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9:10 Opening Remark  

9:20 
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10:15 Session 1 
メタマテリアル・内部構造による価値創出(1) 

11:20 Session 2 
メタマテリアル・内部構造による価値創出(2) 

12:20 Lunch 
(75min.) 

情報交換会 
(75min.) 

13:35 Session 3 
生活・社会への価値実装 

 

15:10 Session 4 
新規プロセス・プロセス制御による価値創出(1) 

16:15 
協賛団体活動紹介 

16:30 
ショーケース：ショートプレゼンテーション 

16:45 
共催者挨拶 

17:00 ショーケース，やわらか 3D 共創コンソーシアム，協賛団体 
研究成果発表と議論 
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9:10 
主催者挨拶  

9:15 Session 5 
ロボティックスへの展開 

10:55 Session 6 
建築・アートへの展開 

11:55 Lunch 
(70min.) 

情報交換会 
(70min.) 

13:05 Session 7 
材料技術による価値創出 

 

14:10 Session 8 
価値創出のためのモデリング 

15:40 Session 9 
新規プロセス・プロセス制御による価値創出(2) 

16:45 Session 10 
加飾・2.5D への展開 

17:45 
ライトニングトーク 

18:05 表彰式 
Closing Remark 18:20 

 



 

Conference on 4D and Functional Fabrication 2022 
~ New Paradigm over 3D Technology ~ 

 

 

Technical Program 

10 月 13 日(木) 

09:10 - 09:20 

Opening Remark 
4DFF2022 大会実行委員長 小川 純 (山形大学) 

09:20 - 10:10 
 
 

座長：小川 純 (山形大学) 

KN-01 全方向駆動歯車や球状歯車の製作を可能とする新しい造形技術 

 多田隈 理一郎 (山形大学) 1 
 

10:15 - 11:15 

Session 1 

メタマテリアル・内部構造による価値創出(1) 
座長：湯浅 亮平 (慶應義塾大学) 

10:15 

OP-01 身体に適応するウェアラブルソフトマシンの検討 

 阿部 壮真 1，小川 純 2，渡邉 洋輔 2，エムディ ナヒン イスラム ジブリ 2，川上 勝 2，古川 英光 2  

  (1 山形大学，2 山形大学大学院) 29 

10:35 

OP-02 シラン架橋を用いた MEX 造形物の層間強度向上 

 中野 雄太  (三菱ケミカル株式会社) 33 

10:55 

OP-03 TensionMod: 張力により変形可能な平面モジュールとその組み合わせによる造形の提案 

 呂 亜輝 1，浦田 泰河 1，アレッサンドロ·ガルザンティ 2，筧 康明 1 (1 東京大学，2WAU2223 Structural Design) 37 

11:20 - 12:20 

Session 2 

メタマテリアル・内部構造による価値創出(2) 
座長：上田 雄一 (JSR 株式会社) 

11:20 

OP-04 立体的な培地を用いたマッシュルーム栽培 

 齋藤 鴻樹 1，小川 純 2，渡邉 洋輔 2，エムディ ナヒン イスラム ジブリ 2，川上 勝 2，古川 英光 2   

  (1 山形大学，2 山形大学大学院) 41 

11:40 

OP-05 原子の振る舞いに学ぶ 4D メタマテリアルの創成 

 鐘ヶ江 壮介，奥川 将行，細田 昌樹，永山 隼，小泉 雄一郎，尾方 成信  (大阪大学大学院) 45 

 

基調講演 
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12:00 

OP-06 「半端な道具」を介した新たなデザインプロセスの提案 

 有田 悠作 1，矢崎 友佳子 2，常盤 拓司 1，田中 浩也 1 (1 慶應義塾大学，2 アクセンチュア株式会社)  49 

13:35 - 15:05 

Session 3 

生活・社会への価値実装 

座長：大柏 宣栄 (武藤工業株式会社) 

13:35 - 14:05 
 
 

IN-01 人工知能技術による社会応用と技能伝承 

 山本 雅人 (北海道大学大学院) 53 
 

14:05 

OP-07 機械学習とデジタルファブリケーション技術を活用したアイヌ文様の学習/制作支援ツール  

 山口 泰朋，山岡 潤一 (慶應義塾大学大学院) 55 

14:25 

OP-08 マテリアルリサイクル促進のための資源情報プラットフォームの構築 

 湯浅 亮平，守矢 拓海，田中 浩也， (慶應義塾大学) 59 

14:45 

OP-09 食品 3D プリンタで造形された介護食と一般食の比較と評価 

 藤原 広希 1，川上 勝 2, 小川純 2, 渡邉 洋輔 2，古川 英光 2 (1 山形大学，2 山形大学大学院) 63 

15:10 - 16:10 

Session 4 

新規プロセス・プロセス制御による価値創出(1) 
座長： 木脇 幸洋 (株式会社ブリヂストン) 

15:10 

OP-10 ポリゴンモデリング技法を 3D プリント用ツールパス表現に直接変換するソフトウェアの開発 

 知念 司泰，松岡 康友，田中浩也 (慶應義塾大学) 67 

15:30 

OP-11 MEX-3DP のためのプロシージャルなツールパス編集ツールの開発  

 江口 壮哉 1，大平 麻以 2，岡部 紅有 2，木下 里奈 1，田中 浩也 2  

  (1 慶應義塾大学大学院，2 慶應義塾大学) 71 

 

OP-12 Withdraw tranShape: Electrohydrodynamics と機械乳化を用いた三次元透明可変モジュールの形成に関する研究 

 江 子淵 (東京大学大学院)  

15:50 

OP-13 3D プリントオブジェクトの着彩過程を用いる動的絵画技法の提案 

 新田 友美，呂 亜輝，筧 康明 (東京大学) 75 
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16:15 - 16:30 

4DFF 研究会協賛団体活動紹介 

KJ ケミカルズ株式会社 

山形大学インクジェット開発センター 

株式会社 3D Printing Corporation 

16:30 - 16:45 

ショーケース：ショートプレゼンテーション 

 

SC-01 破壊と創造を繰り返す壁面型ストリングアート表現の模索 

 佐藤 慶，山中 翔太，牧田 陽奈子，高橋 美帆，田中 浩也 (慶應義塾大学) 79 

 

SC-02 DIY バイオプラスチックの配合検討と 3D プリント葉脈への応用可能性 

 阿部 辰海，坂田 拓人，牧田 陽奈子，安宅 絢音，滑川 由記，松岡 康友，田中 浩也 (慶應義塾大学) 83 

 

SC-03 転がす行為を促す遊具”つちだるま”と動的環境デザイン 

 松木 南々花，田中 浩也 (慶應義塾大学) 87 

 

SC-04 ドローンを活用した布の空中展開の探求 

 松本 夕祈 1，水野 史暁 1，江口 壮哉 1，西門 亮 1，田中 浩也 2 (1 慶應義塾大学大学院，2 慶應義塾大学) 91 

16:45 – 16:50 

共催者挨拶 
やわらか 3D 共創コンソーシアム会長 古川 英光 (山形大学) 

17:00 - 18:20 

4DFF2022 ショーケース&やわらか 3D 共創コンソーシアム：研究成果発表と議論 
4DFF 研究会協賛団体活動紹介 

(会場 & オンライン) 

やわらか 3D 共創コンソーシアム展示テーマ 

Y-01 ソフトマシン部会 ： ソフトマシン DOJO 

Y-02 モビリティ部会 ： ゆらゆら 3D 対決装置 

Y-03 ゲル部会 ： Gel PiPer 

Y-04 食品部会 ： 究極食材 3DP 古生物レストラン 

Y-05 医療部会 ： 山形発医療モデル 
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10 月 14 日(金) 

09:10 - 09:15 

主催者挨拶 
4DFF 研究会代表 田中 浩也 (慶應義塾大学) 

09:15 - 10:45 

Session 5 

ロボティックスへの展開 

座長： 常盤 拓司 (慶應義塾大学) 

09:15 - 09:45 
 
 

IN-02 3D プリンティング技術で切り拓くソフトロボティクス 

 川節 拓実 (大阪大学大学院) 95 
 

09:45 

OP-14 形状記憶ゲルの分割造形及び粘着力による固定方法の検討 

 本間 飛翔，青山 響，小川 純，渡邉 洋輔，エムディ ナヒン イスラム ジブリ，川上 勝，古川 英光  

  (山形大学大学院) 97 

10:05 

OP-15 一つのモータと位相差を持つクランク機構を用いたヒラムシ型水中ロボット 

 古澤 典大，早田 圭之介，石上 玄也，高橋 英俊，浅井 誠  (慶應義塾大学) 101 

10:25 

OP-16 無脊椎生物ヒラムシの身体的特徴を模倣した扁平で高い柔軟性を持つ水中ソフトロボットの開発 

 早田 圭之介 1，石上 玄也 1，松久 直司 2，高橋 英俊 1，浅井 誠 1  

  (1 慶應義塾大学，2 東京大学生産技術研究所) 105 

10:55 - 11:55 

Session 6 

建築・アートへの展開 

座長：渡邊 洋輔 (山形大学) 

10:55 

OP-17 自然素材菌糸と生分解性プラスチックを用いたブロック型建材 Fungus Bricks の製作 

 鳥居 巧，知念 司泰，大村 まゆ記，田中 浩也 (慶應義塾大学) 109 

11:15 

OP-18 ロボットアーム式大型 3D プリンタの構築と制御ソフトウエアの実装 

 松岡 康友，知念 司泰，荒井 将来，田中 浩也 (慶應義塾大学) 113 

 

OP-19 Withdraw TetriSlice: スライスによる樹脂製モジュールを用いた新古典派建築の再構成に関する研究 

 江 子淵 1，雷 米特 2 (1 東京大学大学院，2 東京造形大学大学院)  

11:35 

OP-20 コンクリート 3D プリント施工技術を用いた住宅の設計 

 益山 詠夢，松岡 康友，田中 浩也 (慶應義塾大学) 117 
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13:05 - 14:05 

Session 7 

材料技術による価値創出 

座長： 高橋 茂樹 (山形大学) 

13:05 

OP-21 MEX フィラメント設計における積層間の熱融着性向上 

 織茂 亜希子  (三菱ケミカル株式会社) 121 

13:25 

OP-22 高分子光重合開始剤の硬化性 

 砂田 一成，清貞 俊次，竹田 賀美 (KJ ケミカルズ株式会社) 123 

13:45 

OP-23 3D ゲルプリンターを用いた臓器の手術モデルの作製 

 坂下 大輔 1，川上 勝 2，渡邉 洋輔 2，エムディ ナヒン イスラム ジブリ 2，小川 純 2，古川 英光 2 

  (1 山形大学，2 山形大学大学院) 125 

14:10 - 15:30 

Session 8 

価値創出のためのモデリング 

座長：古賀 洋一郎 (株式会社 3D Printing Corporation) 

14:10 

OP-24 トポロジー最適設計と積層造形の活用事例 

 加藤 準治 (名古屋大学大学院) 129 

14:30 

OP-25 パウチドジェルによる触覚の提示方法の検討 

 糸井 麻夏，小川 純，渡邉 洋輔，エムディ ナヒン イスラム ジブリ，川上 勝，古川 英光 (山形大学) 131 

14:50 

OP-26 インフィルのツールパスを考慮した造形物の機械特性と変形の数値解析 

 竹之内 崇  (三菱ケミカル株式会社) 135 

15:10 

OP-27 自助具 3D モデルパラメトリックサービスの開発研究 

 林 園子 1，濱中 直樹 2，上原 亮介 3，佐倉 玲 4，田中 浩也 5 

  (1 慶應義塾大学大学院，，2 合同会社ハマナカデザインスタジオ，3 山王リハビリ・クリニック， 

  4 東京大学大学院，5 慶應義塾大学) 139 

15:40 - 16:40 

Session 9 

新規プロセス・プロセス制御による価値創出(2) 
座長： 山岡 潤一 (慶應義塾大学) 

15:40 

OP-28 ヘッド固定ステージ可動形プリンティングシステムによる立体表面への積層造形の検討 

 清田 真子 1，俵 稜輔 2，田沼 千秋 3，田中 豊 1  

  (1 法政大学，2 法政大学大学院，3 法政大学マイクロナノテクノロジー研究センター) 143 

16:00 

OP-29 ラミネートフィルムを用いた曲面テキスタイルの設計と製造 

 上條 陽斗 1，木村 正子 1,2，木島 凪沙 1，仙福 孝太朗 3，舘 知宏 1   

  (1 東京大学，2 名古屋工業大学，3 株式会社日建設計) 147 
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16:20 

OP-30 太陽光による物体の膨張変形制御のためのパウチ設計の基礎検討 

 上野 太誠 1，佐藤 宏樹 1,2，筧 康明 1 (1 東京大学，2 宮城大学) 151 

16:45 - 17:45 

Session 10 

加飾・2.5D への展開 

座長：市原 政喜 (市原国際特許事務所) 

16:45 

OP-31 ポリエステル生地の脱色・再印刷時に必要な蛍光増白機能の再生方法 

 杉本 雅明 1，松田 光夫 2 (1 エレファンテック株式会社，2 日華化学株式会社) 155 

17:05 

OP-32 立体複製画の凹凸感についての考察 

 亀井 稔人，根本 佳実，畑中 伸一  (株式会社リコー) 159 

17:25 

OP-33 反射・透過・屈折の光学的効果を生み出す大型 3D プリンティングに向けたテクスチャ設計 

 荒井 将来，田中 浩也，湯浅 亮平 (慶應義塾大学) 163 

17:45 - 18:05 
 
 

司会：青木 まゆみ (慶應義塾大学) 
 
 

18:05 - 18:20 

各賞受賞者発表 & Closing Remark 

4DFF2022 大会副実行委員長 藤井 雅彦 (慶應義塾大学 SFC 研究所/inkcube.org) 

  

Lightning Talk
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4DFF 研究会協賛団体 

1 
 

KJ ケミカルズ株式会社 https://www.kjchemicals.co.jp/ 

2 
 

山形大学インクジェット開発センター https://inkjet.yz.yamagata-u.ac.jp/yu-ijc/ 

3 
 

株式会社 3D Printing Corporation https://www.3dpc.co.jp/ 

講演者紹介 

基調講演 

多田隈 理一郎 (山形大学大学院 理工学研究科 准教授) 
2005 年 東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士課程 修了．博士（工学）．2006 年まで科学技術振興機構

戦略的創造研究推進事業 CREST 研究員．2008 年まで産業技術総合研究所日仏ロボット共同研究ラボラトリーにて日本

学術振興会特別研究員（PD）．この間，2006 年 6 月～2008 年 2 月までハーバード大学客員研究員．2009 年まで東京大

学情報学環学際情報学府特任講師．2010 年までフランス国立科学研究センター博士研究員（解析・システムアーキテクチ

ャ研究所）．2010 年から山形大学大学院理工学研究科テニュアトラック助教，2013 年から山形大学大学院准教授，現在に

至る．ロボット工学の研究に従事．IEEE，日本機械学会，日本ロボット学会の会員． 
 
 

招待講演 

山本 雅人 (北海道大学大学院 情報科学研究院 教授) 
1996 年 北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了．博士(工学)． 
1996 年 日本学術振興会 特別研究員(PD) 
2007 年 北海道大学大学院情報科学研究科准教授 
2012 年 北海道大学大学院情報科学研究科教授 
その間，科学技術振興機構(JST)さきがけ研究員，米国 Duke 大学客員研究員，を兼任 
2019 年 北海道大学大学院情報科学研究院教授（組織変更，現職） 
2020 年 北海道大学人間知・脳・AI 研究教育センター兼務 
人工知能／人工生命，群ロボット，組合せ最適化，ゲーム情報学，などの研究に従事． 
 

川節 拓実 (大阪大学大学院 基礎工学研究科 助教) 
2018 年大阪大学大学院博士後期課程修了．博士（工学）．2017 年より日本学術振興会特別研究員（DC2）．2018 年より

大阪大学先導的学際研究機構特任助教．2019 年より東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教，大阪大学工学研

究科および先導的学際研究機構招へい教員．2020 年より大阪大学大学院基礎工学研究科助教，現在に至る．国際電気

通信基礎技術研究所（ATR）客員研究員および（一社）次世代ロボットエンジニア支援機構代表理事．日本ロボット学会研

究奨励賞，IEEE EDS Kansai Chapter MFSK Award 等を受賞．知覚に興味を持ち，やわらかな触覚センサなど主としてセン

シング，ソフトロボティクスに関する研究に従事． 
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現地会場案内 
(やまぎん県民ホール)
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2F 

スタジオ 1 
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1 

会議室 1

会議室 2

会議室 3 

(ショーケース展示会場) 



 
 



全方向駆動歯車や球状歯車の製作を可能とする新しい造形技術 
New fabrication and manufacturing technologies that enable novel mechanisms such as 

omnidirectional driving gears and spherical gear 
 

多田隈 理一郎 
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山形大学 
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【要約】 

現代においては，3 次元 CAD や 5 軸マシニングセンタ等の NC 工作機械，および 3D プリンタを活用することによ

り，当該研究者が開発してきた全方向駆動歯車や球状歯車のような，新規の機構を考案・試作することが容易になっ

てきています． 

 新しいアイディアを実現するための機構を，即座に 3 次元 CAD を用いて，３次元 CG として視覚化し，回転・拡

大しながら様々な方向から観察・検討した上で，その機構を 3D プリンタで実体化することにより，考案したアイディア

の有効性を，基礎実験により検証できます．また，その基礎実験の結果をフィードバックした改良機も，3D プリンタや

NC 工作機械により，短期間で製作可能であるため，「考案したアイディアをさらに完成度の高い形で何度も具現化し

てゆき，実験や議論を繰り返し，確実にアイディアを実現可能な新規機構の原理に到達する」という螺旋状の過程を，

短期間で辿ることが可能となっています． 

 本講演では，そのような新しい造形技術に基づく，アイディア具現化のための螺旋状の試作過程や，その過程

に伴う弁証法的な止揚を促進する議論の方法について，その過程を経て開発された全方向駆動歯車や球状歯車等

の原理と共にご説明します． 

 

【Abstract】 

At present age, by utilizing 3D CAD software, NC manufacturing machines such as 5-axes machining centers and 3D 

printers, novel mechanisms like omnidirectional driving gears and spherical gears can be realized easily. 

New mechanism to realize novel ideas can be immediately visualized as 3D CG by using 3D CAD software, and it 

can be observed and examined from various directions while rotating and enlarging. Various fundamental physical 

simulations can also be conducted in 3D CAD software. The initial prototype of the mechanism can be fabricated with 

3D printers.  

With this initial prototype, the feasibility and effectiveness of the idea can be verified by its fundamental experiments. 

In addition, since it is possible to manufacture an improved prototype according to the feedback of the results of the 

experiment with 3D printers or NC manufacturing machines, embodiment of the ideas in a more complete form can be 

also realized. It is also possible to trace the spiral process of repeating experiments and discussions to reach the principle 

of a new mechanism that can surely realize ideas in a short period of time with these new manufacturing technologies. 

In this lecture, the process of spiral prototyping process to realize new ideas based on new fabrication and 

manufacturing technologies and the method of progressive discussion that promotes dialectical aufheben to improve the 

functions of the prototypes repetitively are introduced with real examples of the omnidirectional driving gears and the 

spherical gear. 
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身体に適応するウェアラブルソフトマシンの検討 
Examination of wearable soft machines that adapt to the body 
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【要約】 

柔らかい材料や構造を扱うソフトマシン研究が注目されている．ソフトマシン研究のひとつに柔らかいウェアラブル

デバイス開発があり，人体を保護し，生活を支援する画期的なツールとして導入が期待されている．本研究では，身

体に適応する駆動状態で姿勢維持を行えるアクチュエータを目指す．さらに，アクチュエータの連結を切断により解

除することで，駆動前の形態に修復される自己修復アクチュエータの作製を行う．また，アクチュエータ自身のスケー

ラビリティを考慮することでより，身体適応したアクチュエータになると期待される． 
キーワード：ソフトアクチュエータ，モジュラーロボット，自己修復，異方性 

 

【Abstract】 

Soft machine research, which deals with soft materials and structures, is attracting attention. One of the soft machine researches is the 

development of soft wearable devices, which are expected to be introduced as a revolutionary tool to protect the human body and to 

support our daily life. In this research, we aim to develop an actuator that can maintain posture in a driving state that adapts to the body. 

Furthermore, we will fabricate a self-healing actuator that can be restored to its pre-drive configuration by disconnecting the actuator's 

linkage. The actuator is expected to be more adaptable to the body by considering the scalability of the actuator itself. 

Keywords: soft actuator, modular robot, self-healing, anisotropic 

 

1. 緒言 

1.1研究背景 

近年，柔らかい材料や構造を包括的に統合し，柔ら

かさに起因する機能性を追究するソフトマシン研究が注

目されている．ソフトマシン研究のひとつに位置付けら

れるウェアラブルソフトデバイスの開発では，身体を保

護するために求められる機能性をもつソフト材料を身体

の動作に適応するように構造化する方法が検証されて

いる．[1][2]ここで一般的に耐久性の高いシリコーンなどの

ソフト材料に起因するソフトデバイスは，設計段階で想

定される動作に基づいて形状が決定される．そのため

一度製作すれば破損しない限り，当初想定された機能

を提供できる点で利点をもつ．一方で本稿はソフト材料

がもつ柔らかさという冗長性から生じた想定されていな

い形態変化に着目する．例えば，人の指に沿って装着

されるウェアラブルソフトデバイスの曲げ変形では，ソフ

ト材料にしわが生まれる．このようなしわは身体の動きに

即することで自然に発生した変形であり，本来想定して

いない変化である．ここでは，このようにウェアラブルデ

バイス側で身体の動作に適応して，設計された形態か

ら別の適応形態に遷移でき，必要に応じて元の形態に

復元できる機能性の開発を目指す． 

 

1.2研究目的 

そこで本研究では，切断と修復を繰り返し行える性質

をもつ自己修復ゲル材料を基に，身体の動作に適応し

た形態変化を許容するソフトアクチュエータを検討する．

図 1 に本研究が目指すソフトアクチュエータの概念図と

従来のソフトアクチュエータとの比較を示す．従来のソフ

トアクチュエータは，駆動時に必要な力をリリースすれ 

 
図 1. 本研究のアクチュエータの概念図 
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ば，駆動前の形態に戻ることができる．[1][2]本研究が目

指すソフトアクチュエータは，短時間の駆動では従来の

アクチュエータと同様に駆動後にすぐ元の形態に復元

できるが，長時間駆動状態が続くとその駆動形態に遷

移することを目指す．加えて，図 1 に示すように別の形

態遷移のあとに切断の手続きを行うことで，形態を修復

できることかどうかを検討する． 

 

2. 形態遷移型ゲルアクチュエータ 

2.1作製手順 

本稿で提案する形態遷移型アクチュエータはモジュ

ール型ゲルブロックを基本単位としており，モジュ

ール単体あるいは連結し，除圧により駆動すること

ができる．図 2 にモジュールの作製手順を示す．モ

ジュール形状は厚み 2.0 mm の 24.0 mm 角の中空立

方体である．はじめに，レーザーカットされたアク

リ ル の 仕 切 り に 熱 可 塑 性 ポ リ ウ レ タ ン

（Thermoplastic polyurethane, TPU）で作製した

中子を設置し，自己修復ゲルを流し込み，10 分間

のキュアリングの手続きを行う．室温に自己修復ゲ

ルを馴染ませることで，一面が解放された中空ブロ

ック状の自己修復ゲルが完成する．次に解放面を封

止するための蓋を作成する．ポリ乳酸（Poly-

Lactic Acid，PLA）製蓋用の型に自己修復ゲルを流

し込むことで封止用の自己修復ゲルができる．そし

て作成済みのゲルブロックに TPU 製の 3D 印刷型変

形規定構造を内部に仕込み，解放面に封止用ゲルを

配置することで，分離面が接合する自己修復性が発

現し，形態遷移型ゲルアクチュエータが完成する． 

 

2.2 3D印刷型変形規定構造 

このアクチュエータは 3D プリントで造形される

内部構造をもつ．ゲル内部が真空圧縮されることで

押し潰れ，内部構造が減圧されることで変形が生じ

る．この内部構造は並行するラインオブジェクトを

交差角度θだけ回転させたものを交互に積層する井

桁構造に基づいて 3D プリント可能な構造を採用し

ている．この構造に設定したパラメータの設定と 

 

 

図 4.採用する変形規定構造 

 

変形の様子を図 3 および図 4 に示す． 

図 3 に示すようにこの構造は交差角度 θ，最大格

子幅 sx，セル数 m および n，線幅 t，積層高 tz，

最大積層高 z の 7 つの変数で構成される．モジュー

ルの変形規定構造は「変形無し」，「収縮」，「屈

曲」，「せん断変形」の 4 つの変形パターンを設計

できる．「収縮」，「屈曲」，「せん断変形」は変

形を可能にする柔軟さが必要であるため，TPU フィ

ラメンを採用し，「変形無し」ではゲルケースの減

圧でも屈曲が生じない硬度をもつポリ乳酸樹脂

（Poly-lactic acid,PLA）を材料に採用することで

実現できる．そのため「変形無し」に関しては，材

料依存のため，この構造自体に規定はない．これら

の井桁構造の造形は，FDM 方式の 3D プリンタ（X- 

Pro，QIDI Tech 社）を使用している． 

 
図 2.モジュール型ゲルブロックの作製法 

 

 

図 3.内部構造のパラメトリックデザイン 
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図 5.採用したコネクタ 

 

 

図 6.モジュールアセンブリ手順 

 

2.3 3Dプリンタブルコネクタ 

モジュール型ゲルブロックの開口部を塞ぐため，

コネクタの設計もパラメットリックデザインされて

いる．コネクタの基本形状は開口部よりわずかに大

きい直径の円柱で，両端にはモジュールの壁面に引

っかかるための円板を取り付けている形状に設計し

ている．すべてのコネクタは，LCD方式の 3Dプリン

ト（ShuffleXL，Phrozen）を用いて UV 硬化性樹脂

（Clear/Black Resin，Wanhao）で造形している．

図 5 に採用したコネクタを示す.コネクタには 2 種

類存在し，封止プラグ，チューブコネクタがある．

封止コネクタは，モジュールの開口部を他のゲルブ

ロックと接続せずに塞ぐ役割をもつコネクタである．

円柱部の厚さはモジュールの壁厚と同じであるため，

空気が入らずに密閉することができる．チューブコ

ネクタは，空気をシリコンチューブからモジュール

に流入を行うためにシリコンチューブとモジュール

を接続することのできるコネクタである．主にエア

コンプレッサーと接続する用途でのみ使用される． 

 

2.4アセンブリ手順 

図 6 にアセンブリ手順を示す．開口部を封止プラグよ

り塞ぎ，空気漏れが生じないようにする．その後，他のモ

ジュールの開口部に合わせてモジュール同士を接着さ

せる．5 分程経過すると，自己修復ゲルの特性である自

己修復が生じ，モジュール同士が連結される．再アセン

ブリは接続している一面をハサミなどで切断することで

実現できる． 

 

図 7.減圧駆動様子 

 

 
図 8. 変形維持時間推移 

 

3. 結果 

3.1変形駆動および変形維持 

遷移型内部に，屈曲の変形規定構造を仕込み変形

駆動を行った．図 7 に駆動の様子を示す．内部の変

形規定構造がゲルケースに押しつぶされしっかりと

モジュール全体が屈曲の駆動をすることが確認した． 

加えてアクチュエータが減圧により，どの程度形

状を維持できるかの検証を行う．検証方法として，

まず内部に屈曲の変形規定構造を仕込んだモジュー

ル 2 つを用いて屈曲アクチュエータを作製する．そ

の後，アクチュエータを 1 時間減圧し，圧力を解放

してから 1 時間放置する．その状態からさらに 12

時間放置し，アクチュータがどのように形態変化す

るかを観測する．図 8 に変形維持の時間推移の結果

を示す．図 8 より，駆動直後ではしっかりと屈曲の

変形が減圧を解錠しても維持，駆動後，アクチュー

タの輪郭に皺のようなものが出来た．また，1 時間

経過の際は，変形構造が多少変形している様相が観

測された．12 時間経過後にはアクチュエータの屈

曲角度は元の角度に復元している．この結果からこ

のアクチュエータの駆動直後は屈曲状態を維持しつ

つも，徐々に復元することが示された．この復元は

内部構造の硬さに起因していると推測され，特に構

造が内部からゲル面を押し返す力に依存すると考察

される． 

 

3.2スケーラビリティ 

ここでは，アクチュエータに採用する内部構造の

スケーラビリティについて検討する．前節のように

外壁の材料の選定やモジュール寸法のリスケールに

応じて，変形に適した内部の変形規定構造のリスケ

ールも必要となる．本研究では，収縮モデルの変形
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規定構造を用いて，圧縮試験にて各スケールのヤン 

 

グ率を計算し，変形を維持出来る最適なスケールま

た，セル数を確認する．図 9 にリスケールに合わせ

た変形規定構造，また，表 1 に各スケールのヤング

率を示す．本稿で採用している格子数（n：3，m：5）

の 29kPa が，自己修復ゲルのヤング率 32kPa 付近の

ため変形構造がゲル面を押して変形が維持されない

ことが考えられる.しかし，スケールが上がり，セ

ル数が減少すれば，ヤング率が 17kPa と自己修復ゲ

ルのヤング率をかなり下回るため，変形駆動した時

に変形維持が生じるのではないかと期待される．  

 

4. 考察 

3.1 の結果より，今回は屈曲駆動を駆動させるこ

とに成功した.また，今回切断により再アセンブリ

する場合は，誤って切断しすぎモジュールの破損が

生じたので，切込みや目印をつけモジュールを作成

し，切断も視野に入れた設計を行い，不注意による

破損を防ぐ必要がある． 

また，形状維持を行う際，時間経過により，形状

が元に戻った．これは，内部の変形規定構造がゲル

ケースのヤング率より高いことで，変形規定構造が

内部で元の形に変形したことが考えられる．3.2 の

結果の表 1 より，ヤング率のデータを元に，セル数

を減少させることで，ヤング率をゲル面より低くす

ることで，変形維持を行うことが出来るのではない

かと期待される．また，スケールが減少する際，ヤ

ング率の数値では変形維持は困難であるが，セル数

以外のパラメータを変更することでヤング率が減少

し，スケールが減少した際でも，変形維持を行うこ

とが出来るのではないかと考える．また，今回は屈

曲のみで変形維持を行ったが，収縮やせん断変形の

場合は，変形維持を行っていないため，変形駆動に

よる変形維持のしやすさを調査する必要がある． 

 

5．結言 

本稿では，自己修復ゲルを用いた駆動後の変形を維

持し，切断により駆動前の形態に自己修復をおこない

駆動を行う遷移型ゲルアクチュータの作製の検討を行

った．形態維持が少し発生し，人間が安定出来る姿勢

の維持をサポートすることが出来ると期待される．  
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表 1.変形規定構造の圧縮試験結果 

スケール 1/2 倍 

(cells:2) 

1/2 倍 

(cells:3) 

3/4 倍 

(cells:2) 

3/4 倍 

(cells:3) 

1 倍 

(cells:3) 

2 倍 

(cells:3) 

2 倍 

(cells:6) 

ヤング率[kPa] 76 299 24 72 29 17 30 

 

 

図 9.リスケールに合わせた変形規定構造 
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シラン架橋を用いた MEX造形物の層間強度向上 
Improvement of layer adhesion of MEX-3D printed parts by silane cross-linking 

 

中野 雄太 1 
Yuta NAKANO1 

 
1三菱ケミカル株式会社 

1Mitsubishi Chemical Corporation 
 

【要約】 

本研究では、樹脂MEX 方式 3Dプリンターによる造形物(MEX造形物)へシラン架橋処理を施すことで層間強度

の向上を試みた。溶融押出成形にて作製したシラン架橋性樹脂フィラメントを用い、3D プリンターでダンベル試験片

を造形したのち、試験片へシラノール縮合触媒を含浸させた上で、温度 85℃/湿度 85%RH にて 16 時間架橋処理を

施した。架橋前と架橋後のダンベル試験片の引張特性を評価したところ、架橋処理を施すことにより Z 軸方向の破断

伸びが増大することが確認されたことから、造形物のシラン架橋による層間強度向上の可能性が示唆された。本技術

を用いることで、MEX造形物では層間強度の観点から適用が困難とされてきた様々な用途への活用が期待される。 

キーワード：熱可塑性樹脂，ポリマー，材料押出方式，積層造形，FFF，後処理，架橋 

 

【Abstract】 

In this study, improvement of layer adhesion was attempted by applying silane cross-linking treatment to the 

specimens fabricated by polymer MEX type 3D printer. The silane cross-linkable resin filament was prepared by melt 

extrusion, and further 3D printing of the dumbbell specimens were conducted. The dumbbell specimens were then 

immersed to silanol condensation catalyst prior to conduct the cross-linking treatment of 85°C/85%RH for 16 hours. It 

was confirmed that the elongation at break was increased in Z-axis after the cross-linking treatment, suggesting the 

possibility to improve layer adhesion of 3D printed parts. Use for various application of 3D printed parts is expected by 

the improvement of layer adhesion by using this technology. 

Keywords: thermoplastic resin, polymer, material extrusion, FFF, post processing, cross-linking 

 

 

1. 背景 

熱可塑性樹脂を用いた MEX(material extrusion)方

式 3D プリンティングでは、金型を用いる必要がないこと

から、射出成型等と比較して短いリードタイムで樹脂成

形体を製造できる点で優れた成形方法である。しかしな

がら、強度が求められるような最終製品への活用は未だ

限定的である。その一因としては、層間強度に劣る点が

挙げられる。これは、溶融積層造形の原理上、層間が

十分に融着されないためであり、MEX 造形物の用途拡

大に際して、解決すべき重要な課題の一つである。 

本研究では、層間に化学的な架橋構造を形成する

ことで、層間強度を向上できないか検討した。 

 

2. シラン架橋性樹脂 

2-1. 樹脂種の選定 

三菱ケミカル(株)製のシラン架橋性ポリオレフィン樹

脂であるリンクロン™を用いた。リンクロン™はポリマー

中の活性シラン基が水と反応することで架橋する。その

際、線状高分子であったポリオレフィンが網目状高分子

となることで熱的特性、化学的特性、機械的特性などが

向上する(1)。 

リンクロン™には低密度ポリエチレン系、高密度ポリ

エチレン系、ポリプロピレン系、エチレン酢ビ共重合系

など様々なグレードが存在するが、本実験では 3D プリ

ンティングに最も適すると思われるポリプロピレン系グレ

ードを選定した。 

 

2-2. フィラメント方式 3Dプリンティングへの適用 

一般的にシラン架橋性樹脂は、シラノール縮合触媒

を添加して溶融成形される。これは、速やかに架橋反応

を促進する為である。しかしながら、フィラメント方式の

3D プリンティングへ用いる場合では、溶融成形により樹

脂フィラメントを作製し、さらに 3Dプリンティングにより造

形物を得るまでは、樹脂成形性の観点から架橋反応が

起こらないことが好ましい。 

以上のことから、本実験では架橋反応が進行するタ

イミングを制御するため、溶融成形時にシラノール縮合

触媒を添加せずにフィラメントを作製し、3D プリンティン

グによる造形物を得たのち、造形物へシラノール縮合

触媒を含浸させることで、好ましいタイミングで架橋反応

を進行させることを試みた。 

 

3. 3Dプリンター用フィラメントの作製 

3-1. フィラメントの溶融成形 

単軸押出機を用いた溶融押出成形により Φ1.75 mm

のフィラメントを作製した。フィラメントへのシラノール縮
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合触媒の添加の影響を確認するため、触媒添加有り、

無しの 2種類のフィラメントを作製した。 

 

3-2. シラノール縮合触媒の影響 

作製した 2 種類のフィラメントを、温度 23℃/湿度

50%RHの環境へ 24時間以上放置したのち、3Dプリン

ターノズルからの吐出の様子を観察した。吐出時の様

子を図 1に示す。シラノール縮合触媒を添加していない

フィラメントでは、ノズルから溶融したフィラメントが安定

して吐出される様子が確認された(図 1a)。一方で、シラ

ノール縮合触媒を添加したフィラメントでは、ノズルから

吐出された樹脂がゲル化による不安定な挙動を示した

(図 1b)。これは、いずれのフィラメントでも、ポリマー中の

活性シラン基が吸湿により取り込んだ水分と反応し架橋

するが、シラノール縮合触媒の有無により架橋反応の進

行度合いが異なるため、吐出挙動に差異が生じたと推

察される。シラノール縮合触媒を添加したフィラメントで

は、吸湿による架橋反応が触媒により著しく促進された

ため、ゲル化による不安定な吐出挙動を示したと考えら

れる。 

以上のことから、溶融押出成形の時点でシラノール

縮合触媒をシラン架橋性樹脂フィラメントへ添加するこ

とは、本目的において意図しないタイミングで架橋反応

が進行してしまう観点から好ましくないことが分かった。 

 

 
図 1. 触媒添加の有無によるフィラメント吐出挙動の違い 

 

4. 3Dプリンティングによる試験片の作製 

4-1. 3Dプリンティング 

作製したシラノール縮合触媒を添加していないフィ

ラメントを用いて、後の試験に用いる試験片の造形を行

った。3D プリンターは武藤工業(株)製 MF-2200D を用

いた。造形テーブル温度 60℃、ノズル温度 230℃、造

形速度 7~20 mm/s、内部充填率 100％にて造形物の X

軸方向が長手方向となるダンベル試験片と Z 軸方向

（積層方向）が長手方向となるダンベル試験片との 2 種

類を作製した。造形した試験片を図 2に示す。 

 

  
図 2. 3Dプリンターにより造形したダンベル試験片 (左：Z軸

方向、右：X軸方向) 

4-2. シラン架橋による造形物の後処理 

造形した試験片をシラノール縮合触媒のキシレン溶

液へ完全に浸したのち、取り出して 24 時間自然乾燥を

行うことでシラノール縮合触媒を含浸させた。 

その後、試験片を温度 85℃/湿度 85%RHの環境へ

16時間放置することで、架橋処理を施した。 

 

4-3. 造形物の架橋度合いの確認 

架橋処理を施した造形物の架橋度合いを確認する

ため、ゲル分率の測定を行ったところ 75％であった。架

橋処理前の造形物におけるゲル分率は 0%であることか

ら、造形物への架橋処理により十分に架橋反応が進行

したといえる。 

 

5. 3DP造形物の引張特性評価 

架橋処理による引張特性への影響を評価するため

に、架橋処理を施す前(未架橋)と施した後(架橋)の試

験片を用いて、試験速度 50 mm/minで引張試験を行っ

た。応力-ひずみ曲線を得たのち、降伏強度及び破断

伸びを算出した。応力-ひずみ曲線と、算出した降伏強

度及び破断伸びを図 3~5に示す。 

X 軸方向においては、架橋処理により降伏強度が

10.0 MPaから 11.3 MPaへとわずかに増大した。一方で、

破断伸びは 696%から 170%へと大幅に減少した。これ

は、材料中の高分子鎖に架橋構造が形成されることで

分子鎖の動きや分子鎖間のすべりが阻害されたことに

よるものと考えられる。 

Z 軸方向においては、架橋処理前後で、降伏強度

はそれぞれ 4.1 MPa、4.0 MPa とほとんど変わらなかった

が、破断伸びが 107%から 206%へと増大した。これは、

架橋処理前には層間の融着性が低く、局所的に存在し

た欠陥を起点として破壊が起こるが、架橋処理により層

間に存在していた欠陥がある程度補強されたことで、材

料破壊の進展が抑制されたためだと考えられる。その

結果、架橋処理によりＺ軸方向の降伏強度は変化しな

かったものの、破断点における応力は 4.3 MPa から 6.3 

MPa へと増大し、結果として Z 軸方向の強度が向上し

たことが確認された。 

以上の結果から、MEX 造形物の架橋処理により Z

軸方向の引張特性が向上することが確認できた。しかし

ながら、X 軸方向の引張特性と比較すると依然として劣

るため、MEX造形物の強度異方性を解消するほどの効

果は得られなかった。 
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図 3. 応力-ひずみ曲線 

 

 
 

図 4. 降伏強度 

 
図 5. 破断伸び 

 

6. まとめ 

三菱ケミカル(株)製のシラン架橋性ポリオレフィン樹

脂リンクロン™のポリプロピレン系グレードをフィラメント

化し、3D プリンターにて造形した MEX 造形物に架橋

処理を施すことで、Z 軸方向の破断伸びと破断点にお

ける応力が増大した。これは、MEX 造形物の層間にお

ける熱融着性が低いために存在した欠陥が、架橋反応

により補強されたことで、材料破壊の進展が抑制された

ためであると考えられる。本結果より、シラン架橋を用い

て MEX 造形物の層間強度を向上できる可能性を見い

だすことができた。 

今後の展開として、本技術による MEX 造形物の層

間強度向上に加えて、シラン架橋性樹脂の耐熱性、耐

薬品性なども活かした用途探索を行い、MEX造形物の

更なる用途展開に貢献したい。 

一方、本技術による層間強度の向上が可能なのは、

シラン変性が可能な樹脂種に限られ、活用できる最終

製品の用途や場面も限定される。そのため、MEX 造形

物の最終製品の更なる用途拡大のためには、本手法以

外のアプローチによる層間強度向上の検討も必要であ

り、求められる用途・場面においての各手法の使い分け

が要求されると考えられる。 
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TensionMod: 張力により変形可能な平面モジュールとその組み合わせ
による造形の提案 

TensionMod: A Proposal for Tension-based Shape Changeable Planar Modules  
and Shape Forming with Their Combination 

呂 亜輝 1，浦田 泰河 1，アレッサンドロ·ガルザンティ 2，筧 康明 1 
Yahui LYU1, Taiga URATA1, Alessandro GARZANTI2, Yasuaki KAKEHI1 

1東京大学，2 WAU2223 Structural Design 
1 The University of Tokyo, 2 WAU2223 Structural Design 

 
【要約】 

  本研究では，レーザーカッタや CNC で加工された平面素材をモジュールとして用い，それらを組み合わせて曲げ，

様々な立体を造形する手法を提案する．各モジュール内部のアーム同士を引っ張って接続するとモジュールが曲面

に変形し，接続位置を変えると曲面が変化する．アームの配置パターンの違いによって複数種類のモジュールを設

計し，それらのモジュールを組み合わせることで立体が造形できる．アームの接続を外すと元の平面に戻るため，輸

送のコスト軽減やモジュールの再利用が期待できる．入手容易な素材を用いて誰もが自由自在に造形できるため，建

築・ファッション・教育ツールなどの分野での実装が考えられる． 

キーワード：デジタルファブリケーション，モジュール，張力による造形，プロトタイプ 

 

【Abstract】 

    In this study, we propose a method of forming various three-dimensional objects by combining and bending flat 
modules processed by a laser cutter or CNC. When the arms inside each module are connected by pulling, the module is 
transformed into a curved surface, and the curved surface changes when the connection position is changed. There are 
multiple types of modules with different arm arrangement patterns, and a three-dimensional object is formed by 
combining these modules. When the arms are disconnected, the module returns to its original flat surface, thus reducing 
transportation costs and allowing reuse of modules. Since anyone can freely create the shapes using readily available 
materials, it is expected to be implemented in fields such as architecture, fashion, and educational tools.  

Keywords: digital fabrication, module, tension-based shape making, prototype 

 
1. はじめに 

  輸送や造形にかかるコスト軽減，装置規模を超える

ような大型造形，またユーザによる形状の変更・カスタマ

イズなどのニーズに向けて，ブロックや折り紙などの手

法をファブリケーション [1]に応用し，小さく，または薄く

造形された素材を組み立てる，あるいは変形させること

で立体的な形状を作るファブリケーション手法に注目が

集まる．  

  今回筆者らは，デジタルファブリケーション装置によ

り平面素材を加工し，その後人力による変形を経て

様々な立体形状造形を可能にする新たな立体造形手

法 TensionMod を提案する．具体的には，入手容易な

平面素材（ケント紙や薄い合板など）にレーザーカッタ

や CNC などファブリケーション装置で切れ込みを入れ

る．図 1 のように，素材に施された切れ込みを重ねるよう

につなげることにより，局所的に張力をかけ，その部位

に曲げを施す．これらをモジュールのように平面素材上

の各部位に配置することで，全体として複雑な形状の造

形を目指す．この手法は，全体の変形に必要な引張力

が各モジュールに分散されるため，機械を使わずに人

力で組み立てることができるという手軽さに特徴がある．  

  以下本稿では，関連研究，本手法の設計や実装，

および応用可能性について述べる． 

2. 関連研究 

  平面に近い素材から立体形状を作る研究としては，

空気注入による素材の膨張を利用するもの [2]，逆に

脱気によるジャミング現象を利用するもの [3] などが挙

げられる．これらは立体の状態と平面の状態を行き来で

きるという利点はあるが，素材の製造に特別な装置を必

要とし，また空気の出し入れにポンプを必要とするという

 
図 1. TensionMod 概観 
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制約がある．また，立体的に造形されたオブジェクトに

対して物理的に力をかけることで意図した変形を施す

手法が様々な研究で活用されている．例として，KinetiX 

[4]と HSA actuators [5] は，圧縮力やせん断力によって

オーゼティック構造の材料を成形・変形している．しかし，

これらを身体スケールの大型の造形物に適用しようとす

ると，圧縮力による変形だと材料の硬度と節点の剛性が

必要になるため，全体の重量が増加し組み立ての難易

度が高くなることが予想される．HSA actuators の場合は，

構造強度と靭性を両立させた素材が必要になり，円柱

の中間部等で座屈が発生しやすくなる．これに対して，

今回の筆者らの提案手法は，モジュールを主に引張力

で変形させることで，大規模（ルームスケール）かつ軽量

な構造物の製作を可能にする． 

  また，本研究のもう一つの特徴である小さなモジュー

ルの組み合わせで大きなスケールと形状を得る手法に

ついての関連研究として，NURBSforms [6] はモジュー

ルで構成される変形曲面インタフェースであり，モジュ

ールを組み合わせることで多様な形状 (三角形，正方

形，混合形状) が得られる．Dynablock [7] は小さな立

方体モジュールの組み合わせにより，３D形状を迅速的

に生成し使い終わったら分解できる，再利用可能な３D

プリンティングの手法である．本研究では，各モジュー

ル内部の 2 組のアームを接続することでモジュールごと

に成形と変形が行われ，そのモジュールの組み合わせ

により多様な形状が得られる．また，このモジュールの

形状は平面的かつ正方形であるため，隣接するモジュ

ールと組み合わせるためのジョイントのデザインが容易

である． 

3. 基本原理 

3.1 モジュールの構造 

  TensionMod は，張力によって立体形状を成形・変形

する造形手法である．正方形のモジュール（図 2）は周

縁のフレームと内部のアームという 2 つの部分で構成さ

れる．各アームの一端はフレームと繋がり，もう一端には

アームジョイントが設置され，向かい側のアームとの間

に隙間が設けられている． 向かい合う 2 本のアームを

アームジョイントと呼ぶ切れ込みで接続すると，図 3のよ

うにモジュールの中心方向への引張力がアームに発生

し，フレームが曲がり立体形状が生成される． アームジ

ョイントを固定すると，モジュール全体で圧縮力と引張

力の大きさが釣り合う．また，アームジョイントの固定する

位置を調整することで，発生する引張力の大きさを変え

ることができ，フレームの曲がり具合を調整できる． 

  TensionMod によって造形される構造物は，プレスト

レスが導入される．モジュールのアームジョイントが固定

されると，構造物全体が平面形状から立体形状に変化

し自立する構造になる．アームを引っ張ることで構造物

全体に応力が与えられ，荷重（自重）に対する各部分の

強度が上がる． 

3.2 モジュールの変形原理 

  モジュールのアームを接続することで平面形状のモ

ジュールから立体形状が生成され，接続を外すと元の

平面形状に戻る．モジュールの形状を調整できる 3 つ

の要素を次に示す． 

1) アームジョイント： アームには，モジュールの中心か

らの距離が異なる（レベルが異なる），いくつかのアーム

ジョイントが設置されている．アームを接続する際に，モ

ジュールの中心からの距離が遠いアームジョイントで固

定するほど，発生する引張力が大きくなりモジュールの

変形が大きくなる（図 3）． 

2) アームの配置パターン： 基本モジュールでは，2 対

の向かい合うアームを接続することで双曲放物面（図 5

 

図 2. 正方形のモジュールの基本設計 

 

 

図 3. アームジョイントによる変形 

 
図 4. アームの回転による配置パターン 

 

 
図 5. アームの配置パターンによる変形 
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の左）に近い曲面が生成される．さらに，図 4 のようにモ

ジュールの中心を回転の中心としてアームの配置を 30

度，45 度，60 度回転させることで，新たに 3種類のモジ

ュールが作られる．特に，45度回転モジュールにおける

アームの配置は正方形の対角線と一致し，アームを接

続すると双曲放物面に近い曲面（ただし基本モジュー

ルから生成される曲面を水平に 45 度回転させたもの）

が生成される（図 5の中央）．30 度回転モジュールと 60

度回転モジュールは互いに線対称であり，アームを接

続すると，基本モジュールから生成される双曲放物面と

45度回転モジュールから生成される双曲放物面の中間

的な形状が生成される（図 5の右）． 

3) アームの位置関係： 1対の接続されたアームともう 1

対の接続されたアームの上下関係によって，生成される

立体形状は異なってくる. 基本モジュールを例にとると，

2 対のアームの上下を入れ替えると，周縁のフレームの

曲がる向きが変化し反転した形状になる（図 6）． 

3.3 モジュールの組み合わせ 

  モジュールの組み合わせは，単一モジュールの組

み合わせと異なるモジュールの組み合わせの 2 種類に

分けられる．形状変化の観察を簡単にするため，サイズ

を揃えたモジュールを同じ数だけ組み合わせて一列に

並べ，アームの接続によって生成された各形状の差異

を比較した． 異なるモジュールの組み合わせは，基本

モジュールを一列に並べたのち，真ん中の 1 枚を他の

モジュールに置き換えた． 

１）単一モジュールの組み合わせ 

図 7 は，単一モジュールの組み合わせによって生成さ

れた形状を比較している．基本モジュールの場合は，ア

ームを接続すると自立可能なアーチ形状が生成される．

30 度回転モジュールの場合は，隣接するモジュールの

間で 30 度の回転が発生し，スパイラルアーチになる．

45 度回転モジュールの場合は，隣接するモジュールの

間で 45 度の回転が発生し，全体の形状は直線的な螺

旋形状となる．60 度回転モジュールの場合は，スパイラ

ルアーチになり，30 度回転モジュールの場合の形状と

面対称になる． 

２）異なるモジュールの組み合わせ 

 図 8 は，4 つの基本モジュールを一列に並べたのち，

真ん中に異なるモジュールを一つ挿入することで生成さ

れた，異なる 3つのアーチ形状を比較している．30度回

転モジュールを挿入したアーチ形状と 60 度回転モジュ

ールを挿入したアーチ形状は互いに面対称になり，ど

ちらも基本モジュールのみの組み合わせから生成され

たアーチ形状と比較してねじれている．45度回転モジュ

ールを挿入したアーチ形状は，30 度回転モジュールを

挿入したアーチ形状よりもさらにねじれが大きくなってい

る． 

4. 応用に向けたプロトタイピング 

  TensionMod の応用に向けて，今回 3 つの異なるサ

イズでのプロトタイピングを行った． 

4.1  ランプシェード 

一辺 70 mmの 30 度回転モジュールの 6×4個の組

合せを用いて，ランプシェードを製作した（図 9）．モジュ

ールの開口部は大きいため，アームやフレームの間か

 
図 6. アームの位置関係による変形 

 

 

 
図 7. 単一モジュールの組み合わせ 

 

 
図 9. 30 度回転モジュールよるランプシェード 

 

 
図 10. 基本モジュールによる立体地図 

 

 

図 8. 異なるモジュールの組み合わせ 
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ら光を通すことができる．ランプの明かりをある程度遮り

ながら，豊かな光と影を演出することができる． 

4.2 立体地図 

  一辺 75 mmの基本モジュール 10×10 個の組み合

わせを用いて，70cm×70cm の立体地図を作成した（図

10）．アームを接続する箇所を調整することで，海や山

などの地形をモデル化することができる．アームを接続

しなかった部分は平地になり，接続した部分は山や丘

になる．図では，モジュールの組み合わせの上に布製

の地図を被せているが，映像投影やモジュールに地図

を直接印刷する手法も考えられる． 

4.3 パビリオン 

CNC 加工された 2mm 厚の合板（1.8m×0.9m）で一

辺88cmの 1×2個のモジュールを構成し，これらを 6枚

繋ぎ合わせることで，最大で長さ約 6.8m，高さ約 2.6m

のアーチを実現した（図 11）．また，各アームの接続レ

ベルを変えることにより，アーチを多様な形状に変化さ

せることができる（図 12）．さらに，モジュールの数や配

置を変えながらアームを接続する箇所を調整することで，

約 3m 四方の平面形状から，様々な人の姿勢に沿った

形の構造物を構築できた（図 13）． 

5. まとめと今後の展望 

  本稿では，レーザーカッタや CNC マシンを用いて平

面素材を加工することで，張力を利用した立体造形が

可能なファブリケーション手法 TensionMod を提案した．

今後の課題として，造形したい立体形状に合わせてモ

ジュール配置をシミュレーションする方法を探索する．ま

た，モジュールを覆うことのできる伸縮可能な布製素材

の開発を検討する．さらに，アプリケーションやユーザス

タディなど，本技術の実用に向けてさらなる探索を続け

る予定である． 

 

謝辞 

本研究は JSPS 科研費 JP20H05960 の助成を受けた．

パビリオン製作と撮影にご協力いただいた東京大学 T-

BoxとCalros Garcia-Fernandez氏及び Ziyuan Jiang氏

に感謝する． 

参考文献 

1. Neil Gershenfeld, How to Make Almost Anything: 
The Digital Fabrication Revolution, Foreign Affairs, 
91, 6, pp. 43-57 (2012). 

