
・２色の縄跳びを縫い
つけることで血液を表
現
・水糊で固めることで
隆起を表現
・マジックテープで着
脱

看護分野におけるものづくりの手法に関する考察
インフォームドコンセントのための電子工作模型の製作を通して
Shizuka Watanabe(B3) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

Overview
現場の看護師の意見を取り入れながら、ラピッドプロトタイピ
ングの手法により内シャント造設術におけるインフォームドコ
ンセントのための模型の製作を行なっている。
今学期は、その過程における看護師と製作者のインタラクショ
ンを分析した。その結果、短期間での試作・評価・修正により
様々なメリットが生じていることが分かり、看護用品 /用具の
製作・改良の手法としての有効性が示唆された。

　

ディスカッションを通じた
現場のニーズの把握

医
療
者
と
の
デ
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ス
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グ

　

プロトタイプver.1への
フィードバック

　

プロトタイプver.3への
フィードバック

プロトタイプver.2への
フィードバックと再ヒアリング

・Arduinoで制御した
LEDで血流を表現
・肌の色と質感に近く
伸縮性のある素材に変
更
・腕を通すだけで装着
できるよう筒状に変更

シャント造設術後の患者の中に
手術内容を誤解していたり、
皮膚が隆起して驚いたりする人がいる

ということが
看護師とのデ
ィスカッショ
ンで明らかに
なった

[※]を受けて、LEDテープで血流を視
覚的に表現することを検討。
さらに、製作のために解剖学的知識と

手術の手技に
関する情報が
必要となった
。

・肌触りの良い素材が良い
・実際の皮膚の隆起は柔らかい
・手術痕の大きさと位置が分かるも

のも欲しい
・血の流れる
方向が分かる
と説明しやす
い[※]

・方向が分かりやすくてとても良
い
・光量調整にガーゼをかぶせると
良いのではないか
・腕を通して装着できるようにな
らないか
・スリル音が分かるようにならな
いか

ラピッドプロトタイピングの手法を取り入れるメリット

Future Work
本プロダクトは 9月から年明けまで、実際に看護師に使用して
もらう予定である。そのため８月中に、リデザイン・頻回の使
用に耐えられる外装の製作・フィードバックを元にした機能の
見直し・ボディイメージ説明用パーツの製作等を行う。

短期間での改良

看護師業務のスピード感に
合わせて改良・製作ができ
る可能性がある

実際に試すことによる発見

実物があることで看護師が
主体的に関わりやすくなり
、現場に即したフィードバ
ックが得られた

課題の統合

これまで個別に解決すべき
と区別されていた問題が、
ツールを通じてより統合的
に考えられるようになる

新たなニーズの発見

本来の目的よりも広範囲にわ
たる問題に気づくきっかけに

・スイッチで流れを切り替えたい
・左利き用に切り替えられないか
・スリル音が分かると患者の自己管
理指導にも利用できる



3D Cutout Paper
紙のカットパターンによる自由曲面形状の造形
Kuboki Hitomi(B3) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

　折り紙や切り紙は日本の伝統的な遊びであり、紙を折ったり
切ったりすることで、２D のシートを３D の立体物にすること
ができる。今回、紙に切れ込みを入れるだけで、任意の曲面を
作ることに挑戦した。切れ込みの形により、紙の持上がる高さ
を自由に変化させることが可能であり、パラメトリックに配置
することでなだらかな曲面を作り出せた。3 パターンの切れ目
の入れ方を考え、それぞれの立ち上がりの高さや曲面の勾配を
比較した。

紙が回転することにより、立体になる。

　二次元のシート材を、立体
にする方法として一般的なも
のには折り紙やユニット折り
紙がある。しかし、折り紙を
組み立てる際、形状によって
は途方も無い時間がかかって
しまうことがある。そこで、
今回、シート材を簡単に立体
の曲面にする方法を考えた。
レーザーカッター を使い、切
り込みを入れ、指で押し拡げ
ることで紙が立ち上がり立体
になるというものだ。切り込
みのパターンを変えることに
より、立ち上がる高さ、勾配、
また見た目などを変えること
ができる。

高 中 低

この切り紙の仕組みとしては、上図の通りである。紙の一部分
が回転することにより、従来よりも紙全体のみかけの面積が大
きくなり、紙の表面が膨らむように形を変える。この回転する
部分のサイズを変更することにより、紙の曲面を任意の形へと
コントロールすることが可能である。
　基本的な構造のものとして A、B、Cの３つのパターンを考え
た。Aは四角形ベースに、B、Cは三角形をベースに作られてい
る。また、A,B はユニットの幅を変えることにより、Cは角度
を変えることにより、回転する紙のサイズを細かく変更するこ
とができる。
　また、任意の曲面を立ち上げるために、Grasshopper を使い
カットするパターンを作った。左図の●に近づくほど回転する
パーツの面積が大きく、遠ざかるほど小さくなるようにモデル
ングをした。これにより、一つ山の自由曲面を描くことができる。
三角よりも四角の方が、勾配の差が小さく、それゆえ滑らかな
曲面を作ることができた。
　今後は、回転する部分のサイズと高低差の関係を数値として
明らかにしたいと思う。そうすることで、複雑な形での自由曲
面が表現できるようなるはずだ。加えて、カットする基本のパ
ターンを見つけることができたので、ここからさらに線を増や
し、広げた時に華やかに見えるパターンを探したい。

