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1 拠点の概要 

本拠点の目指すあるべき将来の姿（ビジョン）は「一人ひとりのデザインが普及した社会」で

ある。そしてこのあるべき将来の姿を実現するために必要な社会の仕組みとして、本拠点では「フ

ァブ地球社会」を提唱する。 

生活者の欲求は多様化する個人ニーズ対応に向かっている。既製品をただ受け取るところから、

より自分らしいモノを選ぶ形へ、更には、自分らしい住まい方、暮らし方や生き方といったとこ

ろまでを思うように作り上げようとの考え方が普及しつつある。また、今後の人口減少および高

齢化が進む社会においては、従来の産業システムにおけるユーザ像に包摂されない人が増えると

いう社会問題に繋がると予想されるため多様な個々人のニーズへの対応は不可欠となっていく。 

これまでのモノづくりは、工場で量産される「マス・プロダクション」「マス・カスタマイゼー

ション」と、職人や専門技師が手作業で行う一品ずつの「オーダーメイド」に二極化されてきた。

一人ひとりのデザインを実現するには、このマス・プロダクション／マス・カスタマイゼーショ

ンとオーダーメイドの二極化を解決することが必要である。 

本拠点ではこの二極化を解決し「一人ひとりのデ

ザインが普及した社会」の実現を目指して、個々人

の感性をデジタルデータとして扱えるようにする

感性価値指標化技術を基盤とするビスポーク･デザ

インシステムと、個別一品からのモノ作りを実現す

るデジタル製造技術を基盤とするスーパーフィッ

トシステム、そしてこの二つのシステムを統合する

科学「感性と物性をつなぐ中間表現」の研究開発を

推進している。 

2 研究開発期間終了時の実現目標と達成状況 

研究開発成果が実用化、社会実装されるには、ユーザ企業等にとって使いやすい形になってい

る必要がある。そこで本研究開発では研究開発成果をパッケージ化し、参画企業に供給すること、

研究開発の達成要件を参画企業による事業化（製品化、サービス化）や社会課題の解決にこれら

のパッケージ（全部、もしくは一部）が活用されることとして、上述の中間表現、感性価値指標

化技術、デジタル製造技術の研究開発を推進した。その結果、感性価値指標化技術はデジタルフ

ァッション（株）が感性 AI パターンソムリエとして事業化された。また、パッケージそのものも

（株）住化分析センターによって事業化された。デジタル製造技術についてはプラスチック資源

循環の課題解決ソリューションの提示（オリンピック表彰台）や（株）オカムラの事業化、中間

表現については JSR（株）がラピセラ（株）を事業会社とする医療用インソール設計製造支援サー

ビスにおいて活用し事業化した。 

3 特筆すべき研究開発成果の概要 

ビスポーク・デザインシステム（感性指標化技術） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼀ ⼈ひと り のデザイ ンが普及し た社会

ビスポーク ・ デザイ ン
システム

スーパーフ ィ ッ ト
システム

感性価値創造技術をベースと し た
感性デジタ ルビスポークによる
個⼈のものづく り⽀援

3Dデジタ ル製造技術を活⽤ し た、
個別で柔軟な製造⽀援

感性表現 設計表現 ⽣産表現物性表現

ビスポーク ・ デジタ ル技術

感性と 物性をつなぐ （ ４ つの） 中間表現

感性 AI パターンソムリエの事業化を達成 

（関西学院大学、デジタルファッション(株)、(株)セン

チュリーエール、イオン(株)、高島屋、トキハ百貨店） 

技術移転により感性評価サービスの事業化を達成

（関西学院大学、（株）住化分析センター） 
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スーパーフィットシステム（デジタル製造技術） 

 
感性と物性をつなぐ中間言語 

社会実装に向けた展開 

1. スーパーフィット製品のひとつである、感性とメタマテリアルを直結する技術によって誕生

した医療用インソール（ラピセラ株式会社により製品化)は、中間表現 FDDF により人間の好

みに応じた触感を任意に付与できるようになったほか、これまで複数素材を貼り合わせてつ

くっていた構造を脱し、１種類の材料のみで立体構造により多様な柔らかさを分布させられ

るようになっており、設計のための独自ツールも開発済みである。感性価値の付与、工程の

低減、性能（履き心地）の向上、リサイクル性の向上、という４点を同時に達成する革新的

なモノづくりの方法を示しており、今後他分野への展開を検討する 

2. さとうきび由来のバイオポリエチレンを用いたオフィス椅子（株式会社オカムラにより製品

化）には、特有の積層痕表現により感性価値が付与されている。また、単一材料で制作され

ているため、粉砕して材料に戻してから再度３Dプリンタで再成形することが容易であり、体

の大きさの変化の激しい子供用の椅子などに適用することで、常に体系に追従する、持続的

スーパーフィット製品となって、モノづくりの新しい価値を開く 

4 今後の課題と活動方針 

本拠点の研究開発目標は概ね達成することができた。COI での研究開発を通じて、地球環境課題

のうち、プラスチック資源循環に対してデジタル製造技術が貢献できる可能性があることが明ら

かとなった。そこで、本拠点の研究開発成果をプラ

スチック資源循環の課題に向けてさらに研究開発

を加速させ、文部科学省共創の場形成支援地域共創

分野育成型「デジタル駆動超資源循環参加型社会共

創拠点」において、社会実装を目指して、取り組み

を加速させる。 

オリンピック･パラリンピック表彰台 

（株）P&G の回収した洗剤ボトルをリサイクルし、

3D プリンタで中量生産したパーツを使用 

資源回収やリサイクルで得られた材料を用いて3Dプリンタ

で製造した椅子（造形の様子と展示会風景） 

（株）オカムラが技術と意匠を継承しオフィスチェアの個

別一品生産、販売の事業化を推進（2021 年 11 月 24 日リリ

ース予定）。 

触感を生み出すモノの物理的特徴の包括的な表 

FDDF (Force-induced Displacement Distribution Function) 
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本拠点の目指すあるべき将来の姿（ビジョン）は、「一人ひとりのデザインが普及した社会」で

ある。そして、このあるべき将来の姿を実現するために必要な社会の仕組みとして、本拠点では

「ファブ地球社会」を提唱する。 

 

図 1 2020 年〜2030 年の世界のモノづくりが向かう方向性 

 

現代の生活は、戦後以降の目覚ましい経済発展の成功によって物質的な豊かさを享受している。

一方で、自分らしさが見えず社会に埋没している感覚や、様々な社会システムの老朽化に伴う将

来への不透明感も抱えている。そのような中、充実感のある生活を営みたいという欲求として「自

分らしさとは何かを見つめなおしたい」、「独創性を発揮して自己実現につなげたい」という願望

が表れてきている。 

生活者の欲求は多様化する個人ニーズ対応に向かっており、多くの人は自分の潜在能力を開花

させ、創造性を発揮して新たな価値を生み出し、自己実現へとつなげたいと考えている。モノの

利用や消費の側面においても、既製品をただ受け取るところから、より自分らしいモノを選び出

す形へ、更には、自分らしい住まい方、暮らし方や生き方といったところまでを、思うように作

り上げようとの考え方が普及しようとしている。また、今後の人口減少および高齢化が進む社会

においては、従来の産業システムのユーザ層に包摂されない人が増えるという社会問題に繋がる

と予想される。より少ない人的リソースで地方の生活を支える、また高齢者ができるだけ自身で

活動する環境を実現するには、多様な環境における個々人のニーズへの対応は不可欠となってい

く。 

これまで、生活者のニーズの個別化は多様な製品群の創出に繋がると一般的には考えられてき

た。しかし、産業側が対応できる個別化の範囲はごく一部に限られる。大量製造を前提としたモ

ノづくりの仕組みでは、一定量以上生産しないと、利益を出すことができない。これは金型や製

造設備にかかる費用が高額になることに起因する。そのため、これまでのモノづくりは工場で量

産される「マス・プロダクション」「マス・カスタマイゼーション」と、職人や専門技師が手作業

で行う一品ずつの「オーダーメイド」に２極化されてきた。前者は個人の欲求に完全に合致した

ものを製造できないという問題が、後者は時間やコストがかかり、かつ人手不足、後継者不足な

どの社会的問題が存在した。加えて大量製造は、製品が売れなければ、大量の廃棄が生じること

になる。この廃棄は環境負荷として地球レベルの課題となっている。 

一方で、生活者に目を向けると、この 10年で生活者が取り扱うものは家電も含めてデジタル技

術を利用したものが一般化されてきた。特に、パーソナルコンピュータを中心にして普及してい

たインターネットが、スマートフォンで利用されることで、プロ向けや業務機器の色が強かった

機器ではなく、主婦や子供にまで使える形の高度なソフトウェア利用環境として提示されるよう

になった。 
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スマートフォンやタブレット機器は、教育現場で紙の教科書に代わるものとしての導入が試み

られるなど、子供の学習ツールとしての利用機運が高まり、単に遊びのツールを超えたものとし

て位置付けられるようになってきている。スマートフォン上で提供されるソフトウェアが、「アプ

リ」と新しい呼称を与えられていることは、生活ツールとして従来のソフトウェアと異なる受け

入れられ方をしている証左であり、ライフスタイルツールとして、デジタル的なモノを日常的に

便利に取り扱う過ごし方を当たり前のものとする端緒となった。 

デジタル技術による変化は、DIY 領域にも広がる兆しを見せており、2010 年代に入って、個人

レベルで購入が可能な 3D プリンタが一般向けに販売されるようになった。3D プリンタはパソコ

ンやスマートフォンと接続される情報化社会における新たな生活者向けのツールとして理解され

ており、工作機械であると同時に、「印刷」との言葉と近しく扱われることからも分かるように一

種のメディア機器として捉えられている。生活者が何かを作ることは、釘とトンカチを使う古典

的な DIY や、はさみやのり、ミシンといった手芸や工作的なところから、ソフトウェア（アプリ）

を作り、アプリで作ったデータを紙や立体物に印刷し、ロボット的にモノを動かす、といったテ

ーマに進化している。 

このような生活者による創造やモノづくりは芸術的なものを必ずしも志向したものではなく、

自らの生活を快適に過ごせるように一工夫したものとして、自分達なりの満足や豊かさへの気持

ちを反映したものとなっている。自らの課題や欲しいモノを自分達の出来る範囲ではなんとかし

てしまおう、好きなモノは自分で作ってしまおうという考え方が高まりつつある。 

我々はこの新しい生活者像を主軸に据え、今後目指すべき社会のかたちを描くことができるが、

一方でこうした生活者はまだごく限られた人々に留まっており、社会の大多数が新しい創造性を

発揮するために、基礎技術研究と社会実装を伴うイノベーションが必要とされている。現在はま

だ、自らはつくりたいモノがあっても、それをどのように実現してよいかが分からない生活者が

多数存在している。上述した 3Dプリンタをはじめとするデジタル製造技術でモノをつくるために

は、物理的な「材料」とデジタルな「データ」の両方の知識が必要であり、それを自らの感性を吟

味しながら、料理をするかのように自然に制御し、創造性を発揮していく仕組みを確立する必要

がある。さらには、新しい生活者の即時的な要求に応えられるような、新しい材料およびデータ

形式を開発していくことも必須である。社会へと眼を転じれば、企業および生活者が新しい活動

を担っていくために必要な「制度設計」と「普及・啓蒙」を同時に進める必要がある。 

これらの多角的な研究活動がひとつの焦点に向かって結集し、像を結んだとき、創造的生活者

が活動するための社会基盤が確固たるものとなり、真の意味での「ファブ地球社会」が到来する。 
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「一人ひとりのデザインが普及した社会」を実現するには、平均的な人間像を前提とした「マ

ス・プロダクション」、パーツの組み合わせによってバリエーションを生み出す「マス・カスタマ

イゼーション」のさらに先にある、デジタルデータからオンデマンドで個別一品生産を行う仕組

みが必要となる。そのためには、人間の感性からモノづくりまでを、多種類のデータを繋ぎなが

らひとつながりのプロセスとして、連続的に扱えるようになる必要がある。連続的に扱えるよう

になるには、さまざまなデータを共有可能な形に記述し、モノづくりのプロセスの各段階で適切

に情報を変換し、加工・処理する技術が必要となる。 

このデータの流れを確立できれば、さまざまな産業領域（装具、家具、乗り物等）への応用が

進み、人間中心の価値を最大化する新しいモノづくりが実現すると考えられる。 

本拠点ではこの技術を「ビスポーク・デジタル技術」と呼ぶ。そしてこうした様々な産業領域

に展開可能となる上位概念としての仕組みを「ビスポーク・デジタルプラットフォーム」と名付

ける。 

 

図 2 COI とその先のビジョン、バックキャスト 

 

 

図 3 ビスポーク・デジタル技術 

 

「ビスポーク・デジタル技術」における情報の流れを実現する上で重要になるのは、人間の感

性とモノの物性は、本質的に性質の異なるデータである点である。これらを適切に結びつけるた

⼀ ⼈ ひと り のデザイ ンが普及し た社会
＝フ ァ ブ地球社会

現在

ビスポーク ・ デジタ
ルプラ ッ ト フ ォ ーム
上で感性と デザイ ン
の知的資産を シェ ア 個別案件対応（ 個別ド メ イ ン、 個別ジャ ン ル、 個別製品）

• ⼀ ⼈ ⼀ ⼈が、 ⼀つ⼀ つ作る社会、 個別解決、 個別最適
• ⼀つのも のができる までが遅い
• モノ を介し た社会課題解決は遅々と し て進まない

①

②

③

④

Ø 感性メ ト リ ッ ク
Ø 感性ソ ムリ エ
Ø パラ メ ト リ ッ ク モデル
Ø メ タ マテリ アル
Ø 3Dプリ ンタ
Ø ・ ・ ・

Ø 特定分野での「 中間表
現」 の構築、 POC、 社会
実装（ 実⽤ 化）

Ø 個の多様性分析
Ø コ ンソ ーシアム構築

Ø 「 中間表現」 の標準化、
国際化

Ø 「 中間表現」 の適⽤対象の
拡⼤を通じ た⼀般化

Ø 「 中間表現」 の流通、 蓄積
のための仕組みの整備

① ②（COIの達成目標） ③ ④

⼀ ⼈ひと り のデザイ ン が普及
し た社会から のバッ ク キャ スト

COIと その先のビジョ ンと バッ ク キャ スト

20302020

各種業界で多様な価値観が反映
さ れたモノ が提供さ れる

ビスポーク ・ デジタ ルプラ ッ ト フ ォ ームによっ てフ ァ ブ地球社会の実現
が加速

• モノ づく り のデータ が流通、 蓄積、 利活⽤ さ れる状態になる
• 学習⽤ のデータ の蓄積と 処理技術の構築さ れる
• モノ づく り の共通要件が抽出さ れ、 標準化さ れる

ビ スポーク ・ デジ
タ ル技術の有⽤性
を⽰す

COI終了

2020年

2030年

2025年われわれの研究によっ て加速さ れる未来

通常の未来予想

Ø 各種業界向けに多様な選択肢を
提⽰するシステム実現

Ø 海外の異質なモノ ・ ⽂化と の共
存・ 融合

Ø 創造さ れた価値のリ アル→サイ
バー代替による 体感

Ø ・ ・

ビスポーク ・ デジタ ル技術

⼀ ⼈ひと り のデザイ ン が普及し た社会

ビ スポーク ・ デザイ ン
システム

スーパーフ ィ ッ ト
システム

感性価値創造技術をベースと し た
感性デジタ ルビスポークによる
個⼈のも のづく り⽀援

3Dデジタ ル製造技術を活⽤し た、
個別で柔軟な製造⽀援

感性表現 設計表現 ⽣産表現物性表現

ビ スポーク ・ デジタ ル技術

感性と 物性をつなぐ （ ４ つの） 中間表現
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めには、感性からモノが作られるまでのプロセスの各段階に応じて最適な表現を定義し、その変

換をするという考え方に立ち、それを実現することである。本拠点では、このプロセスの各段階

に応じた最適な表現とその変換を「感性と物性をつなぐ中間表現」（以降、中間表現と呼ぶ）と名

付け、4つの表現（感性表現、物性表現、設計表現、生産表現）を仮定し、相互の対応関係を理論

的に構築する必要がある。そして、この中間表現を基盤として、感性とデジタル製造技術を統合

していく必要がある。 

ビジョンの実現には、本拠点の成果が社会実装されることが重要である。社会実装には、企業

やベンチャーによる製品化、事業化が必要である。企業が事業化を推進するには、研究開発成果

が企業にとって活用しやすい形になっている必要がある。そこで、本拠点では参画企業の意見や

希望などを取り入れつつ、研究開発の成果をパッケージ化、サービス化し、社会基盤として活用

しやすくすることを目指す。 

そこで本拠点では、研究開発の最終目標を 2 つの技術パッケージ「ビスポーク・デザインシス

テム」、「スーパーフィットシステム」とその基盤技術「感性と物性をつなぐ中間表現」の 3 つと

する。この実現に向けてフェーズ 3 において、「感性と物性をつなぐ中間言語」（研究開発テーマ

1）、「感性価値指標化技術のサービス化」（研究開発テーマ 2）、「デジタル製造技術のパッケージ

化」（研究開発テーマ 3）に取り組む。フェーズ 3でのパッケージ化、サービス化、基盤技術化の

ために、フェーズ 1 では基盤技術の確立、フェーズ 2 ではフェーズ 1 で確立した基盤技術を統合

するために必要な技術の研究開発に取り組む。 

本拠点では、この２つの技術パッケージと基盤技術をまとめて「ビスポーク・デジタルプラッ

トフォーム」と呼ぶ。プラットフォームという概念には、異なる立場のアクターがそのうえで繋

がるという意味もある。本拠点の研究開発の成果をプラットフォームと位置づけるのは参画企業

や立ち上がってくるベンチャー企業の課題や事業に貢献するだけでは無く、新たな「共創」を生

じさせるための技術や考え方、社会課題への認識をつなぐ「中間表現」となることを期待するた

めである。 

加えて、プラットフォームが機能し共創が生じ、生活者や企業が「一人ひとりのデザイン」を

実現したとしても、それがあまねく普及し普通のことになるためには、社会の仕組みとの調整が

必要となる。特に課題となるのは、必要なモノを構想する段階で生じる知的財産の取り扱いと製

造物責任法との整合性である。人々の精緻なニーズを引き出しデザインや仕組みにするための手

法としてメイカソンやハッカソンと呼ばれる課題提供者やデザイナ、エンジニアなどが立場を超

えて課題を共有し、解決方法を考える手法が広く普及しつつある。しかし、メイカソン・ハッカ

ソンの場で素晴らしいアイデアが出てきた場合、その知的財産のあり方のルール整備はできてい

ない。素晴らしいアイデアの萌芽を制度上の不備が抑制してしまうことは「一人ひとりのデザイ

ン」の普及を阻害することにつながる。また、製造物責任法は、大量製造を前提に製品の不備に

よって生じる社会問題の解決、抑制する上で有効な仕組みである。しかし、デジタル製造技術に

よって製品に近いレベルのもの個別一品で製造されるという状況は、法律が設置された際の前提

とはなっていないため、製造物責任法上の適切な取り扱われ方を改めて検討し、考え方、手続き

などを検討し整理しておくことが必要である。そこで、フェーズ 1、フェーズ 2において、事例の

検討と、事例を念頭に置いた、解決策の提案を進める。 
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3.1 拠点体制 

