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菌糸を建材として使用した実例はいくつか存在するが、成形方法や他材と比べた有用性の確立など課題があり現状として模索段階 ni

ある。本プロジェクトでは先行事例から建築における菌糸の成形方法が抱える問題を乾燥工程の困難さと形状の不自由さにあると整

理した。これらの課題を踏まえ、菌糸の成長とともに構造を実現する型枠を 3D プリントし、菌糸との複合材として乾燥工程の簡易

化と自由な形状を成形する方法の可能性を模索した。その後多くの人が取り扱うことのできる生分解性を持った建材としての価値を

見出し、実際に建築を建てるために形状や、製造・施工法の探索を行った。
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菌糸が成長し全体を覆いつくした様子菌床から取り出したおが屑

菌糸とは

01

購入時の菌床

　近年サスティナブルな素材として菌

糸材が様々な分野で注目されている。

菌糸はキノコの体を構成する糸状態の

ものである。甲殻類の殻を構成する硬

質なキチン質を細胞壁に持ち、リグニ

ン、セルロースを含んだ木材や、藁な

どの非枯渇性資源を母材とし、この母

材と菌糸が混合されたものを菌糸材と

呼ぶ。菌糸は母材を分解しながら全体

を繊維状に張り巡らすように成長する

ことで材全体を固定化する。

菌糸の成長

　菌糸を育てる際、現状ではまず菌床

を購入する。菌床はビンやパック詰め

されている。そこにはうっすらと白み

がかったおがくずが入っており、取り

出し適正な環境下で維持しているとや

がて全体を覆うように菌糸が張り巡ら

され固定化する。素材としての使用に

は成長した状態から乾燥工程が必要と

なる。

概要

乾燥させた菌糸
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　菌糸を用いた試作品を用いて実験を

行い、菌糸と生分解性プラスチックの

複合材料の主な特性を確認した。菌糸

は耐火性、耐水性、断熱性といった建

材に求められる要件を満たすだけでな

く、軽量で成長する自然由来の素材と

しての特徴があると考察した。

耐火性

　火力を統一したガスバーナーの炎

(1500 ～ 1700℃ ) に最大２０秒間さら

し , その状態を観察した。菌糸はすぐ

に炭化し鎮火させるため燃え広がりず

らかった。

耐水性

　菌糸の表面に水滴を数滴 ( 約 5ml）

垂らし、様子を観察した。水滴を落と

してから 30 分後も水はほとんどしみ

こまず、表面の水は減っていなかった。

菌糸の特徴

概要

01

軽量性

成長した菌糸　乾燥前であればお互いが接合する

ガスバーナーの火をさらしている様子

水滴を落として 30 分後の様子
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概要

リサーチ

01 　菌糸材をプロダクトに利用した例は

いくつかあるものの , 建築資材として

の実用例は少なく , 未だ試みの域を出

ない。その原因と領域理解のため比較

的スケールの大きい菌糸の実用例をリ

サーチした。

菌糸の建材利用の課題

　菌糸の建材として利用するために

は、大きく 2 つの課題があることが

分かった。第一に乾燥工程の困難さで

ある。前述のとおり、菌糸を素材とし

て活用するためには乾燥工程が必要不

可欠である。しかし、建築物といった

大きいスケールを乾燥させるためには

コスト面や乾燥の不均一性の観点から

ハードルの高いものとなっている。そ

こでブロックのようにモジュール化

することで乾燥工程を効率化してい

る例もいくつか存在する。Hi-FI(The 

Living) や MycoTree(singpore ETH 

centre）の例にあるように建築物をモ

ジュール化することで乾燥させる物の

一つあたりのコストが大幅に削減され

効率の良い乾燥が出来るが。しかし、

それらはモジュール化していない建築

よりも厳しい形状の制限を受けること

になってしまう。

　これが第二の課題として挙げられ

る形状の不自由さである。菌糸は成

長する以前はおが屑のように扱うこと

ができるため、複雑形状の造形が可能

である。しかし、そのためにはコンク

リート同様に型枠を必要とし、環境負

荷の大きい工法になってしまう。環境

に優しい素材としての側面を持つ菌糸

にとって、コンクリートの打刻同様の

工法を選択してしまうと、そもそも菌

糸を使用するメリット、またはそのス

トーリーが曖昧になってしまう ｡ これ

らの課題整理をもとに菌糸を建材とし

て利用するための方法を模索してい

く。
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01 　菌糸の建材として利用が抱える乾燥

工程の困難さと形状の不自由さを解決

させるために生分解樹脂である PLA

（ポリ乳酸）と組み合わせる複合材を

製作した。

PLA

　3D プ リ ン タ で 使 用 可 能 な プ ラ ス

ティックはいくつか存在する。その中

から PLA を利用した理由は大きく 3

つある。第一に、家庭用 3D プリンタ

のフィラメントに使われるプラスチッ