2. Harpreet Sareen, Udayan Umapathi, Patrick Shin, 
Yasuaki Kakehi, Jifei Ou, Hiroshi Ishii, and Pattie 
Maes. Printflatables: Printing Human-Scale, 
Functional and Dynamic Inflatable Objects. In 
Proceedings of CHI '17., 3669–3680 (2017). 

3. Jifei Ou, Lining Yao, Daniel Tauber, Jürgen Steimle, 
Ryuma Niiyama, and Hiroshi Ishii. JamSheets: thin 
interfaces with tunable stiffness enabled by layer 
jamming. In Proceedings of TEI '14. 65–72 (2014).  

4. Jifei Ou, Zhao Ma, Jannik Peters, Sen Dai, Nikolaos 
Vlavianos, Hiroshi Ishii, KinetiX - designing 
auxetic-inspired deformable material structures, 
Computers & Graphics, Volume 75, Pages 72-81 
(2018). 

5. J. I. Lipton, R. MacCurdy, Z. Manchester, L. Chin, 
D. Cellucci, D. Rus, Handedness in shearing 
auxetics creates rigid and compliant structures. 
Science11, 632–635 (2018). 

6. Yasaman Tahouni, Isabel P. S. Qamar, and Stefanie 
Mueller. NURBSforms: A Modular Shape-Changing 
Interface for Prototyping Curved Surfaces. In 
Proceedings of the Fourteenth International 
Conference on Tangible, Embedded, and Embodied 
Interaction (TEI '20). 403–409 (2020). 

7. Ryo Suzuki, Junichi Yamaoka, Daniel Leithinger, 
Tom Yeh, Mark D. Gross, Yoshihiro Kawahara, and 
Yasuaki Kakehi. Dynablock: Dynamic 3D Printing 
for Instant and Reconstructable Shape Formation. In 
Proceedings of UIST '18. 99–111 (2018).  

 
図 11. アーチ構造のパビリオン 

 
図 12. 同一平面素材から異なる曲面を造形した様子 

 

 
図 13. 人の姿勢に沿った形状の構造物 
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立体的な培地を用いたマッシュルーム栽培 
Mushroom cultivation using a three-dimensional medium 
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【要約】 

マッシュルーム栽培は収穫期の速度が早く，生産量に収穫量が追いつかないという課題を抱えている．本研究は，

収穫ロスの改善のためにマッシュルームの自動収穫機構の開発を目標とした立体的かつ変形可能な培地を提案する．

提案する培地は，弾性異方性をもつ 3D プリント造形物により崩れやすい培土を立体的に保持し，側面および底面か

らも菌糸成長を許容する構造となっている．この立体培地でマッシュルームが栽培しうるかを検証し，培地の変形を用

いてマッシュルームの収穫が可能かどうかを確かめる．成果として，立体的な培地により生産効率の向上させることが

でき，自動収穫機構により収穫ロス問題の解決が見込まれることを示す． 

キーワード： 3Dプリンター，異方性，自動収穫，菌糸成長  

 

【Abstract】 

Mushroom cultivation faces the problem that the harvest rate does not keep pace with the production volume due to the 

rapid pace of the harvest season. The goal of this study is to develop an automatic mushroom harvesting systems to 

improve harvest loss, and here we propose a cubic and deformable culture medium. The proposed medium is constructed 

using elastic anisotropic 3D-printed structure that hold the crumbly soil in three dimensions and allow mycelial growth 

from both the sides and bottom. We verify whether mushrooms can be grown in this cubic medium and whether mushroom 

harvesting is possible using the deformation of the medium. The results show that the cubic medium can improve 

production efficiency and that an automatic harvesting mechanism is expected to solve the problem of harvest loss. 

Keywords: 3D printer, anisotropy, automatic harvest, mycelial growth 

 

1. 緒言 

1-1. 研究背景 

農業従事者の高齢化を背景に受けて，年々農作物

の無人化栽培への需要が高まっている [１]．目覚ましい

進展を遂げるAI/IoT技術や 3Dプリンティング技術を駆

使して多種多様な作物の特性に合わせた自動収穫機

構の研究開発が盛んに実施されている [2]．ここでマッシ

ュルーム栽培に着目すると，マッシュルームは図 1 に示

す生育過程を経て収穫されるが，図１のステージⅢに

おける収穫期の成長速度は著しく，日に 2 倍程度に大

きくなる個体があることが知られている．そのため適切な

収穫時期を見定めつつ，広大な耕地から手作業で収穫

するためには，多くの人手と人件費を必要とする．オラ

ンダに代表される諸外国では，人件費が比較的安価で

広大な土地を確保できる他国を拠り所にマッシュルーム

栽培を展開し，コスト負担を抑えた人海戦術で多大な収

穫量を実現している．日本でもマッシュルーム栽培は盛

んであるが，日本の占める国土は諸外国と比較すると

狭く，前述のような大規模な農業を展開しづらく，若年

層の農業離れの影響で慢性的な人手に直面している

課題がある．しかし，国内のマッシュルーム栽培がオラ

ンダなどの諸外国と同等の経済効果を生むには，現在

の 5 倍以上の収穫量が要求される．大規模な農業展開

が困難で，自国で人件費も負担しなければならない状

況において，この収穫目標を達成するには革新的な自

動収穫機構が必須である[2]． 

現在の農作物の自動収穫は，ピッキングロボットが担

う事例[3]がほとんどであり，マッシュルームにおいても同

様である [4]．しかし，マッシュルームは，群生の性質をも

ち，生長方向が不定であり，柔らかく，傷みやすいため，

品質を維持したままピッキングすることは難しい．またピ

ッキングロボットによるマッシュルーム収穫の研究事例

は報告されているが，大型のロボットの導入が必要など

の制約もあり，参入障壁は高い[5]． 

 

1-2. 研究目的 

前節の背景を受けて，本研究は変形可能な立体的

な培地を用いたマッシュルーム栽培を提案する．この立

体的な培地は，マッシュルームの発生点を上面のみに

限らず，立方体の側面と下面も発生点として活用するこ

とにより，従来の平面のみの培地と比較して最大 6 倍の

収穫量が期待できる．また，この培地は内部に 3D プリ

ンターで作製された異方弾性をもつ支持構造を有して

おり，培土を立方体形状に保持しつつ，特定方向の圧 
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縮により変形が生じる．この変形により培地を規定さ

れた変形に沿って崩壊させ，マッシュルームが生えてい

る部分の培地を剥落されて収穫することを狙う．  

 

2. 異方弾性支持構造を駆使した立体培地 

2-1. 基本骨格および機能 

本実験の立体的な培地は，マッシュルーム菌がつい

ている藁を主原料とした菌床，覆土として扱われるピー

トモス，収穫のための変形と形状保持を行う 3Ｄプリンタ

ーで作られた異方弾性支持構造の 3 つから構成されて

いる．異方弾性支持構造の基本形状と圧縮収穫機によ

る変形の様子を図 2 に示す．異方性支持構造は FDM

方式の 3D プリンター(QIDI TECH 製 3D プリンターx-

pro)で作製した．フィラメントは熱可塑性ポリウレタン(以

下 TPU，SainSmart 製 3D プリンターTPU フィラメント緑

1．75mm 径)という弾力性があり，柔らかいものを使用し

ている．また，この異方弾性支持構造を造形する際にサ

ポート材として水溶性サポート材 (eSUN 製 PVA 

1.75mm)を用いた 2 色造形を用いて作製している．構造

としては，特定方向でのみ規則的に収縮する異方性構

造を基とし，菌床を入れる空間（中心部）と各面にマッシ

ュルームの生長を阻害しないように覆土を被せる空間

（各面部）を備えたものとなっている．柔らかい TPUで作

製した板を小さな点で接続させることで変形しやすい構

造になっている．それに加え，板の交差に角度をつける

ことで図 2の A方向に外力を加えた場合は一軸収縮す

るが，B および C 方向から圧縮した場合は不規則な座

屈が生じる ． 

立体的な培地の作り方としては図 3 に示すとおりであ

る．まず異方弾性支持構造の中心部に菌床を詰め，そ

の菌床を包むように各面部に覆土を被せる．その後，全

体をさらに覆土で包み込むことで作製できる．この方法

により，異方弾性支持構造によって培地を最低限体積

で十分な形状保持を実現しつつも，各面からマッシュル

ームが生えてくる培地条件を作り出すことができる． 

 

2-2. 培地変形による収穫アプローチ 

提案する立体的な培地の十分に生かすためには上

下面にもマッシュルームが生長する空間を確保しつつ，

圧縮により全方向から発芽したマッシュルームを傷つけ

ずに収穫するアプローチが求められる．そこで，異方弾

性支持構造がある部分のみ圧縮できるように穴あきの

圧縮機を作製する．この圧縮機により，マッシュルーム

を傷つけることなく培地の圧縮変形を生み出し，異方弾

性支持構造で保持できる培地が減少させて各面の覆土

が押し出すことでマッシュルームを剥落させて収穫でき

る．また，圧縮により押し出されるのは主に周辺を覆って

いる覆土であるので，中の菌床は異方弾性支持構造に

保持されたままであり，再度次の栽培に使用可能である．

菌床の交換目安は 3 回となっている． 

また，図 4に示すように菌床と覆土のみを用いて作製

した立体的な培地との比較も行った．製作段階での比

 

図 1.マッシュルームの生育段階 

 

基本形状 A方向の圧縮変形 

B 方向の圧縮変形 C方向の圧縮変形 

図 2.異方弾性支持構造の基本形状と変形の様子 

 

A 

B C 
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較としては，異方弾性支持構造を持たないものは立方

体の形状を維持すること自体が難しく製作が困難であ

った．それに加え，菌床と覆土の位置関係の目安がな

いため，各面に対して均等なバランスで培地を作製こと

が困難である．収穫に関しては，培地を崩すことは支持

構造の有無にかかわらずどちらも十分な変形が得られ

た．しかし，支持構造をもたない場合では，菌床と覆土

が混ざってしまい菌床の回収が困難である．それに加

え支持構造をもたない場合では，常に決まった形で培

土が崩壊しないため，収穫精度が判断しづらい．  

 

2-3. 立体培地による菌糸成長 

 マッシュルームが生えてくるためにはマッシュルーム

の菌が広がっている菌床と，十分に水分を含んだ覆土

が必要である．また，栽培の環境条件はマッシュルーム

の生育可否を決定づける重要な要因となる．図 1のステ

ージⅠに表される菌糸が菌床から伸び，表面上に広が

る段階では，床温 18～25℃，室温 25℃以下，湿度

95℃程度，CO2 はなるべく高濃度を維持することが理

想である．図 1 のステージⅠが進んでいき菌糸が表面

に十分広がった後は，床温 19℃以下，室温 17～18℃，

湿度 85℃，CO2 濃度は 1200ppm に環境を変更するこ

とで，ステージⅡへの成長誘導を行うことができる．これ

らのパラメータはマッシュルームの成長に合わせて都度

調節が求められる．本稿における培地周りの環境管理

は低温恒温チャンバー(EYELA 製 FMC-1000)を用い

ている．また，湿度の管理はビニールカバーでの湿度

減少の防止や，定期的な霧吹きでの水分供給によって

調節している．  

菌糸が覆土を超えて表面にまで上がってくるには菌

糸が通ることのできるすきまが必要である．従来の平面

でのマッシュルーム栽培ではゴルフボールほどのサイズ

の 1 粒の覆土を押し付けずに菌床の上に乗せることで

すきまを作り出している．しかし，本研究では立方体の

形状を保持する必要があるため，覆土を押し固める必

要がある．そのため，覆土を十分に押し固めた後，細い

針で土を掘り起こし，割れ目ができるように表面から菌

床まで菌糸の通り道を作る．この方式により，提案する

立体的な培地は図 1のステージ IIまでの菌糸成長を実

現できることが明らかとなった． 

 

3. 考察 

立体的な培地の懸念点としては，異方弾性支持構造

が菌糸の成長を阻害することが挙げられる．支持構造

が物理的な障壁として働いてしまい，菌糸の成長を阻

害する確率が高くなると推測される．この点を考慮し，提

案の支持構造は菌糸成長の領域を拡げるためには，構

造化の最小単位にくびれをもつような構造により解決が

期待できる．図 5 に本稿で採用した支持構造とくびれを

もつ支持構造を比較したものを示す．くびれをもつ支持

構造は体積が減少し，空間全域に菌糸が成長しうる部

分を増やすことができる． 

また，図 6 に示すようにマッシュルームの菌糸の伸び

方には上下の概念がなく，菌床と覆土の関係が理想的 

 

図 3.立体的培地の作り方 

 

図 4.支持構造の有無による圧縮収穫の比較 

（左:支持構造有り 右:支持構造無し） 
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であれば横にも伸びる．提案する培地はすべての面に

おける菌床と覆土の配置関係は同じであるため，すべ 

ての方向に生長する可能性は十分にあると予測される．

また，現在使用している覆土は粘度が高く土自体の保

持力が強く，密度の低い異方弾性支持構造でも培地の

保持が可能である．しかし，ほかの粘度が弱く，粒度が

大きいものだと，本稿の異方弾性支持構造では保持で

きなくなる可能性が高い．そのため保持面積を拡張する

など，対象とする倍土に応じて立体保持に足る異方弾

性支持構造の再設計が必要である． 

異方弾性支持構造は熱可塑性ポリウレタン製のため

材料に依存じた復元力を持っており，変形後に少し時

間を置くと基本の形状に戻ることができる．しかし，培地

を詰めた状態で圧縮すると，培地の重みと覆土の粘り

気の影響で自力での復元が困難である．復元させるた

めには圧縮後に周りに残った覆土を振り落とすことで基

本形状に戻すことができる．この点においては図 5 のよ

うに改良した密度の低い異方弾性支持構造の方が土の

出口が大きく，復元は比較的簡単になると推測される． 

また，異方弾性支持構造を 2色造形で作製しているた

め，造形時間が長くかかってしまう．立体的な培地は単

体での使用ではなく複数個結合させての使用を想定し

ているため，大量生産の観点からは長すぎる造形時間

も課題として挙げられる．また，培地周りの環境管理に

用いている低温恒温チャンバー (EYELA 製  FMC-

1000)では，温度の調節しかできない．したがって，現状

では湿度 80～90℃程にしか保てないため効率的な菌

糸成長の促進のためより高湿度を保てる方法の開発が

必要である． 

4. 結言 

本稿は 3Dプリンターによる異方弾性支持構造を埋め

込んだマッシュルームの立体的な培地設計と変形によ

る収穫方法の検討を実施した． 提案する培地がマッシ

ュルームの菌糸成長を促し，培地の剥落をコントロール

できることを示した．本稿で報告した異方弾性支持構造

は，変形方向の外力では破損しにくいがその他の方向

の力には弱く，板同士の結合が取れてしまう課題も発見

された．そのため今度の展開としては，頑健で大変形す

る支持構造に改良することでマッシュルームの収穫量

向上に貢献するとともに，別種の菌糸成長や植物にお

ける立体的栽培の検討を推し進める．  
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図 5．菌糸成長を促す構造設計の比較 

 

 

図 6.マッシュルームにおける平面栽培と立体栽培 
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原子の振る舞いに学ぶ４D メタマテリアルの創成 
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【要約】 

材料の構造と特性の関係の理解とそれに基づく構造の制御は、新材料創成の基礎となる。一方、３Ｄプリンタにより、

サブミリからメートルレベルの構造制御が容易となった。本研究では物質科学で見出されてきた原子レベルの構造と

特性の相関に基づく 4D メタマテリアル創成の指針として次のような知見を得た。(1) 面心立方金属の弾性異方性は

体心立方構造の格子により模倣できる。これは、金属結晶の弾性異方性がその逆格子で模倣できることを示唆する。

(2) マルテンサイト変態は、本研究で考案したせん断にともなう双安定性を示す要素構造で模倣できる。(3) 応力誘

起相転移を示す格子（PXCM)に温度変化で変形するバイメタル梁を組み込むことで、熱誘起相転移による形状記憶

特性を発現させることができる。これらにより希少元素でしか発現しない特性を非希少元素に発現させることができる。 

キーワード：4D，双安定, 相転移, シミュレーション，モデリング，形状記憶, セル格子   

 

【Abstract】 

Understanding the relationship between the structure and properties of materials and controlling the structure based on 
this understanding is the basis for the creation of new materials. On the other hand, 3D printers have enabled us to control 
structures at the sub-millimeter to meter level. In this study, the following were found as guidelines for the creation of 4D 
metamaterials based on the correlation between atomic-level structures and properties discovered in materials science. 
(1) The body-centered cubic lattice structure can mimic the elastic anisotropy of face-centered cubic metals. This suggests 
that their reciprocal lattices can mimic the elastic anisotropy of metal crystals. (2) Martensitic transformation can be 
mimicked by the elemental lattice structure developed in this study, which exhibits shear-induced bistability. (3) A stress-
induced phase transforming cellular materials (PXCM) with bimetallic beams that deform with temperature change can 
exhibit shape memory effect due to thermally induced phase transformation. These findings allow us to fabricate active 
lattices with properties that have been realized only with rare metals, without rare metals. 
Keywords:3D, bistable, simulation, modeling, shape memory, cellular lattice 

 
 
1. 序論 

材料の構造と特性の関係の理解とそれに基づく構

造の制御は、現代の新材料創成の基礎となっている。

一方、付加製造（Additive Manufacturing: AM）、即ち

3D プリンタ技術の発達により、サブミリレベルからメート

ルレベルでの構造の制御が可能となり、それらの構造

により特異な力学特性を発現する力学メタマテリアルの

研究が発展している。3D プリンタ技術と、これまでの物

質科学や材料科学で得られてきた原子レベルの構造と

特性の関係に関する知見を融合した格子構造の設計

により、その物質が本来有さない特性を発現させること

が、新しいメタマテリアル創成手法として期待される。 
結晶性材料の力学特性が構成原子の種類、配列、

結合に依存する。メタマテリアルの特性は、メタ原子と呼

ばれる要素構造の配列と結合に依存する。例えば、Al
と Au はともに面心立方（FCC）構造を有する金属である

が、それらの力学特性は大きく異なる[1]。Al の電子密

度は、第 2 近接原子間位置で大きく、Au の電子密度は、

第 1 原子間位置で大きくなっていることから、第 1 近接

結合に相当する梁を太くすることで Au のような弾性異

方性が得られ、第 2 近接結合に相当する梁を太くするこ

とでAlのような弾性異方性が得られるのではないかと考

えられる。しかしながら、その様な直感的考察による指

針が有効であるかは不明であり、電子密度分布と弾性

特性の関係に基づいた材料の密度分布の制御による

弾性特性の制御の指針、すなわち物質の原子・量子レ

ベルの構造と 3D プリント可能な構造との関係は未開拓

であり系統的研究が必要である。 
本稿ではその足がかりとして、これまで行ってきた、

(1) 金属結晶の弾性異方性と Ball-Stick モデル格子の

弾性異方性の比較の研究、(2) 相転移に着目した力学

メタマテリアル（結晶構造の対称性に着目したFCC構造

と双安定構造を組み合わせた構造ならびに結晶変形の

素過程であるせん断変形を示す構造）の研究、(3) 応

力誘起相転移する格子構造に、温度変化によって変形

するバイメタル梁を組み込むことで熱誘起相転移を発

現させて形状記憶特性を発現させた４Ｄメタマテリアル

の研究、を紹介し、将来展望を併せて議論、総括する。 
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2. 原子模倣格子構造設計に関する研究実施例 

2.1. 金属結晶と Ball-Stick 格子構造体の弾性特性[2] 
材料特性は原子配列とそれらを取り巻く電子状態に

よって決定される。したがって、電子状態を模倣した格

子構造体を作製することで、実物と類似した性質を示す

ようになると考えられる。メタマテリルを設計する上で、実

際の結晶性材料結晶構想と原子間結合と特性の関係

が力学的メタマテリアルを設計する手掛かりになると考

えられる。原子間結合をどのような構造で表せるかは不

明である。直感的仮説として、原子間結合を担う電子密

度の高い部分を太い梁で表されると予想される。本研

究では、原子を球、原子間結合を円柱梁で表現した格

子構造体を作製してその特性を調査し、金属材料と比

較することで原子結合と梁構造の関係を検討した。 
3D-CAD により FCC型格子構造体を設計した。結晶

構造の原子位置に球を配置し、それらの第一、または

第二近接結合位置に円柱状の梁を配置した。球と梁の

直径を設計パラメータとし、その構造体を粉末床溶融結

合（PBF）方式の 3D プリンタ（Sinterit、LISA）と熱可塑性

ポリウレタン粉末を用いて造形した（図 1）。 
造形体に対して、圧縮試験とせん断試験を行い、縦

弾性率（E）、横弾性率（G）を測定した。また、圧縮試験

前後の画像解析からポアソン比（ν）を求めた。弾性異方

性の指標として Zener ratio（AZ= 2G(1+ν)/E）を評価した。

AZ=1 の場合に等方性を示し、AZ が 1 から遠ざかる程、

その異方性は高くなる。格子構造体の弾性異方性の違

いを、Materials Project[3] のデータから導出した 0 K に

おける金属元素の弾性異方性と比較した。また、BCC
型格子構造体に関しても同様に弾性異方性を評価した。 

図 2 に造形した格子構造体と 0 K における金属結

晶の弾性異方性を示す。FCC 型格子構造体の AZ は 1

近傍にあり、等方性を示した。BCC 型格子構造体の AZ
は大きく、異方性は高かった。一方、FCC 金属の AZ は

元素によって異なり、高い異方性を示した。BCC 金属の

AZはバリウム（Ba）を除いて 1 近傍にあり、等方性を示し

た。これらの弾性特性の異方性をまとめると、FCC 型格

子構造体は BCC 金属に、BCC 型格子構造体は FCC
金属に対応する。これらの関係は、逆格子やフェルミ面

の異方性と関係していると推察される。 

2.2. 双安定構造により相転移するセル格子多孔体 

 2.2a 原子配列を模倣した双安定構造 

本来発現しない特性を格子構造の制御によって発

現させるメタマテリアルの研究が盛んに行われている。

中でも安定な二つの状態間を可逆的に遷移可能なメタ

マテリアルは双安定（Bistable）構造と呼ばれ、形状記憶

特性や超弾性を発現するため注目を集めている。これ

までに多くの双安定構造が開発されている。それらの多

くが一方向の荷重にのみ双安定性を発揮する[4]が、複

雑な形状や複数方向からの荷重には適用できない。そ

のため近年、多方向の荷重に対応できる双安定構造が

多数開発されている[5]。これまでに筆者らは、双安定

性を複数方向に発現する構造として、結晶構造の対称

性に着目し、FCC 構造と双安定構造を組み合わせた構

造を提案した[6]。図 3 に結晶構造の原子モデルおよび

PBF により作製した多軸双安定構造を示す。この構造

では、原子を模擬した球が FCC 構造の原子位置に配

置され、原子間結合を模擬した梁が最近接球同士を結

ぶ。図 4 に示される梁の太さ t、球の半径 R、最近接球

間距離 a、球面−梁間接触角度 φ、四面体重心-梁中心

間距離 k の 5つの設計変数を用いて形状が決定される。

本研究では、構造と力学特性の関係を明らかにすること

を目的に、R、a、φおよび k を変数とした 1225 種類の構

造体の飛び移り座屈（スナップスルー）挙動、双安定性、

弾性率および臨界強度を有限要素法（FEM）シミュレー

ションによって調べた。また、機械学習モデルを用いて

設計変数からの力学特性予測を行った。 

多軸双安定構造の FEM シミュレーションを行い、設

計変数と力学特性との関係性を明らかにした。飛び移り

座屈性は R と k に強く依存し、双安定は a と k に強く依

存した。球の半径 R が小さく、梁が真っ直ぐに近いほど

飛び移り座屈が生じ易い。一方、最近接球間距離 a が

小さく、梁が真っ直ぐに近いほど双安定になり易い。弾

性率および臨界強度は、Rおよび a とは負の相関、φ と

は非常に弱い相関、k とは正の相関を持った。また、機

械学習によって力学特性予測を行うと、決定係数 0.99

の精度で設計変数から力学特性を予測できた[5]。 

 

図 2 FCC 型および BCC 型セル格子多孔体ならびに FCC

金属および BCC 金属の弾性異方性とポアソン比の関係. 

 

図 1. 粉末床溶融結合（PBF）型樹脂用３Ｄプリンタで作製

した格子定数 15 mm のＦＣＣ構造（原子中心を球、第一近

接結合を梁とした）。 
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 2.2b マルテンサイト変態を模倣した４D メタマテリアル 

この研究では、鋼の焼入れ硬化、形状記憶効果、超

弾性、双晶誘起塑性、双晶磁歪などの機能性と深く関

わるマルテンサイト変態や双晶変形の素過程であるせ

ん断による原子配列変化を模倣した力学メタマテリアル

を設計した。その指針となる基本問題として、せん断変

形にて準安定状態が現れる双安定構造を有する 2 次元

格子構造の設計における制約条件を考察するとともに、

その制約下で設計した格子を実際に 3D プリンタで製造

し、その指針の妥当性を検証することを目的とした。 
その制約条件として、2 次元格子構造の要素構造と

なる平行四辺形の 1 組の互いに平行な辺を不歪面と捉

えて、これが平行を保ったまま変形することを想定した。

これを実現するため、要素構造として平行四辺形リンケ

ージにバー拘束を追加することで双安定性を付与でき

る Alqasimi ら[7]の双安定機構を基本構造として用いる。

一方、マルテンサイト変態においては、最密面が互いに

平行を保ちながらせん断的に変形する。このような考察

に基づき、Alqasimi らの平行四辺形の双安定機構を周

期的に配列するよう設計した。これをマルテンサイト変

態するセル格子材料（Martensite Transforming Cellular 
Materials: MXCM）とする。また、設計した MXCM を材

料押出（Material Extrusion: MEX）方式の付加製造

（AM）装置 Raise3D Pro2 を用いて、熱可塑性ポリウレタ

ン（Thermoplastic Polyurethan）の PolyFLEX をフィード

ストックとして造形した。 
図 5 に考案した MXCM の要素構造[8]を示す。図 5

中の黒線は Alqasimi らが考案した双安定機構を発現

する平行四辺形要素構造を示す。2 回回転対称な構造

とすることで Alqasimi らの双安定機構を周期的に配列

することを可能にしている。構造変化において、辺AB と

辺 DC は平行に保たれており、変化するのは∠DAB で

ある。これより、初期状態とせん断変形後の準安定状態

で平行四辺形の高さが等しいとき、この変形は双晶変

形に相当するといえ、例えば、FCC→BCC 変態にて発

現する{112}<1‾1‾1>双晶変形と対応する。図 6 に実際に

作成した格子の写真を示す。設計どおりせん断力を加

えることで、１層ずつ変形し準安定状態となった。今後

0.2 nm 20 mm

a b

図3 （a）結晶構造の原子モデルおよび（b）粉末床溶融結合（PBF）により作製した

多軸双安定構造. (出典: Ref.[5]).  

図 4 基本構造の設計パラメータ. 

(出典 Ref.[5]). 

 

図 6 MEX 方式の AM で造形した MXCM の変形の様子．

(a) 初期形状. (b) 変形途中. (c) 変形後. (出典:Ref.[8]）. 

 

図 5 MXCM の単位格子の模式図. （出典. Ref. [8]）. 
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は、有限要素解析によりこの変形を再現し、構造転移す

る際の応力ひずみ関係や初期状態と準安定状態の弾

性異方性を明らかにして、それらの特性に対して構造を

最適化する。また機械学習法の一つである遺伝的アル

ゴリズム（Generic Algorithm: GA）を用いて用途に合わ

せて最適な形状記憶を実現させることを目指す。 

 
2.3. バイメタルによる熱誘起相転移を示す格子構造[9] 

温 度 変 化 に よ り 相 転 移 す る PXCM （ Thermally 
Induced PXCM: TIPXCM）の要素構造として、図 7 の模

式図に示す様に、H 型梁、I 型梁、バイメタルの 3 つの

要素で構成される基本構造を考案した。この構造は、曲

がり梁としてバイメタルが組み込まれており、圧縮や引

張荷重を加えたときに飛び移り座屈で変形するだけで

なく、その後加熱で大きく膨張、冷却で大きく収縮する。

多数の要素構造を接続することで１つの構造体となる

TIPXCM を作製した（図 8). 

 

TIPXCM の 1/2単位格子の加熱・冷却実験にて、温

度とひずみの関係を評価した。要素構造は、バイメタル

のスナップにより、–135℃で急速収縮、167℃で急速膨

張し、一般的な材料とは異なるメタマテリアル特有の特

性を発現した。また、要素構造を多数繋げて TIPXCM
として加熱すると、スナップスルーが段階的に発生した。

最初のスナップスルーをトリガーとして連鎖反応的に他

の箇所が変形し、最終的に TIPXCM は 20％以上のひ

ずみを回復させた。これは TiNi 形状記憶合金のひずみ
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回復量 7～8%の 2倍以上と大きく、TIPXCM 特有の特

性である。 

 

4. 結論 

 3D プリントの登場によって制御可能なスケールで周期

的な微細構造を作りこめるようになったことで、既存物質

では実現できない新奇な特性を発現させる材料として

のメカニカルメタマテリアルの製造の可能性が広がった。

筆者らは、メタマテリアルの新しいコンセプトとして結晶

中の原子の振る舞いを模倣した原子模倣材料を提案し

た。本稿では、結晶構造を模倣した格子と実在の金属

結晶の弾性異方性の関係、応力誘起相転移ならびに

熱誘起相転移を発現する格子の構造と特性の関係に

ついての研究を紹介した。これらの研究の発展により、

特定の元素組成でしか発現し得なかった特性を、非希

少元素で発現させることが可能となるとともに、新しい機

能を発現する 4D メタマテリアルが生まれ、安心安全な

社会の構築に新材料創成で貢献すると期待される。 
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図 7 TIPXCM の要素構造の変形の模式図．(a) 低温. (b) 

高温. (出典:Ref.[9]. 一部理解し易く改変して引用.） 

 

図 8 TIPXCM の変形の様子．(a) 低温. (b) 高温. (出典: 

Ref.[9], 一部理解し易く改変して引用.） 
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【要約】 

我々は触感を制御できるメタマテリアル構造によって，同素材でありながら異なる機能・特性を付与できることに着

目し，6 種類の異なる触感を生み出す一辺 35cm のキューブを制作してきた．本研究では，実寸大の試作品と最終製

造が可能になった大型 3D プリンタから生まれる新たなデザインプロセスを提案する．未完成品や使用者が多義に解

釈できる制作物を「半端な道具」と名付け，街，公園，展示会場，部屋などに設置し，場所や人や状況が変わることで

多義に使われるキューブの振る舞いから，既存の街具・家具・遊具からこぼれ落ちた行為を探索する可能性を示し，

デザインプロセスとしての新規性・有用性を議論する． 

キーワード：3D プリンタ，デザイン，デザインプロセス，プロトタイプ，メタマテリアル 

 

【Abstract】 

We have created six different cubes with different tactile qualities. By using metamaterials that allow tactile control, 
the same material can be given different functions and properties. This research proposes a new design process that can 
be generated from a full-scale prototype and a large-scale 3D printer that enables final manufacturing. We named the 
unfinished product and the production that can be interpreted in multiple senses by the user as "odd tools." We installed 
the cubes in streets, parks, exhibition halls, and rooms, and explored the actions spilling over from existing street tools, 
furniture, and playground equipment through the behavior of the cubes used in multiple senses as the place, people, and 
situation change. 
Keywords:3D printer, design, design process, prototyping, metamaterial 

 
1. 序論 

近年，材料押し出し方式(MEX : Material Extrusion)

の 3D プリンタを用いた最終製品の製造は広く普及し始

め，大型 3D プリンタによる家具や建築スケールの製造

も増えている[1]．また，FFF 方式の卓上 3D プリンタは

実寸大のラピッドプロトタイピングに使用され，デザイン

プロセスにおいて重要な役割を果たす．すなわち現在

の 3D プリンタは，最終製品のプロダクトの製造と，ラピッ

ドプロトタイピングが可能である． 

本研究では，この 2 点の特徴から，実寸大の試作品

と製造が可能な大型3Dプリンタから生まれる，新たなデ

ザインプロセスを探索する．本稿では，未完成品や使用

者が多義に解釈できる道具を「半端な道具」と名付ける．

「半端な道具」を制作することで，これまで観察されてこ

なかった人やモノの振る舞いやニーズを引き出すデザ

インプロセスを提案する． 

 
2. 展示物 

まず，メタマテリアル構造を用いて，同素材でありな

がら異なる触感の一辺 35cm の 6 種類のキューブ A〜F

を制作した[2]．それぞれのキューブは，A「やわらかい」

B「かたい」C「ひねる」D「しずむ」E「ひねる」F「とどめる」

の触感をイメージし制作している．（図 1） 

制作には，エス .ラボ株式会社が開発した FGF 

(Fused Granular Fabrication)方式のプリンタ GEM 550D

を使用した．出力範囲は X550 × Y400 × Z400 mm で

ある．同社は実験的に本プリンタ以上の出力範囲を持

つ 3D プリンタも開発している[3]． 

キューブは想定される体験として「座る」「積む」「寝

転ぶ」「並べる」「柔らかさを体験する」を仮説にして制作

した．「座る」という椅子のアフォーダンスに加えて，普段

の生活では馴染みのないメタマテリアル構造による未知

の触感体験や，積む体験などを誘発することで，使用

者はその場の解釈によって多義的に使用できる． 

 

 
図 1. 左上から横に A〜C，左下から横に D〜F 
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3. 展示場所と体験状況 

キューブの展示・体験は合計 4 カ所で行い，キュー

ブの使われ方や人の振る舞い，展示環境を観察した． 

 

3.1湘南台公園 

2021 年 2月 20 日に，キューブ A〜Cを各 2個の合

計 6 個を，コンクリートの広場の上に設置した．親子や

近隣の小学生を中心に利用された．（図 2）． 

 
図 2. 湘南台公園での様子 

 

3.2 西新宿『ソトウェルパーク』 

2021 年 4 月 5日（月）〜9 日（金）の 5日間，キュー

ブ A〜Cを各 2個の合計 6個を，都庁近くの歩道（人工

芝の上）に設置した．周辺はビル街であり，昼休みのビ

ジネスマン/ウーマンが訪れるものの，展示物として体験

するのみで，恒常的な利用は見られなかった． 

 

3.3 WATERS 竹芝『みらい作庭記-2021 Winter-』 

2021 年 12月 8 日（水）〜14 日（火）の 7 日間，キュ

ーブ A〜F を各 2個の合計 12個を，ウォーターズ竹芝

プラザ（天然芝の上）に設置した．小学生未満の親子や

展示に訪れた学生を中心に利用された．（図 3） 

 
図 3. WATERS 竹芝での様子 

 

3.4 日本科学未来館『空想⇔実装 ロボットと描く私たち

の未来』 

2022 年 7月 8日（金）〜 8月 31日（水）の 55日間，

キューブ B〜E を各 2 個の合計 8 個を，日本科学未来

館 1 階シンボルゾーン（土足不可のカーペットの上）に

設置した．長期間であること，屋内展示であることがこれ

までと異なっていた．親子，小学生以下の多くの子ども，

20 代カップル，夫婦など多様であった．これまでは子ど

もが中心であったが，上部にある別の展示物を見上げ

るために座ったり，子どもを見守るために座ったりする大

人が多く見られた．（図 4） 

 
図 4. 日本科学未来館での様子 

 

4. 観察結果とマッピング 

これまで観察されてこなかった人やモノの振る舞い

やニーズを示すために，展示で得られたアンケートや画

像・映像の記録をマッピングした．ここでは，当初想定し

た体験の仮説から逸脱した振る舞いが多く見られた． 

 

4.1 振る舞いによる分類 

まず，湘南台公園，WATERS 竹芝，日本科学未来

館の 3ヶ所で行った撮影画像を，似た振る舞いごとに分

類する．分類は人の振る舞いとその場の環境に注目し

て行い，今回は 6 種類のキューブのそれぞれの使われ

方の違いは無視した．モノの振る舞いや使われ方を考

慮するには，人の振る舞いとは別のマッピングを行う必

要がある． 

分類後，その振る舞いに名前をつけ，特に主な振る

舞いを赤字で，その他を黒字で記載した．またキューブ

を使用する際，時系列として「キューブを移動させるか」

のあとに「キューブ上での振る舞い」が行われる傾向に

あったため，前者の傾向を赤色，後者の傾向を灰色で

囲んだ． 

その後，その振る舞いが現在存在するモノに類似し

ている場合は，その類似したモノを青字で記載した．青

字に当てはまらない部分はこれまでなかった振る舞い

であり，新たなニーズであると考えられる．また，青字の

モノがその環境において一般的でない場合，その青字

のモノはその環境に必要かもしれない可能性があるだ

ろう．（図 5）
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図 5. 画像によるマッピング 

 

4.2 行為のツリーの作成 

振る舞いの分類マッピングを元に，現地での使用者

の声を加えて，テキストベースで行為のツリーを作成し

た．ここでは，環境の差異を記述せず，キューブの使わ

れ方に注目した．画像によるマッピングで明らかになっ

たキューブを使用する際の時系列である「キューブの移

動」と「キューブ上での振る舞い」を中心に，人の振る舞

いをツリー状に記述した．例えば「階段状に積む」と「1

人で座る」で「階段上に積んでから，1 人で座る」のよう

に，「キューブの移動」に「キューブ上での振る舞い」を

組み合わせることで人の振る舞いを複合的なものとして

見ることができる．キューブの上に乗りながら跳ねて移

動するような例外も存在する（図 6） 

また，このツリーでは実際には観察していない組み

合わせを試行的に作ることができるため，これを用いて

新しい人の振る舞いをデザインすることも可能となって

いる．例えば，展示中に観察はできなかったが，「一列

に並べて，抱き抱える」や「一列に積んで，バランスを取

る」などを作ることができる.（図 6）

 

 
図 6. テキストによるマッピング 
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5. 分析結果 

以上 2 つの分析作業から，人の振る舞いの精緻な

理解と，環境による差異の把握の 2 点を得ることができ

た． 

まず，想定されていなかったキューブ上に立つこと

は，立つだけでなく別のキューブにジャンプして移動し

たり，友達とドン！じゃんけんぽんをしたり，遊具やアス

レチックのような使われ方が見られた．また，ぬいぐるみ

のようにキューブと戯れることや，コロコロ転がすことなど

もあり，想定以上の使われ方が観察できた． 

環境による差異は特に屋外と屋内で異なり，カーペ

ットで寝転ぶことが可能であった．日本科学未来館では，

3 つ以上縦に積む振る舞いは見られなかったが，カー

ペットに寝ながら枕がわりにしたり，コロコロ転がしたりす

る振る舞いは屋内のみで見られた．いずれもキューブほ

どの大きさやその環境で見ることは少ない振る舞いであ

り，その環境における新しい振る舞いを引き出したとい

えるだろう． 

 

6. 結論 

「半端な道具」の制作と，観察結果を分類するデザイ

ンプロセスによって，これまで観察されてこなかった振る

舞いを見ることができた．レゴブロックやマインクラフト，

知育玩具など，ある一定の制限をかけた道具と同じよう

に，ある役割を持っているが，未完成である「半端な道

具」は使用者の創造性を促している．大型 3D プリンタ

は，大型スケールで簡易的に道具をつくり，街や公園，

部屋などに置くことで，その場所の新たなニーズを引き

出しイノベーションの種を創出することができるだろう． 

また多くの新しい振る舞いが見られた中で，ここから

本格的なプロダクト製作へと進行するには課題が残る．

しかし，例えば今回の「跳ねて移動する」椅子の役割は，

これまでにないプロダクトの可能性でもある．これをニー

ズと捉えるならば，「ソフトモビリティに跳ねる要素を追加

する」などのアイデアの派生が考えられるように，最終プ

ロダクトは 3D プリンタに限らないプロダクトやサービスに

なる可能性もある． 

「半端な道具」のデザインプロセスは，特に先端領域

の研究から社会実装に移行する際に有効であると思わ

れる．未完成品でも一般の目に触れる場所に展示し体

験してもらうことで，①モノ（未完成品）のアップデートの

ヒントが得られること，②社会に新たな振る舞いやニー

ズを提起すること，ができると考えられる．今後はさらに

この仮説を実証する研究を進めていく． 
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人工知能技術による社会応用と技能伝承 
 Proposal for Advanced 3-Dimensional Modeling Environment 

 
山本 雅人 

Masahito YAMAMOTO 
 

北海道大学 大学院情報科学研究院 

Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University 
 

【要約】 

ディープラーニング(深層学習)の普及にともなって近年では，さまざまな領域への AI 応用が見られるようになって

いる． 最近では，画像からの分類や物体検出のみならず，動画からの行動分類，時系列データの予測や自動翻訳

などへも展開している． 本講演では，このような AI の社会応用についての最新動向を紹介するとともに，当研究室

で取り組んでいる研究事例についても紹介する． 具体的には，AI による動物園における動物見守りに関する取り組

みや，技能伝承の課題へ向けた AI による研削加工技術における加工結果予測，などについて紹介する． 

キーワード：人工知能，ディープラーニング，社会応用，技術伝承，研削加工 

 

【Abstract】 

Artificial Intelligence (AI) has recently been remarkable recently, because AI techniques including Deep Learning can 

be applied to a variety of domains. Especially, AI has been applied not only to image classification and object detection, 

but also to behavior classification from videos, prediction of time-series data, and automatic translation. In this talk, the 

latest trends in social applications of AI will be introduced, as well as case studies of research being conducted in our 

laboratory. Specifically, the research project of monitoring animals in zoos using AI is presented, and the project about 

grinding that an optimal grinding condition is searched by using the model for predicting the grinding results as one 

example for skill transfer using AI is also introduced. 

Keywords: artificial intelligent, deep learning, social implementations, skill transfer, grinding 
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機械学習とデジタルファブリケーション技術を活用した 
アイヌ文様の学習/制作支援ツール 

Ainu pattern learning/creation support tool using an Image Generation Algorithm 

and digital fabrication technology. 
 

山口 泰朋 1，山岡 潤一 1 
Yasutomo YAMAGUCHI1, Junichi YAMAOKA2 

 
1慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 
1Keio university graduate school of media design. 

 
【要約】 

本研究では画像生成アルゴリズムを活用したアイヌ文化の新しい学習体験とデジタルファブリケーションを活用した

新たな制作体験を提案する。近年アイヌ文化は衰退の一途を辿っており、職人の高齢化、文化継承者不足、職人家

系ではない若年層アイヌの伝承活動の参入が難しいことから課題は複雑化しており、これらを解消するべく工芸学習

の整備を行う必要があると考察した。そこで、DCGAN や PIX2PIX といった画像生成アルゴリズムを用いることでアイヌ

文様の自動生成や、アイヌ刺繍完成予想図の生成を行い、複雑な技法を持つアイヌ刺繍や文様を従来よりも学びや

すい環境を作り出すことが可能となった。 

キーワード：北海道アイヌ、機械学習、自動生成、文化継承、デジタルファブリケーション 

 

【Abstract】 

This study proposes a new learning experience of Ainu culture using image generation algorithms and a new production 
experience using digital fabrication. The Ainu culture has been in decline in recent years, and the issues are complicated 
by the aging of artisans, the lack of cultural inheritors, and the difficulty for younger Ainu who do not come from artisan 
families to participate in activities to pass on the culture, and we considered the need to develop craft learning to resolve 
these issues. In order to solve these problems, it is necessary to improve the learning environment for Ainu embroidery 
and Ainu patterns, which have complex techniques, by using image generation algorithms such as DCGAN and PIX2PIX, 
which automatically generate Ainu patterns and complete embroidery drawings. 
Keywords: Hokkaido Ainu, machine learning, automatic generation, cultural inheritance, digital fabrication 
 
1. 序論 

北海道の先住民族であるアイヌ。アイヌの作る工芸品

は踊りや唄と並び、アイヌ民族にとってのシンボルのよう

な存在であった。しかし、近年アイヌ職人の高齢化から

文化継承者の不足が問題視され、その担い手である 30

歳未満の若年層アイヌの文化活動への参加率が全体

の11.6%[1]と低いことから技術や文化の継承が難しい状

況にある。また、アイヌ刺繍やアイヌ彫刻などの技法が

複雑なこともあり、制作に挑戦するハードルも高く、学べ

る環境も限定されていることから技術を学ぶ機会も減少

傾向にある。 

そこで、本研究では民族文化に機械学習/デジタルフ

ァブリケーションを掛け合わせることで、従来の制作技

法を学びつつも学びのハードルを下げ、体験機会の創

出を促し新しい文化学習の価値体験の創出を目指す。

また、この体験から若年層アイヌの文化参加への興味

関心や意識変化を調査していく。 

1.1 関連研究 

伝統工芸品と機械学習の活用事例として広島県安芸

郡熊野町で生産されている伝統工芸品「熊野筆」をご

紹介させて頂く。[2]「熊野筆」は手作業で生産され、筆

先の肌触りや美しさなど機械による定量化が難しい要

素があることから職人の目による選別が欠かせなかった。

そのためには選別できる技量を持つ筆職人が重要とな

るが後継者教育の難しさから、後継者が定着せず育た

ないことで職人の数は減少傾向にある。そこで製造品

質の維持と向上のため、機械学習を活用し 5000枚の良

品筆の画像を学習させることで良品・不良品を判定する

職人の眼を再現することが可能となり、不良箇所の発見

を行うことが可能となった。 

熊野筆の事例では職人の技術を機械学習で補うという

ような形であるが、本研究では機械学習を活用し根本の

問題ともなっている後継者を創出するための学びや体

験といった導入口を作り上げていく。 

 

2. コンセプト 

本研究は「文化を編み、繋ぎ、残していく。」をコンセプ

トに【TESE】というプロジェクト名のもと進めていく。

【TESE】では<教育/伝承>、<制作支援>の二つを軸に

制作や教育の効率化、制作の幅を広げ、若年層アイヌ

の文化参加率上昇を目指す。そして、【TESE】には

DCGAN/PIX2PIX を活用した《KEMEYKI》、《SHIRIKI》

とデジタルファブリケーションを活用した《AINU×FAB》

の三つのコンテンツ(図 1)がある。 
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図 1 コンテンツ 

2.1 SHIRIKI 

アイヌ文様図案制作支援ツール《SHIRIKI》（SHIRIKI

はアイヌ語で文様を意味する）SHIRIKI(図 2)では

DCGAN[3]を活用し 300 種類以上のアイヌ文様のデー

タを学習データとしてインプットし、generator を通して文

様のサンプルパターンの自動生成を行う。(図 3)本ツー

ルにて生成されたサンプルパターンを元に新たな文様

の制作支援や刺繍や木彫りといった工芸制作の支援を

行う。本来文様の制作は方眼用紙を用いた手作業で行

われるため、かなりの時間を要することとなるが本ツール

を活用することで文様制作のアイデアとなる様々なサン

プルパターンが生成される。 

図 2 DCGAN による画像生成フロー 

図 3 DCGAN による画像生成 

2.2 KEMEYKI 

ア イ ヌ 刺 繍 完 成 予 想 図 / 刺 繍 制 作支援ツー ル

《KEMEYKI》（KEMEYKI はアイヌ語で刺繍を意味する）

KEMEYKI では PIX2PIX[4]を活用しアイヌ刺繍の完成

予想図の生成を行う。(図 4)input:X には本物のアイヌ刺

繍の画像を用意し、input:Y に刺繍の要素ごとに色分け

した画像を用意する。図 4の場合は黄=土台布、青＝貼

り付け布、ピンク＝縫い糸、緑＝アクセントとし各刺繍の

要素を学習させる。学習済みのデータを活用し、オリジ

ナルで制作した図案 input:Zを投入することで outputの

ような完成予想図(図 5)を生成することが可能となる。こ

れらを活用することで刺繍制作を行う前に完成図を確

認することが可能となり、依頼や受注制作における安定

性を確保することが可能となる。また、将来的には

input:Z のアップロードと連動し刺繍制作の技法の説明

や制作手順のアニメーション表示で複雑なアイヌ刺繍

の制作の効率化や制作のハードルを下げることが可能

となる。 

図 4 PIX2PIX による学習 

図 5 KEMEYKI で生成した刺繍完成予想図の画像 

 

2.3 AINU×FAB 

AINU×FAB ではアイヌ工芸制作にデジタルファブリケ

ーションを活用し、より効率的な工芸体験の機会創出支

援を行う。主にレーザー加工機を活用した制作支援で、

対面や遠隔での工芸ワークショップ時の活用や、複雑

な作業を簡略化することを目的としている。 

アイヌ工芸の一つである木彫りのお盆(イタ)。アイヌ工

芸ワークショップの中でも人気があり、主にコースターの

制作などが行われている。しかし、限られたワークショッ

プの時間内では簡易的な文様を掘っていくことが多く、

本格的な文様を掘るのは難しい状況にある。しかし、

AINU×FAB の体験では自宅に持ち帰って続きを進め

ることを前提に面彫りや鱗彫り、ライン彫りなどの技法を

教え、お盆に直接彫り方に合わせたマークが記されて

いるため自宅でゆっくりと作業をすることができる。自分

の手で掘っていく楽しさと文様が出来上がっていく様子

を楽しむことが可能となり、これによって簡易的な体験で

はなく技術を学び楽しみ、興味を持つきっかけへと繋げ

られると考えている。 
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図 6 SHIRIKI で制作した文様をレーザ加工した制作 

 

3. 研究取材 

本研究を進めていくにあたりアイヌ文化へ知見のある

公益財団法人アイヌ民族文化財団運営の東京都アイヌ

文化交流センター主任：木原仁美氏と東京都で生まれ

育ちアイヌの血を引く、北海道札幌大学ウレシパクラブ

4年：今井とあ氏（アイヌ民族）に本研究についての取材

を行い、今後のシステムの方向性やワークショップの改

善、課題点の洗い出しを行った。 

 

東京都アイヌ文化交流センター：木原仁美氏 

Q1.現在のアイヌワークショップについて 

A1.アイヌ刺繍や木彫りのワークショップは、一般の方に

向けにて３時間程度で開催しています。AINU×FAB は

ワークショップを行う方にとっても、良いサポートになると

思います。また、作り方の動画や完成品の図解など、制

作のサポートとして効率的だと思います。 

 

Q2.SHIRIKI で生成したアイヌ文様について如何お考え

でしょうか？ 

A2.具体的に何が変とは言えませんが、違和感は感じま

す。アイヌ以外の人が見たらアイヌの文様だと思うかもし

れません。ただ、最近は偽物のアイヌ文様がフリー素材

として使われ、間違った文化として受け入れられてしま

っていることもあります。そのような使われ方をされなけ

れば良いと思います。 

 

Q3.若者の文化参加率の低下と担い手不足について 

A3.若年層の文化参加率の低下はアイヌ民族文化財団

でも問題視しています。実際に私たちでワークショップ

を行っても参加者は 50代以上が占めていて、若い方の

参加者はほとんどいません。まずは若いアイヌの方に興

味を持ってもらうことが大事なのかもしれません。 

 

北海道札幌大学ウレシパクラブ：今井とあ氏 

Q1.本ツールをアイヌ以外の方に使って頂くことについ

て如何お考えでしょうか？ 

A1.アイヌ以外の方が使うことに対して問題はないと思い

ます。しかし、一般の方が誰でも使えるような状態になる

のは少し違うように感じます。担い手事業やウレシパクラ

ブのようなアイヌの今後を考える方たちが使う分には良

いと思います。恐らくこのツールを悪用しないという確約

が欲しいと感じるアイヌは多いと思います。 

 

Q2.本研究を通して感じたこと/発見はありますか？ 

A2.KEMEYKI の刺繍完成予想図を拝見して感じたこと

がありました。普段、アイヌ文様を模したアルファベット

や数字がプリントされた T シャツなどを見てもあまり違和

感を感じなかったのですが、精度の高い完成予想図で

数字がアイヌ刺繍になったときに物凄い抵抗感を感じま

した。実際に画像として出力されたからこそ、違和感を

発見することができました。 

図 7  KEMEYKI で生成した数字（完成予想図） 

3.1 取材まとめ 

アイヌ文化へ知見のあるお二人に本研究に対しての取

材を行った結果、両者とも機械学習がアイヌ文化に介

入することについて否定的な意見はなかったが、本ツー

ルを使う人の善意で成り立つ部分がある、不安に感じる

といった意見も見られた。好意的な意見として今年 3月

に札幌の丸井今井/三越百貨店の周年記念ロゴの文様

制作を行ったウレシパクラブの学生からは SHIRIKI で生

成されたサンプルパターンは文様の特徴を学ぶのに活

かせる、今後文様の制作を行う上での参考になると高

評価をいただいた。その反面、利用者を限定しなけれ

ば偽物のアイヌ文様を普及させることや悪用されてしま

う心配もあると、今後の課題に対するご意見もいただい

た。 

 

4. ワークショップ体験 

取材結果をもとにアイヌ文化に知識の少ない大学生 2

名を対象に実験的にワークショップを行った。ワークショ

ップの内容はウレシパクラブの学生の意見を参考に、

SHIRIKI で生成された文様をもとにアイヌ文様について

の特徴を調べ、アイヌ文様を構成する形態を当てはめ

ながら文様の理解を深めていく体験となっている。また、

(図 8 右)アイヌ文様構成表は「アイヌの民族衣服におけ

る文様の呪術的要素と地域差[5]」資料 6 にてまとめられ

ている文様の種類と名称を元に制作している。 

最終的には(図 8 左)資料をもとにタブレットに文様図案

を描き、それを KEMEYKI にアップロードし、生成された

完成予想図と本物の文様を見比べながら何が違うのか

を考え、「アイヌ文様の特徴を探っていくワークショップ」
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となっている。 

(図 9)に記載されているものは実際にワークショップ体験

者が自身で特徴を調べながら制作した文様になる。制

作過程でアイヌ文様の A：シツケウヌモレウ B：シクウレン

モレウ C:プンカルの特徴を発見し、当てはめながら制

作を行ったとしている。 

また、アイヌ文様について詳しくない学生でも SHIRIKI

で生成された画像から文様の特徴を探ることは可能で

あった。他のサンプルパターン(図 8左)からもシクやモレ

ウといった文様の特徴が見受けられ、SHIRIKI で生成さ

れた画像を活用して文様の種類や特徴を理解していく

ことは有効的であると感じられた。 

結果として数十分前までアイヌについて全く知識のなか

った学生が、自身で調べ特徴を理解し、文様を構成す

る要素を説明する段階にまで繋がった。体験した感想と

して「アイヌ文様がどのような形をしていて、その一つ一

つを構成するパーツに名前があることも知らなかった。

ただアイヌ文様の説明を聞くよりも自分で調べ、頭や手

を使って考える方が興味を持つきっかけに繋がると感じ

た」と応えてくれた。 

 

図 8  (左)生成サンプルパターン表/(右)アイヌ文様構成表 

図 9  ワークショップ手順 

 

5.まとめ 

現時点で機械学習/デジタルファブリケーションを活用

した新たな文化学習体験【TESE】は従来の制作技法の

学びを残しつつも効率化し、学ぶためのハードルは低

減、新たな体験機会の創出の可能性も見えてきたように

感じる。しかし、それに伴い本ツールを誤って活用する

ことによって、偽物のフリー素材が出回るように間違った

アイヌ文化の発信を助長してしまうことにつながることも

分かった。活用に規約を設け安心して利用できるツー

ルとして活用できるよう努めていく。 

 

5.1 今後の方針 

今後の方針として研究取材やワークショップで得られた

意見や課題を元にシステムやワークショップの改善を行

っていく。また、今後数ヶ月以内に札幌大学ウレシパク

ラブのアイヌ民族学生を対象にワークショップを行い、

SHIRIKI/KEMEYKI を活用した文様の制作のしやすさ

や理解度の向上について計り、AINU×FABによって制

作ハードルの低減が見られるか、職人の制作した文様

と機械学習で生成された文様の差についての議論など

を通した上で今後の活用法を新たに見直す予定として

いる。 
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マテリアルリサイクル促進のための資源情報プラットフォームの構築 
Development of a resource information platform to promote material recycling 
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Ryohei YUASA1, Takumi MORIYA1, Hiroya TANAKA1 
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1Keio University 

【要約】 

昨今，地球環境保全と資源枯渇問題への対応から循環型社会への移行が求められている．プラスチックのリサイ

クルについては，コスト・エネルギー・品質面でそれぞれ課題があり，再生プラスチックの活用範囲は未だに限定的で

ある．特にマテリアルリサイクルは，回収資源の品質・選別度合いが材料品質に直結するため，現状の一括回収では

再生プラスチックの品質に制限があり二次活用先が比較的樹脂特性を重視しないものに限られることが課題である．

そこでわれわれは，マテリアルリサイクルの課題である選別回収と回収後の材料の適切な用途への活用促進のため，

製品と材料情報を紐づけるとともに，再生プラスチックトレーサビリティを確保するための「リープサイクル・プラットフォ

ーム」を提案する．具体的には，神奈川県鎌倉市を実験フィールドに試験運用が始まっている市民参画型の高選別

製品回収事例と回収材料から 3D プリントによって製作された二次製品の製作事例におけるリープ材の活用と，運用

プラットフォームに関して説明する．
キーワード：マテリアルリサイクル，資源回収，デジタル製品パスポート，市民参画 

 

【Abstract】 

Recently, a transition to a circular economy has been demanded in response to global environmental conservation and 

resource depletion problems. Regarding the recycling of plastics, there are problems in terms of cost, energy, and quality, 

and the utilization of recycled plastics is still limited. In mechanical recycling, the quality and sorting level of the collected 

resources are directly linked to the quality of the recycled plastic. We propose a Leap-Cycle platform to ensure the 

traceability of recycled materials. Specifically, the use of Leap material in the case of highly selective product recovery 

with citizen participation and the production of secondary products manufactured by 3D printing from recovered 

materials, which has begun trial operation in Kamakura City, Kanagawa Prefecture, as an experimental field. 