 

図 4 体制図 
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3.2 参画機関    ※一覧は別紙 3「参画機関一覧」参照 
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3.3 拠点のマネジメント体制と仕組み・実績 

（1）拠点マネジメント体制 

本拠点では、発足当初は COI の研究開発を統轄する組織として慶應義塾大学 SFC 研究所ソーシ

ャルファブリケーション・ラボ内に「研究推進機構」を設置し、慶應義塾大学の支援の元、研究

開発のマネジメントを推進した。2020 年には組織を改編し、慶應義塾大学 SFC 研究所ソーシャル

ファブリケーション・ラボの上位組織として、慶應義塾大学の全塾組織である慶應義塾大学グロ

ーバルリサーチインスティテュート（KGRI）内に、本 COI 統括と成果のさらなる展開を目的に、

環デザイン＆デジタルマニュファクチャリング創造センターを設置した。 

慶應義塾大学では、プロジェクトを設置するセンターが司令塔となって、課題解決のための研

究開発、企業等との共同研究の橋渡しや支援、プロジェクトの予算執行支援、知的財産の取り扱

い等について、慶應義塾大学内の専門組織を横断的に活用し推進体制を取っている。 

研究開発については、各キャンパスに設置されている研究機関やラボ、コンソーシアム等が担

当する。拠点においては、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの付属機関 SFC 研究所および、SFC 研

究所内に設置されたソーシャルファブリケーション･ラボが担った。また、複数の企業や自治体が

関連する課題の検討、社会課題への理解醸成についてはファブ地球社会コンソーシアムを中心に、

COI 参画企業やコンソーシアム参画企業が主体的に、垣根を越えてコラボレーションする環境を

整備した。 

研究開発を推進するための専門家の招集にあたっては、公募に依らず、プロジェクトを統括す

る専任教員が主体となって、専門家をスカウトし研究開発チームを構成する形をとった。また、

多様な人材の協力を仰ぐに当たって、慶應義塾大学では柔軟な雇用体系、研究開発にかかる業務

形態を活用した。特に柔軟な雇用形態は、2020 年度末の新型コロナウイルス感染症の流行で移動

制限や、「8割テレワーク」の際にも研究開発の取り組みの持続性を確保に貢献した。 

企業等との共同研究の橋渡しや支援については、プロジェクトに専従する産学連携のコーディ

ネートスタッフが担当した。企業との共同研究で発生する課題は多様であり、研究開発が進むに

従って目標や必要な科学技術、知識等が変化していく。状況に応じた柔軟な判断が求められる。

そこでスタッフに特任教員の職位を与え、柔軟で主体的な対応ができる体制の構築を可能にした。 

プロジェクトの予算執行支援および、知財管理（特に特許出願手続き等）については、研究開

発の中心を担う各キャンパスの学術研究支援室が中心となって担当した。慶應義塾大学はキャン

パスが分散していることから、日頃の研究開発活動と隣接している組織が担当することで、機動

性を確保している。研究開発の中心となるソーシャルファブリケーション･ラボとなったことから、

管理と支援の効率性の観点から、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスに設置されている湘南藤沢学

術支援室が担当した。 

 

図 5 拠点の運営体制  

慶應義塾⼤学 塾⻑

グローバル・ リ サーチ
インスティ テュート

（ 全塾組織）

知財連携本部

慶應藤沢イ ンキュ ベーショ ンビレッ ジ

イノ ベーショ ン推進本部

⼀般財団法⼈ SFCフ ォーラム

⼀般財団法⼈慶應⼯学会

湘南みら い都市研究機構

神奈川県・ 藤沢市・ 鎌倉市・ 茅ケ崎市・
逗⼦市・ 寒川町＋ 慶應SFC

全体統括、 マネジメ ント
松原健二（慶應義塾大学特任教授）

ビジョ ン構築、 バッ ク キャ スティ ング
村井純（慶應義塾大学教授）

慶應義塾⼤学グローバル・ リ サーチインスティ テュート [KGRI]
環デザイン＆デジタ ル・ マニュファ ク チャリ ング創造センタ ー

田中浩也（センター長、環境情報学部教授）

関⻄学院⼤学
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（2）PL、RL による拠点マネジメントの仕組み・手法と実績等 

本拠点では、慶應義塾大学を中心に 5つの大学･大学院がネットワークを形成し研究開発を推進

した。大学･大学院毎に専門性と最適化された研究開発環境が整備されており、本 COI ではこの環

境を活用することで、より多様な研究開発課題への対応が可能な研究開発環境を準備することが

できた。その結果、企業との参画企業との共同研究開発で、研究開発の進展に応じて参画企業の

コラボレーションする大学を変更させることができた。 

 

図 6 拠点のネットワーク 

 

一方で、ネットワーク型の研究開発体制は、日々の精緻なマネジメントが難しい。そこで本拠

点では採択当初から大学間をオンライン会議システムで結び、ハイブリッドでの会議開催を可能

にした。また、Slack 等のセキュアなチャットツールを積極的に導入し、定常時の研究開発にかか

るコミュニケーションを気軽に行える環境を作ってきた。その結果、研究開発推進にかかる課題

について早期に PL、RL が関与することができた。特に新型コロナウイルス感染症の流行によって

移動や研究活動が制限された際には、研究開発の課題や方針の確認などについて、オンライン会

議システムを利用した会議を通じて確認や指示が行われた。 

本拠点では、定例の会議体「研究推進会議」を設置し、各サテライトのリーダー、研究開発テ

ーマのリーダーによる研究開発進捗の共有、研究開発上の課題の共有、ビジョン達成に向けた様々

な検討を行い、ビジョン実現のために必要な達成目標を研究開発テーマとして言語化した。研究

開発テーマとして言語化することで、実際に研究開発を推進するサテライトの研究開発担当者に

途中の解釈余地を与えずに、目標を意識づけることができた。その結果、研究開発の営みの中で

発生する様々な判断の基準の統率を図ることができた。 

本拠点では COI プログラム終了後もプラットフォームとして社会に価値を提供することを念頭

に、設置当初から拠点構築やマネジメントの知見の継承させることを目的に、PL、RL の配下に若

手教員を補佐として配置した。フェーズ 1においては、PL、RL がプロジェクト全体の方針を、研

究推進会議を通じて決定した。フェーズ 2、フェーズ 3 においては、RL 補佐が中心となって、研

究開発の方針を検討し、PL、RL に提案しその承認を受けて研究開発を推進する体制を取った。 
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4.1 感性と物性をつなぐ中間表現 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

一人ひとりのデザインが普及するために必要なのは、大量製造と個別一品のモノづくりの間を

連続的に扱うことを可能にするビスポーク･デジタルの仕組みである。それは個人の感性によって

定義されたモノがデジタル製造技術で個別に製造されユーザに提供される仕組みである。 

実現するカギは 2 点ある。感性からモノづくりまでをひとつながりのプロセスとして扱うこと

を可能にすること、プロセスの各段階を行き来するデータがインターネットを通じて流通、蓄積、

利活用されるようになることである。それは感性を含むモノの情報を共有可能な形で記述できる

ようにすることと、情報がプロセスの各段階で適切に変換される仕組みと言い換えられる。 

そこで本研究開発テーマでは感性の伴ったモノの情報の記述と、それを前提とした製造プロセ

スを、情報処理技術における「中間表現」という概念でとらえ、モノづくりのプロセスを 4 つの

表現（感性表現、物性表現、設計表現、生産表現）とその変換プロセスして扱う。 

中間表現がモノ作りのプロセスの中で活用されるには、中間表現で定義された特性をモノとし

て実体化できる必要がある。そこで本研究開発テーマでは中間表現の対象を「硬さ、柔らかさ」

とし、材料の分子構造等からもたらされる特性ではなく、（内部）構造のパターンで様々な物理特

性を表現できるようにすることを目指す。 

この目標を実現するには、まず始めに、柔らかい材料をデジタル製造技術で利用できるように

する必要がある。柔らかい材料は形にする際に薄く作れば柔らかく、厚く作れば堅くすることが

できるからである。本研究開発テーマは、産業ニーズの高いゲル材料とエラストマー材料に着目

する。 

 

本研究テーマでは、フェーズ 3 において中間表現を実現することを目標に、トライアルとフェ

ーズ 1ではエラストマーよりも柔軟なゲル材料の 3D プリント技術を確立することを目指す。そし

てフェーズ 2 においては物理特性をデジタルで表現できるようにすることを目指す。そしてフェ

ーズ 3において社会実装対象を設定し、3Dプリント材料をゲル以外のより広範な製品に適用でき

る材料に展開し、中間表現を実現する。 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

本研究開発テーマで研究開発を進める中間表現は、人の体に触れるものをデジタル製造技術で

より精緻に製作することを可能とする。このような技術の活用先として義肢装具がある。 

義肢装具市場は、全体としては約 1000 億円の市場規模をもつ。そのうち装具は 80％程度を占

めている。現在の装具は医療用の場合、医師の処方箋に基づいて、部位毎に異なる材料からなる

部品を用いて硬さや柔らかさを変えている。製造は一つずつ手作業で行われており、形やどこに

どの材料を用いたかなどの記録はほとんど残されていない。このような装具の製作に本研究開発

テーマの成果を導入することで、製造プロセスのデジタル化が可能になると考えられる。 

また、硬さ柔らかさの制御は食品への応用が可能である。現在、嚥下能力が低下した高齢者に

対して提供される介護食は食べる人の健康状態に合わせて手作りされているため、嚥下能力が低

い人の食事はペースト状で味気ないモノとなってしまっている。一日の活動に必要なエネルギー

量を摂取してもらうためには食べる人の意欲が必要不可欠である。このような状況に対して、元

の食べ物に似せた形に 3Dプリントすることができれば一定の寄与が期待できると考えられる。 

図 7 様々な内部構造パターン（同じ樹脂で異なる硬さをもつ） 
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4.1.1 有機 3D+プリンタシステムの要素技術の研究開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 古川英光、山形大学学術研究院、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役

職）： 

 

研究開発実施期間： 2013 年 11 月 1日 – 2015 年 3月 31 日 

参画機関： 山形大学、サンアロー株式会社、三菱ケミカル株式

会社、帝人株式会社 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

モノづくり支援ツール（有機 3D+プリンタシステム）の基盤整備を目指し、要素技術の研究開発

を行う。具体的には下記を進める。 

1. 技術を活用して開発を進める有機 3D+プリンタ用の新しいゲル材料とその印刷が可能な有機

3D+プリンタシステムの機械系の設計 

2. 有機 3D+プリンタシステムを活用した高強度ゲルで指輪などのウェアラブルなアイテムの形

を造型できる高強度ゲルのインクの設計 

3. 研究開発対象の検討 

 

（4）主な成果と達成状況 

有機 3D+プリンタシステムの構築に必要な機械系のプリンタ設計、インク系の原料設計、評価系

の官能評価・機器分析法の検討を行った。項目毎に報告する。 

 

1) ゲル材料技術を活用して開発を進める有機 3D+プリンタ用の新しい素材（呼称：ゲルフィラ

メント）の印刷が可能な有機 3D+プリンタシステムの機械系の設計を検討し、柔らかいフィラメ

ントを送り出す機構部分の設計に特別な配慮が必要であるという知見が得られた。 

 

図 8 山形大学で組み立てた 3Dプリンタの例 

 

2) 有機 3D+プリンタシステムを活用して、高強度ゲルで指輪などのウェアラブルなアイテムの

形を造型できる高強度ゲルのインクの設計を行った。試作したインクを用いて、指輪状の形をし

た高強度ゲルの造型を行った。また、アルファ化された米粉を活用してインクを作成し 3D プリ

ンタで造型可能な原料の設計を行った。この材料を使って、硬さの異なる試作食品を作ることが

できた。 
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図 9 山形大学で開発を進めている 3D ゲルプリンタ（左）、 

3D ゲルプリンタで印刷したリング状の造形物 

 

 

 

図 10 本研究で作製した食品ゲルインクと 3D 造形されたフルーツ食品 

 

3) 関西学院大学の研究グループと連携し、研究対象を検討した。和菓子やゼリーなどが候補に

上がり、それについて具体的な作成物のデザイン、3Dプリンタで作る際の感性評価手法の取り

込み方について検討を進めた。具体的な作成物のデザイン、3Dプリンタで作る際の感性評価手

法の取り込み方について検討を進めるために、市民参加型の研究会「米沢いただきます研究会」

を活用した。 

2 回のワークショップにより、地元米沢の食材を活かして、どのような食品を作るかについて検

討を進めた。米沢の食材を活かす提案、ゲルで食するごとができる水族館を作ろうとする提案、

ゲルでおもしろグッズを作ろうとする提案などが出された。その中から、「魚の鯉の形からハート

の形に変形する食品」という市民のアイデアの実現方法を検討した。3D プリンタで鯉の形のゼリ

ー型を作製し、ゼラチンをゲル化剤として高温で溶けるゼリーを作った。これに、レーザーカッ

ターによってハートの形に切ったこんにゃくを入れ、鯉のゼリーが溶けるとハートのこんにゃく

が現れる「鯉恋ゼリー」を開発した。「ビジネスマッチ東北」、「国際ホテル・レストランショー」

で鯉恋ゼリーを出展し、多くの食品業界関係者に試食してもらい、フィードバックを得ることが

できた。 
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図 11 「米沢いただきます研究会」でのゲル食品検討、グループワークの様子 

 

 

図 12 米沢いただきます研究会で開発された「鯉恋ゼリー」 

 

図 13 ビジネスマッチ東北、国際ホテル･レストランショーへの出展 

第2回研究会（グループワーク） 
日程：2014年3月19日(水）  
場所：山形大学工学部　街中サテライト1F 

第1回研究会（グループワーク） 
日時：2014年2月27日（木） 
場所：山形大学工学部　街中サテライト1F 

ワークショップ経過 
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図 14 見た目の価値向上された鯉恋ゼリー 

 

（5）今後の課題と対応方針 

ゲルを対象とする 3D プリント技術の基礎検討は達成できたが、実用化に向けては各要素技術の

改善が必要である。 

ワークショップで様々なアイデアが得られた。それらを、3Dゲルプリンタを活かしてより多く

実現するには、装置の開発と合わせて、簡単に 3D造形できて、かつ官能評価が可能な作成物のデ

ザインと開発が必要となる。これらの開発過程にも地元の企業や有志が参加できるような枠組み

を構築し、社会に実装された形での共創プラットフォームの在り方を模索する。 

 

（6）その他特記事項 

なし 
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4.1.2 多様な材料の微細な制御と、廃棄物を発生させない新材料及び加工技術 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 古川英光、山形大学学術研究院、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役

職）： 

 

研究開発実施期間： 2015 年 4月 1日 – 2016 年 3月 31 日 

参画機関： 山形大学、慶應義塾大学、明治大学、関西学院大

学、サンアロー、三菱レイヨン、帝人、スタジオミ

ダス 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

10 年後に実用化されるプリンタブルなファッションアイテムや、その品質保証を可能にする化

学 IDタグにつながる要素技術として、プリンタ内部で化学反応制御可能なデザイナブル高分子化

学材料合成システムの開発に取り組む。そのために、(1)高分子ゲル材料専用に開発された 3D ゲ

ルプリンタシステムの改良点を検討し、デザイナブル高分子化学合成システムの新規設計を行う。

また、(2)デザイナブル高分子化学材料の計算シミュレーションシステムの設計を行う。 

デジタルデザイン可能なソフト食につながる要素技術として、可食ゲル材料を用いたデザイナ

ブル食品の造形技術の開発や、食品に特化したデジタルデザインツールの開発に取り組む。具体

的には、(1) 可食ゲル材料 3Dプリンタによるデザイナブルお菓子を開発し、食や観光イベントな

どへ出展し、ニーズにマッチしたソフト食につなげる。また、(2)ソフト食品のデジタルデザイン

をサポートするソフトフェアの開発に取り組む。 

 

（4）主な成果と達成状況 

【デザイナブル超マテリアルの開発】 

デザイナブル高分子化学材料 3D プリンタ合成システムの新規設計を行った。従来の 3D プリン

タは、三次元形状のデータ化を可能にしているが、材料の情報や物質感のデータ化には至ってい

ない。ゲルは、樹脂・金属・セラミックなどの従来の 3D プリンタの材料に比べ、硬さ柔らかさの

振り幅の大きい材料である。また、水を含んでいるため生体親和性が高く、生命感のある材料で

もある。本研究では、ゲルの三次元造形を可能にする 3D ゲルプリンタを開発し、これまでにない

物質感のデータ化を可能にした。 

ゲルの 3D 微細造形技術の開発を行った。また、低コスト、オープンソース化な 3D ゲルプリン

タ”RepRap SWIM-ER”の開発を行い、多くの人が手軽にゲルの造形をできるようにした。ゲルの

微細造形を可能にするために、光ファイバーの先端にレンズを固定しレーザーのスポットを絞っ

た。このことにより、図 15 に示すような内径 3mm、肉厚 0.5mm、長さ 37mm の円筒状のゲルを造形

することができた。この成果は、医師が手術の練習に使用可能な複雑な構造のゲル血管モデルや

ゲル臓器モデルの実現にも展開可能だと考えている。 

 
図 15 内径 3mm、肉厚 0.5mm、長さ 37mm の円筒状のゲル 

 

UV 光源の走査速度によってゲルの硬さを調整できることを確認した。走査速度が遅いと硬いゲ

ル、走査速度が速いと柔らかいゲルが出来ることが分かった。走査速度を変えて造形したゲルの

圧縮試験の結果を図 16 に示す。 
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図 16 ゲルの圧縮試験の結果 

 

樹脂溶解積層方式の 3D プリンタから光造形式の 3D プリンタを製作した。新たに必要になった

モーター周りや光源の固定具などの部品は 3DCAD ソフトで設計し、3D プリンタで造形して使用し

た。造形試験の結果、材料がゲル化することが確認できた。しかし、LED レーザーポインターは低

出力、高波長であるため、ゲル化に時間がかかることが分かった（図 17）。 

 

図 17 光造形式の 3D プリンタ 

【可食超マテリアルの開発】 

3D プリントされたソフト食品の評価システムの設計を行った。3D プリンタを用いたデジタル食

品伝送システムを実現するには、材料のレシピ、硬さ、味、成分のデータ化が必要である。本年

度は、3Dプリンタで造形可能な食材の調査と基準となる物性を見出すことを目標に研究開発を行

った。 

様々な食材を使用し、食品プリンタでの造形を試みた。伊那食品工業の寒天や西岡昭博研究室

より提供を受けたアルファ化米粉などを用いて造形可能な材料を調査した。調査した結果、分量

や製法を調整することで、以下の４種類のインクで３次元造形が可能であることを確認した。 

 アルファ化米粉、ゲル化剤を混ぜたゲル米粉インク 

 こしあんと白玉粉を加熱しながら混ぜた練りきりインク 

 米粉やバターを使った米粉クッキーインク 

 ゼラチンを使用したインク 

造形物の写真を図 18、図 19、図 20 に示す。 
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ゲル米粉インクは、非吐出時にノズルからインクが流れ出ることを防ぐために、ゲル化剤を加

