
3Dプリンタを用いた、マルチステークホルダー型プロダクト製作の実践

Hiroya Tanaka lab
Ryosuke Wakasugi / 71409462

看護用ケア用品の製作を通じて
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デジタルファブリケーションとは、コンピューターによって制御される工作機械を用いた、も

のづくりの総称である。アナログな工作機械と異なり、PC上でデータを作成し、機械に転

送することで、かたちあるものを作ることができる。

従来の工業製品は金型が使われていたため、大量生産には向いていたものの、個別に特

化したものを作ることができなかった。3Dプリンタやレーザーカッターをはじめとしたデジ

タル工作機械は、型を必要とせずに加工が行えるため、少量多品種生産に向いている。

近年、デジタル工作機械の小型化、低価格化により、今日、デザイナーはアイデアを思い

ついたら、外部の工場に発注することなく、すぐに自らのオフィスで形あるものにすること

ができるようになった。

これまでデザイナーやエンジニアが作ったものをユーザーが評価して、ブラッシュアップを

する方法が主流であったが、作りながら意見を取り入れられ、それをすぐ形にできるデジ

タルファブリケーション技術は、使う人(=ユーザー)もつくる行為の一部として巻き込むこと

を可能にした。様々な立ち位置のステークホルダーから意見をもらうことで、それらを整

理し、変数として設計に適用させていくことで、設計の最適化を行うことができる。
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デジタルファブリケーション

出典*1 BS01

出典*2 FABOOL Laser Mini



・パーソナル・ファブリケーション

デジタルファブリケーションの普及により、自分が欲しいと思ったものをすぐに形

にすることができるようになった。自分のためのものづくりの方法。

・大量生産

20世紀型では、金型を用いて大量生産をし、安価にものを生産する方法がとら

れていた。この時代はユーザーに対してのリサーチなどは行われていなかった。

・ユーザー中心デザイン

製品を作る過程において、ユーザーから問題やフィードバックを得ながら、それ

を元に設計の改良を進めていく方法。

・ソーシャルファブリケーション

社会に存在する問題を解決するものづくり。様々なスキルを持った作る人(メイ

カー)が集まり、問題を解決する方法である。
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ものづくりの歴史



高齢化の進む日本では、医療従事者の不足(図1)も

相まって、2025年には病院でのケアを受けられない

「看取り難民」が約40万人に到達すると予測されて

いる。病院のみならず各々の家庭においてケアを必

要とする人の数が増えていくなか、住空間の環境は

今まで以上に生活の質に大きな影響を及ぼすことと

なるだろう。こうした社会的な側面と同時に、看取ら

れたい場所として、在宅でのケアを希望する高齢者

は増えている。病院のみならず、施設や各家庭にお

いてケアを必要とする人の数が増える中、住空間を

かたちづくる数々の「もの」たちは、今まで以上に生

活の質を大きく左右していくだろう。
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個別具体的なケアの需要

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成１０年

平成１５年

平成２０年

なるべく今まで通った、または現在入院中の医療機関に入院したい なるべく早く緩和ケア病棟に入院したい
自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい 自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい
自宅で最後まで療養したい 専門的医療機関
老人ホームに入所したい その他
分からない 無回答

出典 終末期医療に関する調査
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出典*4 終末期の療養場所に関する希望
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研究目的:看護分野におけるデジタルファブリケーションの実践

デジタルファブリケーションによる自由度の高いものづくりは、個人の身体的な特徴や

住環境にあわせたかたちを作ることに適している。さらに、患者の生活に深く寄り添う

看護の視点と結びつくことで、その人の嗜好や考え方なども反映した、心身を共に支

える個別性の高いものづくりが実現する。

今回の研究では、複雑なステークホルダーが入り乱れる分野において、どのような異

業種とのコラボレーション、製作プロセスが必要なのかを明らかにし、持続可能なフ

ローを確立させることを目的とする。
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株式会社SHCデザイン

義手や義足をはじめとした義肢の製作は、専門的な知識と技術が必要なため、値段が高

価である。また、金属が使用されているため、錆を防ぐために海などの水辺へ行くのを控

えたり、空港の保安検査場で反応し、触手検査を受けなければならなかった。

SHC Designでは、3Dプリンタを用いることで、義肢を樹脂のみで造形をし、パーツの組

み立てやすさ、低コスト化、軽量化を実現する開発をおこなっている。

カガワ3Dプリンタfunコミュニティ

就労継続支援B型の生活支援センターの有志で運営されているコミュニティ。患者のニー

ズを支援者がヒアリングをし、患者の現状を分析する。支援者は3Dモデリング、3Dプリン

トを学び、ニーズに合ったプロダクトを製作している。

就労継続支援B型の生活支援センターとは、障がいにより、定時の勤務が厳しい人を対象として、生産活動を通
じて、知識や能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与する施設である。A型とB型が存在し
ており、B型は、雇用契約を結ばず、作業分を工賃としてもらう非雇用型の形式である。

MakerNurse

医療機関と協力をしながら、ものづくりの技術を提供することで、看護師の創造性や工夫

を養う活動を行っているコミュニティ。それによって生まれたアイディア実現し、ケアの質を

向上させることを目的としている。
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関連研究

出典*5

出典*6

出典*7



3Dプリンタを用いた人工骨の成形(東京大学/理化学研究所)

