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要旨 
 
近年では、「情報を物質へ」と変換するため 3D プリンタが普及し始めた。そし
て同時に「物質を情報へ」と変換するための 3Dスキャナも広まっている。 
3Dスキャナには、非接触のものとして赤外線方式、写真合成方式、プロジェク
ション方式が存在する。中でも物理的に「接触」をする 3Dスキャナは非常に繊
細に物体を捉えることが可能である。MDX-15/20(RolandDG 製)のオプションで
ある ZSC-1 は、そのような接触型スキャンデバイスのひとつである。しかしな
がら、ZSC-1 にはひとつ問題があった。MDX-15/20 にしか取り付けられないた
め、そのスキャン範囲が筐体の大きさに限定されてしまい、大きな物質のスキ
ャンをすることが出来ないのである。 
本研究では、この問題を解決するため、ZSC-1を他のCNCフレームに取り付け、
サイズにとらわれないスキャンを可能とするための取り組みを行った。このス
キャンユニットが、他のオープンソース・ソフトウェア、ハードウェアの上で
動かすことを目指した。 
オープンソース 3D プリンタである RepRap は、ハックされることによって 3D
プリンタとはまったく違う、フードプリンタやドローイングマシーンなどの機
械へと作り変えられてきた。この流れに則って、今回は RepRap3D プリンタを
オープンソース 3Dスキャナへと作り変える。 
この論文では、私自身がソフトウェア、ハードウェア、CNC フレーム、そして
スキャンユニットを扱って「ハック」を行っていく過程を中心に、オープンソ
ース・ハードウェアや３D スキャナ、そしてハックをするという行為について
広く可能性を考察する。 
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Abstract  
 
Recently, we have various types of 3D Printers for conversion from digital world to 

physical world. However, importance on 3D scanners for conversion from physical 

world to digital world is also becoming very important. There are several types of 3D 

scanners including photo-type, infra-red type and others. But actually, physically “touch” 

3D scanner can scan an object in very detail. It is known that ZSC-1, which is an 

optional part for MDX-15/20 (developed by Roland-DG), is one of good touch scan unit. 

However, we still have problems on ZSC-1. ZSC-1 can’t scan a large-size object. This 

unit can be attached only to MDX-15/20, but scan size is already fixed.  

To overcome this problem, we are trying to hack ZSC-1 and make it apply to different 

CNC frames that allow us to scan a large-scale object. Our goal is to expose the 

mechanism of an existing scan unit and connect it to other open source software and 

hardware (Processing, Arduino and RepRap 3D Printer!).  

RepRap, open source 3D printer have been hacked to create different machine that isn’t 

a 3D printer- for example, a food printer, a drawing machine and so on. According to 

this stream, we hack RepRap 3D printer to develop an open source 3D scanner 

system. In this poster, we describe our original software(Processing), 

hardware(Arduino), 3D frame(RepRap) and Scan Unit(Hacked ZSC-1). Results of our 

scan work are also introduced.  
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[1] はじめに 
 
3D プリンタを使ったことはあるだろうか。 
2010 年以降、3Dプリンタは世に広く普及した。日本でも目にする機会は多くな
り、実際に何かを作ってみたという方も多いはずである。 
 
それでは、3Dプリンタを組み立てたことは？ 
3D プリンタが劇的に普及したのには、3D プリンタ自体の設計図が公開され、
インターネットからそれをダウンロードすることで誰でもそれを作れるように
なったことが原因のひとつにある。 
 
さらにはそれ自体を「ハック」する人も現れた。 
公開された設計図を目的や嗜好に合わせて改変する行為である。これによって
一般の方でもより簡単にハードウェアを作ることができるようになった。 
これはオープンソースの特徴のひとつであり、ハードウェアに限らず様々な分
野で起こっている。 
ただし、ハックを「より簡単に」とは言ったものの、そこには多くのハードル
が存在する。道なき道を進むということには多くの試行錯誤が必要となる。 
それはつらいことであるが、同時に学ぶことも多い。 
今回はそういったオープンソースのハードウェアをハックして、接触型の 3Dス
キャナの制作を行った。そこでのハックを通じた学びを記録するとともに、そ
こから得られたハックとはどういった行為なのかを探っていきたい。 
 
第 2 章ではこの制作のための背景を述べる。 
第 3 章では制作の様子を時系列順に述べる。 
第 4 章ではそこからの考察や展望を述べる。 
 
これは多くの失敗を含んだ記録だが、これこそが読者の成功の種となれば嬉し
い。 
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[2] 背景 
[2-1] オープンソースと FAB 
2010 年以降、3Dプリンタは劇的な普及を見せた。  
その劇的な普及をみせたひとつの要因に、3Dプリンタ自身の設計図をインター
ネット上で広く公開した動きがあった。そのひとつは「RepRap」iと呼ばれる英
国バース大学のエイドリアン・ボイヤー氏によって生み出されたオープンソー
ス 3Dプリンタプロジェクトである。 
”RepRap”は”The Replicating Rapid Prototyper”の意味であり、その 3Dプリン
タ自体が自己再生産、つまり新たな 3D プリンタを生み出す能力を持っている。
(正確には初期バージョンはパーツ全てを作ることはできず、シャフトなど約半
数の部分は別途用意する必要があった。) 
こういった、設計図や部品、ソースコードなどが一般に公開されているものは
「オープンソースハードウェア」と呼ばれ、それぞれ定める規定の中で誰もが
それを利用、改変、再配布等をすることが許されている。RepRap の他にも、マ
イコンボードの Arduinoii(図 1)、義手の exiiiiii(図 2)など様々な分野において登場
し始めている。 
 
<オープンソースハードウェアの例> 

 
 
 

                                            
i http://reprap.org/ 
ii http://arduino.cc/ 
iii http://exiii.jp 

図 1 Arduino 図 2 exiii 
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この「オープンソース」というのは単にユーザーが無料で使えるというだけの
ものではない。その中身を公開し、自由な改変まで許可するというのは、これ
までには無かった流れだ。設計図やソフトウェアなどの「ソース(源)」そのもの
を価値として、それを販売することによって利益を得るというビジネスモデル
が主であったためである。しかしそのソースをあえて広く「オープン」にする
動きが様々な分野で巻き起こっている。たとえば、その先駆けとなったソフト
ウェアの分野では、WebブラウザであるFirefoxや、世界中で高いシェアを占め
るスマートフォンOSのAndroidなどがそれぞれ「オープンソース」とすること
で、様々な人がそれを利用し、そこにコミュニティが生まれ、多くの開発者が
参加することによって、2015年現在の社会に深く溶け込むほどの立派なものへ
と成長した。GitHubivと呼ばれるソフトウェア開発のためのWebサービスなどが
広くソフトウェアエンジニアの間で使われているのも、こういった文化が深く
ソフトウェアの分野に根付いている証拠であろう。この他にもたとえばデザイ
ンの分野や建築の分野において、こういったオープンソースの流れはじわじわ
と浸透し始めている。たとえばOLIMPUSによって開発されたレンズのみの一眼
レフカメラOLIMPUS AIRはその形状の3Dデータや、レンズ内部のソフトウェ
ア開発のためのSDKを公開し、 ディベロッパーやクリエイター、さらにはユー
ザーとともに新たな写真体験を模索する「OPC Hack&Make Projectv」と呼ばれ
るプロジェクトを実施した。OPCは「オープン・プラットフォーム・カメラ」
の略であり、そのレンズに関わる全ての人達によって、多くのユニークなアイ
デアやアプリケーション、アタッチメントが生まれた。(図3) 

 
 

                                            
iv http://github.com/ 
v https://opc.olympus-imaging.com/ 

図 3 OPC Hack&Make Project 
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その流れがハードウェアの分野にも来ている。RepRap はエイドリアン・ボイヤ
ー氏によって 2004 年 2 月にインターネット上に公開されて以来、多くの人間に
ダウンロードされ、利用や改変がなされてきた。自己再生産能力によって、
RepRap の数は世界中で増え、どんどん改良を加えられるとともに、各地の文化
や個人の欲求に応じてさまざまな形にRepRap は進化している。 
 