A

B

C
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3Dプリンタにおける色彩のデザイン 3Dプリンタにおける色彩のデザイン 
Shin Obinata(B4)/Ryoma Takmaori(B3) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

ものが持つ視覚情報は「かたち」と「色」の二種類があります。
3Dプリンタによってこれまでには不可能だった複雑な形態が
造形できるようになり、「かたち」についての研究が進められて
いく反面、「色」についての十分な研究はありません。僕は 3D
プリンタで扱うマテリアルの「色」の研究を出発点として、複
雑な「かたち」の世界と結びつけ、3Dプリンタでしかできな
いような「色彩表現」の世界を構築する研究をしています。

◆研究の種 (シーズ )
かたちのコンピューティングとマテリアルデザインの 2つの技
術開発を掛け合わせた研究を進めており、そこから
①複雑な内部構造色
②新しい素材 (和色フィラメント )の 開発 
③Fabric-Like
の 3つのシーズに分けて開発を行なっています。

マテリアルデザイン
・和色素材の開発

かたちのコンピューティング
・内部構造色
・Fabric-Like

①複雑な内部構造色

②和色フィラメントの開発

③Fabric-Like

内部構造に細かく色を配色す
ることによって、視る角度で
色が移り変わる物体を作りま
した

1 module

自然由来の粉末を樹脂に閉じ
込め、自然「そのまま」の色
を持つ和の色彩感覚に即した
フィラメントを開発していま
す。

3Dプリンタでの出力物を「布」
として扱うことで出来る色彩
表現を模索しています。

絵
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3Dデータのメッシュ１つ１つに
色のグラデーションを配色することで、
染色のような表現を生んでいます。

異色の糸状のフィラメントを織り合わせる
ように積層することで、織り方によって
異なる色彩調和を生み出せます。



3D プリンティングによる自動運転車の外装
Autonomous Cars Exterior with 3D Printing
Ryoma Takamori(B3) Soya Eguchi(B3) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

2018 年 6 月 6 日に SFC で自動運転車のレベル 3 実証実験が行
われた。近いうちに学内での試験運用も始まる。しかし，自動
運転車の実用化が迫ってきている中，自動運転車の外装につい
ては十分な議論がされてきていない。我々は，人の移動以外に
モノの移動・サービスの移動などが誕生した際に，どのような
外装が誕生するのかを研究した。今回は自動運転車を研究する
大前学研究室との共同研究のさきがけとして，バギーの外装を
扱った。

一般的に、自動車は 事故があった際に搭乗者を守ることを第一
優先として外装は設計されている。しかし、自動運転車が一般
化してきた際には、搭乗者のいない車両が増えてくると考えら
れる。その場合、守るべき対象は車両の中にはおらず、車外に
いる人を守ることが第一となる。この研究では、破壊をデザイ
ンされた外装を自動運転車に適応することで、車外の人間に衝
突した際に外装が壊れることで、衝撃を吸収し、車外の人を守
ることができるのではないかと考えた。

破壊のデザインに関して、外
装を細かく分割し、微妙な隙
間を開けて 3D プリントする
ことで、一定の衝撃により剥
離可能な設計となっている。
今回、分割の手法を” ドロネー
三角分割”, “ボロノイ”, “格子”, 
“ハニカム” の 4 種類の分割法
を試した。他にも、分割した
際の隙間をパラメトリックに
することで壊れやすさを制御
することができる。破壊のデ
ザインに加え、今までにない
ような形状の外装を自然界に
存在するヒダのカタチをモ
チーフにし、物理シミュレー
ションを用いて制作した。



本プロジェクトでは、布の伸縮性を 3D プリントに
よって制御するプレ・ストレステキスタイルデザイ
ンによる布の表現方法を研究しています。
今学期は「布の隆起」と「傘を開閉する際のテキス
タイルの動き」を日傘の帆に応用し、プロトタイプ
として作り上げました。

Fabric Printing 

ⅰ. 3D data
      Rhinocereous / Grasshopper で STL データを作製。

ⅱ. Pre-stretched fabric
      布にプレ・ストレスをかけ、３Dプリンターにセット。
      2 way stretch ( Nylon 80% / Polyurethane 20% )

ⅲ. Slice setting
      temp 　　　　　　　　　 195℃
      bed temp                          0℃
      speed                                2100mm/min（first layer 40%）
      layer height　　　　　　 0.2mm

ⅳ. Release the fabric

Movement 

二次元である布に 3D プリン
トすると布は３次元形状に変
形する。例えば、線を並べる
とプリーツのような形状変化
を起こす。また、線の交点や
頂点は隆起し、反転する構造
を生み出す。この構造は、力
を加えることで表と裏の２つ
の表情を持つ構造である。
この布の美しい表情を傘の開
ける、閉じるの動作と色で表
現した。

Eri Isono (B4)  Kaito Akimoto(B3)| 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 
Fabric × Structuring 3D Textile
Texturella