え硬さを調整した。練り切りインクは、こし餡と白玉粉を加熱しながら混ぜて作成した。白玉粉

は加熱されることで餅のようにベタベタした積層しやすいインクになった。米粉クッキーインク

については、まず一般的な小麦粉クッキーの材料で造形しようとしたところ、粘りが強すぎてノ

ズルから出てこなかった。そこで、米粉を使用し粘りの少ない生地にした。 

ゼラチンを使用したインクは、ゼラチンと水を混ぜて冷やして作製したゼラチンゼリーをその

まま使うと硬すぎてノズルから出てこなかった。そこで、ゼラチンゼリーをミキサーにかけて砕

いて流動性を持たせることでインクとして使用可能になった。これらの結果から、食品プリンタ

のインクにとって必要な物性は、ノズルから吐出されやすい粘度(硬さ)と積層時に下の層に付着

するベタつき(付着性)であることが予想される。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

身体にフィットした機能性をもったデバイス、あるいは一人ひとりの感性に沿ったモノづくり

を行うためには、有機ゲル素材を中心としたソフト素材に電導性などの機能を持たせること、微

細な加工、特に表面加工についての精度向上が求められる。フェーズ２以降も感性面での素材特

性の検証を含めてこれらの基本課題の解決を目指した研究が軸となる。 

造形制御システムにおいては、皮膚形状の再現などを行うには、数十ミクロンオーダーのフラ

クタル構造を造形する技術が必要とされる、摩擦試験を行うにはモデルの理論値と実際に出力さ

れたものの乖離を埋めるプロセスの開発が課題となっている。 

物性についてはフェーズ１の検証で、1st ゲル微粒子の調整によりゲル造形物の物性をコント

ロールできることが分かった。今後は、具体的に想定されるゲルデバイスに求められる強度を仮

定し、1st ゲル微粒子の組成や粒径の調整により目標とする強度のゲルの造形を目指す。また、低

コスト化にするために光源の出力が低い 3D ゲルプリンタでも造形可能なゲル材料の開発を行う。 

UV 光源の走査速度によりゲルの硬さの調整ができることが確認できたため、一つの造形物の造

形中に光源の走査速度をまだらにすることで、様々な触感のゲルの造形が可能であると予想され

る。今後は、関西学院大学と連携し 3Dゲルプリンタで作製したゲルの官能評価を行う。 

RepRap SWIM-ER の今後の課題は、ゲルの造形時間の短縮と高精度造形である。ゲルの造形精度

を向上させるために、光源のスポット径、走査回数、走査速度などについて検証を行う。また、

重合開始剤、UV 吸収剤の濃度を調整して、造形時間の短縮を目指す。 

今後、様々なウェアラブルデバイスの造形テストを二つの方法で進める。一つは、造形物のデ

ータの工夫である。今回行ったプリンタの改良、条件だしの結果、造形角度 35°以内の造形が可

能になったので、この範囲に収まるように造形物をデザインして、造形テストを行う。もう一つ

は、新しい造形方法の検討である。造形角度が 35°を超えるようなものを造形する場合は、現在

の造形方法では対応できないため、重力の影響を軽減することで樹脂の垂れ下がりを防ぐために

5 軸制御の機構を取り入れることを検討する。 

 

（6）その他特記事項 

なし  

図 18 ゲル米粉インク 図 19 練りきりインク 図 20 米粉クッキーインク 
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4.1.3 デジタル情報、材料、製造物が直結するための仕組み 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 古川英光、山形大学学術研究院、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役

職）： 

 

研究開発実施期間： 2016 年 4月 1日 – 2019 年 3月 31 日 

参画機関： 山形大学、慶應義塾大学、関西学院大学、明治大

学、サンアロー株式会社、三菱ケミカル株式会社、

株式会社スタジオミダス 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

ゲルの 3Dプリント技術については、ゲル臓器モデルを対象として、部分ごとに異なる硬さを持

ったり、血管部や患部のみが別の色を持つ（実際には透明な部分と、白濁した部分）等の機能を

持たせたりすることが出来る 3D ゲルプリンタの開発を進める。ゲル臓器モデルは単に臓器として

の触感を似せるだけでなく、患部の異変を色や硬さで表現できることから大幅にその付加価値が

増し、普及に貢献できる。そこで、スタートアップなどを利用した販売を行う。 

食品 3D プリンタに関しては、山形県米沢市の地元企業による普及機の開発を完了させることを

目指す。可能であれば、同社からの販売開始を目指す。 

 

（4）主な成果と達成状況 

デザイナブルデジタルマテリアルの開発 

1)低コストの 3D ゲルプリンタの開発 

オープンソースの FDM 3D プリンタを光造形方式 3Dゲルプリンタに改造した。光源として安全

で低コストの青色(波長 405nm)の LED 又はレーザーポインタを採用し、部品は 3Dプリンタを使用

して作製した。造形精度を調べるため、中空構造を含む格子キューブモデル（図 21（a)）の造形

実験を行った。LED 光源使用の場合、底面や側面の孔が埋まってしまったが(b)、レーザーポイン

タ光源では底面や側面の孔を造形することができた(c)。また製造方法及び 3D プリンタについて、

三菱ケミカルと共同で特許を申請した。 

 

図 21 3D プリンタで出力したゲルサンプル 

 

2）ゲルの硬さ分布のデザイン 

UV 照射ヘッドの走査速度、1 層あたりの走査回数などの造形条件と、その時のゲル造形物の力

学特性の関係を調べた。造形されたゲルは UV光の積算光量によって力学特性が異なることを確認

した。具体的には、走査速度が速く走査回数が多いほど造形精度が良く、硬いゲルになることが

分かった。これは連続的に長時間、光を照射するのではなく、不連続に短い時間の照射を繰り返

して造形すると、小さなゲルネットワーク構造が複数形成され、それらが複雑に絡み合うような

構造になると考えられる。また、走査回数が多いほど高い弾性率を示していることから複雑な絡

み合いが擬似的な架橋点として働いていることが考えられる。この結果をまとめ、論文として発

表した（Mechanical Engineering Journal Vol. 5 No.1p. 17-00538, 2018）。また、得られた知

見を活かし、図 22 に示すような柔らかい肉部と硬い骨部を持つゲル指モデルの造形を行った。 
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図 22 ゲル臓器モデル 

 

メカ要素デジタルマテリアルの開発 

3）指紋付きゲル指パーツの開発 

フェーズ 1 までに開発を進めた有機無機ハイブリッド材料

3D プリンタ造形制御システムや、デジタルマテリアルの 3D 造

形物の設計に立脚し、(1)有機無機ハイブリッド材料 3Dプリン

タ造形制御システムの開発とプリンタブルセンサーの開発を

進め、プリンタブルセンサーが内蔵されたデジタルマテリアル

メカ要素として「義手」（装具、ロボットパーツ）の開発に取り

組んだ。 

微細な造形を可能とする光造形型 3D プリンタを用い、人の

指紋の表面形状を象った鋳型を製作し、これにゴムやゲルなど

の柔らかい樹脂を注型加工することにより、人に似た触感を持

ちつつ微細な構造を再現した義手指パーツの開発に成功した。

またレーザー加工技術を用いれば、平面構造に限るが、指紋の

ような微細な構造を迅速に形成できる技術も開発した。これら

のゲル指パーツは、その材料組成が人間の指に近いため、実際

にスマートフォンの指紋認証を問題なくクリアできることが

確認できている。今後これらの微細構造を持つロボットパーツに、圧力、温度センサーを組み込

み、高度な機能を持った義手（ロボット）を 3Dプリント技術で製作できるよう開発を進める。 

 

4)食品 3Dプリンタ FP-2400 の開発 

山形大学と世紀株式会社で食品3DプリンタFP-2400を共同開

発した。これを使用し、造形材料の物性と造形性能を調べた。そ

の結果、固形化補助粉末を用いることで、食品 3Dプリンタで嚥

下食基準Ⅱ、Ⅲの条件を満たす食品が造形可能であることが分

かった。 

 

可食デジタルマテリアルの開発 

5）米沢いただきます研究会の活動 

大学の持つ技術と地域食材を組み合わせで新食品を開発し、

地域の活性化につなげるため、プラットフォーム型の研究会で

ある「米沢いただきます研究会」で大学が持っている技術（3Dプ

リンタやレーザーカッター等）と米沢の地域食材を使用した新

食品を開発し、商品化を行った。成果として、米沢の特産品であ

る舘山りんごを使用した、「3D舘山りんご JELLY」（図 25 左）、

3D 舘山りんご RAKUGAN（図 25 右）が製作された。ゼリーは市内のレストランで提供されている。 

肉部と骨部の3Dデータ ゲル指モデル ゲル指モデルの断面 

図 24 食品 3Dプリンタ

FP-2400 

図 23 ゲル製指先パーツと板

状ゲルに形成された人の指紋 
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図 25 「3D 舘山りんご JELLY」（左）と 3D 舘山りんご RAKUGAN（右） 

 

6）ピクセルフードプリンティングの研究 

食品をピクセル上に加工し、これをロボットで積み上げて造形する方式を提案し、そのプロト

タイプの製作を行った。またこのコンセプトを特許として申請した。（2018 年 8 月には PCT 出願

を完了） 

 
図 26 ピクセルフードプリンティング 

 

（5）今後の課題と対応方針 

フェーズ 2 では、メカ要素デジタルマテリアルの開発（有機・無機ハイブリッド材料、合成皮

膚、装具、ロボットパーツ）、デザイナブルデジタルマテリアルの開発（ゲル、高分子化学材料）、

可食デジタルマテリアルの開発（ソフト食品、アミューズメント食品、介護食、病院食）に関す

る基盤技術整備がほぼ完了した。フェーズ 3 では、これらを取りまとめたデジタルマテリアル技

術（感性と素材を繋ぐ物質感）を確立し、デジタルマテリアル・データベースの構築に関する基

盤技術整備を進めた上で、社会実装に関する研究開発を推進する。社会実装テーマ「ビスポーク･

デザイン」においてはソフト素材のリアルな感性見本の確立が課題となることから、関西学院大

学と共同でデジタルマテリアル・データベースを活用した「ゲル感性見本」のサービスの実現に

取り組む。また「スーパーフィットシステム」においては FabNurse プロジェクト、Superfitlab 

βプロジェクトで活用できるデザイナブルなソフト素材を如何に提供するかが課題になることか

ら、慶應義塾大学と共同でデジタルマテリアル・データベースを活用してデザイナブルマテリア

ルを提供するサービスの実現に取り組む。どちらの課題においてもデジタルマテリアル技術の社

会実装としての普及型 3D ゲルプリンタの製品化が鍵となる。3D ゲルプリンタによってゲル感性

見本が製造できたり、デザイナブルなゲルが造形できたりすることで、課題解決に至る。 

 

（6）その他特記事項 

OPEN MEALS プロジェクト 

ピクセルフードプリンティングの研究開発成果を元に、「OPEN MEALS」（山形大学・電通・デン

ソーウェーブ・東北新社がコラボレーション）が開始された。このプロジェクトのコンセプトは、

平成 30 年 3 月にアメリカのオースティンで開催された「SXSW（サウス・バイ・サウスウェスト）」

にて「SUSHI TELEPORTAION」と題したデモ展示として公開された（図 27）。この展示は食品関係

者だけでなく多くのマスコミからの注目を集め（図 28）、このプロジェクトの拡大が期待される。 
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図 27 SXSW で公開された「SUSHI TELEPORTAION」プロジェクトのイメージ 

 

 
図 28 海外メディアの取材風景 

 

やわらか 3D 共創コンソーシアムの設立 

ゲル材料の技術を基盤としつつ、やわらかいモノづくりに関心のある企業同士が共創で 3Dのイ

ノベーションを推進するために、山形大学の支援を受け 2018 年 4 月に「やわらか 3D 共創コンソ

ーシアム」の設立に至った。研究開発成果の製品・サービスの実現に向けた取り組みはコンソー

シアムと連携して進めることになった。 
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4.1.4 感性と物性をつなぐ中間表現 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 指定無し 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役

職）： 

長田典子 関西学院大学 教授 

田中浩也 慶應義塾大学 教授 

研究開発実施期間： 2019 年 4月 1日-2022 年 3 月 31 日 

参画機関： JSR 株式会社 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

本研究開発テーマでは、感性の伴ったモノの情報の記述とそれを前提とした製造プロセスを情

報処理技術における「中間表現」という概念でとらえ、モノづくりのプロセスを 4 つの表現（感

性表現、物性表現、設計表現、生産表現）とその変換プロセスして扱えるようにすることを目標

としている。 

トライアル（4.1.1）、フェーズ 1（4.1.2）、フェーズ 2（4.1.3）では、3Dプリンタで様々な硬

さ、柔らかさを持ったモノを製造する（形にする）技術を中心に研究開発を進めた。製造技術が

確立したことで、中間表現で表現されたモノを作り出すことが可能になり、中間表現とモノの物

性との対応付けることが可能になった。 

フェーズ 3 では触感をターゲットとして生み出すモノの物理的特徴を包括的に表現するための

記述方法の研究開発を行う。また、様々な触感を生み出すための内部構造パターンとそれぞれの

内部構造の持つ特徴についてデータベースの構築を行う。 

 

（4）主な成果と達成状況 

本研究開発テーマでは、物性表現において触感を生み出すモノの物理的特徴を包括的に表現す

るための記述方法として FDDF(Force-induced Displacement Distribution Function)を新たに開

発した。 

 
図 29 FDDF 研究の概要と位置づけ 
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FDDF は、製造物の物理特性と人間の感性価値評価の特性とを結びつける中間表現であり、光学

特性の一種である双方向反射率分布(BRDF: Bidirectional Reflectance Distribution Function)

と同様のアナロジーでモノに加わる力と変位の関係を表すものである。FDDF は、感性価値指標化

技術の研究開発で獲得された感性メトリック・感性ワードによるデザイン要素・要件に関する知

見、デジタルファブリケーション技術の研究開発で確立された製品の設計から製造に関わるデー

タの統一及び標準化と一気通貫した製造の仕組み、これらの成果の接続を可能にするものである。

これにより、所望の感性価値を有する製品の実現や、製造物が提供する感性価値を設計データや

製造物の計測値からの評価といったような、個人の感性を考慮したデジタル製造を実現する。本

研究課題では、触感と製造物との関係を表現する FDDF の表現形式の模索と、FDDF に基づく 3D プ

リンタブルなメタマテリアルなどの造形物と触感とを結びつけたデータベースの構築に取り組ん

だ。 

 

研究開発成果 1：3D プリンタによる触感メタマテリアルの生成技術の確立 

メタマテリアルの柔らかさとテクスチャの状態の設計レベルでの表現形態として OpenSCAD に

よるパラメトリック表現を開発し、この表現に基づいた設計・製造データの生成から民生用 3D プ

リンタを用いたメタマテリアルの製造までを可能とする仕組みの構築に成功した。 

 

 

図 31 3D プリンタにより作成した触感メタマテリアルサンプル、(a, b)ソフトマテリアルのパ

ラメトリック表現、(c)柔らかさの異なるメタマテリアルサンプル、(d, e)テクスチャのパラメ

トリック表現、(f)テクスチャの異なるサンプル 

図 30 FDDF(Force-induced Displacement Distribution Function) 
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研究開発成果 2：柔らかさ触感の FDDF 表現 

対象物の柔らかさを定量

化するにあたっては、押し

込み量に対する反力のプロ

ファイルにより柔らかさが

表 現 で き る と 仮 定 し 、

Force-Displacement(FD) 曲

線に基づく特徴量を定義し

た。一般素材 177 計測、メタ

マテリアル70計測により得

られたデータ群に対して、

各データを正規化した後に

主成分分析を行い、第 1〜第

4 主成分(累積寄与率 98.7%)の主成分得点を各素材の特徴量とした。 

特徴量空間における素材の分布から、一般的な素材をメタマテリアルにより表現可能であるこ

とが示された。また、人の主観による一般的な素材のメタマテリアルとの類似性分類結果を、特

徴量空間における分布と比較したところ、良好な一致が見られ、FD 曲線に基づく特徴量が触感を

反映できていることがわかった。 

 

研究開発成果 3：テクスチャ触感の FDDF 表現 

物体の表面の撫でることにより得られるテクスチャ触感の定量化は表面形状(ハイトマップ)に

より定量化できるものと仮定し、表面形状に基づく特徴表現として FDDF(Stroke)を定義した。

FDDF(Stroke)は、表面形状から

触感形成に寄与する情報のみ

を選択的に抽出し、周波数空間

において特徴量化することに

より、テクスチャ触感と物性の

両方に親和性の高い表現を実

現した。FDDF(Stroke)により帆

布の号数の変化に伴う触感の

変化傾向（帆布の号数が増加す

るとともに粗さ・硬さが低下す

る 傾 向 ） を 検 証 し 、 FDDF 

(Stroke)は硬質な質感を有す

る帆布などの布地の触感評価

において有効であることがわ

かった。 

 

研究開発成果 4：「中間表現」による医療用インソール用メタマテリアルサンプルの評価 

医療用インソールへの実装を目標として、使用可能なメタマテリアルの検討を進めた。医療用で

あるかないかに関わらず、靴内部に入れるインソールはユーザの皮膚と接触する界面に設置し

て、歩き心地を変調する重要な役割を担う。このような感性機能に加えて、素材特性としての衝

撃吸収性、繰り返しの踏み込みや光暴露に対する耐久性の評価も必要とされる対象である。2020

年度は、3D プリンタで造形した医療用インソール素材が実使用に耐えるかの素材検討を JSR 社

が中心となり研究を進めた。この検討の際には、単なる材料研究に留まらないよう、医療用イン

ソールの機能の重要項目である反発特性や衝撃吸収性を可変できるメタマテリアル構造を新規に

考案し、医療用インソールに適用しうるかの検討を実施した。この材料研究については、国際誌

Polymer に論文採択され、電子出版された。 

図 32 FDDF による柔らかさの定量化 

図 33 テクスチャ触感を対象とした FDDF の計算手続きと 

帆布の触感を対象とした有効性検証の結果 
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材料素材としての機能を担保した上で、考案したメタマテリアルの感性特性を検討した。具体

手系には、医療用インソール構造を実際にヒトが踏んだ場合にどのような感性が得られるのかに

ついて、関西学院大学が前年

度までの COI 研究を通じて培

ってきた研究手法を援用した

検討を実施した。まず医療用

インソールを踏み込んだ場合

に想起される感性を表現する

評価ワードを予備実験で選定

し、それらの評価ワードによ

る感性評価の妥当性を検討し

た。この検討を通して、医療用

インソールに対する感性階層

構造（低次・高次感性）とその

評価項目 26 項目を選定した。

26 評価項目を通して医療用イ

ンソールの踏み心地をヒト試

験によって評価してもらい、

そのデータを多変量解析し

た。 

探索的因子分析の結果、医

療用インソールを踏む際に

は低次・高次それぞれ２つの

潜在因子を見出した（図 

35）。低次の潜在因子は硬さ

感・サラサラ感因子と、高次

の潜在因子は快・サポート感

因子と定義し、物理特性との

重回帰モデルを構築した 

 

研究開発成果 5：メタマテリアルデータベース 

本研究開発では様々なメタマテリアルの内部構造パターンを発見、あるいは開発した。 

企業との共同研究や共同研究を見据えた議論から、メタマテリアルは新規の製品に用いられる場

合よりも、既存の材料の置き換えとして導入が検討されることが多いことがわかった。 

 