[2-2] 「3D スキャナ」について 
 
[2-2-1] 3D プリンタと 3D スキャナ 
3Dプリンタが広がっていくなかで、同時に3Dスキャナも注目を集めつつある。 
3D プリンタを使うためには 3D のデジタルデータが必要であるのだが、データ
の制作に慣れていなかったり、自然物や身体の一部などの複雑な形状をデータ
化したりと、イチからデータをこしらえるのが難しいこともある。さらには、
データで作るよりもクレイで作った方が美しい形状を作れるデザイナーも少な
くない。そういった様々なシチュエーションで、3Dスキャナが登場する。 
3Dプリンタはデジタルデータを現実世界のものへと「変換」する機械であるの

                                            
vi http://www.wikihouse.cc/ 

図 4 WikiHouse 
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に対して、3Dスキャナは現実世界のものをデジタルデータへと変換するデバイ
スである。3Dプリンタの普及によって世界各地で多くの発展が起こっているの
はいうまでもないが、これと同様のことが 3Dスキャナの普及によって起こる可
能性がある。 
3Dスキャナには様々なタイプのものが存在する。ここでそのうち 4種類を紹介
する。 
 
[2-2-2] 3D スキャナの種類 
3Dスキャナはまず大きく、スキャンする対象物に触れるか否かという観点で「非
接触型」と「接触型」に分けられる。現在世の中に多く流通・利用されている
ものは「非接触型」の方だ。 
<非接触型> 
・赤外線方式 

赤外線を発射し、それが対象物に当たり、反射して返ってくる際の時間や
角度を計測することで、センサーとの物質との距離を計測し、3 次元化す
るスキャナである。仕組みがシンプルであるため、低価格帯のスキャナで
用いられることが多い。下図はハンディタイプの 3D スキャナの一例。(図
5) 

 

 
 
 

図 5 Sense / 3D Systems 
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・写真合成方式 
対象物の写真を様々な角度から撮影し、それらを組み合わせてひとつの 3D
モデルとする方法である。iPhone などのスマートフォンのアプリでも気軽
に利用できるうえ、きちんとした専用の写真ブースを構えれば、一瞬で 3D
モデルを作るのに必要な写真を撮影することもできる。解像度が粗いのが
難点。 

 

 
 
・プロジェクション方式 

対象物に特定のパターンを投影し、ものに当たって歪んだそのパターンを
撮影し、そこから 3D モデルを作り出していく方法。ある程度の解像度が
担保できるが、スキャンに大掛かりな器具を要することが多い。 

 

図 7 “BodyScan”にて身体にフリンジパターンを投影し 3Dスキャンをして

図 6 写真合成方式を利用した 3D撮影ブース”Dooblicator” 
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いる様子 
 
 

<接触方式> 
対象物に直接触れることで、その形状を把握する方式。仕組みとしては以
下の画像のおもちゃがわかりやすい。触れるためかなり解像度は高いが、
スキャンには時間がかかる。 

 

図 8 後ろから押すと、その形が浮き出てくるおもちゃ「ピンプレッション」 
 
 
[2-2-3] 3D スキャナの現状 
そして、3D スキャナにも、3D プリンタ同様それを「オープンソース」としよ
うとする動きがある。たとえば 2009 年にカイル・マクドナルド氏によって作ら
れた™DIY 3D Scanning”(図 9)では、専用の機材を一切使わずに対象の 3次元デ
ータを取得する試みであり、そのソースコードは全て公開されている。 
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図 9 DIY 3D Scanning 
 
しかし、現状ではまだ普及しているとは言い難いような状況である。 
多くの人でも手にできるような低価格のものも存在するがその解像度は低く、
高解像度のスキャナは非常に高価で一般の人々が使うにはまだ時間がかかる。
私は普段 FabCafeTokyo というデジタル工作機器を扱う施設でスタッフをして
いるが、相談をもちかけられて困ってしまうもののひとつがこれだ。型取りの
できないくらい複雑なプロダクトのモックをどうにか壊さぬようスキャンでき
ないか、という相談であるが、それは赤外線方式では難しいほど小さく、また
施設は高解像度なスキャナを持たないため、どうやってもその場でどうこう出
来ない。 
 
また 3Dスキャンは、写真を撮るのと同じであると考えるとよい。写真を撮ると
きには着る服の色や太陽の向きやそのアングル、ポージングに気をつかう必要
があるし、撮った写真の多くは写真加工ソフトにてその写り具合を調整する。
これが 3Dモデルにも必要であることが多い。 
この 3Dモデルをいじる、という感覚がまだ世の中に浸透していないからではな
いかと考える。写真と対比すると少しイメージしやすくなるのではないだろう
か。 
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いまではユーザー数が 4億人を超える写真共有 SNS サービスの instagram に代
表されるように、写真の素養がない方でも、スマートフォンでこれまでに比べ
たらはるかに高解像度の写真を撮影し、それを自由にシェア出来るようになっ
た。人々の写真に対するリテラシーは非常に高くなっている。これも、私が
FabCafeTokyo で、ものづくりをしたことがない方でもレーザーカッターを体験
できる「マカロンFAB」と呼ばれるサービスを行っているときに感じた。スマ
ートフォンひとつ持って来店した高校生の方に「写真は白黒でお願いします」
「正方形か正円でトリミングしてください」とこちらから言ってみると、すぐ
にアプリでそれをパパッと行い、さらにはオリジナルの文字なんかを入れたり
して、加工用のデータをすぐに用意してしまう。これらは以前は PCと写真編集
ソフトを行ってやっと出来るような操作であったが、聞いてみるとその方は家
では PCには触らないそうだ。それぐらい、写真編集は気軽なものとなっている。 
ところが、これが 3D データとなると、とたんに話は変わる。「拡張子」の話は
意外とわかってもらえず、イチから説明することになる。当然であるが 3Dデー
タをいきなり持ってくる方も少ない。 
 
 
3D プリンタが世間の話題になってしばらく経つが、一般の方でもツールとして
利用できるにはまだ時間がかかりそうである。ここで挙げた高解像度 3Dスキャ
ナの普及と、3D データの操作技術の一般化。これらも現時点で 3D データが広
く世の中へ出ていくうえで障壁となるものの一部となっているのではないだろ
うか。 
 
[2-3] 接触型 3D スキャナ制作のきっかけ 
こういったオープンソースハードウェアや 3Dスキャナの現状がある中で、今回、
接触型 3Dスキャナを作るきっかけになった出来事は 2つある。  
ひとつは宮城大学の土岐謙次准教授より田中浩也研究室に持ちかけられた「版
木」のスキャンの話であった。「版木」とは木版印刷に使われる板のことである。
長い間、職人の手によって掘られてきたが、徐々に技術が発展し代替されるも
のが現れ今日では失われつつある伝統産業品のひとつだ。今回の話でも、実際
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に後継者がいないため、職人の方の代で途絶えてしまう。 
それを防ごうと持ち上がった話が、その版木を 3Dスキャンして、受け継がれて
きた多くのノウハウを保管しようとするものだ。  
版木は実際に近くで見てみると、その技術力の高さに驚く。職人がひとつひと
つのパターンを手で彫っており、1回 1回の彫刻刀の入り具合によって繊細な模
様が形づくられている様は非常に美しい。ただしそれゆえにその模様は非常に
細く、世の中で広く使われ始めた赤外線方式(注釈)や、写真合成方式の 3D スキ
ャナではその細部をデータ化することは難しい。  
そこで、いくつかの方式の 3Dスキャナを試してみることになったのだ。  
 
そして、もうひとつはローランドDG社が発売したModela MDX-15/20 に付属
していたセンサーユニットの存在だ。この機械は X,Y,Z の 3 軸をもち、その先
端にドリルやエンドミルを取り付け高速で回転させながら機械制御することで、
デジタルデータのとおりに物質の切削が行えるCNCミリングマシンのひとつで
あるが、その先端を前述のセンサーユニットに変えることで、高さ方向を検知
することの出来る 2.5 次元スキャナとしても使用することができた。そのセンサ
ーの仕組みはピエゾ素子が使われた少し特殊なものだ。ピエゾ素子に電圧をか
けることで、センサーの先端に取り付けられた針そのものがわずかに振動をす
る。その状態で針がものに触れると、その振動の変化が電圧の変化となって「接
触」を検知できる、といった流れである。それを X,Y 方向にしらみつぶしに繰
り返し、対象物の形を検出していく。センサー自身が振動することにより、ほ
んのわずかな接触も検知することが出来るため、非接触型のものよりも非常に
高精度なスキャンが可能であった。 
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  図 10 ZSC-1 