Development of method of robot customization 
using 3D printer.
Tomomasa Wakimoto(M1) ,Ryoma Takamori(B3)| 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 
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近年、柔らかさの人間工学的な重要性が認識され、3D プリン
タ出力品に柔軟性を付加する研究が何例か見受けられる。エラ
ストマー等の柔軟素材の採用や高度な内部構造の設計など様々
な手法が試みられているが、新たなアプローチとして本手法を
提案する。本研究では熱溶解積層式 3D プリンタを用い、溶解
したフィラメントを一定高度から投下することにより、制御可
能なクッション性を持つ鳥の巣状の構造を生成した。非常に基
礎的な技法であるため、様々な用途が考えられる。

ワイヤー式 3D プリンタの製
作を行った。プリンタのヘッ
ドをワイヤーによって制御す
ることで容易にスケールを拡
大することが可能となり、家
具や建築などに本手法を適用
できる。

- BOA -
熱溶解積層式 3Dプリンタによるクッション性の制御
Yasuo Nagura(B2) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

吐出速度がノズルの移動速度
を上回る場合、造形面に接地
した材料が円を描きながら折
り畳まれる。これによりバネ
形状が連続した構造が生成さ
れ、最終的にクッション性を
持つことになる。クッション
性を制御するためのパラメー
タとしては以下の４つを想定
した。厳密にはこれら以外に
も外気温、接地面の温度等の
条件が影響すると考えられる
が、最も顕著に現れるであろ
う要素を選択した。

・ヘッドの移動速度

・吐出速度

・フィラメント材料

・投下高度

クッション性
高低

速遅

高低

冷めやすい冷めにくい

遅速

フィルター

体圧分散マット

防音材 梱包材

断熱材

新たな食感の実現



アシスティブテクノロジー領域のものづくりへ
参加を促進するためのオープン戦略

政策・メディア研究科修⼠２年 淺野義弘



⽬次

[右下]http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1306/14/news059.html[左上]http://www.fablabconnect.com/update-number-fab-labs-worldwide-1173/

１．Fabの拡⼤：パーソナルからソーシャルへ

２．アシスティブテクノロジーとオープン戦略

３．『OTON GLASS』でのリサーチと実践

４．考察：オープンからエンゲージメントへ



FAB / MAKE / DIY カルチャーの普及

⽇本国内のファブ施設数：174箇所全世界の登録済みファブラボ：1186箇所

MakerFaireBayArea2018出展団体数：800超

[右下]http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1306/14/news059.html[左上]http://www.fablabconnect.com/update-number-fab-labs-worldwide-1173/

慶應SFCメディセンターにおける
Fab機材の利⽤件数(2017年度)：2742件



パーソナル・ファブリケーションからソーシャル・ファブリケーションへ

Fab ―パーソナルコンピュータから
パーソナルファブリケーションへ
2007/2/5（原著)

SFを実現する 3Dプリンタの想像⼒
2014/5/16

⾃分ごとと確信したテーマに関して、
⾃⼰の投影／⾃⼰の表現として、
当事者本⼈が個⼈的にものをつくる。

さまざまなスキルを持った背景の
異なる⼈々が共創する、
コラボレーション型ものづくり。



ソーシャル・ファブリケーションの⼀領域
「アシスティブテクノロジー」

MakerFaireTokyo2018 出展カテゴリ⼀覧

2018年から新設されたカテゴリー。
募集時には「福祉関連のプロジェクト」表記アリ。
企業・ファブ施設・個⼈などから10団体が出展。



アシスティブテクノロジーの事例
慶應義塾⼤学 Fab Nurse Project

⼀般社団法⼈障害者・⾼齢者３Dプリンタ・ファクトリー

https://readyfor.jp/projects/sunsun3d



アシスティブテクノロジーの事例
慶應義塾⼤学 Fab Nurse Project

⼀般社団法⼈障害者・⾼齢者３Dプリンタ・ファクトリー

https://readyfor.jp/projects/sunsun3d

ゆるやかにゼミ⽣が減っていく

ビジネスモデルが定まらない



パーソナル・ファブリケーションを後押しした
「オープンな」ハードウェア

RepRap3DプリンタとG-Code オープンソースのマイコン「Arduino」



パーソナル・ファブリケーションを後押しした
「オープンな」プラットフォーム

3Dデータ共有サイト「thingiverse」 作り⽅を載せる「instructables」







アシスティブテクノロジーは
「パーソナルな開発者」だけでは成り⽴たない



アシスティブテクノロジーは
「パーソナルな開発者」だけでは成り⽴たない

当事者 ケア・ギバー 開発者 サポーター

Needs Knower Developer Supporter



アシスティブテクノロジーを推進するために
オープンにできるものがあるのではないか

当事者 ケア・ギバー 開発者 サポーター

Needs Knower Developer Supporter

？？ ？



OTON GLASSにおけるオープン戦略





Fabとオープンソースが前提の「コト先導型」プロダクト

外装は3Dプリント、中⾝はRaspberry Pi



Fabとオープンソースが前提の「コト先導型」プロダクト

画像処理・⽂字変換はクラウドでAPI利⽤



OTONGLASSがオープンにしてきたもの

物語 ルール作り

体験 作り⽅



「物語」をオープンにする

「⾃分の⽗親を助けたい」というパーソナルな思いが共感を呼び、各種メディアなどに取り上げられる。
スケッチ／ビデオ段階の共有であっても、開発協⼒者を集めることに成功。



