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プロジェクトの概要

季節の移ろいに呼応する壁面パネルを連作として設えた。光・
風・気温・雨・音など環境の諸要素は、時間や月日の移行に応
じて刻一刻と変化している。それらを目に見えるよう転換・誇
張すると、時節の変化をより容易く捉えることができるように
なるだろう。あるいは、それらを半自動的に屋内に取り入れる
ことで、部屋の内外の区別を曖昧にすることができるだろう。
特注大型 3D プリンタや特殊なモデリング技法など最新技術を
用いて、これらは製作された。自然の遷移と人々の振る舞いと
が響きあう空間を、このプロジェクトでは探求し続けている。

Reactive Wall Project 
Saori Tokushige(M2), Sai Taoka(M1), Hitomi Kuboki(B4), and Emu Masuyama(Teacher)
2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

Porous Block：大型 3Dプリンターを用いた多孔質構造の建材

大型 3Dプリンターを用い新しい建材を製作した。「ジャイロイド」と呼ばれる生物表面の幾何学構
造を模倣した。ジャイロイドは、少量の素材で高い強度を保つことができるという優れた特性を持
つ。この多孔質形状により、日光・風・雨・音などを柔らかく取り込むことが可能だ。室内に居な
がらにして、屋外の状況をおぼろげに感じることのできる空間が立ち現れる。植物や虫といった自
然界の小さな生き物達も、表面の細かな凹凸や穴の中にそれぞれの居場所を見つける。時間を経る
につれ建物と建物以外とが一体化し、空間の一部となってゆく。



Maple Window：暖かくなると翼果がくるくると落下する、形状記憶樹脂を用いた変化する４次元
窓枠

落下は日本の日常的な風景と密接に関わっている。満開を過ぎた桜の花びらは一斉に散り、秋には
落ち葉を楽しむことができ、冬になると雪が舞う。そんな「落下」を建物の壁面に施したのがこの
試みである。この窓枠には形状記憶の性質を持つ樹脂を用いた。カエデの枝にあたる部分が気温の
上昇により変形し、翼果がくるくると落ちる。壁面の一部が取れることで壁面全体からの採光も変
化し、落ちていくさまはこれまでにない建物の装いを見せる。

Twisted Window Frame ：3Dプリンターでしか作ることの出来ない、ねじれながら連続的に変化
する形状パターンを使った光る 3次元窓枠

建物の外壁全体に広がる幾何学模様を持つファサードは、あいだに空間を持つ薄い 2層の壁により
構成されている。外壁の開口部に、3Dプリンタでしかつくることのできない奥行を持ったオブジェ
クトを挿入することで、ファサードの持つフラットな 2Dパターンの表現に対して、3次元的で豊
かなコントラストを生みだす。オブジェクトの形状は、元の外壁パターンに使われている菱形が立
体的にねじ曲がりながら変形し続けるものである。この作品は、光の半透明性をもつため、日中は
外からの光を通し乳白色に光り、夜間は照明をうけて発光することで、ねじ曲がった光の窓枠とな
り外壁に新たな表情を与える明かり窓として機能する。

Breathing Façade：風でパターンが広がり外と中の空気を入れ替えることのできるファサード

周りの環境によって形を変えるファサード。風に吹かれると呼吸をするように大きく膨らみ、再び
戻る変化を見せる。変化が現れやすい「オーゼティック・パターン」を使用した。できた隙間を通り、
屋外から屋内、屋内から屋外へと空気が移動する。私たちはファサードの切れ目から差し込む光と
その影の揺らめきを楽しむことができるのだ。一つ一つのモジュールは隣のものと互いのチェーン
によって繋がっている。そよ風で揺らぐほどの軽さと形状を検討した。

Reactive Wall Project 
Saori Tokushige(M2), Sai Taoka(M1), Hitomi Kuboki(B4), and Emu Masuyama(Teacher)
2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 



　これまでの型を用いた成形手法では、型自体の製作が必要と
なるため、成形以前の工程に時間を必要としていた。
食品を直接 3D プリントすることで、型を必要とせず、多種類
の形状を生産することが容易になる。
また、3D プリント時の内部構造のパターン、密度を調節する
ことによって、食感における重要な要素である、空洞のかたち
を制御することが可能であり、それによって食感が変化するだ
ろうと考えた。

　今回の研究では、チョコレートを素材としたフードプリント
を使用した。様々な内部構造パターンから 5 種類を選定し、そ
れぞれのパターンごとに密度を変えたものを 5 つ造形する。そ
れらを ME 法による感性評価を用いて、内部構造がもたらす食
感の変化について評価を行う。

