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Fab Nurse Project
3D プリント品の看護への応用のためのトータルサポート
Junki Yoshioka(M2) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation
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Fab Nurse Project では、
看護ケアへデジタルファブリケーショ
ンを応用することを研究しており、ケアニーズからのものづく
りを実践している。ケアを支援する用品や自助具、教育用ツー
ルと様々な事例が生まれる中、実際の現場へ応用するためのリ
スクマネジメント、情報共有については、体系化されておらず、
実用には課題がある。そこで、
「つくる」
「はかる」
「わたす」
と 3 つのプロセスで形式的に表現できるモデルとしてまとめ、
それぞれの段階に応じて課題解決の手法の提案をした。
「つくる」では、3D プリント品の看護ケアへの応用のための知
識基盤となる FabNurse 教育プログラムの設計をした。
「はかる」では、製作後のリスク把握のために、3D プリント用
マテリアルのデータや、医療機器のリスクの予見、医療現場の
インシデントアクシデントの分析から予測をし、提示した。
「わたす」では、情報を適切に伝えるプロトコルに則った説明
文書の作成を要件とし、取扱説 明書作成システムの web への
実装を行なった。

SAMPLE

SAMPLE
特に、「わたす」のフェーズに
おいては、実践がされていな
い領域であったがシステムと
して実装を行い、規定のフォー
マットと一定の品質で 3D プ
リント品の説明文書を作成可
能となった。
これにより、3D プリント品を
看護ケアへ応用する際、「つく
る」「は か る」「わ た す」の プ
ロセスを踏襲することで、リ
スクコントロールを行いなが
ら臨床での応用が可能になる
と考えている。
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Representation of hammered pattern using single point incremental forming machine
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Sketch-Based Interactive 3D Modeling with
Deep Neural Networks
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3D モデリングはコンピュータグラフィックスから 3D プリン
ティングまで幅広い分野に応用されている。本研究では、3D
モデリングにおいて、モデリングが困難な領域を三つあげ、そ
れぞれの領域に対して深層学習によるアプローチを提案する。
具体的には次の三つの領域に取り組む。(1) スケッチから立体
形状の構築。(2) 表面形状から内部構造の生成。(3) 時間経過に
よる形の変化。特に発表では (1) を紹介する。
本研究で開発したスケッチベースのモデリングシステムには次
のような特徴がある。一つ目は複数カテゴリーの 3D モデルを
同時に学習できる点である。二つ目はシステム上で対話的なス
ケッチの入力ができる点である。三つ目はユーザーが選んだ任
意の視点からスケッチを入力できる点である。本研究ではブラ
ウザベースでシステムを実装し https://sketch-modeling.com
に公開した。また、実装したシステムを用いてユーザー実験を
行った。
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実験は研究室の研究員と学生
の合計 10 名を対象に行った。
実験の結果、システムが生成
した 3D モデルによって実験
参加者が入力するスケッチが
変化しているということがわ
かった。例えば、左図では三
番目のスケッチは肘掛のない
椅子を描いていたが、三番目
のスケッチを入力したところ
偶然片方だけに肘掛が生成さ
れた。それを受けて四番目の
スケッチでは反対側にも肘掛
を作ろうとして、肘掛のある
椅子を描いていることがわか
る。

Boundary Design
architectural and urban element using porous glass
Saori Tokushige(M2) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

建築都市エレメントのファブリケーションを、空間デザインの
手法として確立する研究である。多種多様な建築素材の中でも
特にガラスに注目する。伝統的な工芸や工業技術では生産でき
ない幾何学的で多孔質な構造をガラスに適用し、これを建材と
して用い空間の質を変更する。無垢材や真鍮など他の建材のよ
うには未だ寵愛の対象となっていないガラスから、本来のマテ
リアリティを引き出すことで、人々に愛される新たな空間のあ
り方を模索する。
今期は 3D プリンタで出力した PLA 樹脂を原型としたロスト
ワックス製法によりプロトタイプを制作した。モデリングには、
モノリスというオブジェクトの内部構造の生成に非常に優れた
ソフトウェアを使用した。また、オパール砡と呼ばれる不透明
で偏光効果のあるガラスや、ラスター油というシャボン玉のよ
うな光の干渉が見られる後処理材を使用し、自然光の見えをコ
ントロールすることを試みた。