「体験」をオープンにする

とにかく⾊々な場所で体験してもらうことで、ユーザーのニーズを正確に把握していく。
当事者の声が⼤きくなることで、⽇常⽣活⽤具としての認定を受けることができた。



「ルール作り」をオープンにする

屋外でOTON GLASSを利⽤する際のリスクと可能性を考えるためのイベントを開催。



「ルール作り」をオープンにする

体験型イベントにしたことが功を奏し、当事者・⽀援者・技術者などの⽴場を超えた活発な議論が⽣まれた。



「作り⽅」をオープンにする事例

3Dプリントで作ることのできる電動義⼿「Hackberry」は作り⽅がWebで公開されている。
専⽤の利⽤規約も合わせかなり状況が整っているが、FORUMやハックの事例が閲覧できない。



「作り⽅」をオープンにする以前に…

『ディスレクシアの⼈が聞きやすい⾳声にフォーカスした研究はまだあまりないんです。実験を⾏うため、
OTON GLASSにコントローラーを追加して、声の⾼さと速さを変更できるようにしました。』

ディスレクシアの⼈が聞きやすい⾳声を研究する by ⼤学院⽣ Oさん



「作り⽅」をオープンにする以前に…

『仲間に『他⼈の感情を察知することをサポートしてくれるデバイスを作ってみたい』と話をしたら、
OTON GLASSの事を教えてもらって、プログラミングの課題としても良いと思い挑戦しました。』

表情認識でコミュニケーションを円滑にする by 発達障害を抱えるYさん



構成要素がオープンであることのメリット

PythonやRaspberryPiを初めて勉強。
⽂字認識APIを感情認識APIに変更し、
およそ３か⽉をかけて⼀連の機能を実現した。

1か⽉ほどで機能を実装。
⾳声を操作するコマンドは
本家OTONGLASSのソースに統合された。



考察・今後の計画



OTONGLASSがオープンにしてきたもの

物語をオープンにする ルール作りをオープンにする

体験をオープンにする 作り⽅がオープンである

（主に）サポーターの増加

Needs Knower の増加 Needs Knower が Developer に近づく

⽴場の異なる⼈同⼠が交流する



Developer が Needs Knower に近づくためには？



Developerへの働きかけ・モチベーション調査



「オープンにして終わり」にしないために
エンゲージメントを可視化してゆく

https://whill.jp/whill-magazine

利⽤者の姿を追う「WHILL MAGAZINE」 Needs KnowerとDeveloperの双⽅に働きかける情報発信



当事者 ケア・ギバー 開発者 サポーター

Needs Knower Developer Supporter

⽴場の変化・⽴場の重なりにどう影響を与えられるか



4D Printed Nature

Keio Univ. Tanaka lab  
Final presentation 08.03 

Sai Taoka/Tomomasa Wakimoto 



01| 研究・制作概要

02| コンセプトビデオ

03| 研究・制作詳細

04| フィールド実験

05| 今後の展望

00|もくじ



4Dプリンティング技術を用い、環境に対応する 
オブジェクトを壁面に付与し景観に 
ゆるやかな変化を加える

01|研究・制作概要

1D 2D 3D 4D



02|　　　　 コンセプトビデオ

https://vimeo.com/259768127

https://vimeo.com/259768127


花型モジュール

03|研究・制作詳細

プリント 手で整形 温度で変形TºCを超えると 
柔らかくなり整形可能

TºCを超えると 
プリント時の形に戻る

TºCを下回ると 
硬くなり形を保つ

形状記憶フィラメントを主としたモジュール 
プリント後手で整形、壁面に設置し 
一定気温を上回ると元の形に変形する力を動力に開花



花型モジュール

03|研究・制作詳細

形状記憶フィラメントを主としたモジュール 
プリント後手で整形、壁面に設置し 
一定気温を上回ると元の形に変形する力を動力に開花



03|研究・制作詳細

窓枠3Dプリンタ
卓上型レーザーカッターをガラス面に垂直に取り付けるようにハック 
3DプリントできるようZ軸機構を追加



外部展示に向けた予行展示・耐候実験

04|フィールド実験

期間 2018年07月09日-18日 
場所 サブウェイ慶應SFC店のガラス壁面



04|フィールド実験

TPU(thermoplastic polyurethane elastomer)

Temperature-sensitive  
shape memory 
color changing filament 
(37ºC)

Temperature-sensitive  
shape memory filament 
(30ºC)

PVA(polyvinyl alcohol)



01.本制作物の展示 
02.本研究を応用した展示物制作 
03.論文執筆

05|今後の展望



01.本制作物の展示 
02.本研究を応用した展示物制作 

05|今後の展望

20ºC

25ºC

30ºC

35ºC

40ºC

2018/6/1 2018/6/12 2018/6/23 2018/7/4 2018/7/15 2018/7/26

展示開始 変化1 変化2 変化3

-気温 
-文化 
-風景　



03.論文執筆

05|今後の展望

複数マテリアルを組合せ多段階に形状が変化する構造に関する執筆



デジタルファブリケーションによる
再生野菜の栽培が可能な水槽の製作と
使用した際の生活への効果

慶應義塾大学環境情報学部４年
後藤圭



目次

・研究目的

・製作物
・ユーザー実験
・結論

・リサーチ

・食料問題について



食料廃棄について

世界では生産された食料の3分の１が廃棄されている

約１３億トン
(国際連合農業食料機関「世界の食料ロスと食料廃棄」より)