Keywords: material recycling, resource recovery, digital product passport, citizen participation 

 

 

緒言 

プラスチックのリサイクル方法の１種であるマテリアル

リサイクル法がさらに普及するためには、現在の選別工

程でのコスト増と再生プラスチックの品質低下という２つ

の課題を解決する必要がある。この課題を解決するた

めに、我々は情報技術を用いた材料情報の製品への

紐付けと，特定資源の高分別回収を促進する市民参画

の社会システムの 2 つの方法によって実現することを目

指している。本稿ではこの基盤として「リープサイクル・

プラットフォーム」を提案する．また社会実験事例とし

て，神奈川県鎌倉市における市民参画型資源回収実

験について報告する． 

 

1.背景 

プラスチックのマテリアルリサイクルは，サーマルリサ

イクル，ケミカルリサイクルと比較して材料再生プロセス

自体の環境負荷は少なく，有効に活用できれば二酸化

炭素排出量削減と資源循環促進，両方に貢献できる方

法であるが，現状はコスト，再生プラスチックの品質で課

題があり，十分に活用されていない．（1） 

サーマルリサイクルはプラスチック焼却時の熱からエ

ネルギーを取り出す方法であり，単純焼却と比較してプ

ラスチック焼却時に発生する二酸化炭素の総量は変わ

らないものの，新たに投入される電気エネルギー創出

のための二酸化炭素排出を代替する．焼却された分，

新しくプラスチックを生産する必要が生まれるため，社

会に投入される石油由来物質の量を減らすことはでき

ず，資源循環には貢献していない． 

ケミカルリサイクルはプラスチックを科学的に分解し

てモノマーなどを生成し，再びプラスチックなどに加工

する方法(2)と，製鉄時に必要となる還元剤やコークスの

素材としてプラスチックを投入する高炉原料技術(3)など

に細分化される．モノマーまで還元した後は，通常のプ

ラスチック製造のラインで用いられる成分と同様に扱うこ

とができるため，バージン材料同等の品質のプラスチッ

クを得ることができる．しかし，還元時と再生成時に多く

のエネルギーを消費し，バージン材料製造以上の二酸

化炭素を排出してしまうことが課題である．高炉原料技

術は，製鉄時に本来投入されるはずだった石炭等を代

替し，二酸化炭素の排出を低減させることができるが，

サーマルリサイクル同様，新しくプラスチックを作る必要

が生まれるため，資源循環には貢献していない． 

マテリアルリサイクルは，製品を粉砕し再ペレット化
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する工程でエネルギーを必要とするものの，ケミカルリ

サイクルに比較して少ないエネルギーで再生資源を得

ることができ，二酸化炭素排出量削減効果と資源循環

促進の両方に貢献できる方法と考えられる．しかし，実

際には回収資源の輸送，再使用可能な資源の選別・洗

浄に多くのコストとエネルギーがかかっている上，再生し

た資源の品質は回収され再資源化工程に投入された

材料の品質・物性に直接的に影響を受けるため，バー

ジン材料同等の品質の再生資源を得ることが難しいと

いう課題がある．例えば多くの製品に使用されている代

表的な樹脂「ポリプロピレン」を例に取ると，材料種ごと

の分別は，分別マークを確認することで可能である．し

かし，多くの自治体では PP のみを回収するシステムが

存在せず，マークの活用は回収後の選別工程での活

用にとどまる．一度多くの樹脂が混在した後に，材料種

別ごとに選別を行う工程でも多くのコストが発生してい

る．品質面においても課題がある．一口に PP と言って

も，推奨される成形方法によって求められる溶融時の粘

度（MFR）や弾性率などの物性が異なり，対象とする用

途に合わせてバリエーションを持たせるために無数のグ

レードが存在する(4)．成形性だけ見ても MFR の低い押

出用グレードの PPでは射出成形で精密な部品を作るこ

とは難しく，MFR の高い射出グレードの PP では押出フ

ィルムなどを作ることは難しい．本来，バージン樹脂であ

れば選ぶことができるこれらの細かい特性を，PP という

まとめ方で一括りにした再生プラスチックでは求めること

ができない．そのため，比較的精密な成形や，使用用

途にあった材料品質が求められる高付加価値の製品へ

再生プラスチックを適用することが難しく，活用可能な

成形品が限定されるという課題がある． 

マテリアルリサイクルにおいて，一括回収後の選別

にかかっているコストの低減と，一段階細かい分別によ

る再生プラスチック品質の向上を実現できれば，脱炭素

効果・資源循環効果・コスト面から，優れたリサイクルシ

ステムを提供できる．  

 

2.関連研究 

製品に情報を付与してトレーサビリティを確保するた

めの試みは，デジタル製品パスポートと総称され，さま

ざまなものが存在する．Product passport（5）は，製品に

紐づけられた材料情報から，製造時・廃棄時の環境負

荷を可視化し，購入担当者と廃棄業者が活用できる．

Sourcemap(6）は，製品のサプライチェーンを可視化し，

製造時の労働環境に問題のないことや，輸送の最適化

などが行われているかなどを購入担当者が検討するた

めに参照することができる．R-Cycle（7）は，マテリアルリ

サイクル可能な製品が可視化されていないために回収

工程で焼却や埋め立てに流れてしまっていることを課

題とし，製品本体につけられた QR コードなどのデジタ

ル情報と，専用の読み取り設備を有した廃棄施設での

高度分別を可能としている．これらは主に製品のカーボ

ンフットプリントと環境対応性能を明示することによる購

買者への訴求力向上と，現状の回収・選別システムを

前提とした上での製品回収後のリサイクル業者での情

報活用に特化している点が共通している．副次的には

次世代製品設計への反映に活用し，材料選択や分解

性改善設計などによる再利用率向上に寄与するなど，

より環境負荷の小さい製品に改良するために活用され

る． 

 

3.市民参画型のプラスチック資源循環システム 

3.1 提案するシステムの目的 

本研究では「市民参画型のマテリアルリサイクル促

進」に向けた情報提供を可能とするデジタル情報の付

与と活用を目的とする．回収工程の選別コストの低減

や，次世代製品の開発時にリサイクル性の高い材料選

択や分解性の改善など，より環境負荷の低い設計への

改良のために使用されることは関連研究と共通してい

る．本研究では情報の主な開示先は市民であり，市民

に高分別回収に参加してもらえるように，行動変容の誘

発を目指している点が関連研究と異なっている．

Product passport と同様に製品の環境対応性能と使用

されている材料情報付与，source map のようなサプライ

チェーン可視化を同時に行うとともに，廃棄前の洗浄方

法や，より環境負荷の低い廃棄場所に関する情報を与

えることで，市民は自身が出した資源がどのように再生

資源化され製品に使用されているのかを確認すること

ができる．行動の結果を提示することで継続的な参画を

促し，市民参画型の循環社会構築の促進につながる可

能性がある． 

 

3. 2 リープサイクル構想 

再生プラスチックで製造された製品にも材料情報を

引き継ぐことで，マテリアルリサイクルを一度で終わらせ

ず，さらにマテリアルリサイクルを繰り返して，製品として

の形を変えながら材料が社会の中で活用され続けてい

く概念を「リープサイクル」として提案する．リープサイク

ルを実現していく上では，製品設計時のバージンプラス

チック選定も，再生プラスチックが次世代製品に活用さ

れることを前提として行われることが好ましい． 

 

図１,リープサイクルのイメージ 
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3.3 リープサイクルマテリアルデータベース 

バージンプラスチック・再生プラスチック・フィラー等

の改質剤の情報，それらをブレンドして作られたプラス

チック（リープ材），リープ材を使用して生み出された製

品情報を格納するデータベースを作成した．リープ材に

はそれぞれ固有の識別番号（マテリアルマイナンバー）

が付与される． 

図 2，リープサイクルマテリアルデータベース 

 

3.4 しげんポスト 

プラスチックの高選別回収の手段として，特定製品

のみの回収を行うための資源回収スポット「しげんポス

ト」を作成し，市中に設置した．しげんポストにて回収さ

れた資源は，材料品質の安定した再生プラスチックとし

てリープサイクルマテリアルデータベースに登録され，

水平リサイクルのための実験や，改質材とブレンドされ

た後リープ材として活用される． 

図 3，しげんポスト 

 

3.5 QR コードによる製品への情報紐付け 

リープ材を活用して製作された製品には，マテリア

ルマイナンバーに紐づいた情報にアクセスできる QR コ

ードが付与される．製品を構成する材料情報や，使用

後の適切な回収方法が使用者に示される．また，同じ

マテリアルマイナンバーを持つ他の製品が表示され，製

品を回収した後に再生プラスチックとしてどのように活用

されるかを確認することができる． 

図 4，製品に紐づけられた情報のイメージ 

 

3.6 リープサイクルマップ 

資源回収，製品への加工場所，製品が活用されて

いる場所までのサプライチェーンを可視化するオンライ

ン上のマップを作成した．市民は，自身が使用・回収に

関わった資源がどのように活用されているかを確認する

ことができる． 

図 5，リープサイクルマップ 

 

4.神奈川県鎌倉市を舞台とした実証実験 

2022年 7月より，特定製品回収用の資源回収ボック

ス「しげんポスト」が神奈川県鎌倉市に実験導入され，

市民からの資源回収・活用実験が行われている．しげ

んポストは現在，市内３箇所に設置されている．回収品

目は液体石鹸や洗剤用の詰め替えパウチ１種類のみ

である．回収された資源は，市内に設置された小規模リ

サイクル・3D プリント実験施設（リサイクリエーション慶応

鎌倉ラボ）で破砕・再ペレット化・ブレンドが行われ，3D

プリントにて実験的に製品化がされている．導入以後，

月毎に回収量は増えており，次第に市民に浸透してい

っていることがわかる．今後，順次回収スポット数，回収

可能な品目数を増やし市民の参画ハードルを引き下げ

てくことで資源回収量の向上を目指して，リープ材活用

の幅を広げていく． 

図 6，しげんポストの市内設置風景 

 

図 7，しげんポストによる回収量グラフ 
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5.結論と課題 

市民参画型のプラスチック資源循環システムを実現

するためのプラットフォームを制作し，神奈川県鎌倉市

を舞台に試験運用を開始した．今後しげんポストの設置

数，回収品目の増加を行い資源回収量の向上を図る

計画である．その過程ではさまざまな，施策を通して市

民の参画率を高めるとともに，一過性のイベントではなく

日々の生活の中に浸透させていくことを目指していく．

課題として，資源循環は特定の製品のみの再資源化が

達成されても，社会全体へ与える影響は少ないことがあ

げられる．現在はまだリープ材から製造された製品に対

してのみマテリアルマイナンバー情報が付与されている

段階だが，今後，企業が販売する通常の製品に対して

も材料情報をデータベースに組み込み，製品と紐づい

た情報の付与が行われるように働きかけ，社会全体で

活用できるようにしていく必要がある． 
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食品 3D プリンタで造形された介護食と一般食の比較と評価 

Comparison and evaluation of nursing food made by food 3D printer and ordinary nursing food 
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【要約】 

本研究では食品 3D プリンタを用いて,見た目が一般食に近く,高カロリー,高栄養成分を持つ高機能性介護食の開

発を目指す.高栄養,高機能化のために野菜パウダーと栄養補助食品を用いて食品インクを作製した.介護食の造形

に適した各材料の分量比は吐出能力や形状保持力の観点から決定した.食材インクは介護食として適した粘性であ

るかをレオメータを用いて測定した.造形物形状を一般食に近づけるために光学式スキャナとスマートフォンアプリの

多連写式スキャナを用いて,実際の料理をスキャンし,造形データの作成を行った. 

キーワード:食品 3D プリンタ,介護食,野菜パウダー,粘性,3D スキャン 

 

【Abstract】 

In this study we aim to develop a high-functional care food with high calories and nutrients, which looks similar to 

ordinary food, using a food 3D printer. To achieve high nutritional content and high functionality, food inks were made 

using vegetable powder and nutritional supplements. The ratio of the amount of each material suitable for forming nursing 

care food was determined from the viewpoints of extruding ability and shape retention. The viscosity of the food ink was 

measured using a rheometer to determine whether it was suitable as a material of care food. In order to make the shape 

of the modeled object similar to that of an ordinary meal, we scanned an actual dish and created modeling data using an 

optical scanner and a smartphone application with multi-shot scanning.  

Keywords, Food 3D printer, Nursing food, Vegetable powder,Viscosity,3D Scanning 

1. 序論 

 現在,世界では高齢化が進み,咀嚼・嚥下機能障害を

持つ人が増えている.障害の程度には個人差があり,個

別化された介護食を提供するには沢山のコストや時間,

労力を要する.また,障害が進んだ高齢者への介護食は

見た目が悪く食感が均一で食欲をそそらない.そのため

見た目や食感の改善をし,個別化された介護食を容易

に提供する方法が必要となる. 

 本発表では,食品 3D プリンタを用いて,見た目が一般

食に近く,高カロリー・高栄養成分を持った高機能性介

護食の開発を目指し,個別化された介護食を容易に提

供する方法を示す. 

 

 

2. 実験 

2-1. 食品 3D プリンタ 

 食品 3D プリンタとは,食品をノズルから押し出し,三次

元形状に造形する装置であり,利点として,食品のカスタ

マイズ性,オンデマンド性が挙げられる.また材料はペー

スト状のインクを使用するため,廃棄食品を粉末状にし,

食材インクとして再利用することでフードロスの削減効

果も期待される.図 1 に造形の様子と造形例を示す. 

  

図 1 造形の様子(左)造形されたブロッコリー(右) 

 

2-2. 食材インクの分量比と 3D 造形可否の調査 

 本実験では,世紀株式会社製のスクリュー式食品 3D

プ リン タ FP-2500( 図 2),材 料 はカ ボ チ ャ パウ ダ ー

(MIKASA)・ニンジンパウダー(MIKASA)・トマトパウダー

(自然の都タマチャンショップ)・精製水を使用した.分量

比調整では粘度の異なる食材インクを作成した.野菜パ

ウダーと精製水の比率はそれぞれ 2:4,2:5,2:6,2:7 の 4
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種類とした.作成した試料を FP-2500 に充填させ,吐出し

た.装置の制御ソフトは Pronterface を使用した.表 1 に

3D 造形の実験条件を示す. 

 

 

図 2 食品 3D プリンタ FP-2500 

 

表 1 3D 造形の実験条件 

プリントスピード [mm/min] 400 

ノズル直径 [mm] 2 

寸法 [mm] 

 

造形データ 

35×35×6 

 

 

2-3. 食材インクの粘度測定 

 実験で使用するインクは,Anton Paar 社製「MCR-302E」

を使用して粘度測定を行った.表 2 に測定条件を示す.

食べ物の嚥下を想定しているため,測定温度は口腔内

温度とした. 

 

表 2 粘度測定の条件 

せん断速度 [1/s] 0.1～100 

測定温度 ［℃］ 36.7 

 

2-4. 3D スキャン・造形データ作製 

 造形物の形状を一般食に近づけるために,Shining3D

社製の光学式スキャナー「Einscan-SE」とスマートフォン

の多連写式スキャナーアプリ「WIDAR」を用いて,実際の

食品をスキャンし,造形データの作製を行った(図 3). 

スキャン対象は市販のカボチャ・ニンジン・トマトとした．

スキャンデータは編集ソフト「magics」を使用し,編集を行

った. 

 

  

図 3 Einscan-SE とスキャンの様子(左), 

WIDAR とスキャンの様子(右) 

 

 

2-5. 一般食と高機能介護食の栄養価比較 

 比較対象は一般食のニンジン皮無し(ゆで)と「野菜パ

ウダー・水」,「野菜パウダー・栄養補助剤」の 3 種類の

100g 当たりのカロリー量,たんぱく質量の比較を行った.

エネルギーとたんぱく質の計算式を(1)式に示す. 

𝑛 =
𝑝𝐴+𝑤𝐵

𝐴+𝐵
・・・（１） 

n=エネルギー[kcal],たんぱく質 [g] 

p=100g 当たりのパウダーのエネルギー[kcal], 

たんぱく質 [g] 

w=100g 当たりの水分,栄養補助剤のエネルギー[kcal],

たんぱく質[g] 

A=パウダー重量[g] 

B=水分量,栄養補助剤重量[g] 

 

野菜パウダーと栄養補助剤のメイバランス(明治)の比率

をそれぞれ 2:6,2:7,2:8 とした 3 種類の食材インクを作製

し,WIDAR による 3D スキャンデータで 3D 造形を行った. 

 

3. 結果と考察 

3-1. 食材インクの分量比と 3D 造形可否の調査 

 図 5 に各インクの造形結果を示す.全ての野菜パウダ

ーに共通して,水分含有量を減らすにつれて形状保持

力が上がり,形状が明確になった. 

カボチャパウダーに関して,パウダー：水の比率 2:4 の

インクは吐出が難しく,造形データ通りに造形することが

できなかった.2:5 のインクでは形状は保持されるが,内

部に隙間ができた.2:6 のインクは形状保持力・吐出能

力ともに高かった.2:7 のインクは水分量が多いため,形

状保持が困難であった. 

ニンジンパウダーに関して,2:4 のインクは吐出が難し

く , 造 形 デ ー タ 通 り に 造 形 す る こ と が で き な か っ

た.2:5,2:6 のインクは形状保持力・吐出能力ともに高か

った. 2:7 のインクはカボチャパウダーと同様に形状保持

が困難であった. 

トマトパウダーに関して,2:4,2:5,2:6,2:7 のインクは形

状保持力・吐出能力ともに高かった. 

 

a) 

 

 

 

 

 

b) 
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c) 

 

 

 

 

 

図 5 各インクの造形結果 

a)カボチャパウダー b)ニンジンパウダー 

 c)トマトパウダー 

 

3-2. 食材インクの粘度測定 

 レオメータでインクの粘度を測定した.結果を図 4 に示

す.全てのインクはせん断速度を上げると粘度が低くなり,

水分含有量が増加すると粘度が低くなった.また,人が飲

み込む際に,液体が喉を流れるせん断速度は 50 s-1と報

告されている (1).この速度における各インクの粘度を表

3 に示す.これらはユニバーサルデザインフード（UDF）

における介護食の粘度下限値 1500mPa•s を上回ってい

る.これに造形結果を考慮すると,パウダー:水の比率は

カボチャの場合,2:6,ニンジンの場合,2:5,2:6,トマトの場

合,2:4,2:5,2:6,2:7 のインクが介護食として適していると

考えられる.以後,造形にはパウダー:水の比率は 2:6 を

使用する. 

 

a) 

b) 

c) 

図 4 各インクのせん断速度-粘度 

a)カボチャの粘度 b)ニンジンの粘度 c)トマトの粘度 

 

表 3 せん断速度 50 [1/s]における 

各インクの粘度 [mPa・s] 

 

 

3-3. 3D スキャン・造形データ作製 

 Einscan-SE と WIDAR によってカボチャ・ニンジン・トマ

トの 3D スキャンを行った.結果を図 5 に示す.Einscan-

SE によるカボチャ・ニンジンのスキャンは可能であった

のに対して,トマトのスキャンは困難であった.これは光学

式スキャナーが光沢の強い物体や透明な物体,黒い物

体には向いていないことが原因であると考えられる. 

一方,WIDAR によるスキャンはすべて可能であった.これ

は多連写式スキャンが物体の形状や性質に影響が少な

いためと考えられる. 

 また,3D スキャンによるスキャンデータを STL 方式に変

換し,造形を行った.結果を図 6 に示す.いずれもスキャン

した 3D データで造形物を造形することが可能であった. 

 

a) b) 

c) d) 

e) 

 

スキャン不可 

f) 

図 5 スキャン結果 

a)カボチャ(Einscan-SE) b)カボチャ(WIDAR) 

 c)ニンジン(Einscan-SE) d)ニンジン(WIDAR) 

 e)トマト(Einscan-SE) f)トマト(WIDAR) 
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a)  b)  

c) d) 

e)  

 

 

造形データなし 

f) 

図 6 スキャンデータデータによる造形結果 

a)カボチャ(Einscan-SE) b)カボチャ(WIDAR) 

c)ニンジン(Einscan-SE) d)ニンジン(WIDAR) 

e)トマト(Einscan-SE) f)トマト(WIDAR) 

 

3-4. 栄養補助剤添加介護食の造形結果と一般食との

栄養価比較 

 造形結果を図 7 に示す.分量比が 2:6 の場合,インフィ

ル造形時に吐出されにくい時がある.2:7 の場合,吐出量,

形状保持力ともに高くなった.2:8 の場合,形状がはっきり

しない箇所がある.したがって,2:7 が適していると考えら

れる.ニンジン皮無し(ゆで),「ニンジンパウダーと水」,「ニ

ンジンパウダーとメイバランス」の 100g 当たりのエネルギ

ー,たんぱく質量を表 4 に示す.一般食であるニンジン皮

無し(ゆで)に対して,ニンジンパウダーを用いることでエ

ネルギー,たんぱく質ともに大幅に増加することがわかる． 

 

図 7 各インクの造形結果 

 

表 4  100g 当たりの栄養素 

 エネルギー

[kcal] 

たんぱく質 

[g] 

ニンジン皮無し 28.0 0.7 

パウダー:水 

2:6 

80.3 1.8 

パウダー:メイバランス 

2:7 

195.7 7.8 

 

4. 結論 

 3D 造形に適切なインクの分量比を吐出能力や形状保

持力の観点から決定した.また,介護食として適した粘性

であるかをレオメータを用いて測定し,UDF の規格と比

較することで確認した. スキャンした 3D データを用いて、

３D プリンタによる造形が可能であることを確認した． 

Einscan-SE と WIDAR の比較では多連写式スキャンで

ある WIDAR が食品のスキャンに適していることが分かっ

た.スマートフォンのアプリで 3D スキャンを行うことで 3D

データ作製工程が容易になり,汎用性の向上が期待され

る.野菜パウダーを使用することで一般食に比べて,少量

かつ高栄養素の介護食を作製することができる. 

 

5. 今後の展望 

 食品 3D プリンタによる介護食を普及させるために，料

理の再現のバリエーションを増やす必要がある.そのた

め他の野菜パウダーを使用し,3D スキャン・造形を行っ

ていく.現在,市販の栄養補助剤を使用しているため,甘

みや香料の影響がある.これを改善するために,味の変

化が少ない栄養補助剤を作製し,高機能化された食材

インクの作製を行っていく.本研究では単一の食材イン

クによる造形を行ったが,見た目の表現を多彩に，食感

を再現するために今後 2 種類の食材インクによる造形も

試行する． 
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ポリゴンモデリング技法を 3D プリント用ツールパス表現に直接変換する 

ソフトウェアの開発 

Converting Polygon Modeling Techniques Directly into Toolpath Representation for 3D Printing 

Software Development 
 

知念 司泰 1，松岡 康友 2，田中 浩也 1 

Moriyasu Chinen1, Yasutomo Matsuoka2, Hiroya Tanaka1 
 

1慶應義塾大学 環境情報学部，2慶應義塾大学 政策・メディア研究科 
1 Faculty of Environment and Information Studies, Keio University, 
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【要約】 

本研究ではポリゴンモデリングをベースとした非平面３D プリント手法を提案する．一般的なＭａｔｅｒｉａｌ Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ式３

D プリント用スライサーでは，３D モデルを平面スライスすることでツールパスを生成するため，一様な異方性と積層痕

が生まれ，形状によって造形品質及び強度の悪化に繋がりやすい欠点を持つ．対して非平面スライスは３D モデルの

輪郭や任意の異方性に沿ってスライスを行うため，造形品質及び強度の向上が見込める点で注目されている．そこで

本研究では有機的な曲面形状の生成に長けたポリゴンモデリング技法をベースとした非平面スライスソフトウェアを開

発し，サンプル製作とその応用可能性について考察した． 

キーワード：非平面３D プリント，ポリゴンモデリング，スライサー，Gcode，MEX 

 

【Abstract】 
This study proposes a non-planar 3D printing method based on polygon modeling. It is based on a general Material  

Extrusion In general 3D printing slicers, toolpaths are generated by slicing a 3D model into planar slices, which results 
in uniform anisotropy and stacking traces, and has the disadvantage that it easily leads to deterioration of build quality 
and strength depending on the shape. In contrast, non-planar slicing is a method that slices along the contours and arbitrary 
anisotropy of the 3D model, and has attracted attention for its potential to improve modeling quality and strength. In this 
study, we developed a non-planar slicing software based on a polygonal modeling method that excels in generating 
organic shapes, fabricated samples, and discussed their potential applications. 
Keywords: non-planar 3D printing, polygon modeling, slicer, Gcode, MEX 
 
1.序論 

  近年，大型化が比較的容易で環境負荷を抑えられ

る観点から Material Extrusion 式の 3D プリンタ(以下

MEX3DP)が注目されている．MEX3DP で一般的に用い

られる平面スライス方式では，３D モデルを平面でスライ

スした断面をもとにノズルを動かし，材料を高さ方向に

積み上げることで３Ｄプリントを行う．そのため形状に関

わらず，地面に対し水平な積層痕が生じる．この積層痕

は形状によって造形品質と強度の悪化につながる．レイ

ヤーピッチの高さに比例してこの影響は大きくなるため，

特に家具～建築スケールの MEX3DP で審美性を備え

たものを作るには造形上の制約が非常に大きい．そこ

でＭＥＸ３ＤＰで綺麗に造形できる形状を拡張する非平

面スライス方式が注目されている．この方式では３D モ

デルの輪郭に沿ってツーパス生成を行うため（図１），造

形品質及び強度の向上が見込める． 

非平面ツールパスの生成には 3D モデルを解析し自

動でツールパスを生成する事例[1,2]やツールパス自体

をモデリングする事例[3,4]などが存在する．後者の中で

は様々なモデリング技法が見受けられ，技法ごとに得意

とする形状に差異がある．本研究では新たにポリゴンモ

デリングをベースとしたソフトウェアを開発した．ポリゴン

モデリングは 3DCG 制作などに用いられ（図２），手作業

で有機的な曲面形状の生成を行うことに長けているた

め，3D プリンタの特性を生かした多様な形状生成を容

易にすることが期待できる． 

 
図１．左：平面３DP，右：非平面３DP 
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図２．ポリゴンモデリングの例 

 

2.関連事例 

自動でツールパスを生成する事例としては Ai 

Build[1]や Print Path Key-framing[2]などが挙げられる．

設計段階でツールパスの流れを考慮する必要がないた

め形状生成が容易であるが，一方でツールパスの流れ

を細かく制御することができない．対して手動で生成す

る事例では形状とツールパスを同時にモデリングするこ

とで詳細な積層痕のデザインが可能である．そのため，

モデリング技法によって作りやすい形状に違いが生ま

れる．例えば[3]は NURBS モデリング技法を用いており，

NURBS モデリングの特徴である数理的で滑らかな曲面

の生成に長けている．Nozzle Boss[4]はスカルプトモデリ

ング技法を用いることで粘土をこねるような有機的な形

状生成に長けている．本研究では新たにポリゴンモデリ

ング技法を用いている点において他の事例と異なる． 

 

3.ワークフロー 

本研究では任意の 3DCAD，3DCG ソフトで作成した

メッシュデータから GUI 操作のみで Gcode に変換する

ソフトウェアを Rhinoceros[5]のプラグインとして開発し

た．具体的なワークフローは以下の５ステップとなる．

（図３） 
 

1.モデリング 

ポリゴンモデリング 

2.エッジ抽出 

メッシュの横線を非平面ツールパスとして抽出 

3.レイヤー補完 

レイヤーピッチに応じて横線を補間 

4.ツールパス編集 

テクスチャ，インフィル構造の付与 

5.書き出し 

線を GCODE へ変換 

 

 
図３．ワークフロー 

 

4.モデリング 

ポリゴンモデリングソフトには，手作業で複雑な形状を

モデリングするための機能が備わっている．ここでは多

くのソフトに備わる普遍的な機能を紹介する． 

4.1 サブディビジョンサーフェス 

サブディビジョンサーフェスはポリゴンメッシュを規則

的に分割することで，粗いポリゴンをなめらかに細分化

する機能である．この機能によって，少ない制御点操作

で有機形状を作ることができる．（図４）では 2080個の頂

点を 80 個の制御点で操作している． 

 
図４．サブディビジョンサーフェス 

 

4.2 クリース 

クリースを使うことでサブディビジョンサーフェスの任

意のポリゴンエッジを角ばらせることができる．これによ

って（図５）のようにサブディビジョンサーフェスの恩恵を

受けながら，柔らかな曲面形状のみならず，エッジのあ

るシャープな形状のモデリングも可能となる． 

 
図５．左：クリースあり 右：クリースなし 

 

4.3 データ制作上の制約 

本手法ではポリゴンモデリングによって生成したメッシ

ュの横線に基づいてツールパスを生成する．そのため

ポリゴンモデルには以下の制約が生じる． 

・クワッドメッシュのみで構成されていること 

・横線の傾きが最大傾斜角以下であること 

・ 機 械 と モ デ ル が 衝 突 し な い 形 状 で あ る こ と 

それぞれについて以下に詳述する． 

 

4.3.1 クワッドメッシュのみで構成されていること 

頂点数が 4 点で構成されるクワッドメッシュ以外が混

在すると（図６）のように横線抽出工程が破綻してしまう． 

 
図６．クワッドメッシュ以外が混在した様子 
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4.3.2 横線の傾きが最大傾斜角以下であること 

一般的な 3 軸３D プリンタで非平面３D プリントを行う

場合，造形物がノズルに対して斜めに接するため，その

傾斜角を考慮したデータを設計する必要がある．傾斜

角が大きくなり，最大傾斜角を超えると造形に荒れが発

生する（図７，８）．最大傾斜角はノズル径，材料，温度，

造形速度などに左右されるが，25～40°の範囲内とな

ることが多い． 

一方ロボットアームなどの５軸３D プリンタは造形物に

対してノズルが垂直に接するように傾けることができるた

め，傾斜角の制限を受けずに造形することが可能であ

る（図９）． 

 
図７．造形荒れが生じている様子 

 
図８．3 軸 3D プリンタで非平面造形をした場合 

 

 
図９．ロボットアーム３D プリンタを使った５軸造形の様子 

 

4.3.3 機械とモデルが衝突しない形状であること 

非平面３Dプリントを行う際，図 10のように造形物と機

械が衝突しない形状を設計する必要がある． 

 

 
図１０．機械との衝突例 

 

5.エッジ抽出 

ポリゴンの横線のみを抽出する． 

 
図１１．左：抽出前 右：抽出後 

 

6.レイヤー補間 

最大のレイヤーピッチを指定し，そのレイヤーピッチ

以内に収まるようにツールパスを補間する． 

 
図１２．左：補間前 右：補間後 

 

7.ツールパス編集 

手動では難しいテクスチャ付与や，インフィル生成を

行う．頂点の位置を法線方向に一様に移動することで，

網目のようなテクスチャを均一に付与することが可能と

なる． 

 
図１３．左：編集前 右：編集後 

 

8.書き出し 

造形速度等の設定を行い，Gcode を書き出す． 

 

9.サンプル製作 

開発したソフトウェアを用いてポリゴンモデリング技法

特有の形状を持つサンプルを制作した．ポリゴンモデリ

ング技法は有機的な形状に加え，キャラクターモデルの

胴体と腕（図２）のようにメッシュが枝分かれする分岐構

造を得意とする．そこでそれらを組み込んだサンプルを
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3DCG ソフト Blender[6]でモデリングし，スライスを行った．

造形の際は枝の付け根にあるメッシュエッジでパーツを

四分割し，更にモデル全体が非平面レイヤーであるた

めサポート材となるベッド上で造形を行った（図１４）． 

結果として平面レイヤーでスライスした場合と比較す

ると，枝の付け根の積層が途中で途切れることなく接続

しており，より美しい積層痕を持つ造形となった（図１５，

１６）．また枝分かれ構造の造形はツールパスを自動生

成する事例に見られるが[2]，手動生成によってより木の

枝の分岐構造に分割が可能となった． 

 
図１４．Gcode のプレビュー 

 

 
図１５．造形されたサンプル 

 

 
図１６．左：平面スライス 右：非平面スライス 

 

10.結論 

  本研究では，ポリゴンモデリング技法で非平面３D プ

リント用 Gcode を作成するソフトウェアの開発とサンプル

製作を行い，ポリゴンモデリング技法の有機的かつ多様

な形状生成を得意とする機能が非平面３D プリントへ応

用できることを示すことができた． 

本手法はポリゴンモデリングスキルを持つ人であれば

参入障壁が低い点，家具〜建築スケール MEX3DP で

多様な形状が作れる点で，3DP のさらなる社会実装や

産業応用を設計の側面から後押しすることが期待できる． 

 

実際の応用例としては防災行政無線などが考えられ

る．枝分かれ構造を拡声器として応用することで，全方

位スピーカーを造形できる．有機的な造形を付与するこ

とで，従来よりも自由度を高め，都市の音環境をよりよく

調整できるようになる．さらには，遊具や街灯，彫刻等の

屋外構造物と複合することで街に新たな機能や魅力を

もたらすことが期待できる．今後はこうした応用を実践し

つつ，ポリゴンモデリングスキルを持つポリゴンモデラー

やデジタル造形師への β テストを実施することでソフト

ウェアの改良，並びに本手法ならではの造形を明らか

にする． 

 
応用例 
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MEX-3DP のためのプロシージャルなツールパス編集ツールの開発 
Development of the Procedural Toolpath Editing Tool for MEX-3DP 
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【要約】 

材料押し出し方式の 3D プリンタは Gcode によって造形が行われるため，特殊な Gcode を工夫して設計することで

さまざまな意匠や機能を作り出すことができる．本研究ではアニメーション制作用の CG ソフト上にプロシージャルなス

ライサーを構築することで，既存研究とは異なる特徴を持つツールの開発を図った．具体的には，物理シミュレーショ

ンを用いた Auxetic Pattern の生成ツールの開発とアニメーションを付加した積層モデルのレンダリングを行った．実

装元の CG ソフトの機能を活かして，既存の Gcode 設計プロセスの前後の可能性を拡張した．  

キーワード：プロシージャル，スライサー，Gcode，MEX，レンダリング 

 

【Abstract】 

Material extrusion 3D printers allow various designs and functions to be generated by designing special Gcode with 
original software. In this study, we developed a procedural slicer on CG software used for animation production. Thus, 
the tool has different characteristics from related works. Specifically, we created a software tool to generate the Auxetic 
Pattern using physics simulation and rendered an animated 3d-printed-like model. We extended the possibilities of Gcode 
creation before and after the design process by using the functionality of the CG software. 
Keywords: Procedural, slicer, Gcode, MEX, rendering 

 
1. 序論 

樹脂材料を用いる FFF(Fused Filament Fabrication)

や FGF(Fused Granular Fabrication)をはじめとし，材料

押し出し方式(MEX : Material Extrusion)の 3D プリンタ

を用いた最終製品の製造は広く普及し始めている．樹

脂を用いた小屋[1]や椅子[2]，プロダクトスケールのア

ート作品[3]なども販売されるようになってきた．MEX は

3D プリンタを動かすための座標の羅列であるツールパ

ス，すなわち Gcode によって造形が行われるため，

Gcode を工夫して設計することでさまざまな意匠や機能

を作り出すことができる．特殊な Gcode の設計には既存

のスライサーソフトではなく，専用のツールが用いられる

ことが多い．専用ツールには独自のプラットフォーム上

で実装している事例[4,5]や，特定の CAD ソフト上で実

装している事例[6,7]などが存在する．特定の CAD ソフ

ト上で実装を行うと，プラットフォームとなった CAD ソフト

の特徴が反映されるため，Gcode の設計においても異

なる特徴を持つようになる． 

我々は Gcode の読み書きなどの編集ツールをアニメ

ーションや VFX のための CG ソフトである Houdini[11]

上で実装することによって，新たな特徴を持つ Gcode 編

集ツールが作れないかと考えた．Houdini のようなプロシ

ージャルモデリングソフトを用いて Gcode 設計プロセス

の細分化を行うことで，データの入出力のタイミングを自

由に設けることも可能となると考えた．さらに，時間経過

を利用した物理シミュレーションや，アニメーションの追

加と PBR(Physical Based Rendering)などの Houdini が得

意とする機能と組み合わせることによって，3D プリントの

ための Gcode 設計プロセスのアップデートを図る． 

 

2. 関連研究 

一般的に 3D プリントを行う際にはスライサーと呼ば

れるソフトウェアに 3D モデルを読み込ませ，Gcode を書

き出す(図 1a)．既存のスライサーでは不可能な，特殊な

Gcode を取り扱うソフトウェアにも，さまざまなものが存在

する[4-7]．一般的には MEX のための特定の意匠や機

能を達成するために自作でツールを制作して取り扱う場

合が多い． Ai Build[4]はロボットアームを用いてノズル

のアプローチ角度を制御することで可能になる構造体

を 設計可能な ツ ール を 販売し て い る ． FullControl 

GCode Designer [5]は卓上の 3D プリンタで実験可能な

特殊な造形手法とその形をパラメトリックに変更可能な

ツールを公開している．このような独立したプラットフォ

ームを用いたオリジナルのツールでは，達成したい造形

手法が明確にあり，それを可能にする Gcode を書き出し

可能な機能を提供している(図 1b)．一方で，既存の

CAD ソフトに実装することで，使用者自身がが達成した

い造形を自由に組み立てる事例も存在する．Fabrix[6]

は Illustrator 上の線データを Gcode として書き出し可能

なプラグインを提供している．このツールはグラフィック

デザイナーのような 3D 造形に詳しくない人が 3D プリン

トする物をデザインする場合の障壁を低くしている．

Rhinoceros の Grasshopper[12]上でのツールの実装[7]

は，ノードベースのプロシージャルな設計方法を活かし
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て，より自由度の高い Gcode の設計を可能としている． 

本研究では，Houdini 上にツールを実装することで，

プロシージャルに Gcode の設計が行えるため，設計の

自由度を高めるという点で Grasshopper と似たコンセプ

トを持つが，Houdini が持つ物理シミュレーションやアニ

メーションに使われる機能を活用して Gcode 設計の手

法や活用方法を開拓する点が異なっている(図 1c)． 

図 1. a)一般的なスライサーのワークフロー．b)MEX の特殊な

造形を可能にする Gcode 設計ツールのワークフロー．c)本研

究におけるプロシージャルスライサーのワークフロー 

 

3. ツールの実装 

3.1 Houdini の特徴 

Houdini での Gcode 編集における特徴を考える．

Grasshopper と同様にプロシージャルなソフトウェアなの

で，スライスの処理が細分化されている．そのため，ブロ

ックごとの処理の組み替えや他の CAD ソフトで設計した

データの入出力などを容易に行うことができる． 

Houdini のアトリビュートの概念と Gcode 編集との相

性も考えたい．アトリビュートとは点などに複数の属性

(情報)を持たせられる機能である．Gcode の中身は，座

標を表す XYZ と，材料の吐出量を表す E，移動速度を

表す F，その他の M コードなどで構成されているため

(図 2)，点の位置に加えて吐出量の乗数や移動速度の

乗数をアトリビュートとして格納しておくことで Gcode の

値の管理がしやすくなる(図 3)． 

図 2. Gcode の内部の記述例  

図 3. Houdini のアトリビュートの記述例 

3.2 実装したツール 

実装したツールを図 4 に示す．ツールは主に 3D モ

デルまたは線データのモデリングパート，Gcode の書き

出しパート，Gcode の読み込みパート，Gcode のレンダリ

ングパートに分けられる． 

モデリングパートでは，通常のスライサーのように 3D

モデルからレイヤー分けされた線を作る機能や，パスを

波打たせることによるテクスチャ付与などのいくつかのア

セットを制作した(図 4a)．制作したアセットでは，パラメー

タを変えることによって様々なテクスチャを作り出せる．

Gcode の書き出しパートでは，格納されたアトリビュート

の情報やノズル径などのマシンの情報を利用して

Gcode を生成している(図 4b)．Gcode の読み込みパート

では，Gcode のテキスト情報から座標と吐出量，移動速

度を抽出し，各点のアトリビュートに格納する機能を備

えている．格納された情報を元に色分けなどを行うことも

できる．レンダリングパートでは吐出量からパスの太さを

計算し，積層痕などのテクスチャを反映することで 3D プ

リントされた際にどのような見た目になるのかを確認する

ことができる(図 4c)． 

実装したツールはブロックごとに入力となるデータ形

式と，出力となるデータ形式が決まっており，そのフォー

マットに合わせたデータであれば外部のソフトウェアで

設計されたデータを用いることも可能である． 

図 4. Houdini 上で実装したツール 
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4. アプリケーション 

4.1 Pneumatic Auxetics 

図 5. 物理シミュレーションを利用した 3D プリントフロー 

 

空気を抜くことで任意の起伏を作り出す研究[8]のた

めのツールを制作した．外側の TPU フィルムを用いた

膜と内側の TPE を 3D プリントした内部構造で構成され

ており，空気を抜くことで内部構造の形状に応じて変形

する手法研究である．Houdini を用いたツールでは，

Gcode生成プロセスに加えて，物理シミュレーションを用

いた Auxetic Pattern の形状最適化のプロセスを組み込

んでいる(図 5)．実際に制作したツールを図 6 に示す．

ターゲットの起伏の形状から，三角形のパターンの大き

さを変化させ，厚みと勾配を持つ Auxetic Pattern の逆

設計を行うことで，内部構造を設計した．インプットの形

状を変えることで異なる起伏を作り出すこともできる(図

7)．3D プリントした内部構造は三角形のパターン部分は

硬く，それらをつなぐヒンジ部分は柔らかい必要がある．

三角形の大きさを変えるシミュレーションを行った後にヒ

ンジ部分を柔らかく保つための3Dプリントデータの生成

も行った． 

 

図 6. 形状最適化ツール 

 

図 7. 異なる形状をターゲットとするサンプル 

4.2 レンダリング表現 

図 8. 外部で作成した Gcode を読み込むレンダリングフロー 

 

外部で作成した Gcode ファイルを読み込み，レンダ

リングを行うワークフロー（図 8）について紹介する．オリ

ジナルのツールで Gcode ファイルを読み込むことで，ツ

ールパスの座標と吐出量，移動速度を取得することが

できる．その後，ツールパスの移動量と樹脂の吐出量か

ら 3D プリントした際のパスの太さを計算することで，吐

出の増減に対応しながら積層痕を持つ見た目を再現す

ることができる．  

さらに積層痕をつけたツールパスをレンダリングする

ことによって，実際の 3D プリントを行わずに造形した際

の見た目を確認することができる．読み込んだモデルに

アニメーションを追加することによって本来 3D プリントで

は造形できない形を作ることもできる．既存の積層痕を

モデルとして取り出す試み[9,10]とは表現の方向性が異

なっている． 

図 10 は多色 3D プリントによって造形された花瓶の

写真である．今回はこの花瓶を造形する際に使用した

Gcode を用いて 2 つのアニメーションの PBR を制作し

た．図 11 は積層痕を持つモデルを生成し，モデルに対

して波のシミュレーションをしたレンダリングである．3D

プリントしたものに水をかけた際の印象的な動きを切り

取ることができた．図 12 はモデルを 4 つに複製してアニ

メーションを加えたレンダリングである．モデルの干渉を

考慮する必要がないため，実際には 3D プリントはでき

ないモデルの重なりによる模様の見え方の変化も作るこ

とができた． 

図 10. Gcode から実際に 3D プリントされたモデル 
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図 11. 生成したモデルを用いた水のシミュレーション 

 

図 12. 4 つのモデルを重ね合わせた表現 

 

5. 結論 

Houdini を用いて，Gcode の基本的な編集ツールの

開発と，モデル生成における Auxetic Pattern の設計ツ

ールの制作，Gcode の読み込みとツールパスにアニメ

ーションを加えることによるレンダリング表現を行った．ツ

ールはプロシージャルにスライスの機能をつなげること

で実装しているため，処理の途中のデータを Gcode 以

外の形式で書き出すことができた．3D モデル以外の

Gcode なども途中から挿入することができるため，他のソ

フトウェアとのデータのやりとりが可能になった． 

Auxetic Pattern のシミュレータとモデル作成は物理

シミュレーションを用いた形状の最適化とそのシミュレー

ション結果から 3D プリントのためにデータを最適化まで

を一貫して行った．レンダリングでは，読み込んだ

Gcode にアニメーションを加えることによって 3D プリント

では再現できない形状や環境を構築した．これは 3D プ

リントする以外の Gcode の新たな活用方法と言えるだろ

う．Gcode の価値は 3D プリントを行うのみではなく，デ

ータ自体の美しさや CG 素材としての価値も内在してい

ると考えられる． 

現在は，制作したツールを自身のプロジェクトに用

いているため，Houdini の機能を活用するための用途で

実装を行っている．しかし，実装するプラットフォームの

違いによるユーザー層の変化による用途の変化につい

ては検証がなされていない．今後，ツールを公開し，広

く Houdini ユーザーに使用してもらうことで，既存のスラ

イサーとの違いがより明確になると考える． 
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     3D プリントオブジェクトの着彩過程を用いる動的絵画技法の提案 

Proposal for Dynamic Painting Technique Using Spreading of Liquid in 3D Printed Objects  
 

新田 友美 1，呂 亜輝 1, 筧 康明 1 

Tomomi NITTA1, Yahui Lyu1, Yasuaki KAKEHI1 
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【要約】 

本研究は，絵具とオブジェクトの関係によって生じる着彩や色彩の変化のプロセスを，動的絵画技法として応用す

るコンセプトとアプローチを提案する．これに向け，液体が個体に接した時に自然に広がる拡張ぬれや，毛細管現象

によって液体が微細な空間へ含浸する現象を，3D プリント技術によるオブジェクトの構造設計，色水の表面張力の調

整を通じ，局所的に制御する技法を開発する．この技法により，液体の移動によって展開する着彩および色彩変化の

動的な過程を，動的絵画の表現として用いることが可能となる．本稿では，技法の提案，絵画技法としての基礎的用

例をまとめ，動的絵画の表現としての応用可能性について議論する．   

キーワード：4D プリンティング，デジタルファブリケーション，絵画，現代アート 

 

【Abstract】 

This research proposes a concept and approach for applying the process of coloring and color change that is created 
in the relationship of an object and paints as a dynamic painting technique. We present a method for locally controlling 
spontaneous spreading of the liquid at the contact with the object and the impregnation of the liquid into the space of the 
object by capillary action through the design of the internal structure of the object using 3D printing technology and the 
adjustment of the surface tension of colored water as paints. This makes us possible to create the process of coloring and 
color change that develop as the colored water moves inside the object and apply these phenomena as dynamic pictorial 
expression. This paper proposes a technique, summarizes its basic applications as a painting technique, and discusses how 
this technique will be utilized as dynamic painting expression.  
Keywords:4D printing, Digital Fabrication, Painting, Contemporary Art 
 