図 34 医療用インソール用メタマテリアルサンプルの評価 

図 36 内部構造パターンの例 

図 35 医療用インソールの踏み心地を規定する感性構造 
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そしてメタマテリアルは、内部構造パターンとそのパターンを生じさせる際の様々な変数によ

ってその特徴が大きく変わるため、容易に選択することが難しいことがわかった。そこで、本拠

点で見いだした内部構造パターンの一部について、物理特性を計測し、既存の材料の特性と比較

することができるデータベースを構築した。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

本研究開発テーマでは、物性表現において触感を生み出すモノの物理的特徴を包括的に表現す

るための記述方法として FDDF(Force-induced Displacement Distribution Function)と FDDF の

具現化するメタマテリアル技術を新たに開発した。そして、医療用インソールを題材として「踏

み心地」について感性モデルを構築した。今後、医療インソールの個別一品製造サービスに向け

て、サービスの中で使用されるパラメータ設定のためのシステムに組み込むことを目標に研究開

発を進める。 

 

（6）その他特記事項 

本研究開発成果を元に JSR 株式会社はラピセラ株式会社を事業会社とする義肢装具士向けのデ

ジタル設計・製造支援サービス「eLabo」を 2020 年に上市した。 

 

  

図 37 材料を比較検討するソフトウェア（既存）にメタマテリアルデータを 

取り込み重ね合わせて表示している 
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4.2 感性価値指標化技術のサービス化 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

本研究開発テーマでは、人間の多様な感性と、価値を生み出す創造性とをモデル化、インデッ

クス化し、モノづくりにおいて産業から個人までが利用可能な社会資源としてのメトリックを策

定する感性価値指標化技術の研究開発を行う。本研究開発により、個人の感性に基づくウォンツ

やニーズを満足させるデザインが具現化され、拠点ビジョンである「一人ひとりのデザインが普

及した社会の実現」を達成し、また「ファブ地球社会における感性とデジタル製造の直結」を実

現できる。その結果、人間の多様な感性価値を重視する社会の価値観変遷に対応し、豊かで持続

可能な社会の実現、すなわち SDGs への貢献を果たすことができる。 

本研究開発テーマでは具体的には、サテライト拠点としてビスポークデザインプラットフォー

ムを構築し、４つのコア技術である感性価値メトリック技術、感性ソムリエ技術、デザインナビ

技術、ヒューマンセンシング技術の研究開発を行う。また、メトリックに基づいて、個人に根差

した価値を具現化、創造するためのサービスの仕組み「ビスポークデジタル」と、新たな感性を

蓄積、共有し、利活用するための仕組み「感性価値指標化技術パッケージ」「感性メトリックバン

ク」を創出する。さらにこれらを新しい学理として体系化する。 

研究開発計画では、フェーズ 1で感性価値メトリックにおける個人感性傾向のモデル化に取り

組み、フェーズ 2 では AI化によるメトリックの自動進化を実現し、フェーズ 3 では感性指標化

技術のサービス化を目指し多業種展開、標準化およびグローバル化を図る。 

 

図 38 ビスポークプラットフォーム

 

図 39 研究ロードマップ 
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（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

本技術が想定する出口としては、産業側のアプローチであるマス・カスタマイゼーションの改

革、個人からのアプローチであるパーソナル・ファブリケーションの拡張、さらに産業側のモノ

づくりの一部を個人に解放した、産業と個人による新たな価値共創の３方向がある。 

マス・カスタマイゼーションの改革の観点からは、本技術はあらゆる業種やジャンルでプロダ

クトデザインにおける企画・意匠設計・生産技術・ユーザセグメンテーション・感性評価などの

幅広い段階で、五感やマルチモダリティを対象として、適用可能な基盤技術であり応用技術とな

りえる。また、これまでのモノづくりが抱える付加価値向上、人間中心システム、オーダーから

製造までの一気通貫、バリューチェーン変遷、並びに社会ロス低減といった諸課題を解決し、社

会と個人の生産性向上と Well-being 向上を図るコア技術の 1つでもある。その意味では誰しもが

担い手になる可能性があり、製造業全てにおいて製品・サービスの実用化・事業化を達成するこ

とを目標としている（1 食品、2 繊維、3 素材、4 化学、5 鉄鋼、6 輸送用機器、7 精密機器、8 産

業・生産用機械、9その他）。 

 

図 40 感性価値創造技術がバリューチェーン変遷（スマイルカーブ変遷）を支える 

 

パーソナル・ファブリケーション拡張の観点からは、本技術によって個人のモノづくりを支援

することで、個人が真に欲しいモノを得た満足感とプロセスに関わった充足感を得て、モノを大

事に使おうという感覚を持ち、大量生産、大量消費、大量破棄という現行社会システムとそれに

慣れた感覚を見直すきっかけを提起することができる。また、感性を創造性に直結しモノとして

表現することが、自己の感性について自問し、感性の豊かさをもたらす行動意識へとつながる。

一般の人達が、化粧品、アクセサリなど日常用品から高齢者の介護用品までを容易にデザインし

て使用することは、生活者の暮らしに感動と幸せと満足を与える。こうした個人を尊敬し、個人

を尊重する社会の実現に多大な貢献ができる。 

特にアパレルロスに関して、ビスポークデジタル導入の効果を試算した場合（図 42）、アウタ

ー製品を対象にビスポークを導入することによって現生産量の 1/3 量が生産不要となる。すなわ

ち 1/3 量の環境負荷が低減可能となる。これはアパレル業界全体における環境負荷量の約 10%の

低減に相当する（工業用水を例にとった場合）。このようにビスポークデジタルは“買い手よし、

売り手よし、世間（環境、自然、社会、地球）よし”の三方よしを実現する優れた仕組みである。

またサービスデザインにおける汎用的な技術的枠組みであり、ファッション以外の多様な分野へ

の展開が可能である。 
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さらに産業と個人による新たな価値共創の観点からは、ビスポークデジタルが未来社会におけ

る 3Rの促進と SDGs 概念の実現、さらに組織や時空間を超えたアイディアの共有やインタラクシ

ョンが多様なイノベーションと社会的価値をもたらす可能性がある。 

こうした背景の下で、本プロジェクトではとくに以下の 3 つサービス、感性 AI ビスポークシス

テム（デジタルファッション株式会社）、感性価値指標化パッケージ（企業、個人）、感性評価サ

ービス（株式会社住化分析センター）の事業化を達成することを目標とする。 

  

図 41 ビスポークデジタルによるマニュファクチャリング 

図 42 ビスポークデジタルによる環境負荷低減効果 
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4.2.1 感性価値の指標化に向けた基盤整備 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 長田典子、関西学院大学大学院理工学研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役

職）： 

 

研究開発実施期間： 2013 年 11 月 1日～2015 年 3月 31 日 

参画機関： 関西学院大学、金沢美術工芸大学、中京大学 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

感性価値の指標化に向けた基盤整備として、感性価値（好み・楽しさ・心地よさ等）の計測技

術・評価技術・可視化技術、およびこれらの統合による指標化技術の４つの要素技術を開発する。

またアウトプットとして、一般人工物のための感性価値モデル（第１次近似）を構築する。 

（4）主な成果と達成状況 

(T-1)感性価値の計測技術の研究開発 

感性価値を計測する生理・心理・行動計測方式を検討した。予備実験として、ミニマムなモノづ

くりの例題を選定し(図 43)、表情・身体動作の計測を行うシステムを開発した。 

 

   

図 43 モノづくり実験の分析システム（2 人の実験協力者による楽器製作） 

 

次にヒトの好み・楽しさ等を計測する手法として、ラバン行動分析の Effort-shape description 

という記述法に着目し、本研究で想定する感性情報との関係を整理した（表 2）。図 43 のシステ

ムで撮影した映像に対して、楽しさとクリエイティブさの指標となる「継続的（早い）」「重い」

「軽い」と感じたシーンをタグ付けした結果（表 1、図 44）、感性情報との関連が示唆され、ラ

バン特徴量による計測の可能性が示された。 

 

(T-2)感性価値の評価技術の研究開発 

感性価値の指標化技術の確立（金沢美術工芸大学と連携） 

モノづくりに関する一般的・汎用的な感性価値のモデル化・指標化について検討を行った。は

じめにエキスパート（金沢美術工芸大学のデザイナ達）が保有するデザインノウハウや芸術的評

価価値に関するデータ収集・解析を行った。それらをノーマンのエモーショナルデザイン(2004)

↑ ○ ○ 安定
後傾

口や目に
手をやる

笑顔 継続的
（早い）

○ 軽い

↓ ↑ 対象物 前傾 対象物を指
でさすよう
な動作

笑顔でな
い

継続的
(○)

直接 重い

無 急に止ま
る

対象物 ○ 無 ○ 突発的 直接 ○

↓ ↓ 対象物 ○ 頭付近に手
をやる・掻き
分ける

○ 継続的
（ゆっくり）

○ ○

無 無 対象物 前傾
（極端に傾く）

頬や顎を
手で支える

笑顔でな
い

継続的
（ゆっくり）

○ 重い

楽しさ

驚き

苦しさ

やる気
なさ

クリエイ
ティブさ

声 空間 重さ視線 姿勢 表情ジェス
チャー

タスク 時間

○…どちらも有り得る

表 2 モノづくり分析のためのラバン特徴量と感性情報 

Effort １位 ２位

時間 sustained（早い） 笑い（62.25％） 後傾（54.75％）

重さ light 笑い（76％） 後傾（68％）

重さ strong 前傾（52.33％） ー

表 1 ラバン特徴量と関連するアノテーション項目 

%

前半 中盤 後半

21

31.3 29.2

前傾

%

前半 中盤 後半

25

14

25

笑顔

%

前半 中盤 後半

1

3

5.7

後傾

%

前半 中盤 後半

1.8
5.3

13.8

顔合わせ

図 44 タスクの進行に伴うラバ

ン特徴量の変化 
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をベースに、3つのレベル（本能・行動・内省）から構成され、各々がインデックスとメトリック

とマッピングを持つ 3 つのレイヤ（感性価値・印象・物理特性）からなる感性価値のモデルとし

て提案した(図 45)。また、感性価値指標化技術を以下の 3 つのフェーズにまとめた（図 46）。 

【フェーズ 1】感性量の算出 

 感性価値・印象に関する評価語の選定（標準インデックス） 

【フェーズ 2】対象物の感性評価 

 標準刺激セットを標準インデックスで評価（メトリック） 

【フェーズ 3】特徴量の抽出 

 計測物理量から特徴量を先鋭化し、感性価値・印象と物理量をマッピング⇒モデル化 

 

（T-3）感性価値の可視化技術の研究開発 

（T-4）感性価値指標化技術の社会実装の可能性検証 

感性価値メトリックのモノづくりへの応用可能性を検証するためケーススタディを行った。 

ケーススタディ１：感性指標化技術による一般的 3 次元物体のモデル化とデザイン支援への応用 

一般人工物の形・色・質感の 3 つの要素のうち、色彩と質感については既存のモデル（カラー

イメージスケール、素材質感モデル）があるが、形状のモデルはこれまでに扱われていない。そ

こで本研究では、形状要素に関する感性価値指標のモデル作成を作成し、デザインツールへ実装

し、可能性を検証した。 

【フェーズ 1】では文献調査およびエキスパートへの聞き取り調査を実施し、形容詞の使用頻度

から、Osgood(1957)のSD法研究で得られた3因子である評価性（Evaluation）、活動性（Activity）、

力量性（Potency）が感性評価においても頻出することが確かめられた。しかも複数の脳機能イメ

ージング研究において、これら 3 因子が脳内処理と対応を持つとされていた(Kawachi et al. 

2011)。このことは感性判断に関わる神経基盤の存在を示唆している。そこで上記 3 因子を感性評

価の基本次元と定義し、形状の評価に適した語を聞き取りに基づいて選出し、3 次元感性価値モ

デル（最上層）を構築した（図 47）。 

 

次に【フェーズ 2】として、上記のモデルに基づき、感性評価実験を実施した。本研究では新た

に抽象的な 3 次元形状を新規に作成し、これに対する感性評価を行うことで、3 次元の形状に対

する基本的な評価因子を明らかにすることを試みた。金沢美術工芸大学の学生 30 名が、3次元形

状の基本次元を基準とし、計 180 個の３次元形状を作成した。形状サンプル例を図 48 に示す。 

Osgood の基本 3 因子

派手な

柔ら かい 安定し た

評価性

活動性

力量性

安定な－不安定な
まと まっ た－ばら ばら  等

派手な－地味な
活発な－不活発な 等

柔ら かい－硬い
弱い－強い 等

図 47 Osgood の 3因子をベースとした 3次元感性価値モデル 

図 45 一般人工物感性価値メトリック 図 46 感性価値メトリック策定手法 
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さらに 180 個の形状を刺激とし、各形状が制作の基準となった形容詞をどの程度よく表現して

いるかについて、制作時とは異なる実験参加者群（関西学院大学の学生 10名）に評価を求め、上

位 120 個に絞り、18 項目の形容詞対による SD 法を実施した。因子分析により因子を求めたとこ

ろ、Osgood に共通する 3 因子が現れた。このことから Osgood の３因子構造が感性評価において

も頑健、妥当であることが示された。 

 
続いて【フェーズ 3】として感性指標と物理的特徴量との関係を求めた。まず 180 個の形状サン

プルを 3Dスキャナで計測した(図 50)。次に物理特徴量の検討を行った。今回はトライアルであ

ることを鑑みて、形状認識や形状検索に使われてきた 3 次元幾何学特徴量を中心に定式化を行っ

た。 

 

 

                                                     (式 1) 

 

 

シンプルなモデルではあるが、相関係数が約 0.6 であり、これだけの特徴

量でも十分によい近似を行えることが確認された。 

最後に、結果の有効性を確認するため、本式（モデル）を明

治大学が開発したデザインツール（3D感性フィッター）へ実装

した（図 51）。感性指標に対応するスライダーを動かすことに

よって、所望する印象を持つ形状を生成できることが確認され

た。すなわち、3D 形状を直感的にデザインできるシステムを実

現することができ、感性価値指標およびその方法の有効性を示

すことができた。 

また本研究で用いた 3D 形状サンプルデータの型を山形大学

の 3Dプリンタシステムで印刷し、食品を作ることも行った（図 

52）。このように一般人工物の感性価値指標は、任意の人工物へ

の展開が可能である。食品をサンプルに策定した「食べ物の感

性モデル」を車や家電製品に適用すると、新たな Creation や

Inspiration が生まれるという、まさに創造的活動をエンハン

スする効果を示すこともできた。 

(c)派手-地味 (a)  安定-不安定 (b)硬い-柔らかい 

図 48 形状サンプル例 

力
量
性
↑ 

活動性 → 

形容詞対 評価性 活動性 力量性

規則的な-不規則的な .868 .045 -.175

健康的な-不健康な .863 -.156 .052

安定した-不安定な .842 -.234 -.170

まとまった-ばらばらな .732 -.453 .114

はげしい-おだやかな -.609 .593 -.428

派手な-地味な -.266 .837 -.335

活発な-不活発な -.437 .785 -.086

賑やかな-静かな -.464 .771 -.123

動的な-静的な -.540 .763 .104

陽気な-陰気な .114 .665 -.181

繊細な-無骨な .440 .587 .196

柔らかい-硬い .064 .017 .911

緩んだ-緊張した .208 -.309 .822

弱い-強い -.273 -.026 .818

はっきりした-ぼんやりした .236 .385 -.721

なめらかな-粗い .568 -.117 .677

鈍い-鋭い .231 -.468 .547

重い-軽い .241 -.375 -.534

寄与率 (%) 26.1 25.2 23.4

図 49 一般 3次元形状の感性メトリック 

評価性 → 

活
動
性
↑ 

評価性

活動性

力量性

（ 安定な－不安定な ）

（ 派手な－地味な ）

（ 柔ら かい－硬い ）

=  (-0 .306 )× テ ク スチャ のエ ン ト ロ ピ ー
　 　 　 + 0 .245× 直線比率 + (-0 . 172 )×y 方向重心比

=  0 .198× テ ク ス チャ のエ ン ト ロ ピ ー
　 　 　 + 0 .509× 高さ + 0 .369× 幅 + (-0 .449 )× 面積

=  (-0 .336 )× 直線比率 + (-0 .275 )× 高さ 図 50 形状サンプル

の 3D計測データ 

図 51 感性価値指標の 3D感性

フィッターへの実装 

図 52 形状サンプルによる食品

の 3Dプリント 
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ケーススタディ２：感性指標化技術によるファンデーションケースデザインのモデル化とデザイ

ン支援 

もう１つのケーススタディとして、化粧品の感性価値に関するモデル化とデザイン支援システ

ムへの実装を行った。従来マスプロダクトであった化粧品（ファンデーションケース）を対象と

して、自分の好みと共創を取り入れ自分で作るための感性価値指標の策定、およびビジネスとし

ての可能性検証を実施した。 

【フェーズ 1】のインデックスの策定では、化粧品の特性を考慮して「高級感」の観点から解析

を行った。高級感に関する先行研究から高級感が 5 つの要素（上品な、ハーモニー、完成度の高

い、comfort、豪華）から構成され、また５つの要素が Osgood の 3 因子と関連づけられることが

確認された(図 53)。 

【フェーズ 2】のメトリックの策定では、ファンデーションケースの写真計 50枚を収集し、各

写真を 5 つの要素を用いて評価する心理実験を実施した。解析の結果、まず、高級感評価点と高

級感 5要素の評価点の関係が以下のように定式化された。 

高級感 = 0.629×[豪華な] + 0.572×[上品な]  - 0.833    (式 2) 

また主成分分析により対象物の高級感が 4 カテゴリに分類され

ることが明らかになり、高級感の 5 要素によって特性の異なる高級

感を抽出することができた(図 54)。 

【フェーズ 3】ではマッピングの構築として、ケースに対して画

像解析で得られる各種の画像特徴量を抽出し、高級感評価点との関

係を以下のように定式化した。 

上品な = 0.008×[明度の中央値] - 0.005×[彩度の中央値] + 

3.461 (式 2) 

豪華な = 0.65×[テクスチャのエントロピー] - 0.01×[色相の中

央値] + 0.08 ×[光沢度] + 3.461 (式 3) 

式２、式３を上述した式１に代入することによって、画像特

徴量から高級感評価値を算出することができ、高級感と画像特

徴量のマッピングを構築することに成功した。主観評価と推定

値の比較では相関係数が 0.53 となり十分な推定精度が得られ

ていることが確かめられた（図 55）。 

最後に、結果の有効性を確認するため、本式（モデル）を創

造活動支援研究拠点（明治大学）が開発を行っているデザイン

ツール（進化計算に基づくファッションケースデザインツー

ル）へ実装した。その結果、感性指標に対応して進化計算の解

候補の空間を絞り込むことに成功した。すなわち、ケースを直

感的にデザインできるシステムを実現することができ、本研究

で構築した感性価値指標およびその方法の有効性が示された。感

性価値指標に基づくデザイン支援が、企業の製品デザインやブラ

ンディングにおいて新しいビジネスモデルを提案できる可能性を

示すことができた。 

（5）今後の課題と対応方針 

一般人工物のための感性価値メトリック（第１次近似）の構築を

達成し、デザイン支援における本技術の有用性が示された。今後は

実際のデザイン・モノづくりからのフィードバックを実現し、モデ

ルに基づいたフィードバックによる感性価値のエンハンスの有効

性を検証する。 

（6）その他特記事項 

 【報道】3DＣＧを活かした化粧品開発の新たなアプローチを世界に提案(2013.11.1)(株)