これまで骨の欠損の治療は、自己の足や腰の骨を摘出し、削って成形をしてから移植を

していたため、新たな身体的負担や、正確な成形が困難だった。

独自に開発した3Dプリンタを用いて、自骨との癒合が早く、時間の経過とともに自骨へ置

換される人工骨の出力に成功している。

骨折の回復を早めるギプスの開発(Deniz Karasahin)

3Dプリントと超音波技術を使うことによって、骨折の早期治療を目的としたギプス。

3Dプリンタを用いることで、個人の体にフィットした形状をつくることが可能となり、計量

で通気性の良いギプスが作れる。また、表面に穴をあけたことで、肌に直接超音波を当て

られるため、骨折の回復を早めることが期待できる。

3Dプリンタを用いた矯正器具の低コスト化(Amos Dudley)

歯の矯正は、装置の材料費、専門的な技術を要する治療のため、高額である。

Amos Dudleyは、自分の歯型を3Dプリントし、真空成形機を用いて、矯正器具を自作し

た。実際に、自身で使用をして歯並びの改善に成功している。

関連研究
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出典*8

出典*9

出典*10
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FabNurseプロジェクト

FabNurseプロジェクトは、環境情報学部田中浩也研究室と看護医療学部宮川祥子研究室の合同プロジェクトである。

より個別できめ細やかになっていくケアの現場を、デジタルファブリケーションというものづくりの力で支えていくことを目

的としている。

参加メンバーには現役の看護師、プロダクトデザイナー、デザインを専攻する学生、看護を専攻する学生、またプロダクト

デザインを専攻している台湾からの留学生も参加していた。

さまざまなフィラメントの出力の検証や、メンバーの看護

師からニーズを収集し、試作を行っていた。

2017年度FabNurseプロジェクトメンバー

教員 / Faculty Member

田中浩也 | Hiroya Tanaka　環境情報学部教授

宮川祥子 | Shoko Miyagawa　看護医療学部准教授

博士課程 / Doctor's Course

李建佑 | Jianyou Li　政策・メディア研究科博士課程

修士課程 / Master's Course

淺野義弘 | Yoshihiro Asano　政策・メディア研究科修士課程２年

吉岡純希 | Junki Yoshioka　政策・メディア研究科修士課程１年

学部 / Undergraduate Course

若杉亮介 | Ryosuke Wakasugi　総合政策学部４年

渡邉静佳 | Shizuka Watanabe　看護医療学部２年

嶌田ひとみ | Hitomi Shimada 総合政策学部2年

いわき市にある病院と協力し、病院の看護師とワーク

ショップを行い、ニーズの収集を行い、プロトタイプを製作

していた。

サービスデザインの分野に着目し、FabNurseプロジェクトを社会

実装する際の人材、場所、費用などについての検討をはじめた。

2015

2016

2017



FabNurseプロジェクトへの参加
田中浩也研究室では、所属初年度に、毎週、異なるデジタルファブリケーション技

術を用いた製作を通して、技術習得をするプログラムに参加をする。私はプログ

ラムの最終製作物として、歯を磨くスピードで流れる音楽の速度が変化する「は

みがっき」を製作した。

同時期に、看護分野でのFABの活用法の検討と実践を行うFabNurseプロジェク

トが立ち上がっており、口腔ケアの分野に近いプロダクトを製作したため、プロ

ジェクトの第一回ミーティング(2015年8月)に声をかけられ参加をした。

それまで自己表現を行うツールとしてのデジタルファブリケーションを用いていた

が、他者のためのものづくりを行うことの新鮮さに興味を持ち、プロジェクトに参

加することにした。



看護のコミュニケーションは、多くの背景知識や、看護観とも呼ばれる独自の価値観の

共有のもとに行われている。まずは、この背景知識や価値観を知ることで、看護師が何

を目的に行動し、何を大切にしているのかを学んだ。

ケアの理解

看護師は、医学的アプローチで提案された治療と、患者が望む生活をアセスメントし、患

者の状態の変化に応じて最適なケアを提供している。

たとえば、抗がん剤治療によって髪が抜け落ちることがある。それによって、患者は人と会

うのが抵抗を感じてしまうかもしれない。ストマ(注1)を造設することによって、温泉が好き

だった患者が、行きづらくなるかもしれない。そうした治療と、患者の希望を考慮し、向か

うべき未来のケアプランを導き出し実行する。その結果を踏まえ、ケアプランを修正しなが

ら提供をする。

安全性への配慮

手洗いの方法などの手指衛生、清潔な状態を保ちながら手袋を装着する滅菌操作などを

実際に行い、医療現場の徹底した清潔な環境づくりが行われていることを学んだ。また、

ものを提供することで、患者に不利益があってはならないため、使用者に危害が加わらな

いか、安全性の確認は徹底して行わなければならないことを再認識した。
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看護について知る