1. はじめに 

絵画は伝統的に，紙や布などの素材に絵の具で着

彩することで作られてきた．着彩された顔料はバインダ

によって素材に定着するが，素材側にも着彩層を保持

するための処置が施されることが多い．このような伝統

的絵画の着彩技法は，数十年から世紀単位の保管に

耐えられる堅牢な着彩層の形成と，多彩で自由度の高

い表現を両立させるため，何世紀もかけ，現在に至るま

で精錬されてきた．このような絵画の技法発展の歴史は，

絵画は静的で恒久的であるべきものとして捉えられてき

た現れといえる． 

これに対し，素材と着彩という伝統的絵画の手法を

踏襲しながら，動的な要素を持つ絵画作品が，特に現

代アートやメディアアートとの接点で模索されている [1, 

2, 3, 4]．これらの作品に共通する特徴の一つとして，新

たなテクノロジーや素材によって，展示中に絵画が作成

されたり，見えが変化したりするアプローチを取ることで，

絵画に時間軸を導入していることである．こうした作品で

採用されている非伝統的絵画技法とその使用コンテク

ストは，美術史における課題や一般通念への批判性を

有し，作品設計と実装そのものが表現となっている．し

かし，これらの先行実践においてもなお，最終的な着彩

の定着は維持されている． 

本研究は，静的で二次元的表現という絵画価観に

対し，着彩の広がりや色彩変化のプロセスを表現とする

動的絵画のコンセプトとアプローチを提示し，実体的に

も概念的にも絵画を拡張することを目的とする．これに

向け，3D プリンタで出力したオブジェクトで着彩が多層

的に広がっていく動的な過程を，新たな絵画表現技法

として提案する(図 1)．本稿では，提案，制作手法，絵画

技法としての基礎的用例をまとめ，今後の展望につい

て議論する． 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 着彩・色彩変化の動的過程創出アプローチ 
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2. 3D プリントオブジェクトへの着彩を用いる動的絵画技

法の提案 

本研究では，絵画を素材表面での二次元的表現と

して見るのではなく，より三次元的な奥行きのある色彩

表現として捉える．さまざまな技法によって作り出される

絵画の物理特性は，層状に豊かな質感を作り出す．例

えば油彩技法には，薄い透明絵具層を積層して描くグ

ラッシと呼ばれる古典的な技法がある．重色と呼ばれる

異なる色の層を重ねる混色技法も，このテクニックによ

って可能となる．着彩層を積層して作られた色面では，

内部で光が散乱し，独特の透明感と輝きが生まれる．逆

に，下地が施されていない綿布や吸水性の高い下地で

整えられた画布では，流動性の高い絵具は染み込み，

色面は柔らかな質感を湛える．しかし，どの技法におい

ても，一旦絵具が定着すると，その変更は難しい．また，

下のレイヤが乾いた上から積み重ねるように描かれる為，

下の層の色だけを変更することはできない．これは，着

彩が定着していくことや，描き重ねるプロセスを経ること

の方法論的限界であり，前章で挙げ動的絵画の先行実

践においても検討されていない． 

これに対し本研究では，着彩の定着を想定せず，時

間経過とともに展開する重層的な色彩の広がりや，色彩

変化のプロセスを，動的絵画の表現とすることを提案す

る．具体的には，水平に置かれたオブジェクトに，上方

から色水を滴下し，オブジェクトの構造設計や，色水の

表面張力の調整を通じて，液体が個体に接した時に自

然に広がる拡張ぬれや，毛細管現象により液体が微細

な空間に留まる現象を局所的に制御し，着彩プロセス

が生まれる技法を開発する．そして，その技法を絵画表

現に応用し，従来の絵画の静的性質や，着彩レイヤの

更新不可能性に代替案を示すことで，新たな絵画の可

能性を開くことを目指す． 

着彩される素材には，単位格子から成る構造を持っ

た 3D プリントオブジェクト（以下，オブジェクト），絵具に

は，バインダーを含まない食用色素を水に溶かした色

水を用いる．3D プリント技術でオブジェクトを設計・造形

することで，複数の水平面に対して個別に色水の広がり

を作ることができる．これにより，水平面の位置に関わら

ず，独立して着彩のタイミングを決めたり，色の更新を

行ったりすることが可能となる．また，中空構造を持つ単

位格子によってオブジェクト内部に光を取り入れ，色面

の重なりの視認性を高め，重層的な色彩表現を実現す

る． 絵具として食用色素を溶かした色水を用いると，バ

インダーが入っていないために着彩は素材に定着せず，

着彩や混色が進むプロセスに加え，着彩箇所の移動，

消去なども動的表現として取り入れることができる．また，

色水に界面活性剤を添加し，固液界面張力を調整する

ことで，着彩の広がりやすさや，複数の色水による着彩

領域の分割，混色を発生させることができる． 

 

3. 提案技法の構成と作製手法 

本提案手法は，オブジェクトおよび色水の作製，色

水のオブジェクトへの滴下で進行する着彩から構成され

る．まず，滴下された色水の広がりを利用して多層的な

着彩過程を作るため，単位格子の連続体で構成される

オブジェクトを設計し，液体挙動の局所的制御を行う． 

液体の力学特性と着色性に着目した着彩に関わる

研究は広く行われているが，ほとんどの先行研究にお

いて線形で閉じた流路が用いられている [5, 6, 7, 8]．オ

ープンシステムであるラティス構造における三次元的な

流体制御も実現されているが，マイクロステレオリトグラ

フィで造形された微細かつ精密な構造に限定される [9]．

本研究ではラティス構造に基づく造形を一般的 FDM方

式 3D プリンタで造形可能なスケールで実現し，製造の

容易さ，美術作品として十分な造形サイズを担保する． 

3.1 オブジェクトの作製手法と構造 

今回，オブジェクトを構成する単位格子の基本サイ

ズは，一辺の長さ 5 mm，太さ 0.8 ×0.8 mm角の立方体

とした．これに対し，滴下された色水がオブジェクトの表

面で水平方向に拡散しやすくするために，図 2 のように

液滴が接する単位格子の上面を分割し，いくつかのモ

デルを作成した． 

造形し滴下実験を行ったところ，単位格子の上面を

4 分割，9 分割するようなモデルでは，穴の一辺が 2.0 

mm以下となり，色水の下方向への移動は生じにくくなる．

一方で，分割しないモデルでは，色水は下部にも浸潤

してより広い範囲に広がった．今回は水平方向への拡

散を実現するために 4 章の用例では，9 分割モデルを

基本にし，さらに下のレイヤの色を投下させるために柱

の数を８本に減らし，上面の梁の一部を 0.4 mm 角にア

レンジを加えたモデルを作成した．  

出力 に は 一般向 け FDM 方式 3D プ リ ンタ

（FlashForge Adventurer3）を使用する．同方式では，積

層方向だけでなく水平方向にも微細な溝を作り，造形

方式でぬれ性を高めることができるためである．フィラメ

ントは PLA の透明色（3D Aura, Clear）を用いた．出力

は ，Grasshopper でモデ リ ングし た オ ブ ジ ェ ク ト を

Rhinocerosで STL ファイルとして保存し，FlashPrint5で

スライスして作製した g code ファイルを使用した． 

 

3.2 色水の作製 

次に着彩に用いる色水の構成について述べる．今

回は水の重量に対して 0.1 %の重量の食紅(食用色素青，

共立食品株式会社)を溶かし，界面活性剤含有量 33 %

の濃縮型食器用洗剤(除菌ジョイコンパクト，P＆G ジャ

パン合同会社)を約 10 %程度の比率になるよう加えて作

成した．界面活性剤を加えた水には食紅が溶けにくい

 

 

 

 

0 分割      4 分割           9 分割   9 分割のアレンジ 

図 2 単位格子と分割モデル，9 分割モデルのアレンジ 
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ため，混ぜる順番に留意する必要がある．界面活性剤

を加えた色水は，液滴がオブジェクトに接して直ちに拡

張ぬれとなって着彩が広がり，拡散スピードも界面活性

剤を加えていない色水に対して速い．洗剤濃度は

220 %程度の範囲で変更しても，ぬれ性や拡散スピード

に大きな違いは生じなかった．  

3.3 色水の滴下方法 

ビュレット台に設置したピペットやビュレットから，オ

ブジェクトに色水を滴下して着彩する．本稿の用例では，

ガラス・ピペット（Glass Medicine Dropper, MEDca）を用

いた．ピペット先端からオブジェクトまでの距離を約 6 

mm に設定し，液滴がオブジェクトに着地する位置は，4

つの単位格子上面の中心点となるよう調整する．使用し

たピペット１滴の平均体積は，界面活性剤入り色水では

約 0.015 mlであった．洗剤濃度を 40 %まで上げた色水

でも 1滴あたりの体積には大きな差は見られなかった．  

 

4. 絵画への応用へ向けた基礎的用例 

本章では，提案手法を動的絵画の表現へと応用す

るための基礎的用例を示す．  

4.1 色面の分割，直接混色, 着彩の移動と消去 

均一な単位格子面上では色水が等方的に拡散する

ので，同じ洗剤濃度の色水を複数滴下すると，自然に

ボロノイ分割のように塗り分けができる（図 3）．  

図 3下には，3 色，4 色，5色でそれぞれ塗り分けた

様子を示す．滴下位置やタイミングを調整することで，

オブジェクト上にさまざまな色面パターンが展開される． 

4.2 着彩レイヤを重ねることによる混色（重色） 

3 章で述べた通り，本手法では，色水を下方向へ移

動しにくい構造を作ることができる．これを利用し，異な

る水平面に異なる色を着彩した場合，動的な重色が可

能となる．図 4 は，最上面に青色の色水を，次の水平面

に黄色の色水を滴下したものである．着彩が広がるに

つれ，重色が生じる．  

 

 

 

4.3 着彩の濃淡 

オブジェクトに色水を滴下した際に，構造内の空間

に色水が含浸して留まる構造を付与すると，その部分

だけ色水が溜まり，色が濃く見える．図 5 の右のように，

単位格子の天井を 3 層構造にし，リザバーを 2 層目に

作ると，毛細管現象によって構造の空間に水が止まりや

すくなる．この構造と図 5 左のモデルとの組み合わせで

オブジェクトを造形して着彩すると，図 6 のように，着彩

の進行で色彩の濃淡を発生させることができる． 

 

 

4.4. 用例の組み合わせ 

本章で示した用例を組み合わせることで，変化に富

んだ着彩および色彩の変遷過程を作り出すことができ

る．図 7は，最も上の水平面に対して右上に青，二層目

の水平面に対して右上に赤，左下に黄色を滴下し，一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 同一界面活性剤濃度の色水による塗り分け  

 

図 4 着彩レイヤを重ねることによる混色（重色） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 毛細管現象による水の溜まり場による濃淡 

 

 

 

図 5 毛細管現象による水の溜まり場を設置したモデル 
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層目と二層目でレイヤによる混色技法である重色，二層

目では直接混色の技法を適用した例である. 

 

5. まとめと今後の展望 

本稿は，3D プリントオブジェクトの色水による着彩過

程を動的絵画の表現技法へと応用することを目的に，

色水の表面張力とオブジェクトの構造を通じ，上部から

滴下された色水が，オブジェクト上で拡散する様子を制

御する手法を提案した．提案技法を用いて，着彩，混

色，色彩の濃淡，着彩箇所の移動が出現し，進行する

過程を，本手法を用いた絵画表現の基本要素として示

した．これらの基本要素を組み合わせれば，多様な表

現を作ることが可能である．本研究で，技法としての実

現可能性は示せたが，今後は，美術作品の実現に向け，

造形スケールを大きくし，狙った表現を自動的に発生さ

せるために必要な色水の体積や適切な滴下スピードの

算出を行う必要がある．また，長期間の展示では，色水

の水分が徐々に蒸発してゆくことが想定されるが，その

現象を前提とした表現の考案と展示手法の検討が必要

である．本技法を美術作品に応用する段階においては，

長期間の展示を想定した上での実効性と共に，偶然性

や不確実性を加味した上でなお有効となるプランとコン

セプトの策定，またその妥当性の検討を行う必要がある． 
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Exploring the Wall String Art Expression in the Theme of Destruction and Creation.
佐藤　慶1，山中　翔太1， 牧田 陽奈子1， 髙橋 美帆1， 田中　浩也1

Kei SATO1， Shota YAMANAKA1， Hinako MAKITA1， Miho TAKAHASHI1， Hiroya TANAKA1

1慶應義塾大学　環境情報学部
1Faculty of Environment and Information Studies， Keio University

【要約】

昨今，建築やデザイン領域において「編み」の技術を活用した研究が活発化している．本研究では一度作られたプロ

ダクトを再度違うプロダクトへと作り替える糸の可逆性と，3Dプリンターとの親和性に着目し，創造と破壊をテーマに糸な

らではの表現を追求した．今回は，糸用にノズルの先端を改造した壁面3Dプリンターを用いて，編むとほどくを繰り返す

ストリングアートのインスタレーション作品を制作した．糸の軌跡は，GrasshopperとIllustratorによってコンピュテーショナ

ルに生成し，パスデータをG-codeに変換することで制御した．何層にも及ぶ糸の重なりや，突如ほどかれて再度編まれ

る様子は，データを美しい視覚表現へと変容させる．

キーワード：壁面型3Dプリンター，ストリングアート，糸，インスタレーション

【Abstract】
Nowadays, research utilizing "knitting" technology has been gaining momentum in the fields of architecture and design.
In this research, we focused on the reversibility of knitting, which can remake the product into a different product, and
pursued unique expressions of yarn under the theme of creation and destruction, using 3D printer that has affinity with
the theme.
This time, using a wall 3D printer with a modified nozzle for yarn, we created a string art installation that repeats
weaving and unraveling. The toolpath is computationally generated by Grasshopper and illustrator, and by converting
the path data into G-code, we printed the string art with yarn. The layers of yarn and the way they are suddenly
unraveled and re-weaved, transform the data into a visually beautiful representation.
Keywords:3D， Wall 3D printer， string art， yarn， installation

1． はじめに

「編む」という技術は私たち人類の生活において衣服

や建築をはじめ、今日まで幅広く用いられてきた．編まれ

る素材とその技法は，時代の変化や人々の求める機能と

形に寄り添い，適応しながら変化し続けている．これらを

可能としている編みの，伸縮性・可分解性・柔軟性・ド

レープ性・成形可能性[1]に着目しながら，現代そして未

来において求められる編みについて探求・提案すること

が本研究の目的である．

本論文では，新たな編みの構造や表現の探求の第一

歩として，糸と3Dプリンターの親和性に着目したストリング

アート表現の模索についてまとめる．

２，卓上プリンターでの実装

研究の第一段階として家庭用の卓上プリンターを用い

てストリングアートの制作を行った．ストリングアートとは等

間隔に設置した棒に糸をかけていき,糸の軌跡と濃淡を

活かして幾何学模様などを生成するアート作品である．

構造は3Dweaver[2]から着想を得ており，糸を通したノズ

ル式のヘッドパーツがG-codeによって制御されベッド側

に設けたポールに積層するように糸をかけていく．(図1)

形状については，ストリングアートで用いられる幾何学

模様を描く軌跡をillustrator[3]にて生成し，Fabrix[4]を用

いてG-codeに変換することで制御した．

図1．　卓上3Dプリンターでの実装の様子

３，壁面型プリンターでの実装

3-1 実装環境

卓上プリンターでの実装で糸と3Dプリンターの親和性

を確認できたことにより，インスタレーション作品として大

型化することの可能性を見出した．よって研究の第二段

階として，壁面型3Dプリンターでの実装を試みた．
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今回使用した３Dプリンターはレーザーカッタ―として

一般販売されている「FABOOL Laser Mini」を３Dプリン

ターに改造した物である．[4]プリンター全体の大きさは

1200mm×1200mm×250mm，造形可能範囲は

960mm×960mm×40mmとなっている．(図2)

図2．　装置全体図

3-2 ヘッドの改良

卓上プリンターで使用したヘッドパーツの改良を行っ

た．具体的にはノズルの大きさや長さの調整，素材の検

証を行った．(図3)TPUフィラメントを用いてノズルに柔軟

性を持たせたことで，糸の張力でしなやかに曲がるように

なり，ポールとの接触を回避する機能を持った．また，既

にかかっている糸を引っかけながら横断することで，糸を

弦のようにはじくような動きも見られた．(図4)

図3．　ノズルが糸をかけていく様子

図4．　ほどかれた糸

3-3 ポールの改良

壁面型プリンターは，ガラス用の吸盤を用いて直接窓

ガラスに固定した．ベッド部分となるガラスには，卓上プリ

ンターでの実装の際に使用したポール(図5)を両面テー

プで等間隔に接着した．ポールはPLAフィラメントによっ

て出力した物だが，両面テープの柔軟性により，糸がか

かって張力のある状態でも外れることなく安定した状態を

保った．

図5．　ポール

3-4 データ作成

糸の軌跡は， Grasshopper[5]とillustrator[3]を用いて

ランダムな一筆書きのパスを生成し，Fabrix[6]を用いて

G-codeへと変換することで作成した．(図6)

図6．　Grasshopperでのデータ作成

3-5 糸の使用量と作動時間

作成したG-codeのヘッドの移動速度は1．5m/秒

で、実働時間は約130分であった．これに対して糸は4号

の毛糸(太さ3.3mm)を約150m使用した．このことから，こ

の装置では一分間で約1．125mの糸を吐出しているとわ

かる．そのため，糸の吐出量には0．4m/秒分の差がある

．この差は，糸がほどかれて緩くなった状態でヘッドが移

動することによるものではないかと推測する．

　壁面型3Dプリンターの動作は完璧に正確なものではな

く，フレームの歪みやベルトの緩みによって多少の誤差

が生じた．しかし結果的にはランダムなパスデータを実行

する上で障害はなく，糸の柔軟性と可分解性がこれを補

助していたのではないかと考えられる．

４．まとめと展望

今回制作した壁面型3Dプリンターを用いたストリング
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アートによって，一度作ったものを壊して別の形に再構築

できる糸と，データによって制御する3Dプリンターとの相

性の良さを確認した．(図7)我々は，こうした糸の可分解

性と3Dプリンターの精密性や再現性を掛け合わせた表

現によって，編み×３Dプリンターにおいて新しい価値と

可能性を提示したい．ここでは最後に，ストリングアートと

しての発展性や糸を用いた試みにおける本研究の応用

について考察する．

4-1 既存の概念や機能を再現する

　今回の実装では，ランダムな軌跡による糸の重なりやそ

のふるまいについて観察した．今後より精度を上げること

で，コンピューター上で生成した形を完璧に作成すること

が可能だと考えられる．その上で我々は，糸と3Dプリン

ターを用いて既存のものの概念や機能を再現出来るの

ではないかと考えた．例えば，カーテンや時計といった私

たちの身近なものを再現・再構築することで，ストリング

アートという鑑賞物に機能や役割を持たせることが可能に

なる．そうして生まれたものは，既存のものとは異なった

新しい価値を持つのではないだろうか．

4-2 設置する場所や時間について

　この装置は，窓のような平らな場所であればどこにでも

設置することが可能である．我々は今回，窓という場所を

選んで制作を行い，時間の経過による日光と影との親和

性や，ハロゲンライトを用いたライトアップによる見え方の

違いを観察した．このことから我々は，動的なストリング

アートそのものが場所や時間の流れ，そして鑑賞する

人々と対話し関わり合うような構造への発展性があるので

はないかと考えた．今後は，森や林などの自然的な場所

，ホテルや駅などの人工的な場所といった，異なるシーン

でそれらに調和するモチーフの生成について探究してい

きたい．

4-3 新たな素材や構造についての探求

　糸と3Dプリンターを掛け合わせた際，その素材と構造の

探求は必要不可欠であり，編むという行為において何を

どう編むかを考えることは非常に重要である．そこで，使う

マテリアルからのアプロ―チとストリングアートの構造が生

み出す機能から，本研究の応用について考えたい．ストリ

ングアートや編み物などの糸を使った試みは，編まれた

ものの構造によって制作物の機能は大きく変化する．今

回作成したストリングアートは,やわらかい毛糸素材ならで

はの,「弛む」「絡まる」といった独自の性質を活かすこと

で,破壊と創造というテーマを持ち得た.

　また，ストリングアートの構造は不織布の構造ととてもよ

く似ている．不織布は様々な素材によって作られ，マスク

やおむつなどの身近なものから防音材や補強材などとし

ても用いられている．このように，構造によって得られる特

性を理解して活かすことで，特定の機能を獲得できる可

能性がある．我々は，既存の構造を糸と3Dプリンターを

用いて再現することに加え，これまでにない構造を編み

×3Dプリンターから見出したい．これにより，インスタレー

ション作品としての発展のみならず，プロダクトとして価値

を提案できるのではないかと考える．

図7．　糸を全て使い終わった状態
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DIYバイオプラスチックの配合検討と3Dプリント葉脈への応用可能性

Proportion Studies of DIY Bioplastics and Potential Application to 3D Printed Leaf Veins
阿部 辰海1，坂田拓人1, 牧田陽奈子1, 安宅絢音1, 滑川由記1, 松岡康友2, 田中浩也1

Tatsumi ABE1, Takuto SAKATA1,Hinako MAKITA1, Ayane ATAKA1, Yuki NAMERIKAWA1,
Yasutomo MATSUOKA2, Hiroya MATSUOKA1

1慶應義塾大学,2 慶應義塾大学 政策・メディア研究科
1 Keio University,

2 Faculty of Media and Governance, Keio University
【要約】

　本研究では、身近に入手できる食べ物の廃棄部分などを主成分とし、簡単な調理をするだけで作成ができるDIYバイ

オプラスチックを素材・配合などの様々な観点から探求し、その物理的特性を葉脈の立体・動的表現に応用する試みを

行った。製作素材の材料・配分等の調整によって変化する収縮率や、水溶性等の独特な性質を用いて、葉の持つ生命

的な曲線形状や立体構造を模倣しながら、半自然・半人工の印象を与える葉を表現した。そして、できあがった葉に対し

て新たな機能的役割を見出しながら、デザインプロセスを進めている。本稿ではその過程を追いながら、可能性と課題を

議論する。

キーワード：葉脈, DIY, バイオプラスチック, 4D変化

【Abstract】
In this research, we explore DIY bioplastics, which we can cook without difficulty from readily available food residues, from various
perspectives, such as materials and their compounding ratio. Using these DIY bioplastics, we attempt to apply their physical
properties to a dynamic and three-dimensional expression of leaf veins. We expressed leaves that give the impression of artifacts and
natural objects by expressing the life-like curved shape and three-dimensional structure of leaves, using unique properties of
water-soluble and shrinkage rate that we can control by adjusting the ingredients and compound ratio of DIY bioplastics.. In addition,
We design to assign a functional role to it. This paper follows the process and discusses the possibilities and challenges.
Keywords: leaf veins, DIY, bioplastics, 4D transformation

1. 序論

DIYバイオプラスチックとは、オレンジの皮などの基本

的に身近で発生する材料を用いて、家庭でも作成できる

プラスチック材料のことである。近年では、素材の入手性

や生分解性が期待できることから、DIYバイオプラスチック

が注目されつつあり、作成方法のレシピも複数公開され

ている。[1][2]　一方で、DIYバイオプラスチック特有の、

高い収縮率や質感などに目を向けた研究は未だ少な

い。

そこで我々は、DIYバイオプラスチックの特性を4D表

現に活かせるのではないかと考え、静的で生命力に満ち

た「葉脈」をモチーフとして取り上げた。DIYプラスチック

の特性を模索し、新たな有用性を提示するとともに、DIY

プラスチックと異素材を組み合わせることで生み出され

る、半自然・半人工の印象を与える葉の可能性を探求す

る。

2. 葉脈の造形手法

　　葉脈を3Dプリントする先行研究には、葉脈が形成され

るアルゴリズムに基づいて人工的に葉脈を生成する事例

がある。[3][4]一方で本研究では、本物の葉脈の形状に

近づけるため、実際に植生している植物から葉脈を正確

に抽出し、熱融解積層方式(以下FFF方式)の3Dプリンタ

を用いて平面で出力する手法を用いた。

2-1. 葉脈の抽出

葉から葉脈を浮き上がらせるため、漂白剤等を用いて葉

脈標本を作製した。さらに、二次元画像化した葉脈を

Illustratorにて画像トレーススクリプトや手書きでのトレー

スによってパス化した。データの作成には、Illustratorの

パスをGCODEに変換するツール、Fabrix[5]を用いた。

図1. 葉脈標本からパスデータを抽出している写真

2-2. 葉脈の拡大・縮小

　葉脈本来の大きさでは不可能な、新たな表現を模索す

るため、Illustratorでパス化した葉脈を拡大・縮小して3D

プリントすることで、現実の葉とは異なるさまざまな大きさ
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の葉脈を作成した。

縮小する際は、それに応じて吐出量やノズル径を細かく

調整することで、有機的で細やかな脈を再現した。（図2）

また、人が入れるほどに拡大し、立体化することで、葉

脈の美しさを体感できる空間を作製した。(図3)

図2. 縮小した葉脈

図3. 拡大・立体化した葉脈

3. DIYバイオプラスチックの特性探求

DIYバイオプラスチックのレシピは複数公開されてい

る。我々は、そのレシピの中からいくつかを選定し、材料

を変更・配合させることで、葉脈の表現に応用できる特性

を探求した。

今回用いるレシピ選定の基準として、葉脈を表現する上

での乾燥後の強度や、質感、収縮率に着目した。それら

の基準に基づき、FabLab Barcelona[2]が提供するオレン

ジの皮を利用したレシピ(Squeeze the orange)、

FabTextile[1]が公開している、アガー（海藻を原料とした

植物性のゼリーの素のこと）をベースとしたレシピの2種類

を用いた。

3-1. 硬さの探求

　靭性があり、葉脈を大型で造形しても形状を保持でき

る程度の強度を実現することを目標に、オレンジの皮を

用いた素材[2]を用いて硬さの変化について探求した。

生分解性プラスチックフィルムの先行事例[6]をもとにキ

トサン・セルロースを加え、その配合比を変化させることで

適切な靭性を模索した。(図4)

結果として、キトサン・セルロースを加えたことによって

硬さの制御が可能になり、適度に靭性のある素材の配合

比も発見することができた。

図4. 素材の配合比を変えて制作したサンプル

3-2. 質感の探求

　DIYバイオプラスチックは、自然物に近い独特の質感を

持つ。オレンジの皮を用いたDIYバイオプラスチックを用

いて質感変化の検証を行った。(図5)　ベースとなるオレ

ンジの皮を他の果物等と入れ替えることにより、色味や透

明度などの質感が大きく変わることが確認できた。

図5. 材料変更による質感変化の検証

3-3. 収縮率の探求

　DIYバイオプラスチックの硬化は、材料同士の化学反

応・乾燥によっておこる。その際、FFF式3Dプリンタに用

いられるプラスチックと比較すると収縮する度合が大き

い。本来であれば、収縮は造形を不正確にさせるため、

非常に厄介であるが、我々は収縮を葉脈の表現に応用

する試みを行った。

収縮率について、アガーをベースとした素材を用いて

探求した。この素材は、粉寒天状のアガーと水ででき

ている。このうち、水分を変数として複数のサンプルを作

成し、比較実験を行った。結果として、アガーに対しての

水分比が大きいほど、収縮率が高くなることがわかった。

(図6) また、アガーをベースとしたDIYプラスチックは乾燥

過程で、枯れ葉のような立体形状に変形することがわ

かった。

図6. アガーベースの素材乾燥前(左)と

乾燥後(右)
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4. 異素材の組み合わせによる葉脈表現の追及

　3章での探求をもとに、独特な性質を持つDIYバイオプ

ラスチックと、2章の平面で出力した葉脈を組み合わせる

ことで、葉脈の新たな表現を模索した。

4-1. 収縮による葉脈の4D表現

　ポリ乳酸(以下PLA)を用いてFFF方式で出力した手の

ひら程度の大きさの葉脈と、作成したアガーをベースとす

るDIYバイオプラスチックを組み合わせた。外側のDIYバ

イオプラスチックが乾燥し収縮・硬化すると、内側の葉脈

もそれに応じて形状変化し、まるで枯葉のような表現が現

出した。(図7) 短い時間で収縮が起こり、平面から有機的

な曲線を持つ立体物へと移り変わる様子を確認すること

ができた。

　　　　　　　

図7.  PLA×DIYバイオプラスチック

4-2. 葉脈の素材ごとの変化

　収縮した際に、葉脈自体の硬さが形状変化に影響する

のかを確認するため、固い素材であるPLAのみならず、

柔らかい素材である熱可塑性ポリウレタン(以下TPU)を用

いたものも作成した。

　PLAの葉脈では、曲率がなめらかで自然な、枯れ葉の

ような造形ができる一方で、より柔らかいTPUの葉脈で

は、激しい収縮率によって葉が完全に丸められたような

造形になることが確認できた。(図8)

　　　　　　　

図8. TPU×DIYバイオプラスチック

4-3. 葉脈の拡大による収縮への影響

　葉脈を大型化しても収縮表現が現れるかを確認するた

め、図6で使用した葉脈を約5倍に拡大してPLAで出力

し、アガーを用いたDIYプラスチックと組み合わせた。(図

9) 結果として、スケールを拡大しても、小型の葉脈と同様

に収縮表現が現れることがわかった。また、より繊細に収

縮が葉脈に反映されることがわかった。

　　　　　　　　　

図9. アガーベースの素材と組み合わせた大型のPLA葉脈

4-4. 大型葉脈の制作

オレンジの皮を利用したDIYバイオプラスチックを、大型

で出力したPLAの葉脈と組み合わせた(図10)。自然的質

感をもつ柔らかな印象の素材であるDIYバイオプラスチッ

クと、人工的で無機質な質感であるPLAを組み合わせる

ことで、コントラストの美しい人工葉を作成した。

図10. PLA×DIYプラスチックで作成した大型の葉脈

5. DIYバイオプラスチックを用いた葉脈の大型出力

より有機的で、自然物に近づけた表現を目指して、葉脈

をDIYバイオプラスチックを用いてロボットアームから液体

吐出する試みを行なった。

5-1. 液体滴下式プリンタの構築

　DIYバイオプラスチックを、あらかじめ設計した軌跡デー

タどおりに液体吐出する上で必要となるロボットアーム環

境の構築を行なった。我々が扱うDIYバイオプラスチック

の性質として、硬化前は液体に近いペースト状となってい

る。よって液体を保持しつつ吐出を制御する必要があっ

た。そこで、3Dフードプリンタやセラミックプリンタ等に採

用されている、空気圧押し出し方式を採用した。

　ベースとなる工作機械として、ロボットアーム式大型3D

プリンタであるArchiFAB MAIを使用した。また、エクスト

ルーダー部分には、市販されている電動空気圧式のコー

キングガンを使用し、ArchiFAB MAIのプリントヘッドに取

り付けた。(図11)

ArchiFAB　MAIで使用されるコンプレッサーをコーキン

グガンに取り付けることで、GCODEの操作により液体吐

出のON/OFFを制御する。また、圧力調節器を手動で

操作することで、素材の粘性に応じた途出量の操作

を可能とした。
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図11. ArchiFAB MAI を用いた液体滴下式3Dプリンタ

また、吐出をOFFにしても液体が出続けてしまう現象を

防ぐため、吐出OFFと同時に開く弁を設け、余分な空気

圧を逃す仕組みを構築した。

5-2. 材料の作成

吐出する素材として、比較的粘性の調整が容易である

オレンジの皮を利用した素材を選択した。液体滴下式プ

リンタがきれいに吐出をしやすくなるよう、素材の水分比

を全体の78%に調整したことで、吐出に適切な粘性にする

ことができた。また、吐出物の定着の観点から、ベッドに

あたる素材には綿100%の布を敷いた。

　

5-3. 結果

　安定的に吐出することができ、糸引きが起こることはほと

んどなかった。(図12左) 一方で素材がノズルから少量垂

れ落ち、パスの書き始めが汚くなってしまう現象が発生し

た。また、吐出後の素材が広がってしまい、本来の予測し

ていたパスよりも太くなってしまう現象も見受けられた。今

後の改善点としては、パスデータの書き順を整理すること

で吐出OFFでの移動を減らすこと、また素材の広がりを

予測して吐出量を制御する、ということが考えられる。

また、乾燥後は、DIYバイオプラスチックが大きく収縮

し、布の裏側から見ると、脈の間の布が張った状態になっ

ていることがわかる。(図１２右)　天然素材を利用したDIY

バイオプラスチックの時間経過による収縮と人工物である

布の組み合わせにより独特な美しさを持つ葉脈表現が生

まれた。

図12. 出力中の様子(画像左)と、

乾燥後、布を巻き込んで収縮している様子(画像右)

6. 結論

　本研究では、自然物である「葉脈」を3Dプリントで表現

する手段としてDIYバイオプラスチックを探求し、半人工・

半自然の印象を与える葉を表現しようと試みた。材料の

配合調整や入れ替えなどによって特性を変化させること

が可能であることを示した。また、DIYバイオプラスチック

独特の性質である収縮や質感を効果的に葉脈の表現に

応用できることが確認できた。加えて、液体滴下式プリン

タを構築したことで、さまざまな粘性を持つ素材を安定し

て吐出することができる環境を構築した。

7. 今後の展望

　現在地球上では、気候変動や森林伐採などによる生態

系の崩壊によって様々な種が絶滅に追いやられている。

我々が普段何気に見ている植物も、数十年後、百年後に

は絶滅して姿を消しているかもしれない。そこで我々は、

制作した葉を、植物の種を運ぶ媒介物として、デザインの

提案としたいと考えている。制作過程で、実際に植生して

いる植物の種を、DIYバイオプラスチックに埋め込む。そ

して、地面に設置することで、微生物や天候などの周辺

環境によりバイオプラスチックが徐々に分解され、種が土

壌に放たれるような仕掛けをつくる。媒介物であった葉は

いずれ消えてなくなり、中に埋め込まれていた種は、溶

けたDIYバイオプラスチックの成分を養分として生長

する。我々はこれを、種のタイムカプセルとして捉え、豊

かな植生を未来へとつなぐ象徴としてデザインし、社会的

価値を生むかどうかを検討していきたい。。
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転がす行為を促す遊具”つちだるま”と動的環境デザイン 
“Tsuchidaruma” playground equipment that encourages rolling and dynamic environmental 

design  
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Nanaka MATSUKI1 ， Hiroya TANAKA1 
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【要約】 

本研究は，昨年度の 4DFF2021 で発表した“苔を活かした日本型「土」プリンティングによる社会

環境彫刻の試み“の派生・発展形プロジェクトのひとつである．昨年度は，土などの自然材料で構成

された大型 3D プリンタによる彫刻と，それが都市の微生物環境を調整する可能性について報告した

が，微生物多様性を促進するためには，作品内部の土壌攪拌が必要であることが課題として明らかに

なった．そこで今回は，土壌攪拌を容易にすることと，人間との積極的なインタラクションを実現す

ることを両立させるべく形状の再検討を行い，人の手によって転がすことのできる遊具”つちだるま”

の着想へ至った．この遊具はジャイロイド構造で充填された外骨格を持つ高さ 35cm の等高重心立体

であり，表面は苔で覆われ，内部には森から採取した土壌を投入している．本稿では，つちだるまで

自発的に遊ぶ体験がそのまま土壌攪拌へと直結するデザインを提案し，実証実験へ向けての可能性

と課題を整理する． 

キーワード： 3D プリンタ， 遊具， マテリアル，土，苔，都市 

 

【Abstract】 
This research is one of the derivative/developmental projects of "Attempt of Sculpture for Social and Biological 

Environment by Japanese Style "Soil" 3D Printing Utilizing Moss" which was presented at 4DFF2021 last fiscal year．
Last year, we reported on a large 3D printer sculpture composed of soil and other natural materials and its potential to 
regulate the urban microbial environment. However, it became clear that soil agitation inside the work is necessary to 
promote microbial diversity as an issue．In this study, we reexamined the shape of the device to achieve both easy soil 
mixing and active interaction with humans, and came up with the idea of "Tsuchidaruma," a plaything that can be rolled 
by human hands．The play equipment is a 35cm tall geometric objects that maintain a constant height when moved with 
an exoskeleton filled with a gyroid structure．Its surface is covered with moss, and its interior is filled with soil collected 
from the forest. This paper proposes a design in which the experience of playing spontaneously until the tsuchidaruma is 
directly linked to soil agitation, and outlines the possibilities and challenges for a demonstration experiment. 
Keywords: 3D printer， playground equipment， material， soil， moss， urban 
 
 
1. 序論 

昨年度の4DFF2021にて，“苔を活かした日本型「土」

プリンティングによる社会環境彫刻の試み“を発表した

［1］．これは日本における土材料を使用した建築スケー

ル 3D プリンティングの新たな価値を提案するものであ

る．土材料を用いた 3D プリントは日本の温暖湿潤気候

において，造形の面から不利であるが，一方で植物が

繁茂しやすいといった特性がある(図 1)．これは制作し

たものが次第に置かれた環境に馴染み，周囲の環境に

負荷を与えないというメリットと言える．この点に注目し，

土を主材料とした彫刻を制作した．内部には森林から

採取した土壌を投入し，都市空間に移植することで森

の持つ潜在的状態を新たな環境下で可視化することを

試みた（図 2）．制作した彫刻は福岡県，千葉県の二か

所で展示し，千葉県での展示終了後，同県内の遊休地

に移設し常設とした（図 3）．  

図 1．屋外に放置した土から植物が生える様子 
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図 2．制作した彫刻の略図 

図 3．常設した彫刻 

常設後，彫刻内の二箇所と彫刻周辺から土壌を採取

し，隔週で三度にわたるマイクロバイオーム解析を行っ

た（図 4）．土壌中に存在する細菌の複雑な群集構造を

網羅的に同定し，多様性や組成を解析した．結果，彫

刻上部の浅い箇所から採取した土の微生物多様性が

一番高く，一度落ち込んだ値が回復するレジリエンスが

確認できた．また，人間の免疫調節に有効な種が彫刻

内の深層部分に多く存在していることがわかった（図 5）．

解析結果と専門家のアドバイスから，彫刻内部の土壌を

定期的に攪拌することで，土壌全体に空気を供給し，

微生物増殖に効果的であることに加え,深層部に存在し

ている微生物に人間が触れることが可能になると考えた． 

図 4．土の採取箇所 

図 5．生物多様性を表すグラフ 

人間と微生物の関係について，生活環境における

緑地の割合と住民の一般的な健康状態に正の相関が

あるという研究がある［2］［3］．また，アレルギー疾患など

の特定の症候群は，都市化の進行に関連しているとい

った研究も存在する．都市化に伴う衛生技術向上により

幼少期から微生物に触れる機会が減少するため，人間

の免疫系が不具合を起こすことが一つの要因であると

言われている［4］［5］．土壌に含まれる多様な微生物に

積極的に触れる機会を提供する遊具を制作し都市に持

ち込むことは，新しい都市デザインのひとつとして活用

される可能性がある．  
 

2. つちだるま 

以上の経緯を踏まえ，内部に投入した土壌を撹拌し

やすい構造であること，人間と積極的なインタラクション

を生む形状であること，の二点に注目して形状の再検

討を行い，”つちだるま”を提案する（図 6）．つちだるま

はジャイロイド構造で充填された外骨格を持つ，高さ 35

ｃｍの等高重心立体である．表面には苔を巻き付け，内

部には森から採取した土壌を投入する（図 7）．  

図 6．制作したつちだるま 

図 7. つちだるまの略図 

 

2-1 形状考案 

前提として，昨年制作した彫刻と同様，内部に土を投

入することと表面に苔を添付することは決定しているた

め，土を入れる空間があり，かつ苔に与える負荷を小さ

くする工夫を取り入れた形状が望ましい．撹拌のしやす

さの観点から，揺らす・転がすことのできる形状が適して

いると考えた．そういった形状は比較的重量のある土で

も，持ち上げることなく容易に天地を入れ替えることがで

きる．このような行為を伴い生活に溶け込んでいる物を

複数挙げ，身体スケールで分類した（図 8）．制作物の
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大きさは，人間の免疫機能が主に幼少期に獲得される

ことから，未就学児（身長100ｃｍ程度）の触りやすさにフ

ォーカスし，30ｃｍ前後に設定することとした．そして，住

民とのインタラクションを通して撹拌するという行為に必

然性を生むため，遊べる工夫があるという点を意識した．

結果，等高重心立体と呼ばれる通常は手のひらサイズ

で扱われるおもちゃを子どもの膝丈程の大きさに拡大し，

雪だるまを作るような動作で転がすことを想定した遊具

に決定した． 

図 8．転がす物のサイズ分類例 

 

2-2 等高重心立体 

等高重心立体とは平面上で転がした際に重心の高さ

が常に一定となる立体のことである．特に，正方形の対

角線を軸とした回転体をその正方形で切断し，片方を

90 度回転させて合成したものは Sphericon と呼ばれる

（図 9）．本来この立体はすべての面が地面に接するが，

Sphericon を例にすると，図９で赤く示した半円を二枚合

成したものの凸包と定義できるため，たるませることで地

面に触れない箇所を作ることができる［6］（図 10）．これ

はSphericonだけでなく，後述する他の種類の等高重心

立体も同じである．転がしても地面と触れる面積が少な

い，表面に添付する苔の生育に負荷を与えない．そし

て，回転体の断面図の図形によって等高重心立体の形

は異なり，それぞれが異なる軌跡を描いて蛇行しながら

転がる（図 11）．以下の三点の理由から，今回の目的に

寄与する考える． 

・転がる際の独特な軌跡が幼児の関心を引きやすい． 

・一定方向からの力では転がらず，風などによってひ

とりでに転がることを防ぐ． 

・ある直線距離を転がる際に蛇行することでより多く回

転することができる．  

 

図 9．Spｈericon 

図 10．Sphericon を凹ませたもの 

図 11. 異なる軌跡を描く 

つちだるまの制作にあたっては，内部に土を入れる

ため中空にし，外骨格はジャイロイド構造で充填してい

る（図 12）．ジャイロイド構造は多孔質構造の中でもプリ

ントしやすいことに加え高い通気性を持ち，より効果的

に内部の土壌に空気を供給する． 

図 12. 苔を巻き付けている様子 

 

2-3 苔 

表面に巻き付ける苔はスナゴケを使用する（図 13）．

一般的な苔玉の制作方法と同様に，自然に分解される

木綿糸を使用して巻き付ける．スナゴケは直射日光にも

強く環境適応能力が高いため，屋上緑化などに利用さ

れることが多い．苔は高い保水力を持ち，乾燥しても枯

死せずに仮死状態に移行して分解されないため，二酸

化炭素固定能力が他の植物よりも高いといえる．樹木の

ように施肥や剪定をする必要がなく，さほどメンテナンス

を必要としない． 
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図 13．スナゴケ 

 

3. 今後の展望 

つちだるまを実地検証する場として，2022 年 11 月に

ウォーターズ竹芝を予定している（図 14）．回転体のベ

ースが四角形，六角形，八角形の異なる三種類のつち

だるまを展示する．（図 15）設計上意図しない方向へ転

がるのを防ぐため，多角形の頂点数は少ない方が望ま

しい． 

子どもたちが自発的に遊ぶ動的環境を作るため，会

期中毎日異なる情報提示を行う計画である．つちだるま

が転がる軌跡を床面に描く，傾斜をつけた台を設置す

る，といった情報を付け加えて体験デザインを行い，ど

のような動的環境が子供たちの自発的参加に対して効

果的であるかを検証する． 

図 14．予想図 

図 15．展示するつちだるまの形状 
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ドローンを活用した布の空中展開の探求 
Exploring aerial deployment of fabric using drone 

 
松本夕祈 1，水野史暁 1，江口壮哉 1，西門亮 1，田中浩也 2 

Yuki Matsumoto1, Fumiaki Mizuno1, Soya Eguchi1, Ryo Simon1, Hiroya Tanaka 2 
 

1慶應義塾大学大学院，2慶應義塾大学 
1Graduate School of Keio University, 2Keio University 

 
【要約】 

ファッション業界では、ハンガーやショーモデルの代替品として、ドローンに服を吊るしてファッション

ショーを開催する事例が世界各地で相次いでいる。これまでの事例の多くは、人間が着るために設計された

服を機体に吊るして飛行させるというもので、ドローン特有の機動性は服の設計に考慮されていなかった。

通常、ドローンの下部にはプロペラの回転から発生する気流を妨げないよう、最低限の装置以外を取り付け

ることはない。しかし我々は、ドローン特有の気流と機体の機動力を利用した布の美しい展開表現を提案す

る。本稿では、その方法と評価を二つ紹介する。⒈地上付近で発生するドローン特有の気流を、機体に取り

付けたティアード設計を施した布に接触させることで可能となる展開表現と評価。⒉ドローンの離着陸を補

助するランディングギアにツイスト構造を採用することで可能となる布の展開表現と評価。 

キーワード：ドローン，パフォーマンス，展開表現，ツイスト，布，3D プリント 

 

【Abstract】 
In the fashion industry, there have been a series of cases around the world where clothes are hung from drones and 

fashion shows are held as an alternative to hangers and show models. In most of the previous cases, clothes designed for 
human wearers were suspended from the aircraft and flown, and the mobility unique to drones was not taken into account 
in the design of the clothes. Normally, no more than minimal equipment is attached to the bottom of a drone so as not to 
obstruct the airflow generated by the rotation of the propellers. We propose, however, a beautiful fabric deployment 
representation that takes advantage of the drone's unique airflow and the aircraft's maneuverability. In this paper, we 
present two methods and evaluations. ⒈A deployment expression and evaluation made possible by bringing the drone-
specific airflow generated near the ground into contact with the tiered design of the fabric attached to the airframe. (iv)The 
expression and evaluation of fabric deployment made possible by adopting a twisted structure for the landing gear that 
assists the drone's takeoff and landing. 
Keywords:Drone, Performance, Expression, Twist, Cloth, 3D Print 

 
 
⒈ 序論 

近年、ファッション業界ではドローンへの関心が高ま

っている。2022 年現在、我々の調査ではファッションの

あらゆるシーンでドローンが用いられた活用事例を 17

個確認している。我々はこの調査結果を 7 つのカテゴリ

ーに分類した。(図 1) 分類した活用事例を見てみると、

ドローンの機動力を応用することで 4 次元のデザイン性

を服に施す試みが我々の提案以前はなかったことがわ

かる。これまでの活用事例で最も多いのは、ドローンを

ハンガーの代替品として使ったものである。ファッション

業界には、ドローンの機動力が服の設計に影響すると

いう視点が根付いていない。しかしながら、我々は人間

が着ることを目標としたファッションデザインの手法から

離れ、ドローンを起点とした服作りの視点を持つことで

図 1 ファッション領域にドローンが踏み込んだ事例のカテゴリー選別 
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新しい服の表現的魅力をつくることができると考えた。 

回転翼型のドローンは複数のプロペラを回転させた

際に生じる揚力を用いて飛行をする。このため、通常ド

ローンの下部には、気流を妨げないよう、着陸装置とな

るランディングギアなどの必要な装備以外は取り付けな

い。余分な設計を施して機体を増量させると、揚力のバ

ランスが崩れ、飛行の安定性が損なわれる。ペイロード

（搭載物の重量）が増加すると、より大きな揚力を発生さ

せる必要があり、飛行時間の減少や飛行が不安定とな

る。このようにドローンにおいて機体の重量は、安定的

な飛行を確保する重要な要素であり、いかに合理的な

設計をして重量を削減するかが焦点となる。 

本稿では、開拓されていなかったドローンの機動力を

活用した布の美しい表現の可能性を、ドローン特有の

気流に注目することと、ツイストデザインのラインディング

ギアを導入することで探求した。 

 

 

⒉ ティアード設計を施した布にドローン特有の気流を

接触させる展開表現と評価 

 

飛行操作を繰り返すうちに理解したドローン特有の気

流から美しい服の表現をつくることを試みた。 

 

2－1 ドローン特有の気流 

飛行中にプロペラの回転によって発生している気流

は、下方向に流れている。この気流はドローンが地上付

近に降下すると、地上との接触によって横方向に流れ

ていく。本稿では、この現象をドローン特有の気流とした。 

 

2－1－2 ティアード設計 

特有の気流をう

まく活用する為に、

ティアード設計を

採用することとした。

ティアードは、主に

スカートやワンピー

スに段目の切り替

えをつけたい場合

に使われるファッ

ションデザインの

設計手法である。

採用理由としては、

ティアードを採用し

た布の二段目の部

分が特有の気流と接触した際に、気流に沿って裾が横

に広がることを目論んだことによる。 

 

2－1－3 ティアード寸法 

 ティアードの二段目の位置は、設置する機体のプロペ

ラより外側になるように施す。内側にすると気流を接触さ

せることができない。 

 

2－1－4 布の選定 

美しい開閉を求めるにあたり、ティアードに採用する

布の種類を追求した。ドローンの下部にティアードに加

工した布をいくつか設置し、飛行実験をおこなった。柔

らかく、張りの無い綿の布は気流に大きく煽られ、ドロー

ンの飛行安定性が大きく損なわれた。一方、綿より固く、

張りがあるオーガンジーの布は特有の気流を受け流し、

機体の飛行安定性が大きく損なわれることはなかった。 

 

2－1－5 操縦するまでの設定 

ドローンの下部にティアード設計を施したオーガンジ

ーの布を設置する。離陸前はティアードの裾を広げず、

畳み、機体の下に設置する。裾を広げて離陸させると、

プロペラの回転に布が巻き込まれてしまう。 

 

2－1－6 操縦方法 

 ドローンをティアードの裾が地面に接触しない位置ま

で離陸させる。次に、好きなタイミングで地面付近まで

降下させる。そうすると、特有の気流がティアードの段目

にあたり、裾が広がる。一度広がったあと、再度ドローン

を上昇させると繰り返し同じ表現をおこなうことができる。 

 

2－2－1 表現としての評価 

これまで無機質な動きをすることしかできなかったドロ

ーンは、変形する布が付与されたことで、柔らかな表現

を獲得した。空中で舞うドローンは、操縦者と鑑賞者に

親近感を誘う。 

ティアードの段目に追加の装飾を施すことで、開閉表

現のデザイン性を高めることも可能である。本稿では、

花びらのようにカットした布のパーツを段目に複数枚設

置した。これによって、花が咲くような表現をつくることが

できる。 

この表現を最も美しく観賞できる視点は、地上付近で

開閉表現をするドローンを真上から見下ろしたときであ

る。これは、人間の視点では難しく、空撮用ドローンを用

意することで可能となる視点である。 

図 3 地上付近での展開の様子 

図 2 ティアード構造説明図 
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2－3－1 展開式の発見 

ドローンのプロペラ数によって、服が完全展開される

までに現れる段階的な表現が変化する。我々はこれを

展開式と名付けた。 

展開式 ： 服の凹凸数は、気流の衝突数に比例する。 

服の凹凸数は、 n/2(プロペラ数/右回転の気流と左回

転の気流の衝突)で与えられる。 

 

 

⒊ ツイストランディングギアによる布の展開表現と評

価 

 

 

3D プリント製のアタッチメントをドローンに付与するこ

とで、美しい布の表現をつくることを試みた。 

 

3－1－1 多角形底面と布 

平らな場所に広げた布を設置する。次に、広げた布

より小さく、底面が多角形の形をした物体を布の中央に

置く。最後に、物体を手で回転させると、多角形の角に

布が誘われて規則的に折りたたまれる現象が起こる。多

角形の画数が増えるほど、折り畳まれるひだは細やか

なものになる。 

 

3－1－2 ツイストランディングギア 

ツイストとは、CAD モデリングソフトのライノセラスに実

装されているコマンドである。ライノセラス上でこのコマン

ドを選択すると、オブジェクトに中心軸を設置することが

できる。設置後、この中心軸を回転させるとオブジェクト

をひねった形にすることができる。 

ランディングギアとは、ドローンが離着陸をする際に、

地上で支持する機構である。 

我々は、先の項目で紹介した多角形平面と布の表現

方法を、ドローンのランディングギア部分に応用すること

で布の空中展開をおこなった。ランディングギアを設計

するにあたり、ギアの側面をツイストすることとした。 

側面をツイストさせると、ツイスト部分に布が巻き込ま

れる。この状態でドローンを離陸させると、布が立ち上が

ることを目論んだ。 

 

3－1－3 飛行実機 

 検証は小型のドローンに針金を取り付け、プロペラを

回転させた後、手動で機体を上下左右に動かす疑似飛

行によっておこなった。 

 

3－1－4 布への配慮 

布上のツイスト部分に接触させる箇所に準備の段階

で皺を作っておく。離陸したドローンは下方向に気流が

発生しているため、布を平面にしたままではランディン

グギアの先端部分と布を接触させてツイストさせることは

困難である。そのため、あらかじめ布上に皺の山、布の

突起を作っておき先端部分と接触しやすく整える必要

がある。 

 

3－1－5 操縦方法 

地上で飛行するドローンを離陸させた後、ランディン

グギアとあらかじめ皺が寄っている部分に布を接触させ、

ドローンを回転させる。布が立ち上がったら、ドローンを

逆回転させてランディングギアから布を落とす。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 四角形底面に巻き込まれる布 

図 4 展開図 

図 6 左ツイスト選択前／右ツイスト選択後 

図 7 ツイスト部分に布が巻き込まれる様子 
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3－2－1 表現としての評価 

 ドローンに装いの表情をもたせるには、直接布を取

り付ける必要は必ずしもないことがわかった。何の変哲

もない一枚の布が、ドローンと共に舞い上がり、変形す

る様子は、あらゆる鑑賞視点から美しく観賞することが

できる。更にこの方法は、先の試みでは不可能であった

一機で複数の表現をすることを可能にするものと推測す

る。この表現は、一度表現を終えたあとも、別のポイント

に用意されている布に舞い降りれば、再び表現を行うこ

とができるだろう。 

 

 

⒋ 今後の展望 

ティアード設計を施した布にドローン特有の気流を接

触させる展開表現方法では、ドローンの機動力を活かし

た新たな服の表現をつくることはできたものの、既存の

ファッションデザインの手法に頼る設計を施したため、

服単体に新しさを獲得することはできていない。しかし、

人間が着用することを目的としたファッションデザインの

起点からは、このような表現にたどり着くことは困難だろ

う。既存のファッションデザインの手法を応用することで、

人間が着用するときには考えられない新しい布の表現

ができる可能性が残されている。 

ツイストランディングギアによる布の展開表現は、布の

種類を変えることや、ランディングギアの形を変えること

で展開の仕方が変わることが見込まれる。 
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図 8 ツイストランディングギアに布が巻き込まれる様子 
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3D プリンティング技術で切り拓くソフトロボティクス 
 
 

川節 拓実 

 Takumi KAWASETSU 
 

大阪大学大学院 

Graduate Schools of Osaka University 
 

【要約】 

3D プリンティング技術の発展に伴い，ロボットの作り方には多様な選択肢が現れた．中でも，やわらかな材料の複

雑な成型を可能にする技術，またやわらかな材料自体を 3 次元的に印刷できる技術は，やわらかな材料が生み出す

機能を活かすソフトロボティクス分野の発展を強く後押ししている．本発表では，このような 3D プリンティング技術を用

いたソフトロボティクスの研究事例を紹介するとともに，弊研究室で進めるやわらかな触覚センサ・ロボットについて紹

介する．また，3D プリンティング技術が切り拓くソフトロボティクスの今後について議論する． 
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形状記憶ゲルの分割造形及び粘着力による固定方法の検討 
Method to Fix Shape Memory Gels by Segmental Modeling and Adhesive Force 

 

本間 飛翔，青山 響，小川 純，渡邉 洋輔， 
エムディナヒンイスラム シブリ，川上 勝，古川 英光 

Tsubasa HONMA, Hibiki AOYAMA, Jun OGAWA, Yosuke WATANABE,  

MD Nahin Islam SHIBLEE, Masaru Kawakami, Hidemitsu FURUKAWA 
 

山形大学大学院理工学研究科 

Graduate School of Science and Engineering, Yamagata university 
 

【要約】 

形状記憶ゲルで大きな構造物を造形するための方法として，STL編集ソフトである Magics を用いてデータ

を分割し LCD 方式の 3D プリンタで造形後，粘着力で固定する方法について検討した．本研究ではクビナガ

リュウの STL データを 16 個に分割し，LCD 方式の 3D プリンタで造形を行った後，各造形物を形状記憶ゲ

ルの粘着力で固定した．その結果，造形時間が長くなる形状では溶液が分離することにより白濁や硬さの変

化などの異方性が確認され，その後の造形では粘着力の低下や造形精度の低下が確認された．溶液が分離さ

れていない造形物では精度や粘着力が低下せず，異方性は確認されなかったことから，溶液が分離していな

い場合であれば分割造形による大きな構造物の造形が期待でき，また SMG の持つ粘着力による固定も期待

できる．  

キーワード：形状記憶ゲル，3Dプリンタ，分割造形，粘着力 

 

【Abstract】 

As a method for forming large structures with shape memory gel, we investigated a method of dividing data using 

Magics, an STL editing software, and fixing them with adhesive force after forming them with a 3D printer using an LCD 

system. In this study, the STL data of a Plesiosaurus was divided into 16 pieces, and each piece was fixed by the adhesive 

force of the shape memory gel after it was created by a 3D printer using the LCD method. As a result, anisotropy such as 

cloudiness and changes in hardness were observed as a result of solution separation for shapes with longer molding time, 

and a decrease in adhesive strength and molding accuracy were observed for subsequent moldings. In the modeling in 

which the solution was not separated, there was no decrease in accuracy or adhesive strength, and no anisotropy was 

observed. In addition, fixation by the adhesive force of SMG can be expected. 