ナリス化粧品ニュースリリース  

図 54 ファンデーションケース

の高級感メトリック 

図 53 「高級感」5要素

×Osgood の 3因子 

図 55 推定値との比較 
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4.2.2 感性価値メトリックの策定とデザインシステムのための要素技術開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 長田典子、関西学院大学大学院理工学研究科、教授 

荒川薫 明治大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2013 年 11 月 1日～2016 年 3月 31 日 

参画機関： 関西学院大学、明治大学、金沢美術工芸大学、中京大

学、鳥取大学（2015 年から）、株式会社コーセー、デ

ジタルファッション株式会社、株式会社本田技術研

究所、チームラボ株式会社、株式会社ニコン（2015 年

から）、株式会社パナソニック（2015 年から）、株式

会社ナリス化粧品（2015 年から）、新日鐵住金株式会

社（2015 年から） 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

フェーズ１では個人の多様な感性傾向をモデル化することを目標とする。(a)個人の感性価値メ

トリックの策定で、個人の審美的感性を包括的に表現できる手法を開発する。感性センシングの

要素技術開発では、行動、表情から喜び度合いをリアルタイムで出力するプロトタイプシステム

を開発する。(b)3 次元形状特徴による感性表現では、感性評価語を用いた検索性能を達成する。

(c)デザインプロセスのモデル化では、デザイナのノウハウに関する情報を抽出し、モデル化する。 

（4）主な成果と達成状況 

(a)個人の感性価値メトリックの策定 

個人差モデルと感性傾向推定プロトタイプ構築（関西学院大学） 

個人の感性に沿った創造的なモノづくりの促進のために、個人差（バイアス・感度）を感性傾

向として定量的に表現できるメトリックを策定する多変量解析法を開発した(individualized 

Principal Component Analysis: iPCA）。個人の感性的な評価にはその個人のメトリック上での偏

りと各メトリックに対する鋭敏さが存在していることを仮定し、それらをパラメータとして統計

的に扱えるよう主成分分析を拡張したものである(図 58)。従来の個人差を誤差として処理する手

法と比較すると、一般 3 次元形状評価データの説明率が iPCA によって約 8%改善した。iPCA を用

いて個人に最適な 3次元形状を推薦する新たなシステムを構築し(図 57)、大規模商業施設（グラ

ンフロント大阪）において実証実験(図 57)を行った。約 150 名の参加者のうち 2/3 が感性傾向を

反映した推薦結果を選択し(p < 0.001)、ラボレベル実証を達成した(図 56)。 

 

ボトルサンプルによる感性メトリックの一般化可能性検証（2015）（関西学院大学、金沢美術工芸

大学） 

一般 3 次元形状に対する感性メトリックが具体的な製品ドメインの形状に対しても有用である

かを検証するため、対象ドメインをボトルと設定し、3次元形状サンプルを作成し(図 59)、感性

メトリックの一般化可能性を検証した。ボトル形状および一般 3 次元形状の評価実験を 90個ずつ

同一の実験参加者に行ってもらい、得られる感性メトリックの同一性を調査した。Tucker の一致

図 58 iPCA の概念図 

図 57 推薦システムの概要 図 56 実証実験の様子と結果 
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係数(0.95 以上で実質的一致とみなせる)を調べたところ、0.97 であり、２つのメトリックには極

めて高い一致度が見られた。また本年度と昨年度の実験の結果として得られたメトリックの一致

係数も 0.97 を超える値を示した。このことは、対象の数が増加し対象を評価する人が変わったと

しても、共通の感性メトリックを用いて対象を評価していると解釈される。また、一般三次元形

状と実際のプロダクトに対する評価バイアスとの間にも有意な相関が見られ、感性メトリックの

製品ドメインに対する一般化可能性が確認された(図 60)。 

 

ラバン動作分析に基づく感情抽出手法の精緻化（関西学院大学） 

ラバン動作分析を拡張し、ラッセルの円環モデルに基づく 8種類の感情抽出を行った(図 62)。

空間、重さ、時間のラバン特徴量を再定義し、ユーザ毎に決定木で感情とラバン特徴量を対応づ

けた結果、58.1%の正解率となった。同じ場面を見て他人が推定した結果は 21.1%であり、これを

大きく上回る結果となった。 

 

 

 

関心度推定のための要素技術開発（中京大学） 

顔表情認識技術に関しては個人差の影響を受けにくい笑顔度

合い認識を実現するため、次の 2つのアプローチを行った。1つ

めのアプローチとして、顔の皺や彫りのエッジ情報の有無を捉

える LBP（Local Binary Pattern）特徴量を用いた認識手法を

提案した。16名の顔画像を機械学習した結果を利用して、認識

性能を確認したところ、F 値による評価として無表情で 83％、

微妙な笑顔で 80％、大仰な笑顔で 96％であることを確認した

(図 63)。2 つめのアプローチとして、顔キーポイントの動き情

報のみに注目した移動方向コードに基づく認識手法を提案し

た。無表情時から笑顔表出時までの顔キーポイントの移動方向

を、人に対する汎用性に基づいてコード化することで、個人差

の影響を受けにくいという性質を有する特徴量を実現した。F

値を用いて性能を評価したところ、無表情で 91％、微妙な笑顔

で 77％、大仰な笑顔で 87％であることを確認した(図 64)。本

手法を用いた笑顔度合い推定システムのプロトタイプを構築

し、リアルタイムで笑顔度が数値化されることを確認した。 

注目度推定に関する研究では、モノの 3D 姿勢推定および人間

の 3D視線の分析について検討し、それぞれデモシステムによっ

て有効性を確認した。 

 

空間：両手と頭部の面積 重さ：頭部の上下位置 時間：手の速さの移動平均

1：驚き 2：熱中

3：喜び

4：満足5：眠気6：退屈

7：不快

8：不安

図 62 抽出した感情と各特徴量 

図 63 LBP による推定の概要と

結果 

無表情 微妙な笑顔 大仰な笑顔

移動方向コード 91 77 87

F 値による評価

図 64 動き情報による推定の

概要と結果 

図 59 ボトル形状サンプル 

図 60 異なるドメ

イン間での相関 図 61 一般化可能性検証の結果 
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人内部状態の非接触センシングのための脳波による客観的評価（関西学院大学） 

本客観的評価は、本プロジェクトで開発した視線、顔表情、行動などの非接触センシングによ

る人の内部状態（関心度、注目度、満足度など）推定技術に対して神経科学的な裏付けを行うも

ので、ここでは中間報告をする。フロー（没入）状態時に発生する脳波成分を特定した(図 66)。

今後は感性センシング中の脳波を計測し、感性センシングによる推定値との関係を明らかにする。 

 

(b) ３次元形状特徴による感性表現 

3 次元物体検索技術（関西学院大学、中京大学） 

感性メトリックと高い相関を持つ新しい 3 次元特徴量を設計し、数百個レベルの形状を対象と

した性能評価実験を行い、新 3 次元特徴量の有効性を実証した。本年度は、感性指標のうち「硬

い―柔らかい」という形容詞対に注目し、階層的（マルチスケール）な局所曲率情報をもとにし

た特徴量「マルチスケール曲率特徴量」を提案した(図 67)。特徴量を説明変数とした重回帰分析

によって回帰式を算出したところ、決定係数が 0.82 であり、提案特徴量とこの感性指標の相関が

十分に高いことを確認した(図 68)。 

 

拡張物質感を実現する質感ソムリエシステムコンセプト（関西学院大

学、中京大学） 

直感的な入力と物理シミュレーションの循環システムで期待を超

えた質感を実現するシステムとして、「質感ソムリエ」(図 69)を考案

した。質感ソムリエは感性に関する言葉の程度を入力とし、データベ

ースに蓄積された素材や形状の物理量と印象や質感といった心理量

との対応関係に関する情報に基づいて物理量に変換、あるいは合成ア

ルゴリズムにより物理量を生成する。出力は見た目と触り心地であ

る。この質感ソムリエのプロトタイプとして、多層膜構造素材の物理

特性と質感および感性価値の関係の定式化を行い、参画企業 2社で実

利用した。 

 

指変形計算に基づく触覚シミュレータ

の開発 

「質感ソムリエ」の要素技術として、

対象物表面との接触による指の変形を

計算し、物理変形から触感指標を算出す

る触覚シミュレータを開発した。指表面

は指紋を模した形状とし、指腹部の皮下 図 71 触覚シミュレータ 

図 66 関心度計測の全体図 図 65 フロー状態における脳波成分 

図 69 質感ソムリエの全

体図 

図 67 曲率の物体上へのマッピング 図 68 推定値と感性指標の相関 

「硬い―柔らかい」 

図 70 指と接触のモデル 
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組織は粘弾性体としてバネーダンパー質点モデルを用いて表現する。指と物体との接触による相

互作用は、ミクロな要素に基づいて摩擦の性質をよく説明する凝着モデルを導入する(図 70)。指

が物体表面を撫でる際の相対運動を再現して指腹部の空間的かつ時間的な変化を計算し、マクロ

粗さ、ファイン粗さ、硬軟感、摩擦感の 4 触感指標をそれぞれ順に皮膚小稜にかかる力の分散、

摩擦力の時間変化、対象物と指との接触面積、摩擦力の時間平均として算出した(図 71)。 

 

感性に基づくデジタル質感生成システムプロトタイプの開発 

質感ソムリエにおける要素技術の一つ

であるデジタル質感生成システムのプロ

トタイプとして、テクスチャ素材の質感の

誇張・外挿により所望の質感を実現する手

法を開発した(図 72)。本システムは、テ

クスチャ画像を入力データとし、人間の視

知覚特性を考慮した高次画像統計量に変

換する。その後、あらかじめ構築していた

物理-質感モデル(図 中央下部)に基づき、

誇張・外挿を実現するよう統計量の変換を

行う。最終的に、変換された統計量から再帰的に画像を生成することで所望の質感を誇張・外挿

されたテクスチャ画像を得ることができる。 

 

(c)デザインプロセスのモデル化 

デザインにおける価値の収集・体系化及び価値創造支援方法（関西学院大学、金沢美術工芸大学） 

デザインに関する印象評価語約 1000 語より、デザインに求められる価値の網羅的な 62 語から

なるインデックスを作成、さらにマップ化を行い、ブランディング手法の基盤データとした(図 

73)。人間のデザインの認知の基本次元は 7 次元あり、各次元は基本的好感・剛健・示差性・スタ

イル感・社会性・ユーザビリティ・上質として解釈可能であることが示唆された。さらにこの価

値マップに基づき、モチーフとヒントを提示する価値創造支援方法を提案した。モチーフとヒン

トを呈示する場合には、呈示しない場合よりも連想元となった印象語の評定値が有意に高くなり、

デザイン支援の有効性が確認された(図 73)。 

これらの結果に基づき、ユーザの能動的なデザインの支援のためのリソースとして、「デザイン

サポートシステム」の構想について検討し、そのインタフェースであるデザインポータルのプロ

トタイプを構築した(図 74)。デザインサポートシステムの実現のために、対象ごとの感性価値メ

トリックの拡充、各種感性指標と対応する特徴量が活用される。また iPCA により推定されたユー

ザの感性傾向に基づいた個々のユーザに適した支援方法の選択や、質感ソムリエとの連携による

ユーザの所望する価値を与える形状の提案、3 次元形状データベースとの連携による価値ベース

の形状検索を搭載する構想である。 

（5）今後の課題と対応方針 

感性価値メトリックの策定に関しては、審美性の要因の他、意味（ナラティブ）的な感性の質

的指標のモデル化、動きなどの機能のモデル化、およびこれらを統合したモデル構築が急務であ

る。また「形」と「色」等異なるモダリティの感性価値を複合的に扱うための手法開発が必要で

ある。さらに現在は感性評価データを個別の実験を実施して取得しているが、今後は共創の仕組

図 72 デジタル質感生成システムプロトタイプ 
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図 73 価値のインデックスおよびマップ 図 74 デザインポータルのプロトタイプ 
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みを活用する等大規模データの自動的な収集方法を検討する必要がある。 

（6）その他特記事項 

研究開発成果を利用した製品化 

1. EMR ACTUS（視線計測装置）、2014/1 発売、ナックイメージテクノロジー 

真珠肌ベースメイク料（製剤の設計処方の完成に至る）、2015、ナリス化粧品  
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4.2.3 感性価値メトリックの拡張とデザインシステムのための要素技術の高度化（フェーズ２） 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 長田典子、関西学院大学大学院理工学研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2016 年 4月 1日～2019 年 3月 31 日 

参画機関： 関西学院大学、金沢美術工芸大学、中京大学、鳥取大

学、株式会社コーセー、デジタルファッション株式会

社、株式会社本田技術研究所、株式会社ニコン、株式

会社パナソニック、株式会社ナリス化粧品、新日鐵住

金株式会社、三菱電機株式会社（2016 年から）、株式

会社リコー（2016 年から）、日本ペイントホールディ

ングス株式会社（H29 から）、株式会社 LIXIL（2018

年から）、株式会社住化分析センター（2018 年から）、

株式会社センチュリーエール（2018 年から） 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

フェーズ２では感性価値指標の自律進化を達成する。感性価値指標の自律進化は、一人ひとり

の感性に指標を適合させたり、あるいは異なる地域、異なる時代、異なる文化背景ごとに適した

感性価値指標を構築したりするために、必要不可欠となる技術である。またデザインサポートプ

ラットフォームの社会実装テーマとして、感性デジタルビスポークのプロトタイプを構築する。 

(a)感性価値メトリックの自律的拡張手法の開発では、フェーズ 1 で策定した感性価値指標化手

法を基盤とし、その自動的構築・自律的更新手法の開発と、多層的モデル化手法、多要素で構成

される対象への拡張など手法の精緻化を行う。(b)感性と素材を繋ぐ物質感の技術確立では、形状

に関する感性指標と相関の高い物理特徴量の探索により、感性に基づく 3 次元形状の検索および

合成を可能にする。またフェーズ 1 でプロトタイプの構築を行った質感ソムリエに関して、視覚

的/触覚的感性値から対象物の表面形状を生成する質感生成技術の開発と精緻化を行う。(c)感性

と創造性を直結するデザイン手法では、ユーザが自らデザインを行う際にプロのノウハウを参照

するためのデザインナビの開発を行う。(d)感性センシングシステムの構築では、モノづくりにお

いて喚起される満足などの感情と感情生起に至る価値構造を解明する。さらに、満足と対応する

生理状態（表情、行動、脳波など）を解明し、フェーズ 1 に開発を進めた非侵襲な生理計測技術

による感情計測実現に向けた感情―生理状態データセットの拡充を図る。 

（4）主な成果と達成状況 

（a）感性価値メトリックの自律的拡張手法の開発 

感性価値メトリック構築の自動化手法の確立（関西学院大学） 

感性メトリックの自動構築技術において、評価表現辞書（アプレイザル辞書）と機械学習(HDP-

LDA)を組み合わせることで高精度な自動構築技術を実現した。メトリックが心理実験結果と高い

相関(R=0.8)が得られるなど、実用レベルに到達したと考えられる(図 75)。また、フェーズ 3 の

グローバル化に向けて、他言語の評価表現辞書の作成手法を確立した。英文レビューより製品の

感性メトリックを自動構築し、妥当性を検証した（図 70b,(株)本田技術研究所との共同研究）。 

図 75 感性指標の自動構築技術 図 76 EU 英文レビューより

自動構築したメトリック 
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感性価値メトリックの高度化手法の開発（関西学院大学） 

フェーズ1にて提案した感性価値メトリックの基本構造

である、感性価値・印象・物理特性の枠組みのもと、人の

感性をより精緻に指標化するための手法を開発した。具体

的には、①感性価値メトリックの多層的モデル化手法の開

発と、②多要素メトリックの構築手法の開発に取り組ん

だ。前者では、従来は区別が曖昧であった感性価値と印象

の間に明確な区別を設け、両者を独立に測定して相互の関

連性を定量化するモデル化手法を開発した。同手法を 3次

元形状に対する感性評価に適用して有効性を実証した。後

者については、感性価値メトリックを具体的な製品やサー

ビスに適用する際に不可避となる、複数の要素で構成され

た対象物の感性価値を指標化する手法の開発を行った。例

として、色と）形の要素が複合した対象物におけるモデル

を構築し、印象推定が可能であることを検証した(図 77)。 

 

(b)感性と素材を繋ぐ物質感の技術確立 

3 次元形状特徴量の設計（関西学院大学・中京大学） 

3 次元形状に関する多

視点データを入力画像と

し、3次元形状に関する感

性メトリック「硬い-柔ら

かい」「安定-不安定」「派

手-地味」を推定する機械

学習モデルを構築し、80%

程度の高い推定精度を実

現した（図 78）。 

 

デジタル質感生成システムの構築（関西学院大学） 

感性からモノ、モノから感性というように、

物質感のメトリックと、物質の視覚的触覚的特

性との相互変換を可能とするため、樹脂素材の

表面微細構造（シボ）を対象として、感性メトリ

ックおよび計測・シミュレーション技術をベー

スとしたデジタル質感生成システムを構築し

た。視覚的感性については、深層学習（CNN）の

スタイル特徴を感性メトリックで制御する独自

の手法を開発し、所望の感性的印象をもつシボ

を生成した。触覚的感性についても、指と物体

の相互作用力から触感を計測する装置を製作

し、所望の感性的印象をもつシボのハイトマッ

プを生成した。検証実験は共同研究先企業のデ

ザイナーによる確認を得ており、本システムが

実用レベルで有効であることが確認された（図 

79, (株)本田技術研究所との共同研究）。 

また本技術を応用した、衣服の柄の感性検索システムを構築し、感性デジタルビスポーク（ア

パレル）の社会実装事例として、(株)デジタルファッション（DFL）のファッションデザインアプ

リ COUTURE に実装し、実用化を達成した(図 80)。 

図 77 感性価値メトリックの高度化 

図 78 3 次元形状特徴量の設計 

図 79 デジタル質感生成技術 
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 さらに感性に基づく触感制御の高度化を目的とした基盤技術の開発を行い、触感制御技術の鍵

となる(1)触感定量評価技術、(2)触覚シミュレーション、(3)触覚ディスプレイ技術、の基盤技術

について高度化を目的とした開発及び製品開発における有効性の検証を実施した（図 81）。触感

定量評価技術の鍵となる触感計測装置については様々な製品化に応用されている。触覚シミュレ

ーションについては Material Point Method の導入により大変形問題へも適用が可能になり、よ

り広範な物体を対象としたシミュレーションが可能になった。さらに、触覚ディスプレイ技術に

ついては、対象物を撫でた際に指先に生じる振動のうち最大振幅を持つ周波数成分を制御信号と

しアクチュエータを制御することで触覚提示を実現した。 

触感定量評価を応用したふきとり触感を対象とした化粧水開発では、従来の摩擦試験的手法で

は不可能であった「肌摩擦感」「ふきとれた実感」を独立的に評価できることが分かった。これは、

触感に基づく製品開発において本 COI で開発した触感定量評価技術が製品開発において優位性を

持つことを示すものである。本化粧水は 2022 年度に製品化予定である(図 82)。 

図 81 感性に基づく触感制御の高度化 

図 82 触感定量化技術に基づく感性価値を高めたふきとり化粧水の製品開発 

（ナリス化粧品との共同研究） 

図 80 感性 AIビスポークシステムとファッションデザインアプリへの応用 
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(c)感性と創造性を直結するデザイン手法 

