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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．   
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【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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図 7 二色の色水による塗り分けと重色の組み合わせ 
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