Keywords: Shape Memory Gels，3D-Printer，Segmental Modeling，Adhesive Force 

 

1. 序論 

形状記憶ゲル（Shape Memory Gels, 以下 SMG）は

室温付近で変形後，50 から 60℃の範囲に加熱する

と軟化し元の形状に戻る性質をもつ．この性質を柔

らかいロボットの主要な機能として展開する方法が

報告されている[1]．SMGの造形は一般的に LCD 方

式の 3D プリンタや，型に入れ紫外線や熱を与える

ことで硬化させる手法が挙げられるが，どちらの方

法でも寸法の大きな設計物は造形が困難となる．前

者はステージの範囲を超過する設計物の造形が不可

能であり，後者は寸法が大きい程反応熱によって造

形が乱れ，機械的特性が変化する恐れがある．その

ため，大きな構造でも造形が可能となる方法が必要

とされている．大型の 3D プリンタとしてはエス.ラ

ボ株式会社が慶応義塾大学 SFC 研究所ソーシャル・

ファブリケーション・ラボ，デジタルファブリケー

ションスタジオの積彩と共同で開発した，造形サイ

ズ横 3 m×奥行 3 m×高さ 3 m の超大型ペレット式

3D プリンタ「茶室」が挙げられる[2]．また市販され

ている光造形の 3D プリンタでは 3D SYSTEMS の

ProX🄬が造形サイズ 650×750×550 mm と比較的大

型な造形を可能としている．しかし，ステージやバ

スタブが大きくなる程機械全体の寸法も増加してい

き，価格も高価となっていく．今後 SMG の実用化

に向けた開発において，構造物の肥大化に伴い大型

の 3D プリンタを導入していく事は，コスト面や運

用面においても合理的とは言い難い．一方で，この

ような問題を解決するため，CAD ソフトや STL 編

集ソフトでデータを分割し，家庭用の小型な 3D プ

リンタでも大型の構造物が造形可能となるような手

法が検討されている[3]．特に寸法が明確に定められ

た設計物では，分割後の固定方法として端部に凹凸

を設け，機械的に結合することで各部品を固定する

方法が挙げられる[4]．しかし，形状変化を伴う SMG

に上記のような機械的な固定方法を用いると，結合

面での応力集中による破断や，変形することではめ

合いに齟齬が生じる，また Blender や 3D スキャンに

よって得られた STLデータでは明確に寸法が決ま 
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りにくいため，正確にアセンブリ可能となる凹凸を

設けることが困難といった問題が生じてしまう．そ

のため，これらの問題を解決するための固定方法が

必要となってくる． 

本稿では SMG の 3D プリンタによる分割造形お

よびゲルの粘着力を用いた分割後の固定方法につい

て検証する． 

 

2. SMGの分割造形 

2.1 材料 

SMG は N,N-Dimethylacrylamide (DMAAm) ，

Stearylacrylate (SA)の共重合と N,N’- 

Methylenebisacrylamide (MBAA)の架橋からなる三

次元網目構造を有するゲルである．本研究では LCD

方式の 3D プリンタ Phrozen shuffle で造形する．光

源の波長 405 nm に合わせるために，光開始剤は

2,4,6-trimethylbenzoyl-diphenyl phosphine oxide (TPO)

を使用し，光吸収剤には AS150 を使用した．また，

溶媒にはエチレングリコールを使用した． 

 

2.2 バスタブの加熱 

 モノマーに使用される SAの融点は 30℃であり， 

常温で長時間放置すると少しずつ凝固してくる．造

形物が大きい場合は 3Dプリンタの造形時間が長く 

なるため，凝固した SA がバスタブ内に残留し重合

しなくなる．そこで，この問題を解決するためにバ

スタブの周囲に電熱線のヒーターを設置し，溶液が

冷却されないよう常に加熱しながら造形を実施した

(図 1)[5]． 

 

2.3 ステージ表面の変更 

 LCD 方式の 3D プリンタで造形する際，chitubox🄬 

等のスライサソフトで STLデータを配置するが，特

に寸法が大きいデータを造形する場合は自重により

ステージから剥離する恐れがあるため，ステージ面

に対し造形物の設置面積が増えるように配置する．

しかし，材料に SMG を用いる場合は，ステージへ

の接着が他の UV レジンより強くなり，造形後のス

テージとの剥離が困難となる．そこでステージ表面

に予め PET フィルムを貼り，フィルム上に造形物が

積層されるようにした(図 2)[5]． 

 

2.4 STLデータの分割 

本研究では全長約 250 mm のクビナガリュウのデータ

を使用した（図 3）． なお，このモデルは山形大学やわ

らか 3D 共創コンソーシアムにて柔軟な材料で造形を目

指す大型 4D モデルのプロトタイプとして設定しており，

将来的に博物館に寄贈することを目標としている． 

造形上の制約条件として Phrozen Shuffle の造形範囲

は縦 70 mm，横 124 mm であり，この範囲を超える寸法

の物体は造形できない．そこで，STL の編集ソフトであ

る Magics を使用して 16 個に分割し，ステージ寸法に収

まるように編集した．また，頭部から尾部にかけて分割

面を平面にすることで，造形時のステージに対する設置

面積を増加させた．LCD 方式では曲面を造形する際，

自重で落下させないためにスライサソフトでサポー

トを追加する必要があるが，分割造形では分割によ

りで平面が生成され，ステージに面するように配置

することによってサポートの必要がなくなり造形制

度の向上に繋がることが期待される．首部や胴体部

毎の分割面は段状にすることで，固定時の接触する表

面積を増加させている（図 4）． 

 

 

図 1．バスタブの加熱方法[5] 

図 3．クビナガリュウのモデル 

図 4．STLデータの分割 

 

 

図 2．PET フィルムによる剥離性の向上[5] 
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3．粘着力による固定 

 分割した部品の固定は SMG の粘着力を活用した．

SMGのモノマーである SAは親油性の粘着力を誘発

する側鎖結晶性高分子であり，造形直後や高温下に

おいて粘着力を発生する[6]．クビナガリュウのヒレ

と胴体など接触面積が少ない部品間や粘着力が局所

的に少なくなった面においては，DMAAmと Lauryl 

Acrylate (LA)で作製した粘着シート(厚さ 1 mm)を張

付け固定している．LAも SAと同様に側鎖結晶性高

分子であり，親油性による粘着力で固定される．既

存の接着剤とは異なり柔らかく粘着することが可能

となる． 

 

4．結果と考察 

4.1 造形について 

 表 1に分割ごとの造形物を示す．造形は A,B,…,G

の順に行い，ゲル溶液は同様のものを繰り返し使用

した．最初の方に造形した A，B は精度が良く粘着

力による固定も可能だったが，C 以降の造形物は後

半に進むにつれて粘着力が低下し，E 以降は造形物

に乱れが生じて精度が著しく低下した．また C，D，

E は下部に硬い白濁が確認された(図 5)． 

 

4.2 形状記憶特性について 

 造形したクビナガリュウの首部(A，B)を用いて形

状記憶特性を調査した．90 ℃の水に造形物を入れ変

形後に室温(25 ℃)の水に入れることで硬化させる．

その後再度 90 ℃の水に入れて温度を上昇させた．

その結果，元の形状に戻る動作が確認され，形状記

憶特性が確認された．そのため，既存の SMG と同

様に使用できることが期待される． 

 

4.3 粘着力による固定について 

 図 6 に SMG の粘着力による各分割造形物の一体

化の外観を示す．A，B は SMG の粘着力のみで固定

できたが，他の造形物は粘着力が低下したため SMG

のみでは固定されず，LA の粘着シートにより固定

した．特に E，F，Gに関しては粘着シートを張り付

けた場合でも粘着が行われなかった． 

 

4.4 考察 

 C，D，E に硬い白濁が発生した点について，長時

間の造形によって溶液内の DMAAmと SA分離した 

ことにより，積層面における SA の割合が増加した

ことが要因であると推察される(図 7)．SA は常温下

では白い結晶となり，重合した場合も同様に白いポ

リマーとなる．DMAAmの分子量は 99.133，SAの分

子量は 324.55であり，また分子構造から DMAAmは

親水性，SAは親油性を示すことから，時間と共に溶

液が分離する現象が生じた可能性が高い．そして，

これらの造形物は他と比較して寸法が大きく，造形

時間も 4 時間から 5 時間程度と長くなっている．従

って長時間造形する場合は，時間と共に SA が沈下

し，バスタブ底面の SA の割合が増加することで白

濁した硬い造形物が生成されたと考察できる． 

 一方で造形時間が短い A，B では，溶液がほとん

ど分離されていないため想定どおりの造形が実施さ

れ，異方性や粘着力などへの影響もほとんど観測さ

れていない．一方，C 以降で粘着力が低下した点に

ついて，同じ溶液を繰り返し使用したことで分離し

た SA の割合が少しずつ減少したことに起因すると

推察される．今回は造形後に余った溶液を回収し再

図 5．白濁部 (左：C，右：D) 

 

図 6．粘着力による固定 

 

表 1．フタバスズキリュウの分割した STLデータと造形物の評価   
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度造形する際に繰返し使用していた．そのため繰り

返し回数の増加に伴い，溶液中の SA の割合も減少

し，結果として SAの粘着力に依存する分割 SMGの

拘束力が低下したと捉えることができる．後半の E，

F，G で造形精度が低下した点については，溶液の割

合が変化したことにより造形が乱れたことが一因で

あると考察される．  

 

5．結論 

本研究では形状記憶ゲルで大きな構造物を造形す

るため，STLデータを分割して造形を行い粘着力で

各造形物を固定した．造形時間が長くなる場合は時

間と共に溶液が分離し，SA の割合が変化することで

白濁や硬さの変化，粘着力や造形精度の低下が確認

された．溶液が分離されていない造形物では精度や

粘着力が低下せず，異方性は確認されなかったこと

から，溶液が分離していない場合であれば分割造形

による大きな構造物の造形が期待でき，また SMGが

持つ粘着力による固定も期待できる． 

 時間の経過と共にバスタブ内で溶液が分離し，造

形物の柔らかさに影響を与えることが示唆された．

3D プリンタで異方性を実現することは長年の課題

とされているが，分割造形後に粘着力で固定する場

合では寧ろ一様な印刷が求められる．そのため，超

音波や振動による撹拌など，溶液が分離しない造形

手法が必要となってくる．また，本研究では造形物

の異方性を目視や触った感触で評価していたが，層

毎に切り取って FT-IR等を実施し DMAAmと SAの

比率を調査することや，力学試験による機械的特性

などの定量的な評価が今後必要となる． 
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図 7．時間経過による溶液の分離と造形への影響 
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一つのモータと位相差を持つクランク機構を用いた 
ヒラムシ型水中ロボット 

Flatworm-type underwater robot using a single motor and a crank mechanism with phase difference 
 

古澤 典大 1，早田 圭之介 1，石上 玄也 1，高橋 英俊 1，浅井 誠 1 
Norihiro FURUSAWA1, Keinosuke SODA1, Genya ISHIGAMI1, Hidetoshi TAKAHASHI1,Makoto ASAI1 

 
1慶應義塾大学 
1Keio University 

 

【要約】 

本研究では海洋生物の胸ビレの運動を規範としたヒラムシ型の遊泳ロボットを研究開発した．ヒラムシ型

ロボットは，小さな羽ばたき速度で十分な動力を発生でき，騒音も小さく，コンパクトなボディで狭い場所

での低速走行に優れている．しかしながら，従来のヒラムシ型ロボットはヒラムシの各鰭条にモータが配置

され小型化・軽量化には向いていなかった，そこで本研究では，一つのモータと位相差を持つクランク機構

を用いてヒラムシを模した平板型の翼の位相差を形成する羽ばたき機構を製作し，その羽ばたき性能を評価

するとともに鰭条間の位相差に対する推進力を測ることを目的とした．これにより，ソフトロボットとして

のヒラムシ型ロボットにも本研究で求めた最適パラメータを適応させることが可能である． 

 

キーワード：水中ロボット, バイオミメティック, ヒラムシ  

 

【Abstract】 

This research proposes a swimming robot in the shape of a flatworm which has a motor and a crank mechanism with 

a phase difference. Flatworm-type robots can generate sufficient power with small flapping speed. However, previous 

flatworm-type robots are not suitable for miniaturization and weight reduction because the motors are located on each fin 

ray of the flatworm. In this study, we developed a flapping robot which had a single motor and a crank mechanism with 

a phase difference. We evaluated its flapping performance and measured the propulsive force against the phase difference 

between the fin rays. The optimal parameters obtained can be applied to a flatworm-type robot as a soft robot. 

 
Keywords: underwater robot, biomimetic, flatworm 

1. 序論 
これまでに様々なバイオミメティック水中ロボットが
提案されてきた[1]. これらのロボットは一般的に尾ビレ
を模したヒレを駆動することによって動力を得ており, 

騒音が大きいことや細かい動きに長けていないという課
題があった.  

一方で, 胸ビレを模したヒレを駆動することによって
動力を得ている水中ロボットが注目を集めている[2]. こ
のような胸ビレを使ったエイやマンタを模したロボット
は, 騒音も小さくできるほか, コンパクトな機体である
ため, 狭い場所で低速で動作させる機動性に優れている
と考えられている. 本研究ではこの胸ビレ(外套膜の側
縁)のことをひだと呼ぶこととする. ひだを模倣した水中
ロボットの中でもヒラムシを模倣したロボットに着目し
た. 扁平動物に属するヒラムシはシート状の形態という
シンプルな形態をしており, 骨格や体節を持たない無脊
椎動物であるにも関わらず, エイやマンタなどに見られ
るような高度な遊泳性能, 例えば急旋回やホバリング, 

前進や這行などの多彩で細かな動きが可能である. この
ようなシート状構造を有するロボットの概念図を図 1(a)

に示す. また, ヒラムシを模倣したロボットは小さな羽
ばたき速度で十分な動力を発生させることができること
が予想される. しかしながら, これらのロボットは各
鰭条にモータが配置され小型化・軽量化には向いて

 

Fig. 1 (a)シート状構造を持つロボットの概念図. (b) 

本研究のヒラムシ型ロボットの概念図. 羽ばたき機

構の(c)側面図, (d)正面図. 
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いないほか,  現状においてはヒラムシ型ロボットのひ
だの形状と遊泳性能の関係を示す実験データは得られて
いない. そこで, 本研究では, 一つのモータと位相差を
持つクランク機構を用いた軽量なヒラムシ型ロボッ
トを製作し, 製作したロボットの評価と, ひだの形状と
遊泳性能の関係を評価する実験を行い, ヒラムシ型ロボ
ットの有用性やそれらのロボットが推進力を効率よく得
るための最適パラメータを確立することを目指す. 

 

2. 原理･設計 

本研究で提案するロボットの概要図を図 1(b)で示
す. 本研究では, トンボの羽ばたき機構[3]に着想を
得て, ロボットの鰭条部分に関節を設け, それらを, 

位相差を設けて動かすことによりひだの波を再現す
る. 羽ばたき機構についてはスライダクランク機構
を採用した(図 1(d)). 関節を五本製作し, それぞれに
スライダクランク機構をつけ, シャフトを介して一
個のモータで動かす構造をとった(図 1(c)). このク
ランク同士の位相をずらすことにより鰭条間の位相
差を生じさせ, ひだの位相速度を変更させて, ひだ
の波形を変更させることが可能になる. 例として, 

鰭条間の位相差が 45°の場合の各クランクの位相 θ

に対する鉛直方向の変位の関係を図 2(a)に, その時
の各クランクの位相と各鰭条の挙動の関係の正面図
を図 2(b)に, 側面図を図 2(c)示す. また, 定常翼理論
を用い, 羽ばたき機に加わる推進力とモーメントを
概算した. 鰭条間の位相差が 0°, 45°, 90°, 135°, 180°

の場合における羽ばたき機に加わる推進力の時間変
化を図 3 に示す. これらより理論上では鰭条間の位
相差 90°が最適パラメータであることがわかった.  

本研究では, ヒラムシの二倍程度の全長 20 cmに

拡大し, モデルを製作した. 骨組みは 50 mm 間隔で

取り付け, 羽ばたき機の設計図を図 4 に示す. 羽ば

たき角はヒラムシと同じ 75°程度, 羽ばたき周波数

はレイノルズ数を加味し, ヒラムシの羽ばたき周波

数より低い約 1.5 Hzになるように設計した. スライ

ダが鉛直方向だけに動けるよう図 4のように真鍮線

を設置しスライダの動きを拘束した. 

 

3. 製作 

製作した羽ばたき機を図 5 に示す. ギアにはベアリン

グをはめ込み,固定した. ギアとベアリング, ピアノ線と真

鍮線以外はすべて3Dプリンタで製作した. 3Dプリンタで

作った部品同士はピアノ線でつなぎビーズと接着剤で固

定した. モータは公称電圧 12V の遊星ギアを取り付けた

モータを用い, クランクシャフトに伝える. 

4. 実験・結果 

実験は二つ行った. 一つ目の実験は完成したロボ

ットの羽ばたき性能を評価する実験である. 実験の

セットアップを図6(a)に示す. 製作した羽ばたき機に

矩形の翅と, 体軸付近から離れたところほど長くな

る台形の翅の二種類を取り付け, 外部電源で 7 Vの電

圧をかけ羽ばたき機の挙動を撮影し, 動作を確認し

た. さらに, その映像の翅先の挙動をトラッキングし, 

翅先の鉛直方向の変位をグラフに出力した. 例とし

て, 台形の翅を取り付けた時の各ポイントのトラッ

キング結果を図 6(b)で, 矩形の翅を取り付けた時の

各ポイントのトラッキング結果を図6(c)で示す. 実験

 

 

Fig. 2 (a)各クランクの 1 サイクルの変位量. 各クラン

クの位相と各鰭条の挙動の関係の(b)正面図, (c)側面

図.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 各鰭条間の位相差が 0°, 45°, 90°, 135°, 

180°の時の羽ばたき機の推進力の時間変化.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 羽ばたき機の設計図.  
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の結果, 翅を取り付ける前の羽ばたき機は, 部品同士

のずれなどの誤差以外の目立った誤差はなく, 設計

通りの挙動を示した. また, 矩形のシリコーンゴム膜

を取り付けた場合, シリコーンゴムの伸縮が足りず, 

羽ばたき振幅が設計値より小さくなったが, 台形の

シリコーンゴム膜を翅として取り付けた場合, 上記

の伸縮性の問題を改善することができた.  

二つ目の実験は, ひだの形状に対する羽ばたき機

の水中での推進力を計測する実験である. 実験のセッ

トアップを図 7(a)で示す. 羽ばたき機のひだの片方を水

中に入れ, 羽ばたき機に6軸力センサを取り付け, 羽ば

たき機の水中での推進力を測定した. ひだの形状に対

する推進力を測定するため , 鰭条間の位相差を, 0°, 

45°, 90°, 135°, 180°にして実験を行った. その結果を

図 7(b)で示す. 鰭条間の位相差が 45°, 90°, 135°の時, 

推進力を得ることができ, 位相差が 90°の時推進力

が最大となった.  

 

5. 結論 

本研究では, ヒラムシを模倣した水中ロボットを
提案した. 一つのモータと位相差を持つスライダク
ランク機構を用いることで, クランクの位相を変え
ることでひだの波の位相速度を自在に変更すること
を実現するとともに従来のヒラムシ型ロボットに比
べ軽量化することができた. また, 製作したロボッ
トを解析したところ, 設計通りの挙動を確認でき, 

取り付ける翅を台形にすることにより, シリコーン
ゴム膜の伸縮性の問題を緩和できることが確認され
た. 羽ばたき機の水中での推進力は定常翼理論で求
めた値と同様に, 鰭条間の位相差が90°の時, 推進力
が最大となった. これにより, 各翅を駆動させるタ
イプのヒラムシ型ロボットにおいてひだの形状が正
弦波の羽ばたき機には, 鰭条間の位相差が 90°の時
が最も推進力を得ることができるという結果を適応
することが可能である.  
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Fig. 5 羽ばたき機の外観図.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 (a) 羽ばたき性能評価実験のセットアップ. (b)

台形の翅を取り付けた際の各ポイントの挙動. (c) 矩

形の翅を取り付けた際の各ポイントの挙動. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 (a) 羽ばたき機の推進力測定実験のセットアッ

プ. (b)鰭条間の各位相差に対する推進力の時間変

化. 
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無脊椎生物ヒラムシの身体的特徴を模倣した 
扁平で高い柔軟性を持つ 
水中ソフトロボットの開発 

Design and Development of a flat, highly flexible underwater soft robot  
mimicking the invertebrate flatworm 
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【要約】 

本論文は，無脊椎生物であるヒラムシの身体的特徴を模倣した水中ソフトロボットの開発について報告する．ヒラム

シは，扁平かつ高い柔軟性を有するという身体的な特徴を用いて，体の外縁部にうねりを生じさせ，水中を縦横無尽

かつ高速に移動できるという優れた遊泳能力を示す．本研究において開発したロボットは大きく分けて，身体駆動の

ための機能性アクチュエータである IPMC，同アクチュエータの駆動回路となる伸縮性電極，ボディを構成する高分子

材料の PDMS から構成されており，長さ 90 mm，幅 50 mm，厚み 6 mm という，極めて扁平なロボットを実現している．

本論文では，IPMC およびロボットの製作方法について詳述する． 

キーワード：ヒラムシ，水中ソフトロボット，生体模倣，IPMC，伸縮性電極 

 

【Abstract】 

This paper introduces the development of an underwater soft robot that mimics the physical characteristics of the 
invertebrate flatworm. The flatworm possesses highly flexible and undulating outer edge of its body enables it to swim 
freely at high speed in water. The robot developed in our work consists of IPMC as a smart actuator to drive the body, 
flexible electrodes as the driving circuit for the actuator, and PDMS made body. In this research, an extremely flat robot 
of 90 mm long, 50 mm wide, and 6 mm thick is realized. This paper details the fabrication method of IPMC and the robot. 
Keywords: flatworm, underwater soft robot, biomimetics, IPMC, flexible electrode 
 
1. 緒言 

水中ソフトロボットは海洋生物の高い身体的柔軟性と環境順応性を模倣する形で開発が行われており，応用先とし

て狭隘環境での探査や生態モニタリングへの活用が期待されている．これまで開発されてきた水中ソフトロボットは魚

やイルカなどの有脊椎生物を模倣したものが多く，無脊椎生物を対象とした事例は少ない[1]． 

 本研究では，無脊椎生物のヒラムシに着目した．ヒラムシは柔軟で扁平な体を持つ点で他の水中生物にはない身

体的特徴を有する．加えて，体の外縁部にうねりを生じさせ，任意の方向へ高速に遊泳できる優れた能力を示す．こ

のような特徴に注目したこれまでの研究事例として，サーボモータによってヒラムシの遊泳を模倣したハードな構造を

持つヒラムシ型ロボットの開発[2]や数値流体シミュレーションによるヒラムシの遊泳の評価[3]が行われてきた．しかし，

ヒラムシの最大の特徴である扁平さと高い柔軟性を模倣したロボットの開発は未実施である． 

 そこで，本研究では，機能性アクチュエータである IPMC（Ionic Polymer Metal Composite），駆動回路となる伸縮性

電極，ロボットボディを構成する PDMS などを組み合わせることで，ヒラムシの身体的特徴を模倣した極めて扁平かつ

柔軟な水中ソフトロボットを開発した．本稿では，IPMC をはじめロボットの製作手法について詳述する． 

 

2. 研究手法 

2.1 機能性アクチュエータ IPMC の概要と製作 

熱や電気，磁気などの物理的な外部刺激，あるいはガスや溶剤などの化学的な外部刺激に対して能動的に応答

する機能性材料をアクチュエータとして活用した機能性アクチュエータは，軽量かつ柔軟性に優れ，一般的な電磁モ

ータ単体では実現できない屈曲や伸縮といった複雑な動きが可能である．そのため，水中生物のヒレの屈曲動作など

の模倣に効果的であり，従来のモータの代替として水中ソフトロボットに活用されている[1]．代表的な機能性アクチュ

エータとしては，SMA (Shape Memory Alloy：形状記憶合金)， DEA (Dielectric Elastomer Actuator：誘電エラストマア

クチェータ)， IPMC (Ionic Polymer Metal Composite：イオン交換ポリマメタル複合体)が挙げられる．SMAは変形量が

小さく駆動周波数が低いこと， DEA は駆動に数 kV ほどの高電圧が必要で実用化には向かないことを課題としてい
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る．そこで，本研究では軽量で扁平かつ低電圧で高周波に大屈曲が可能な IPMC を製作し，ヒラムシ型ロボットのアク

チュエータとして使用することとした． 

 IPMC は図 1 に示すように，イオン交換膜（本研究では Nafion117 を使用）の両面に貴金属がメッキされた構造で，

厚み 180 μm程度の膜状のアクチュエータである．貴金属電極に電圧を印加することでイオン交換膜内部の水和陽

イオンが陰極側へ引き寄せられ，陰極側の膨潤と陽極側の収縮によって屈曲する原理である．矩形波などを印加す

ることによって，屈曲量および屈曲方向の時間変化を制御可能である． 

 IPMC の製作には標準化された手法はなく，無電解メッキ法やホットプレス法，溶媒キャスト法など，高性能な IPMC

実現に向けて多くの手法が提案されている [4]．本研究では最もシンプルで容易な手法である無電解メッキ法による

製作を採用し，電極用の貴金属は Pt とした．製作の手順や使用する試薬，反応時間などについては複数の先行研

究[5][6][7]を参考に独自の方法を考案した．IPMC は以下に概説する 4 ステップで製作した．図 2 に使用した試薬の

詳細や操作手順，反応時間を示す． 

Step.1 Pretreatment イオン交換膜の研磨による表面積の増加と洗浄 図 2a 

Step.2 Impregnation-Reduction Plating 
Pt イオンをイオン交換膜表面に含浸させ， 

強還元剤NaBH4の還元作用によって Pt 電極を形成 
図 2b 

Step.3 Autocatalytic Plating 
Step.2 で形成された Pt メッキを触媒として， 

強還元剤N2H4の還元作用で Pt 電極の厚みを増加 
図 2c 

Step.4 Ion Exchange 
イオン交換膜内部の水和陽イオン（図 1）を 

Li+でイオン交換 
図 2d 

 

2.2 ヒラムシ型ロボット概要 

2.2.1 ロボットの構造と駆動方法 

本研究で開発したロボットは PDMS，銀ペースト，IPMC，ポリオレフィンフィルム，フレキシブルケーブルから構成さ

れ，図 3 に示すような層構造を有する．ロボットのボディには柔軟性と引っ張り強度に優れる PDMS を使用しており，

下側の PDMS ボディの方が上側の PDMS ボディよりも長さ方向に 8 mm，幅方向に 4 mmだけ大きい．上下の PDMS

ボディそれぞれの表面には IPMC 駆動用の伸縮性電極となる銀ペーストが塗布されている．伸縮性電極のうち IPMC

に電圧を印加する電極部とフレキシブルケーブルが載る部分以外の PDMS ボディ表面には PDMS を成膜した．これ

により上下の伸縮性電極の接触によるショートを防ぐことに加え，上下の PDMS ボディ同士の不可逆的な接着を実現

している．ボディ全体には片側 4つで合計 8つの IPMC を配置し，同じ側面にある 4つの IPMC には柔軟かつ高強

度なポリオレフィンフィルムを貼り付け，ヒラムシの体の外縁部を再現している． 

 

図 1. Internal structure of IPMC 

図 2. Fabrication process of IPMC :  

(a) Pretreatment (b) Impregnation-Reduction Plating (c) Autocatalytic Plating (d) Ion Exchange  
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フレキシブルケーブルはボディに対抗する形で固定され，それぞれが上下の PDMS ボディ表面の伸縮性電極に電

気的に接続されている．電圧は外部電源からフレキシブルケーブルを通して伸縮性電極に印加される仕組みとなっ

ており，伸縮性電極が塗布された PDMS ボディで上下から IPMC を挟み込むことで IPMC に電圧が印加される． 

 

2.2.2 ロボットの製作手法 

ロボットの製作は大きく分けて，以下に示した 4つのプロセスに分けられる． 

①PDMS ボディの製作 

PDMS には入手性に優れ，ソフトロボット分野において一般的に使用される Dow Coring Sylgard 184 を使用した．

PDMS の主剤と硬化剤は 10：1 の割合で配合し，そこに 3MTMのグラスバブルズを PDMS の 1/40 の質量分だけ混ぜ

合わせることで，水と密度が等しくなるような未硬化の PDMS を用意した．次に，真空脱泡により内部に含まれる空気

を抜いたのち，型に流し込み 75℃で 2時間加熱し完全に硬化させた．使用した型は厚み 3 mm のアクリル板をレーザ

ーカッターによりロボットの形状にカットしたものである． 

②PDMS ボディ表面への伸縮性電極の塗布 

まず銀ペーストの PDMS ボディへの接着強度を高めることを目的として，PDMS ボディ表面に出力が 50 W の酸素

プラズマを 30 秒間照射するプロセスを 2 回施した．次に，回路形状が切り抜かれたマスクを使用し，①で製作した

PDMS ボディ表面に銀ペーストを塗布した．最後に，銀ペーストが塗布された PDMS を 110℃で 30 分間加熱すること

で銀ペーストを焼結させ，PDMS表面に伸縮性電極を形成した． 

③PDMS ボディ表面上に絶縁および接着層の成膜 

②で製作した PDMS ボディの伸縮性電極について，IPMC に電圧を印加するための電極部とフレキシブルケーブ

ルが載る箇所を，テープを用いてマスクした．次に，マスクをしたボディ表面に未硬化の PDMS を滴下し，1000 rpm で

60秒間スピンコートを行なった．マスクを除去したのち，65℃で 35 分加熱することで PDMS の層を成膜した．このとき，

(a)Top view

(b)Side view (c)Inclined view
図 5. Picture of flatworm robot developed in our work 

図 3. Structure of flatworm robot 

(i)Initial position (ii)Max downward position (iii)Return to initial position (iv)Max upward position

＋

− ＋

−

図 4. Successive photographs that show the bending of an IPMC sample (－5 V～＋5 V, 0.5 Hz) 
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成膜された PDMS は完全には硬化されていない部分硬化の状態であり，これによって上下のボディを貼り合わせた際

の接着力が大幅に向上する[8]． 

④IPMC およびフレキシブルケーブルの配置と上下ボディの貼り付け 

③までのプロセスによって完成した上下の PDMS ボディの間に IPMC とフレキシブルケーブルを配置したのち，上

下のボディを貼り合わせた．次に，150℃で 15 分間加熱することで，部分硬化状態であった PDMS の薄膜を完全に硬

化させ，上下のボディを接着した．また上記の作業の際に，上下 PDMS ボディの接合部の周囲にシリンジを用いて若

干量の PDMS を載せ，同時に硬化させることでロボットを水中に入れた際の接合部からの水の侵入を防ぐようにした．

最後に，ヒラムシの外縁部を再現するためのポリオレフィンフィルムをIPMCに貼り付けて，ロボットの製作が完了する． 

 

3. 結果 

第 2 節に示した手法で製作した IPMC について，表面画像をマイクロスコープで確認したところ，全面にわたって

Pt による金属光沢が確認できた．さらに，メッキ作業を行う前後での表面抵抗を比較すると，メッキ前には

1.0×10-7Ω/sq.であった表面抵抗がメッキ後には 7 Ω/sq.程度まで減少した．また，－5 V～＋5 Vの範囲の矩形波

を IPMC に印加することで，上下合わせて80° 程度の連続的な屈曲動作が実現した（図 4）．以上のことから，Nafion

膜表面に Pt 電極が形成され，IPMC の製作に成功したと言える． 

2.2.2 に示した手法で製作したロボットの寸法は長さ 98 mm，幅 50 mm，厚み 6 mm となり，質量はおよそ 11 g 程度

となった．極めて扁平で軽量なロボットが実現した．また，PDMS のボディと銀ペーストによる伸縮性電極を使用してい

るため，柔軟性にも優れる．図 5 に製作したロボットの概観を示す． 

 

4. まとめと今後の展望 

 本研究では，IPMC の製作に成功するとともに，ヒラムシのように極めて扁平かつ柔軟なロボットの製作手法を確立さ

せることができた．短期的な目標としては，本研究で開発したロボットのそれぞれの IPMC を外部電源および制御系統

を用いて制御することで，ヒラムシのようなうねりを伴う遊泳動作の実現を目指す．さらに，それぞれの IPMC に印加す

る電圧の大きさや位相差をパラメータとして変化させた上でロボットの遊泳力を計測することで，ロボットの遊泳の速度

および方向制御に資するデータの取得を目指す．また，ロボットの寸法や IPMC の数を変化させながら，それらのパラ

メータがロボットの遊泳にどのような影響を及ぼすか評価することも有益なデータとなりうる．長期的な目標としては，極

小なバッテリおよび制御系統をロボット本体に搭載することで，独立で水中環境を遊泳できるロボットの実現を目指す．

また，小型センサの搭載によるロボット単体での水中環境下でのモニタリングや超小型化による体内でのドラッグデリ

バリといった展望も考えられる． 
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自然素材菌糸と生分解性プラスチックを用いたブロック型建材

Fungus Bricksの製作

Potential of Porous Structures Composed of Mycelium and Biodegradable Plastics

鳥居巧1，知念司泰1，大村まゆ記1，田中浩也1

Takumi TORII1,Moriyasu CHINEN1, Mayuki OMURA1, Hiroya TANAKA1

1慶應義塾大学環境情報学部
1Faculty of Environment and Information Studies, Keio University

【要約】

バイオマテリアルの建材への応用は日々研究されているが、本研究では特に菌糸に注目する。成長した菌糸

は他の素材と再結合することで一体化する特徴があるため、他の素材とも組み合わせて用いやすい。しかしこの

特徴をもとに、3Dプリントしたプラスチック型枠と組み合わせて応用した実践はまだ見当たらない。そこで我々は

菌糸と3Dプリントされた生分解性プラスチック（常温で土壌分解が可能なプラスチック）を組み合わせた、「Fungus

　Bricks」を提案する。「Fungus Bricks」は天然のテクスチャと滑らかな曲面表現を実現し、分解・組み立てが可能

な新たな環境志向建材である。実際に使用される場面を前提に、製造・施工・解体・再利用のサイクルを詳細に

設計し、それを通じて見出した可能性と課題を議論する。

キーワード：3Dプリンティング，生分解性プラスチック，菌糸材，マテリアル

【Abstract】
　　　　　The application of biomaterials to building materials is being researched on a daily basis. This study
paid particular attention to mycelium, and a review of related case studies revealed that there are many examples
of mycelium being combined with other materials. This is presumably due to the characteristic of mycelium
joining together with other materials as it grows. On the other hand, many of these studies on the development
and application of new materials show the superiority and novelty of the functions and manufacturing methods
of the developed materials, and there is insufficient exploration of the situations and designs in which the
materials are actually used. Based on these considerations, 'Fungus Bricks' were produced by combining
mycelium and 3D-printed biodegradable plastic (plastic that can be degraded in soil at room temperature) as a
practical application. The Fungus Bricks are a dismantlable and re-assemblable building material that
overcomes the difficulty of expressing smooth curved surfaces, which is difficult with conventional brick-like
building materials, by using the function of covering the entire surface of the growing mycelium and
3D-printing the shape. The possibility of implementation was explored by concretising the scenes of use and the
cycle of manufacture, construction, dismantling and reuse in parallel with the production of the product.
Keywords: 3D printing, biodegradable plastic, mycelium, material
1. 序論

Funfgus Bricksは、3Dプリントされた型枠に木材や

藁といった母材とあわせて菌糸を充填し、成長させ

た後に乾燥させることで使用することのできるブロッ

ク型の建材である。(図1)成長した菌糸は再結合す

る特徴があり[1]、ブロック同士を接合する役割を担

うことができる。菌糸は土壌分解が可能な成分で構

成されており、型枠に使用する樹脂も、常温で土壌

分解が可能なBioPBS材料である三菱ケミカル社の

FORZEAS™[2]を採用した。これによって、Fungus

Bricksは循環能力をもつ素材のみで構成されるた

め、使用後土に埋めても自然環境への影響を最低

限に抑えることが可能である。現在このように製作し

たFungus　Ｂｒｉｃｋｓを用いて、本年度１１月の

WATERS竹芝での展示に向けてパーティションを製

作している。(図2)

　本研究はこの製作過程を整理し、3Dプリント型枠

の設計の変遷や背景、プロセスについて報告する

とともに、その可能性と課題を論じる。
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図1.Fungus Bricksの製造過程

図2.WATES竹芝で展示を予定しているパーティ

ションイメージ図

2.制作環境

　本研究で使用したデスクトップ3Dプリンタは家庭

用に市販されているFFF(Fused Filament

Fabrication)方式のプリンタである(図3)。本プリンタ

の造形範囲は幅、奥行き220mm、高さ250mmとなっ

ている。出力ノズルは一般的に0.1mm〜1.0mmが使

用可能である.多くの樹脂製のブロックは金型成形

によって製造される一方で、3Dプリンタは3DCADや

モデリングソフトでデザインしたデータをそのまま出

力することができるためプロトタイプの製作がしやす

く、低コストでの設計・製造の検証・改良が行いやす

い。加えて金型成形ではコストがかかるブロックの

多品種変量生産も可能になる。ブロック建築スケー

ルの製作に用いられる3Dプリンタは中〜大型が一

般的である一方で、デスクトップ3Dプリンタによる事

例は少ない。デスクトップ3Dプリンタは誰でも比較

的扱い易く研究段階に適した3Dプリンタとして実

験・検証を行った。

図3.本研究で使用したデスクトップ3Dプリンタ

3..型枠の設計

生分解性樹脂で製作した型枠は、内部に詰められ

た菌糸と一体化するため、完成するブロックひとつ

の概ねの形状を決定する役割を果たす。加えて型

枠の表面は菌糸の再結合の働きにより、ブロックど

うしの一体化を強固にする役割を担う。このように

Fugus Bricksの実現にあたっては、3Dプリンタの特

性を活かした型枠の設計がその鍵を握る。本研究

では、よりよい型枠の設計方法について、試作を繰

り返して検証してきた。その経緯について論じる。

①ver1.0 Catenoid like

比較的少ない種類の図形で構成され、ドーム形状

を構築しやすい多面体のひとつにゾーン多面体が

ある。このバージョンではゾーン多面体を構成する

図形を1つのモジュールとし、一筆書きのツールパ

スにすることで3Dプリント可能なブロックにした。(図

4)ブロックの形状は乾燥行程で内部空間に熱せら

れた空気を通すことで乾燥させる『ダクト乾燥方式』

を採用するため、極小曲面のひとつである懸垂曲

面(catenoid)をモチーフに設計した[3]。

図4. ver.1.0 Catenoid like

②ver2.0　Rhombic Dodecahedron型

ver.1.0を踏まえて単一のモジュールでドーム形状

を構築し、『ダクト乾燥方式』の乾燥効率を向上させ
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るために菱形十二面体(Rhombic Dodecahedron)を

模した形状に設計されたバージョンを製作した(図5)

。菱形十二面体は一種類で空間充填が可能で、12

枚の構成面がすべて合同な多面体である。この

バージョンではブロックを一回の造形で製造するの

ではなく、12枚の同じパネルを造形し組み立てるこ

とでひとつのブロックを構築する。このパネルを設計

するにあたって菌糸と熱せられた空気が触れやすく

するために底面を網目状にすることで、乾燥効率の

向上を図った。パネル同士の接続のために3Dプリ

ンタで製造が可能で、かつ組み立てやすいジョイン

トも同時に製作し、樹脂と菌糸のみで構築されるブ

ロックを目指した。

図5.ver2.0　Rhombic Dodecahedron型

③ver.3.0 Free Form型

ver1.0,ver2.0はドーム形状の建築物のための建

材を目指して製作したためデータ管理が容易な単

一のモジュールで設計することが前提となってい

る。一方で曲面を多角形で近似しており、人間の身

体が直接接する家具やパーティション等への利用

には適していない。そこで曲面を近似することなく

構築するために、それぞれ異なる形状をしているブ

ロックを製作することにした(図6)。3DCADで作成し

た3Dデータから直接特殊な表面形状を造形できる

ツールパスを生成するスライサを開発し、新たな型

枠を製作した。しかしこのブロックでは鉛直方向に

菌糸が区切られてしまい、水平方向で菌糸が再結

合できない課題があるとわかった(図7)。

図6. ver.3.0 Free Form型

図7. 菌糸を詰めるスペースが区切られてしまう

④ver4.0 Free Form(wavy）型

ver.3.0のブロックの課題を踏まえ、菌糸がどの方向

でも再結合できるような表面形状を付与できるように

スライサを改良した(図8)。このスライサによって、3Ｄ

モデルのデザイン,デスクトップ3Dプリンタで造形可

能な大きさに分割,ツールパスの生成といったブロッ

クの型枠製造のワークフローを単一のソフトで行うこ

とが可能となった(図9)。最終的にはこのモジュール

を数百個中量生産することで、曲面状のパーティ

ションを構築することにした。

図8.ver4.0 Free Form(wavy）型

図9.スライサによって3Dデータからツールパスを生

成している様子

4.生産設計

パーティションを構築するために必要な個数の型枠

を製造するため、プリント時間、3Dプリンタの造形範

囲や稼働台数を考慮して、3Dモデルの分割を行っ

た。全章で述べたver.4.0 free form(wavy)型は、縦

方向のブロックと横方向のブロックを組みあわせるこ

とで一体化し構造を実現できる。（図10）この時3Dモ

デルは2分割する必要がある。
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図10.ver.4.0 Free Form(wavy)型の組み方

　３DCADで作成した全体の3Dデータから個々のブ

ロックを3Dプリントするに至るまでの手順と条件は以

下の通りである。

1 　パーティションの全体大きさ:

幅850mm  奥行き850mm　高さ900mm

2 使用する3Dプリンタ造形範囲:

幅220mm　奥行220mm　高さ250mm

3 稼働台数: 5台

4 3Dプリントが完了するまでの合計期間:

60日

この条件に基づいて分割を行った結果は次の通り

である。

1 必要プリント数： 220個(横方向120個, 縦方向

100個)

2 一個あたりに必要なプリント時間:

横方向 7時間21分~8時間3分/個

縦方向 4時間40分~5時間13分/個

3 合計出力時間:

1397時間　< 1440時間（60日）

5.結論

　Fungus Bricksを製作するために、3Dプリンタの特

徴を活かした型枠ひとつの設計と、型枠220個を中

量生産するための生産設計を行った。現在製造を

行っているが(図11)、実際に製造過程で生じた想定

外の問題も多く生じた。それらを整理し、次回以降

の製作に反映させていくことで3Dプリンタで型枠を

安定して製造するために考慮すべき点を整理した

い。

今後は、型枠の上で菌糸を栽培して再結合を行

い、結果としてできあがった曲面パーティションの試

験設置を通じてその可能性を検証することで、

Fungus Bricksの幅広い社会実装へと繋げていく予

定である。

図11.製作途中のパーティション
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ロボットアーム式大型３Ｄプリンタの構築と制御ソフトウエアの実装  
Implementation of Robot Arm Based Large Scale 3D Printer and Control Software 
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【要約】 

我々は，駆動部に産業用の６軸ロボットアームを用いたことが特徴のペレット式大型３Ｄプリンタ「ArchiFAB Mai」を

開発している．ArchiFAB Mai のロボットアーム部の制御には専用プログラム言語を用いるため，一般的な３Ｄプリンタ

用 GCodeを解釈するための逐次翻訳システムを開発した．本稿ではそのハードウエア及びソフトウエア構成について

述べる．６軸ロボットの表現力を活かしヘッドを自在に傾けながらプリントする non-planar（非平面）機構を実現するた

め，GCode の拡張表現を新たに定義した．また，ロボットアームを駆動部に用いた際に生ずる特有の課題と対処方法

についても言及する．  

キーワード：ロボットアーム，大型３Ｄプリンタ，ファームウエア，non-planar 

 

【Abstract】 

"ArchiFAB Mai", which we newly developed in this research, is a large-scale 3D printer characterized by using an 

industrial 6-axis robotic arm. Since a dedicated program language needs to be used for the robot controller, we developed 

sequential translation systems to interpret general 3D printer G-code. In this paper, we describe its configurations of the 

system, including hardware and software. To realize a non-planar printing mechanism that freely tilting the head by 

utilizing the expressive power of the 6-axis robot, we newly defined extended expressions of G-code. Farther more, we 

also describe problem-solving cases that faced while using robotic arm as a drive unit. 

