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【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。
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【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。。

参考文献

1. Mararet Dunne, ‘Bioplastic Cook Book’

https://issuu.com/nat_arc/docs/bioplastic_cook_bo

ok_3 , (参照 2022-09-17)

2. FAB LAB BARCELONA

‘Biomaterials 101: From organic waste to material　

gold’,

https://fablabbcn.org/blog/emergent-ideas/biomat

erials-101 (参照 2022-09-17)

3. Nervous System, https://n-e-r-v-o-u-s.com/ ,

(参照 2022-09-18)

4. JAKDRINNAN, 3D LEAF VENATION,

https://jakdrinnan.wordpress.com/2012/12/09/3d

-leaf-venation/ ,

(参照 2022-09-18)

5. Hiroya Tanaka, Fabrix,

https://www.fabrix.design/

(参照 2022-09-22)

6. JapanScienceandTechnologyCorporation,

‘生分解性プラスチックフィルム（キトサン－セルロー

ス－デンプン系）の製造技術’

https://www.jst.go.jp/pr/jrdc_report/jrdc697/detai

ls.html, (参照2022-9-22)

Conference on 4D and Functional Fabrication 2022

- 86 -

https://issuu.com/nat_arc/docs/bioplastic_cook_book_3
https://issuu.com/nat_arc/docs/bioplastic_cook_book_3
https://fablabbcn.org/blog/emergent-ideas/biomaterials-101
https://fablabbcn.org/blog/emergent-ideas/biomaterials-101
https://n-e-r-v-o-u-s.com/
https://jakdrinnan.wordpress.com/2012/12/09/3d-leaf-venation/
https://jakdrinnan.wordpress.com/2012/12/09/3d-leaf-venation/
https://www.fabrix.design/
https://www.jst.go.jp/pr/jrdc_report/jrdc697/details.html
https://www.jst.go.jp/pr/jrdc_report/jrdc697/details.html