食料ロス…まだ食べられる食料が廃棄されること



出典：国際連合農業食料機関(http://www.jaicaf.or.jp/fao/publication/shoseki_2011_1.pdf)

各地域における消費及び消費前の段階での一人当たりの食料のロスと廃棄量



日本における食料ロス (平成２７年度推計)

(参考)
世界全体の食料援助
量が約350万トン
(2016)
引用： WFP「数字で見
る国連WFP2016」
(http://ja.wfp.org/site
s/default/files/ja/file/
2016_ann_rep_japane
se.pdf?_ga=2.179136
484.158015295.1533
231154-
1759627245.1533231
154)



食料自給率とは

[国内生産] ÷ [国内消費] × 100

生産や消費を重量や生産額、カロリー換算で表す
そのため食料自給率はどこに基づくかで数値が異なる



出典： 農林水産省webページ(http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html)

世界の食料自給率



出典： 農林水産省webページ(http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/011.html)

日本の食料自給率







日本の野菜の食料自給率



デジタルファブリケーション

出典：総務省情報通信政策研究所「ファブ社会の基板設計に関する検討会報告書」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000361195.pdf

以前の社会には大量生産と職人による生産
しか存在していなかった。しかし、デジタ
ル工作機械が安価で市場に流れてきたこと
によって、今まで個人でできなかったより
精巧なモノづくりが行えるようになった。
また、Fablabのようなデジタルファブリ
ケーション機器を扱える市民工房が各地に
できており、モノづくりを行う人々は年々
増えている。

自分でものを作る



研究目的

消費者から生産者へ

食料問題を考えるきっかけにならないか

自分でものを作るという選択肢が選べるようになったが、野菜栽培に関しては依然高いハードル
があると私は思う。現代の都市生活の中で、自分で野菜を作る経験をするには場所や手軽さが必
要だろう。



再生野菜
いらない野菜の根元を育て直す
毎日水換えと容器を洗う必要がある
再生野菜とは、根本だけの野菜を水につけなおすことでもう一度
野菜が育てられることである。調理する際に不必要な野菜の根本
を捨てるのではなく、それを水につけなおすことによって、切っ
たはずの部分がもう一度調理可能なサイズに復活する。普段捨て
てしまう野菜の根本がゴミにならなくて済む。



再生することが可能な野菜の種類

葉物野菜

葉物野菜

葉物野菜

小ネギ、根三つ葉、クレソンなど

人参、大根(葉っぱの成長)

豆苗、ブロッコリースプラウト



アクアポニックス

出典：Maximumyield「Managing pH in Aquaponic Systems」
https://www.maximumyield.com/managing-ph-in-aquaponic-systems/2/1208

魚と野菜を同時に育てる
野菜は水槽の水で育てる
魚の養殖も可能
水を効率的に使える
アクアポニックスとは、魚を飼育することによって
野菜を栽培する仕組みのことである。もともと土を
使わず水だけで野菜を栽培する水耕栽培という方法
がある。それと、魚の養殖を組み合わせた農業がア
クアポニックスであり、水を有効に活用しながら独
自のシステムで魚と植物を同時に育てることができ
る仕組みである。



アクアポニックスで育てられる魚と野菜

食用の魚を育てることによって
魚の養殖もできる

ブロッコリー、レタス、キュウリ
スイカ、トウモロコシ、イチゴ、
ナス、唐辛子など

再生野菜では栽培できない
野菜も育てられる

金魚、メダカ、ティラピア、コイなど



アクアポニックスの水の循環



水の循環システムを再生野菜に適応してみる

野菜の根元

バクテリア

魚

魚の餌

再生野菜を行うのに
一日一度の水替えと
野菜を入れている容
器の清掃が必要であ
る。しかし、アクア
ポニックスと組み合
わせることによって、
水替えをする必要が
なくなり、一日一度
水替えをしなくてよ
いことになる。再生
野菜を非常に楽にお
こなうことができる
だろうと考えた。



関連事例 「アクアテリア」

水槽で植物を栽培

出典：水作「アクアテリア」 http://www.suisaku.com/aquaterior/index.html

植物を植えるための
ケースを水槽に引っ掛ける
アクアテリアとは水耕栽培と水槽を組み合わせて魚の飼育が
行える水槽の製品である。アクアリウム初心者でも飼育しや
すいように制作されたために、飼育できる魚はメダカやベタ、
金魚に限られている。使用する方法は一般的なアクアリウム
と同じで、水槽の底に敷く底石を準備し、飼育に使用する水
道水の塩素をあらかじめ抜いておく。次に、植物を育てる部
分である水槽のふたにハイドロボールを入れ、育てる植物を
セットする。



関連事例 「Aquapioneers」

デジタルファブリケーション
を利用して作られた
アクアポニックス機器

出典：GIZMODE「お魚×水耕栽培をもっと拡張。オープンソース型アクアポニックス｢Aquapioneers｣
https://www.gizmodo.jp/2017/07/aquapioneers-open-source.html