　今後の展望として、フード
デザイナー、チョコレート専
門店と共同で、内部構造をもっ
たチョコレートを用いた、新
たな料理の製作を試みる。

具体的な方向性として、内部
構造の空洞部分に異種素材を
混入させることで、従来のガ
ナッシュの製法と異なる方法
で、製作することが可能にな
るのではと考えた。それによっ
て、工数の削減、構造がもた
らす食感による表現の豊かさ、
混入できる素材の多様化が期
待できる。

多様な内部構造を持つチョコレート・フード・プリント物の感性評価
Parametric Food Texture using 3D printer
Ryosuke Wakasugi(M2) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 
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DfAM(Design for Additive Manufacturing) とは 3D プリントによる新しい設計手法
であり、これまでは主に形状設計について研究されてきたが、私たちは DfAM により
新たな色彩設計が可能になると考えている。現在はミマキエンジニアリング社と、カラー
3D プリンタを用いて複雑な内部構造に着色することで「角度によって見える絵が変わ
る立体」(fig.1,fig.2) を設計し、異方性を持った情報提示の研究をしている。
また、今学期はそれを応用し 3Dのれんのデザインを行った。

以前制作した、鏡ごしでもグラデーショ
ンの向きが変わらない板 (fig.3) の着色
メソッド (fig.5) をのれんに応用した。
鎖かたびらのような構造体 (fig.4) は布
のような振る舞いを作り出し、そこに特
殊な着色を施すことで今までにない視覚
効果を持ったのれんをデザインした。
これは 10 月から日本橋で行われる「め
ぐるのれん展」において駅構内に展示さ
れる予定である。
店の内と外をつなぐだけではなく、店同
士の横のつながりを作り出していたのれ
んの役割を現代の技術でアップデートし
た。

DfAMによる特殊色彩設計 
Design for Additive Manufacturing of Color
Shin Obinata(M1) , Ryoma Takamori(B4) , Rina Kinoshita(B2) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

Fig.1 角度によって色の変わる球体 Fig.2 角度によって見える絵が変わる球体 Fig.3 鏡ごしでもグラデーションの向きが変わらない板

Fig.4 のれんの構造。鎖かたびらのように連結した構造が、布のような振る舞いを生み出す。

Fig.5 着色方法。左右からグラデーションをかけ、見える面 /見えない面でグラデーションの向きをコントロールする。



　3D プリント過程をカメラで録画し、この映像を予め録画し
ておいたリファレンス ( 成功例 ) の録画と比較することで品質
検査、品質保証を行う手法を研究している。
　従来の 3D プリント製品の非破壊検査には CT スキャンなど
を用いているが、金銭的・時間的コストが大きくかかり、特に
家具スケールでは品質検査の実施が困難である。家具スケール
の３Ｄプリントに対応できるような、検査可能な大きさに制限
が無く３Ｄプリント中に検査できる方法を目指している。

　３Ｄプリンターのノズル周辺を撮影するため、市販の３Ｄプ
リンターに改造を施した。(Fig.1) カメラを取り付けるための固
定具を製作し、撮影品質を上げるために光源や布を取り付けて
いる。　また、同じ物を作り続けた際、品質にどの程度のバラ
つきが存在するのかを実験した。G コード、スライス設定など
出来る限り同じ条件とし、現在までに 30 個程度製作している。
(Fig.2)３Ｄプリントの過程は Fig.3 に示すように録画し、より
画像認識に適した録画となるよう改良を続けている。

　３Ｄプリント品の傷、焦げ
などのエラー検知や、録画か
ら品質検査が出来るか検証す
るために、基礎的な画像処理
実験を行っている。
　Fig.4 に示すのは、同じ３Ｄ
プリント品の成功例と比較対
象の画像を、RGB の色情報で
比較したものである。この場
合は 99% 一致しているという
結 果 が 得 ら れ た。現 在 は
OpenCV という画像処理ライ
ブラリ(Python)を用いて、様々
な方法で画像処理実験を行っ
ている。本研究は、今年度の
4DFF 学会での発表を予定して
いる。

カメラ動画を用いた家具スケール３Ｄプリント製品 
の品質保証方法の提案
Masaki Arai(M1) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

文章は游ゴシック 14pt(Regular)

Ｆｉｇ.１　改造した３Ｄプリンターで３Ｄプリント中の様子 Ｆｉｇ. ２　実験のために製作した３Ｄプリント品

Ｆｉｇ.３　３Ｄプリント中の録画キャプチャ

Ｆｉｇ.４　３Ｄプリント品のヒストグラム比較 ( 色比較 ) 結果

リファレンス ( 成功例 )