Keywords: Robotic Arms, Large-scale 3D printing, Firmware, non-planar 

 

 

1. 序論 

大型３Ｄプリンタの駆動方式には，デスクトップ３Ｄプ

リンタと同様のガントリー式やデルタ式に加えてワイヤー

式・旋回式・クレーン式など，さまざまな実装事例がある．

我々が 2014年に開発した大型３ＤプリンタArchiFAB １

号機はデルタ式，ArchiFAB Irori/Tatami/Chashitsu は

ガントリー式，ArchiFAB Niwa はワイヤー式を採用して

いる．この度新たに開発した「ArchiFAB Mai」 [図 1] は，

駆動部に産業用の６軸ロボットアームを用いたことが特

徴の，樹脂ペレットを材料とする大型３Ｄプリンタである． 

 

2. 関連研究・事例 

産業用ロボットアームを駆動部に用いた３Ｄプリンタ

は近年増加傾向にある．最も多く見受けられるロボット

製造元は ABB，次いで KUKA，COMAUが海外では用

いられている．国内事例ではファナック，安川電機のロ

ボットアームを用いた事例も存在する．本研究では

DENSO WAVE 社製の大型の機種を用いており，３Ｄプ

リンタとして用いるうえでは機能・性能に不足はないが

同様の利用例がない故，制御ソフトウエアを今回新たに

開発する必要があった． 

ロボットアーム駆動で樹脂ペレットを材料とする３Ｄ

プリンタの先例は，Aectual [1] が知られており，積層造

形した建築内装や什器が同社ＷＥＢサイトで紹介されて

いる． BranchTechnology [2] [図 2] では，C-FAB とい

うワイヤープリントの３Ｄプリント製造方法によって軽量な

建築部材を提供している． 

ロボットアーム制御用ソフトウエアの関連事例として

は，RoboDK [3] という産業用ロボット向けのオフライン

プログラミングとシミュレーションソフトウエアがあり，３Ｄ

プリンタ用のスライサー機能から各種ロボット用の制御

図 1. ArchiFAB Mai 
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プログラム生成までを一貫して実行可能である．本研究

では，より精密な制御を実現すべく独自のプログラムを

スクラッチから開発する方針とした． 

FDM 方式の３Ｄプリンタ用ファームウエアの分野で

は，Marlin [4] が知られており，ガントリー式やデルタ式

の駆動方式に対応しているがロボットアーム式には対応

していない．本研究で開発した制御ソフトウエアは

Marlin と比較すると対応する GCode のコマンド数が少

なく 24種類に限られているが，CURA [5] や Simplify3D 

[6] のデフォルト設定で生成された GCode のコマンドに

はすべて対応することを確認した． 

 

3. ハードウエア構成 

今回採用した産業用ロボットアームは DENSO 

WAVE [7] の VLA-4025（可搬重量 40kg，リーチ長

2504mm）, ペレット樹脂材を押出すプリントヘッドはエス．

ラボ [8] の GEM30HEAD_SFC（スクリュー径 30mm，モ

ータ容量 750W，ノズル径 0.5～10ｍｍ，対応ペレット材

φ2～5mm）を採用した．材料圧送機（ホッパー容量

50kg）を備える．システムの全体構成を図 3 に示す． 

プリント可能サイズはロボットアームの可動範囲に準

ずる半円ドーナツ形の範囲であり，内径 1200mm，外径

2700mm，高さ 1800mm 程度．矩形のプリント可能サイズ

で定義するならば，例えば幅 2000mm，奥行 1000mm，

高さ 1200mm 等の形状が半円ドーナツ形に収まる．尚，

ヘッドを傾けるプリント方法の場合，プリント可能サイズ

は一概に定義できない． 

ヘッド部に搭載されたモータ（パナソニック社製 

MSMF082L1A2 ）は，ロボットアームのコントローラ

（DENSO WAVE RC9）に EtherCAT 接続で外部軸に

組み入れ，ロボットの一部として制御する構成とした．こ

れによって樹脂の押出量をアームの動きと連動して制

御できるため， non-planar プリントを行う場合等にも吐

出量を自在に変化させながらプリント可能となった． 

ノズル先端には圧縮空気を噴射する冷却機構を設

けたことにより，溶融状態の樹脂を素早く冷却して次の

層を重ねることが可能になり，プリント時間の短縮に寄

与する．ノズル横にはレーザー距離センサーを搭載し，

ベッドレベリングに用いる．ノズル先端部を撮影するカメ

ラを搭載しており，樹脂の吐出状況を詳細に把握できる． 

ノズルに最も近い部分の箱筐体が切り掛かれており，

ヘッドを一方向に大きく傾けて積層プリントする 45 度プ

リント [図 4] の際にベッドに当たらないよう設計されて

いる．non-planar プリントに適したノズル形状とするため，

一般的なものよりも鋭角に尖形状で先端部に水平面を

設けていないことが特徴である． 

プリントベッドは，プラスチックパレットにパーティクル

ボード 12mmを固定，必要に応じて付着性を高めるため

の養生テープを貼る構成とした．積み重ねることで高さ

を調整でき，並べることで広い面積のプリントにも対応

可能．傾きを調整する機構を底部に設けている．プリン

トの際には反りを抑えるため，１層目をビスでベッドに固

定する方法を採用した． 

 

4. ソフトウエア構成 

今回採用したロボットアームは独自のプログラム言

語（PacScript）でプログラム制御される仕様であるため，

一般的な３Ｄプリンタと同様に GCode でプリント可能に

図 2. Branch Technology の製造ライン 

図 4. 45 度プリント 

図 3. システム構成 
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すべく，逐次翻訳システム「Ｍｅｄｉａｔｏｒ」を開発した．操

作画面の例を図 5 に示す． 

Mediator の特長を以下に列挙する． 

・ Python スクリプト言語で実装し GUI は PySimpleGUI

ライブラリを採用．本システムではタブレット（RasPad）に

デプロイしたが，Windows/Mac/Linux 上で実行可能 

・ ロボットアームのコントローラ（RC9）とは b-CAP プロト

コルで通信し，プリント動作を逐次送信 

・ プリントヘッドのコントローラとは Modbus/TCP で通信

し，温度設定やペレット搬送機の制御を行う 

・ Simplify3D や CURA 等のスライサーに対応し，PC か

ら USB シリアル接続でプリントが可能．USB メモリ等に

GCode ファイルを入れてタブレットにコピーすることによ

り，ＰＣレスでのプリントも可能 

・ ロボットを手動で動作させるジョグコントロール，プリン

ト原点指定，ヒーター温度設定監視，冷却エアー設定，

ペレット搬送機設定，プリント進捗表示，モータ負荷状

態監視，プリント速度調整，吐出量調整，Ｚ軸微調整と

いった機能を備え，プリント中であっても操作可能 

以上の特徴から一般的なデスクトップ３Ｄプリンタと

同様に扱えるため，ユーザーはロボットアーム特有の知

識がなくとも容易に操作できるよう配慮した．  

 

5. GCode 拡張定義 

６軸ロボットの表現力を活かして non-planar（非平面）

プリント [図 6] を実現するには，プリントヘッドの傾きを

表現する必要があり，新たに GCode の拡張表現を定義

した． 

ロボットアームの座標系を図 7 に示す．X, Y, Z 軸毎

に，RX, RY, RZ の回転角度を指定ことで，ツール（プリ

ントヘッド）の傾きを表す， 

３Ｄプリンタ用 GCodeの G1（直線移動コマンド）等の

位置指定するコマンドにはパラメータで X, Y, Z の値を

指定できるが，傾きを指定することは従来定義されてい

なかった．そこで，５軸加工 CNC で用いられる GCode

表現を参考に，Ｘ軸の回転角度を「A」，Ｙ軸の回転角

度を「B」，Ｚ軸の回転角度を「C」で指定する拡張パラメ

ータを定義した，例えば下記のような GCodeになる． 

 G1 X0.0 Y1.0 Z2.0 A45.0 B0.0 C15.0 E3.5 F1500  

上記の GCode 例では，Ｘ軸まわりに 45°回転し，Ｚ

軸まわりに 15°回転する傾きを表す．尚回転表現は固

定角で X→Ｙ→Ｚ軸の順で回転する方式である． 

 

6. 特有の課題と解決方法 

ロボットアームを駆動部に用いた場合に発生しやす

い特有の課題がある．以下に２つの例を挙げ，その原

因と解決方法を述べる． 

 

6.1. アームの揺れ問題 

プリント最中に意図しない小刻みな揺れが発生し，

ヘッド部分がガタガタと動きが乱れる症状．この原因は，

モータの種類の違いにある．一般的な３Ｄプリンタはス

テッピングモータを駆動部に用いているが，ロボットアー

ムはサーボモータを用いており，指定した移動目標点

（ウェイポイント）に近付いてきた時にブレーキをかけな

がらアプローチし停止するという制御を行っている．３Ｄ

プリントではこのウェイポイントを次々と指定し移動させ

るのだが，ロボットアームはひとつ先のウェイポイントを

先読みすることでスムーズに一定の速度で移動する機

図 6. Non-planar プリント 

図 5. Mediator 操作画面 

図 7. ロボットアームの座標系 出典：DENSO WAVE [7] 
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能を備えている．一般的な３Ｄプリンタ用のスライサーは，

各々のウェイポイントの間隔が一定でなく，場合によって

は非常に短い間隔のウェイポイントを含んだ GCode を

生成してしまう．非常に短い間隔のウェイポイントが指示

されたロボットアームは，ひとつ先のウェイポイントに移

動する前にブレーキをかける挙動を示す場合がある．ブ

レーキが断続的にかけられた結果，アームが揺れて動

きが乱れる現象を引き起こすのである． 

この問題の解決策は２通り考えられる．ひとつはスラ

イサーを改良することでウェイポイントを一定間隔で配

置した GCode を生成する方法．もうひとつはロボットア

ームのパス動作（次のウェイポイントに移動目標を切り

替える動作）のタイミングを，ウェイポイントとの距離で指

定する方法である．図 5 のＭｅｄｉａｔｏｒ操作画面の左下

にある Pass Start Distanceを設定する機能は，この問題

を解決するため追加された機能であり，概ね 5mm 程度

を指定することによってブレーキ動作が起こるのを抑制

できる． 

 

6.2. non-planar プリントの局所的な速度低下問題 

ヘッドを傾けながらプリントする場合，局所的に積層

が不均一になる症状．この原因は，傾き角度が大きく変

化するか所でノズル先端の移動速度が低下すると，樹

脂の吐出量の調整が多少遅れるために，移動と吐出の

タイミングがずれてしまう．その結果，吐出が過大になっ

た直後に過少になったように積層が乱れるのである．傾

きが大きく変化するか所では，ノズル先端の移動速度よ

りもフランジ（ロボットの第６軸先端）の移動速度が速くな

るが故に，ロボットの安全機能が働いて速度制限がかか

るので傾きを変化させる動作に時間がかかり，ノズル先

端の移動速度が局所的に低下するのである． 

この現象を回避する方策は２通り考えられる．ひとつ

は樹脂の吐出量制御をリアルタイム化する方法である

が，機械の特徴に依存するので本研究においては実施

不可能であった．もうひとつは傾き角度が大きく変化し

ないGCodeを用いる方法である．我々が開発したスライ

サー（Rhino [9] と Grasshopper [10] 上で動作する簡易

スライサー）には傾き角度変化を滑らかにする機能を追

加することで，この問題を回避した．また，AiBuild [11] 

が提供している AiSync は，ロボットアーム式３Ｄプリンタ

に特化したスライサー機能が特徴であり，傾きの急な変

化を検出する機能の他，スムーズ化機能，特定か所の

前後で移動速度を落とす等，当該問題を回避するため

の多様な機能が含まれている．安全機能はロボットのメ

ーカー毎に特徴があるものの，当該問題は本研究で用

いた DENSO WAVE に限らずどのロボットアーム式３Ｄ

プリンタでも発生しうる現象である． 

 

7. 結論 

産業用６軸ロボットアームを駆動部に用い，新たな

建築用大型３Ｄプリンタを構築した．制御用のソフトウエ

アを開発し，従来のデスクトップ３Ｄプリンタと同様に扱

えるよう機能と構成を工夫した．Non-planar プリントを行

うため GCodeを拡張定義した． 

本研究で構築したシステムは，国内では初の事例と

なるロボットアーム式の樹脂 FGF３Ｄプリンタであり，ヘッ

ドとアームも国内メーカー製で揃えた．今後はこの研究

成果を積極的に産業応用し，社会課題解決と産業発展

に貢献することを切に願う． 
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コンクリート３D プリント施工技術を用いた住宅の設計 
Housing Design Using Concrete 3D Printing Construction Technology 
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【要約】 

昨今，コンクリート 3D プリント技術の発展は建設産業の新たな施工技術として期待が高まっている．われわれは日本

でコンクリート 3D プリント施工技術を用いて住宅販売の展開を試みるベンチャー企業であるセレンディクス株式会社

と約 50 平米の住宅（フジツボモデル）設計を共同で進めている．本稿ではその開発で得られた知見と課題について

報告する． 

キーワード：3D，大型３D プリンタ，コンクリート 3D プリント技術，建築，デザイン 

 

【Abstract】 

In recent years, the development of concrete 3D printing technology has been expected to be a new construction 
technology in the construction industry. Keio University collaborates with a venture company (Serendix Inc.) that is 
planning to develop housing using concrete 3D printing construction technology in Japan, and we are designing a house 
(barnacle model) of about 50 square meters. This paper will explain the knowledge and the issues acquired through this 
research． 
Keywords: Large-scale 3D printing, Concrete 3D printing Technology, Architecture, Design  
 
 
1. 序論 

昨今の建設現場での人材不足等の社会課題を契

機として、建設施工への 3D プリンタの導入が広く検討さ

れている。中でもコンクリートを材料としてもちいる 3D プ

リント技術への期待は高い。しかし、コンクリートは 3D プ

リントでひろく用いられている樹脂とは異なり、硬化時間

が長く，柔らかい状態で積層する。そのため、従来の 3D

プリントとは異なる新たな設計手法が必要となる。そこで

我々は 2021 年より、セレンディクス株式会社 [1] と産

学連携で、コンクリート 3D プリント住宅の設計手法の研

究開発を行った。本稿では新たに開発した設計手法と

コンクリート 3D プリントによる試作実験について報告す

る。 

 

*． 背景 

3D プリンタ技術を建築業界で施工技術として活用

する研究は，2008 年頃から盛んになりはじめた．2014

年頃からコンクリートを材料にした住宅の施工実証事例

が見られるようになった．2019 年ロシア企業である Apis 

Cor 社はコンクリート３D プリント技術による世界最大の

建築物となるドバイの庁舎 [2] を完成させた．建物は

二階建の高さ 9.5m，床面積 640 ㎡に及ぶもので，新し

い施工技術の可能性を明示し建設業界から注目を集

めた．日本国内でも限られた数であるが，建築系ベンチ

ャー企業などがコンクリート 3D プリント施工技術を用い

た実証プロジェクトが少しずつ進められている [3] ． 

コンクリート 3D プリント施工技術の実証事例を見て

みると，意匠設計の観点からは容易に曲面形状を造る

ことができる 3D プリンタ技術の特性を活かして自由な曲

面が用いられたデザインが多くみられる．しかしながら

曲面を多く持つ壁はインテリアや家具の収まりが悪くな

るため内装工事や使用できるインテリアの制約，もしくは

インテリアの特注などで，内装施工費用の上昇を招くこ

とにつながる．また，建築工法については壁のみを 3D

プリンタで出力し，屋根は木製の構造体を壁の上に乗

せるという工法が主流になっている．理由として 3D プリ

ント技術が水平面を広く持つ部材をプリントするのに適

した技術でないこと，加えて 3D プリント時に許容される

壁のオーバーハング（傾斜角度）に限界があるためであ

ると推測する．積層型 3D プリントの場合，下の層が上の

層を出力する際の支えとなり，コンクリートは硬化時間が

長いため，材料がある程度柔らかい状態でモルタルを

積層していくことによるものであり，既存の木材工法を用

いることが合理的だという判断であろう．われわれはそ

の一方で，単一工法を使いオーバーハングの限界を考

慮した屋根をプリントすることで，工期短縮や人件費削

減などに寄与する可能性があるのではないかと考える． 

これらの課題を解決することで 3D プリント施工技術

が効率的に使われる新しい住宅のタイポロジーが必要

だと考える．そこでわれわれは，コンクリート 3D プリント

住宅のモデル「フジツボモデル」を開発した．フジツボモ

デルは約 50 平米の面積をもち，一般ユーザーが使用

することを前提としている． 
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2. 設計プロセス 

上述の課題を受けて，フジツボモデルの設計は以

下の指針を設定した．なお，屋根まで単一工法で施工

を目指す本設計は従来事例がほとんどない野心的な課

題である． 

表 1 設計指針 

天井の高い過ごしやすい空間を作る 

大きな開口の窓を設置する 

設計上曲面は使い過ぎず，バランス良く使う 

壁の角度はオーバーハングを考慮して斜行角 30度内

で設計する 

壁から屋根まで単一工法でプリント施工する 

 

設計はスケッチから着手し，そこから空間アレンジの

スタディを展開した．スケッチでは天井の高い光の入り

やすい空間を描いた（図 1）． 

初期案では，６角形の形状した住宅で三つの部屋

に別れた空間の壁の上に屋根が個別に乗せている．

個々の屋根には上に大きく開いた天窓がある空間にな

っている（図 2）． 

平面での空間アレンジのスタディを展開し，最終提

案を策定した．この提案ではキッチン・ダイニング，寝

室，スタディー，バスルームと三つの空間が繋がる空間

となっている（図 3,4）．各部屋は有機的に繋がり，３D プ

リント技術により設置された場所で増殖していくイメージ

を思わせた．そして上部からみると「フジツボ」のように見

えた．そこでこのシリーズを「フジツボモデル」と呼ぶこと

にした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 工法の検証 

3.1 コンクリート 3D プリンタ 

カナダをベースとするコンクリ–ト３D プリンタメーカー

TAM (Twente Additive Manufacturing)社のタイヤの付

いた移動可能のロボットアーム式のスライド可動型プリ

ンタ Tilikum [4] (図 5)を利用した．Tilikum を用いたの

は，一般的なコンクリート 3D プリンタの出力範囲は２平

米程度と小さい．Tilikum はロボットアームがトラックの上

をスライドし動きながらプリントできることで約６０平米の

出力範囲をもち本施工に有効であると判断した(図 6)．  

 

図 5. TAM 社の Tilikum コンクリート３D プリンタ 

図 6. Tilikum のプリンタブルエリア（青色） 

 

3.2 施工シミュレーション 

「フジツボモデル」住宅をプリントする際に，以下の

様に建物をつのセクションに分けてプリントすることを想

定した．先ずは垂直な Layer 1：壁セクション（グリー

ン），次に Layer 2：壁から屋根に移り変わるセクション

（オレンジ），そして Layer 3：オーバーハング 30度で積

み上げられた屋根（グレー）となる(図 7)．  

天窓

建築コンポーネント

屋根の上に蓋をする形で天窓が備え付けられ
ている。ガラスで下の空間に光を通したり、
木材で屋根を被せたり、下の空間に合わせ
て、機能と材料が変わる。

屋根

リフレクター

３０度以内の角度でプリントされたモルタル 
屋根パーツ。

天窓から光を取り込み、屋根の内側の表面に
光を反射さる機能を持つ。

壁
３Dプリンタで出力されたモルタル壁。 
１階フロアの壁は、垂直にプリントされる。

1:50 @A3

キッチン

ダイニング

玄関

物置 ベッドルーム

書斎バスルーム トイレ

図 1. スケッチ 図 2. 初期案 

図 4. 「フジツボモデル」 平面図 

図 3. 「フジツボモデル」 完成イメージ 
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図 7. 建物を 3 つのセクションに分けてプリント 

 

現場で施工することを前提に（図 8）の工程でシミュ

レーションを行った． 

図 8. プリント施工シミュレーション. 1)ベタ基礎を打ちサイト内

にロボットを入れる，2）ベッドルームから壁をプリント開始，3）

バスルーム，ダイニング・キッチンの壁をレイヤー2 までプリン

トする，4）プリンターを空間内から外に出す，5）レイヤー3：屋

根部分を別で床レベルでプリントする，6）屋根をクレーンで壁

の上に設置して完成． 

 

3.3 オーバーハングに対する出力検証 

2022 年 7 月に TAM社 3D プリンタが日本に設置さ

れ，実際に 3D プリンタを動かしながらの実施検証が行

われた．先ずは，小さなテストモデルでオーバーハング

の傾きが何度まで出力可能かを検証した．その結果，

約 10度までコンクリートが安定して積み上がり，その角

度を超えると壁は座屈した．この結果を踏まえ，オーバ

ーハングのある形状を崩さずにどのように出力するかが

技術的課題として残った． 

3.4 材料の選定 

材料については，TAM社のプリンター専用の材料

規定は無く自由に材料を使えるのが利点であるが，機

械の機構に適した材料を選出するのも技術的課題の一

つである．TAM社から提供された材料 A は勿論のこと

普段使い慣れている材料でありスムーズに出力可能で

あったが（図 9），セレンディクス社がよりローカルな材

料を求めアジアから購入した２つの種類材料 B，と C に

おいては TAM社のポンプを使用し，途中で詰まってし

まい出力不可になった（図 10）．ここで明らかになった

のは，３D プリンター用コンクリート材料の中には，砂

利，ファイバー，硬化促進剤，モルタルなどがミックスさ

れているが，材料によりファイバー繊維の長さや量，ま

た硬化促進材や砂利の量が異なることにより，長いホー

スから送り出すための十分な流動性を担保できない状

態や，ファイバーが多くポンプ側が材料を押し出す圧力

がないなどの問題が生じる．材料とプリンター機構の関

係は相互に適合する必要性がある．材料に関してアジ

アから入手できるものを選定中であるが，最終的には国

内で生産されるものを使用していく予定である． 

 

 

3.5 施工検証 

われわれは，出力可能な材料 A を使用し大型の出

力施工検証を行った．この検証ではフジツボモデル以

前にセレンディクス社で実施されている「Sphere」 [5] 

の設計データを使い，全体の建築物の 1/4 のパーツを

実寸スケールで出力するのと同時に，前述したオーバ

ーハングの出力に対する TAM社の対応策の提案をも

含め出力検証を行った．具体的には，出力現場に囲い

を作りそこにプリントしていく過程でプリント物のオーバ

ーハングになる部分に「砂」をサポート材として詰め込む

という手法である（図 11）． 

施工検証の結果無事に綺麗な表面テクスチャーで

大型パーツの出力に成功した（図 12）．また，「砂」を使

ったサポート手法は，オーバーハングの角度の強い形

状をサポートする意味では機能した．しかしながら，プリ

ント工程において多くの人員による付き切りでの対応が

必要となるため，オートメーションの工法を使いながらの

合理的では無い手法と判断したため，不採用となった． 

 

 

Layer 1 
(0-2000mm) 

Layer 3 
(2600-3800mm) 

Layer 2 

(2000-2600mm) 
 

⑧

レイヤー３のプリント
• 床の平坦なところで、レイヤー３をプリン
トする。 

• Unit Aのレイヤー３は大きいサイズの為２
つのパーツ分けなければならない。

⑨

レイヤー３の設置
• 床でプリントしたレイヤー３をクレーン　
を使い壁の上に設置する。

1． 2． 

3． 4． 

5． 6． 

図 9. 材料出力検証 図 10. 材料がポンプ内に詰まった状態 
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図 11. 砂をサポート材として使用する工法 

図 12. 実寸大型施工検証 

 

3.6 建築法規と工法 

国内でコンクリート 3D プリンタを用いた建設技術は

全く新しい工法であり法規に関してもまだクリアーしなけ

ればならない問題がある．われわれは，できるだけ早急

に建築法規をクリアし国内で実施事例を作るために，あ

る程度戦略的な手法を取らなければならないと考えた． 

コンクリート 3D プリンタで建築物を建てる際の材料

に関する課題は，第一に原則として建築基準法第 37

条に定められた「指定建築材料」を使わなければいけな

いことにある．3D プリンタ用に作られたモルタル材料は

それ固有の技術特性に適合する為に作られたものであ

り，指定建築材料には該当しない．よって，これを建築

物の主要構造部に使用する場合は，建築材料として新

しく国土交通大臣の認定を受ける必要がある．国内で

は清水建設が繊維補強セメント複合材料「ラクツム」 [6]

を開発し，大臣認定を取得したという例もあるが，われ

われは初めから大臣認定を取るのではなく，既存の「指

定建築材料」を主要構造部の主材として用いることにし

た．すなわち，新しい工法を使いながらも既存の鉄筋コ

ンクリート構造の基準に適合させた方法で建築基準法

をクリアするという方法論である．具体的には「壁式鉄筋

コンクリート造」を選択し，施工することとした．詳細を述

べると，3D プリンタで 50mm の厚さの壁を出力しそれを

型枠とし，その中に 120mm（平屋で最低要求される壁

厚）の空隙幅を造り，そこに配筋しコンクリートを流し込

み，それを構造体として扱い，外側の３D プリントされた

型枠と一体となった 220mm の構造物となる（図 13）． 

このアプローチが建築基準法に適合するか否かは

建築主事の判断によると考えるが，先ずはこの工法で

実施事例を作っていくことが重要であると考える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13. ３D プリンタで施工する壁厚 

 

4. 結論 

設計フェーズそして，3D プリンタを設置し実証実験

を続けてきたが，さまざまな領域で課題があり，理想とし

て考察していたことと，実際に現場で見えてきた知見と

の間にあるズレが顕著になり課題として浮かび上がって

きた．具体的には、設計によるオーバハングに対する課

題．機械に適した，材料の選定．3D プリンタに関して

は，運搬可能であるため，オンサイトで建設することを想

定していたが，実際にプリンタを使用し作業してみると，

プリント時と，使用後のツールの清掃に大量の水が必要

であり，汚水処理などの問題も存在し，電気に関しては

480Vの電圧供給も必要であり，インフラの整った工場

の整備で，プリントしたものを現場に運搬する方が，作

業効率が良いのではないかという考察に至った．また，

建築法規に関しては施工方法，材料の大臣認定の取

得も必要であり，長い時間を掛けて取り組む必要があ

る． 

次のステップとして，実寸スケールのプロトタイプ試

作を通じて，これらの課題をクリアーしながら研究開発を

進めていきたい． 
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ＭＥＸフィラメント設計における積層間の熱融着性向上 
Improvement of layer adhesion in MEX printout by filament design 

 

織茂 亜希子 
Akiko Orimo 

 

三菱ケミカル株式会社 

Mitsubishi Chemical Corporation 
 

【要約】 

MEX(Material extrusion)方式の 3Dプリンタの課題である弱いＺ軸強度を向上させるべく、MEX 造形用フィラメント

の材料設計や、造形条件の検討を行った。結果、フィラメントを芯鞘構成とし、鞘のみを熱融着しやすい樹脂配合設

計および造形条件にすることで、結晶樹脂フィラメントおよび非晶樹脂フィラメント双方において、良好な造形外観を

保ちながら、既存のフィラメントよりもＺ軸強度を向上できることを見出した。この手法を様々な樹脂種に応用することで、

MEX 方式の３Dプリンタによる、産業用途の最終製品の製造が期待される。  

キーワード：MEX，フィラメント，材料設計，多層化，Z 軸強度， 

 

【Abstract】 

In order to improve the weak Z-axis strength, which is an issue for MEX (Material extrusion) 3D printers, we studied 

the material design of filaments and printing conditions. As a result, we found that the Z-axis strength of both crystalline 

and amorphous resin filaments can be improved while maintaining good printout appearance, by designing the filament 

material with a core-sheath structure and printing condition. By applying this technique to a variety type of resin, it is 

expected that MEX method 3D printers will be used to manufacture end products for industrial applications. 

Keywords: MEX, filament, material design, multilayer, Z-axis strength  

 

 

1. 背景／課題 

MEX（Material extrusion）方式の 3D プリンタは、溶

融した材料を押出して積層する造形方法で、様々な熱

可塑性樹脂に対応しており広く普及しているが、造形物

の水平方向の強度（XY 強度）は樹脂本来の物性に近

い強度が得られるものの、積層方向の強度（Z 軸強度）

に劣るという課題があるため、特に産業用途においての

最終製品としての利用は限定的であった。MEX 方式で

も造形温度（ノズルや造形雰囲気）を上げることで層間

の熱融着性は向上可能だが、吐出後の材料が冷却不

足となり、細かい 3 次元形状を維持できずに造形外観

が崩れてしまう問題があり、高い Z 軸強度と造形物外観

の両立が困難であった。 

 

2. 課題解決に向けたアプローチ 

MEX 方式での造形において、層間の熱融着性を

向上させ得る技術的手法を、図 1に整理する。この

中で我々は、造形用フィラメントを多層化し、かつ

造形雰囲気温度を適切な範囲に制御することで、良

好な造形外観を保ちながら層間の熱融着性を向上で

きるのではないかと考えた。すなわち図 2に示すよ

うに、フィラメントを芯鞘構成として、芯と鞘の、

溶融後の冷却過程における固化温度に差をつけ、鞘

が固化しにくく（＝熱融着しやすい）、芯が固化しや

すい（＝3 次元形状を維持しやすい）造形雰囲気温

度で造形することで、良好な造形外観と高い Z軸強

度の両立ができると考え、実験を行った。なお、幅

広い樹脂種への適用を見据えて、実験は、非晶性樹

脂からなるフィラメント、結晶性樹脂からなるフィ

ラメント双方に対して実施した。 

 

図 1. MEX方式の層間熱融着性向上手法 

 

図 2. 芯鞘フィラメントの設計思想 

 

3. 芯鞘フィラメントの設計／作製 

非晶系樹脂として ABS、結晶系樹脂として PA6 を選

択し、それぞれの樹脂において、芯よりも鞘の方が、溶

融後の冷却固化温度が低くなるように、樹脂配合設計

を行った。具体的には、図 3 に示すように、ABS に対し

ては相溶系の PBS をブレンドすることで、ガラス転移温

度（Tg）が、芯よりも鞘の方が低くなるように設計した。ま
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た PA6に対しては、相溶系の非晶 PAのブレンド比率を

調整することで、熱溶融後の結晶化温度（Tmc）が、芯よ

りも鞘の方が低くなるように設計した。この構成で、ABS

系、PA6 系それぞれにおいて、芯鞘の体積比が 1:1 の

フィラメント(φ1.75mm)を、溶融積層押出により作製した。

また、比較として、それぞれ鞘材料のみからなる単層フ

ィラメントも作製した。 

図 3. 芯鞘フィラメントの配合設計 

 

4. 造形テストおよびＺ軸強度の評価 

得られた芯鞘フィラメントおよび単層フィラメントを用

いて、造形チャンバー温度が制御できるプリンタを用い

て造形テストを行った。 

 ABS 系の芯鞘および単層フィラメントについては、

プリンタとして、3D gence 製の INDUSTRY F340（チャン

バー温度上限 85℃）を用い、チャンバー温度を変化さ

せて、幅 5mm, 長さ 75mm, 厚み 5mm のダンベル状サ

ンプルを、造形速度 60mm/s, 積層ピッチ 0.25mm, イン

フィル 100%の条件で造形した。ここで、ダンベルの厚み

方向を積層(Z 軸)方向として造形したものを XY 強度評

価用のサンプル、ダンベルの長さ方向を積層(Z軸)方向

として造形したものを Z強度評価用のサンプルとした。こ

れらの造形サンプルを、試験速度 50mm/min, チャック

間 45mm の条件で引張試験し、得られた最大強度を比

較したところ、XY強度については芯鞘フィラメントと単層

フィラメントの造形物で大きな差は見られなかったが、Z

軸強度については、図 4 に示すよう差が見られた。 

図 4 は、芯鞘フィラメントおよび単層フィラメントで得ら

れた Z軸強度評価用サンプルの引張最大強度を、各チ

ャンバー温度に対してプロットしたものである。チャンバ

ー温度を上げていくと、芯鞘および単層どちらのフィラメ

ントの造形物も Z軸強度が上がっていくが、単層フィラメ

ントは材料の Tg (=80℃)付近のチャンバー温度で造形

外観不良となるのに対して、芯鞘フィラメントは鞘の Tgよ

り高いチャンバー温度でも外観良好に造形でき、結果、

高い Z 軸強度が得られた。これは、このチャンバー温度

領域では、芯鞘フィラメントがノズルから吐出されたあと、

鞘は溶融状態に近いため層間の熱融着性に優れる一

方で、高い Tg (=100℃)を有する芯層は固化し、3 次元

形状を維持できたためと考えられる。 

次に、PA6 系の芯鞘および単層フィラメントについて

も同様の評価を行った。なお PA6 系では、プリンタとし

て 、 よ り高温までチャンバー温度制御可能な

miniFactory 製 Ultra 3D printer（チャンバー温度上限

250℃）を用いた。ABS系の結果と同様、XY強度につい

ては芯鞘フィラメントと単層フィラメントの造形物で大きな

差は見られなかったが、Z軸強度については、図 5に示

すように差が見られた。 

図 5より、単層フィラメントは材料の Tmc (=134℃)付近

のチャンバー温度で造形外観不良となるのに対して、

芯鞘フィラメントは鞘の Tmc より高いチャンバー温度でも

安定して造形でき、結果、高い Z 軸強度が得られた。こ

れは、このチャンバー温度領域では、芯鞘フィラメントが

ノズルから吐出されたあと、鞘は溶融状態に近いため層

間の熱融着性に優れる一方で、高い Tmc (=169℃)を有

する芯層は固化し、3 次元形状を維持できたためと考え

られる。 

 

図 4. ABS フィラメント造形物の Z 軸強度比較 

 

図 5. PA6 フィラメント造形物の Z 軸強度比較 

 

5. まとめ 

以上の結果より、非晶系および結晶系双方の材料

において、フィラメントを芯よりも鞘の冷却固化温度が低

い芯鞘構成とし、鞘のみが熱融着しやすい(冷却固化し

にくい)造形条件とすることで、良好な造形外観を保ちな

がらＺ軸強度を向上できることがわかった。今後様々な

樹脂種に本技術を展開することで、産業用途における

最終製品の造形が可能なフィラメントの開発を行ってい

きたい。 
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高分子光重合開始剤の硬化性 
Curability of polymer photoinitiator 

 

砂田 一成 1，清貞 俊次 1，竹田 賀美 1 
Kazunari SUNATA1, Toshitsugu KIYOSADA1, Yoshimi TAKEDA1  

 
1ＫＪケミカルズ株式会社 

1 KJ Chemicals Corporation 
 

【要約】 

本研究では、新規な高分子光重合開始剤の開発を行い、低分子の光開始剤と比較して課題であった硬化性や相

溶性、また UV 硬化樹脂とした際の粘度等を改善した高分子光重合開始剤を見出し、安全性の高い UV 硬化型イン

クとしての可能性を検証した。その結果、弊社にて開発したノリッシュ II 型の高分子光重合開始剤(Kohshylex® I)を用

いた場合、低粘度の UV 硬化型インクが調整可能であり、その上で低分子量水素供与体の添加無しでノリッシュ I 型

の低分子光開始剤と同程度の硬化性を示し、更に得られる硬化物からの低分子量成分の溶出が、従来の低分子光

開始剤と比較して抑制でき、インクジェットに適用可能な安全性の高い UV 硬化型インクを得ることができた。 

キーワード：3D，高分子光重合開始剤，安全性，UV-LED,UV インク 

 

【Abstract】 

In this study, we developed new polymeric photoinitiators with better curability, compatibility and lower viscosity for 

UV inks compared to low molecular weight photoinitiators. We also verified the possibility of highly safe UV ink. The 

developed UV curable ink using the developed Norrish type II polymeric photoinitiator (Kohshylex® I) can be adjusted 

to have a low viscosity, and on top of that, the low molecular weight Norrish type I photoinitiator can be obtained without 

the addition of a low molecular weight hydrogen donor. It exhibited a curability comparable to that of a photoinitiator.   

In addition, it was confirmed that the obtained UV-curable ink can suppress the elution of low-molecular-weight 

components from the resulting cured product as compared with conventional low-molecular-weight photoinitiators. 

Keywords:3D, polymer photoinitiator, safety, UV-LED,UV ink 

 

 

1. 序論 

UV 硬化は、溶剤等を用いずに液体に紫外線を照射

するだけで、自由に硬化できることから様々な分野に利

用されているが、近年では光源として UV-LED が安価

かつ高出力となり、手軽に用いることができる様になり、

様々な分野での利用が拡大している。 

UV 硬化に活用されているラジカル光開始剤は、UV-

LED 光源への波長対応性と硬化性の高さからジフェニ

ル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド(TPO）

が広く用いられている。しかし TPO はノリッシュ I型の低

分子光開始剤であり、硬化に際して低分子の分解物を

発生するだけでなく、TPO 自体の生殖毒性が GHS 区

分 1B に引き上げられた事もあり、今後欧州 REACH 等

での使用規制が進むと思われる光開始剤である。特に

3D 造形にて使用される場合、硬化性を引き上げるため

に、TPOの使用量が特に多いことから、TPO自体やＴＰ

Ｏ分解物の残留が多くなり、造形物からのブリードアウト

や臭気が問題となっている。 

そこで弊社では、UV-LED 光源にて良好な硬化性を

有する高分子光重合開始剤の検討を行い、特に開始

反応での低分子分解物も発生せず、低分子の水素供

与体を使用せずに、高い硬化性を示す水素引抜型で

あるノリッシュⅡ型の高分子光重合開始剤 Kohshylex® I

を開発し、昨年度の 4DFF にて液槽光重合法の光造形

にも使用可能であると紹介した。今回、インクジェットに

適用可能なUV硬化型インクに用いることが可能な高分

子光重合開始剤として調整しており、3D プリンター等に

用いられる UV インクジェット印刷への適用を検討した。 

表 1. ラジカル重合光開始剤の分類 

 

開始剤タイプ ラジカル発生 特徴 低分子光開始剤

ノリッシュⅠ型光開始剤 分子内開裂
・開始剤効率が高い
・重合が低分子量化しやすい
・開始剤分解物が生成

Omnirad TPO(ｱｼﾙﾌｫｽﾌｨﾝ系)
Omnirad 184(ｱｾﾄﾌｪﾉﾝ系)

Omnirad 907(ｱﾐﾉｱｾﾄﾌｪﾉﾝ系)

ノリッシュⅡ型光開始剤 水素引抜き
・重合が高分子量化しやすい
・水素供与体が必要
・開始剤分解物が発生しない

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ
IPTX(ﾁｵｷｻﾝﾄﾝ系）

Omnirad MBF(ｵｷｼﾌｪﾆﾙ酢酸ｴｽﾃﾙ系)
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2 

2. 実験 

2.1 光開始剤 

弊社開発品の「Kohshylex® I」、比較としてノリッシュ I

型の低分子光開始剤としてTPO、ノリッシュ II型の低

分子光開始剤として「2-イソプロピルチオキサントン

（IPTX）」を用いた。 

 UV 硬化型インクは各種モノマーと光開始剤を混合し

て作成（水素供与体未添加）し、各光開始剤の光開始

基量を一定(1.06×10-4mol/g, TPO 3.7wt%相当)とする

処方 A、光開始剤量を重量比で一定(15wt%)とする処方

B を用いて評価を行った。 

 

2.2 硬化と評価 

 処方Ａでは 、 365nmUV-LED(1,000mW/cm2)にて

0.5mm厚の硬化を実施し、硬化性の評価を行った。 

 処方 B では、 365nmUV-LED(1,500mW/cm2)にて

0.5mm 厚の硬化を実施し、成形物中に含有する未硬化

成分や分解副生物等の低分子量成分をアセトンにより

抽出し、成形物のゲル分率と低分子量成分含有率を定

量した。また、顔料の添加による影響および、10µm での

硬化性を確認した。 

 

3. 結果及び考察 

3.1 処方 A 

 処方Ａの UV 硬化型インクを用いた成形物にて、

Kohshylex® I を用いた場合、TPO を用いた場合と同様

に硬化時間 1 秒で良好な透明性の成形物が得られた

(図１)。一方で、IPTX を用いた場合、3 級アミン等の水

素供与体がないため、一部は硬化するものの、単独で

の硬化性は不十分であった。 

 ノリッシュⅡ型の光開始剤は開始剤効率が低く、水素

供与体が必要であり、IPTX では十分な硬化性が得られ

なかったが、Kohshylex® I の光官能基はノリッシュⅠ型

の TPO と同様の、高い硬化性を持つことが示された。 

3.2 処方Ｂ 

処方 B にて成形物のゲル分率と低分子量成分含有

率の定量を行った(表 2.)。 

Kohshylex® Iを用いた場合にゲル分率は最も高く、低

分子量成分の溶出もごくわずかであった。TPO では、

Kohshylex® I と比較してゲル分率はやや低く、低分子量

成分の溶出もやや多い結果であり、溶出した低分子量

成分の約 9 割は光開始剤由来の成分であった。IPTX

は硬化性が不足しており、表面の一部が硬化するにと

どまったため、ゲル分率が極めて低い結果となった。ま

た顔料を添加した場合も同様であり、Kohshylex® I を用

いることで良好な硬化性を維持し、低分子量成分の溶

出もごく少量に抑えることが可能であった。 

また高分子の Kohshylex® I を用いた場合でも、粘度

は 50mPa·s以下であり、酸素存在下10µｍの薄膜でも硬

化が確認された。 

 

4. 結論 

これらの結果から、Kohshylex® IはノリッシュⅡ型の水

素引抜による重合であるため、ゲル化しやすい硬化物

が得られ、一方で硬化性は三級アミンやチオール等の

低分子量水素供与体の添加無しに、ノリッシュⅠ型並

みの良好な開始能を示しており、特に UV-LED にて短

時間での照射にて硬化が可能であることから、ノリッシュ

Ⅱ型とⅠ型の両方の良好な特徴を併せ持つことが示さ

れた。更に高分子の光開始剤であることから硬化物中

の光開始剤由来の低分子量の抽出される成分が少なく、

安全性の高い硬化物が得られることが確認された。 

また、顔料混合系においても硬化性や造形物中の低

分子量成分の抽出量は非混合系と同等であり、酸素遮

蔽なしに薄膜の硬化が可能であり、インクジェットインク

として適用可能な低粘度のUV硬化型インクに調整でき

ることから、UV インクジェットでの使用が可能であること

も示された。 

 以上のことから、弊社開発品 Kohshylex® Iは光開始剤

として、光開始剤そのものが高分子量で安全性に優れ、

また硬化物中の低分子量成分も大幅に低減できた上で、

UV-LEDに対応可能なため、安全性に懸念のある TPO

の代替が可能な高分子光重合開始剤であり、前回報告

したように低照度での硬化性が必要な液槽光重合法の

光造形だけでなく、高分子化合物の添加量を抑制し、

低粘度に調整が必要な材料噴射方式での UV 硬化型

インクにも使用が可能な光開始剤となると思われる。 

図 1 処方 A 成型物 

Kohshylex®-I (TPO 3.7wt%相当) 

表 2. ゲル分率と低分子量成分（光開始剤 15wt%） 

顔料無 顔料有 顔料無 顔料有

Kohshylex® I ＜50 98.2 97.9 1.2 1.5 ○

TPO ＜50 85.3 85.1 14.5 14.3 ○

IPTX ＜50 9.4 11.6 67.9 66.4 ×

ゲル分率(wt%) 低分子量成分(wt%)
光開始剤

粘度(25℃)
(mPa·s)

薄膜硬化性
(酸素存在下)
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３Dゲルプリンターを用いた臓器の手術モデルの作製 
Modeling of surgical models of organs Using a 3D Gel Printer 

 

坂下大輔 1，川上 勝 2, 渡邊洋輔 2, エムディナヒン イスラム シブリ 2, 小川 純 2, 
古川 英光 

 Daisuke SAKASHITA1, Masaru KAWAKAMI2, Yosuke WATANABE2, MD Nahin Islam SHIBLEE2, Jun OGAWA2,  

Hidemitsu FURUKAWA2 

 
 

1山形大学工学部 
2山形大学院理工学研究科 

1Faculty of Engineering, Yamagata University 

 2Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University 

 
 

【要約】 

近年、ハイドロゲルの応用例として手術シミュレーション用の臓器モデルが注目されている。我々は、柔らかいハイド

ロゲルを、３D ゲルプリンターを用いて直接造形することで従来の臓器モデルよりも本物に近い構造や感触を持つ臓

器モデルの作成を可能とする技術を開発している。３D プリンターを用いる事で、製作の時間やコストを抑え、患者一

人一人に応じた臓器モデルを作成することが期待される。我々の３D ゲルプリンターはモノマー溶液の液面を紫外レ

ーザーで照射、走査することで硬化させる方式を用いている。現在、この３D ゲルプリンターで狭い空隙を持った形状

を造形すると、空隙部が埋まった状態で造形されてしまう問題が有る。これは造形過程において、モノマー溶液が空

隙部に長時間滞留することにより、その領域のモノマーへの照射が繰り返し行われることが原因であると考えられる。

重合禁止剤をモノマー溶液に添加したところ、空隙構造の造形に改善が見られた。今後、このプリンターを用いて、尿

管や血管のような中空構造の造形を目指す。  

キーワード：臓器モデル,ハイドロゲル, 重合禁止剤 

 

【Abstract】 

Recently, organ replica models for surgical simulation have attracted attention as an application of hydrogel. We are 

developing a technology that enables the creation of lifelike organ models with a structure and feel closer to the real thing 

than conventional organ models by directly modeling soft hydrogel using a 3D gel printer. The use of 3D printers is 

expected to reduce production time and cost, and to create organ models tailored to each individual patient. 

Our 3D gel printer uses a method of curing by irradiating and scanning the liquid surface of the monomer solution with 

a UV laser. Currently, there is a problem that when a 3D gel printer is used to create a shape with narrow voids, the voids 

are filled. This is thought to be caused by the repeated irradiation of the monomer in the void area due to the prolonged 

retention of the monomer solution in the void area during the molding process. When a polymerization inhibitor was 

added to the monomer solution, the modeling of the void structure was improved. In the future, we aim to use this printer 

to model hollow structures such as ureters and blood vessels. 

Keywords: organ replica model, hydrogel, polymerization inhibitor 

 

1. 序論 

ハイドロゲルは, 高分子で架橋された水を内部に含む

物質の総称である。ハイドロゲルの３D 造形技術の応用

分野として、手術シミュレーション用の臓器モデルの製

造が想定される。臓器モデル作成用のハイドロゲル材

料として、我々は相互架橋網目(ICN: Inter-crosslinking 

Network structure)ゲルに着目した。ICN ゲルは異なる

種類の高分子が相互架橋することによって 3 次元の網

目を形成する。ICN ゲルは用いる高分子の種類を変え

ることによって、ゲルの特性を変えることが可能であり、

臓器のような柔らかい物体の造形に適した材料と言え、

３D ゲルプリンターを用いた直接造形により、本物に近

い構造や感触を持つ臓器モデルの作成が可能となる。

我々はモノマー溶液の液面を紫外レーザーで照射して

硬化させる方式を用いたゲル３D プリンターを開発して

いる。現在、この３Dゲルプリンターで血管や尿管などの

狭い空隙を持つ形状を造形すると、空隙部が埋まった

状態で造形されてしまう問題が有った。 

本研究では重合禁止剤をモノマー溶液に添加したとこ

ろ、空隙構造の造形に改善が見られたためその造形結

果について報告する. 
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2. 装置の説明 

３Dプリンターの方式には光造型法やインクジェット法

などが上げられるが,今回は高精度の造形が可能となる

光造形法に着目した.その光造形法の中にも,自由液面

方式と規制液面方式などの造形方式が存在する. 規制

液面方式では造形ステージを引き上げながら造形する

方式であり、臓器モデルなどの柔らかい材料を用いた

造形では、ステージの引き上げの際に造形物が破損し

たり、自重で造形物が変形したりする問題が有る. 

自由液面方式は液面をレーザーで照射して硬化させ

て造形する方式である、先行研究では高粘度の材料を

用いた造形が困難であることが分かっているが、本研究

で用いている ICN のゲルモノマー溶液は低粘度である

ため自由液面方式を採用した高精度な造形が可能と考

えられる. 

本研究では,我々が開発した 3D ゲルプリンター「Gel 

PiPer」を用いた.Gel PiPer は自由液面方式を採用して

おり,バスタブ内のゲル溶液に 405nmの U Vレーザーを

任意の位置で照射し，3次元構造を造形する.スポット径

は 0.3mmであり,造形ステージはステンレス製の金網を 

用いている. 

図 1に Gel PiPerの外観を示す. 

図 2に Gel PiPerによる造形の模式図を示す. 

 

3. 実験方法 

本研究では走査速度 10m/s とし, UV レーザーの光

量を 10mW とした． 

造形材料となるゲル溶液は，ICN(Inter-crosslinking 

Network structure)ゲルを用いた.表 1 に ICN ゲルの組

成を示す .モ ノマーとして DMAAm(N,N-Dimethyl 

acrylamide), ポ リ マ ー と し て HPC(Hydroxypropyl 

Cellulose), 架 橋 剤 と し て KarenzMOI-EG (2-(2-

methacryloyloxyethyloxy) ethylisocyanate),光重合開始

材として TPO (Diphenyl (2 ,4 ,6-trimethyl benzoyl) 

phosphine Oxide),印刷精度向上のための吸収剤として

AS-150(Benzenesulfonic acid, 2, 2 ’ -(1,2-

ethenediyl)bis[5-[4-methoxy-6-(phenylamino)-1, 3, 5-

triazin-2-yl]amino]-,sodium salt(1:2)),溶媒として精製

水を使用した.また,本実験では内径 3mm,外径 6mm,長

さ 10mm の横向きの円管を造形した. 

現在そのような空隙のある形状を Gel PiPerで造形す

る際本来ＵＶ照射による硬化反応が起きないはずの空

隙部において反応が起きてしまうことで空隙部が埋まる

という問題がある.そこで,我々は重合禁止剤を用いて改

善をはかった.重合禁止剤はラジカルと反応して安定な

化合物を生成する事で重合を停止させる効果がある. 

ICN ゲルに重合禁止剤ＭＥＨＱ（4-Methoxyphenol）を

混合し造形精度に影響があるか調査した.ゲル溶液は

重合禁止剤の添加無し,1ｗｔ％, 0.1ｗｔ％, 0.01ｗｔ％を

加えた 4つの条件のゲル溶液を用意した. 

 

4. 評価方法 

 重合禁止剤による造形の可否を調査し,その上で

造形可能であった物に関しては,造形直後に直径約

2mmの 3Dプリンター用フィラメントを管の片側から

挿入し貫通した場合を○,貫通しなかった場合を×

とし表にまとめた. 

 なお,造形不可であった物は中空の評価を-とした. 

 

 

図 1  Gel PiPerの外観 

 

図 2 3DゲルプリンターGel PiPerによる造形の模式図 

表 1 ICNゲル組成表 

モノマー 

[Mol/L] 

ポリマー 

[Mol/L] 

架橋剤 

[Mol/L] 

光重合開始剤 

[Mol/L] 

吸収剤 

[wt%] 

DMAAm HPC Karenz TPO AS-150 

4.0 2.0 x 10⁻² 2.0 x 10⁻² 1.0 x 10⁻² 1.0 x 10⁻¹ 
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5.実験結果 

造形物評価結果を表 2に示す. 

重合禁止剤の添加なしでは,造形可であったが中空

を造型できなかった. 

 重合禁止剤の含有量 0.01wt%では,空隙部が埋ま

ることなく造型できた.しかし,造型後にバスタブか

ら取り出すと自重によってやや下面が潰れ側面から

観察すると表 2 側面図のようにトンネル型になった. 

 重合禁止剤の含有量 0.1wt%では,空隙部が埋まる

ことなく造型できた.しかし,造型直後にバスタブか

ら取り出すと表 2側面図のように自重に耐えられず

自立しなかった.重合禁止剤の含有量 1wt%では管自

体の造型が不可であった. 

 

6.考察 

重合禁止剤の添加なしでは,紫外光が造形物を透過

し空隙部で硬化反応が起き,穴が埋まったと考えら

れる.重合禁止剤含有量 0.01wt%では,重合禁止剤に

よる重合の阻害により空隙部での硬化反応が起きな

かったため造型が成功したと考えられる.重合禁止

剤含有量 0.1wt%の場合も,0.01wt%の結果と同様に

重合禁止剤による重合の阻害により空隙部での硬化

反応が起きなかったため造型が成功したと考えられ

る. 

 重合禁止剤含有量 1wt%では,重合禁止剤により過

剰に重合が阻害され、本来硬化が行われるはずの場

所で反応が起きなかったため造形が失敗したと考え

られる. 

 中空が造型できた重合禁止剤含有量 0.1wt%, 

0.01wt%において造形物の側面に注目すると , 

0.1wt%は 0.01wt%に比べて大きく崩れている事が分 

かる.また,1wt%では,造型自体ができないという点

から重合禁止剤の含有量が多くなるほど造形物の強 

 

度が弱くなると考えられる. 

現在,造形物の強度が低く、寸法計測ができないた

め、定量的な評価をするのが困難である。今後 ICN

ゲルの組成やポリマーを構成する HPC(Hydroxypropyl 

Cellulose)の種類を変更することで、現在よりも強度

が高く、自重に負けないゲルの造形を行う。 

 

7.結論 

重合禁止剤の添加により,狭い空隙を持った形状の

造形において改善が見られた.現状では,重合禁止剤

の含有量が 0.1wt%～0.01wt%の範囲内で造形が可能

であると分かった. また,重合禁止剤の含有量が過剰で

あると造形自体が不可になる事が分かった. 