Aquapioneersはデジタルファブリケーションを用いて制作さ
れたアクアポニックスのDIYキットである。これはGuillaume 
Teyssiéが、Fab AcademyというMITのニール・ガーシェン
フェルド教授によるほぼあらゆるものを作るためのオンライ
ン講義の最終プロジェクトにて制作されたものである。



関連事例 「アクアポニックスとIoT技術の融合」

自作アクアポニックス
設備をベランダで運用

出典：ENGINEER TOSHIO KUGA.NET「自作したアクアポニックスにラズベリーパイ２を設置してIoT化しました」
http://g-action.gack2u.com/aquaponics-iot-raspberry/

ラズベリーパイと
WordPressで水槽管理
アクアポニックスの水槽のIoT化を行った研究であ
る。この研究ではWordPressのページ上でアクアポ
ニックスの様子をカメラで確認できるようにしたり、
エサやり器を動かすボタンを制作したり、温度の様
子をグラフで表示している。使用しているデバイス
はRaspberry Piである。ベランダでアクアポニック
スを行っており、下層を魚の飼育、上層を植物の飼
育という風にきちんと分けて実践している。



製作物

Rebornponics

アクアポニックスと
再生野菜を同時に行う

魚の飼育を管理

敷居をできるだけ低く



飼育する魚

メダカ

水の適切な量を踏まえて
水槽の容積は約３リットルである。
メダカ一匹につき水が３リットル必要だと
言われている。
ちなみに金魚は一匹につき水が１０リット
ル必要である。



水槽の機能

エサやり 動画配信 温度計測

→忙しい人でも世話が簡単にできるようにするため



製作物の変化の過程

アタッチメント 水槽自作 Raspberry Pi 実装



ユーザー実験概要

目的
製作物を使用したことで生活の変化がないか確認する

期間
約一週間

事前に使用方法を説明し、栽培場所とメダカの名前を決める

事前調査と実験後調査を行う

メダカを一匹飼育してもらい、同時に再生野菜も実践してもらう
内容



事前調査項目

◇ 家での食事頻度
◇ 家での食事内容
◇ 運動頻度
◇ 睡眠時間
◇ 就寝時間
◇ 起床時間
◇ 帰宅時間
◇ スーパーへの買出し頻度



実験後調査項目

◇ 自炊・家での食事頻度
◇ 家での食事内容

◇ 周囲の反応

◇ 睡眠時間
◇ 就寝時間
◇ 起床時間
◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度
◇ 水槽の様子をどのくらい確認するか
◇ 体調の様子
◇ 野菜を育てることに対して
◇ 水槽を使用してみて
◇ その他感想



ユーザー

社会人
社会人 大家さん



一人目のユーザーについて

◆ 社会人

◆ 東京都江戸川区在住
◆ 24歳男性

◆ K.Sさん

◆ 5/20(日)から5/26(土)で実験
◆ メダカの名前は「寿司笑」(すしえ)
◆ ネギの栽培を行う
◆ 自室の机の上で飼育



事前調査(一人目)
◇ 家での食事頻度

◇ 家での食事内容

◇ 運動頻度

◇ 睡眠時間

◇ 就寝時間

◇ 起床時間

◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度

晩ご飯は週三回、朝ご飯は毎日食べている

晩ご飯はCook doを調理したもの、朝ご飯はグラノーラ

週一回筋トレ器具を使用して筋トレ

約８時間

24時

20~21時

8時

週２回



実験後調査(一人目)
◇ 家での食事頻度

◇ 家での食事内容

◇ 運動頻度

◇ 睡眠時間

◇ 就寝時間

◇ 起床時間

◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度

朝ご飯は実験期間中一回だけ食べた。晩ご飯は抜いていない

月曜にご飯を炊いておいたので、それをチンして食べた。

土曜日に筋トレを行った

約８時間

24時

21時半

8時すぎに起床

２回買い物に行った



実験後調査(一人目)