比較対象 ( 成功 )
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6 月よりアーヘン工科大学 ITA に滞在し、建築物に用いるテキ
スタイルファサードの新しいカタチの提案を行った。建築ファ
サードの役割は空気の通り道、見晴らし、採光、影などの調整
である。本学ではその中でも気候や時間帯によって開閉可能な
ファサードの研究に取り組もうとしている。
私が今回提案したのは、シリコンの膨張・収縮を利用した開閉
可能な建築ファサードである。

膨張によりシリコンモジュールが直径が倍、高さは約 4 倍にな
り (右図参照 )、隣り合うモジュールと隣接することでファサー
ド全体が開閉する。建築物全体を覆った際の圧迫感に対する問
題意識から始まったプロジェクトで、その滑らかなテクスチャ
と動きによって印象の改善を図った。モジュール一つ一つを小
さく設計することで微調整も可能となっている。

シリコンモジュールによる膨張・収縮の
体積変化を利用した機能性建築ファサードの提案 
Sye Taoka(M1) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

機能性ファサードはしばしば構造によ
る輸送・運搬の困難が問題になるが、
本ファサードは柔らかく軽量であり、
アクチュエータと分離することが容易
であるという利点がある。
また、膨張した際に建築物内部からの
光が拡散することにより ( 左図参照 ) 建
築物全体の印象の変化をもたらすとと
もに、内部にぼかしをかける効果もも
たらす。
本プロトタイプは手動での開閉だが、
今後はモーターを用いたコントロール
の実装が ITA にて行われる。また、実
際の建築物への応用に向けたパート
ナー企業との調整や論文執筆が予定さ
れている。
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ArchiFabTATAMI と熱可塑性エラストマーによって，家具ス
ケールの柔らかい物の造形が可能になった。今学期は，この柔
らかい造形を用いて椅子の製作を行なった。椅子のコンセプト
は “人が座ることで完成する椅子” である。これらの椅子は，
人が座ることによって沈みこみ，特定の高さへと変形する。そ
の際に外側の膜の構造はそれに追従して膨らむようにして変形
する。

機材は右の写真の ArchiFabTATAMI を利用している。これの大
きな特徴はペレットと呼ばれる米粒状の樹脂を利用する点と，
3 つのヘッドだ。ペレットを用いることによって，通常の FFF
方式の 3D プリンタでは吐出できないほど柔らかい透明軟性エ
ラストマーを出力することができる。造形エリアは 1 立法メー
トルを超え，主に家具スケールの造形に向いている。

製作した椅子は各パラメータ
を変更することにより，座り
心地を変化させることができ
る。パターンの形状により，
潰れ方を制御することができ，
セルのサイズを変えることで，
潰れる深さを，ヒンジのサイ
ズでクッション性の柔らかさ
を変化させることができる。
厚みは対荷重の制御に繋がる。
これらのパラメータを変更し
ながら，見た目は同じだが座
りごこちの違う椅子を製作す
ることが可能である。

Negative Poisson Morphing Chair
座る動作によるアクチュエーション
Soya Eguchi(B4) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 



FFF (Fused Filament Fabrication) 方式の 3Dプリンターにて
FGAM と呼ばれる複数のマテリアルをシームレスに複合した
3D プリンティングを実現するためのソフトウェア開発を目標
としている。FGAM によって、マテリアルの機能を基調とした
造形を行えるようになることで、1 つのオブジェクトに複数の
機能を内包させることができる。QuadFusion と呼ばれる 4 種
類のフィラメントを扱えるエクストルーダをもとに FGAM の
ためのスライサーの開発を行った。

今回開発したスライサーでは、２つのマテリアルを任意の 1 次
元的なグラデーション状に出力することができる。TRF という
形状記憶の機能を持ったマテリアルと PLA の２つを用いて、加
熱したときに曲がる部分、曲がらない部分をグラデーション上
に持つオブジェクト、また、TPUと PLA の２つのマテリアルで、
柔らかい部分と硬い部分をグラデーション上に持つオブジェク
トをサンプルとして出力した。

今後の展望としては、機能の
グラデーションを 1 次元から
2 次元、3 次元へとできるよう
にし、より多彩な機能を内包
した造形を行えるようにする
ことである。また、FGAM を
実現するにはスライサーだけ
でなく、一般的な 3D CAD に
よる形状中心のサーフェスを
基調とした Contour Modeling
か ら 機 能 性 を 重 視 し た
Performance Modeling へと移
行する必要がり、そのための
ソフトウェアの開発を行って
いく。

