した。本研究で

提案した、スキャニングから材料シミュレーショ

ンまでのワークフローは利用者志向の装具を作る

上で非常に有益なものである。 

先に述べたように、ディテールの設計に対する

人の感度が非常に高いことを明らかである[4].本

研究では色のバリエーションを極力排除して実験

したが、皮革表面の質感においても同様の鋭い感

受性があることが明らかとなった。 

 

(2) 指エピテーゼにおける光学的特性の感性評価 

①イントロダクション 

 身体の欠損には、先天・後天性の要因によって生

じる。上肢・下肢の大きな欠損があり日常生活に機

能的支障がある場合、義肢を装着し欠損部分の機

能を代償する。その他に先天性的な形成不全やウ

イルスや癌などによる、耳・鼻・乳房や手指の欠損

がある。これらの欠損の補填にはエピテーゼと呼

ばれる補装具が用いられる。機能的な補填も必要

な上に、見た目における高い完成度も要求される。

そのため、ユーザーがエピテーゼを装着する部位

周囲や製作するパーツの健側部位の色や表面の皮

膚特性の分析は非常に重要である。製作するエピ

テーゼは、ユーザーの皮膚の特性に合わせ、ユーザ

ーの肌の光沢・凹凸・質感・配色を再現する。これ

らが不完全だと装着した際、見る者に不自然さを

与えてしまう。ユーザーの個性に合わせて製作さ

れたエピテーゼは、配色等を保護し使用期間を伸

ばすため、最後に表面ディテール加工を行われる。

我々が調べた結果、６種類の表面加工方法が使わ

れていることがわかった。しかし、それらの表面加

工方法の使い分けについては、整理された文書は存

在しなかった。 

本研究では、６種類の加工方法による違いを評

価するため、下記の２つの実験を行なった。はじ

めに、加工方法による違いがエピテーゼに与える

結果について、感性評価を行なった。次に、加工方

法の異なるエピテーゼの光学的特性を測定して分

析をした。 

人間の皮膚表面の表現は、コンピュータグラフ

ィックスの分野におけるここ 15 年の主要な問題

の１つであり、 表面下拡散は最も重要な物理的特

徴である。 半透明の表面に入った光子は、表面の

下をいくらか移動する間に、拡散プロセスを経て、

一部がまた表面から出てくる（図９）。このような 

表面下拡散現象は、皮膚や大理石、また地表の雪

などがこの特性を持つ[6]。最近の理論では、双方

向拡散表面反射分布関数（BSSRDF）が数学的モデ

リングに使用されるが、その特性は非常に複雑であ

る。 

我々は指エピテーゼの感性評価と光拡散の測定

を行った。本研究は、これらの光学特性と感性の

関係を明らかにすることを目的とした。 

 

 

 

図９ 表面化拡散プロセスの模式図 
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②エピテーゼとその材質 

今回使用した６種類のエピテーゼは、我々で製

作を行った。ベースとなる成型用シリコンは、

BA010(BASIC Inc.)を使用した。エピテーゼを製

作する型は全て同じものを使い、また製作は同一

人物が行った。 図10と表１は、６種類のエピテー

ゼの写真と情報を示す。BA010への着色後、

surface finishingをそれぞれ変えて製作を行った。

#1のエピテーゼは、ベースに使われたBA010の上

にsurface finishingとして、BA010をブラシで全体

に塗った後、指先で表面を塗布した。#2は、エアブ

ラシにてCAL010をスプレーした。#3は、エアブラ

シ に て CAL010 を ス プ レ ー し た 後 、 baby 
powder(Johnson & Johnson K.K.)を付着させた。 

#4は、エアブラシにてCAL010をスプレーした

後、Cabosil (Cabot Corporation)を付着させた。

#5は、エアブラシにてCAL010をスプレーした後、

Soother (BASIC Inc.)にてコーティングした。#6

は、エアブラシにてCAL010をスプレーした後、

Cabosilを付着させ、最後にSootherにてコーティ

ングした。 

 CAL010は、BA010に比べ粘度が柔らかく伸ばし

やすい。そのため、着色が落ちないように、surface 
finishing剤として使用される。このようなsurface 
finishingを購入していない会社は、BA010やbaby 
powderにて、surface finishingを行なっていた。

Baby powderやCabosilは、surface finishing剤の

役目と、また表面の光沢を抑える材料として使用

される。Sootherは、表面の摩擦抵抗を軽減する役

目を果たすsurface finishing剤である。Epithesis
が物との接触で外れにくくすることや女性の場

合、スカートを捲り上げないようにするために行

われる。 

 

③感性評価 

各６つのエピテーゼの感性評価では、実物には

触れず、見た目のみで評価するよう参加者に説明

した。 感性評価を行った場所とそれらに用いた照

明はすべての実験を通して同一であった。義肢装

具学科の８人の学部生と大学院生が評価に参加し

た。68の感性ワードは、SD法のアンケートに構成

された。 評価シートは、５に近いほどプラスの意

味を持ち、１に近いほどマイナスの意味を持つよ

うに設定した。それらの結果を用いて主成分分析

を行った（図11）。 

  