デザイナー知識の体系化と有用性の実証（関西学院大学、金沢美術工芸大学） 

フェーズ1で策定された評価構

造に基づき、人工物のデザインに

おいて重要な印象 26 項目を選定

した。これらの項目をデザインと

して実現するためのノウハウを、

プロのデザイナー80 名から約

3000 項目収集し、KJ 法を用いて

デザイン行為インデックスとし

て体系化した。これを初心者のデ

ザイン支援に利用する検証実験

を行い、初心者でもより目標の印

象を喚起できることを確認した

(図 83)。 

 

(d)感性センシングシステムの構築 

モノづくり版円環モデルの作成と快感情の構造探索（関西学院大学） 

自分が欲しいものを作ることができた時に生じる満足感の性質を解明するため、モノづくりの

未経験者、経験者、熟達者のそれぞれにおいてどのような感情が喚起されるのかについてインタ

ビュー調査を行い、モノづくり版感情円環モデルを作成した。そこからどの段階においても満足

感が重要な要因であることや、

喚起される快感情が熟達度に

応じて分化・複雑化することを

明らかにした。さらに、満足と

対応した脳活動の計測に成功

した。この成果により、神経科

学的観点において表情から満

足度推定の妥当性を検証する

ことが可能になった。また、表

情分析手法の高度化（ロバスト

性向上、笑顔以外の表情分析）

にも成功した(図 84)。 

（5）今後の課題と対応方針 

フェーズ 2 では感性価値メトリック構築の自動化手法、3 次元形状特徴や質感における感性と

モノの間の定式化、デザイナー知識の体系化等に関する基盤技術整備が概ね完了した。フェーズ

3 では、先行して社会実装が進む感性デジタルビスポークにこれらの技術を順次実装することに

よって、効果の検証と手法の最適化を行う。 

（6）その他特記事項 

製品化：透明感のメトリックによる肌どけパウダー

ファンデーションの開発(雪肌精スノーCC パウダー, 

2018.3.18 発売）、コーセーとの共同研究（図 85） 

受賞：飛谷謙介 (2018).CNN のスタイル特徴を用い

た感性的質感を制御可能なテクチャ生成手法, 第 1

回 COI 学会優秀発表賞 

 

  

図 83 デザイン行為インデックスの開発 

図 84 モノづくり版円環モデルと満足感の計測 

図 85 肌どけパウダーファンデーション

の開発 
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4.2.4 感性価値指標化技術のサービス化（フェーズ３） 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 長田典子、関西学院大学大学院理工学研究科、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2019 年 4月 1日～2022 年 3月 31 日 

参画機関： 関西学院大学、金沢美術工芸大学、中京大学、鳥取大

学、株式会社コーセー、デジタルファッション株式会

社、株式会社本田技術研究所、株式会社ニコン、株式

会社パナソニック、株式会社ナリス化粧品、新日鐵住

金株式会社、三菱電機株式会社、株式会社リコー、日

本ペイントホールディングス株式会社、株式会社

LIXIL、株式会社住化分析センター、株式会社センチ

ュリーエール、フジプリグループ株式会社（2019 年

から）、アポロ技研株式会社（2019 年から）、兵庫県

立工業技術センター（2019 年から）、ダイハツ工業株

式会社（2019 年から）、株式会社島精機製作所（2019

年から）、住友化学株式会社（2019 年から）、株式会

社アイケアラボ（2019 年から）、ヤマハ株式会社（2020

年から） 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

本研究開発のフェーズ３ではこれまでの研究開発成果のサービス化を果たすため、以下の２つ

を目標とする。 

 

１．成果を感性価値指標化技術パッケージとしてまとめるための 10 種類のツール群開発 

ツール①：感性 AIビスポークシステム(KAI:Kansei AI Bespoke system) 

ツール②：価値構造視覚化システム（ESV: Evaluation structure visualization system） 

ツール③：感性マイニングシステム（KAS: Kansei Mining System） 

ツール④：触感定量評価システム（TES: Tactile Evaluation System） 

ツール⑤：ワイヤレス脳波計測アプリ（EMA: EEG measurement & analysis application） 

ツール⑥：ヒューマンセンシングシステム  

ツール⑦：デザインナビ 

ツール⑧：3 次元印象推定システム（3DS) 

ツール⑨：感性評価実験システム（KEX） 

ツール⑩：感性メトリックバンク 

 

２．主要な３つのサービスの事業化 

サービス 1：感性ＡＩビスポークシステム 

サービス 2：感性価値指標化技術パッケージ 

サービス 3：感性評価サービス 

（4）主な成果と達成状況 

(a) 感性価値メトリックの自律的拡張手

法の開発 

サービス 1：感性 AI ビスポークシステム 

(ツール①)の事業化 

本サービスは顧客が感性的な要求を入

力すると、顧客の感性に最適なモノやサー

ビスを、AIビッグデータ技術をベースにイ

図 86 感性価値指標化パッケージ 

（10種類のツール群） 

個 粋
図 87 感性 AIパターンソムリエ＠高島屋 
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ンタラクティブに推薦するものである。フェーズ

2 において衣服の柄の検索・推薦・生成をするシ

ステムを構築し、事業化した。2019 年度にはオー

ダースーツの店舗向けに柄の推薦を行う感性 AI

パターンソムリエ（デジタルファッション(株)、

(株)センチュリーエール、イオン(株)、高島屋、

トキハ百貨店）の事業化を達成した。2021 年には

さらにオーダースーツの形や柄のトータルなス

タイルを推薦する 3DAI スマートオーダーを事業

化し、イトーヨーカドーやイオン店舗でサービス

がスタートした。本システムはスマートファクトリー（受注から製造までの一気通貫）にさらな

る付加価値を与えるシステムであり、多分野に応用展開が可能である。 

 

サービス 2：感性価値指標化パッケージと感性メトリックバンク（ツール⑩）の事業化 

感性価値指標化パッケージの普及推進のために、パッケージの利用方法を説明した感性評価分

析マニュアルを整備した（図 89（左））。さらにこれまでの感性評価分析事例のうち公開可能なも

のについて、感性メトリックバンクとしてＨＰで公開した（図 89（中央、右））。メトリックを社

会資源とすべく、事例紹介やデータの公開、分析の解説とトライアルを可能にしている。 

 

サービス 3：感性評価サービスの事業化 

本システムの事業主体は、株式会社住化分析セ

ンター（SCAS）である。SCAS は自社事業のメニュ

ーである物理分析、化学分析に対し、感性分析を

加えることで、社会に潜在する感性価値創造ニー

ズに対応することを目指している。2018 年度か

ら感性指標化技術パッケージの技術移転を順次

進め、2020 年 4 月より感性評価サービスが開始

された。今後も継続的に技術移転を進めることで

事業分野、適用範囲のさらなる拡大を推進し、パ

ートナーとしてともに技術の普及展開に取り組

む。 

 

ツール②：価値構造可視化システム（ESV） 

評価構造可視化を Web ベースで実施するシステム

である（図 91）。本システムは様々な製品やサービス

に対する評価構造の可視化が可能であり、特定の製

品やサービスが提供する物理特性が、印象を経由し

て価値を創出する階層構造を明らかにすることがで

きる。2020 年度に基本機能の実装が完了し、ライセ

図 88 3DAI スマートオーダー＠イオン店舗 

図 89 感性評価分析マニュアル（左）、感性メトリックバンク（HP 画面）（中央、右） 

図 90 「感性評価サービス」カタログの例 

図 91 価値構造可視化システム（ESV） 
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ンス供与および共同研究内での使用を開始した。すでに７社が利用している。 

例としてオフィス環境における快適性の調査を企業内の約 200 名の男女社員を対象に実施し、

ESV を用いた分析を行った。その

結果、快適性に影響を与える環境

要因の違いから参加者は 3 つの

タイプに分類され、いずれのタイ

プの快適性も従来の環境の客観

的温熱快適性（PMV: 予想温冷感

申告）とは相関を示さず、主観的

生産性と強い相関を示した（図 

92）。このことはタイプ別の環境

の提供の有効性を示している.本

成果は企業（三菱電機(株)）と共

同で新聞発表を行った。 

 

ツール③：感性マイニングシステム（KMS） 

Web 上で収集されるプロダクトのレビューデータや SNS から、プロダクトの感性指標を自動で

構築することを可能とした。価値／印象の階層構造化や、印象の全体部分関係の解析を自動で行

える。本システムを自動車の印象推定問題に応用し、自動車の全体的な印象（例えば上質）が、

部分的な印象（例えばエクステリアのシンプルという印象がシルエットから喚起される、など）

から説明できることを示した。本システムは自動車会社に技術移転完了し、次のステップでは多

言語機能を利用して海外のレビューデータから価値構造を抽出する計画である。 

 

 

 

(b)感性と素材を繋ぐ物質感の技術確立 

ツール④：触感計測システム(感性と物性をつなぐ中間表現にて、まとめて報告する) 

 

(c)感性価値を実現するデザイン手法 

ツール⑦：デザインナビゲーションβ 

人工物のデザインの良さを促進するために、プロのデザイナーが行うデザイン上の工夫が体系

化され、初心者がデザインのプロセスにおいて参照することで、容易に目的の印象を喚起する外

観デザインを実現することができるものである。21 年度にはパッケージ全体が完成し、プロトタ

イプとしてリリースした（エラー! 参照元が見つかりません。）。これはフェーズ 2 で開発したデ

ザイン行為インデックスを核としており、デザインするときの発想をより豊かに生成することを

可能にする。検証実験においても、アプリケーションの利用可能性および有効性が高いことを確

認した（パッケージの有効性：M＝4.68、デザインにおける有効性 M＝4.97。いずれもニュートラ

ル（＝4）よりポジティブ）。共同研究において利用実績がある。 

 

印象

感情

形態要素

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

図 93 自動車分野への感性マイニングシステム（KMS）の適用例 

（ダイハツ工業との共同研究） 

３つのユーザタイプ 

図 92 室内環境における快適性の認知構造と個人特性 
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(d)感性センシングシステムの構築 

ツール⑥：ヒューマンセンシングシステム（HSS） 

 

 

 

本システムは、ユーザの感性センシングを通して、デジタルモノづくりやビスポーク場面にお

ける満足度を検出・向上させることのできるシステムである。デジタルモノづくりを対象とした

創作活動時や利用時に表出する感情と感情生起に至る価値構造のモデルをベースに、内省的満足

と対応する生理状態（表情、行動 etc.）の関係を定量化し、非侵襲に計測できる生理状態から

の満足推定を実現した。顔表情認識では深層学習ネットワークに内部状況を説明するための情報

を視覚的に表示する機構（RAM：Recurrent Attention Module）を提案し、時系列情報を扱える

ように拡張した。さらに、これらを組み込んだ満足度センシングのプロトタイプを開発した。 

 

 

 

（5）今後の課題と対応方針 

感性価値指標化技術パッケージでは、製造業 9 業種全てにおいて実用化を達成した。引き続き

エンドユーザから得られるデータをフィードバックし精度向上と適用規模拡大を図る予定である。 

 

（6）その他特記事項 

 コロナ対応(1)：ファッションオンデマンドアプリ

COUTURE 上で一人ひとりが自分でデザインするマス

クのビスポークプロジェクトを実施し（図 88、図 

96）、約 1万人が参加した。 

 コロナ対応(2)：STAY HOME 下におけるストレス構造

の可視化を ESV による調査で明らかにし、アロマオイ

ルによる芳香浴の効果が葛藤（子ども）Ｇにおいて最

も高いことが明らかになった。本成果はアットアロマ

株式会社との共同研究であり、プレスリリースを行っ

図 94 デザインナビゲーションβ 

図 95 提案手法 RAM を適用した表情認識手法,および、満足度センシング 

図 96 マスクのビスポーク 

プロジェクト 



A イノベーション創出に向けた活動実績 

 

4 研究開発テーマの成果 

 46  

た（図 97） 

 以下の論文が高い評価を得た：Miyoshi R, Nagata N, Hashimoto M (2020) Enhanced 

convolutional LSTM with spatial and temporal skip connections and temporal gates 

for facial expression recognition from video, Neural Computing and Applications, 

1-12 (IF (2019): 4.774) 

 受賞：寸田菜月(2020) Neural Style Feature を用いた感性モデルに基づく質感表現, 電子

情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会 MVE 賞受賞 

   

葛藤(子ども)G 

使
用
前 

使
用
後 

図 97 STAY HOME におけるストレス要因

とアロマオイルによる心理的効果 
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4.3 デジタルファブリケーション技術とプロセスの標準化、パッケージ化 

（1）テーマの概要と目指すべき将来の姿（拠点ビジョン）との関係 

個人が、自らの感性をもとに、創造的にモノやサービスをつくりだす「ファブ地球社会」を実

現するには、これまで分断されてきたインターネットをはじめとする「情報通信技術(ICT)」と「生

産製造技術（デジタルファブリケーション）」を完全に統合する必要がある。 

インターネット上にはこれまで文字や画像、映像、音楽の情報は流通していたが、物理的な「モ

ノ」の情報は使いやすい形で流通してこなかった。そこで本研究開発テーマでは、インターネッ

ト上に物理的な「モノ」の情報を、使いやすい形で流通できるようにすることを目指す。情報を

使い安くするには、情報そのものやその流通する際に生じる変換処理、加工の際の技術などを標

準化し、誰でもが使えるようにする必要がある。本研究開発テーマではこれをパッケージ化と呼

ぶ。 

しかし、パッケージ化は単に研究開発した成果をまとめれば実現するというものではない。パ

ッケージ化された一連、一式の技術を活用するユーザにとって使いやすい形になっている必要が

ある。使いやすい形にするには、パッケージされる各技術成果について、研究者が実際に活用し

ながら研究開発を進める必要がある。 

そこで、本研究開発テーマでは、フェーズ 3 において研究開発成果をパッケージ化して社会に

提供すること念頭に、トライアルではその基盤技術として、インターネット上に物理的な「モノ」

の情報がどのように流通可能かを検討し、情報の流れ（プロセス）の標準化とプロセスの各段階

を支援する基盤技術の研究開発を進めた。また、個人が真に欲しいモノや必要なモノをデザイン

として具現化することをサポートするシステムについて研究開発を進めた。 

フェーズ 1 ではトライアルでの研究開発で明らかになった課題をさらに進めた。また、モノ作

りのデジタル化によって生じる社会課題について実践を通じて検討した。フェーズ 2においては、

基盤技術をパッケージ化するために必要な技術を検討し、研究開発を進めた。またフェーズ 1 の

研究開発成果を一部社会課題に適用し、有用性の検討を行った。フェーズ 3 においては、フェー

ズ 2 までの研究開発の成果を踏まえ、個別一品かつ高付加価値なモノを効率的に制作、提供する

ための新たな設計システムとそれを前提としたモノづくりと価値循環のプロセスを、フェーズ 2

までで開発したパッケージを用いて構築し、検証した。 

 

 
図 98 研究ロードマップ 

 

（2）想定する製品・サービスについて（担い手、社会的インパクト・経済的インパクト） 

デジタル製造技術が一般化し、誰もがモノ作りを通じて課題の解決ができるようになると、新

たな職能、職業の創成が期待される。想定される担い手の例としては、看護･介護領域がある。2030

年頃日本国内で､4000 万人程度の看取り難民の発生が予測されている。看取り難民とは病院で終

末期のケアを受けることができない人々である。こういった人々は自宅で最期を迎えることにな

る。在宅ケアは病院のような均質化された環境とは異なり、一軒一軒が異なった環境である。ベ

ッドの位置や装置の配置など何一つ同じ部分がない。病院は治療の場であるのに対して在宅ケア

は生活の場であることから、そこが「安楽」で在ることが求められる。このような環境において、

デジタル製造技術を用いた個別一品のモノ作りによる課題の解決が貢献できる部分は大きい。こ
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のような取り組みを担うのは、看護師や介護福祉士、理学療法士、作業療法士、義肢装具士など、

一人ひとりの課題に気づくことができる人々であろう。こういったケアに携わる人々が主体的に

デジタル製造技術を活用してモノ作りに携わることによって、在宅ケア利用者の安楽に貢献でき

るだけではなく、ケアの過程で生じるモノの形を取った工夫の 3D データ化、マニュアル化、さら

にはその共有、共有された工夫の改善と循環の発生が期待される。このような営みによって、ケ

アの全体的な質の改善のみではなく、効率化などへの貢献も期待することができる。 

また、デジタル製造技術は、従来の製造業に対して、金型を前提としない生産の仕組みとなる。

そのため、従来の金型とその減価償却を念頭においた大量生産を前提とする製品企画ではなく、

より精緻なニーズに対応したモノ作りを少量から始めることができるようになる。スタートアッ

プやベンチャーのような生産能力が乏しいがアイデアを持った企業の創出を促すことへとつなが

ることが期待できる。 
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4.3.1 デジタルファブリケーションのための技術開発 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 田中浩也、慶應義塾大学環境情報学部、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2013 年 11 月 1日 – 2015 年 3月 31 日 

参画機関： 慶應義塾大学、明治大学、産業技術総合研究所、情報

科学芸術大学院大学、神奈川県、一般社団法人

WebDINO Japan、株式会社オカムラ、株式会社 Roland

ディー･ジー、チームラボ株式会社 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

さまざまな分散的な生産を可能とするインターネットに接続された工作機械の上では、標準化

された各種設計データや機能形状(STL、XVL、G-Code、AMF)、さらには設計知識のレシピ、スクリ

プトなどが流通し、作られたものには常に個体識別が可能となるタグが埋め込まれ、流通が管理

される必要がある。このような仕組みを実現するには、様々なデータについての状況を整理する

必要がある。 

そこで、本研究開発では、生産製造に扱われる各種デジタルデータ（マテリアルデータ、3D形

状データ、個体識別 ID の管理、仕上げデータ、社会情報、品質検査法とその認定マーク）などの

各種データの現状を調査し、統一されていないバラバラな状況を整理し、最終的には標準化とカ

プセル化を進める。 

標準化については、最終的には国際標準、デファクトスタンダードとなることを目指す。 

 

（4）主な成果と達成状況 

本研究開発テーマでは、インターネットとデジタルファブリケーションを高次に統合する研究

開発を、以下に述べる「4層」に整理し、それぞれに対して実施した。 

 

[第 1 層 Internet Of Things] 

デジタル工作によってつくられる人工物を、単なる樹脂の積層物や金属パーツに留めるのでは

なく、データベースやネットと連携した知的な「モノ」にするには、モノと情報を紐付けるため

に仕組みが必要となる。そこで、RFID 埋め込み 3Dプリンティングのための基盤技術を開発した。 

 

 
図 99 RFID 埋め込み機構の試作 

 

[第 2 層 Local Materials] 

物質の輸送に伴う二酸化炭素排出を減らすためになるべく地域の素材や資源を用い、環境に配

慮した循環型（地産地消型）のファブリケーションを実現するために、題材として「お米」を選

び、米プリンタの試作とその制御ソフトウェアの開発を行った。本研究は、日本経済新聞 1月 28
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日付夕刊の一面にも掲載され、農林水産省や関係者からのたくさんの注目を集めた。（web 記事は

http://www.nikkei.com/article/DGXDASDD2800X_Y4A120C1MM0000/） 

 