蝶の羽根を構成する高強度で
軽量なジャイロイド構造を用
いガラスを製作した。多孔質
ガラスは日光 / 風 / 湿気 / 音
などをその中に柔らかく取り
込む。粗密や厚さで受容の程
度をコントロールできる。こ
れを建材に用いることで、室
内でも屋外の状況を朧げに感
じる空間が立ち現れる。自然
の生物も穴や細かな凹凸に居
場所を見つける。3D プリンタ
を併用することで、短時間で
安価に製作可能だ。また従来
の機械や手作業では難しい複
雑な形状にも関わらず、ミリ
単位の精度で造形を実現した。

giftGO
An web-based present platform

Rafael Chen(M2) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

No matter in which country, we have the custom of giving and
receiving presents in special occasions. “Gift” has always been an
important part of human’s culture. Preparing presents is regarded as
one of the most common and popular ways to celebrate festivals/sustain social relations/show respects/say hello/say goodbye/show
kindnesses and so on. When people give presents to others, they
want to show that they care about them and make them happy,
therefore, as the container/representation of emotions, people
always want their gifts to be unique, creative and memorable, which
completely fits in the features of digital fabrication. However, at the
same time, people do not want “preparing presents” to be troublesome or take too much time from them.
With 3D printing, it is truly possible to create something peerless for
someone. But so far, because of the difficulty of the whole processes, for instance, building a 3DP-ready file, merging 3D printing with
our everyday lives seamlessly is still on its way. If a total amateur
wants to make his own things, he may have to spend tens of hundreds of hours on learning how to use a specific CAD software
before jumping to 3D printing, and usually, this sort of process
would burn out people’s passion. What if there is a platform allowing people to make 3DP-ready data for their own customizable
presents in 20 minutes…
Currently, there is a lack of constant motivation driving people
to print out what they have
made. If someone made something for the first time, he would
probably print it out because of
curiosity and satisfaction, but
what about the second time and
the third time? Since most of
today’s CAD software is able to
provide screenshots or rendered
CG, printing out the object is not
seemed to be indispensable if
people just intend to share or
record their creations. How can
we associate 3D printing with
real-life needs/constant motivation?
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Fabricate reusable thing using 3D printer
破壊制御を用いたリユース可能な 3D プリントの手法
RYOSUKE WAKASUGI / Mizuki Mori(M1 / B2) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

現在、プラスチック問題は環境問題にとても重大な問題となっ
ている。樹脂製品は安価であるため、使い捨てを前提に製造さ
れているものが多い。
そのため、使用から廃棄の期間がとても短く、ゴミの廃棄が多
くなり処分コストが高くなりやすい。
そこで 3D プリンタを用いた造形手法を用いることで、リユー
ス可能な樹脂製品を製作できると考え、プロダクトの提案をす
る。
FDM 方式の 3D プリンタは、軌跡を描きながら線上に樹脂を積
層していく。この印刷方法では、異方性と造形の関係が大きい
ため、異方性を利用して破壊可能な造形を可能にした。接着の
調整をしてすぐ壊れず、壊そうとするときに壊れる強度を実現
した。様々なパターンの壊れ方を模索しながら実際に使えうる
プロダクトを製作した。

SAMPLE

バックからボタン

弦のケースからピック

布を買いにユザワヤへ行った。持

弦のケースがこのように収納され

ち帰り用のバッグに布を入れて帰

ている。ギターの弦を交換し、弾

る。

くときにケースを壊し、ピックと

家に帰り、裁縫をはじめる。
SAMPLE
服を縫い終え最後にボタンをつけ
る。バッグを手に取り、割ればボ
タンとなる。

して使うことができる。

色を “建てる”

フルカラー３D プリンタによって成されるカタチと色が融合したデザイン
Shin Obinata(B4) ,Ryoma Takamori(B3),Rina Kinoshita(B1) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

フルカラー３ D プリンタという新しいツールが持つポテンシャ
ルを引き出すためには、これまでの色彩論では不足している。
先ずカタチが構築され、そこに対してどのように色を着けてい
くかという序列の元に成り立つのがこれまでのカラーデザイン
であったが、フルカラー３ D プリンタはカタチと色がセットに
なり物質が一から構築されていくツールであり、そこにこれま
での序列は存在していない。まさしく、色が建てられていくの
である。
そのようなツールが現れた現代において、新しいカラーデザイ
ンはどのように行われていくべきであろうか。
僕たちは、従来の「色を塗る」という行為では手の届かなかっ
た複雑な内部構造への着色ができるというフルカラー 3D プリ
ンタの特性を活かし、見る角度によって滑らかに色彩が変化し
ていく不思議な物体を作り上げた。