Functionally Graded Additive Manufacturing 
FGAMによる機能のグラデーション 3Dプリント
Ryoma Takamori(B4), Shin Obinata(M1), Rina Kinoshita(B2), Tomomasa Wakimoto(M2) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

PC 上での画面と、出力物

TRF

PLA

PLA

TPU



近年 3D プリント分野における造形物の大型化の傾向は著しい。
それに伴い、4 月に建築スケール 3D プリンタ「ArchiFAB 
NIWA」が導入されたが、初期開発段階にあり 3D プリンタと
して動作するためにはさらなる開発が必要である。来学期以降
の実運用に向けて動作検証、ヘッド部の設計制作を行った。
また、マテリアルとして土と植物を用いた造形のデザイン・リ
サーチを行った。

右は 3D PotterBot というペースト材料を用いることのできる
プリンタで造形したサンプルである。SFC の林から採取した土
壌に生育の早いブロッコリースプラウトの種子を混ぜ込み、出
力した。造形後一日にして発芽が見られ、マテリアルとして混
合された種子であっても育成することが確かめられた。
来学期以降は建築スケールでの造形に植物を取り入れ、植物に
よる 4Dプリンティングの可能性を探っていく。

左は設計したヘッド部と、各
方式のテスト運用を通して判
明した特徴をまとめたもので
ある。大型造形を行う場合、
大きな課題となるのは材料供
給である。例えば、4L カート
リッジを用いて 1m*1m*1m の
囲い形状を壁厚 50mm で造形
する場合、約 5 回の交換が必
要となる。それ以外にも、材
料の自由度や脈動の有無など、
目的に叶う方式を臨機応変に
選択する必要がある。
今後は材料供給の観点から
ホッパースクリュー式、ポン
プ式を主に使用する。

ArchiFAB NIWA Project
土と植物を用いた大型 3Dプリント
Yasuo Nagura(B4) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

シリンダー式 ホッパースクリュー式

設計したヘッド搭載写真

育った写真

ポンプ式



　靴はすでに決まった平面の型紙を元に製造されており店頭に 
並ぶのは S・M・L と規格に沿ったものである。しかし、人の 
足とはそれぞれ形が違い、また成長に伴い変化するものだ。 
　この研究では足の曲面に合った、また成長と共に変化する靴 
を提案する。個人の足に常にあった靴を履くことは、さらなる 
快適さと、パフォーマンスの向上が実現できるのではないだろ 
うか。感温性フィラメントを使用することにより、温めて変形 
させ、常温の時は形が保たれる靴を制作した。

　足首の周りと、足の甲周辺に温度によって形が変化するフィ
ラメントを 使用した。温度によって大きく開き、もう一度加熱
をすること で元の形にまで戻る。
　3D プリント部分に用いたのは切り絵模様、オーゼティック
パターン、メッシュ模様など。足首やかかと、つま先など部位
によって、また目的によって当てはめるべき適切なパターンが
違ってくる。それぞれの位置に適切な模様を検討した。今回は
横方向への伸びが強い切り絵模様を採用している。

　SMP/TRF  の利点として、
温度に素早く反応し形が変化
するということ、また変化し
たのち形が固定されるという
ことが挙げられる。  これらの
特徴をいかした靴の利用とし
ては、子供靴や雪山の登山靴
を想定している。子供の成長
は早く、靴を短いスパンで 買
い換える必要がある。また雪
山登山の際、使用中に靴が 脱
げてしまわないように足の形
にしっかりと固定することが
求められる。場面に応じた使
い方ができると考え ている。

足の形に合わせ形状変化する靴の提案
4D Printied Shoes
Hitomi Kuboki(B4) Mizuki Mori(B3) | 2019.08.06 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

Auxetic Pattern, Mesh Pattern, Kirie Pattern 



　靴は製造の過程において多くの作業が含まれる。また、皮や 
布、樹脂など多くの素材が使用され、それぞれに合わせた処理・ 
設計がなされており、それ故の工程や時間がかさんでいた。  本
研究は、布に 3 d プリントすることによって 1 枚の平面から靴
の形がポップアップする形状を検討した。これにより、使用す
る布が最小限に、また刺繍の手間を不要とする。複数の感温性
フィラメントを使用することによって、靴が立ち上がる形や順
番を制御し、より足の形にあったものにすることができた。

　靴の制作には、伸縮性のある布と複数のフィラメ ントを使用
した。足のソールとなる部分には衝撃の吸収を狙っ た柔軟性の
ある TPU を、立ち上がる部分には周囲の温度によって形が変
化する SMP/TRF を、また全体の形を整えるために PLA を用
いた。特に着目すべきことは、SMP/TRF は複数のフィラメン
トを使用した点である。これにより、段階的な形状の変化が現
れ、自然と靴の形に立ち上がる形状、より足の形にフィットし
たものを実現した。