図 100 米粉を使用可能なフード 3Dプリンタ 

 

[第 3 層 Data と Modelling] 

「柔らかさ」を設計しうる 3D データとして、次世代 3D プリンタの国際データ標準である"AMF 

(Additive Manufacturing Format")策定の議論に参加した。AMF は、これまで一般的であった STL

形式と異なり、３次元立体の「表面」だけではなく、内部構造までを指定できるように設計され

た新しいデータ形式である。またそこでの知見をもとに、内部構造を効率よくモデリングするた

めの手法の基礎検討を行った。 

 
図 101 AMF (Additive Manufacturing Format)を前提とした、 

さまざまな形状変換ソフトウェア群 

 

また、「柔らかさを伴うディジタルファブリケーションのためのツール開発」としてこれまでは

分かれてきた「モデリングプロセス（CAD(Computer Aided Design)」と「解析プロセス(CAE: 

Computer Aided Engineering)」を統合し、シミュレーションを回しながら３次元の立体形状をモ

デリングできるようなシステムの基礎検討を行った。これは、コンピュータの性能が向上し、高

速化が可能になった現在はじめて可能になりつつある新しいアプローチである。 

最後に、これまでの 3D プリンティングでは、樹脂などの「固い」素材が主流であったが、「柔

らかい」素材の代表例として、「お米」を用いた 3D プリンティングの方法について基礎的に検討

した。出力部を試作し、米粉を材料として押し出しながら、３次元立体を制作できるようになっ

た。 
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[第 4 層 オープンデザイン] 

ネット上でさまざまな人々が知識を共有し、アイディアを交換しながらモノづくりを進めてい

くための共創プラットフォームとして、「gitfab」（現在の Fabble.cc）を開発した。「gitfab」は、

Mozilla Japan（現 WebDino Japan）と共同で開発を進めた「市民共創型モノ作りプロジェクト支

援システム」である。2013 年度は「マウスをハックする」をテーマとした授業にて試用を行い、

基本的な機能の確認と問題点の洗い出しを行った。 

 

図 102 市民共創型モノ作りプロジェクト支援システム"gitfab (gitfab.org)"の初期スクリーン

ショット 

 

（5）今後の課題と対応方針 

「FAB 地球プラットフォーム」の実現に向けて、研究開発成果を元に、4層構造を改めて整理し、

各層の課題の解決に向けて研究開発を進める。 

 
図 103 ファブ地球社会プラットフォームの概念 

 

[第 1 層 Internet Of Things] 

RFID やセンサなどの埋め込み型エレクトロニクスを用いて、製作物やサプライの所在・状態を

コンピュータシステムで共有、検索できる情報システムに関して、番号体系・レポジトリフォー

マット・モノの状態推移に関するアプリケーションインターフェイス、マスターデータ管理など

の面から検討するとともに、地域におけるサプライの利用予測・在庫共有化などのアプリケーシ
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ョンを開発する。 

[第 2 層 Local Materials] 

現地のマテリアルを用いてのモノ作りを推進するには、単に必要なモノをその場で、個別に一

品からで製造できるようにするだけでは無く、より高機能なモノ、あるいはその装置でしかでき

ないモノ作りが必要であることがわかった。そこで、新たな製造装置の研究開発を推進する。 

 

[第 3 層 Data と Modelling] 

データに関する検討の結果から、現在のデジタル製造技術で扱うデータフォーマットやソフト

ウェア、3D プリンタなどの装置は「やわらかいもの」には適しておらず、その一方で、社会的な

ニーズが高いことがわかった。また、製造の各段階で使用されるデータのフォーマットが異なっ

ており、製造プロセス間でのデータフォーマットの変換に大きな課題があることがわかった。そ

こで、データフォーマットを新たに策定し、標準化を目指すこととした。また、柔らかさを扱う

ことができるシステムの研究開発を進めることとした。 

 

[第 4 層 オープンデザイン] 

gitfab を用いた実験の結果、市民が共創でモノ作りを進めるために重要なのは、活動を社会に

可視化することであることがわかった。そこで、gitfab 上での市民のモノ作りの活動を可視化す

るための改良を進める。また、モノ作りの活動の中で生じるアイデアの知財の扱いなどについて、

現在の社会制度が想定してなかった状況が生じることもわかった。 

 

（6）その他特記事項 

本研究開発テーマの推進期間中、以下の外部発表を行った。 

 書籍「ＳＦを実現する 3D プリンタの想像力」田中浩也(単著）講談社現代新書 2014/5/18

発売 

 新聞掲載「食べられる器、家で作る 3D プリンター、米粉を使用 慶大など商品化めざす」 

2014/1/28 付 日本経済新聞 夕刊 田中浩也 

 日経 MJ 4 月 18 日（日）１面 「3D プリンター 生活に恩恵」「米粉で作る 食べられる食

器」田中浩也 

また、国際連携として「第１回アジアファブラボ会議」（2014 年 5 月 2 日から 7 日 フィリピ

ンボホール島）に全面的に企画協力した。gitfab 等の研究開発成果の使用実験を行った。国際連

携の観点から、インドや韓国、台湾やインドネシアの FabLab との連携を深め、必要となる多言語

対応、多文化対応のユーザインターフェイスについての基礎的な議論を行った。 

 

 
図 104 フィリピンでのアジアファブラボ会議の様子 
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4.3.2 モノの構造や設計情報をデジタル化し、データとして流通を促進する仕組み 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 田中浩也、慶應義塾大学環境情報学部、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2015 年 4月 1日〜2016 年 3月 31 日 

参画機関： 慶應義塾大学、明治大学、JSR 株式会社、ローランド 

ディー.ジー.株式会社, 一般社団法人 WebDINO 

Japan、株式会社オカムラ 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

COI-T において取り組んだ 4 層モデルについて研究開発を推進する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

[第 1 層 Internet Of Things] 

個体識別管理手法と流通プラットフォームの構築 

デジタル・ファブリケーションにおける、デザインの知的財産権保護やプロダクトの製造責任、

適切な流通・廃棄・リサイクル処理の担保など、ライフサイクルに渡った情報管理を実施するに

は、デザインやプロダクト・作品に識別子を付与する必要がある。 

そこで、3D プリントする際に、物体内部に小型の RFID を埋め込み、モノそのものからも情報を

引き出すことができる新しい仕組みを構築した。3D プリントした物体のなかにある RFID タグに

いつでも「情報」を書き込んでおき、それらはスマートフォン等の個人用デバイスでいつでも読

みだすことができるようになる。作者名、制作日時、制作場所、素材の成分、取扱説明書などの

情報を、「いつでも」「どこでも」読み込むことができるようにあれば、「ファブ社会」における安

心と安全、健全性の確保に大きな貢献ができる。 

個体識別管理を実現するには、3D プリンタでの製造途中で RFID を埋め込むことができるよう

にする必要がある。また、RFID に埋め込まれる情報の標準を策定する必要がある。そこで、IoT 型

汎用工作機械”THE FABRICATOR”の試作開発と、RFID に埋め込まれる情報の標準の策定を行った。 

個体識別番号 

従来の工業製品とのスムーズな共存が可能であり、名前空間の移譲が容易、国際標準に合致し

た番号体系として GS1 や ISO の規格に合致するという条件で検討した結果、情報システム内では

URN 形式、各種データキャリア内では GS1-128 表記に基づいて、シリアル・ロット番号を階層的に

付与する方式を考案した。2016 年 2 月にブリュッセルで行われた GS1 Global Summit にて報告

し、デジタルファブ向けの個体識別体系が定まっていない現状では有効な手段として認識された。 

 

図 105 デジタルファブのプロダクト・デザイン識別子案 

 

[第 2 層 Local Materials] 

IoT 型汎用工作機械”THE FABRICATOR”の試作開発 

3D プリンタによる製造で個体識別番号を付与する方法として、RFID タグの埋め込みが有効であ

る。しかし RFID のような電子部品を 3D プリンタでの出力の途中で埋め込むためには出力途中の

モノを複数の装置の間で位置精度を保ったまま、移動させることが必要になる。これを実現する

管理したい単位（商品レベル・シリアルレベル・ロットレベル）で世
界で固有の番号をつける

データキャリア（バーコード、QRコード、文字、RFID)はモノに合わ
せて適切に選定

コンピュータシステム内では統一した表記(Web標準）
urn:id:epc:sgtin:4571227070900.mitsugilabs.2315
urn:id:epc:lgtin:4571227070900.mizuno.exp16.1021
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には、様々な装置を組み合わせる必要がある。このような課題を解決することを目的に、卓上に

設置可能で、一つの作業スペースに対して６つの加工ヘッドを切り替えて作業させることができ

る IoT 型汎用工作機械”THE FABRICATOR”の試作を進めた。本研究開発テーマでは、基本構造の

設計を行った。また、テーブルの制御方法、ATC 機構部の制御方法についても検討した。 

 
図 106 FABRICATOR 第 1号機全体構成図 

 

[第 3 層 Data と Modelling] 

Fab に関するさまざまなデータ形式の標準化とカプセル化(.fab) 

各種データ（マテリアルデータ、3D 形状データ、個体識別 ID の管理、仕上げデータ、社会情

報、品質検査法とその認定マーク）などの各種データについて、国際標準化、デファクト・スタ

ンダード化を目標として、標準化とカプセル化に取り組んだ。 

これらの国際標準化は、現在の国際標準化の方向性(ASTM、ISO)および国内標準化の方向性(JIS)

を調査し、方向性をまとめた。 

普及している STL 等の 3D形状データの抱える普遍的な課題は立体の表面ではなく、立体の内部

構造が完全に記述できない問題があった。この問題は、AMF の国際標準化ワーキンググループで

も、次の AMF1.3 に向けて議論の焦点になっている点でもあった。そこで、本プロジェクトでは、

参画企業である株式会社 Fuji Xerox 社とともに、ボクセル形式による立体の内部構造の記述形式

を検討し、新たなファイルフォーマット「.fav」としてその仕様案をまとめた。なお、この「.fav」

では、マテリアルの情報、カラーの情報、構造の情報を含むことを可能とした。 

 
図 107 ボクセルデータ「.fav」の一例 

 

そして、インターネット上のあらゆる「STL」データをクローリング技術によって収集し、「.fav」

形式に自動変換したうえで、サーバー上でデータベースに格納し、キーワード検索可能とするサ

ービス「Fab3D」（http://fab3d.cc/）を実装した。50 万以上のファイルがインデックス化されデ
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ータベースに格納されており、現在もその処理は日夜自動的に進められている。最終的には 120

万を超える、世界で 5本の指に入る巨大な 3D データベースになった。 

 
図 108 「Fab3D」 STL の検索機能 

 

また、「.fav」フォーマットを用いて、医療用 MRI/CT スキャナで通常使用する、内部構造まで

含んだ人体の 3D 形状データを読み込み、そこから義足や義手・ギプスなど人体にぴったりフィッ

トする人工物を 3D プリンタで制作するまでの一連の過程を支援する統合ソフトウェア「VoxFAB」

を開発した。VoxFAB は、コーネル大学で開発されたオープンソースソフト VoxCAD をもとに、われ

われが独自の機能を追加しているものである。特に、「硬さ」「柔らかさ」「接着力」といった、物

性を含んだ 3 次元のシミュレーション機能が充実している。これにより、身体に形状的に「ぴっ

たり」適合するだけでなく、しなやかな曲がり具合などの物性も含めて適切なフィット感をもた

らす人工物の設計を可能にした。 

 

 
図 109 「VoxFAB」剛体シミュレーション画面 

 

[第 4 層 オープンデザイン] 

市民共創型モノ作りプロジェクト支援プラットフォーム Fabble.cc 

gitfab を改良した。デジタル製造技術によるモノづくりで生じる様々なデータをプロジェクト

単位で、検討の過程、製作の過程に沿って、議事録や検討の記録をノートにまとめることができ

るようにした。デジタル製造技術やモノ作りに必要な部品の高度化が進み、市民共創型のプロジ

ェクトからベンチャーやスタートアップが生じる可能性が出てきたこと、それに伴ってプロジェ

クト成果が特許等になる可能性が出てきたことから、プロジェクトを非公開で運営できるように

した。トップページにアクティビティが高いプロジェクトやグループ、アクセス数が多いプロジ

ェクトが掲載されるようにした。 
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図 110 Fabble.cc（公開当初） 

 

（5）今後の課題と対応方針 

ネットワーク社会におけるファブリケーション利活用の基盤として、4 層モデルに即して、デー

タフォーマット、ソフトウェア・サービス、IoT ファブリケータ、オープンデザインの 4 要素の研

究開発を進めた。 

しかし、これらの成果は個別のモノとなっている。実社会において活用されるためには、これら

が必要に応じて、組み合わされて利用される必要がある。そのためには研究開発成果を、使いや

すい形でパッケージにまとめる必要がある。また、これらの成果が具体的にどのように役に立つ

かを事例として社会に示す必要がある。 

 

（6）その他特記事項 

なし 
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4.3.3 感性指標を取り入れた対話型デザインツールシステムの開発 / 個人（集団）の創造性を

引き出すメカニズムの解明と応用 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 荒川薫 明治大学総合数理学部長、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2013 年 11 月 1日 – 2016 年 3月 31 日 

参画機関： 明治大学、チームラボ株式会社 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

個人（集団）の創造性を引き出すクリエイティブインタラクション手法の開発において、a)人

工知能の手法を用いて集団の感性を解析しデザインに取り入れる方式を開発すること、b)複数の

人が共同作業で所望のデザインを効果的に行うインタフェースを開発することを到達目標とした。 

機能までデザインできる統合モデリングツールの開発においては、a)物の形状と機能を同時に

デザインできる IoT デザインツールキットの完成、b)個人の希望をより効果的に動きなどの機能

に反映できる制御方式やインタフェースの完成、c)IoT モーターWebmo を明治大学発ベンチャー企

業であるシードルインタラクションデザイン㈱から販売を達成目標とした。 

 

（4）主な成果と達成状況 

1. 対話型進化計算による確率的デザイン方式と感性メト

リックの導入（明治大学） 

対話型進化計算とは、遺伝的アルゴリズムに代表される進

化型計算であり、適合度の高い個体を確率的に発生させ、そ

こから人が観察して選んで次世代に残す方式で、個人の主観

評価や好みを考慮したシステム設計に有効なものとして知

られている。感性メトリックを導入し、デザイン空間を限定

すると共に、好みの性質を持つデザインの発生確率を上げ、

所望のデザインが発生しやすくなるような対話型進化計算

を提案した。図 111 は、特定の感性評価値が高くなるよう

に設定することにより得られたデザインの例である。 

また、対話型進化計算は、遺伝的アルゴリズムとは異な

り、世代交代のたびに人がインタラクティブに自分の意思

を入力する必要があるため、利用者の選択履歴に基づき、利

用者の所望のデザインを計算機側に提案させる方式を提案

した。図 112 は、得られた好みの傾向の例である。この傾

向から、逆に、利用者の好みのデザインを推定することがで

きる。図 113 は高級感がある化粧品ケースの蓋のデザイン

に本方式を適用した例で、①が従来の対話型進化計算で得

られた結果、②～④が選択履歴を元に、計算機が利用者の好み

のデザインを推定した結果であり、本方式の有効性が示された

結果でもある。 

 

2. 直接的なインタラクティブ手法によるデザイン方式（明治

大学） 

直接的デザイン方式として、物体に関する複数の感性評価値

ごとにスライダーを設け、スライダーのつまみを動かして各評

価値の値を設定することにより、所望のデザインを行う方法と

して「3Dモデルの感性フィッター」を提案した図 114(a)は、

化粧品ケースのデザインを行う感性フィッターのインタフェ

ースを示したものである。 

図 111 感性メトリックを用いた対

話型進化計算による化粧品ケース

デザイン。左から、光沢感強、地

味、派手。 

図 113 実験によって得られ

た最適解の候補デザイン（①

最後の世代の第一希望、②〜

④選択履歴を利用） 

図 112 得られた好みの傾向の例 
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この感性スライダーを中野商店街の 3Dプリンタ屋に置き、一般の人たちに使ってもらって、ア

ンケート調査を行った。その結果を図 114(b)に載せる。さらに図 114(c)のようなインタラクテ

ィブな直接的手法によるネックレスデザインツール、図 114(d)のようなネイルデザインアプリの

開発を行った。 

 

3. 確率的方式と直接的方式の融合（明治大学） 

直接的デザイン方式と確率的方式である対話型進化計算を組み合わせたデザインシステムの開

発を行った。図 115(左)はデザインの素養のある人が直接的方式でデザインした数々のネックレ

スを用いて対話型進化計算が提案するデザインの集団の例である。図 115（右）は図 115（左）

の傾向を反映してシステムが提案するデザイン集団である。図 112 は派手の評価が高い傾向を示

しており、これを反映させると図 115（右）のように、多様な玉を数多く使った派手な感じのネ

ックレスが多く出現することが確認された。 

 

4. 操作性良く実現される、直観的でわかりやすいインタフェース方式（明治大学） 

より即興的・直感的なモデリングを行うための試みとして、３D プリントと一体となったモデリ

ング手法を提案した。提案システムであれば造形中であっても未造形領域のデザインが可能であ

り、より即興的なモノづくりが可能となっている（図 116(a)）創造対象として計画にあげていた

玩具においても応用可能であることを示した（図 116(b)）。この技術をヘッドマウントディスプ

レイに応用した MilboxTouch（図 116(c)）は、VR/AR のイノベーションとして、「イノベーション

のアカデミー賞」と評される SXSW2016 にてファイナリストに選出されており、まさに世界的なレ

ベルでのイノベーションであることが評価された（図 116(d)）。本製品は 2016 年 4 月に発売され

3D 化されたパックマンの公式アプリ（図 116(e)）が登場して反響を呼んでいるほか、日本製では

ほとんど認定されていない、Google 本社による認定ゴーグルとして採択された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 115 対話型進化計算を用いたネックレスのデザイン選定ツール（左）、 

図 112 の傾向を反映したデザイン集団（右） 

(a)「3D モデルの感性フィッタ

ー」のインターフェース 

(b)感性スライダーに関

するアンケート 

(c)インタラクティブなネ

ックレスデザインシステ

ム 

(d)iPhone/iPad 対応アプリ

「iNailSalon」の使用の様子

図 114 直接的なインタラクティブ手法によるデザイン方式 
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5. モノづくりの過程を記録／共有／再生する Fabnavi（明治大学） 

Fabnavi は、実世界でのアセンブリ過程（例：電子回路の実装、

3D プリンタで出力した樹脂部品の組み立て等）を手軽に記録／

編集し、標準化された形式で、ウェブ上に共有、多様な環境で再

生可能とすることで、デジタルファブリケーション時代のモノづ

くりの基盤となるシステムである。ワークショップを 2013 年 12

月 FabCafe Tokyo にて実施し、2014 年 3 月には台湾・台北市に

て、FabCafe Taipeiワークショップを実施した。その際にFabCafe 

Taipei 店舗リニューアルに伴い Fabnavi を店舗にインストール

したいという要請を受けた。その後 2014 年 5 月に同じく台湾・

台北市の FabCafe Taipei に Fabnavi を店舗へ実際にインストー

ルする作業を行った。 

 