◇ 周囲の反応

◇ 水槽の様子をどのくらい確認するか

◇ 体調の様子

◇ 野菜を育てることに対して

◇ 水槽を使用してみて

◇ その他感想

「よくわからないけど面白いね」「そんな友達いたんだね」
インスタグラムに魚を飼育することになったことを投稿したが、
いいねが少ししかつかなかった。

帰宅時に死んでいないかメダカを確認する。ご飯を与えると元気
になるので安心する。起床時にはネギを確認する。

土曜日は朝までお酒を飲んでいたため体調が悪かった。
それ以外は良好。

再生野菜は他の野菜も取り組んでみたい。土を使う栽培は面倒な
のでやりたくない。手軽さが足りないし、枯らしてしまいそう。

水槽をネギて育ててみたけど食べるのには抵抗があった。しかし
ネギが伸びる様子を見るのは面白かった。

ネギを買ったのは久しぶり。二週間実験が欲しかった。iPhone
ではUSTREAMの映像が点滅して映るので別の方法で見ることが
できないか試してもらいたい。



二人目のユーザーについて

◆ 社会人

◆ 東京都狛江市在住
◆ 23歳男性

◆ S.Kさん

◆ 6/2(土)から6/10(日)で実験
◆ メダカの名前は「チョビ」
◆ ネギの栽培を行う
◆ 自室の床に置いて飼育



事前調査(二人目)
◇ 家での食事頻度

◇ 家での食事内容

◇ 運動頻度

◇ 睡眠時間

◇ 就寝時間

◇ 起床時間

◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度

晩ご飯は週三～四回、 朝ご飯は食べない

晩ご飯はスパゲッティや白米を食べる。忙しいと晩ご飯を抜く

週一回ランニングをする。帰りは一駅歩いて帰宅する。

約5~6時間

24時時前後

22~24時

5時40分

週１回、日曜日に行く。行かないとその週の晩御飯が作れない



実験後調査(二人目)
◇ 家での食事頻度

◇ 家での食事内容

◇ 運動頻度

◇ 睡眠時間

◇ 就寝時間

◇ 起床時間

◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度

ご飯を炊いて、家で晩ご飯を食べていた。例外が一回だけあり、
遅くまでの勤務のため、会社でカップラーメンを食べた。

晩ご飯は納豆とご飯。納豆は買いだめしている。

週一回のランニングと最寄の駅まで一駅歩くことをしている。

５、６時間

24時前後

23時半~24時に帰宅

5時40分

金曜の一回のみ。その日は本社に行って帰りが早かった。



実験後調査(二人目)

◇ 周囲の反応

◇ 水槽の様子をどのくらい確認するか

◇ 体調の様子

◇ 野菜を育てることに対して

◇ 水槽を使用してみて

◇ その他感想

「チョビを飼ってる」と話を振って詳細を説明すると「忙しいの
に大変だねと言われた。」

帰ってきた時に着替えをしながら様子を見る。餌を食べている様子
が見たいので、水槽の前で餌のボタンを操作していた。

普通

再生野菜はめんどくさい。ましてやベランダ栽培は無理。

水槽に取り付けていた機械の音がうるさい。「ジー」という音が
なるので、イヤホンをしながら寝た。

この実験でカーテンを開けるようになった。魚がかわいそうで今
が何時だかわからないだろうと思ってそうするようになった。
納豆に栽培している小ネギを入れてみた。もう一週間実験期間が
欲しい。



二人目のユーザーについて

◆ マンション大家

◆ 東京都多摩市在住
◆ 85歳男性と82歳女性

◆ O夫妻

◆ 6/27(水)から7/4(水)で実験

(写真は夫のみ)

◆ メダカの名前は「アゼ」「アゼちゃん」
◆ ネギと根三ツ葉の栽培を行う
◆ 外玄関の前で飼育



事前調査(三人目)
◇ 家での食事頻度

◇ 家での食事内容

◇ 運動頻度

◇ 睡眠時間

◇ 就寝時間

◇ 起床時間

◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度

毎日三食、家で食べている

朝ご飯 煮物、フルーツ、汁物、ご飯のセットで必ず４皿出す
昼ご飯 そばやパン、即席ラーメンやお惣菜のコロッケなど
晩ご飯 ご飯、お魚

NHKのテレビ体操を１日２～３回行っている。５年前まで地域の
ウォーキング会に所属してたが脊柱管を患って参加できなくなった。

約6時間 昼寝も２時間以上している

23時~25時

家で生活しているため

6時

一日置きに行っている。夜20時にスーパーへ向かう



実験後調査(三人目)
◇ 家での食事頻度

◇ 家での食事内容

◇ 運動頻度

◇ 睡眠時間

◇ 就寝時間

◇ 起床時間

◇ 帰宅時間

◇ スーパーへの買出し頻度

外食はしていない。毎日三食、家で食事している。

朝ご飯 煮物、フルーツ、汁物、ご飯のセット
昼ご飯 そばやパン、即席ラーメンやお惣菜のコロッケなど
晩ご飯 ご飯、お魚、味噌汁

特にしていない。スーパーの中をクルクル動く程度で
買い出しに行く際も車を使用している

約6時間 毎日昼寝をしていた

23~25時

家で生活しているためそういう時間はない

6時

一日置きに、夜20時ごろ駅前のスーパーへ向かう。



実験後調査(三人目)

◇ 周囲の反応

◇ 水槽の様子をどのくらい確認するか

◇ 体調の様子

◇ 野菜を育てることに対して

◇ 水槽を使用してみて

◇ その他感想

同居している息子に話したところ「めんどくさいことは引き受け
ないほうがいい」と言われた

メダカちゃんが可愛くて「元気かな」と毎朝確認していた。
夫婦二人で毎朝見ていた。また、家を出る際にも確認していた。
メダカが動かないと「もしかして死んじゃった？」不安になった。

明日、O夫妻の夫に癌の宣告がされるかもしれないので
非常に落ち着かない。

以前は再生野菜をよくやっていて、カイワレや芋を育てていた。

「特にこういう部分を見て欲しい、世話して欲しい」という風に
言われる方が飼いやすい。また、以前ウサギを飼っていたことが
あって、弱って死んでいくところを見るのが辛かった。
メダカはウサギと比べるとあまり情を持たないで飼育ができる。