 

  図 11 MDX-15 と ZSC-1 によるスキャンの様子とその取得データ 
 
こちらの問題はその性能とは 3 つ別のところにあった。ひとつは、Modella 
MDX-15/20の後継機ではそのスキャンユニットを使用することが出来ないこと。
もうひとつはソフトウェアがクローズドであること。最後のひとつは、スキャ
ン範囲が限られてしまうことである。いまから最新のローランド DG 社製の
CNC ミリングマシンを買っても、この接触によるスキャンを行うことは出来な
い。そこでこのセンサーを別の機械で使おうと考えたところで今度はソフトウ
ェアがクローズドであるため、うまくセンシングできない。MDX-15/20 はセン
シングの範囲も限られており、ステージに乗らない大きい物はスキャンできな
い。以上の理由から、このセンサーユニット単体での活躍の術を模索する必然
性が出ていた。  
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2-2-3 でも述べたとおり、3Dスキャナの世界はまだ発展途上である。なにかスキ
ャンする必要があった場合、その未発達なスキャナに合わせて対象物やその方
法に工夫するしかない。それらに対してベストマッチする機械がない限りは。 
そこで、なければ「作る」という選択肢が登場する。 
 
3D スキャナをつくる要因となったこれらふたつの話は非常に相性が良かった。  
ひとつは高精度で版木をスキャンする必要があったこと。もうひとつは高精度
だが様々な用途で使うことができず、かつ範囲が限られているセンサーをうま
く工夫して活用すること。これらを併せて、高精度でオープンに利用できる接
触型 3Dスキャナの開発が始まった。  
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[3] 制作について 
 
ここからの制作の流れは時系列順に記す。この制作は一筋縄ではいかなかった。
前述であるが電子工作の素人である私自身は多くの壁にぶつかり、苦しみなが
らそれを乗り越え、少しずつ進んでいった。きっとうまくいった結果だけをこ
こで記すよりも、失敗を含めたその過程すべてをここに書き起こすことこそが、
どのような心構えや知識が必要なのかわかるはずである。 
特に、私と同じ電子工作に苦手意識を持っている人に読んでもらいたい。  
 
[3-1] 今回の機械の構成について 
 
田中先生より提案された今回のHackの1番最初の設計はこのようなものである。  
まずRepRap機をX,Y,Zの3軸プロッタとして活用できるところまで分解する。
そのうえでエクストルーダーがあった部分にセンサーユニットを装着し、オー
プンに誰でも使うことの出来る G コードでその動きを制御していく。センサー
ユニットはArduino を用いることでそれ自身を振動させ、また接触も検知する。
RepRap 機は Processing からシリアル通信にて G コードを直接送り込むことに
よって制御する。  
 
これは SFC の授業でやっていることの集大成みたいなものだ。Processing や
Arduino はデザインやエンジニアリング初学者向けの教材として、多くの授業
で活用されている。センサーの値を取ることも、シリアル通信で他のハードや
ソフトと通信を行うことも、当然カリキュラムの中に含まれている。  
また、G コードによる Hack も多く行われており、Web 上にそのコマンド一覧
は公開されている。vii  
だからこの設計を聞いたときには、特別難しいものだとは思わなかった。  
 
センサーユニットは、田中先生と慶應義塾大学特任講師の相部範之さんによっ

                                            
vii [Reprap.org(http://reprap.org/wiki/G-code)] 



 

 
17 

て解析され、Modela に取り付けた状態で使用した際に、センサーに対して周波
数 2000Hz,電圧 1.4V の電気が流れていることがわかった。これと同じものを作
って流してあげれば、中のビエゾ素子がセンシングするのに最も適した状態で
振動をすることになる。  
 
問題は RepRap と、Processing, Arduino の 2 つが同時にシリアル通信を行うこ
とが出来ないことだ。通常ひとつの PC で行うことのできるシリアル通信は 1
つだけである。Arduino 経由でセンサーユニットの接触を判定することが出来
たとしても、それを RepRap の制御をする Processing に渡し、その挙動を変え
ることは出来ない。どちらかの通信で行う必要がある。  
そこで、今回はセンサーユニット周りの回路と、Processing 経由で送信する G
コードを工夫することによってこれを回避することとした。それはセンサーユ
ニットを直接 RepRap の温度センサ(サーミスタ)の端子の部分に刺してしまい。
Processing では温度データ取得の G コードを送る。そうすることで、Arduino
を介することなく Processing のみで接触の判定が可能となる。  
 
これらを全体の構成としてこしらえたうえで、実装に入っていった。  
実際に動き始めたのは秋学期が始まったのとほぼ同時の 10 月はじめ。宮城での
お披露目は 10 月末。  
まずは制作まで 1ヶ月の予定である。  
早々とまずは動くものを作り、あとはどんどん改良を重ねていくつもりであっ
た。  
 
しかし、これらの楽観的な想定は、現実とはるかにかけ離れたものであった。  
 
[3-2] RepRap 機のコントロールが出来るようになるまで 
 
まず準備をしたのがRepRap 機である。既存の機種を分解し、3軸のプロッタと
して利用することによって、それは 3Dプリンティング以外の様々な用途に利用
できるようになる。既存のもののうち、まず最初に手をつけたのは Solidoodle
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と呼ばれる 3軸のオーソドックスなRepRap だった。(図 12) 
 

 

 
しかし、これはGコードでいきなり動かなかった。  
RepRap 機を動かすために専用で作られた CAM ソフト(“Repetier-Host”など)で
あれば動かすことが出来るのだが、これと同じことを Processing から Gコード
を送ることによって成そうとするとうまくいかない。  
動かない、となったときにまず考えるのは"悪いのは人なのか機械なのか？"とい
うことである。私はずっと自分が悪いのだろうと Processing から様々なGコー
ドをいろいろな送り方でもって試した。たとえば”\n”と Gコードの後に打つと、
それが改行の合図となる。G コードを直に送っていく場面では意外とこの改行
が重要な役割を果たすことも多い。ただ、今回の場合はそれらの施策もまった
く意味をなさなかった。  
 
その状態になってふと最初に立ち返り、機械の方を疑うことにした。幸いにも
研究室には他にも Solidoodle があった。自分が分解しているものとそれらとを
比較することによって、どちらに問題があるのかを明らかにすることが出来る。  
その予感は的中した。他の Solidoodle では Processing からの命令が問題なく送
信できるにも関わらず、私が最初に悪戦苦闘していたものでは動かない。明ら

図 12 RepRap 3Dプリンターのひとつである Solidoodle 
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かに機械の問題であった。  
そこで、別の Solidoodle を試すことにしたのだ。幸い研究室には Solidoodle がも
う一つあった。  
 
しかし、次の Solidoodle もどうやら様子がおかしい。Gコードでの操作は受け付
けるが、どうにもラグがあり、信号を送った通りの挙動をしてくれない。”G28”
を送信すると実行される原点への移動は問題なく行えるものの、”G1”を用いた
指定位置への移動は行うことが出来ない。これには困った。  
この時に既に話をいただいてから1ヶ月が経過しており、宮城大学へ訪問して、
実際に 3Dスキャナをお披露目する日は目前だった。  
しかし、当日までこの問題が解決することはなかった。  
 
ただし、版木のスキャンに関してはベストマッチな方法を土岐先生が掴んでい
た。それは超高性能の光学式 3Dスキャナである。200 万もするというそのスキ
ャナは、ものの数秒で広い範囲の高精度スキャナが可能であった。数が多い版
木も、時間をかけずにきちんと細部までスキャンすることができる。版木のス
キャンについてはこれで安心である。  
 
制作に話を戻す。 
Solidoodle が動かない要因のひとつは、そのファームウェアだった。  
RepRap 機は G コードで動かすことができるが、その G コードを受けとって、
どうそれを処理して機械の駆動に変換していくのか。それを定義するために裏
にはしっかりソフトウェアが存在する。今回はどうやらその部分に問題があっ
たようだ。  
そこでファームウェアの書き換えを試みた。以前 RepRap のハックにチャレン
ジしていた研究室のメンバーの守矢拓海くんに協力してもらった。 
参考にしたのは脚注のWeb であるviii 
しかしながら、ファームウェアの書き換えには失敗した。ボードの認識がどう