注1…ストマ　手術によって、おなかに新しく作られる、便の出口である。ストマを作った患者は、
排泄物を受け止める専用の装具をおなかに貼る。

過去 現在 未来

FabNurseチーム内で滅菌操作の練習をしている様子



デジタルファブリケーションを伝える

看護医療学部の学生が製作したケア用品の試作

レクチャーのサンプルで使用した気管切開チューブ用フック

��������

授業では以下の流れでカリキュラムを作成した。

・3Dプリンタを触ってみる

3Dデータのアップロードサイトよりダウンロードし、それをスライスしてプリントした。

・データの作り方

3Dスキャナーを用いた方法と、モデリングを用いた作成方法について説明をした。

・3Dデータを作ってみる

モデリングの基礎である、モデルの足し引きや、押し出しなどの要素が含まれているも

のをサンプルとし、レクチャーを行った。

・自分で考えたものを作る

看護学生が、病院や在宅などの実習経験で感じた、現場で役立つものを製作した。

看護医療学部の授業にて開講されている「マルチメディア表現」では、デジタルファブ

リケーション技術を学び、実践的にものづくりを行う。

著者は2年次より、Student Assistantとして参加し、3Dモデリングや3Dプリンタの使い

方のサポートを行った。デジタルファブリケーションは、ソフトや機械を操作しながら実

践的に学習を行うため、言語の共有不足による障壁はないように感じた。



自身で呼吸が難しい患者は、気管を切開してチューブを装着し、人工呼吸器に繋げている。

チューブは長いため、ベッド上で引っかかりやすい。ベッドサイドにまとめられるフックを作るこ

とでリスクを軽減させることが期待できるため、製作をした。このフックは、看護師のアイデアか

ら製作をはじめたものである。小児を対象に、非日常的な環境の病院のベッドに、動物のグッ

ズを置くことで、不安な気分を軽減することを目的にしている。
下絵があると線のトレースがしやすい

気管切開チューブ用フックの製作
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1.
全体の輪郭を線で引
き、押し出す

2.
顔の輪郭を線で引き、
押し出す

3.
目の部分を円柱で
切り抜きする

4.
鼻の元となるトーラス
を作成する

5.
トーラスを切り抜き、
チューブを入れられる
ようにする

6.
ベッドサイドにかける
フック用の円柱を作成
する

7.
ベッドサイドにかけら
れるように、円柱の下
部を切り抜きする

8.
フックがはまりやすく
なるよう、外に反り返
るようにする

9.
全体にフィレットをか
けて、角を丸くする

出典*11
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FabNurseプロジェクトでは、ニーズの収集を患者ではなく看護

師を中心に行い、プロダクト製作をしている。

看護師は、医療が提供する治療と、患者の生活を考慮し、トータ

ルでアセスメントしたケアを行っている。その場の問題解決では

なく、その後の生活を見据えている看護師からニーズを得ること

で「質の高いケア」を提供できる。

病院でワークショップを開催し、既製品のケア用品の問題や追加

して欲しい機能についてのヒアリングを行った。このワークショッ

プの中で、既製品のガーグルベースンの改良のニーズが多く挙

げられた。
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ニーズの抽出

メイカー

患者

介護師

仲介人

プリントメーカー

素材メーカー

Fab adviser

患者家族

FabNurse

病院スタッフ看護師

エンジニア

病院ワークショップにおけるステークホルダーマップ

ワークショップ参加者

FabNurse 病院



病院でのワークショップにて、顔にフィットした、やわらかいガーグルベースン

のニーズが寄せられた。

ガーグルベースンとは、ベッド上や車椅子でうがいや嘔吐をする際に用いる、

液体の受け皿である。

従来のガーグルベースンは形状が均一で素材が固いため、顔にフィットせず

顔に当てると痛いなどの問題点があった。

3Dスキャンによって個人の顔にフィットしたデータを作成し、柔らかい素材で

印刷することで既製品の問題を解決することができる。3Dプリンタを用いる

ことで、今回のような個人に特化したものを少量生産することができる。

FabNurseチームで、ワークショップの中で出たアイデアを分担して製作する

ことにした。その中で、ニーズの多かったガーグルベースンを製作することに

した。万が一の事故が起こってた時に侵襲性が少ないため、最初の事例とし

て向いていた。

出典*12

出典*13 出典*14じゅすいぽん ガーグル君
嘔吐物、創部洗浄、創部排
液、人工肛門洗浄等の汚物受
ベースン。従来のものに比べ
て容量が多い。

使い捨てタイプのベースン。
薄肉のため、軽量で顔のライ
ンに変形しやすい。

ガーグルベースン
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共同研究をしている公益財団 ときわ会の協力を得て、

実験に協力していただける患者を紹介していただいた。
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実証実験 スピーチカニューレ

気管を切開すると、口や鼻ではなく、切開
した部分に通したチューブから呼吸をす
るため、声帯を通らない。スピーチカ
ニューレは、鼻や口から息を吐き出すこと
ができるようにするものである。