文章は游ゴシック 14pt(Regular)

構造
１つ 8mm 角のモジュールが
組み合わさることで全体の構
造体を成している。モジュー
ルは球でえぐり取られたよう
な形状をしており角度変化に
よる色彩変化を実現する。
また、モジュールの各面には
色の三原色に黄色を加えた
RGBY の四色を配色しており、
俺らが回転や距離に応じて混
植することで多彩な表情を見
せ、まるで CG が実体化した
ような不思議な印象を与える。

マルチマテリアルを用いた
4D プリンティングと有機的表現

田岡 菜 (B4) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

今日、様々な出力方式の 3D プリンタが開発、販売され幅広い
分野で使われている。また、3D プリントすることのできる素
材の種類も増えており、特殊な性質を持つ素材や柔らかい素材
も容易に出力可能となってきている。本研究ではその中でも外
部の条件によって形状、状態が変化する性質を持つ複数のマテ
リアルを用い、時間経過の中で多段階的に変化する構造の検討
とそれを用いた有機的表現の開拓を行った。本資料では 1 月に
制作した作品” 4D Flower ” について紹介する。
本作品は日産自動車のデザイナーである池田篤士氏、花岡大輔
氏、髙木陽介氏らと 2019 年 1 月に制作した。2019 年 1 月 12
か ら 25 日 に GOOD DESIGNMARUNOUCHI に て 開 催 さ れ た
JAID による企画展示「1kg 展」にて展示された。本作品は 4D
プリンティングの技術を用い、1 日の流れの中で花が蕾から満
開になり、やがて雨により散っていく時の流れを表現したもの
である。花が 3 輪並んだ本作品は、左から昨日、今日、明日の
姿を表しており、一つの什器の中で時の流れが表されている。

花 弁 は 6 層 に 分 か れ て お り、
外側の花弁から花開くように
マテリアルが配置されている。
最も内側の花弁の層を 1 層目
とした時、1,2 層目にはガラス
転移点が 40℃の感温性フィラ
メ ン ト、3,4 層 目 に は 35℃、
5,6 層目には 30℃のものを用
いている。また、開花の際に
熱によって花弁が垂れすぎな
いよう、全ての花弁の根元に
はガラス転移点が 45℃ででき
た層を 1 層出力している。

ミナヅキカサ / Minazukikasa

傘への柔らかな三次曲面的デザインと「動く瞬間の美しさ」の表現
Eri Isono(B4) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

ミナヅキカサ ~ 三次曲面的な傘の制作 ~
既存の骨組みの直線的かつ丈夫な構造を残しつつ、そこに

Additive Manifacturing によって装飾を添えることでやわから
な三次曲面を誕生させた。機能的な骨組みではなく、装飾的な

骨組みの提案として傘を開閉する際に重なり合いながら「旋回」
し畳まれていく傘の制作を行った。

制作工程
三次曲面の骨組みを制作するため、ヒートプレスによってプ
ラスチック板を加熱し布に接着させる手法を実践した。次の順
によって加工工程されている。データ制作、ブラバン板をレー
ザーカッターにて切断、布を板上にテンションを与える 、切断
したプラ板を布上に並べる、ヒートプレス機にて加熱し接着、
ストレスから解散するとポップアップする。
上記の手順によって、傘が
開閉の際に回旋動作と共に布
が外側にポップアップし柔ら
かな三次曲面を生み出す構造
の制作に成功した。また左の
写真は、旋回しながら傘が閉
じられている瞬間を捉えてい
る。機能、装飾とそれをつな
げる布の三点の それぞれが役
割としては独立していながら
も互いに作用すること で本制
作の美しさは成り立っている。
さらに傘を開閉する第三者に
「動く瞬間の美しさ」を体感し
て もらいと感じ制作をした。

Morphing Design for Autonomous Car
by Multi-Material 3D-Printing

Soya Eguchi(B3), Ryoma Takamori(B3) | 2019.02.01 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