                                            
viii http://support.solidoodle.com/hc/en-us/articles/201317740-Firmware 
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してもうまくいかなかった。  
こうして Solidoodle は 2 台とも、私の思い通りに動くことはなかった。  
 
最終的にこの問題は、ORIONという機種を代替的に使用することであっさり解
決した。  

 

 
研究室のメンバーである佐藤健史くんにその使い方を教わり、RepRap で G コ
ード制御によって動くスキャナの準備が整った。  
RepRap の問題が解決の兆しを見せたころ、他方では別の問題が発生していた。  
 
[3-3] センサーが正常に動作するようになるまで 
 
RepRap の問題と格闘していたころ、並行していじっていたのが今回のメインで
もあるセンサーユニットである。こいつも曲者だった。あらためて説明するが、
中のビエゾ素子に対して 2000Hz,1.4V の電気をかければ、うまく振動しセンサー
として使えるようになる。問題はどうやって 2000Hz,1.4V を出力するかであった。  
 

図 13 デルタ方式を採用した RepRap3D プリンター”ORION” 
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まずは 1.4V の方を解決しようと試みた。  
私は 1.4V の作り方すら曖昧であった。田中先生に教えてもらった。  
分圧回路を用い、細い抵抗の値は半固定抵抗を用いて微調整していく。  
きっと基本中の基本なのだが、実際のところ 1.4V などというピンポイントな電
圧を出す必要のある場面にこれまで当たってこなかった。Arduino は誰でも簡
単に使えるうえに、電圧や電流の値にあまりこだわらなくてもそれなりに使え
てしまうため、そういった必要な知識を身につける機会を失っているのかな。
とも感じた。(同時に私自身の無知を恥じた。)  
 
そして苦しんだのが周波数の方だ。2000Hz をどうやって出すか。  
ArduinoUno は、もともと 1,600,000Hz の周波数が流れている。それを PWMで
2000Hz に戻せばいい、というのが田中先生の意見だった。  
PWMというのは、擬似的に電圧を操作するような技術であり、一般的には周波
数のON/OFFの比率を変化させる目的で使われる。 
ファブラボ鎌倉のファブマスターである加藤未央さんや大谷太郎くんからも同
様の指摘をいただいた。  
具体的にはどうするのか？それは周波数のONとOFFの間に delay を挟み、無
理矢理に周波数を落とす方法である。少し解説する。  
 
そもそも周波数とは、波の周期の数である。1Hz は 1 秒間に 1 回波が起こった
ことを表す。  

 
つまり 2000Hz は 1 秒間に 2000 回波が起こっている。  
そして、この図はアナログの波であるが、今回はデジタルの波である。  
「デジタルである」ということは「0か 1である」ということだ。つまり波の形
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はこのようなパルス波と呼ばれる波形となる。0が 1になる命令、1が 0になる
命令、この 2つがセットとなって 1周期である。つまり 2000Hz の場合には 4000
回、ON/OFFの変化が起こるタイミングがある。  
 

    
 
一方でArduinoUno は 16,000,000Hz、つまり 1秒間にかなり高速でその命令を送
っている。  
そこで、これを命令を遅らせる”delay”という関数を用いて意図的にそのペース
を変えようという発想である。  
 

 

 
ただし、これでは、ON,OFF の他になにか命令を挟むとそのテンポが狂ってし
まう。  
Arduino は 2000Hz,1.4V を出すだけではなく、センサーの値を受け取る役割もあ
ったため、このままではうまく行かない。 
そこで、相部範之さんからは Arduino 以外から 2000Hz を生み出す方法として
水晶発振器を作成することを勧められた。タイマーIC を用いたアナログの発振
回路を組む方法である。 しかし回路に対しても知識がない私はここでも手が止
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まる。 
そこで私の技量に合わせて田中先生が提案したのは、発振用と値の取得用、2つ
の Arduino を用意するといった方法であった。通常であればこのようなことは
しない。それでもこれであれば問題は発生しない。間違いなく目標達成のため
の最短経路であった。ここからアナログ回路で色々と試行錯誤していくのでは
また時間がかかってしまう。決してスマートではなかったが、身の丈に合った
その方針で進めることとなった。  
 
ここでも私自身にはまったくわからない事態が起こる。  
何度か周波数を変えるための試みをしているうちに、センサユニットが振動し
なくなってしまったのだ。  
もともと、くれぐれもセンサーに大きな電圧をかけないようにと念を押されて
いた。しかし、実際には何回かかけたような記憶もある。あるいは高すぎる周
波数をかけてしまったかもしれない。それが原因で中の回路がダメになってし
まったのだと思った。  
このときは、冷静になって回路を何度も繋ぎ直した。繋ぎ直していくうちに、
センサユニットは再び駆動するようになった。  
 
だがしかし、自力では結局 2000Hz を作り出すことが出来なかった。周波数の様
子を見るためにはオシロスコープが必要なのだが、それすら満足に扱えなかっ
た。ここでも大谷太郎くんの力を借りた。ブレッドボードの扱い方がよくなく、
きちんとした回路が組めていなかったようだ。こうしてなんとか 2000Hz,1.4V を
作ることが出来た。  
 
この段階で、宮城から帰ってきてからさらに 1ヶ月が経っていた。3Dスキャナ
完成にはまだ多くの時間がかかりそうだった。  
 
[3-4] センサーの値を取得するまで 
センサーがきちんと振動するようになり、あとはここから接触の判定を取れる
ようになればよいだけであった。  
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あらためて説明するが、このセンサーのアウトプット端子を、直接ORIONに搭
載されているRAMBoという基板の温度センサー(サーミスタ)が付いていた箇所
と挿し替えて、RepRap 機を制御する Processing から、あくまで温度センサの
値を照会する流れでセンサーの値を読み取ろうという構想だった。  
 
そこでまず困ったのは、RAMBo に搭載された温度センサーの値をそもそも
Processing から取得できないことであった。温度を取得するためには”M105”と
いう G コードが存在している。通常であれば 3D プリンタは造形の際に、まず
その温度を基準の値まであげる必要がある。そのため温度センサの値は常に
CAMソフトが読み取っている。しかし、Processing から直接値を取得する方法
は調べるしかなかった。普通に”M105”を送って、AnalogRead で読み取るのでは
まったく取得できなかったのだ。フォーラムではその方法について話し合われ
ていたりしていたが、これも私には見つけられず、田中先生より指摘いただい
た。ただ、そこに書いてあった“X0”を付ければ取得できるという方法ではうま
く行かなかった。  
 
そこで田中先生に直接そのコードを見ていただくことになった。  
見ていただいた結果、そこにはただひとつの欠陥があった。”\n”が抜けていた。  
これは改行のために必要なものである。改行しないことによるエラーなどは出
ないため、完全に見落としていた。どこに間違いがあって、どこをどう直せば
正しくなるのかは、自分で見つけていくしかない。  
何か上手く行かなかったことに当たった時に、まずは順序立てて原因を探す。
そしてどんな細いところも疑い解決の糸口を探る。その精神が重要なのではな
いかと感じた。  
 
さあ後はセンサーの値が読めれば完成間近、であったのだが、これも一発では
いかない。読み取れる文字列が 0~1023 までの乱数状になっており、果たしてど
こが接触を表しているのかわからない状態であった。ここでこのセンサーが何
を取得しているのか改めて整理したい。センサーに触れることで、その波形の
振幅がわずかに変化する。振幅は電圧を表しているが、その変化は非常にわず
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かなものだ。そのため、センサーユニットには同時に増幅回路が入っている。
この増幅回路によって、そのわずかな変化を増幅させ、信号として出している。  
 
最初はこの AnalogRead では、波の周期に応じて電圧が上下しているのをセン
シングしているのではないかと予想した。0~1023の値がまんべんなく出るのは、
出力されている振幅、つまり電圧が、AnalogRead が読み取れる値よりも大きい
からではないかと予想した。そこで抵抗を挟み、電圧を抑えることを試みた。
しかしこれには効果がなかった。波形は小さくなり、電圧の値も小さくなった
が、依然として乱数状であることは変わらず、接触した場合、していない場合
でセンシングできる値に変化がなかった。  
 