頚椎損傷
脊髄の損傷により、脳からの信号が伝達
できずに体が麻痺してしまう症状であ
る。損傷具合により、麻痺の度合いは異
なる。

Bさん
症状: 頚椎損傷,呼吸不全
ベッド上仰臥位。首を左右どちらかに向
けて使用。介助者は、家族や訪問介護
士、訪問看護師。

使用しているうがい容器:
ガーグルベースン

右手が届くように、日常で使う道具をベッ
ド柵に動かないように固定している。ま
た、スピーチカニューレを使用しているた
め、会話は可能。

Aさん
症状: 頚椎損傷
車椅子上もしくはベッド上で座位で使用。
介助者は、訪問介護士。

使用しているうがい容器:
風呂桶

ベッドサイドテーブルに工夫をし、ペンを口
に加えた時にキーボードや携帯電話を操
作できる位置に置いて、作業ができる環
境をつくっている。

Cさん
症状: 頚椎損傷
ベッド上、仰臥位もしくは左側臥
位。首を左に向けて使用。
容器を自分で持ち、使用可能。

使用しているうがい容器:
タッパー

左手の届く場所に、日用品を入れたカゴを
設置しており、うがいやひげ剃りなどは自
分で行っている。妻は腰を痛めているが、
主介護者としての役割を果たしている。

可動域可動域 同居人 介護師

介護師可動域 同居人

妻

可動域 同居人

妻 長男

介護師
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マルチステークホルダー型ものづくりでは、ものの作り方自体もさまざまな制約や、検討しなければならないことが多く

ある。

今回の製作方法は、

1,顔を3Dスキャンする

2.スキャンデータをもとに、モデリングをする

3.素材の選定をする

4.3Dプリンター用に3Dデータを変換する

5.プリントをする

これらのプロセスについて説明をする。

3Dスキャン モデリング 3Dデータに変換 プリント



・X線方式

ものの断層撮影をすることで、外殻だけではなく、内部の状態も読み込むことがで

きる方式。精度がとても高いが、とても高価である。放射線を照射するため、生物の

スキャンは被爆の可能性がある。

3Dスキャンの方式は、対象物に触れるか否かで、接触型と非接触型に分けられる。

その一部を紹介する。

・接触式スキャン

針状のもので対象物の表面を直接触れることで、形状を測定する方式。

かなりスキャンの解像度は高いが、スキャンには時間がかかる。

・写真合成方式

対象物をさまざまな角度から撮影し、それらを

合成して3次元化する方式。寸法情報がないた

め、後で寸法調節が必要となる。写真を撮影し

たあとにソフトで3Dデータにするため、スキャ

ン中の失敗がない。

・赤外線方式

赤外線を対象物に当て、反射して返ってくる時

間を測定する方式。

寸法精度が高く、仕組みが単純であるため、低

価格帯のスキャナーに用いられることが多い。
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3Dスキャン

・プロジェクション方式

対象物に特定の光のパターンを投影し、パター

ンの歪みを撮影し測定する方式。寸法精度は

高いが、スキャンに大掛かりな器具を必要とす

ることが多い。
出典*15

出典*17

出典*16



3Dスキャンの方法は、以下の点に考慮して検討した。

・スキャンに必要な技術

ほとんどの3Dスキャナーは、スキャン技術を必要としているものが多い。そのため、

技術習得の工数が少ないスキャン方法を選定する必要がある。

・失敗の低さ

在宅でスキャンを行う場合、患者の精神的負担を軽減できるよう、スキャン中にス

キャナーが対象物を見失うなどの失敗が少なく簡単に行える方が患者への負担が

少ないと考えられる。

上記の要件より、AutodeskのスキャンソフトReCap

を用いた写真合成方式の3Dスキャンを行う。
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3Dスキャンの方法

機種の名前

Sense
赤外線方式

iSense
赤外線方式

ReCap
写真合成方式

NextEngine
ラインレーザー方式*

スキャン中の失敗

*NextEngine独自のレーザーとプロジェクション方式を組み合わせた方式

持ち運び

検
討
項
目

寸法精度 ×

必要な技術 普通 普通



※仰向けではなく、ガーグルベースンを使用する時の
体勢で撮影することが重要である

寸法調節用にノギスを設置

3.ReCapで3D化
ReCapに抽出した写真をインポートし、Autodeskのク

ラウドにアップロードする。

アップロードが完了すると、自動で3Dモデルの生成が

行われる

2.写真の抽出
動画からスクリーンショットで写真を最低20枚以上保

存する。写真から3D化をするため、抽出する写真も顔

全体が網羅できているようにする。

1.顔の撮影
スマートフォンの動画撮影で、顔のまわりをまんべん

なく録画する。頭頂部や顎下などは撮り忘れやすいの

で注意する。

あとで寸法調節を行うため、大きさが分かりやすいも

のを同時に写しておく。
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3Dスキャンの方法

出典*18



今回の製作において素材の検討が必要になる。

・やわらかさ

一般的なPLAやABSといった固い樹脂の素材は、患者が扱った時にケガへ繋がる可能

性があるため、皮膚にあたっても皮膚が破けないような柔らかい素材を使用する必要

がある。

・皮膚の安全性

3Dプリンタは元々、製品のモックとして使われていたため、皮膚に触れるものをつくる

ことを考慮されていない。そのため、素材によっては、肌に長時間触れることで湿疹な

どの悪影響が起こる場合がある。

今回の製作では、FABRIAL-Rを使用することにした。FABRIAL-Rはエラストマーという

柔らかい材料を用いたフィラメントである。皮膚刺激テスト(ISO 10993-10準拠)をクリ

アしているため、用いることにした。
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素材の検討

出典*19

出典*20



モデリングソフトはRhinoceros(Mac版 ver 5.3.2)を使用した。

Rhinocerosは、NURBSと呼ばれる自由度の高い曲線・曲面表現にもとづいているため、今回

のような曲面の多いモデリングに向いている。また、後述するパラメトリックモデリングのソフ

トの1つである「Grasshopper」がプラグインにあるため、より発展した設計方法ができる。

詳しいモデリング方法については付録に記載する
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モデリングソフト