　この靴は、靴を履く時に必ず必要な「しゃがむ」という動作 
を必要としない。足を垂直に下ろすだけで履くことができるの
だ。 また SMP/TRF を使用していることにより、立ち上がった
のち、 その形状を強固に保つことができる。
　加えて POPUP の靴は縫い目を必要とせず、1 枚の布から制
作することができる。それによって使用する布も最小限に留め
ることが可能になった。また、平面に展開されていることによっ
て、可搬性が高い。

平面から靴の形状に立ち上がるパターンの検討 
4D Printied Shoes
Hitomi Kuboki(B4) Mizuki Mori(B3) | 2018.08.03 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

1. 

2. 

3. 

SMP/TRF 30℃ 

SMP/TRF 40℃ 
TPU 

PLA 



　4Dプリンティングとは、従来の3Dプリンティングの三軸（x, 
y, z）に「時間軸」を加え、物体に「変化」を加えたものである。
そのため、4Dプリンティングは環境やユーザーに応じて変化が
求められることの多い靴との相性が良い。多くの靴メーカーで
はアスリート向けの商品の研究が進んでいるが、今回は4Dプリ
ント靴のスポーツ以外での応用を考えた。近年の交通の便の発
達、国際化、人々の国内外の出入りの増加に伴った靴の持ち運
びの需要に注目し、折りたためる靴の製作を行った。

　温度で形が変えられる形状記憶ポリマー（SMP）をミッドソー
ルに用いることで、熱を加えると、ソールを曲げることが可能
となり、折りたたんだ形状を保ったり、自律的に広げたりする
ことができる。靴のつま先とかかとの部分は形状を保つ必要が
あるため、覆う面積とある程度の厚みが求められる。一方で、
ソールを折り曲げる中央部分は曲げる際にシワがよったり亀裂
が入って破損したりするため、薄い形状が好ましい。以上の理
由より、異なる厚みを持ったソールの設計を行った。

　靴のアッパーは、折りたた
んだ際に形が崩れないよう、
Auxetic Pattern や折り紙の折
り目を応用している。今回は
柔軟性のある TPU を用いてい
るが、今後は伸縮性のある布
に SMP を直接プリントするこ
とも検討している。

　また、SMP のミッドソール
を曲げて折りたたむ際の温め
る過程を簡略化するために、
ミッドソールを直接温めるこ
とを目的とした装置や、熱を
通しやすいインソールを製作
する予定である。

Self-Folding Shoes using Shape Memory Polymer
4D Printed Shoes
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fabrialで代替した箇所

シリコンで代替した箇所

Fab Vet プロジェクトでは、手作業で作られている犬の義足の
問題点を解決し犬たちがよりよい生活を送れることを目指し、
3Dプリンタで犬の義足を作製している。
先学期は全体が 3D プリンタ製の義足を作製したが、今学期は
3D プリンタによる代替プロセスを細分化し、より実用的な義
足の製作に取り組んだ。具体的には黄色スポンジとフレームを
3D プリンタで代替した義足とシリコンソックスを作り、実用
性の検証を行った。

【シリコンソックス 】
ゲル部分は 3D プリンタによって出力することが困難なため、
型を用いてシリコンソックスを作製した。犬の皮膚に直接触れ
る部分であるため皮膚接触が安全なシリコンを選び、型は 3D
プリンタで出力した。シリコンソックスは全体に一定の厚さが
あるように作り、底にさらに厚みを追加することで患部を保護
している。2 回のフィッティングを通じてぴったり履くことが
できるソックスが完成し、履いた状態での型取りを行った。

【フレーム】
既存の義足のフレーム部分を fabrial で代替した義足を作製し、フィッ
ティングによる実用性の検証を行った。実際に犬が着用した状態で散歩
を行い、耐久性に問題がないことと違和感なく歩行できることを確認し
た。

【黄色スポンジ】
黄色スポンジが担う役割である「クッション性」を再現するために、内
部構造が異なる構造体を fabrial を用いて作った。クッション性を定量
化するヤング率を yawasa で測り、最も近い値を持つ構造体を採用した。
先学期と異なり、外壁との隙間をあけることで伸縮を自由にしたものの
フレームとの連動にはまだ適していない。構造体自体に外壁をつけない、
など今後の改良に余地がある。

【今後の展望】
3D プリンタによる代替領域を広げて素材数を減らし、フィッティング
による検証を繰り替えすことで義足の改良を行う。

Fab Vet
3D プリンタによる犬の義足の作製
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