ここに来て、かなり困った。いよいよセンサーの故障を疑った。  
田中先生と一緒にもう 1回回路を見直した。  
すると、一度だけ、センシングされた値が安定し、接触したかどうかがはっき
りわかる瞬間があった。  
接触が起こった瞬間だけ、電圧が 1.4V からわずかに下降し、AnalogRead の値
も明らかに変化する。  
解決か・・・？そう感じる瞬間が確かにあった。  
 
しかし、値はすぐに元に戻ってしまった。  
そこで考えられたのは、単なるワイヤ同士の接触である。これまで私はワイヤ
同士をワニ口クリップなんかで雑に繋いでいたのだが、そもそもこういったプ
ロトタイピングでワニ口クリップは使わないらしい。そこに解決の糸口がある
かもしれなかった。  
そこで、半田づけ出来るものはして、ワイヤの配置も出来る限り工夫して、回
路を見なおした。  
すると、再び値は安定しだした。接触を検知できるようになった！  
静かな感動を強く噛み締めた瞬間であった。  
 
思えば一流のハッカーの机は綺麗だ。  
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以前Fablab つくばに取材に行ったことがあったのだが、そこで見た相部範之さ
んの机は多くの電子部品に囲まれながらもきちんと整理整頓されていた。  
電子回路においては細やかな気遣いが欠かせない。それをズシッと身体に教え
こまれた気分である。  
 
[3-5] スキャンしてみるまで 
 
ここまで来たらあとはこれをRAMBoに装着するだけである。装着については、
これまでのように特別困ることはなかった。サーミスタの INPUT,OUTPUTの
端子を外して、代わりにセンサーユニットの OUTPUT の端子を差し込む。そ
れだけのことである。そのまま刺していいのか、少し不安はあった。そこで、
もともとサーミスタのINPUTとOUTPUTが何を送り何を受け取っているのか
を調べた。サーミスタとは要するに温度によって値が変わる抵抗である。INPUT
で受け取った電圧に対して、抵抗をかけた上で OUTPUT から吐き出す。その
値に応じて温度がわかるといった仕組みである。要は OUTPUT の電圧を測っ
ているので、今回のセンサーユニットの OUTPUT の仕組みとまったく一緒で
ある。そのため電圧の範囲さえ同じであればそのまま繋げてしまっても何ら問
題はない。今回サーミスタには 2.5V ほどの電圧が流れていたため、それ以下の
電圧である 1.4V であれば問題なく接続できると判断し、直接繋いだ。  
 
繋げたうえで、Processing から温度を計測する G コードである”M105”を送る。
すると温度を計測するように、センサーユニットによって検知された接触の様
子が返ってくる。これでついにセンサーの値をGコードを用いて Processing で
読み取る、といった当初の目的が達成された。  
 
あとは G コードをうまく送り、3D スキャナとするための Processing のコード
を書くだけである。  
基本的には、指定した範囲の x,y 座標にすべておいて、しらみつぶしに接触して
いき、その高さを検知すればよい。それらを点群として記録していき、最後に
csv ファイルとして書き出す。まずはそんなプログラムを作った。  
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しかし始めてみると、うまく取得できないパターンがある。困った。しかもデ
ータの取得にひどく時間がかかってしまう。課題は多かった。そんな中で初め
て取れたテクスチャがこのようなものだ。解像度は低く、何をスキャンしたの
かまったくわからないが、何かはスキャンできた。 
このときは 1mm間隔で 15x15 のポイントをスキャンし、2時間ほどかかった。  

 

 
解像度が低い理由のひとつは、ピッチが広いことにあった。  
現状では x,y 平面上を 1mmピッチで移動しているが、より細かく移動していく
ことで、  
接触型スキャナの特性を活かした高い解像度を出すことが可能となる。  
 
しかしそのためにはスキャナの速度向上が必須であった。  
このスキャンデータを作るだけでも 2時間以上の時間がかかっており、  
たとえばx,y方向に対し2倍の解像度とするだけでも、単純計算で8時間かかる。  
その部分の解決がなにより最優先であった。  
 
最初に最大の高さを定義し、その下の部分を全て測っていく。  
このセンシング範囲を工夫することで、なんとかセンシングの時間を短縮でき
ないだろうか。  

図 14 はじめてのスキャンで取得したテクスチャ 
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そのために私はまず MDX-15/20 に取り付けたときの動きを観察してみること
にした。  
 
[3-6] スキャナの改良 
 
MDX-15/20 を観察したところ、その独特な動きに気がついた。 
このスキャナは、物質を点の集合ではなく、線の集合で捉えている。 
そのためいきなり上下運動をするのではなく、まず横方向に直線的な運動をし
ていく。そうして一列のおおまかな形を取ったあとに、0.1mm 以下の単位の非
常に繊細な動作へと移行していくのである。 
まずはこれを、自身のマシンでも実践してみることとした。 
 
しかし、ここで再びトラブルが起こる。 
これまで取れていたはずのテクスチャが取れなくなってしまったのだ。 
オシロスコープから見える電圧の波も変わってしまった。 
3 歩進んで 2歩下がるとはこのことなのだろうか。 
 
これまで僕がオシロスコープで見ていたのは、もとからあった波形の振幅が接
触するか否かで変化する状態であった。これで、ある程度正確に接触がとれて
いたので、問題はないと思っていた。しかし実際、正しく動作する状態では 
波形の振幅ではなく、その電圧の大きさ自体が変化するはずなのである。 
そこで、いまある電圧をグラフで表示してみた。 
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しかし、ふたつの電圧には大きな違いがない。平均をとってみても、両者とも 0
から 1023 のちょうど真ん中の値、511 ほどとなった。 
ここで考えられるいちばん大きな可能性は、このセンサーユニット自体が壊れ
てしまったことということだ。壊れてしまったために、出力側から正しい電圧
を返せない。 
 
そこで、新しい ZSC-1 を付けてみることにした。 
しかし、それでもまったく変化がない。 
 
いよいよ手詰まりとなる。 
しかし、ここでこれまで書いてきたこのドキュメント自体が活きてくる。 
この文章をもとに、またイチから立ち返って、このスキャナが動かない原因を
考えてみることとする。 
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[4] 考察 
制作を行ったうえで、改めて「3Dスキャナ」と「Hack」について考察した。 
 
[4-1] 3D スキャナの展望 
3Dスキャナは前述の通り、非常に今後注目されうるデジタルツールである。  
高精度でスキャンすることにより、様々な分野への応用が可能である。 
田中浩也研究室では以前、OBの冨中裕介さんを中心にこのセンサーユニットを
利用した高精度スキャンによって、自然物のテクスチャを取り出し、それを他
のものに貼り付ける試みを行ったことがある。このように、このスキャナはモ
ノの繊細な表面を採ることに長けている。それではここからどのような活用法
が考えられるのだろうか。 

 

 
 
[4-1-1] 社会における 3D スキャンの活用 
 
それではこの 3D スキャナが活用される場面にはどのようなものがあるのだろ
うか。 
 

図 15 自然物を応用した 3Dテクスチャデザイン(冨中裕介, 田中浩也) 
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たとえば、建築のリノベーションといった場面ではどうだろうか。 
日本には多くの古屋が存在しているが、その多くは老朽化が原因で人が住んで
おらず空き家となっている。そこでそれをリノベーションし、大胆に作り変え
ることで新たな住居や施設として活用する事例が多く出てきている。 
 