ク樹脂として、最も普及していること

である。購入する会社にもよるが、誰

でも比較的安価に購入することができ

る。これにより個人でも製作のできる

新しい建材の価値付けが期待される。

第二に造形が容易で、3D プリンタに

慣れていない人でも簡単に扱える。第

三に、生分解性である。PLA は常温で

はほとんど分解されず、通常のプラス

チックと同じように長期間使用するこ

とができる。使用後は、コンポストや

土の中など、適度な水分と温度のある

環境に置くことで加水分解が進み微生

物によって分解され、最終的には CO2

と水に完全に分解される。

複合材の製作

　菌糸の成形には多くの場合型枠が使

用される。その型枠に菌糸とおが屑が

混ざったものを詰めることで任意の形

状に菌糸を成形しながら成長を促す。

その後型枠は再利用されたり、廃棄さ

れたりする。本プロジェクトが製作し

た複合材では、3D プリンタによって

造形された PLA の型枠に菌糸とおが

複合材の製作

概要

１．PLA によって造形した型枠を用意する

2. 型枠に菌糸を敷き詰める

3. 菌糸の成長後乾燥させると、複合材が出来上がる

屑を詰め成長させる。その後、型枠と

菌糸の成形物を分離させず型枠と一体

化した状態で使用する。3D プリンタ

の型枠造形により菌糸はより自由な形

に成形できる。また菌糸が型枠の表面

を覆いつくすように設計すると、菌糸

の耐火性能によって、型枠への着火を

防ぐことができる。プラスチックは燃

えやすく、建材としての利用には大き

な障害となる。その障害を菌糸で補う

ことで安心して使用できる建材の実現

が期待される。
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Circular Bricks 施工イメージ

Circular Bricksの実現

Circukar Bricks とは

02 　菌糸と生分解性樹脂の複合材を実際

に建材として利用するために Circular 

Bricks を設計した。本章では Circular 

Bricks の設計コンセプトを説明する。

ブロック型のモジュール

　複合材の特性を生かす方法としてブ

ロック型モジュールを採用した。ブ

ロック型モジュールは、より多くの世

代の人が製造や施工に関われるポテン

シャルを持つ。幼児期に遊ぶ積み木の

ように簡単に扱うことのできる建材と

して価値を提案したい。

 

　モジュール成形の欠点は形状の不自

由さであったが、これはブロックの形

状によるものである。 そこで、従来の

レンガが直方体であることに着目し、

空間を埋め尽くすことができる形状と

して、菱形十二面体をブロックのモ

チーフとした。菱形十二面体は一種類

の菱形で構成されているため、3D プ

リンタで効率的に製造することができ

る。加えて菱形十二面体は、積み重ね

るとファサードに凹凸ができるため、

遮音性も期待できる。菌糸には吸音性

もあるため、高い遮音性能を持つ複合

材の実現が可能であると考えた。

  
型枠を 3D プリントする 菌糸を詰めて成長させる 型枠を組み合わせて

モジュールをつくる

モジュールを連結する 乾燥 完成
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02

乾燥

Circular Bricksの実現

　菌糸の建材利用を想定した課題とし

て二つ目に挙げた乾燥工程の困難さを

解決するために、複合材の実現により

可能になった「ダクト乾燥方式」とい

う新しい乾燥方式を提案する

「ダクト乾燥方式」

　菌糸の利用には乾燥工程が不可欠で

ある。従来の乾燥工程では、囲いなど

で仕切った空間全体に温かい空気を充

満させ高温低湿な環境つくり、そこで

菌糸の成形物を保管することで乾燥を

促す。[1] この乾燥方式は菌糸の成形

物のスケールの大きさに応じて、空調

設備や囲いの規模を大きくする必要が

あり、建材という大きなスケールを対

象とする用途には適していない。また、

設備による環境負荷が大きいことも欠

点の一つであると言える。

　一方本プロジェクトが提案する「ダ

クト乾燥方式」は既存の乾燥方式が外

部空間を乾燥させるのに対し、予め設

計された 3D プリントの型枠により内

部に大きな空気の通り道（ダクト）を

つくり内部空間を乾燥させる。この乾

燥方式を「ダクト乾燥方式」と名付け

た。従来の乾燥工程と比較して、囲い

のような菌糸の成形物のスケールに規

模が比例するよう案な設備を必要とし

ない。これにより建築スケールにも対

応可能な簡易化された乾燥工程を提案

する。

　またこの乾燥方式は 3D プリントの

内部構造で実現するものであり、生分

解樹脂との複合材特有の方法である。

3D プリントの仕方に工夫を凝らした

り、造形そのものに空気の通りを促進

するような形状にしたりすることで、

乾燥効率をより向上させることも期待

される。

[1]Grown, Insulation panel, https://
www.grown.bio/product/insulation-
panel/
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Circular Bricksの実現