図 10 異なる表面加工を行ったエピテーゼ 

    

表１ サンプルエピテーゼの条件 

Sample  
Number Example of conditions 

#1 BA010 only 

#2 BA010 + CAL010 

#3 BA010 + CAL010 + baby powder 

#4 BA010 + CAL010 + Cabosil 
) 

#5 BA010 + CAL010 + Soother 

#6 BA010 + CAL010 + Cabosil + Soother 
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   図11 エピテーゼの感性評価 主成分負荷量（上）と主成分スコア（下） 
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・分析結果 

サンプル３と４は「透明な」「湿った」「若々し

い」「明るい」に対応している。サンプル６は「滑

りにくい」に対応した。 サンプル５は、「モダン

な」で「白っぽい」などのワードに対応した。 サ

ンプル２は「暗い」「大人っぽい」「リアルな」

「穏やかな」「伝統的な」などに対応した。サン

プル１は、「シックな」「正確な」そして「透明

な」などに対応した。これらの評価に用いたエピ

テーゼは非常によく似ているが、参加者の評価は

細部の違いに対して非常に敏感であった。 

 

・エピテーゼにおける光学的特性の測定 

エピテーゼの撮影は、αNEX-5(SONY Inc.)と
SEL16F28 Eマウントレンズ(SONY Inc.)を使用

し、シャッタースピード(1/5)・絞り(F:2.8,mm-

2.0,ISO 200)は固定した。格子状の白線は、レー

ザープロジェクターMP-CL1(SONY Inc.)で投影

した。レーザーなので、レンズを用いていないの

で光学系での光線の拡散は最小に抑えられてい

る。カメラレンズ/プロジェクター先端から地面ま

での距離は230mm/350mmとした（図12）。 

プロジェクターから投影した白線は、背景を黒

にしたパワーポイントの画面に格子状の白線を引

き作成した。土台には、白紙を設置した。格子状

は、Epethesisの近位・中央・遠位部の３カ所を計

測した（図13）。光の拡散計測には、ImageJ 
(National Institute of Health) を用いてこの 
Epithesisのcharacteristicsを計測した。 

図14は図13で示した測定領域の照度レベルを表

す。縦軸は相対照度を示し、横軸はピクセルに対

応する。 

  

図13 光学的特性を測定した際の３つのポイント（左：近位の点、中：エピテーゼの中間、右：遠位の点） 

  

 

図12 カメラ/プロジェクター/テーブル/エピテ

ーゼのセッティング位置（左：正面から

撮影した図，右：側面から撮影した図） 
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サンプル１と４は広く拡散した。 サンプル１は、

「クリアな」「ソフトな」などのワードに対応し

た。 サンプル４は「若々しい」「明るい」などに

対応した。 

サンプル３は、レーザービームの中心に最大の

ピークがあるが、周辺照度はサンプル間で中程度

であった。 

サンプル２と５では拡散が小さくなった。サン

プル２は、「柔らかい」「上品な」「深みがある」

などに対応した。 サンプル５は「モダンな」に対

応した。 

一般に、拡散が大きいほど「明るい」「若々し

い」、また小さい拡散は「柔らかい」「上品な」な

どのワードに対応した。 

  

④考察 

人間はそれぞれ、「白い」「日焼けした」「乾い

た/油分のある肌」「輝く」「光沢のある」「澄ん

でいる」などの異なる手の特性を持つ。製作者は、

使用者の手肌の色や質感に注意を払い色付けやコ

ーティングを行う。色付けはエピテーゼの製作過

程において非常に重要である。しかし、コーティ

ング材料、またその方法を考慮しなければ、異な

る印象を与えることが明らかとなった。その結果、

工学的測定として測定された相対照度は、各上皮

のコーティング方法によって異なっていた。しか

しながら、この研究にはいくつかの制限が存在す

る。本研究では、エピテーゼの相対的な照度を測

定した。ただし、色度計による測定は行っていな

いため、相対照度と色強度の関係を明らかにする

必要がある。また、正確な計測を行うために、エピ

テーゼの傾きに影響されないような試験片を用意

して必要があると考える。 

 

⑤結論 

 本研究を通して表面および材質の物理的特性

と、質感の感性との関係を示すことができた。感

性工学では、物性の分析は比較的新しいトピック

であり、これらの研究および関係性の分析により、

明確な結果を得ることができた。 

3．終わりに 

 今まで専門家の経験上の見地だったものが、感

性工学を行うことで、製品の特性に確信が持て説

明できる製品となる。前者の実験では、数あるバ

リエーションの中からユーザーが求める最適のカ

ラーリングを、ユーザーへのヒヤリングを行うこ

とで、短時間で提案することができる。これは、サ

ービスにも繋がると考える。後者の実験ではコー

図14 エピテーゼ中心の照度分布 
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ティング材料を使い分けることで、製品がユーザ

ーに与える印象が違うことがわかった。内部着色

をユーザーの質感に合わせても、適したコーティ

ング方法を選択しなければ、ユーザーの質感とか

け離れユーザーの心をつかむ製品づくりは難しく

なる。 
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