私が直接知っている例としてひとつ挙げると、岐阜県飛騨市に 2015 年に新し
く誕生した「FabCafe Hida」もそのひとつである。 もともと使われていなかっ
た古民家を内装から外装から全てを取り替え、滞在 (宿泊)のできる施設として
リノベーションが行われた。 そこでのリノベーションの考え方を紹介したい。 
まずそこにいまあるもの、形だったり佇まいだったりといった様々なものをひ
とつひとつ観察する。そのうえで、そこから意図やストーリーを読み解き、さ
らに新たな一手を足していく。まるで「上の句」に「下の句」を付けるように。 
そこで上の句をどう紡いでいくかは、下の句に影響する。上の句が文字なのか
形なのか、音なのか匂いなのか。あるいはその他の何か別の見方なのか。そこ
を軽んじたまま下の句を考えようとしても、上の句で挙げた以上の拡がりを考
えることは難しい。だから最初は、いまあるものを出来るだけ様々な角度で見
ることが必要である。「リノベーション」をしようと思ったときに、まず重要と
なるのはその敷地である。そして既にその場所には、長く続いてきた濃い物語
が続いている。そこに何かをしようとするならば、必然的にその物語の続きを
作っていく必要がある。そこで 3Dスキャナも、その続いてきたストーリーを読
み解くひとつのツールとして活用が出来るのではないだろうか。 

 

図 16 リノベーション前の古民家 図 17 リノベーション後のお祭りの様子 
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田中研 OB であり FabCafeHida 立ち上げを行っている岩岡孝太郎さんには、こ
の 3Dスキャナをリノベーションに活用していくという観点では、 
 
“「採取」的な手法/フィールドワーク/ワークショップとは異なる。「生活」とい
う視点で考えてみたらどうだろうか。” 
 
といったコメントをいただいた。 
 
3D スキャナはアーカイブとしてとりあえず目的もなく使われる、といったこと
も多いが、よりその先を考えるための能動的な使い方がされれば、そこにデジ
タルファブリケーションの強力な力も相まって、より社会的な活用が広がって
いくだろう。 
 
 
[4-1-2] ”3D スキャナ”の発展の可能性 
これまでの 3Dスキャナは、あくまでその「外形」しか取ることが出来なかった。
それはこれまではプロトタイピングのため、外見のみの用途として利用してき
たからだ。  
一方で、データを物質化する 3Dプリンタにおいて、扱えるマテリアルはどんど
ん増えてきている。医療用に開発されたFABRIAL と呼ばれる柔らかい素材や、
病院食や宇宙食として期待されるフードプリンタなど、もともとラピッドプロ
トタイピングのために使われていたものは、用途に併せてその姿を変えながら
広がりを見せている。  
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そうなると、3Dスキャナにも外見以外の様々な物質情報をデータ化する必要性
が出てくるのではないだろうか？  
 
前述のとおり現状の 3Dスキャナはその外見のみを取得できるものである。  
しかし、現実空間に存在するその「もの」には、その他にもデジタル化可能な
多くの情報が付与されている。  
たとえば、そのものの「温度」であったり「重さ」であったり「匂い」であっ
たり、といった情報である。  
我々は普段その「もの」を様々な情報の集合体として捉えているにもかかわら
ず、現状スキャンできているのはそのごく一部だ。  
 
特に「触感」に注目して考えてみると面白い。  
佐藤雅彦さんはメディアアーティストとして人間の感覚や属性を捉え直す試み
などを含んだ多くの作品を発信している方だが、著書である『考えの整頓』に
て「触感」についてこう述べている。  
 

図 18 FABRIAL による柔らかい造形物 
(作:増田恒夫) 

図 19 Kitchen 3D Printer 
(作: 渡邊萌果, 田中浩也) 
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『目の解像度よりも手の解像度のほうが遥かに高い。  
たとえば髭をそり終わったのを目で確認するよりも、  
手で撫でてそり残しを確認したほうがずっと正確だということだ。』  
 
我々は一見、人間の感覚の中では視覚が最も重要であると思い込みがちである。  
しかし、触覚は視覚と同じかそれ以上に、人間の感覚の中では大いなる役割を
もたらしているのだ。  
昔に比べ容易にその「形」を作り出すことができるようになった 3Dプリンタの
世界でも、触感にフォーカスを当てた試みが増えてきており、たとえば 3D技術
の研究を広く行っている株式会社ケイズデザインラボでは 3D プリンタで造形
するものの表面をつくる試みとして「d3 テクスチャー」ixと呼ばれる独自のデジ
タルシボの研究を進めている。これまでラピッドプロトタイピングの用途とし
て使われてきたデジタル工作機器が、今後ラピットマニュファクチュアリング
として使われる、つまり最終造形物をいきなり出力していくように進歩してい
ったとき、その形のみでなく、手触りなどといった部分にまでこだわりが必要
になっていくのは当然の流れである。  
 
これまでの 3Dスキャナは視覚を満たすものが多かったが、ここで触覚にフォー
カスした 3Dスキャナとなれば、それはどういった情報をスキャンすることにな
るのだろうか。  
 
この「触感」を「デジタル化」する試みについては、既に先駆者がいる。  
「テクタイル」という活動は、触感を意識的に捉えるための多くの活動を行っ
ている。中でも「テクタイルツールキット」は特定の触感をデバイスの振動を
用いて実際に記録、再生できるものである。  

                                            
ix http://www.d3tx.com/ 



 

 
35 

 

図 20 テクタイルツールキットx 
 
 
こういった活動を精力的に行っているテクタイルのメンバーであるが、著書で
ある「触感をつくる(著:仲谷正史,筧康明,白土寛和)」の中で、触感の持つ要素と
して、「凹凸、硬さ、温度」の 3つを抽出している。 
 
そこで、これらを取得できる 3Dスキャナを想像してみたい。  
凹凸に関しては、従来の広く一般化している非接触の 3Dスキャナでは解像度が
足りないが、今回の接触型であればその問題はクリアできる。  
温度については、これも接触する強みを活かせないだろうか。スキャンする「も
の」に限りなく近くまでそのセンサーが近づくため、表面の温度も工夫次第で
取得可能である。  
柔らかさについても、これは接触というよりは押すような形になるが、もしあ
る程度接触しても問題のないようなものであれば充分取得可能である。  
 
これらの機能を接触型センサーに実装すれば、ものをその「形」のみでなくそ
こからもう一歩踏み込んだ「表面」で「記録」することが可能となる。  

                                            
x http://www.techtile.org/techtiletoolkit/ 
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私自身、3年生のころに「触感」をテーマに様々な試みをしていた時期があった。
具体的にはシリコンの表面をレーザーカッターで繰り返し何回も何回も彫刻し、
あえてそのゴムの繊維をボロボロにすることで、ツルツルだったシリコンから
は考えられないような、フサフサした表面にすることが出来るといった試みだ。
そして、そういった触感について考えてもらう機会をつくろうと制作したのが”
AnimalTextureToolxi"だ。これは送るデータの模様や、レーザー彫刻のやり方を
変えることによって、様々な触り心地をつくることが出来るというものであっ
た。これは触感の「再生」手段となり得ないだろうか。  

 
図 21 Animal Texture Tools を用いて作成したテクスチャ 
 
これらを組み合わせることで、触感をデジタルで表現することが可能となる。
そうやって考えてみるとスキャナはまだまだ可能性を持っている。  
 
たとえばものの中身をスキャン出来たらどうだろうか。  
中身をスキャンする方法は、既にいくらか存在する。一方向からその中身を捉
えるレントゲンや、全方位を捉える CT スキャンなどといった技術は、医療現
場や、飛行場の荷物検査などで既に使われている。  

                                            
xi http://fabble.cc/hiroohba/animalxtransxsheet 
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いわば中身の「記録」は既に行える。  
研究室の先輩である冨中裕介さんはものの中身を、3Dディザリング法で表現す
ることで、3Dプリント造形物の充填密度を変え、ものの柔らかさや光の透過を
付与することができる。これは中身の「再生」と呼べないだろうか。  
こうして捉えていくことで、どんどんものの捉え方が増え、記録できるもの、
再生できるものの種類も増えてくる。  

  

図 22 2 つの充填密度の異なるモデル(冨中裕介) 
 