乾燥

02 　前項で解説した「ダクト乾燥方式」

の有効性を確認するために、模型によ

る簡易的な実験を行った。

乾燥実験

　Circular Bricks の模型をプラスチッ

クと段ボールによって製作し、実寸

スケールにおける乾燥効率を確かめ

た。乾燥に必要な設備として布団乾燥

機を使用した。70℃の空気を 1 時間流

し続けた結果、模型全体が菌糸の乾燥

に必要な 40℃になり「ダクト乾燥方

式」が有効であると確認した。しかし

室温によって温度上昇が緩やかであっ

たり、乾燥器の出力部久我あったりと

いった課題も確認できた。

乾燥中の様子

積み重ねていくだけで簡単に造形ができる
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スライサーソフトによりプリント時間や重さを事前に予測できる1 人で簡単に持ち運び出来る大きさ

製作した型枠

　 型 枠 は Circular Bricks に お い て、

形状を決定し、構造を支える役割を

担っている。家庭用 3D プリンターで

出力できるように設計されている 12

個の菱形の型枠をつなぎ合わせて、1

つの Circular Bricks になる。

設計

　型枠を 3D プリンタで製造する際に

課題となるのが量産である。スピード

の観点から 3D プリンタは一般的に量

産には向いていない。しかし、素材を

直接吐出することでロスが少ない製造

方法としての長所を持つ。この長所

を量産に活かせるようにな模索を行っ

た。量産スピードと品質の均一性を担

保する為に 3D プリントのツールパス

設計に工夫を凝らした。型枠はただ菌

糸を詰められるようにするだけではな

く、空気と触れられるようにする必要

もあるため適切な径の穴が空いた網目

状の底面にした。また、吐出する量が

増えれば、それに応じて造形スピード

も落ちるため、すべての造形が 1 つの

パスで完結するように設計することで

造形時間を削減した。

Circular Bricksの実現

型枠

02
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小さな隙間により変形にも対応できる

接合した様子

楔型ジョイント

[1] 持ち上げ作業時に持てる重さ , HQL
データベースサイト ,https://www.hql.
jp/database/cat/senior/funcdb2000/%

　前項の型枠を接合するためのジョイ

ントも 3D プリントによる造形で製造

することで、Circular Bricks を構成す

るすべてのパーツが土壌微生物分解可

能なものになるよう設計した。

ジョイントの設計

　家庭用 3D プリンタでは、精密な接

合部（ネジなど）を安定して量産する

ことは困難である。また、ウェットジョ

イントは生分解性が失われる可能性が

あり、仮に生分解性のウェットジョイ

ントがあったとしても入手が困難なた

め多くの人が簡単に製造することは不

可能である。これらの理由を踏まえ、

3D プリンタで造形可能な楔型ジョイ

ントを製作した。楔型ジョイントは家

庭用 3D プリンタで簡単に造形できる

シンプルな押し出し形状のため、素早

く大量に出力することができる。楔形

ジョイントの利点は、表面とジョイン

トの間にわずかな隙間を作ることがで

きるため、出力のばらつきや荷重によ

る表面の変形に対応することできる。

また、ジョイントの取り付けに工具を

必要としないため、簡単に組み立てる

ことができる。

 

　 さ ら に、Circular Bricks の 使 用 を

簡易化するために、サイズと重量を

調 整 し た。3D プ リ ン タ は、 そ の 出

力データから対象物の重量を推定す

ることができる。これを利用して型

枠 1 個あたりの重量は 49.30g、ジョ

イ ン ト 1 個 あ た り の 重 量 は 3.80g に

設計した。この型枠一つに詰めるこ

とのできる菌糸の重量は 68g である

た め、1 つ の Circular Bricks あ た

り 約 1.5kg 程 で あ る。 老 若 男 女 問 わ

型枠

02
Circular Bricksの実現

ず、無理なく持ち上げられる重さは

4kg ～ 5kg な の で、 こ の 条 件 を ｍ 満

たす。また、大きさは、多くの世代

が 両 手 で 持 ち 上 げ ら れ る 250mm に

調 整 し た。 完 成 し た Cicular Bricks

は、大人（40kg ～ 70kg）が座っても

壊れない強度を持つことがわかった。 
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今回使用した三菱型ユニット 考えられる 3 種類のユニット候補 ツール使用例