3.ガーグルベースンの設計
フチを元に、完成したモデルをstlデータに書き出す。

2.フチの抽出
3Dモデルからフチを取り出す。

1.モデルの寸法調節
事前に寸法調節用に写り込ませていたものを基準に

モデルのスケールを調節する。
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スライサー

3Dデータを、3Dプリンタ用のデータに変換するスライスを行うソフト(スライサー)にインポートする。

スライサーはSimplify3D(ver 4.0.0)を用いた。

柔らかいフィラメントは、印刷不良が起こりやすく、印刷速度や吐出量などの細かい設定を行う必要がある。

今回は、Simplify3Dを用いることにした。

細かい設定については、付録に記載する。

3.パスデータを書き出す
設定が完了したらスライスをして、パスデータを保存する。

2.スライスの設定
モデルの形状や、出力する環境、素材を考慮して、プリ

ントの設定をする。

1.データをスライサーにインポートする
3Dデータをインポートする。



柔らかいフィラメントの印刷は、送り出すトルクの力が重要である。

3Dプリンターのフィラメントを送り出す機構は、ボーデン式とダイレ

クト式の2種類があり、ボーデン式は3Dプリンタの背面でフィラメン

トを押し出しているため、送り出しのトルクが弱い。一方、ダイレク

ト式はヘッドの部分で押し出しをしているため、トルクが強力であ

る。よって、ダイレクト式のプリンターを採用した。

また、使用するフィラメントに制限がないオープンリールタイプで、

Simplify3Dを使用できるプリンターを選定した。

これまでにFabrialを印刷したプリンター
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プリンターの選定

柔らかいフィラメントは、3Dプリンターの

テーブルに定着しづらいため、両面テー

プなどをテーブルに貼る。

両面テープ「Nitto No.5000NS」は、とて

も強力にフィラメントが張り付くため、

Fabrial-Rの出力に向いている。

出典*21「Nitto No.5000NS」

QIDI TECH(QIDI Technology)
出典*23

MF-1000(MUTOH)
出典*22

Creator Pro(Flashforge)
出典*24

L-DEVO M2030TP Medical model
出典*25



顔にフィットするかの検証方法を記述する。

顔にフィットするガーグルベースンの製作において、重要な点が2つある。

それらの検証方法として、以下のプロセスを確立した。

スキャンデータの寸法精度の確認

不十分なスキャンで必要な形状がとれていなかったり、寸法が実

寸でない可能性がある。そのため、スキャンした顔のデータを元

に、仮面を作成し、フィットするかの検証行った。

フチの曲線の作成方法

ガーグルベースンのフチは顔に押し当ててやや食い込ませること

で水が漏れなくなる。顔にフィットしすぎていると、押し当てたとき

に食い込まず、顔に密着しないため、フチを引いたら、カーブをや

や浅めにする必要がある。
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顔にフィットするかの確認

→→→



他者が使うものは、設計者の意図しない扱われ方をする可能性がある。そのため、強度

や衛生面の検証は重要である。

現在、3Dプリンターで製作したケア用品の安全性を管理する規格は存在していない。

そのため、現状は既存のケア用品で用いられている規格で行うことにした。

強度試験

既存のガーグルベースンがカテゴライズされているプラスチック製洗い容器のJIS規格に

則り、試験を行う。

試験は、鋼球を用いた落下試験、水を容器に入れる歪み試験、紫外線を照射して劣化し

ないか耐候性試験の3つがある。

今回は鋼球落下試験のみ検証した結果、同じモデルでも破断するモデルと破断しないモ

デルが存在した。3Dデータが同じものでも、スライサーの設定や、プリンターの精度に

よって、変化することが分かる。また、今回のガーグルベースンはそれぞれがオーダーメイ

ド品のため、その都度検証を行うべきか検討していかなければならない。

衛生試験

病院に協力してもらい、普段ケア用品を洗浄している業務用洗浄機にかけてもらったとこ

ろ大きな変化はなかった。強度試験だけではなく、細菌などの衛生管理の検討も必要で

ある。

3Dプリント品の安全性の看護分野へのローカライズへの取り組み

3Dプリント品の安全性の評価については、吉岡純希氏が検討を

行っている。
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安全性について

鉄球落下試験をする様子

70cm

木板(樫)

鋼球

3cm

GitHub JunkyInc/FabSafety_Medical(参照2018-1-19)
https://github.com/JunkyInc/FabSafety_Medical



コップのような取手をつけてほしい

傾斜がついてるけど置けるものが欲しい

折りたためるもの

使用時の姿勢によって深さを調節したい

サイズが大きいと、使う人が安心する

折りたためるものが欲しい

ワークショップでのコメント

目盛りがあると良い

受け口を厚く

デザインをかわいく

柔らかい素材で

柔らかいガーグルベースンという要求をもらったため、著者の3Dスキャンデータを元

に製作した。ひとまず、かたちにすることを優先させたため、フチの線や既存品のリ

サーチはしていなかった。底面をPLA、上面の顔があたる部分をFabrialで出力し、

グルーガンを用いて接合をした。
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最初のワークショップでは、「柔らかいものが欲しい」「顔にフィットしたもの」など抽象的