こういった視点で考えれば、3Dスキャナは単に 3次元の形状を読み取れる機械
という理解ではなく、現実(フィジカル)の空間の様々な「物質」の要素を「情報」
(デジタルデータ)へと変換できる装置と捉えることが出来るだろう。 
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[4-2] オープンソースと”Hack” 
[4-2-1]”Hack”の拡がり 
また、今回の制作では Processing, Arduino, RepRap など多くのオープンソース
を利用してHack を行った。 
そもそもHack とはどういった行為なのだろうか。もともとはこれもオープンソ
ースと同じくソフトウェアの分野にて広く使われ始めた言葉であるが、いまで
はもちろんハードウェアの分野でも用いられるし、ライフハックなどといった
言葉まで登場している。 
近年では数日間か集中して、新しいものを生み出す「ハッカソン」というもの
が登場している。これは「ハック」と「マラソン」を組み合わせた造語で、数
日間の中でガッと既存の何かから新しいアイデアを創出するものである。 
1999 年ごろより行われ始めたこの活動であるが、目的は何も新しいモノの創出
ばかりではない。そこで行われるハックが、教育などの行為にも繋がっている。 
 
いま教育現場では、生徒が教師の言葉を一方的に聞くのではなく、実際に手を
動かしながら学ぶ教育が積極的に導入されている。 
その背景には、Arduino などの安価なマイコンボードの導入や、なによりオー
プンソースの拡がりが大きい。 
マサチューセッツ工科大学のニコラス・ネグロポンテ氏は、発展途上国の子供
に対して一人 1台 PCを配布する「”OLPC”(One Laptop Per Child)」xiiと呼ばれ
る取り組みを行っている。 
さらには、田中浩也研究室では、廣多岳さんを中心にデルタ型のCNCフレーム
を 1万円で制作し、配布する「”OCPC(One CNC Per Child)”」xiiiと呼ばれる試み
が行われている。これによって人々は、それぞれがオリジナルのマシンを制作
することを通して、機械に関する知識、ソフトウェアに関する知識、工作の知
識などを、実践を通して学ぶことが出来る。 
 
 
                                            
xii http://one.laptop.org/ 
xiii http://fabble.cc/gakuhirota/ocpc 
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このように、ハックをするという行為自体が、少しずつ様々な形で広がりつつ
ある。 
それではそもそも”Hack”とはどのような行為なのだろうか。少し考えてみたい。 

- 23 OLPC��"������ 

)&��� PC”XO-1” 

- 24 OCPC��"������ 

)&����!�. CNC 
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[4-2-2] “Hack”の語源 
こういった拡がりを見せるハックだが、プログラマーであるすずきひろのぶさ
んの「”hack”の語源xiv」によると、コンピュータ世界でのHack という用語は 70
年代前半には既に用いられ、そこでは 
“道なき道を独力で自分で切り開いてつき進む” 
というニュアンスがこの言葉の根源にあると記されている。 
 
そのうえで評論家の山形 浩生さんは、これをもう少し詳しく解説している。xv 
その中で、Hack を表す表現として、 
 
“正しいことを雑に” 
“ラフでも自分のニーズに合わせて手早く作りあげたものを重視する考え方” 
“ゼロからつくるより、その場のありあわせのツールを使って組み立てるもの” 
 
といったキーセンテンスをいくつか残している。 
ここから言えることは、要するに、Hack は”目的に対する最短経路の算出と進
む速さ”が重要であるということではないだろうか。 
  
世の優秀なハッカーも、この考えから逸れない活動を行っている 
iPhone や PlayStation3 など、プロテクトがかけられたソフトウェアたちを軒並
みハッキングしたことで名を轟かせている、ハッカーのジョージ・ホッツ氏は、
先日多くの企業が時間をかけて試行錯誤しながら開発している自動車の自動運
転システムをわずか 1ヶ月で作り上げて話題となった。xvi 
それは既存の車に、市販のカメラやセンサーを多く詰め込み、さらには人工知
能のプログラムを組み、それを解析して自動車の制御へと送るやり方である。
製品化にはまだ課題も多いかもしれないが、このスピードに価値があるはずで

                                            
xiv http://www.infonet.co.jp/apt/march/bookshelf/hacker.html 
xv http://cruel.org/freeware/hack.html 
xvi http://www.bloomberg.com/features/2015-george-hotz-self-driving-car/ 
   http://gigazine.net/news/20151217-george-hotz-build-self-driving-car/ 
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ある。 
 
そしてそのスピードや道無き道の創造を支えるのがオープンソースである。 
過去の産物を流用することによる時間の節約は大きい。 
 
かつてハッカーというものは一匹狼のイメージだった。つまり DIY(Do It 
Yourself)である。しかし、なんでも一人でやるのみではたかが知れている。 
実際、ハッカーの多くは膨大な過去の偉人によるライブラリを利用したりとい
った、DIWO(Do It With Others)へと変化しつつあるのだろう。インターネット
がそれを可能にした。 
 
そのため、インターネットですぐにやり取りが出来るソフトウェアがまずどん
どんハックされるようになった。 
そして、同時にデジタルデータとして利用できる画像や映像においてもハック
のような試みがはじまり、さらにはいま、ハードウェアにもその波が来ている
ということである。 
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[4-2-3]今回の”Hack”の振り返り 
そのうえで、今回のHack を振り返りたい。 
Hack を行ううえで、重要となる目的、今回はなによりも ZSC-1 というスキャン
ユニットをRepRapに取り付けて制御することであった。そのためにProcessing
と Arduino というオープンソースのものを多く利用した。 
制作においては多くの壁に最初に当たった壁は RepRap がうまく動作しないと
いうものであった。 
こういった壁にぶつかった際には、その原因となるものを「論理的に紐解いて
いく」ことが重要である。まずは機械が悪いのか？それとも人間が悪いのか？ 
たとえば別の RepRap で動かしてみたら動くかどうか。機械の原因だとすれば
それはどの部分にあるのか。回路の問題なのか内部のファームウェアの問題な
のか。どんどん掘って、取り除かなければならない原因をまずは特定する。 
そして次に考えるのが、どうしたら一番手早く解決できるのか。今回はファー
ムウェアの書き換えを試みたが、うまくいかず、そこでその RepRap 機自体を
バッサリあきらめ別の機械を持ってきている。 
 
同時に当たったもうひとつの壁は、電子回路の壁であった。1.4V の電圧に
2000Hz の周波数を持った信号を出さねばならない。特に 2000Hz の信号を出す
のが難産であった。そもそも周波数の知識がないため、一向に進まない。こう
いった自分にない知識が必要な場面に当たったとき、ハックの場合は誰かに聞
いてしまうのが一番早い。インターネットがあれば、連絡も容易だ。 
さらに今回は、ひとまずの動作を何よりの目的としていたため、本来であれば
特定の周波数を作り出すために使用するタイマーIC を使わず、Arduino をまる
ごと 1台利用して作り出すという方法に出ている。強引だが、この方が「早い」 
のである。 
 
 
そしてHack を進めて行くうえで何より大きかったのが、いろいろなことを教え
てくれる先生、先輩、後輩の存在であった。 
ソフトウェアと違って、ハードウェアを作る際に容易ではないのは、得た情報
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と、実際の回路の挙動が異なる場合である。電子回路を見ながらああでもない
こうでもないと議論をするには、やはりネット越しではなく直接会う必要があ
る。そこでやはり環境は重要である。家でひとりでは解決しない。そういった
知識を多く持った専門家の集まる場所で行うということは一見その Hack 自体
の大きな流れとは関係ないかもしれないが、非常に重要である。 
さらには、自分で気づかない部分を、誰かに見てもらうことで解決することも
ある。 
今回も Processing と RepRap で通信を行う際に、改行の合図である”\n”をつけ
忘れていることに気づいたのは、自分ではなく他人であった。 
何気ない会話の中で糸口が見つかることも多くある。 
 
多くのひとは、そういった環境にはないかもしれない。 
特に新しいことをやるときには、その組織やグループの中で自分が最も技術に
優れていたりすると、かえって聞けないこともある。 
そこでは「環境づくり」から始めるとよい。 
まずはそのトピックに関して質問する機会を自らつくりだすのだ。 
私自身、初学者向けの 3DCADの教室をずっと開催してきたが、そこに参加す
る層がどうも僕らの想定と違っていて驚いていた。強調するが、初学者向けの
教室である。内容には“Ctrl+Z”でひとつ前の状態まで戻れますよ、といった PC
の基本のようなものも含まれている。しかし参加者には建築家の方が多かった。
さらにはプログラマーやデザイナーの方も多かった。既に実務でも PCをよく利
用する方々である。そしてそんな方々は、私の教室を受けた後に、その教室の
内容ではなく「やりたいことがあるんです」と、話しかけてくる。 
「仕事で急に必要になった」「ちょっと 3Dにも手を出してみたくて」といいな
がらいろいろな質問を私にしてくる。今回の制作と逆の立場で私は受け答えを
する。そんな場面が何度かあった。 
 