ツールによってドームを近似した例

　Circular Bricks で実際に建築物をつ

くる際膨大な量が必要である。そこで

Circular Bricks を 3 つ連結させてこれ

を 1 ユニットとすることで施工を誰で

も簡単に出来るようにするための模索

を行った。

ユニットによる造形

　Circular Bricks を 3 個連結して構成

されるユニットには、3 つのタイプが

存在する。このプロジェクトでは、鏡

面対称であり人が持ちやすい設計であ

ることから、三菱型ユニットを選択し

た。このユニットを積み重ねることで

どのような形状に近似するかを計算す

るツールを製作した。このツールはユ

ニットの模型を積み重ねる実験結果を

もとに、ユニットごとに色を変えて表

示させた。これによりと誰でもユニッ

トの積み重ねのパターンや方向を確認

できるようにした。

ドーム型仮設建築の設計

山間部で利用する仮設建築を上記のソ

フト用いて設計した。ユニットごとに

分割により施工の簡易化を狙ったが、

構造的に造形が可能かこれから検証し

ていく必要がある。

Circular Bricksの利用

形状の模索

03
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　Circular Bricks は、 地 域 の 産 業 や

人々の暮らしにつながり、生活の中で

循環や新たな価値を生み出すことが期

待される。その可能性を図にまとめた。

Circular Bricks の特徴の整理

　Circular Bricks や菌糸と生分解性樹

脂の複合材の価値を可能性を想像する

前に整理した。菌糸と生分解性樹脂は

弱点を互いに補い合うことで、いまま

での建材になかったまたはもともとの

建材が持つ性質を獲得出来ると展望す

る。複合材の特徴として他の建材と大

きく異なることが、2 点存在する。第

一に、製造・施工といった建築にまつ

わるプロセスに市民参加の可能性があ

ることである。建材という生活基盤を

支える素材として、それが価値である

かはこれからも考え続けていく必要性

は無視できないものの、自分のまわり

の環境を自分で構築していくことがで

きることは、大きなポテンシャルであ

ると考える。例えば、技術者や労働者

がいなかった地域でも建築を建てるこ

とが可能になり、周辺の環境のアップ

デートが活発に起こりうる可能性が

る。第二に、Circular Bricks を構成す

る物質の全てが土壌分解される点であ

る。これらは農業や林業といった地元

の産業と結びつく余白を生み出してい

る。建材として使用した後も地域に価

値を生み出し連鎖していく可能性があ

る。 ま た、 万 が 一 Circular Bricks で

構築された建築が取り壊されたまま放

置されても、環境負荷を著しく抑える

ことが期待される。これは災害地域に

おける仮設住宅や山間部の仮設建築の

アップデートができるのではないかと

考える。

ローカルな価値の提案

　これらの菌糸と生分解樹脂の性質を

踏まえ、地域に価値を与えてくれる建

材としてのシステムを展望する。右

図は、農作物や有機廃棄物を端緒に

Circular Bricks が ど の よ う に 地 域 生

活・産業と絡み合うことで、未来の地

域に価値をもたらすかの展望を図にま

とめたものである。

課題と反省

　これまで菌糸と生分解性樹脂の複

合材を取り扱い、可能性が多岐にわ

たることが分かってきた。それと同時

に可能性や価値認識が徐々に拡散して

しまい、当初の素材のもつ得体のしれ

ないポテンシャルや素材の美しさ・機

能性に対する真摯な態度を失っていっ

てしまっていた。その結果、プロジェ

クトの指針がぶれてしまったり、なぜ

今それをしているのかが曖昧になって

しまったりする瞬間が研究活動中多く

あったように感じられる。

　それを踏まえこれからはもう一度菌

糸と出会った時の気持ちに立ち返り、

素材の魅力に注視しながら菌糸が実現

しうる未来の可能性についても同時に

考えていきたい。

ローカルな価値提案・課題

可能性・展望

04

353534

サツマイモ・サトウキビ・トウモロコシ

でんぷんを抽出 酵素

乳酸

PLA

3D プリントした型枠

Circular Bricks

仮設シェルター

解体施工の市民参加人の手が行き届かない
場所での建設

断熱性・耐火性を活かした
山火事防止

やむを得ない放置

土壌の微生物分解 肥料 飼料

廃菌床 型枠を回収

リペレット 再利用

カスケードリサイクル

菌床有機廃棄物

増殖・栽培

菌床キノコ

プロセス

素材

生産

可能性・展望
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