なニーズが多かったが、一旦かたちにしてみることで、より具体的なニーズをもらえるよう

になった。

フィードバック

3Dプリンタ

素材 Fabrial-H / PLA

MF-1000 / Creator Pro

吸水性が欲しい



使用したところ、吐き出した水がガーグルベースンを
飛び越えてしまったため、高さや、飛び越え防止のヘ
リについて検討をするようになった。
「痛さはない、柔らかい」というコメントを頂いた。

Aさんはガーグルベースンを顎の部分に当てて使用を
している。この段階では、顔に当てる位置について考
慮していなかった。そのため、使う体勢や、当てる顔
の位置について検討するようになった。
「(フチが外側に)めくれる感じがあると良い」というコ
メントを頂いた。

Prototype 2は、形状と安全性の検討を行いはじめた。同時期にFABRIALの出力設

定の制御が行えるようになり、パーツを分けずに一体で印刷を行うことにした。

一体で出力することで接合部の破損や、すき間への汚れが溜まるのを防ぐことにし

た。
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Prototype 2は、普段からガーグルベースンを使用している患者2名に協力してもらい、実

験をした。使用したガーグルベースンは、著者の輪郭を元に作成したモデルのため、顔に

当てた時の素材の感触についてのヒアリングとなった。

実際にうがいをしてもらったところ、吐き出した水がガーグルベースンを飛び越えてしまっ

た。また、使用時の体勢や顔について検討する必要性を感じた。

フィードバック

3Dプリンタ

素材 Fabrial-R

Creator Pro / QIDI TECH



今回は患者の顔にフィットしたガーグルベースンで、実証実験を行った。

使用してもらったところ、何度か掴み方を変えていて、どこを持てばよいか困惑していた。

また、顔に当てる場所も同様に悩んでおり、何度か顔に当てながら模索をしていた。

結果として、水がフチと顔のすき間から漏れてしまい、持つ角度が傾いていたため、耳元

へも流れ出てしまった。

実証実験を通して、容量や高さ、水の飛び越えを防止するヘリをつけることにした。

また、実際に患者さんの顔を3Dスキャンして、そのデータを元に、フチを製作した。

フィードバック

����
����������(前向きモデル)

3Dプリンタ

素材 Fabrial-R

L-DEVO Medical model
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Prototype 4では、顔にフィットさせるため、前述した顔にフィットするかの確認を新

たにプロセスに追加した。

これまでのPrototypeでは、モデリングをしやすくするために、スキャンデータか

ら引いた線を一度、平面にして加工をしていた。Prototype4では、スキャン

データから引いた線をそのまま使用することで、より顔に沿ったモデルを製作

することを考えた。また、顔に当てた時に柔らかさについての検証も行い、これ

までより薄く、柔らかいものになった。

3Dプリンタ

素材 Fabrial-R

L-DEVO Medical model



超線形設計プロセスは、藤村龍至が提示した、

建築における設計手法である。最初は、建築物

の外形や容積などの全体的な変数から、構造や

設備など個別的な変数を決めていく。このプロ

セスでは、「ジャンプしない」「枝分かれしない」

「後戻りしない」を3原則とすることで、強制的に

設計を完成させることができる。

この手法を用いることで、プロセスの全体がひと

つの流れとして記録されるため、設計プ

ロセスの可視化が行いやすくなる。一方、フレキ

シブルガーグルベースンのような、個人によって

形状が異なる多品種なプロダクトは、寸法の修

正を行うために、設計の後戻りが必須である。

設計上のパラメーターをあとから代入できるパ

ラメトリックモデリングを用いることで、この手法

を取り入れることができる。

パラメトリックモデリングでは、奥行きや高さな

ど、プロダクトの設計における重要な変数を設

定し、それらの項目にデータや数値を代入する

ことで、可変的にモデリングを行うことができ

る。これによって、ある一部の寸法を変更する時

に、プロセスの後戻りをせず、その寸法のみを調

節することができる。

今回は、CADソフトRhinocerosのプラグインで

あるGrasshopperを用いて、フチのデータを入

れるだけで自動生成を行うソフトを開発してい

る。現在は顔のモデルを元に、手動でフチの線

を作成したあとの、高さ、側面の傾き、フチの厚

みを可変的に生成できる実装を行っている。

Grasshopperでのモデリング

出典*26 超線形プロセスの境界条件とプロセスの対応
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超線形設計プロセスの応用



ガーグルベースンを製作していく上で重要と

なるのが変数である。右の図は、これまでの

フィードバックで得た意見を整理し、変数と

して翻訳をしたものである。これらの変数を

設計に重ねていくことで、濃密な設計をおこ

なうことができる。

変数は、思いがけないことから見つかること

がある。看護師の意見を聞き、次の日に反

映させるメイカソンを実施した。限られた時

間での製作のため、簡単に出力ができる素

材のPLAを使用した。

その時、手元にあったのがオレンジ色のフィ

ラメントだった。それを提示したところ、「若

い人向けの色でいい」「色がかわいい」など

の意見を得ることができた。市販されている

フィラメントの色を前提に考えていた著者に

とって、新しい変数の発見だった。
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個人に合わせるための変数の発見