きっとそんな「場」をみんな欲しているのだ。 
海外ではネットを中心に多くそういったディスカッションの場が設けられてい
るが、日本にはまだまだ質問できる場が少ない。 
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日本でもオープンソースのものをHack する文化が発達するには、海外のみなら
ず日本国内でもネットワーク上での場作りがもっと必要となるだろう。 
 
 
このようなことから感じるのは、Hack は単なる技術のみが必要なのではない、
様々な要素が融合し合った行為であるということだ。そこでは大きな人間性が
問われている。
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[5] おわりに 
 
デジタルファブリケーションの世界でも FAB ムーブメントに合わせて多くの
場所で誰でもデジタル工作機器が利用できるようになり、DIY 的な使われ方が
これまでどんどん進んできた。それまでは誰か、あるいは何かの力を借りなけ
れば作れなかったものの多くが、自分ひとりでも作れるようになった。 
だが、同時にその限界も見えつつある。そこで再び、他者の力を借り、協力し
て作り上げていく時代がこれから来るのだろう。 
 
そこでは今回の 3D スキャナのような新しい機械もつくる必要が出てくるだろ
う。 
 
あらためて、Hack を行うときには、どんな「こころえ」が必要なのだるうか。 
まずひとつ、ここではこれまで述べてきたHack という言葉の意味を深く考える
ことこそが、道なき道を進む上での「こころえ」を獲得するための鍵になりう
る。端的にいえば、何よりも目的達成を重視し、それを手早く行うために工夫
を重ねることだ。 
そしてさらに忘れてはいけない大切なこころえは、”DIWO”である。つまり周り
の人との協力だ。それを忘れてしまうと、もう完成しない。 
 
ハックとは一般的にネガティブなイメージを持たれがちだが、とんでもない。 
むしろ人間らしい素晴らしい行為である。 
私も志高くHack を続けていきたい。 
そしてこれを読んでくれているあなたも、その仲間として参加してくれると嬉
しい。 
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[7] 付録 
使用した Processing,Arduino のソースコードをここに記す。 
 
-Processing 
import processing.serial.*; 

 

int xposition; 

int yposition; 

float zposition; 

String sensor; 

float maxtouch = 0.0; 

float touchbang; 

 

float sense = 2.0; 

float resolution = 0.1; 

 

float depth; 

 

//書き出し用 

PrintWriter output; 

 

Serial myPort; 

public void setup() { 

size(800, 600, OPENGL); 

String portName = Serial.list()[0]; // This gets the first port on your 

computer. 

myPort = new Serial(this, "/dev/cu.usbmodem1451", 250000); 

myPort.clear(); 

//myPort.write("G28¥n"); 
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  // filename  

  String filename = nf(year(),4) + nf(month(),2) + nf(day(),2) + 

nf(hour(),2) + nf(minute(),2) ; 

  // create csv file 

  output = createWriter( filename + ".csv");  

   

  //列を定義 

  output.println( "x , y , z" ); 

   

   

  //接触のキャリブレーション 

  } 

 

 

 

public void draw() { 

   

  

} 

 

void keyPressed() { 

if (key == 'h') { 

myPort.write("G28¥r¥n"); println("here"); 

delay(1000); 

} 

 

 

if (key == 'x') {    

myPort.write("G1 X"+xposition+"¥r¥n"); println("G1 X"+xposition+"¥r¥n"); 

delay(1000); 
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xposition++; 

} 

 

if (key == 'y') {    

myPort.write("G1 Y"+yposition+"¥r¥n"); println("G1 Y"+yposition+"¥r¥n"); 

delay(1000); 

yposition++; 

} 

 

if (key == 'z') {    

myPort.write("G1 Z"+zposition+"¥r¥n"); println("G1 Z"+zposition+"¥r¥n"); 

delay(1000); 

zposition++; 

} 

 

//if (key == 't') { 

//  myPort.write("M105"); println("M105"); 

//  sensor = myPort.readString(); 

//  println(sensor); 

//  String[] m = match(sensor,"X:([0.00-9.99])");  // 数値を取り出す 

//  if(m != null) { 

//    println(m);        // 検索結果(m[1])を出力 

//  } else { 

//    println("not temp"); 

//  } 

//  delay(1000); 

//} 

 

if (key == 'c'){ 

    for(int i=0; i<10; i++){ 
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     myPort.write("M105¥n"); println("M105"); 

        delay(1000); 

       sensor = myPort.readString(); 

       println(sensor); 

   

        String[] m = match(sensor, "T:([0.00-9.99]+) B");  // 数値を取り出

す 

         println(m[1]);        // 検索結果(m[1])を出力 

        if(maxtouch < float(m[1])){ 

          maxtouch = float(m[1]); 

        } 

        println("Maxtouch = "+maxtouch); 

        delay(2000); 

    } 

} 

 

 

if (key == 's'){ 

  myPort.write("G28¥r¥n"); println("here"); 

delay(1000); 

   

    for(int i=0; i<60; i++){ 

    for(int j=0; j<60; j++){ 

      delay(1000); 

      for(int k=0; k<500; k++){ 

        depth = k * resolution; 

         

        xposition = -30+i; 

        yposition = -30+j; 

        zposition = 50-depth; 
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        myPort.write("G1 X"+xposition+" Y"+yposition+" 

Z"+zposition+"¥r¥n"); 

        println("G1 X"+xposition+" Y"+yposition+" Z"+zposition+"¥r¥n"); 

        delay(500); 

          myPort.write("M105¥n"); println("M105"); 

        delay(1000); 

       sensor = myPort.readString(); 

       //println(sensor); 

   

        String[] m = match(sensor, "T:([0.00-9.99]+) B");  // 数値を取り出

す 

        touchbang = maxtouch-sense; 

        println(touchbang); 

        if(touchbang > float(m[1])){ 

          output.println(xposition + "," + yposition + "," +zposition); 

          k=500; 

        } 

        delay(100); 

         

        }  

      } 

  } 

    output.flush();  

    output.close(); 

} 

 

} 

 
 
-Arduino 
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<入力側> 
int vib = 9; 

 

// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() {                 

  // initialize the digital pin as an output. 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(vib, OUTPUT);      

} 

 

// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

  digitalWrite(vib, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

  delay(0.25);               // wait for a second 

  digitalWrite(vib, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 

  delay(0.25); 

 

  int sensorValue = analogRead(A0); 

  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); 

  Serial.println(voltage); 

   

} 

<出力側> 
const int analogInPin = A1;  // Analog input pin that the potentiometer 

is attached to 

 

int sensorValue = 0;        // value read from the pot 

int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out) 

int maxValue = 0; 
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int touch = 0; 

int bang = 0; 

 

int sensitivity = 5; 

 

void setup() { 

  // initialize serial communications at 9600 bps: 

  Serial.begin(9600); 

  sensorValue = analogRead(analogInPin); 

  for(int i=0; i<100; i++){ 

    if(maxValue < sensorValue){ 

      maxValue = sensorValue; 

    } 

  } 

} 

 

void loop() { 

  // read the analog in value: 

  sensorValue = analogRead(analogInPin); 

  analogWrite(A2,sensorValue); 

  // map it to the range of the analog out: 

  if(sensorValue >  maxValue + sensitivity){ 

    touch = touch + 1; 

  } 

  else{ 

    touch = 0; 

  } 

   

  if(touch > 3){ 

    bang = 1; 
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    digitalWrite(9,HIGH); 

  }else{ 

    bang = 0; 

    digitalWrite(9,LOW); 

  } 

   

 

 

  // print the results to the serial monitor: 

  Serial.print("sensor = " );                        

  Serial.print(sensorValue);       

  Serial.print("¥t bang = ");       

  Serial.println(bang); 

  Serial.println("Max = "); 

  Serial.println(maxValue);   

 

  // wait 2 milliseconds before the next loop 

  // for the analog-to-digital converter to settle 

  // after the last reading: 

  delay(2);                      

} 
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