 現在,強度面の問題によりゲルの形状の定量的な

評価ができていない。造形の精度や正確性の改善に

は定量的な評価が重要であるため,ICN ゲルの組成の

変更やゲルの種類の変更により強度の向上を図る必要

がある. 
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表 2 造形物評価結果 

 
重合禁止剤の含有量[wt%] 

無し 0.01  0.1  1  
造形可否 ○ ○ ○ × 
中空 × ○ ○ - 

造形物 

    

側面図 

   

- 
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トポロジー最適化と積層造形の活用事例 
Applications of Topology Optimization with Additive Manufacturing 

 
加藤 準治 1 
Junji KATO1 

 
1名古屋大学 

1Nagoya University 
 

【要約】 

近年，構造部材として用いられる製品については，力学計算に基づくトポロジー最適化によって，所望の目的を達

成する最適な構造形状を事前に求めておき，それを直接 3D プリントする生産プロセスが増えている．本発表では，

3D プリンティングを念頭において，力学計算に基づくトポロジー最適化を実施した計算例を紹介する．1 つ目の例で

は，鋼製橋梁の 2 次部材に対して，トポロジー最適化を実施し，鋳物の型を砂型 3D プリンターで構築した例を示す．

2 つ目の例では，材料微視構造と巨視的構造の力学的挙動を考慮したマルチスケールトポロジー最適化の例である．

ここでは，巨視的構造の剛性最大化を目的関数におき，それを可能にする最適な材料微視構造のトポロジーを高速

フーリエ変換（FFT）を活用した特殊な均質化法によって求めている．本発表では，その性能検証について説明する． 

  

キーワード： トポロジー最適化，FFT 均質化法，マルチスケール構造解析，砂型積層造形 

 

【Abstract】 

In recent years, the process of directly 3D printing products used as structural members has been increasing, in which 
the optimal structural geometry to achieve a desired objective is obtained in advance by topology optimization. In the 
first example, a sand mold of a secondary member of a steel bridge is constructed by topology optimization using a sand 
3D printer. The second example is a multiscale topology optimization that takes into account the mechanical behavior of 
the material microstructure and macroscopic structure. In this case, the objective function is to maximize the stiffness of 
the macroscopic structure, and the optimal topology of the material microstructure is obtained by a special 
homogenization method utilizing the Fast Fourier Transform (FFT). In this presentation, the performance verification of 
the method is described. 
Keywords:3D, simulation, modeling, voxel, attribute 

 
1. 序論 

近年，構造部材として用いられる製品については，ト

ポロジー最適化によって，所望の目的を満たす構造形

状を事前に求めておき，それを 3D プリントするような生

産プロセスが増えている．このようなアプローチでは，一

般に有限要素法が広く用いられている．本研究では，

有限要素法に基づくトポロジー最適化を実施し，鋼製

橋梁の二次部材に造形した例について紹介する．次に，

材料微視構造を最適化することによって，巨視的構造

の剛性を最大にするマルチスケールトポロジー最適化

について紹介する．この最適化問題においては，有限

要素法を用いると計算コストが膨大となるため，粗い要

素メッシュを用いざるを得なくなる．その結果，高解像度

の滑かな造形ができなくなるという問題が生じる． 

そこで，著者の研究グループでは，高速フーリエ変

換（FFT）を活用した均質化法を取り入れた新しい枠組

みを開発し，低計算コストかつ省メモリで有限要素法と

ほぼ同じ結果を示す手法を開発した．本発表では，

FFT 均質化法によるトポロジー設計の優位性と造形結

果について紹介する． 

 

2. FFT 均質化法を活用したマルチスケールトポロジー

最適化 

ここでは，巨視的構造の剛性を最大化するために，

周期境界条件を有する材料微視構造のトポロジーを最

適化した例を示している．  

図 1. FFT によるマルチスケールトポロジー最適化 

 

4. 結論 

提案手法では，いずれも有限要素法の場合と比べ

てほぼ同じ結果を低コスト，省メモリで実現することがで

きた．また，発表ではいくつかの活用事例も紹介する． 
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パウチドジェルによる触覚の提示方法の検討 
Study of tactile preservation with pouched gels 

 

糸井 麻夏 1，小川 純 1，渡邉 洋輔 1 
エムディナヒン イスラムシブリ 1，川上 勝 1，古川 英光 1 

Manatsu ITOI1, Jun OGAWA1, Yosuke WATANABE1, 

MD Nahin Islam SHIBLEE1, Masaru KAWAKAMI1, Hidemitsu FURUKAWA1 

 
1山形大学工学部機械システム工学科 

1Yamagata University Faculty of Engineering Department of Mechanical Systems Engineering  

 

【要約】 

スマートフォンの機能向上と普及が根付いたことに，今やカメラ機能による撮影，そして即座にプリントアウトすること

が手軽に行える．しかし出力された写真が提供するのは鮮明な色情報のみであり，被写体がもつ触覚情報は当然な

がら付加されていない．そこで本研究は 3D ゲルプリンター「GelPiPer」を用いて，物体のカメラ撮影と 3D スキャンを実

施し，被写体の色感と触感を演出するパウチドジェルという手法を提案する．本手法は色感をスマートフォンのカメラ

を用いて撮影して白板にプリントアウトする．触感は GelPiPer を用いて 3D ゲルモデルをプリントアウトし，カラー印刷

された白板の上に出力されたゲルを配置し，全体をパウチすることで生み出す．本稿は提案手法が現実と比較して，

外観と触感が類似しているのかについて議論する． 

キーワード：3Dスキャン，ゲル，UV プリント，パウチ 

 

【Abstract】 
The remarkable functional improvement of smartphones and their widespread use among citizens have made it easy to 
take a photo using a camera and print it out instantly. However, the output photo provides only color information, and 
does not include tactile information of the subject. This study proposes a method called "pouch gel," in which a 3D 
scanned subject is fabricated using a 3D gel printer "GelPiPer" and 3D gel is placed on the surface of the printed photo 
of the subject to pouch it.  This paper discusses whether the proposed method is similar in appearance and tactility 
compared to reality. 

Keywords:3D scan, gel, UV print, pouch 

 

1. 緒言 

1-1.  研究背景 

 カメラの機能を持った電子機器の普及や印刷技術の

向上により，今では誰もが色情報をもつ画像のデータの

保存・転送・印刷が可能となっている．時を同じくして 3D

プリンターも低価格化が進み，個人が所有して 3D プリ

ントする時代が訪れており，ものの形状すなわち 3D デ

ータの保存・転送・印刷も実現されている．これまで現

実世界に存在する物質の形状データは，例えば 3D 

MRI 撮影などの医療機器で取り扱われる類の代物であ

ったが，昨今では LiDER 技術を搭載したスマートフォン

登場により，スマートフォンによる 3Dスキャンが実現され，

より手軽にデータを作成できるようになっている．3D モ

デルの編集技術も高度化が進んでおり，2D/3D モデル

を凝ったデザインに作り替えることができる DCC ツール

を用いて，これまでに例を見ないデジタルアート作品が

SNS やブログを通じてブロードキャスト的に公開すること

もできるようになっている． 

 一方で色情報をもつ画像データと形状情報をもつ 3D

モデルでは，各々の媒体で触感情報が欠落または著し

く異なる状態に変換されていることがほとんどである．例

えば従来の写真という形式で印刷すると，当然形状や

モノの柔らかさ，凹凸など，質触感まで提示されることは

できない．また，3D モデルも同様であり，個人向けや企

業向けに普及されている 3D プリンターは硬い質感は得

られるが，柔らかい質感の再現までは現状困難である．

そこで注目される装置が 3Dゲルプリンターである．一般

的にゲル 1)は人体に類似した柔らかさをもち，3D形状に

造形することは難しい材料である．しかし 3D ゲルプリン

ターは多様な方法で 3D ゲルの成形を実現する技術で

ある 2)，しかし，3Dゲルプリンターで出力されるモデルは

これまで同様に色情報が欠落している． 

 

1-2.  目的 

 前節の背景を受けて，本研究では色と触覚の 2 種の

情報を同時に保持したパウチドジェルを作成する手法

を検討する．本研究の目的は身体の指や頬などの柔ら

かさを再現した立体的な写真を記録し，遠方にいる家

族に向けてその写真を転送することを目指す．また

DCC ツールを用いて作成したデジタルの芸術作品を，

仮想世界から現実世界へ，色と形状と柔らかさを持った

新たな作品へと変化させられるような新たな表現方法の

枠組みを提案する． 

Conference on 4D and Functional Fabrication 2022

- 131 -

fx17514
テキストボックス
OP-25



 

 

2. パウチドジェルの作成手順 

2-1. 使用機材 

本研究のパウチドジェルは，パウチするための袋，形

状と柔らかさを提示するためのゲル構造物，ゲルの硬さ

調整のための発泡スチロールから構成される．パウチす

る素材は，クリロン化成の彊美人と呼ばれる真空袋を用

いる．パウチされるゲル構造物は，従来難しかったゲル

プリントを可能とした 3Dゲルプリンター「GelPiPer」により

作成する． 

その際に使用するゲルは相互架橋網目（ICN）構造を

もった ICN ゲル 3)を用いる．ICN ゲルは，一般的な

DMAAm ゲルと違いひずみが大きく，1 種類でなく複数

のポリマーが相互架橋することによって 3 次元の網目を

形成している．後述する UV プリントの色を透かす都合

上，ICN ゲル溶液を作成する際にノイゲンを混ぜている．

また，色情報の提示手段は UV ジェットプリンター

（MIMAKI 製 UJF-3042-HG）でゲルの配置する土台に

UV 印刷をすることでパウチドジェルにおいて色情報を

提示する． 

 

 

図 3．本研究で UVプリントの際に使う画像 

図 4．クラゲのゲルの大きさとパウチドジェルの変形 

 

 

2-2. 手順 

 パウチドジェルを作成する手順は図 1の通りである．ま

ず 3D スキャン，あるいはモデリングソフトによるモデリン

グによって形状のデータを STL の形式で取得する．そ

のデータをもとに，GelPiPer で ICNゲルを用いてゲル 

図 1．パウチドジェル作成の手順 

図 2．GelPiPerでゲル構造物を造形している様子 
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プリントする．ゲルプリントしている様子を図 2 に示す．

バスタブにゲル溶液を浸し，金網の高さを液面に調節し，

GelPiPer 側の UV ライトを照射することでゲル溶液を反

応させ，金網の上にゲル構造物が形成される仕組みと

なっている．次に，撮影された画像データか，あるいは

DCC ツールなどを用いて作成された画像データをもと

に，パウチ袋か発泡スチロールに UVプリントする．最後

に，発泡スチロールにゲル構造物をパウチ袋に入れ，

UV プリントされた画像をもとに正しく設置し，パウチして

完成となる． 

 ここで，本研究で UV プリントの際に使う 2 枚の画像を

図 3 に示す．指の画像は筆者の左手の写真で，クラゲ

の画像は筆者がモデリングで作成した写真である．ここ

で，2 つの色情報の違いによって感じ取れる硬さの変化

も合わせて検証する 4)． 

 

3. パウチドジェルの検証 

3-1. 人力モデリングした作品のパウチドジェル 

まず，3D スキャンの手順を踏まず，DCC ツールを用

いてモデリングした 3D データを使用してパウチドジェル

を作成した．なお，DCCツールは blender3.3を用いた．

本研究におけるパウチドジェルの主な構成は，2-1.使

用機材に示したとおりである．ここで，パウチドジェルの

ゲル構造物の大きさと，パウチ後に外力によって変形し

ている様子を図 4 に示す．ゲル構造物自体はかなり柔

らかい質感のため，机に設置した際重力に従って厚さ

が縮んだが，クラゲの傘部分と傘の内側から伸びる足は

正しく造形されていた．なお，造形時間は 67 分であっ

た．また，ゲル構造物を発泡スチロールに乗せてパウチ

すると，パウチ袋の内部が減圧されることでゲル構造物

も圧縮され，本来想定していた形より薄く伸びたような形

状となった．また，作成したパウチドジェルのゲル部分

に指で圧力を加えると，外力に応じてゲルが凹み，指を

離すと元の形状に戻っていた．パウチドジェルの UV プ

リントがされている面はマットな質感である．なお，UV プ

リントがされていない裏面は滑らかな質感であり，両面

における明確な質感の違いを感じとることができた． 

 

3-2. 3Dスキャンした指のパウチドジェル 

 次に，WIDAR 搭載のスマートフォンを用いて 3D スキ

ャンした筆者の手を，STL データに変換し親指のみをト

リミングした 3Dデータを取得し，パウチドジェルを作成し

た．ここで，指のゲル構造物と作成したパウチドジェルを

図 5 に示す．指の厚さ方向の縮尺を 25%，50%，75%，

100%にしてゲル構造物を作成した．概ね形状は想定し

ていた通りの造形ができた．なお，造形時間は厚さ 4mm

が 22分，8mmが 43分，12mmが 65分，16mmが 87分

であった．その後 UV プリントし，ゲル構造物を発泡スチ

ロールに乗せてパウチしたところ，プリントされた画像が

厚さ 4mmのゲルでは UVプリントされた写真のゆがみが

少なく，厚さ 16mm のゲルでは写真のゆがみが大きい．

また，ゲル部分に指で圧力をかけたところ，厚さ 4mm が

一番硬く感じ，次に厚さ 8mm，一番柔らかく感じるのは

厚さ 12mm と 16mm である．厚さ 12mm と 16mm の感触

はほぼ類似している． 

また，UVプリントによる色情報によって感じる柔らかさ

に変化は生じるのか，3-1 節のパウチドジェルと指で外

力を加えることで比較し調べたところ，厚さ 8mmのものと

同じ程度の柔らかさに感じた． 

 

4. 考察 

 本研究ではクラゲと指の 2 種のパウチドジェルを作成

図 5．指のゲルの大きさとパウチドジェル  

 

Conference on 4D and Functional Fabrication 2022

- 133 -



したが，どちらもゲルが入っている部分に指で圧力をか

けると，ゲル特有の柔らかさを認識できる．特に 3-2 に

おいて，ゲルの厚さによって触感に差が生じており，こ

の理由はゲルを設置する土台である発泡スチロールの

硬い質感を，薄いゲルの方がより直接的に感じ取れて

しまうことに起因すると推察される．しかし，例えば人体

の指などは硬質の骨があり，骨の無いゲルは現実の指

と比較して圧倒的に硬く，一番硬く感じる厚さ 4mm のゲ

ルでも現実のものより明確に柔らかい．そのため，柔ら

かさを再現するためには骨の役割を持つ素材を別途用

意する必要がある．また，ゲルを発泡スチロールに乗せ

てパウチした際，クラゲのゲルが特に薄く広がるような変

形を見せていた．クラゲは指のモデルと違い，傘や足の

厚みが薄いため，パウチした段階でパウチ袋の内部の

減圧に耐え切れず，指のパウチドジェルと比較し広く伸

びたと考えられる． 

  

5. 結言 

 本研究において，色と触覚の 2種の情報を同時に保

持したパウチドジェルを作成する手法を検討した．提案

するパウチドジェルは形状と柔らかさと色情報の提示が

可能であることを示した．本研究において作成した 2 種

のパウチドジェルは，どちらもパウチする段階でパウチ

袋の内部が減圧されることによりゲルが圧縮され，ゲル

が薄く伸びてしまうため，3D スキャンやモデリングによっ

て作成した 3D データから，想定しない変形が生じてい

る点が課題と感じた．また，GelPiPer によるゲルプリント

が少々時間を要していた．そのため，今後は減圧しても

ゲルが潰れにくいパウチ袋の調査と，ゲルプリントの高

速化により，パウチドジェルの再現性の向上と高速化の

検討を行う． 

また本研究では調査が進んでいないが，UV プリント

によって生じたマットな素材感によって感じる柔らかさの

変化，ゲルの内部に骨を入れ込む新たな造形方法など，

様々なアプローチから検討を行う．  
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インフィルのツールパスを考慮した造形物の機械特性と変形の数値解
析 

Numerical analysis of fabricated objects considering infill toolpaths 
 

竹之内 崇 
Takashi TAKENOUCHI 

 

三菱ケミカル株式会社 

Mitsubishi Chemical Corporation 
 

【要約】 

本研究はインフィル構造とそのツールパスを考慮した 3D プリンタを用いた積層構造物の変形及び機械特性を評

価する数値計算手法に関するものである。積層造形におけるエネルギー消費量と造形時間、それに対する造形物の

変形及び機械特性について、シミュレーションを用いて予測を行い、実験と比較を行った。その結果、これらの指標を

パランス良く満たすインフィル構造とツールパスの評価手法を見出した。本手法を種々の造形物に展開することで、

積層造形の環境負荷低減が期待される。 

キーワード：3D，シミュレーション，モデリング，構造解析，インフィル，SDGs 

 

【Abstract】 

This study concerns a numerical analysis to evaluate the deformation and mechanical properties of fabricated objects 

by FDM type 3D printer considering the infill structure and its toolpath. The energy consumption and time required for 

fabricated objects and corresponding deformation and mechanical properties were predicted by numerical analysis and 

compared with experimental results. As a result, an evaluation method for infill structures and toolpaths that satisfies 

these indices with good parity was found. The application of this method to various types of fabricated objects is expected 

to reduce the environmental impact of additive manufacturing. 

Keywords:3D, simulation, modeling, structural analysis, infill, SDGs 

 

1. 序論 

従年、3D プリンタを用いた積層造形の環境負荷をよ

り小さくするため、エネルギー消費量と造形時間を共に

最小化するという取組みが必要とされている。これらの

同時最小化のためには、インフィル構造とそのツールパ

スの設計が重要と考えられている。一般に積層造形が

行われる際、ユーザーは任意のインフィルパタンを選択

する。それにより、造形時間、装置加減速によるエネル

ギー使用量、熱による応力や変形による部品精度が影

響を受ける。しかしながらユーザーがこれらの影響を事

前に知ることは困難である。従って数値計算を用いたこ

れらに関する予測手法の提供は、積層造形の環境負荷

低減において必要な要素技術である。 

本研究では、プラスチックの曲げ試験規格 JIS 

K7171 に準拠した試験片寸法 80×10×h4 mm の試験

片を異なるインフィル構造で造形し、それらの造形に必

要なエネルギー消費量と造形時間、及びそれぞれの曲

げ弾性率と反り量の、実験結果と解析結果の比較検証

を行った。さらにこの検証を通して、数値解析を用いた

これらの指標をバランス良く満たすインフィル構造とツー

ルパスの評価手法を提案する。 

 

2. 実験 

2-1. 実験装置 

本実験では、Prusa Research 社製の FDM 式 3D プ

リンタ Original Prusa i3 MK3S+を使用した。また造形デ

ータ作成にはスライスソフトウェアの Prusa Slicer バージ

ョン 2.4.2 を使用した。 

2-2. 曲げ弾性率の評価 

はじめに、インフィル構造による試験片の曲げ弾性

率の違いを評価した。またこの時の造形に要するエネ

ルギー消費量と造形時間を併せて評価した。各試験片

のパラメータ―を表 1 に、インフィル形状を含む試験片

形状を図 1 に示す。図 1 に示すように、試験片はトップ

層とボトム層のソリッドレイヤーを除く形で造形されてい

る。これは、インフィル構造の違いによる曲げ弾性率の

評価において、ソリッドレイヤーの影響を取り除くためで

ある。これらの試験片は三菱ケミカル社製 DURABIO™

フィラメントを用いて造形された。 

プラスチックの曲げ試験規格 JIS K7171 に準拠して

各試験片に対して 3 点曲げ試験を行った結果を解析結

果と併せて後述する。 

 

表１．曲げ弾性率評価のための試験片パラメータ 

試験片No. Infill pattern

Density

[%]

Angle

[deg] 試験片No. Infill pattern

Density

[%]

Angle

[deg]

1 rectilinear 5 0 7 honeycomb 10 0

2 rectilinear 5 45 8 honeycomb 10 45

3 rectilinear 20 0 9 honeycomb 20 0

4 rectilinear 20 45 10 honeycomb 20 45

5 rectilinear 40 0 11 honeycomb 40 0

6 rectilinear 40 45 12 honeycomb 40 45
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図１．曲げ弾性率評価のための試験片形状 

試験片 No.4（上）， 試験片 No.9（下） 

 

2－3．造形時の反り量の評価 

次に、インフィル構造による試験片の反り量の違い

を評価した。試験片の反りは、溶融した樹脂が積層造

形時に急冷されることで起こる材料の収縮によるもので

ある。実験では人為的に試験片に反りを発生させるた

め、図 2 に示すように試験片の長手方向に対して、半分

だけプリンタテーブルに糊を塗ることで、試験片下面と

プリンタテーブルの接着強さを操作した。その結果、プリ

ンタテーブルに糊が塗られていない部分について、試

験片とプリンタテーブル間で剥離が生じ、試験片の反り

が観察された。このときの試験片端部とプリンタテーブ

ル間の距離を反り量と評価した(図 3)。この評価で用い

た試験片は 2-2.の曲げ弾性率の評価で用いた試験片

と異なり、トップ層とボトム層にそれぞれ 0.2 mm のソリッ

ドレイヤーを持つ(図4)。これは、インフィル構造による試

験片とプリンタテーブルの接着面積の違いを生じさせな

いための処理である。 

 

図 2．試験片下面/プリンタテーブル間の接着強さの操作 

 

図 3．試験片反り量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．反り量評価のための試験片 

2－4．エネルギー消費量と造形時間 

 表 1 の各試験片の造形に際してシステムの消費電力

量を造形に必要なエネルギーとして評価した。また各試

験片の造形時間も併せて評価した。各試験片のエネル

ギー消費量と造形時間の関係を図 5 に示す。 

 

図 5．造形に必要なエネルギーと造形時間の関係 

 

3. 数値解析 

3-1. 曲げ弾性率に関する解析 

 試験片の曲げ弾性率予測のため、有限要素法(FEM)

を用いた構造解析を行った。解析には、汎用ソフトウェ

アである Ansys 19.0 と Multiscale.Sim 19.0 を適用した。

解析フローは以下の通りである(図 6)。 

① 単位インフィル構造（ミクロモデル）の作成 

② 均質化解析によるインフィル構造の等価物性値

の算出 

③ 試験片構造（マクロモデル）の作成 

④ マクロ構造解析による 3 点曲げシミュレーションに

よる曲げ弾性率算出 

 

図 6．曲げ弾性率算出の解析フロー 

 

図 7．3 点曲げ試験結果と解析値の比較 
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上記フローで算出した曲げ弾性率と 3 点曲げ試験結果

を比較すると、両者は良く一致している(図 7)。 

3-2. 造形時の反り量に関する解析 

 汎用ソフトウェア 3D TIMON-AMSolution を用いて試

験片の造形時の反り量予測を行った。本解析は手法の

確からしさの確認のために試験片 3, 4, 5 の解析モデル

を用いて行われた。2-3.の実験結果との比較のため、

造形中の試験片モデル下面の半分に拘束を加え、残り

の半分をフリーとした(図 8)。実験では、試験片下面の

半分は糊で強力に固定され、残りの半分は弱く固定さ

れているため計算条件が異なるが、ここではインフィル

構造における実験と解析の反り量が定性的に一致して

いることを確認した(図 9)。従って、本解析手法を用いた

異なるインフィル構造における反り量の定性的な比較は

可能であると判断した。 

 

図 8．造形時の反り解析 

 

図 9．造形時反り量の実験値と解析値の定性比較 

 

3-3. 造形後の反り量予測に関する解析 

 3-2.と同様に汎用ソフトウェア 3D TIMON-AMSolution

を用いて試験片の造形後の反り量予測を行った(図 10)。

3-2.の解析とは異なり、造形中の試験片モデル下面は

全面が拘束されており、造形終了後にその拘束が解か

れた後、反り量の予測が行われる。これは通常の積層

造形プロセスを想定しており、この時に予測される反り

量が各インフィル構造の設計評価パラメータとなる。 

図 10．造形後反り量予測 

3-4. エネルギー消費量の予測 

 各試験片の造形に要するエネルギー消費量をプリン

タシステムが予測する造形物体積を用いて簡易に予測

可能か評価を行った(図 11)。 

図 11．造形に必要なエネルギーと造形体積の関係 

 

4. 結論 

図 7 の結果から、曲げ弾性率の実測値と解析値はよ

く一致している。従って、数値解析から異なるインフィル

構造を持つ積層構造体の剛性を予測することができる

ことが確認された。 

 図 9 の結果から、数値解析による定性的な反り量の予

測が可能であることが確認された。また、図 10 の結果か

ら、インフィル密度が高くなることで構造体の反り量が低

減されるが、より密度が高くなると反対の方向に反りが

発生することが確認された。 

 図 11 の結果から、プリンタシステムが予測する造形物

体積の情報を用いて簡易的に造形に必要なエネルギ

ーを予測できることが確認された。 

これらの結果から、図 12 のように剛性・反り量・エネル

ギー消費の指標を用いた各試験片の性能評価が可能

である。ここで、バブルの大きさは弾性率の大きさを示

す。 

図 12．剛性・反り量・エネルギー消費の指標を用いた 

各試験片の性能評価 
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自助具３D モデルパラメトリックサービスの開発研究 
 Research on the Development of a 3D model Parametric Service for Assistive Tools  

 
 林 園子 1，濱中 直樹 2，上原 亮介 3，佐倉 玲 4，田中 浩也 5 
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義塾大学 
1Keio University Graduate School， 2Hamanaka Design Studio LLC．， 3Sanno Rehabilitation Clinic， 4 The 

University of Tokyo， 5Keio University 
 

【要約】 

本研究者らは，個々の障害者や高齢者に合わせ， その自立生活のために製作する道具「自助具」の３D モデルを

共有するプラットフォームを構築する研究をし，成果を上げている． しかし，現場の支援者が対象者に合わせてカス

タマイズするには， 技術的なハードルが残されている． そこで本研究では， サイト上で変数を調節するだけで形状

変更できるサービスである，’パラメトリックサービス’をプラットフォームに付与し， モデリングなどの技術を要さず必要

な形状にカスタマイズできる仕組みを構築した． プロセスを簡略化し， 技術的ハードルを下げ， 道具のカスタマイズ

によるケアの連携と当事者の自立促進につなげるための仕組み作りに成功した． 
キーワード：3D，自助具，支援具, パラメトリックサービス 

 

【Abstract】 

The researchers have developed a platform for sharing 3D models of assistive tools， and some results are being 
achieved． However， technical hurdles remain for caregivers to customize the 3D models suit the individual client． In 
this study， we added a "parametric service" to the platform． The service that allows users to change the shape and get 
the 3D models simply by adjusting parameters on the platform． We succeeded in developing a system to simplify the 
process， lower the technical hurdles in our platform． The system promotes collaboration among caregivers and 
independent living for people with disabilities． 
Keywords:3D, assistive tools, assistive devices, parametric services 

 
 
1． 背景と目的 

個々の障害者や高齢者に合わせ， その自立生活の

ために製作する道具に「自助具」がある． 本研究者ら

は， ３D プリンタの「データ共有ができる」というメリットを

活かすため， 自助具の３D モデルを共有するプラットフ

ォームを構築する研究をしている．全て研究者らの手で

３D プリントし，専門性の高い作業療法士により評価済

みの，世界でも独自性の高いプラットフォームを構築し

た．１） このプラットフォーム上の３D モデルは，誰でも無

料でダウンロードして活用することができる．2)研究を通

して， ３D プリンタでつくる自助具は， 障害者や高齢者

の自立生活の助けになるだけでなく， 共にカスタマイズ

しながらつくる活動により， 当事者も含めたケアに関わ

る全ての人が， その人の「ありたい姿」を共に見つけ出

す貴重な体験をし， 活力や連携を高めていることが明

らかになった．3)しかし，多くの現場の支援者が対象者

に合わせてカスタマイズするには， 技術的なハードル

が残されている． そこで本研究では， ウェブサイト上で

変数を調節するだけで形状変更できるサービス‘パラメ 

トリックサービス’をプラットフォームに付与し， モデリン

グなどの技術を要さず必要な形状にカスタマイズできる

仕組みを構築することとした． 

2． 先行事例・先行研究 

自助具の３D モデルプラットフォームは国内外でいく

つかあるが 4)-10) ，パラメトリックサービスおよび類似のサ

ービスの機能を有するものは少数であり 4)9)，それらのサ

ービスによって作製できるプロダクトの種類は非常に限

定的である．2022 年 9 月 14 日現在，Support System 

for Assistive Technology には電動車椅子のジョイスティ

ック用に開発されたモデルが６種類掲載されている．11) 

 

Fig．1 Support System for Assistive Technology のパラメトリ

ックサービス 

 

Auto Fabri Cantes には，義手のソケット部分のモデル１
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種類が，外部サービスである ShapeDiver へのリンクとし

て掲載されている．12) 

 

Fig．2 Auto Fabri Cantes のパラメトリックサービス 

 

3． 開発方法 

プラットフォームのモデルの中から，変数調整に適し

た構造や機能を持つモデルを 15 個選定する．自助具

作成に対して深い経験のある作業療法士と，パラメトリッ

クシンセシス（暗黙知からパラメータを導き出し，カスタ

マイズサービス設計をすること）の研究者であるデザイン

エンジニアと協働し 15)，変数調整する部位および範囲

などを決定した．その結果を基に，OpenJSCAD を用い

てサービスを 2021 年 7月に開発した．OpenJSCAD は，

ブラウザ上で３D プリント用のオブジェクトを生成できる

オープンソースのライブラリである．パラメトリックサービ

スの開発に用いることができるサービスシステムとして，

エンジニアの中村氏が開発したノードベースの Nodi13)

や，Grasshopper を用いた ShapeDiver14)が挙げられる．

今回は，それらに比べ，より多くのモデルに対して短期

間に開発可能であり，直接ウェブサイト上に表示しやす

いため，OpenJSCAD を採用した． 

 

Fig．3 開発したパラメトリックサービス 

 

2022 年 8 月 16 日から 11 月 30 日までテスト実装を

行った． この期間に， ３D プリンタを活用して自助具を

製作・提供している，臨床経験 10 年以上の作業療法士

２名にテスト操作及び実際に３D モデル化して出力を行

なってもらった． 個々のパラメトリックサービスに関して，

アンケートとインタビューによる評価を実施した． 評価

に基づきサービス内容を修正したものを公開することと

した． 

 
4． 評価結果と修正 

アンケートは Table1 の質問項目について実施し，２

名の作業療法士である評価者に回答してもらった．アン

ケートの回答は 2021 年 11 月 30 日に回収した． 

 

Table 1． アンケートの質問項目 

 

 オンラインでのインタビューは，Table2 のガイドに基づ

き，半構造的に２名の作業療法士である評価者に対し，

2021 年 12 月に実施した． 

 

Table 2． インタビューガイド 

 

 アンケートとインタビューから，パラメータの内容や表

示に関する改善点が確認できた．サービスの U Iに関し

ても，主として下記の点が改善点として確認できた． 

 

1． 初期画面で表示されるモデルのパラメータについて 

2． それぞれのサービス画面内に追記が必要な情報に

ついて 

3． パラメータの範囲を超えて指定された場合の表示

について 

 

 2 名の作業療法士が評価の際に３D プリントした自助

具の画像を共有してもらい，S T L 書き出しと３D プリント
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が確実にできるか確認を行った．可能な範囲で，その

自助具が必要な障害のある当事者にも試してもらった． 

評価アンケートとインタビューの結果を元に，2022 年

1 月から 2 月にかけてサービスの修正を行い，2022 年 3

月にサービスの公開を行った．2) 2022 年 9 月 15 日現

在，21 種類の自助具のモデルをパラメトリックサービスと

して公開している． 

 

Fig．4 評価の際に３D プリントした自助具 

Fig．5 本パラメトリックサービスを利用し製作した自助具の使

用例 

 

 公開済みのモデルの 1例を紹介する．ペンなどを差し

込んで用いる，手指で把持して操作しやすくするための

自助具，「滑りにくいペンホルダー」である． 

 

Fig．6 パラメトリックサービス：滑りにくいペンホルダー 

 

 下記 a.b.c.d.の 4項目がパラメータ変更によるカスタマ

イズが可能としている．それぞれ，設定と評価者によるフ

ィードバック後の再設定の段階で，福祉用具に関して専

門知識の高い作業療法士と，デザインエンジニアの協

力により決定したものである． 

 

a. ホルダーの直径（範囲 16-25mm） 

b. ホルダーの高さ（範囲 30-120mm） 

c. 穴の直径（範囲 5-15mm） 

d. 断面形状（円， 正三角形， 正四角形） 

 

a．の「ホルダーの直径」は，使用者の手の大きさや握力，

手の変形などに合わせて調整できる範囲とした．b．の

「ホルダーの高さ」は，使用者の手の大きさや，使用する

ペンの長さ，把持操作の際に引っ掛かりが必要な部分

をカバーできるように設定した．c．の「穴の直径」は，一

般的に使用されている鉛筆やペンなどの筆記具が汎用

的に活用できる範囲で設定した．d．の「断面形状」は，

使用者の手の運動発達段階や，手内筋の状況，手指

の変形などに合わせて，落下を防ぎつつテコの原理も

応用しながら筆記具を操作しやすいように設定した．そ

れぞれ，実際にパラメータを変更して３D プリントしたも

のが Fig．7の自助具である．本自助具は，素材として T 

P U（熱可塑性ポリウレタン）を利用し，３D プリントして製

作することを想定してデザインされている． 

 

Fig．7 ３種類の異なるパラメータで３D プリントした自助具 

 

5. まとめと今後の展望 

 本研究では，ケア現場の支援者が対象者に合わせて

自助具の３D モデルをカスタマイズするプロセスのハー

ドルを下げることを目的に，パラメトリックサービスを開発

した．ファブラボ品川のオープンプラットフォームに掲載

している既に評価済みのモデルの中から，パラメトリック

化に適したモデルを選定し，作業療法士とデザインエン

ジニアの協力の元，パラメータを設定した．2 名の既に

現場で３D プリンタを活用中の作業療法士にサービス評

価をしてもらい，結果を元に改善したものを公開した． 

 先行研究から，当事者やその周囲を巻き込みカスタマ

イズするプロセスの重要性が示唆されている．1)3)本研究

の成果は，ケア現場の活力や連携を高めることに貢献

することができる． 

 課題として, 本研究ではパラメトリックサービスの開発

にOpenJSCADを採用しているため，実現可能なモデル
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デザインに限界があることが挙げられる．今後，前述の

Nodi13)や ShapeDiver14)などを採用することができれば，

更に多くの種類の自助具をパラメトリックサービス化する

ことが可能となるため，検討していきたい． 

 今後の展望として，現在のファブラボ品川の自助具３

D モデル共有プラットフォームには，ユーザーに追加情

報などを提供するシステムがなく，例えばパラメトリックサ

ービスが追加されたことに気付かないユーザーが存在

する可能性がある．今後は，アカウント機能を付与する

など，プラットフォームの機能をアップデートし，更にユ

ーザーにとって利便性の高いものにしていければと考

えている．パラメトリックサービスについては，アプリ上で

操作し，そのまま自動でスライスして Gcode を３D プリン

タに送信するシステムを開発することができれば，更に

現場の支援者の製作におけるハードルを下げることが

できると考えている． 

引き続き開発研究を進め，ケアの現場でより役立つサ

ービスシステムを構築していきたい． 
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ヘッド固定ステージ可動形プリンティングシステムによる 
立体表面への積層造形の検討 

Investigation of layered molding on a three-dimensional curved surface  

by a fixed head and movable stage type printing system 
 

清田 真子 1，俵 稜輔 2，田沼 千秋 3，田中豊 1 

Mako KIYOTA1, Ryosuke TAWARA2, Chiaki TANUMA3, Yutaka TANAKA1 
 

1法政大学，2法政大学院，3法政大学マイクロナノテクノロジー研究センター 

1Hosei University, 2 Graduate School of Engineering and Design, Hosei University,  
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【要約】 

材料押出ノズルを固定し造形ステージを可動式にしたプリンティングシステムを用いて，立体曲面への積層造形に

成功した．造形ステージは，6 自由度の可動を可能にするために，傾斜直動形パラレルメカニズムを用いた．直線移

動では，X,Y 軸の位置決め精度は 1 mm 以内，それぞれの軸での回転精度は，１ °以内に制御した．本報告は，検

討に用いた積層造形モデル並びに，造形ステージの位置姿勢の制御精度について述べる． 

キーワード：積層造形，3Dプリンティング，パラレルメカニズム，位置決め精度，MEX 

 

【Abstract】 

Using a printing system with a fixed material extrusion nozzle and a movable modeling stage, we succeeded in layered 

modeling on a three-dimensional curved surface. The modeling stage uses a slant direct drive parallel mechanism to 

enable movement with 6 degrees of freedom. In linear movement, the positioning accuracy of the X and Y axes was 

controlled to 1 mm or less, and the rotation accuracy on each axis was controlled to 1 ° or less. This report describes the 

additive manufacturing model used in the study and the control accuracy of the position and orientation of the modeling 

stage.  

Keywords: additive manufacturing, 3D printing, parallel kinematic mechanism, positioning accuracy, MEX 

 

 

1. 緒言 

積層造形法（Additive Manufacturing: AM）は，3D モ

デルデータに基づいて, 材料を 1 層ずつ積み重ねて 3

次元の構造物を製作する製造プロセスである．積層造

形法は鋳造や切削加工などの製造工程と比べ，低コス

トでより複雑な形状を製作することが可能であり，今後の

発展が期待される技術である[1]． 

近年，ロボットマニピュレータを用いて，造形用ヘッド，

あるいはステージを多自由度で可動させる方式が提案

されている．Chengkai らはシリアルメカニズムを用いて

造形ステージを多自由度で可動させ，平面ステージ上

に複雑な構造物を積層造形している[2]．回転方向の可

動範囲が加わることで，積層方向を変化させながら造形

することが可能であり，複雑な形状の積層造形を実現

することが出来る． 

本研究では，傾斜直動案内形パラレルメカニズム[3]

を用いて立体物を載せたステージを多自由度で可動さ

せ ， ス テ ー ジ 上 部 に 固 定 さ れ た MEX （ Material 

Extrusion）方式の造形用ヘッドにより，立体表面上に沿

って積層造形を行うプリンティングシステムを提案した

[4]．パラレルメカニズムはシリアルメカニズムに比べて

剛性が高く，高精度に造形が出来ると考えられる．これ

まで可動機構に用いた傾斜直動形パラレルメカニズム

による造形ステージの可動範囲及び，位置決め精度を

検証した[5]．本報告では本プリンティングシステムを用

いて曲面に沿って積層造形を行った結果並びに可動ス

テージの位置姿勢の制御精度について報告する． 

 

2. プリンティングシステム 

図 1 に本研究で提案したプリンティングシステムの構

成図を示す．造形ステージはパラレルメカニズムによっ

て 6 自由度で可動し，MEX(Material Extrusion)方式の

造形用ヘッドは上部のフレームに固定され，直径 1.75 

mm の樹脂フィラメントを 230 ℃～240 ℃の温度で溶融

して押し出した材料を積層し立体を造形する．フィラメン

トの直径を 0.3 mm～0.35 mm で安定して吐出するため

押出速度は 1.97 mm/s とした． 

造形ステージの座標系はステージ面を X-Y 平面とし，

垂直高さ方向を Z とする．造形開始時には造形ステー

ジの水平を保つため，キャリブレーションを行い，キャリ

ブレーション後のステージ中心位置をこの座標系の原

点である造形原点とする．造形原点はベースから 613 
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mm の高さであり，すべての動作の開始位置である． 

 

図 1. プリンティングシステム構成図 

 

3. パラレルメカニズム 

3.1 パラレルメカニズムの構成 

図 2 に傾斜直動形 6 脚パラレルメカニズムの構成模

式図を示す．造形ステージはボールジョイントを介して 6

本の固定長の脚によって支持され，それぞれの固定長

脚はユニバーサルジョイントによってアクチュエータに固

定される．さらにこれら 6 つのアクチュエータは傾斜角度

30 °の案内ガイド上を直線駆動する．これらの機構か

ら，造形ステージは 6 自由度で運動する．造形ステージ

の大きさは長辺が 350 mm，短辺が 260 mm の長方形で，

固定長脚の長さは 500 mm である． 

造形ステージ中心の X，Y，Z 座標とそれぞれの軸周

りの回転角度によって表されるステージの姿勢情報を

MATLAB/Simulink を用いて自作した動作シミュレータ

の逆運動学計算により 6 つのアクチュエータの駆動量

に変換する．さらに求めた駆動量を G-code の形式に変

換し，これを指令として与えることでパラレルメカニズム

を制御する． 

 

図 2. パラレルメカニズムの構成模式図 

 

3.2 可動範囲 

造形ステージの直線運動時のステージ中心の可動

範囲を測定した．可動範囲は MATLAB/Simulink を用

いてシミュレーションを行った後，実機においても可動

可能であるかを確認した．測定は、実際に造形を行う高

さである Z = 30 mm～150 mm の範囲で行った．図 3 に

測定した可動範囲を示す． 

ボールジョイントの可動制限は±30 °，ユニバーサ

ルジョイントの可動制限は±90 °であり，これらのジョイ

ンの制限からステージの可動範囲が決定する．加えて，

Z 軸方向の可動範囲は上部に固定した造形ヘッドの高

さによっても制限される． 

可動範囲はステージ高さが高いほど広がった円錐台

が積み重なったような領域となり，Z = 150 mm の高さで

最大半径 160 mm の円領域が得られた． 

 

図 3. 造形ステージ中心の可動範囲 

 

同様に MATLAB/Simulink を用いて，造形ステージ

の回転範囲を求めた．回転範囲は高さ Z = 30 mm，60 

mm，90 mm，120 mm，150 mm の位置でそれぞれ測定

した．回転範囲も同様に，ボールジョイント及び，ユニバ

ーサルジョイントによる可動制限によって決定する．図 4

に高さ Z = 150 mm における造形ステージの回転範囲

を示す． 

 

図 4. 造形ステージの回転範囲 (Z = 150 mm) 

 

造形ステージを，X 軸を中心軸として回転させた場

合，高さ Z が 150 mm の地点で回転角度が最大となり，

正回転時は 41.9 °，負回転時は 36.9 °であった．Y

軸を中心軸として回転させた場合も同様に，高さ Z が

150 mm の地点で回転角度が最大となり，正回転時，負

回転時ともに 38.2 °であった．X 軸を回転の中心軸と
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した場合，正回転と負回転で回転可能な角度が異なる

が，Y 軸を中心軸とした場合では正回転と負回転で回

転可能な角度に差は見られなかった．これはアクチュエ

ータが X 軸に非線対称に配置され，Y 軸には線対称に

配置されているパラレルメカニズムの構造に起因してい

ると考えられる． 

 

3.3 位置決め精度 

レーザ変位計及び傾斜センサを用いてパラレルメカ

ニズムの位置決め精度を測定した．変位計から照射さ

れたレーザビームを造形ステージ上に固定されたアルミ

製ターゲットによって反射させ，その変位を計測する． 

まず X，Y 軸方向にステージを直線移動させた時の

精度を測定した．高さ Z = 150 mm 地点においてそれぞ

れの軸方向に可動範囲限界まで 10 mm ずつ移動し測

定した．図 5 に測定結果を示す． 

測定の結果，移動量が増えるほどズレが大きくなり，X

軸に比べて Y 軸におけるズレが大きくなった．また X 軸

においては正方向にズレが生じ，移動量が大きくなり，

Y 軸においては負方向にズレが生じ，移動量が小さくな

る傾向が見られた． 

造形実験は X，Y 軸方向に±38 mm 以内，Z 軸方向

に 135 mm～145 mm の範囲で造形する．この範囲にお

ける位置決め精度は測定結果から 1 mm 以内のズレで

あった． 

 

図 5. 造形ステージ位置決め精度測定結果 (X，Y軸) 

 

次に Z 軸方向に造形ステージを 150 mm 地点まで直

線移動させた時の位置決め精度を測定した．図 6 に測

定結果を示す． 

測定の結果，移動量が大きくなる程ずれが大きくなり，

最大で 3.5 mm のズレが生じた．造形時には，測定結果

から得られた位置決め精度のズレを考慮して補正を行う． 

次に X 軸，Y 軸周りに造形ステージを回転させた時

の回転精度を測定した．高さ Z = 150 mm 地点において

それぞれの軸周りに-15 °から 15 °まで回転させ，

5 °毎に測定した．図 7 に測定結果を示す． 

測定の結果，X 軸，Y 軸周りともにズレは 1 °以内で

あった．また X 軸周りの回転では回転方向と反対方向

にズレが生じ，Y 軸周りでは回転方向と同方向に誤差が

生じ，それぞれの軸周りにおいて対照的なズレの傾向

が見られた．  

図 6 造形ステージ位置決め精度測定結果 (Z軸) 

 

図 7. 造形ステージ回転精度測定結果 

 

4. 造形実験 

プリンティングシステムを用いて，立体曲面への積層

造形実験を行った．曲面を含む土台上に球冠形状のメ

ッシュ構造物を造形した．土台は半径 37.4 mm，高さ 60 

mm の円柱上部に，半径 75 mm の球体を上部から 10 

mm の地点で切り取った球欠を乗せた立体形状である．

造形したメッシュ構造は半径 37.4 mm のフレーム部分と，

球面に沿った縦横 19 本ずつのワイヤによるメッシュ部

分から構成されている．またメッシュの間隔は 4 mm とす

る．図8に土台の寸法，図9に造形物の模式図を示す． 

 

図 8. 造形用土台の寸法図 
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図 9. メッシュ構造の模式図 

 

フレーム部分は造形ステージを 15000 pulse/sec の速

度で制御し，正20角形の近似円を造形する．メッシュ部

分はステージを 20000 pulse/sec の速度で制御し，造形

ステージの必要回転角度は，フレームの半径 rm と造形

土台の球欠半径 rt から求めることが出来る．メッシュの

間隔を m，n 本目のワイヤとフレームの交点座標を Cn と

するとワイヤの弦の長さ Ln は式(1)から求めることができ

る．またそれぞれのワイヤの半径 Rn は式(2)から求めるこ

とが出来る． 

 

𝐿𝑛 = 2√𝑟𝑚2 − 𝐶𝑛
2   (1) 

𝑅𝑛 = √𝑟𝑡2 − 𝐶𝑛
2    (2) 

 

これらの式から求めた Ln と Rn の値から式(3)によって

造形ステージの必要回転角度θn が導かれる． 
 

𝜃𝑛 = sin−1(𝐿𝑛 2𝑅𝑛⁄ )  (3) 

 

造形時の回転角度θn は-28.5 °～28.5 °とした．

実際に造形した結果を図 10 に示す．造形の結果，フレ

ーム部分が実際の目標サイズよりも 1 mm ほど小さく造

形された．また，メッシュ部分ではフィラメントにうねりの

ある箇所が見られ，吐出量が安定していないことがわか

った． 

 

図 10. メッシュ構造の造形結果 

 

また，フィラメントの間隔を 5 つの地点で測定し，評

価を行った．図 11 に測定点と結果を示す． 

図 11. フィラメント間隔の測定地点と結果 

 

測定の結果，外側の測定点②～⑤ではおおよそ 4 

mm の間隔であり，目標通りに造形できた．一方で，中

心の測定点①では 0.5 mm ほど誤差があった． 

 

5. 結言 

傾斜直動案内形パラレルメカニズムを用いて立体物

を載せたステージを多自由度で可動させ，ステージ上

部に固定された積層造形ヘッドにより，立体表面上に沿

って積層造形を行うプリンティングシステムを提案した．

また，可動機構であるパラレルメカニズムの可動範囲及

び，位置決め精度の測定結果を示した．加えて曲面上

に球冠形状のメッシュ構造物を造形した結果について

報告した．造形精度には課題が残り，造形精度を高め

るために，パラレルメカニズムの精度の検証や造形プロ

グラムの調整が必要となる． 

本研究の一部は関東経済産業局の平成 27 年度戦

略的基盤技術高度化支援事業「工業製品製造に適し

た革新的な多次元制御方式による 3D プリンタの技術開

発」による補助支援を受けて行われた．関係者に謝意を

表す． 
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ラミネートフィルムを用いた曲面テキスタイルの設計と製造 
Design and Fabrication of Curved Textiles Using Laminate Film 

 
上條 陽斗 1，木村 正子 1, 2，木島 凪沙 1，仙福孝太朗 3，舘 知宏 1 
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1東京大学，2名古屋工業大学，3株式会社日建設計 
1The University of Tokyo，2Nagoya Institute of Technology, 3NIKKEN SEKKEI LTD 

 
【要約】 

製造後の形状変化を利用する 4D ファブリケーションの多くは積層造形を用いて実装されてきた．しかし、積層造

形にはサイズの制約や製造に長い時間がかかるという課題がある。本研究では平面上で圧縮材とプレテンションをか

けた布を複合することで、座屈を引き起こし立体的な曲面テキスタイルを生み出す手法をラミネートフィルムとパワーネ

ットチュールを用いて実装した Active Textile を提案する．積層造形によるサイズ制限を取り除くことで 1.8 m 四方に

及ぶテキスタイルの製造を実現した．また，周期的パターンの製造と分析を行い，シミュレーションを介した設計手法

を提案する．提案手法を用いて実施したワークショップや服飾デザインの応用例も紹介する. 

キーワード：4D ファブリケーション，テキスタイル，平面充填，シミュレーション 

 

【Abstract】 

Many 4D fabrications that utilize shape changes after manufacturing have been implemented using additive 
manufacturing. However, additive manufacturing has the challenges of size limitation and long manufacturing time. In 
this study, we propose Active Textile, which uses laminate film and power net tulle to create a three-dimensional curved 
textile by compositing a compression material and pre-tensioned fabric on a flat surface to induce buckling. By removing 
the size limitation due to the additive manufacturing, textiles as large as 1.8 m square can be produced. In addition, we 
propose a simulation-based design method by producing and analyzing periodic patterns. Examples of workshops 
conducted using the proposed method and applications to garment design will also be presented. 
Keywords:4D Fabrication, Textile, Tessellation, Simulation 

 
 
1．序論 

デジタルファブリケーションの発展は異なる物性を示

す部分を組み合わせることで製造後に変形を生じる 4D

ファブリケーションおよびその設計を可能にした。形状

記憶複合材料を組み合わせた自己折り[1]や柔らかい

部分を介したスナップスルー[2]を取り入れることで製造

が容易な形状から事後的な変形により複雑な形状を得

る手法が提案されている. 

弾性変形するロッドと伸縮性の布を一体化させ

て曲面を成すテキスタイルを製造する手法が

Guberan らの作品[3]によって提案された．この手法では

一体化前に布に導入する張力によって一体化後に布

が収縮し，ロッドに圧縮力が加わり，面外への座屈

を生じることで全体が立体的な曲面形状を生み出す．

Pérez ら[4]はこの手法を用いて複雑な形状を得るため

のシミュレーションと最適化を組み合わせた設計手法を

提案している．また，Jourdan ら [5]は星型のロッドを離

散的に敷き詰めたパターンを用いて，その粗密や大小

を操作することで複曲面を設計する手法を提案している．

これらの手法はいずれも予め張力をかけた布に対して

3D プリンタによってロッドを造形する方法によって実装

されている．3D プリンタを用いる方法は 3D プリンタのサ

イズによって作成できる大きさを制限される． 

本研究ではロッドとしてラミネートフィルムを採用した

ファブリケーション手法 Active Textile を提案する．この

手法では製造可能なサイズがメートルスケールまで拡

大され，また，特殊な設備を用いずに容易に製造するこ

とができる．この手法を用いてロッドの周期的な敷き詰

めパターンの変形について分析する．また，本ファブリ

ケーション手法の応用として作成した服飾デザインや実

施したワークショップについて紹介する. 

2．ファブリケーション  

2.1 Active Textile の概要 

Active Textile は弾性変形するロッドとしてラミ
ネートフィルムを，伸縮性の布としてパワーネット

チュール（以下チュール）を用いて曲面を成すテキ

スタイルを製造する手法である．ラミネートフィル

ムはポリエステル製で 0.1 mmから 0.25 mmの厚み
のものから選択して用い，チュールにはポリエステ

ル 100 %のものを用いる． 
2.2 Active Textile の製造手順 

製造手順は図 1に示すように，ラミネートフィル
ムの切り出し，チュールへの張力の導入，アイロン

によるラミネートフィルムとチュールの一体化，チ

ュールの切り出しによる張力の解放の 4段階からな
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る．以下に各段階を詳説する. 
2.2.1 ラミネートフィルムの切り出し 

ラミネートフィルムを設計したパターンに沿っ

て切り出す．切り出しにはレーザーカッター，カッ

ティングプロッターのいずれかを選択して用いる．

また，カッターやハサミを用いて手作業で切り出す

ことも可能である. 
2.2.2 チュールへの張力の導入 
チュールを二方向に引っ張った状態で木製の板

にクリップで固定しておく．チュールは二方向への

伸縮が可能だが，伸縮率や剛性には異方性がある．

製造結果が二方向に均等に収縮した形状となるよう

に，伸縮性の低い巻き方向と伸縮性の高い幅方向の

拡大率の比は 1:1.5 に設定する．拡大率の具体的な
値は図 1 (5)の場合には巻き方向を 1.2倍，幅方向を
1.8 倍として製造した. 
2.2.3 ラミネートフィルムとチュールの一体化 

切り出したラミネートフィルムを，張力をかけた

チュールの上に，接着面が下になるように置いて熱

したアイロンで圧力をかけることで接着する．アイ

ロンの保護のためにラミネートフィルムとアイロン

の間にクッキングシートを挟み，中温から高温を用

いて接着する． 
2.2.4 チュールの切り出し 

製造物に当たる部分のチュールをカッターナイ

フで外周部から切り離すことで，引っ張っていた力

が抜けてチュールが収縮し，曲面へと変形する. 
2.3 製造サイズの制約 

一体で製造できる Active Textile のサイズはチュ
ール，ラミネートフィルムの大きさの双方から制限

される．チュールは 1550 mm幅のロールが一般に流
通しており，これを構造用合板の下地に張ることで

1.8 m 四方にチュールを広げて張力を導入できる．
ラミネートフィルムには 0.1 mm厚では 1070 mm幅
のロールが，0.25 mm 厚では A3 サイズのシートが
流通している．ラミネートフィルムの流通規格より

も大きなActive Textileを作る際にはラミネートフィ
ルムを変形後の形状で伝達する曲げモーメントが小

さくなる部分で突き合わせて継いだ．図 2 に，0.25 
mm 厚のラミネートフィルムを用いて製造した 1.8 
m四方の Active Textileの事例を示した. 
3．周期パターンの設計と製造 

Active Textile ではチュールに与える張力，ラミネー

トフィルムの厚み，ラミネートフィルムの切り出しパターン

を変更することができる．本章ではラミネートフィルムの

周期的な切り出しパターンと出来上がる曲面形状の対

応を調べる．また，シミュレーションを用いたパターンの

設計手法について提案する． 

3.1 正多角形パターンの Active Textile 

正多角形による平面充填は正三角形，正四角形，

正六角形の 3種類で可能である．正多角形のタイリング

に沿ってラミネートフィルムを配置した Active Textile の

変形する形状を調べる．正三角形と正四角形は一辺 30 

mm，正六角形は一辺 20 mm としたパターンを用いて，

0.25 mm厚のラミネートフィルムを幅 1 mm に切り出して

作成した Active Textile を図 3 (a)-(c)に示す． 

Active Textile の曲面はラミネートフィルムが座屈す

ることで生み出される．一般の柱の場合，座屈の形状は

両端の支持条件によって異なる．周期的なパターンに

現れた座屈モードを図 4 に示す． 

図 3 (a)に示した正三角形のパターンでは中央の正

三角形で頂点が上に，辺の中点が下に移動した変形パ

ターンを生じる．中央の三角形に関する 3 辺では図 4 

(a)に示した座屈モードに変形する. 