1.他者性を意識したものづくり

自分で設計したものは、扱い方を暗黙のうちに想定して設計している。一方で、自分以外

の他者がそれを使用する際には、そのような暗黙の想定を持たないことに注意する必要

がある。。今回の場合だと、ガーグルベースンの持ち方を設計した自分は、自分で意図し

た持ち方をするが、他者がものを初めて使う時、想定通りの使い方をするとは限らない。 

一方、自分で設計したものの問題点を自分で見つけることは難しい。ユーザーに使っても

らう前に、丁寧に、設計の検証を行う必要がある。

2.ニーズの背景を考える

様々なステークホルダーからフィードバックを受けていると、別々のニーズが対立したり、現

在の技術では難しかったり、すべてのニーズを解決策を1つのかたちに落とし込むことは難

しい。ニーズを分析し、より問題を抽象化させることで別の方法で解決させることが重要で

あると感じた。また、別の方法で解決したことを相手に提示する方法についても考えなけれ

ばならない。 
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ガーグルベースンの製作を通じてニーズの深掘りをする重要性を感じた体験

がある。

Prototype 3を製作している時に、病院でワークショップを行う機会があり、

ガーグルベースンを紹介したところ、フチを外側に反り返して、指をひっかけら

れる機構にしてほしいというニーズを得た。

しかし、反り返しがある形状は、3Dプリンタでは造形が厳しい。また、溝に汚

れが溜まりやすくなる可能性があった。

そこで、そのニーズの根源である、持ちやすさについて考えることにした。い

くつかアイデアを考え、その中から実現可能な方法として、表面に等間隔で溝

をつけ、ガーグルベースンを持った際に、指が沿い持ちやすくなるような形状

を設計した。

ニーズを収集した看護師に、この代替案を提示したところ、前向きな評価をも

らうことができた。

看護師の提案した原案のイメージ図 提案した代替案

制作上の注意点
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サービスデザインは、顧客の手元にものが届くまでのプロセスを俯

瞰的に整理、分析をして、提供者、顧客共に価値を高めていく手法

である。この手法を用いることで、デザイナーや看護師などの製作に

関わる役割の立ち位置の整理を明らかにし、ステークホルダーとの

情報共有が円滑にすることが期待できる。
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サービスブループリント

患者

訪問看護師

訪問看護ステーション

FabNurse

ケア用品への不満 オーダーメイド依頼 顔のスキャン 待機 受取

オーダーメイドを紹介 依頼の窓口を担当 顔の撮影 受け渡し

発注 データを送信
データ受取
or
受取

受注 受け取る 設計

プリント

完成画像を
3D化する

患者と直接関わる部分と、その背景での必要なプロセスを図示する

ことで、一連のプロセスにおける個々の動きを明らかにする手法。

サービス全体のプロセスの明確化や、様々な領域を横断するフロー

における課題の発見をすることに使用する。



カスタマージャーニーマップ

ペルソナ

フェーズ

思考(患者)

行動

四肢麻痺で、寝たきりで生活をしている患者
同居している妻が日常介護を行う。口腔ケアにガーグルベースンを使う。

水漏れが気になる 紹介される 注文する

水漏れが気持ち悪いな フィットしたものが
作れるのかな

選ぶの
難しいな

受け取り

訪問看護師に相談して、
オーダーメイドを
紹介される

訪問看護師に注文するうがいをする 水が漏れてしまい、
顔や服をタオルで拭く

スキャンする

動いちゃいけないから
緊張するな

どれぐらいで
作れるんだろう

選ぶの
難しいな

受け取り

複数パターン
の中から選ぶ

訪問看護師が
患者の顔をビデオ撮影

選ぶの
難しいな

受け取りうがいをする

すごく柔らかくて
使いやすい

うがいをする

うがいをする

思考(妻) 夫のケアが不憫 フィットしたものが
作れるのかな

フィットしたものが
作れるのかな

選ぶの
難しいな
顔のスキャン、
思ったより手軽だった

フィットする
ものが
あるかな？

選ぶの
難しいな使い心地どうなんだろう

ユーザーの視点から、サービスの流れを分析することで、ユーザーが必

要な行動や、感情の汲み取り、体験すべきサービスの漏れを確認する

ことができる。
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利害関係者の全体を表記することで、それぞれの利害関係者がどのような行動をするの

かを整理し、お互いの相関関係を分析することができる。

今回は、以下の新たな役割を追加した。

FabNurse: Fabについて知識のある看護師

Medical Design Engineer(MDE): 医療に知識のあるメイカー

これらの役割がいることで、互いのコミュニケーションが円滑になると考える。

看護師医者 FabNurse

MDE デザイナー エンジニア

メイカー患者宅

病院

協力連携
訪問看護師

ステークホルダーマップ

日常のケア

診断

日常のケア
顔のスキャン

データの提供

納品

依頼

患者 患者家族
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当初、ガーグルベースンを選定した時には予想もしていなかった学びをたく