今日、半自動運転車のドライバーは、” 運転モード” と” 自動走
行モード” の２つを切り替えることができる。しかし、この２
つのモードの切り替えを近くの歩行者に知らせる手段がない。
これは、半自動運転車が走る街なかを歩く人にとって、車に対
して不安感を覚える要因となる。この問題を解決するために
我々は、複合マテリアルによる 3D プリンティングによって、
形状の変化する外装を実装することで、車と歩行者がインタラ
クションできるような手法を提案する。
ベーシックコンセプトとして、“通常マニュアル運転時” , “自
動運転時” , “歩行者を認識した際の自動運転時” の 3 つ段階で
変形するようになっている。1 段階目の通常マニュアル運転時
は、一般的な車の形となっており、2 段階目は自動運転時にズ
ングリしたような形に膨らむ。3 段階目で、車が歩行者を認識
したときには、歩行者に対して車が認識できていることを伝え
るために更に膨らむ。
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今回 , 3 段階の変形を実現に
は、Programable Auxetic
Pattern という、膨らませたと
きに任意の 3 次元形状になる
ような 2 次元の幾何学パター
ンを生成するという手法を用
いた。この手法によって生成
されたパターンを膨らませる
ために、超柔性エラストマー
とラバロンの２つの材料を用
いて、生成されたパターンを
ラバロンで、それを包み込む
ような膜を超柔性エラストマ
でサンドイッチするようにプ
リントしている。

BOA
with Wire Printer & ArchiFAB 畳

Yasuo Nagura(B3) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

先学期、造形物にクッション性を付加する工学的手法として開
発した BOA を、消えゆくものの存在感を保存するインスタレー
ション作品であると捉え直し、制作物の大型化を図った。また、
それに付随して造形機の拡大や携行性の向上の為、ワイヤー駆
動式の装置を簡便な方法で製作する独自の制御を開発し、動作
させることに成功した。

デジタル化が進んだ現代、様々なものがデータとして保存され、
複製、出力が容易となった。しかし、そういった精細な複製品
はそのものが強烈な存在感を放ち、オリジナルの持つ意義など
を想起する媒体としては機能しない。3D プリンタ出力品に対
し我々が抱く不信感や生気のなさは、そういった背景によるも
のだと考える。
「BOA」は、複製品に対するオリジナルの価値
を抽出し、より明確な形で提示することを目的としている。

before point

after point

Y length

Yʼ length
X length

Z length

Zʼ length

Xʼ length

movement
Yʼ - Y = Y movement
Zʼ - Z = Z movement

Xʼ - X = X movement

標準的な 3D プリンタを改造
しワイヤー駆動式の造形装置
を製作した。モーターを広く
配置することで造形エリアを
理 論 上 際 限 な く 拡 張 で き る。
また、BOA の「存在感を保存
する」というコンセプトにとっ
て、容易に持ち運べ、多くの
人に体験してもらうことがで
きる点も有用である。しかし
この装置を BOA に適用する場
合、マシンスペックやマテリ
アルの面で多くの課題が見え
た。よって今回の目的である
制作物の大型化はペレット式
大型プリンタを用いて達成し
た。

3D Cutout Pattern
カットパターンによる自由曲面形状の造形
Kuboki Hitomi(B3) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

竹中のパネル

環境呼応パネルとして、風で開閉するものを考えた。本来建
築物のパネルは周囲の環境の影響を受けることがないが、この
パネルは、風が吹くことによって、平たく閉じているパネル膨
らむようにが広がるのだ。風の吹き方によりパネルがなびき、
光が揺らめく。また、パネルの隙間からさす光による影やパネ
ルに反射する光も楽しむことができる。このパターンはそれぞ
れのモジュールをつなぐジョイントの部分が動くことにより全
体の形が変わる仕組みとなっている。
また、風だけでなく、気温によっても変化するパネルの検討
も進めている。素材には記憶形状フィラメントを使っている。
パネルは出力したそのままの形を使うことができ、仕組みとし
ては、ある一定の温度以上になった時にパネルが柔らかくなり、
風が吹くと広がり、また風が止むと形状が記憶されている元の
パネルの形に戻るというものだ。このパネルの設置は夏場を想
定しており、暑い時期に電力を使わずとも室内と屋外の空気を
入れ替える換気をすることが可能になるはずである。

素材の検討
SMP
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ランプ

並べている写真

細かくパターンを変えたも
のを平面の紙にレーザーカッ
トをすることで、2D を３D
に 立 ち 上 げ る こ と が で き る。
パターン次第で、自由に任意
の滑らかで複雑な曲面を作る
ことが可能だ。このパターン
が規則的に並んでいることを
利用し、円筒形から様々に変
化する形を作った。その変化
は対称的に膨らむパターンだ
けでなく、非対称に膨らむも
のを検討した。今後の目標と
しては、作りたい自由曲面か
ら、カットパターンを導き出
せるようにしたいと考えてい
る。