図 3 (b)に示した正四角形のパターンでは市松模様

状に頂点が交互に上下に移動した変形を生じる．全て

の辺は図 4 (b)に示した座屈モードに変形する． 

図 3 (c)に示した正六角形のパターンでは 6本の辺

のうちの向かい合う 2 本が図 4 (c)に示した座屈モード

に変形し，その他の 4辺は大きな変形を生じない. 

正多角形パターンの Active Textile が図 3 に示した

変形モード以外の変形を生じる可能性もあるが，今回

作成したサンプルでは多くの変形モードが，不安定か，

軽い衝撃で図 3 に示したモードへ遷移する．面を折り

曲げるような形状をとるモードには強く安定するものもあ

った．その例を図 5 に示す． 

図 1. Active Textile の製造手順 

図 2. 1.8 m 四方の Active Textile 
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3.2 Active Textile のシミュレーション 

不整形な Active Textile を設計する目的で，平面パ

ターンから曲面への変形シミュレーションを Rhinoceros 

+ Grasshopper で実装した．シミュレーションには動的緩

和法を実装した Grasshopper のプラグインの kangaroo2 

[6]を用いた．Rhinoceros 上の NURBS 曲線の制御点を

編集し，Grasshopper からシミュレーションを実行するシ

ステムで，敷き詰めパターンに対して対称性のある初期

変位を与えて変形する曲面の形状を予測する． 

安定する曲面形状では平面状態からの頂点の移動

が対称性の高いものになるという観察から，対称性を持

つように選択した複数点に対して面外方向に小さい力

を加えることで初期不整として座屈を引き起こしている．

図3に示した実物の曲面形状に対応する初期不整のほ

図 3. 各種パターンのカットパターン，シミュレーション，実物の比較 

図 4. 柱の座屈モード 図 5. 折れるような変形モード 
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か，いくつかの対称性のある不整を与えてシミュレーショ

ンを行ったところ，今回用いたパラメーターでは正三角

形と正四角形では図 3 に示した変形モードへと移行し

たが，正六角形では図 6 に示すような変形モードでも

安定した． 

3.3 曲線パターンの Active Textile の設計と製造 

周期的な曲面構造がよく観察できる正四角形と正六

角形のタイリングを用いて，各辺を曲線に置き換えたパ

ターンによる Active Textile を設計し，実際に製造した．

3.2 で実装したシミュレーションを用い，作図した曲線

形状に対してシミュレーションを行うことを繰り返して 

Active Textile を設計した．設計したパターンとシミュレ

ーション結果，実際の製造物の比較を図 3 (d)-(g)に示

す．(d)や(f)のような単調なパターンでは正多角形パタ

ーンでの変形から座屈モードの変化は見られず，細か

な曲面形状の違いを設計するに留まった一方で，(e)や

(g)のように何度も折れ曲がるパターンでは，正多角形

パターンよりも高次の座屈モードでも安定することがで

きることがシミュレーションから予想されて，設計を行っ

た．その結果，(e)では正四角形パターンと同様の変形

モードをとったが，（g）ではシミュレーションに近い変形

モードをとり，正六角形のパターンとの変形の違いが確

認できた． 

何度も折れ曲がったパターンでの変形モードの変化

は辺全体の曲げ変形がねじり変形の合成で実現され，

全体の剛性が低下するために，高次の座屈モードに入

った際に，低次のモードに遷移するのに必要なだけの

圧縮力がラミネートフィルムにかからないからだと考えら

れる． 

3.4 Active Textile の応用 

提案した Active Textile のファブリケーション手
法を用いた服飾デザインへの応用事例を図 7 に示
す．大型のテキスタイルを一度に製造できる利点を

活用している．また，ファブリケーション手法およ

び設計手法を用いて実施したワークショップの事例

を図 8に示す．本事例ではインタラクティブな設計
手法や，素早く簡便なファブリケーション手法の利

点を活用している. 
4．結論 

本研究では弾性変形するラミネートフィルムと張力を

導入したチュールを複合する 4D ファブリケーション手法

の Active Textile を提案し,正多角形の平面充填パター

ンの変形の製造を通した分析を踏まえてシミュレーショ

ンを実装し，シミュレーションを利用したインタラクティブ

な設計手法を提案した．また，Active Textile を応用す

る実践を通して本手法の有用性を模索した. 
製造とシミュレーションの分析から，同じトポロ

ジーを持つロッドのパターンに対して，曲線形状の

変化が変形モードの変化をもたらし得ることが示唆

されたが，変形モードが変化する条件については明

らかにすることができていない．また，本研究での

分析は単一の正多角形の平面充填を下にしたパター

ンに限定され，それ以外の周期パターンや非周期パ

ターンについては分析できていない．特に非均一な

パターンの設計は Jourdan ら[5]が示したような曲率
分布を伴う形状の設計可能性が期待でき，今後の研

究の課題である. 
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太陽光による物体の膨張変形制御のためのパウチ設計の基礎検討 
Basic Study of Pouch Design for Controlling Deformation of Objects by Sunlight 
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【要約】 

  近年 4D プリンティング技術を中心に，環境刺激に応じ形や体積を変化させる素材を物体に組み込むことで，造形後に物体の

形態を環境に応じて動的に変化させる試みがみられる．中でも，電気や機械による制御に頼らず，温度や湿度などの自然環境

変化を造形や変形のトリガとして取り込むアプローチは建築やファッションなどさまざまな文脈で取り組まれてきた．本研究では輻

射熱に着目し，照射具合に応じて変形する構造体の設計に取り組む．ここで変形には，パウチパックに充填された低沸点液体の

体積変化を利用した「Liquid Pouch Motors」を活用する．同研究でも周囲の熱環境を利用するプロトタイプは提案されているが，

本研究では輻射熱を有効に活用するための新たな構造と素材の設計を行う．本稿では，パウチの表面色や素材について膨張・

収縮時間の測定・比較を行い，また実際の太陽光のもとでの変形を試み，それらの結果について報告する．また，動的に形態変

化する窓等，想定する応用シナリオに関しても述べる.  

キーワード：輻射熱，太陽光，4D Printing，インフレータブル 

 

【Abstract】 

In this study, we focus on radiant heat and investigate a structure that deforms in response to the degree of irradiation 
of radiant heat. For deformation, "Liquid Pouch Motors" that utilize the volume change of a low-boiling-point liquid filled 
in a pouch pack are utilized. Although a prototype that utilizes the ambient thermal environment has been proposed in the 
same study, this study will design a new structure and materials to effectively utilize radiant heat. In this paper, we measure 
and compare the expansion and contraction times for the surface color and material of the pouch. We also report the 
results of deformation under actual sunlight. We also discuss possible application scenarios, such as a window that 
changes its shape.  
Keywords: radiant heat, sunlight, 4D Printing, inflatables 
 
 
1. 序論 

 建築や衣服の主要な機能の一つは，膨大な輻射熱

と有害な波長を含む日射を適切に遮ることである．

日射は人間の生活のために必要不可欠である一方，

輻射熱は人体で常に体感するには強く，また多量の

日射光の暴露は人体に悪影響を与えるため，人は建

築や衣服を用いて日射や熱の制御を試みてきた．地

球温暖化によりこれらの諸問題が深刻化する現代で

は，場面によって異なる日射に応じて効率的に身体

と外環境とを調節する方法が求められている． 
 上述の課題に対するアプローチの一つに，さまざ

まな環境の変化に応じて建築や衣服の形態を変化さ

せる方法がある．特に近年では，熱や水分などの環

境変動に応じて形や体積を変化させる物質や構造を

物体に組み込むことで，造形後に物体の形態を変化

させる試みがみられる [1][2][3]．4D Printing に代表

されるこれらの取り組みでは，一般的な形状変化イ

ンタフェースに必要となる電気やセンサ，複雑な機

構を用いずに環境に応じた形態変化を実現する．こ

の特徴は軽量性やエネルギー効率が要求される建

築・衣服等の人間-環境間インタフェースに適してお

り，日射や熱の制御のための活用が期待される． 
 そこで本研究では太陽光での変形動作を目的に，

輻射熱で可逆的に膨張・収縮動作する軽量なシステ

ムの検討を行う．構造体にはパウチパックに充填さ

れた低沸点液体の体積変化を利用した Liquid Pouch 
Motors [4]を用い，これを輻射熱で駆動させることが

主な提案である．Liquid Pouch Motors は自身の質量

に対して大きなエネルギーを生む軽量なモータで，

曲げや持ち上げ等の動作を行うことができる．これ

を輻射熱で稼働させることができれば，日射を利用

したインタフェースの制作が幅広く可能になると考

えられる．以下では関連研究と本研究の意義につい

て述べ，提案と基本原理，実装とその動作，アプリ

ケーションについても述べる． 
 

2. 関連研究 

 環境変動で形・体積が変化する物質の埋め込みに

より物体の形態変化を起こす手法において，日射や

その輻射熱を変化のトリガとするインタフェースは
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複数存在する．Invert Auto-Shading Windows [1]は熱

膨張係数の異なる金属を張り合わせたバイメタルを

繋ぎ合わせて窓に吊り下げ，一定以上の熱が加えら

れた時にバイメタルの曲がり角度が変化することで

遮光制御を行う．Breathing Façade [2]は熱で軟化する

素材を用いたファサードで，夏には柔軟になること

で風の影響で開口し，冬には固定的になる．Climate-
Active Textiles [3]は可逆的に形態変化する繊維を布

に織り込むことで，気孔率や厚みを気候変動に応じ

て変化させる試みである． 
 一方で，日射制御のように大スケールの変化を行

う事例[1]は，大型で重く素材が硬質で，一般住宅や

衣服等への応用は難しい．一方軽量な衣服繊維の事

例[3]では外観には大きく現れない程度の小スケー

ルの形態変化による温度調節が主眼である．システ

ムの重さ・硬さと形態変化の大きさはトレードオフ

の関係にあり，両者を高いレベルで両立した事例は

みられない．またいずれの場合も，日常レベルの日

射エネルギーの変動から日射量を大幅に制御する程

の変化を起こすには至っていない．しかし大きな変

化量は日射・熱の効率的制御のために重要であり，

軽量性は建築や衣服に応用する上で必要である． 
 そこで本研究では，輻射熱により大きな変化を起

こす軽量なシステムの足がかりとして，Liquid Pouch 
Motors の輻射熱による駆動検証を行う．これはパウ

チに充填された低沸点液体の体積変化を利用したパ

ウチモータで，パウチは物質の相変化を利用するこ

とで，軽量ながら大幅な体積変化を起こすことがで

きる．また外部機構に作用するモータとしての用途

があるためパウチ部分の体積変化よりも大きな変化

を起こすことができる．なお同研究では周囲の温度

環境の変化によって蝶の羽が稼働する Papilion[4]が
示されたが，Liquid Pouch Motors は輻射熱利用を目

的としたシステムではないため動作の大きさには限

界がある． 
 そこで本稿では，この Liquid Pouch Motors の基本

的構造を利用しつつ新たに輻射熱利用のための層を

追加し，輻射熱をエネルギー源として効率的に駆動す

るパウチモータの設計を行う． 
 
3. 概要 

3-1. 提案概要 

本稿の提案は， 

1) パウチに熱吸収層を設けることでパウチモータ

を輻射熱で駆動させることができる 

2) 熱吸収層の素材や色によって動作速度を変化

させることが可能 

である． 

 Liquid Pouch Motors は ， パ ウ チ 内 部 に 液 体

Novec7000 を少量密封したものである．Novec は 34℃

で気化するため，比較的容易に相変化を起こす．本稿

で追加する熱吸収層により，パウチ表面に太陽光やハ

ロゲン光等を照射すると，その輻射熱により Novec が相

変化を起こし膨張する．また照射を止めると収縮する可

逆的性質がある（図 1）． 

3-2. 構造と素材 

 パウチの密封には密封層には高いガスバリア性を持

つアルミ蒸着フィルム（厚み 50 𝜇𝑚）を用いた．一方ア

ルミ蒸着フィルムは赤外線波長の多くを反射するため，

パウチ表面への赤外線照射によってパウチ内の物質を

温めるには工夫が必要となる．本稿では輻射熱を吸収

する熱吸収層をパウチ表面に追加する方法をとり，アル

ミ蒸着フィルムが持つ高い熱伝導性を活かして Novec

へ効率的に熱を伝えるための設計を行う．なお Liquid 

Pouch Motors ではより複雑な素材構成を用いることで

更に高いガスバリア性を実現しているが，本研究ではア

ルミ蒸着フィルムの熱伝達性能を利用するために簡易

な構造を用いて制作を行った． 

 

4. 熱吸収層の実験と検証 

4-1. 熱吸収実験の概要 

 本項では，図 2 のように熱吸収層における塗装色（塗

膜）と素材をそれぞれ熱吸収層 1，熱吸収層 2 とし，両

者のタイプによるパウチ駆動速度の比較実験を行う． 

 実験プロセスは以下の通りである． 

1) 素材による変形効率の差異に着目する．3 種

類の素材を黒色に塗装（PVC は予め黒色のも

の）して変形実験を行い，素材毎の変形速度

の違いを確認する． 

2) 色による変形効率の差異に着目する．1 で比

較した中で最も変形速度の速い素材を用い，

複数色で変形速度を比較する． 

  表 1 のように，3 通りの素材構成を検討する． 

 熱吸収層 1 はアクリルラッカー（アサヒペン社製）で形

成する．熱吸収層 2 は加工性に優れる LDPE（厚み 50 

 

図 1. 本研究で扱うパウチの動作概要 

 

 
図 2. パウチに用いたフィルムの素材構成 

表 1. 検証するフィルムの 3 タイプ 
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𝜇𝑚），柔軟性のある PVC（梨地 厚み 80 𝜇𝑚），メタルプ

ライマ（「メタルプライマー 非鉄金属下塗り用」 アサヒペ

ン）の 3 種類を比較した．アルミ蒸着フィルムは直接塗

装するのが難しく下地に塗膜を形成するプライマを用い

たため，これも熱吸収層 2 に含めた．なお PVC は伸縮

する性質から均一塗装が難しいため有色で販売されて

いるものを使用し，熱吸収層 1 は付加しない． 

 素材の溶着は 300 Wのヒートシーラ（HS-300 太洋電

機産業）を用いた．加熱レベルの目盛りは 5 に設定した． 

4-2. 動作検証の手法 

 パウチの膨張速度比較には，Liquid Pouch Motors で

も用いられたパウチの曲げアクチュエータとしての利用

方法を用いる（図 3）．同研究では一枚の紙の折り曲げ

が行われたが，今回は折り曲がりによる歪みを低減する

為に板（アクリル，厚み 2 𝑚𝑚）を二つ用意し，並置状態

で接面にパウチモータをヒンジ状に設置した．パウチの

膨張によって折り目を支点に二つ折りの動作を起こす． 

 この動作角度を変形比較のための指標とし，パウチの

膨張・収縮動作を比較する．動作角度は支点部分を横

から撮影し，PC の画面上で測定する（図 4）．測定は個

体差を考慮し，種別に 3 つ製作しその平均値をとる．板

の大きさは 100 𝑚𝑚×100 𝑚𝑚，パウチは 25 𝑚𝑚×
100 𝑚𝑚とした． 

 本実験では輻射熱検証用の熱源にハロゲンランプ

（日動工業 HS-500L），パウチモータを置く面にアルミ

ニウム複合板を用いた．ハロゲンランプは他の照明より

も近〜遠赤外線波長を多く持ち，また発光直後から光

量が比較的一定なことから採用した．なおランプには前

面に防護ガラスが取付けられているが，赤外線利用の

観点からガラスを取り外して用いる．また，照明から対象

物までの距離は 40 𝑐𝑚に設置した．室温は 26 ℃に設

定した． 

 

4-3. 素材構成による変形速度の変化 

 本項では素材による変形速度の差異に着目する．3

種類の素材を黒色に塗装（PVC は予め黒色のもの）し

て変形実験を行い，素材毎の変形速度の違いを確認

する．ここで検証した素材構成は表 2 の 4 通りとなる． 

 膨張速度の比較結果を図 5 に示す．熱吸収層の採用

により，パウチの変形動作が促進された．素材による変

形速度は，プライマにラッカー塗装を重ねたものが最も

速い結果となった．なお収縮速度については素材の違

いによる差はほぼ見られなかった．次項ではこのプライ

マ＋ラッカー塗装の構成について，複数の色を用いて

検証する． 

4-4.塗装色による膨張効率の変化 

 次に，色による変形速度の差異に着目する．図 5 で比

較した中で最も変形速度の速かった以下の構成を用い，

複数色で膨張速度を比較する．比較する素材構成は表

3 の 4 通りとなる． 

 結果を図 6 に示す． 塗装色に応じて，変形開始まで

の時間や変形速度が大きく変化する．一方で青と赤は

彩度が近いためか変形速度が似通っている．またプラ

イマのみでは，前項の熱吸収層なしのものと殆ど動作が

変わらない．また収縮速度について色の違いによる差

は見られなかった．以上の検証から熱吸収層により膨張

表 2. 検証するフィルム構成 

 

 
 
 

 

図 3. パウチモータの動作概要（左）と様子（右） 

 
 
 

 

図 4. パウチモータを用いた膨張動作の計測 

 

 
 
 

 

図 5. 熱吸収層の素材による膨張速度の比較 

表 3. 検証するフィルム構成 

 

 
 
 

 

図 6. メタルプライマ層＋塗装層の膨張速度 
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速度が向上することを確認した．また素材と色，特に色

による熱吸収率の違いが膨張速度に影響する． 

 

4-5. 太陽光環境での動作検証 

 輻射熱を用いた実験のうち，最も膨張速度の早かった

Type A（アルミ蒸着フィルム＋プライマ＋塗装）について，

太陽光の直射日光下での動作実験を実施した．結果は

以下の通り．なお実験環境は，9 月 22日 12:18，晴，気

温 23.4 度である．結果を図 7 に示す． 

 太陽光を用いた場合も色に応じた膨張速度の傾向は

共通であるが，黒は動作開始が遅くなり，一方で赤・青

は早まった．光の性質によって膨張変形動作が異なる

ことが予測されるため，用いる熱源ごとにその特性を把

握することが必要である． 

 

5. 日射に応じて開閉するファサード 

 本手法を用いた応用事例として，一定量の日光の

照射により割れ目が開口し，日光が弱まると閉じる

ファサードを制作した（図 8）．  

 図 8 は，日光照射により駆動させた様子である．

太陽光の輻射熱により駆動したパウチモータが羽部

分を持ち上げ，開口動作を発生させる（図 9左）． 
 ファサードはアクリル板（270mm×380mm，厚み

2mm）とパウチモータ（15mm×80mm）で構成する．

なお，パウチモータは Type A の素材構成（アルミ蒸

着フィルム＋プライマ＋塗装）を用いた．アクリル

板を図 9右のパターン（黒線部）にレーザーカッタ

でカットし，稼働する羽部分と固定されるファサー

ドのフレーム部分とに切り分け，羽部分とフレーム

部分との接合部にパウチモータを設置した．軽量な

パウチモータで薄手のアクリル板を稼働するシステ

ムとしたことで，市販の両面テープで設置が可能な

ほど軽量に，輻射熱を利用して形態変化する簡易的

なファサードを構築できた． 

6. むすびと今後の課題 

本稿では輻射熱により動作する軽量構造の実装の

ため，輻射熱で駆動する相変化パウチモータを提案し，

その手法の検討及びアプリケーションの制作を行った．

その結果，パウチモータに熱吸収層を設けることで輻射

熱によって膨張・収縮し，また素材や色の違いによりそ

の動作速度が変化することを確認した．また輻射熱を

利用して形態変化するファサードを制作した． 

今後の課題として，ガスバリア性の向上が挙げられ

る．先行研究 Liquid Pouch Motors では本稿の事例より

もガスバリア性が高く動作安定性の高いものが用いられ

ているが、本稿では伝導熱利用の性質上一部のレイヤ

ーを除去している。例えばアルミ蒸着フィルムと熱吸収

層の間に新たなガスバリア層を設けるなどが考えられる

が，本稿では検証には至らなかった．ガスバリア性と集

熱構造を両立し、かつインフレータブルの柔軟性を損な

わない素材構成についても検討したい。 

謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP20H05960 の支援を受
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図 7. 太陽光の下での膨張速度 

  
図 8. 動作の様子（左：日光照射状態，右：照射なし） 

 

  
図 9. 左：アクリルカットパターンとパウチの設置位置，右：

稼働構造の模式図 

 

Conference on 4D and Functional Fabrication 2022

- 154 -

mtfuj
長方形



ポリエステル生地の脱色・再印刷時に必要な 
蛍光増白機能の再生方法 

 
Renewal method of fluorescent brightening function required for  

decolorization and reprinting of polyester textiles. 
 

杉本 雅明 1，松田 光夫 2 

Masaaki SUGIMOTO1, Mitsuo MATSUDA2 
 

1 エレファンテック株式会社，2 日華化学株式会社 
1Elephantech Inc., 2NICCA CHEMICAL CO., LTD. 

 
【要約】 

エレファンテック株式会社と日華化学株式会社は, ポリエステル生地を染色した分散染料を脱色 (抜染)する技術

「ネオクロマト加工」を共同開発した. ネオクロマト加工後のポリエステル生地は, 昇華転写印刷等により再度染色が

可能で, 10 回以上脱色と染色を繰り返すことができる. その後, 脱色時に多くの生地に元々塗布されている蛍光増白

剤も除去されてしまい, 抜染部が太陽光下では黄ばんで見えることに気づいた. ポリエステル生地を再利用すること

で, 昇華転写印刷における「白インク」の必要性に気づき基礎開発を行ったので報告する. また, 脱色時にその他の

機能も一緒に除去されることがわかっており, 製品寿命を延長するプロセスにおいて, ファンクショナルプリンティング

の必要性を認識したため, 合わせて報告する.  

キーワード：ポリエステル，テキスタイル, サーキュラー・エコノミー，蛍光増白，抜染, 脱色 

 

【Abstract】 

Elephantech, Inc. and NICCA CHEMICAL Co., Ltd. have co-developed "Neochromato Process," a technology for 

removing (decolorizing) disperse dyes from polyester fabrics dyed with them. After the Neochromato process, polyester 

fabrics can be re-dyed by sublimation transfer printing, etc., and the decolorizing and re-dyeing can be repeated more 

than 10 times. Subsequently, we noticed that the fluorescent brightener initially applied to many fabrics is removed during 

the decolorization process, and the decolorized areas appear yellowish under sunlight. We realized the necessity of "white 

ink" in sublimation transfer printing by reusing polyester fabrics and conducted essential development. We also found 

that other functions were removed with the white ink at the time of decolorization, and we recognized the necessity of 

functional printing in extending the product life. 

Keywords: Polyester, Textile, Circular economy, Fluorescent brightener, Decolorizing. 

 

 

1. 序論 

2020 年に COVID-19 の影響で大型スポーツイベン

トが 2021 年に延期になったが, その時に著者の友人の

ファッション関係者からロゴや文字が変更された場合に

大量の廃棄物が出る可能性が業界慣習から推測すると

高いという指摘が出た 1. それからロゴをぼかすなどして

布製品を再利用できるようにする方法を模索する中で

開発されたのが, ポリエステル生地から水を使わずに分

散染料を脱色する技術, ネオクロマト加工である.  

現在テキスタイルの大量廃棄問題は大きく取り上げ

られつつある 2. 例えば日本では, 1990 年から 2020 年

にかけて人口は殆ど変わっていないのに, 衣服の年間

国内供給数は, 1.75 倍になっている. 不要になった衣

服は, 66%が処分・埋め立てされている 3. また, 近年リサ

イクル材料の採用は増えてきているものの, テキスタイ

ル to テキスタイルの水平循環が進んでおらず, 業界に

は課題意識がある 4. その中でも, ポリエステルの水平

循環を阻むのは分散染料の処理であり, いくつかアプ

ローチがあるものの 5, 既存の設備でも簡易に処理でき

るのがネオクロマト加工である. また, 布製品の循環に

おいてできるだけ製品価値が高い状態で再循環するの

が望ましい 2. ネオクロマト加工は縫製製品の状態のま

ま再生できるため, マテリアル・ケミカルリサイクルに比

べて価値の高い循環であると言える.  

 
図 1. ネオクロマト加工活用例(靴下) 

しかし可能であれば, 必要な部分だけ脱色し, 再印

刷することがコスト的にも, 環境負荷低減のためにも望
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ましい. そこで, シャツのロゴなど一部の印刷部分だけ

脱色するのは有効だと考えて実験したところ, もともと染

着している蛍光増白剤も脱離してしまうという課題が発

見された.  

2. 課題 

まず, ネオクロマト加工の脱色能力について確認実

験をした.ポリエステル 100%の T シャツの生地に昇華転

写プリントを施し, 日華化学株式会社製ニューソルブ

UC を塗布, ニューソルブ UC とそこに抽出された染料

を吸収するための紙を置き, ヒートプレスを施した. 一

定時間後に紙を取り除くと, 染料がニューソルブ UC と

共に紙に移動してポリエステル生地の脱色が完了する.  

 
図 2. ネオクロマト加工で脱色できる仕組み 

これを昇華転写→ネオクロマト加工→昇華転写→ネ

オクロマト加工・・・と繰り返す実験を 10 回まで行い, 測

色計にて色を計測した. 測色計はセイコーエプソン社

製 SD-10 を使用した. その実験の様子と計測結果を図

3 から図８に示す.  

 
図 3. 条件を揃えるために複数枚を同時にネオクロ的加工し, 

予定回数を過ぎたものを毎回取り出す形で実験した 

 
図 4. 10 回まで繰り返し昇華転写印刷とネオクロマト加工を繰

り返したサンプルを作成した 

 
図 5. EPSON 製 SD-10 にて測色を実施 

 
図 6. 10 回分の色空間における a*とｂ*の値の変化 

 
図 7. 10 回分の色空間における L*の値の変化 

 
図 8. 10 回分の平均値との差 

 

以上のように繰り返し脱色しても⊿Eが 3以下の

変化であり, 十分安定した 6 脱色能力があることが

示された.  

しかし, 部分的にロゴ等をネオクロマト加工に

よって取り除き, 再印刷を施すことを念頭に実験を

したところ, 太陽光下においては図 9 のように黄ば
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んで見えることがわかった. それまで室内ではこの

黄ばみを認識していなかったので, 紫外線による白

色度（JIS L 1916）の差がでて, 生成りの部分が黄色く

見えているのだと認識できた.  

 
図 9. 太陽光下では生成りの部分は黄ばんで見える. エレフ

ァンテックロゴの周囲は四角く蛍光増白機能を再生してある.  

その結果, ネオクロマト加工を施した部分には白

色度を再生する必要があることがわかり, 部分的に

脱色した領域に局所的に再印刷した際に, 製品価値

のある状態に戻すことを目指して実験を行った.  

 

3. 実験・結果 

まず, 蛍光増白剤(Huntsman International 社製 
UVITEX EBF 250%)を濃度調整のために 10 倍に純水で

希釈してバーコーターにて昇華転写紙に塗布, 乾燥の

後に転写したところ白色度が復活することが表 1 のよう

に確認できた. 計測にはコニカミノルタ社製 CM-3700A

を使用した.  

表 1.各部分の白色度計測結果 

なお, 昇華転写紙に対し, 最初に昇華転写カラーイ

ンクを印刷し, その上に重ねて蛍光増白剤をバーコー

ターで塗布しているが, 図 9 のように同時に転写できる

ことを確認している.  

しかし, 全面に白色度を均一に再生することはでき

ても, 部分的に脱色している場合, 脱色部分と機能を

復活させた部分が重なる所, あるいは隙間がある所が

図１０のようにどうしてもでてしまった. そこで, 脱色部と

非脱色部の境目にインクジェットを活用しグラデーション

を掛けて蛍光増白剤を転写することができれば, 境目

を目立たない形で白色度を均一に再生できると考えた.  

前述の 10 倍希釈後の蛍光増白剤の粘度を計測し

たところ 1.5〜2.2mPa・s であったので、その粘度域に対

応したセイコーエプソン社製 S800 ヘッド(水系用)に充填

し, 同社製 R＆D 用インクジェット装置で波形を作り, 吐

出試験をしたところ十分印刷試験が可能であることを確

認できた.  

そこで, 同インクジェットヘッドを搭載した自社の描

画試験機ELTBにてグラデーションを掛けて描画, 転写

を行った結果が図 11 である.  

表 1 のように, 前述の白色度も計測できる測色計に

て計測した結果をもってしてもほぼ同程度に白色度が

再現できていることがわかる.  

以上により部分的に脱色された場合であっても境目

がわからない形で白色度を必要な部分だけ再生できる

ことが示された.  

 

4. 結論 

ネオクロマト加工によるポリエステル製テキスタイル

の脱色時に蛍光増白機能も除去されてしまう点につい

て, 部分的に脱色した場合であっても白色度が製品価

値を持った状態へ復元できることが示された. そもそも

ポリエステル素材は何らかの機能性(難燃, 防臭等)を

付与した布地として製品化されることが多い. それらの

機能も脱色時に同時に除去されてしまうことがあると予

想されており, 今後蛍光増白機能以外の機能も印刷し

部分的に再生できることが求められる可能性がある. イ

ンクジェットによるファンクショナルプリンティングの重要

性は, テキスタイル等の循環経済化において今後も増

していくものと考えられる.  

 

 

 

 

 

 

図 10. ①元の生地, ②脱

色後の生地, ③白色度を

再生した部分, ④元の記

事の上に重ねて蛍光増白

剤を転写した結果明るす

ぎてしまっている部分, (赤

矢印)③④境界部もわか

るが, 特に①④境界部は

かなり分かる. ※なおわ

かりやすくするために紫

外線ランプ下で撮影して

いる.  
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立体複製画の凹凸感についての考察 
Consideration on the Sense of Surface Unevenness of 2.5-Dimensional Reproduction of Paintings 

 

亀井 稔人，根本 佳実，畑中 伸一 
Toshihito KAMEI, Yoshimi NEMOTO, and Shinichi HATANAKA 

 

株式会社リコー 

Ricoh Company, Ltd. 
 

【要約】 

立体複製画のマチエールである筆タッチの凹凸部において，その高さや厚みを物理量，その凹凸感を心理量とし

て，心理物理実験を実施した結果，凹凸部の高さを増していくとその凹凸感は低位置では敏感で徐々に鈍感になっ

ていく関係であり，刺激に対して感度が対数変化することが分かった．また，原画を縮小して複製する場合において，

３Ｄ造形物同様に ｘ ，ｙ と同じ倍率を凹凸部の高さ ｚ に掛けると，凹凸感の乏しい複製画になってしまうことが分か

った．本稿ではその“凹凸感”について考察する． 

キーワード：2.5D，立体複製，複製画，凹凸感 

 

【Abstract】 

Using height and thickness as physical quantities and sense of unevenness as psychological quantities, we conducted a 

psychophysical experiment on the brush strokes of the matière of the 2.5-dimensional reproduction of paintings. As a 

result, it was found that the sense of unevenness is sensitive at low positions and gradually becomes insensitive. In other 

words, it is considered that the sensitivity changes logarithmically with respect to the stimulus. Also, when reducing and 

reproducing the original painting, it was found that if the same magnification as x and y is multiplied by the height z of 

the uneven part as in the case of the 3D modeled object, the reproduced painting lacks a sense of unevenness. We report 

on that we considered about "the sense of unevenness". 

Keywords:2.5-Dimension, 3D reproduction, Replication paintings, Sense of unevenness 

 

 

１. はじめに 

2016 年 3 月に“立体複製画制作技術”としてプレス

リリース[1]し，10 月に“触れる絵画” (図１) として立体

複製画の製品化を開始してから６年が経過した．展覧

会毎にそれらの作品の形状と色を計測し，UV インクジ

ェットプリンターで再現することで，より本物に近い質感

を持った立体複製画に仕上げてきた．技術開発[2][3]

においては，プリンターでの積層印刷技術・複製用画

像処理技術[4]・形状と色の計測技術[5]・画家の特徴を

数値化する技術[6]等を進めてきたが，立体複製画の品

質をさらに上げるためには，その質感についての研究

が不可欠であった．本研究においては，質感を凹凸の

印象である凹凸感で数値化することで，絵画のマチエ

ールである筆タッチの凹凸部分の高さや厚みと凹凸感

の関係を調べることができた．それに加え，縮小複製版

の縮小倍率について本稿にて考察する． 

 

２. UV インクジェットプリンター 

立体複製画を製品として制作するためのプリンターは，

汎用性がない量産に特化した特注機となっているが，

弊社では，製品としてのUVインクジェットプリンターを販

売している．ワイドフォーマットプロダクションプリンター 

Pro TF6251 （図２）は 2021 年３月より国内受注を開始し

た[7]．Pro TF6251 の最大の特徴はクラス最速の印刷速

度[8]で、立体複製画の他にも，イベント装飾用途のサイ

ン，商業施設・オフィス・自宅などの空間演出のための

建材への加飾といったさまざまな印刷ニーズに対応可

能なプリンターである． 

 

図 1. 触れる絵画 

 

３. 絵画のマチエールと凹凸感 

絵画のマチエールを再現するために，インクを積み

重ねて印刷を繰り返す積層印刷を行っている．また，立

体に積層する方法についても，積層に割り当てたインク

[9][10]で繰り返し積層印刷し，最表層にカラーインクで

色を印刷する方法を採用した． 
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図２. Pro TF6251 

 

積層数を可変することで，マチエールを構成する筆タ

ッチの凹凸部の高さを制御することができる． 本研究

では，積層数と凹凸感の関係を調べるために，心理物

理実験を実施した．立体複製した２種類の絵画（サンプ

ル A，B）に対して，物理量を積層数，心理量を凹凸感と

して官能評価を行った．評価のために準備したサンプ

ルの各積層数を表１に示した． 

 

表 1. 評価用サンプル 

 

両サンプルとも最低積層数と最高積層数の間の積層

数のサンプルを多数準備した．官能評価は等分割法を

用いて，最低積層数サンプルの凹凸感を１レベル，最

高積層数サンプルの凹凸感を５レベルと固定して，まず

１と５の中間点である３レベルの凹凸感のサンプルを選

択した．次に１と３の中間である２レベルと３と５の中間点

である４レベルの凹凸感のサンプルを選択し感覚尺度

を決定した．この結果から積層数に対する凹凸感の関

係を調べることができた．被験者は画像・インク開発の

技術者・スタッフで、性別・年代比率はほぼ均等になる

ように、サンプル A は１４名，サンプル B は１８名で行っ

た．積層数の平均値に対する凹凸感のレベルを示した

結果は図３のようになった．視認できる最低の積層数か

ら高さを付加していく場合，低位置では敏感で，徐々に

鈍感になっていくという結果となり，筆者らが制作の過

程で感じていた感覚と合致した．積層数 L という刺激に

対して凹凸感 E という感覚が対数変化していく結果は，

ウェーバー・フェヒナーの法則[11]で説明できると考える．

ただし，サンプル A の６層サンプルのように，高さが低過

ぎると対数変化しないため，凹凸感の刺激閾は概ね２０

層と考える． 

(1) に示した式において，E はサンプル A，及び B の

凹凸感，c1，c2 は非線形回帰により最適化したパラメー

タで，各サンプルの積層数での結果はサンプル A では，

c1 = 2.34，c2 = -5.18，サンプル B では，c1 =2.42，c2= 

-6.55 となった．ここで c1 はサンプル間でほぼ同じ値に

なったため，サンプル A の２２層の凹凸感１レベルの点

を通るようにサンプル B を c2 = -6.24 に補正したのが図

４である． 

 

E = c1・log (L) + c2               (1) 

 

 図４でサンプル A の凹凸感を補正した後、その凹凸感

を再現して制作したのが図５(a)～(d)である． 

 

図３．積層数 L と凹凸感 E 

 

図４．サンプル A を補正した積層数 L と凹凸感 E 

 

図５(a)．サンプル A の凹凸感レベル１～５（補正後） 
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サンプル 最低積層数（層） 最高積層数（層） (参考)ｻｲｽﾞ: x ×ｙ(mm)

A 6 77 190×155

B 22 119 189×145
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図５(b)．サンプルＡの凹凸感１レベル（補正後） 

 

図５(c)．サンプルＡの凹凸感３レベル（補正後） 

 

図５(d)．サンプル A の凹凸感５レベル（補正後） 

 

４. 縮小複製時の凹凸感とその再現 

絵画を原寸大に立体複製するだけではなく，主に観

賞用には縮小複製する場合もある．その縮小倍率の考

え方は，例えば３Ｄ造形物であれば，ｘ ，ｙ を５０％に

縮小したい場合は ｚ も５０％で制作する．しかし，2.5

Ｄ立体複製画の場合は，縦横の縮小倍率５０％と同じ

縮小倍率を凹凸部の高さに掛けると，凹凸感の乏しい

立体複製画になってしまうことが分かっている．本研究

では，この問題を解決するために凹凸感を保持したまま

縮小複製する際の縮小倍率を心理物理実験で求めた． 

まず，評価用に準備した複製画サンプルのサイズ、

積層数，縮小倍率を表２，サンプルの写真を図６に示し

た．  

 

表２.サイズ・積層数・縮小倍率 

 

図６.サンプル A の 100%（上），８４％（中），4１%（下）の立体複

製画 

 

縮小倍率が８４％のサンプルに対して、４１％及び１０

０％のサンプルは，積層数を多数振ったサンプルを準

備した．被験者は前章同様の２０名で実施した．凹凸感

が同じに観賞できる各倍率のサンプルを調整法で選択

し，被験者の平均を求めた．その結果を図７(a)，(b)に示

した． 図７(a)は，ｘ，ｙ の縮小倍率に対する凹凸感が

同じになる積層数を示した．図７(b)は凹凸感が同じにな

るように積層数を設定した場合の ｘ，ｙ 縮小倍率に対

する ｚ の縮小倍率を示した． 

ｘ，ｙ の縮小倍率 Xd に対して，高さの縮小倍率を

Zd，最適化パラメータを c3 とすると (2) のような非線形

な数式で近似することができた．この結果から原画のｘ，

ｙを５０％に縮小した場合の積層数の縮小倍率は，８０

～９０％程度が望ましいと考える． 

 

Zd = ｃ3・log (Xd) + 1                    (2) 

 

 

 

サイズ： x ×ｙ　(mm) 積層数（層） 縮小倍率（％）

大サイズ：230×187 19～158の16段階 100

中サイズ：190×155 33,50,77 84

小サイズ：95×78 19～158の16段階 41
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図７(a)．XY 縮小倍率に対する凹凸感が同じになる積層

数 

 

図７(b)．XY に対する Z の縮小倍率 

 

５. おわりに 

本研究の結果から，立体複製画において，積層数

を制御することで，絵画のマチエールを構成する高さや

厚みを可変することにより，所望の凹凸感を表現するこ

とができることが分かった．積層数の制御には，式 (1)，

(2)を採用する． 

これらの結果は，絵画の複製に留まらず，レリーフ・壁

画の複製，そして高さデータの無い写真・アニメーション

などの２Ｄ画像から高さを生成する場合にも適応できる

と考える． 
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反射・透過・屈折の光学的効果を生み出す大型 3Dプリンティング 
に向けたテクスチャ設計 

Texture design for large-scale 3D printing to produce optical effects of  

reflection, transmission, and refraction. 

荒井 将来 1，田中 浩也 1，湯浅 亮平 1 

Masaki ARAI1, Hiroya TANAKA1, Ryohei YUASA1 
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【要約】 

昨今,大型 3Dプリンタによる家具の製造が盛んになってきているなか,3Dプリント時に造形物表面にテクスチャを付

与することで新たな表現を得る事例が増えてきている.本研究では,バイオマス由来の透明プラスチック材料を使用し,

材料の透明性を活かして「反射・透過・屈折」といった光学的な効果をもつテクスチャを９種類設計した.設計したテク

スチャは大型 3D プリンティング向けのものであり,大型 3D プリンタを用いて製造される９種類の多面体ベンチに実装

された.本稿では,設計したテクスチャのテーマ,大型 3D プリンティングに向けたテクスチャの設計法や,試行錯誤,テク

スチャが実装されたベンチについて紹介する. 

キーワード：大型 3Dプリンタ，FGF, テクスチャ，デザイン 

 

【Abstract】 

Recently, as the production of furniture using large-scale 3D printers has become popular, there have been an increasing 

number of cases in which new expressions have been created by adding textures to the surfaces of objects during 3D 

printing. In this study, we designed nine kinds of textures with optical effects such as "reflection, transmission, and 

refraction" by using biomass-derived transparent plastic and taking advantage of the transparency of the material. 

The designed textures are aimed at large-scale 3D printing and were implemented on 9 different polyhedral benches 

printed by a large-scale 3D printer. This paper introduces the theme of the designed textures, the design method of the 

textures for large-scale 3D printing, the trial and error process, and the benches on which the textures were implemented. 

Keywords : large-scale 3Dprinting, FGF, texture, design 

 

1. 序論 

昨今,国内外で大型 3Dプリンタを用いてベンチや椅

子といった家具を造形する事例が増えてきていることに

加えて,特殊なツールパスにより,造形物表面にテクスチ

ャを付与することで加飾する事例[1]も登場してきている.

ベンチや椅子といった”家具スケール”の造形物に関し

ては,Nagami の Mawj[2]のように,曲面を多用したデザイ

ンが多く,多面体かつ透明材料を用いて反射・透過・屈

折といった光学的な表現を主体としたデザインは殆ど見

受けられない. 

本研究は,大型 3D プリンティングに向けた,材料の透

明性を活かして「反射・透過・屈折」といった光学的な効

果をもつテクスチャを 9 種類設計した.設計されたテクス

チャは,FGF(Fused Granular Fabrication)方式の大型3D

プリンタとバイオマス由来の透明プラスチック材料を用

いて製造する多面体ベンチに実装された. 

 

2. 製造装置と材料 

 本研究では,エス.ラボ株式会社により開発された 3m

角の造形範囲をもつ FGF 方式 3D プリンタである

ArchiFAB Chashitsu[3]を使用し,テクスチャが付与され

たベンチを合計 9脚造形した. 

 

図 1. ArchiFAB Chashitsu (エス.ラボ株式会社)と 

3D プリント中の様子 

 

 材料には,三菱ケミカル株式会社の Durabio[4]を使用

した. Durabio は三菱ケミカル株式会社が開発したバイ

オエンジニアリングプラスチックで,原料は植物由来なが

ら非生分解性であり,ポリカーボネート(PC)並の耐熱性と

耐衝撃性,アクリル並の透明性と耐光性を併せ持ち,長

期間の紫外線曝露による黄変が少ないといった特徴を

もつ. 

 

3. 実装先のベンチについて 

本研究で設計したテクスチャは,大型 3D プリンタで造
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形するベンチの表面(3D プリント時の設置面と座面を除

く)に付与された.ベンチは竹中工務店により設計され, 

一人用・二人用合わせて 9 種類あり,いずれも多面体で

ある.ベンチは外周のみ 3Dプリントされ,中空構造になっ

ている.プリント後にベンチ底面に穴を空け,内部に照明

を設置することでベンチ全体が発光する. 

 

 
図 2. ベンチの寸法 

 

4. テクスチャについて 

本研究で設計したテクスチャは 4テーマに大別される. 

[1] Mesh : ポリゴンメッシュのように三角形が敷き詰めら

れたパターン. 

[2] Tessellation : 各面に三菱マークがあり, 三菱マーク

の中に更に三角形が敷き詰められたパターン. 

[3] Ripple : 水面に広がりゆく波紋をあしらったパターン. 

[4] Bubble : 大小 2種類の半球を敷き詰めたパターン. 

 図 3に,ベンチに実装されたテクスチャ 9種類のうち, 6

種類を示す. ①～⑥は一人用, ⑦～⑨は二人用ベン

チに実装されたもので,ベンチの座面・底面はテクスチャ

無しである.  

図 3. ベンチに実装されたテクスチャ 

5. テクスチャ設計方針 

5.1 ベンチへの実装に向けた要件 

本研究で設計されるテクスチャはベンチに実装され, 

3D プリント時にベンチ本体の製造とテクスチャの付与が

同じプロセスで起こる. そのため,ベンチの要件を満たし

つつテクスチャを付与する必要がある.各要件と対応方

針について説明する. 

 

①  強度の確保 

 ベンチでは,特に荷重や衝撃に対する強度が求めら

れるため,中空構造では壁厚(肉厚)を十分に厚くするこ

とが重要である.一方,3Dプリント(積層造形)では,樹脂が

積み重なると“積層痕”と呼ばれる表面テクスチャを生み

出し,造形物表面にノッチ(V溝)が現れる. 

ここで,実質的な厚み(≒強度)はノッチ同士の距離で

決まることに注目する必要がある.特に大型 3D プリント

では積層ピッチが数ミリ程度になることが多い.筆者の内

観では,積層ピッチが大きいことでよりノッチの影響を受

けやすくなると考えている. 

図 4 に,実際のベンチの一部分のみを造形し,造形物

断面のノッチ間の距離をノギスで計測したデータを示

す.10mm ノズルで押出幅 10mm 程度を目標とし,シェル

(造形物の外周を描くツールパスの数)は 1 シェル,積層

ピッチ 3mmで 10レイヤー分を造形した.ノッチの部分は

黒いマーカーで塗っている. 

1,2 レイヤー目まではノッチ間の距離が 10mm を超え

たが,3 レイヤー目以降はいずれも 10mm を下回る結果

となった.また,実験を重ねた結果,オーバーハング(傾斜)

が大きくなると押出幅に対して実質的な壁厚が十分に

得られない可能性があることが分かり,ベンチの造形は 2

シェルとする方針となった. 

 

図 4. 造形物断面の肉厚計測 

 

② 密閉性の確保 

テクスチャが実装されるベンチは中空構造であり,内

部に照明が設置されることに加えて,材料が透明のため

内部に汚れが溜まると目立つといった理由から,密閉性

が求められる.一方,予備実験からテクスチャを付与する

とツールパスが蛇行し,わずかな空隙が生じる恐れがあ

ることが明らかとなった. 

 

③ 座面の快適性の確保 

ベンチの座面にテクスチャを付与すると,座った際の

快適性を損なう恐れがあるため,座面に相当する面はテ

クスチャを付与せず,プレーンな状態とした.また,3D プリ

ント時にプラットフォームと接する面も同様にテクスチャ

は付与せず,底面から 4 レイヤーのみをインフィル充填

率 100%(ソリッドレイヤー)とした. 

 

5.2 設計方針のまとめ 

 最終的に,強度や密閉性といった課題に対して,シェル

を 2 回とし,二重構造とする方針となった.このとき内側の

層はテクスチャを付与せず,密閉性を確保するための層
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とし,外側の層はテクスチャを入れ,内外の層が適度に接

するようなツールパスを設計することで,テクスチャを付

与しつつも内外の層が構造的に一体となり,強度が確保

されることを狙った. 

 

6. テクスチャ実装に向けたツールパス設計 

6.1 GCode の重ね合わせ 

 本研究では,内外のシェルで異なるツールパスを生成

し,最終的に単一の GCode とするために,スライサーソフ

トウェアである Simplify3D[5]の“プロセス”という仕組みを

利用した.通常のスライサーソフトウェアの機能は,単一

の 3D モデルから単一の GCode が生成される .一

方,Simplify3D では複数の 3D モデルをそれぞれスライ

スし,レイヤーごとに重ね合わせることで,複数の GCode

を単一の GCodeにまとめる機能(プロセス)がある. 

本研究では,ベースとなる 3Dモデルに対してテクスチ

ャを付与した 3D モデル(外側シェル)と,ベースとなる 3D

モデルに対して XY 成分のみ内側にオフセットをかけ,

縮小した 3D モデル(内側シェル)を作り,Simplify3D のプ

ロセス機能を用いて単一の GCodeを生成した. 

図 5. 内外の GCode(ツールパス)を重ね合わせる様子 

 

6.2 オフセットモデル(内側シェル)について 

テクスチャが付与される外側のシェル(モデル)に対し

て,いずれのレイヤーにおいても XY 成分に対して均一

な距離を空けねば,ある面は内外のシェルの距離が適

切でも,他の面では離れすぎる,近すぎるといった問題が

起こってしまう. 

そこで,3DCAD ソフトウェアである Rhinoceros[6]を用

いてベースとなるモデルから内側(縮小方向)にオフセッ

トされた 3D モデルを制作した.このとき,後述するオフセ

ット調整の重要性を鑑みて,1mm単位でオフセットしたモ

デルを数種類用意した. 

図 6. オフセットモデルの概要 

 

 

6.3 適切なオフセットの重要性 

 内外のシェルが適度に接することは,構造強度を得る

という点のみならず,造形品質の観点でも重要である. 

内外のシェルが離れすぎれば構造的な強度に寄与しな

くなる一方,近すぎて内外のシェルが過剰にオーバーラ

ップしてしまうと,樹脂の変形,ノズルから出るガスや空気

の侵入が原因と思われる樹脂の変色(白色),ヒゲのよう

に細かな樹脂片が造形物の壁面に発生するなど,造形

品質に関する様々な問題が生じるため,内外のオフセッ

ト調整は非常に重要である. 

 

6.4 オフセット調整実験 

 多面体ベンチの座面と底面にはテクスチャを付与せ

ず,テクスチャの有無が混在しているため,はじめに内外

でテクスチャ無しのモデルを用いたオフセット調整を行

い,適切なオフセット距離を特定した後に,テクスチャが

付与されたモデルを用いてオフセット距離の調整を行っ

た. 

図 7 に,オフセット距離の違いにより,内外のツールパ

ス間隔が異なる様子を示す.オフセット1mmでは,内側の

直線的なツールパスに対して,外側(テクスチャ)の蛇行し

たツールパスが適度に接しているのに対して,オフセット

4mm では明らかに内外のツールパスが接していないこ

とが分かる. 

図 7. オフセットによる内外ツールパス間隔の違い 

 

実際には,Simplify3Dのスライス結果(プレビュー)と 3D

プリントした結果(近接具合)は異なることがあるため,オフ

セット距離を変えた造形実験の反復や,樹脂の吐出量を

調整することで,適切なオフセット距離および造形条件

を探っていった. 

 

7. 照明の検討とテスト 

 オフセット調整やテクスチャ(3D モデリング)の修正,3D

プリンタのヒーター温度や送り速度といった造形条件の

調整を経てベンチのプロトタイプが完成したタイミングで, 

照明の検討を行った. 

図 8 は,ベンチのプロトタイプを用いて照明のテストを

行っている様子である.材料のDurabioは,わずかに青色

の着色が施されており,照明条件によって見え方が異な

るものの,蛍光灯下(撮影時)は青色を帯びている.一方,
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蛍光灯を消して白色のカメラ用スポットライトを当てたと

ころ,白色に発光する様子が分かる. 

また,蛍光灯下とスポットライトを比較すると,蛍光灯下

のほうがテクスチャの輪郭が浮き出ているように見える.

照明のテストを通じて,材料の光学的特徴,テクスチャ(凹

凸),そして照明や自然光といった光学条件が組み合わ

さることで,異なる表情を見せることが明らかとなった. 

 

図 8. 照明テストの様子 

画像左 : 蛍光灯, 画像右 : スポットライト 

 

最終的に,照明は点光源と面光源の 2 種類となり,時

間帯や天候による環境光,見る角度などに応じて様々な

表情をみせるものとなった. 

造形したベンチは耐久性試験をクリアしたうえで底面

の穴あけと照明の設置作業を経て三菱ケミカル株式会

社の社屋前(屋外)に設置され,日本庭園における飛び

石のごとく２,３脚ずつ分散して配置された. 

図 9. 設置されたベンチ(内部照明有) 

8. 結論 

本研究は,材料の透明性に注目し,「反射・透過・屈折」

といった光学的効果をもったテクスチャを 4 テーマ合計

9 種類設計し,大型 3D プリンタを用いて製造される多面

体ベンチに実装した.製造されたベンチは耐久性試験

をクリアしたうえで三菱ケミカル株式会社の社屋(屋外)

に設置され,多面体かつ反射,透過,屈折といった光学的

表現を主体とした大型 3Dプリンティングの事例を作るこ

とができた. 

内外の二重構造とする手法は,内または外側のシェ

ルでテクスチャの影響を分離することができ,内外で異

なる役割をもたせるといった方向に繋がる可能性がある. 

 一方,内外のシェル間に存在する空間に水や汚れが

溜まる可能性があることや,設置されたベンチがどの程

度の期間使用可能なのかといった点については,設置

後も注視していく必要がある. 
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