さん得られた。ガーグルベースンという1つのケア用品には、重要な変数がた

くさん詰まっている。これらの変数を調節し、その都度かたちとして出力でき

るデジタルファブリケーションは、この研究において、重要な技術であった。

今後は、変数の発見を進めると同時に、重要な変数の厳選を行い、パラメト

リックモデリングに応用して自動生成の実装を進めていく。

他者のためのものづくりは、これまで著者が行ってきた自分のためのものづ

くりとは全く異なるものだった。普段のものづくりでは、機材やソフトを前提

に何を作るか考えることが多い一方、今回の場合、環境による制約から逆算

してスキャンなどの機材を選定するなど、これまでと異なった制作方法だっ

た。他者が使うにあたり、安全性を徹底しなければならない。病院へ導入す

る時など、安全性を担保しなければらないため、今後は3Dプリント品の安全

性の指標について検討をしていく必要がある。また、社会実装をしていくこ

とを考慮し、どのように患者の手元にケア用品を届けることが適切か、サー

ビスデザインのモデルについては検討を重ねていかなければならないと考

える。
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interpCrv

フチの端点を結び上辺をつくる
※鋭角なカーブにすると、あとの工程で

サーフェスの交差が起こりやすいため注意する

Make2D

上辺を平面にして、
底面を作成する

 

Scale

底辺を縦横比を
0.7倍にする

 

Move

底辺を平面に1cmずらす

 Loft & Planarsrf
上辺と底辺を結び側面をつくり、

底辺から底面をつくる

�����������
現行版(Prototype 3.5)のモデリング

MeshtoNURB

編集可能なデータに変換する。
メッシュ数が多い場合は、

余分な部分をトリム(Trim)をする

interpCrv

顔に沿って、曲線をなぞる

 

import

Remakeで製作したデータを
Rhinocerosにインポートする

MESH→NURB

Scale

近くに置いておいた寸法調節用の
ものを元に、3Dデータの寸法を調節する。

3cm

join
側面と底面を結合させる

offsetsrf
内側に2.4mm押し出す

Filletedge
フィレットを全体にかけて

角を丸くする




�	��������
Fabrial-Rのスライス設定

エクストルーダー設定Simplify ver.4.0.0を使用する。

以下のパラメーターはL-DEVO　Medical modelの使用を想定したものである。

Fabrial-Rの印刷設定について紹介する。

設定の中で重要な機能について設定方法の説明をする。

①吐出量
柔らかいフィラメントは、勢い良く送り出すと、ねじ曲がってしまう。
そのため、吐出量を下げることが必要である。主に0.9~1.0の間で
調節をする。

②射出幅
射出幅は、スライスの制御をする上で重要である。
柔らかいフィラメントはプリント中にノズルが空中を移動する際、
フィラメントが漏れて毛羽立ちのようになる、いわゆる「糸引き」が
起こりやすい。ノズルの空中移動が少なくする方法として、射出幅
の倍数がモデルの厚みになるように設定することで、規則的なパ
スデータを書き出すことができる。

③リトラクション
リトラクションは、プリント中にノズルが空中を移動する時に、フィラ
メントを引き戻すことで、糸引きを軽減する機能である。
固いフィラメントはこの機能を使うことで軽減できるが、柔らかい
フィラメントの場合、引き戻しすぎると送り出し同様にねじ曲がって
しまうことが多々ある。そのため、1mm程度にとどめておく必要が
ある。

①
②

③
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Fabrial-Rのスライス設定

レイヤー設定

④基本レイヤー厚
使用するプリンターの性能によって、調節をする。
今回の製作では、0.2mmまたは0.25mmで出力をしている。

⑤レイヤー設定
上部レイヤーについて、柔らかいフィラメントはプリント上面が荒れ
やすいため、やや厚め(3-5)にしておく必要がある。
底部レイヤーについて、底部の厚みをかさ増しすることができる。
シェルについて、壁面の厚みの設定である。主に2~4レイヤーで設
定を行っている。
レイヤーによって、出力物の柔らかさが大きく変わるため、最適な
パラメーターを検証することが必要である。

④
⑤



⑥
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Fabrial-Rのスライス設定

追加機能

⑥スカート/ブリム
プリント前に、モデルの周りを周回して試印刷する機能である。
柔らかいフィラメントはノズルとテーブルの距離間が重要であるた
め、スカートを見ることで印刷の前に距離間の確認ができる。



⑦インフィル

内部の充填方法の設定。
レイヤー設定同様、印刷物の柔らかさに影響するため、適切なパ
ラメーターを模索する必要がある。今回の製作では20％に設定し
ている。
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Fabrial-Rのスライス設定

⑦
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Fabrial-Rのスライス設定

⑧サポート

シングルヘッドで印刷を行う場合、サポートはモデルと同じ素材の
ため柔らかくなる。柔らかいサポートは、サポートとしての固定性
が弱く、モデルと融着しやすいため、なるべく最小限のサポートで
済ますことが必要である。

⑧
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Fabrial-Rのスライス設定

⑨サポート

シングルヘッドで印刷を行う場合、サポートはモデルと同じ素材の
ため柔らかくなる。柔らかいサポートは、サポートとしての固定性
が弱く、モデルと融着しやすいため、なるべく最小限のサポートで
済ますことが必要である。

⑨



⑩
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Fabrial-Rのスライス設定

⑩温度設定

Fabrial-Rは160~170度、ベッド温度は80~100度で印刷を行う。
3Dプリンタによって、温度を検知するサーミスタの設置位置が異な
る。そのため、設定した温度がフィラメントの温度が同じであると
は限らない。プリンタごとに調節をする必要がある。



⑪
柔らかいフィラメントは、糸引きを防止するためにプリントスピード
を下げる必要がある。

⑪スピード