メダカの名前を「アゼちゃん」と名付けたが、アゼフに変えたい。
毎日世話をしていたのでこれでメダカに会えなくなるのが寂しい。



ユーザー実験のまとめ

劇的に生活が変わることはないが些細な変化はある

魚に対する愛着や実験期間が欲しいという声

例えばK.Sさんのカーテンを毎朝開けるようになったことなどは発生した。それは
生物という側面が関係していたように思われる。

K・SさんやS・Kさんはともに帰宅後に水槽の様子を確認し、エサをあげていたし、
O夫妻も毎朝魚の様子を気にかけていた。普段の忙しい生活をしていくなかでも、
魚を飼育すると愛着や飼育する楽しみが得られたのだと考える。



結論と展望

魚の飼育以上に野菜栽培を楽しめるプロダクト

栽培期間が短ければいいのか？
→間口を広く、到達点を高く
人が実際に野菜栽培を行うようになるには、進んで時間を作る必要があると思
う。私は再生野菜を利用して、メダカとともに育てるアプローチを提供してみ
た。しかし、再生野菜は普通の野菜栽培と違い、いっぺんに多くの収穫をする
ことができない。地道に野菜栽培に取り組んで収穫物を手にすれば、自分が育
てたという実感はわくはずである。世話をどのくらいするか、栽培の面倒くさ
さ、収穫の嬉しさとの関係を考えながら、農業に関心や興味を持ってもらうよ
うにすることが大事だったと思った。

再生野菜の次のアプローチを考えていくならば、アクアポニックスで実際に野菜を
一から栽培し、プランターで苗を育てて、市民農園にお邪魔していくという流れに
なるだろう。今回制作したRebornponicsから、メダカを利用した再生野菜からアク
アポニックスに移行できるように水槽を再設計することができると思う。
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Super Body Fit fabrication



デジタルファブリケーション

3Dプリンタやレーザーカッターによって 
個人に合わせた少量多品種生産が可能になった。



個人のニーズに合わせたものづくり

一品生産型に適している3Dプリンタ技術を用いることで 
個人に合わせたものづくりを行えるようになった

大量生産型

大量多品種生産

オーダーメイド



ボディフィット製品への需要の増加

3Dスキャン技術の発達により、 
個人一人ひとりの体にフィットしたものの需要が増加している

http://image.itmedia.co.jp/l/im/mn/articles/1806/14/
OsteroidZOZOSUIT

https://competition.adesignaward.com/design-image.php?y=2013&design=34151

http://image.itmedia.co.jp/l/im/mn/articles/


ボディフィット製品への需要の増加

3Dスキャン技術の発達により、 
個人一人ひとりの体にフィットしたものの需要が増加している

http://image.itmedia.co.jp/l/im/mn/articles/1806/14/
OsteroidZOZOSUIT

https://competition.adesignaward.com/design-image.php?y=2013&design=34151

体にフィットさせることで 
人はより良く生きることができるのか？

http://image.itmedia.co.jp/l/im/mn/articles/


Super Fit fabrication

身体にフィットするだけではなく、 
ユーザーを取り巻く周囲の環境に適応させた製作方法の総称



3Dプリント品の義足

SHCデザイン提供

空港の金属検査で反応しない

海に入っても錆びない

下駄やサンダルなどが履ける

SHCデザインは、ユーザーの生活に合わせた義足を製作している

(例)



Super Fit Fabrication

看護

スポーツ

コメディカル

義足

動物

Body Fit  
Something…?



FabNurse



ベッドや車椅子でうがいをするときに用いる受け皿

ガーグルベースン

従来の問題点 
高齢者の顔にフィットしない 
素材が固いため、当てると痛い



個人にフィットさせたガーグルベースン



個人に合わせたデザイン

Right side

Front side

Left side

use myself

with caregiver

with caregiver



個人に適した製作プロセス

費用や求められる時間など、現場のさまざまな条件に応じて、 
製作プロセスを構築する必要がある



→

様々な角度から撮影をして、その写真を元に3Dデータに起こす 
スマートフォンで撮影ができ、非専門職でも扱いやすい

失敗しない3Dスキャン



パラメトリックモデリングを用いて、 
医療従事者が簡単に設計できる自動生成ツールの開発を行った

現場で製作できるプロセス



患者の肌にふれるものを製作する場合は、 
素材の安全性について検討しなければならない

医療分野に適した素材

３Dプリンター用のフィラメントは硬質の材料が多く、用途とデザインの多様性を広げるために、軟質フィラメントが求められていました。FABRIAL™Rシリーズは、やわら
かくしなやかで、触ると肌に馴染む肌触りの良さを備えています。医療分野も含めた様々な産業での利用実績がある、皮膚刺激性テスト（ISO 10993-10準拠）による安全性
確認済の材料をベースとして、熱熔融積層方式の３Ｄプリンター用に、造形時に発生する臭気や熱収縮による造形物の型崩れを軽減するなどの改善を行いました。



Super-Fit fabricationの専門性

現場に根付いたデザイン 
(現場の)言葉で喋りながらニーズを抽出する 

(現場に)適したものづくりのプロセスを構築する
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	180803徳重ポスター-compressed
	Rafael_poster_0803
	ShinObinata_poster
	takamori_egc_poster_gaisou
	texturella_2018_08_03
	Wakimoto_Takamori_Eguchi_poster
	Yasuo_Nagura_finalpresentation

	Presentation
	180803_田中研最終発表_asano
	20180803_taoka
	goto_soturonpresen0803_2 (3)
	wakasugi_0803