Fab Vet
3D プリンタによる犬の義足の作製

Rei Sakura(B2) Tomoko Sakurai(B2) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation
型取り

スキャン
（計測）

データ作成

出力

義肢装具士による石膏型取り

CTスキャンによる石膏データ取得

データを元に編集+作製

fabrialを使って3Dプリント

現在作られている犬の義足には、作り手側・使い手側の両面において問題点がある。例えば
作り手側の問題点として、すべて手作業であるため、修理やサイズの調整に時間がかかって
しまうということがある。また使い手側には、犬が義足を噛んでしまうため劣化や摩耗が早
い、という問題が挙げられる。義足には 8 種類の素材が使われており、素材間に生じる段差
に違和感を感じてしまうのである。
この Fab Vet プロジェクトでは、獣医さんと義肢装具士さんの協力のもと、これらの問題点
を解決しようと試みた。
まずデジタルファブリケーション技術を用いることで、手作業による作成・修正の手間を軽
減することを目指した。次に犬が義足をかじらないようにするため、素材数を減らして段差
をなくすことに挑戦した。各素材の役割を考えた結果、ゲルと布の部分はシリコン、それ以
外の部分は fabrial（フィラメント）で同じ機能を再現することにした（図 1 参照）。
シリコンは義肢装具士さんの担当とし、我々は fabrial による作製を行なった。fabrial の作
業は犬の脚にはめて体重を支える部分（ソケット）と、地面に当たって衝撃を受け止める足
先部分（クッション）に分けて進めた。

ソケット部分には ①脚に対するフィット感 ②体重を支えられ
る強度 ③着脱のしやすさ の 3 点が求められる。今回は①と②
の実現に取り組んだ。犬の脚型データをもとに形を作ることで、
脚にぴったりと合った義足を作った。強度は厚さを変えて出力
し、適度な硬さと柔軟性を持つ厚さを採用した。

黄色スポンジのヤング率＝1813.1 [kPa]

4275.5 [kPa]

1820.8 [kPa]

110.1 [kPa]

図 1：犬の義足における使用素材

46.77 [kPa]

クッション部分には「クッション性」と「滑り止め」の機能が
求められる。義足においてクッション性を担っている「黄色ス
ポンジ」を fabrial で再現することを目指した。内部構造を変え
ることで硬さを変え、ヤング率が黄色スポンジに最も近い物を
採用した。滑り止めは底に波打った突起をつけることで、グリッ
プ力を高めた。
今後はシリコンソックスの作成・機能性の向上などを行い、義
足の実用化を目指す。

Perfect Fit Toe Pads for Ballet Dancers
3Dプリンタを用いたトウシューズのインソール開発
Mizuki Mori (B2) | 2019.02.02 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation

SAMPLE

クラシック・バレエはその美しさと軽やかさと裏腹に、ダンサー
の足に大きな負担をかけている。トウシューズというつま先が硬い
靴を履いて全体重をつま先にかけて踊るが、トウシューズと足の間
の隙間が多ければ多いほど足と触れている箇所に体重が集中し、
その不均一な重量配分が痛みの原因となる。この隙間を埋め、一
人ひとりの足に合ったトウシューズのインソール（トウパッド）を作
るのが良いのではないかと考え、今学期は3Dスキャナと3Dプリ
ンタを用いて一人ひとりの足に合うトウパッドの製作を行なった。
SAMPLE

Senseで足の3Dスキャンを行い、Rhinocerosでトウパッド
SAMPLE
の設計を行なった。基本的な形状は既存のトウパッドの形に合わ
せ、覆われなくても痛みを伴わない部分は省いた。Meshmixerで
厚みをつけ、最後に Sculptrisで表面を滑らかにした。Simplify3D
でスライスを行い、inﬁllやshellの枚数で柔らかさを調整した。素
材は肌にやさしく柔らかい素材であるFabrial-Rで出力した。

薄くてクッション性のあるトウパッドを3Dプリンタで製作する
のは難しい。また、痛みの根源はトウシューズにあるため、トウ
シューズに焦点を当てて今後の研究を進める。なるべく足に負担
がかからないトウシューズ を目指すことによって、ダンサーのスキ
ルアップのサポートを目的としたトウシューズの開発やトウシュー
ズ嫌いの改善もできるのではないかと考え、今後はターゲット層を
バレエダンサー全般からアマチュアのバレエダンサーに絞って研究
を進める。