6. 動きのデザインのためのIoTモーターモジュールWebmoの開

発（明治大学） 

すぐに試作に取り掛かることのできる Web API を備えたステ

ッピングモーター、Webmo を開発した。 

Webmo は 2016 年４月に明治大学発ベンチャー、シードルイン

タラクションデザイン株式会社より 29800 円で販売開始する。 

 

7. 折紙式プリンタシステムの開発（快適介護空間の創出）2014-

2015、明治大 

本システムは（株）インターローカスによって開発され既に販

売されている RE システム LocForm をベースに、「部分構造ごとの STL」から「3 次元実物コピーモ

デルの生成」までのルーティンを開発して得たものである。図 119 には、介護者と被介護者間で

パンダの縫い包みを協働で作り、癒しの場を醸成することを考えたケースを例として本システム

の流れを詳述している。縫い包みを写真撮影し（同図(a)）、３次元 STL データを生成する。同図

(b)では写真データをそのまま利用すると、あまりにも細かい STL データとなるため、シンプリフ

図 118 Fabnavi で組み立てを

している様子 

図 117 Webmo 外観： 

IoT ステッピングモーター 

(a)3D プリンタにおける即興

的なモデリング 

(b)導電性-非導電性フィラメント

を組み合わせて 3Dプリンタで造形 

(c)MilboxTouch (d)MilboxTouch ver. VR 

PAC-MAN 

(e)SXSW2016 での表彰 

図 116 操作性良く実現される、直観的でわかりやすいインタフェース方式 
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ィケーション技術を用いて、特徴線は保持した上で相当に簡素化していることを示している。折

紙型では、３次元データをもとに、互いに重なり合うことのないレベルに分割し、それぞれを山

線、谷線、糊代付きの複数の２次元型紙を求める（同図(c)）。このあと、折紙型は、型紙を人手で

あるいは折りと糊付けできる糊紙ロボットで作るものである（同図(d)）。同図(e)には、縫い包み

の実物、折紙型、積層型で得られた３者が比較して示されている。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

感性価値メトリックの策定に関しては、審美性の要因の他、意味（ナラティブ）的な感性の質的

指標のモデル化、動きなどの機能のモデル化、およびこれらを統合したモデル構築が急務である。

また「形」と「色」等異なるモダリティの感性価値を複合的に扱うための手法開発が必要である。

今後は共創の仕組みを活用する等大規模データの自動的な収集方法を検討する必要がある。その

結果をデザイン方式にフィードバックさせる。 

 

（6）その他特記事項 

折紙式プリンターシステム リバースエンジニアリングシステム 

図 119 折紙式プリンターシステムとリバースエンジニアリングシステムの流れ 

図 120 介護空間で、協働で縫い包みパンダの実物モデルを作り、癒しを得る

手順 
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メイカーズのエコシステム（明治大学、チームラボ） 

参画企業の高須氏を中心として、エコシステムを解明、書籍「メイカーズのエコシステム」にま

とめた。野村総研の経産省向け資料「新たな政策的課題への対応に向けた経済学動向に関する調

査研究」に多数引用され、政策に影響を与え始めている。加えて、株式会社リコーで社内ファブ

施設「つくるーむ」が誕生したほか、NHK「クローズアップ現代」で深圳事情やスタートアップに

ついて特番制作の企画が進んでいる。書籍として、明治大学の渡邊による「融けるデザイン」、宮

下による「コンテンツは民主化をめざす 表現のためのメディア技術」も刊行され、創造的生活

者の誕生の背景や、企業におけるモノづくりのあり方に提言をもたらした。 

  

図 121 左から「メイカーズのエコシステム」「コン

テンツは民主化をめざす」「融けるデザイン」 
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4.3.4 製品、技術やサービスの提供者と利用者が協力してイノベーションを推進するモデルで

ある「共創型イノベーション」を理論化及び実践することによって、ユーザから発信するアイデ

アや情報を取り込んで企業や自治体等がイノベーションを起こす仕組み作りを支援する。人々が

ともに集う共創の営みによって創造性を絶えず磨き、産業の創生を支援する。福祉施設や小規模

ビジネスにおける創造的生活者の具体像を示し、その活動を促進するために必要なルールやツー

ルを提案し社会実装すると共に、ハードルを解消するための政策提言等の準備を行う。そのため

に、福祉施設やハッカソン／メイカソン、ファブ施設等の現場に主体的に関わりつつ民族誌調査

を行い、そこで起こっている具体的な課題を抽出する実践型の研究を行う。 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 小林茂、情報科学芸術大学院大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2013 年 11 月 1日 – 2016 年 3月 31 日 

参画機関： 情報科学芸術大学院大学、慶應義塾大学、産業技術総

合研究所 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

共創型イノベーションの理論化及び実践のための活動として、ニコニコ学会βの企画開催に関

与し、専門家（工学者等の研究者）と一般市民の共創を実現、観察する。ここから、共創活動の支

援や設計にあたっての示唆を得、共創活動を促進する場づくりなどに活かす。 

福祉施設や小規模ビジネスにおける創造的生活者の具体像を示し、その活動を促進するために

必要なルールやツールを提案し社会実装すると共に、ハードルを解消するための政策提言等の準

備を行う。トライアル期間中にも実施したユーザ参加の仕組みである知的財産権の適切な取扱い

に関するルールの改善や、個人や小規模ビジネスにおける製造物責任の課題に関する調査検討を

合わせて行い、実践活動に繋げていく。 

本研究開発テーマの受益者は、広くモノづくりを通じてイノベーションを起こそうとする人々

である。事業を構想する人々は、アイデアを募り洗練させていく段階において、ハッカソンやメ

イカソンのような場から生まれ、あるいはそこから大きな恩恵を被ることがある。後々のビジネ

ス上のリスクとなり得る課題の発生を未然に防ぐことを容易にするため、ハッカソンやメイカソ

ンのような共創の営みにおける知的財産権の考え方や取り扱い方のルールを整備することが主な

目標のひとつである。 

また、創業期のベンチャーやスタートアップ、あるいはモノづくり出回りの課題を解決しよう

とする個々人にとっては製造物責任法をどのように理解し対応策を立てるかは、問題が発生して

しまってからでは遅い。問題のありかとその対策を整理することがもう一つの主な目標である。

これらは直接的に経済的な価値を生じさせるものではないが、社会制度がイノベーションを抑制

しないようにするために必要である。 

 

（4）主な成果と達成状況 

共創型イノベーションの理論化及び実践（ニコニコ学会β第 5回、第 6回） 

ニコニコ学会βは「ユーザ参加型研究」を実現するためのプロジェクトとして、2011 年 11 月に

20 数名の研究者、アーティスト、実業家を中心に実行委員会を組織して発足した。2012 年に第 1

回ニコニコ学会βシンポジウムを開催し、その後 2014 年 4 月の第 6回ニコニコ学会βシンポジウ

ムまで、年 2 回のペースでシンポジウムを実行した。ニコニコ学会βの発案・準備・発足までの

詳細は「進化するアカデミア」（イースト・プレス社、2013）にまとめられている。 

ニコニコ学会βシンポジウムは、2011 年の第 1 回から 2013 年の第 4 回までの合計 4 回は、プ

ロ研究者を中心とした委員会によって運営されてきた。しかし、発表の主体が一般ユーザのであ

れば、運営もユーザ主体で行うべきという意見が生まれ、第 5 回から第 6 回にかけて運営をユー

ザ主体で行なう体制変更が行われた。本拠点では、この第 5 回、第 6 回について共創プラットフ

ォームの社会実装に向けた調査研究におけるフィールドとして、実行委員長として牽引した。第

6 回シンポジウムは 1 万人を超える来場者があり、ニコニコ生放送における 2 日間の視聴者数は
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総計 9 万人を上回る大規模なイベントとなった。研究の意味づけ・意義の評価には、こうした来

場者・オーディエンスを含めた多様な人々が関わることとなった。本イベントは 2013 年度までは

学者によって企画運営されてきたが、企画運営部分も一般市民が参加する形をとった。これは学

術研究を扱った一般向けのイベントとしては非常に大規模であり、単なる学術的知識の伝達・市

民の啓蒙を志向せずに共創を重視しているという点が特徴的である。本 COI の中では共創型イノ

ベーションの理論化や実践のためと位置付けており、本 COI を通じた研究・開発・実装を行おう

というものではない。だが、事業としては既に社会実装され、成功していると言ってよい。 

 

人や小規模ビジネスにおける知的財産権等の課題に関する調査 

個人や小規模ビジネス、ハードウェアスタートアップが多様な製品を販売しようとする際の製

造物責任に関する課題を複数の事例について調査した。その中で、イクシー株式会社に対して、

製造物責任にも配慮した利用規約を含む戦略構築サポートを行った。 

同社は家庭用 3D プリンタで製造できる部品や汎用の電子部品などでつくれる電動義手

「HACKberry」を開発し、オープンソースで公開したいと考えていた。そこでオープンソース戦略

の構築に関するサポートを行い、その一環として製造物責任にも配慮した利用規約を弁護士と共

に作成し、平成 27年 5月末に公開したものである。 

この利用規約は、単に同社に対するサポートとして機能するだけでなく、同じような課題を抱

える他の企業、オープンソースプロジェクトでも利用できるよう、平成 27年 2 月末にテンプレー

トとしてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で日本語と英語の両方で公開した。 

このような戦略策定支援や利用規約開発はそれ自体を事業化することを想定して実施したもの

ではない。HACKberry についてはポーランドの団体でかなりの改良（サイズ縮小、左右反転、おそ

らくはそれらに伴う部品・回路変更）を行ったバージョンが子供向けに製作されていることを確

認することができた。 

 

 

図 122 “vBionic Hand” Video: Tomek Kuczynski 

https://www.youtube.com/watch?v=vIDVdEOcVR8 

 

また、多様な人々が共創する場面で、文章や画像、スケッチ、データなどの権利関係がはっき

りしないことが原因となって共創活動からの製品化、事業化が断念される、ということがないよ

うに参加同意書を用意し、関連法についての基本的な誤解を避ける、事後の活用についての明確

な同意を簡便に残しやすくする、などの機能を持った「参加同意書」を作成した。加えて、ハッ

カソンやメイカソンなどのイベント終了後の意思確認を助けるツールとして「終了後確認書」、そ

れらの FAQ も作成した。それらすべてについて、英語版も作成した。公開にはハッカソンやメイ

カソンの関係者にもなじみが深い GitHub を用い、採用・活用する人が商業イベントの場合も含め

自由に改変して利用できるようにクリエイティブ・コモンズ・ライセンスによって適切な許諾を
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提供した。 

この参加同意書は、2014 年 2 月 23 日および 3 月 9 日に岐阜県大垣市で開催したメイカソン

「Engadget 電子工作部 in 岐阜」で適用し、参加者に対する事前及び事後のアンケート調査を行

った。さらに、公開のわずか数日後となる 2月 27〜28 日、Health 2.0 FUKUSHIMA Chapter が主

催した「医療セキュリティハッカソン 2014」（福島県磐梯町）にて派生物である同意書が活用され

た。また、この同意書の内容を、より複雑な調整が必要となる企業間の共創プロジェクトに発展

させた「新規事業創出のための共創プロジェクト参加同意書」を平成 26 年度に岐阜県大垣市にお

いて開催した企業間の実際の製品開発プロジェクトにも適用した。 

当初は参加同意書だけを開発したが、その後、この参加同意書を多くのイベントにおいて適用

する中で、イベント終了時に終了後の知的財産の扱いをどうするかを決めるという点について課

題があることが分かったため、その点に関して「終了後の確認書」を追加し、平成 27 年 2 月に「ハ

ッカソン／メイカソン参加同意書と終了後の確認書および FAQ」として公開した。平成 27年後半

に行った追加調査からは、この参加同意書は日本国内において様々な企業や組織が開催するハッ

カソンやメイカソンの主催者にリファレンスとして活用されていることが確認できた。 

障がい者支援施設：藤沢育成会よし介工芸館におけるデジタル・ファブリケーションを前提と

した包括的就労支援の検討を行った。2014 年から 2015 年にかけて行われた現場の参与観察およ

びインタビューを経て、2015 年度は商品開発を前提に、より具体的に製造工程の分析、完成した

商品の販売方法、販売時におけるモノとデータそれぞれに付与するライセンスの検討を行った。

具体的には、障がい者支援施設における製品設計にデジタル製造機材（カッティングプロッタ）

の導入し、用いられるデータや制作方法（レシピ）のインターネット上(Fabble)での開示と、デ

ータ利用に際してのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの付与を検討した。その結果、障が

い者支援施設における絵画作品を用いて制作を行うにあたり、現状の著作権ガイドラインではイ

ンターネット上での作品公開に関して、また、作品の二次利用に関して、それぞれ問題があるこ

とがあきらかとなった。この問題を解決するために弁護士の協力を得て現在「福祉 X ファブ」の

著作権ガイドラインを新たに作成した。なお、本研究の成果の一部は国際学会(Include2015, 

London)や、国際シンポジウム(Open Design Forum 2015, 香港)において、日本においてはコンテ

スト（Good Job Award 2015）などにおいて発表した。 

 

小規模ビジネスにおける製造物責任について 

上述の通り、小規模ビジネスにおける製造物責任の課題を調査するため、短期間での成長を目

標に世界的に活動を展開するハードウェアスタートアップの 1 つで、誰でも入手できる筋電義手

を実現しようとするイクシー株式会社の戦略構築に弁護士と共に参与した。イクシーのオープン

ソース筋電義手は公開後約半年間という短い期間に、世界各地で再現、または派生物をつくると

いう活動が実際に行われ、コミュニティが構築された。筋電義手の製造データの利用規約の有効

性が認められたと考え、この利用規約をテンプレート化したものを日本語と英語の両方で作成し

た。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

フェーズ 1 の期間において、製造の専門家ではない人々が製造に関わるようになるファブ地球

社会において、知的財産権および製造物責任を適切に扱うにはどうすればよいか、という課題に

取り組んだ。そのため、今後一般化してくると考えられる課題を先行して体験できる現場として

障がい者支援施設やハッカソン／メイカソン、ハードウェアスタートアップを選定し、これらの

現場に対する民族誌調査やインタビュー調査、アンケート調査等の調査を行った。その中での課

題に対して適切だと思われるルールを弁護士と共に参加同意書や利用規約という形式で作成し、

公開した。 

今後は、デジタル工作機械を備えた障がい者支援施設などに存在する、実際に小規模ビジネス

を展開する取り組みの中でこれらの成果物をさらに活用してもらい、適切な形で発展させつつ、

より多くの人々が理解できるようにするための啓蒙活動に取り組み、社会実装していくことが課

題である。 
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研究分野における共創の理論化と実践の取り組みは、一定の成果をあげたものの、ファブ地球

社会で重みをもつことになるモノづくりと、研究活動との差も明らかになってきたことなどから、

これまでの活動から得られた示唆をとりまとめ、共創を支えるプラットフォームの設計上の留意

点などについても考察を加えるなどして十分な知見を得たのち、研究課題としては凍結する。 

 

（6）その他特記事項 

本 COI はその制度設計の思想に忠実に、未来社会のビジョンを打ち立ててそこからのバックキ

ャストで課題を設定し、それに取り組む形で実施しているものである。だが、ここまでの記述か

ら明らかなとおり、社会の複雑性・多様性との向き合いが非常に重要になる政策・制度課題に関

しては現場密着型の活動を心掛け、実際に存在している課題が何であるかを確認し、それに対応

しながらビジョンの実現に資するような解決策を試作・実装・改善する取り組みを行った。 

この一つの結果としてファブリケーション技術を活用する数多くのプロジェクトや事業に関与

することになり、その現場の課題を具体的に知る機会を得た。この特徴はフェーズ 2でも継続し、

それが後に、当初想定していなかった形での事業化につながることとなった。この事業化につい

ては節を改めて述べることとする。 
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4.3.5 デジタルファブリケーション技術とプロセスの標準化、パッケージ化（フェーズ 2） 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 田中浩也、慶應義塾大学環境情報学部、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2016 年 4月 1日 – 2019 年 3月 31 日 

参画機関： 慶應義塾大学、関西学院大学、山形大学、筑波大学、

JSR 株式会社、株式会社オカムラ、神奈川県、富士フ

イルムビジネスソリューションズ株式会社、凸版印

刷株式会社、サンアロー株式会社、三菱ケミカル株式

会社、株式会社スタジオミダス、ラピセラ株式会社、

Ameba Energy 株式会社 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

トライアル、フェーズ 1において研究開発した基盤技術をパッケージ化可能な形にまとめる。 

パッケージ化を目指すにあたり、パッケージの受け手については本 COI 参画企業、慶應義塾大

学 SFC 研究所ソーシャル・ファブリケーション・ラボの共同研究先企業、ファブ地球社会コンソ

ーシアム参画企業から仮定する（表 3）。 

また、並行して、ファブ地球プラットフォーム」の実現を念頭に置きつつ、具体的なモノやサ

ービスをつくりながら、システム全体に求められる要件を検証する必要がある。そこで、個別一

品のモノづくりが有効な領域の一つである、看護介護福祉分野を対象に検証を行う。 

 

表 3 本研究開発テーマの社会実装の担い手の研究開発テーマに基づく分類 

材料製造 JSR､KJ ケミカルズ､東京エコサイクル､キョーラク､ユニチカ､太平洋 

セメント 

装置製造 ローランド・ディー・ジー､武藤工業､三菱重工工作機械､日本電子､ニコン､

マイクロボード・テクノロジー､エス.ラボ､フュージョンテクノロジー 

その他製造 富士ゼロックス､オカムラ､凸版印刷､大日本印刷､オリンパス､ヤマハ､竹

中工務店 

医療機関等 ときわ会グループ（福島県いわき市）､湘南慶育病院､神奈川県 

ソフト・流通 WebDINO Japan､アドビシステムズ､ヤマト HD､丸善雄松堂､ミスミ 

マーケティング NTT データ経営研究所､博報堂 

 

（4）主な成果と達成状況 

フェーズ 1 の成果をパッケージ化するには、各技術を相互に結びつけるための技術が必要とな

る。そこで、本フェーズでは、各要素技術の洗練と同時に、統合する際に発生する課題を、研究

開発成果を実際の現場に導入して洗い出した。 

 

汎用工作装置 FABRICATOR と FABRICATOR ファミリーの開発 

「回転切り替え式ヘッド」と「逆さデルタ式ステージ」を組み

合わせた新しい搬送機構による「FABRICATOR（特願 2018-014532, 

商標登録第 5884872 号）」の実証試作機が完成した。電子部品搭

載・筐体製造からさらに用途が広がる複合製造機能の可能性を示

すことができた。普及、販売に向けて、仮想キットパッケージで、

一切の在庫が発生しない商流を検討し、部品販売大手企業と協議

を行った。 

 

FABRICATOR で製造したものの Quality Assurance と安全確保に

関する研究 

図 123 汎用工作装置 

FABRICATOR 実証試作機 
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身体障がい者および要介護者用の補助用具（車いすガード、走行機タイヤ）、看護用具（抜去防

止ツール）などの機械的性質を内部構造設計により調整し、製造実験により造形ノウハウデータ

を蓄積した。加速度・温湿度・照度センサー、BLE 無線通信モジュールおよびメモリを備え、ボタ

ン電池で数ヶ月動作する直径 36mm のロガー（Fablogger）回路基板を、汎用工作装置 FABRICATOR

によりプラスチック筐体の造形物に埋め込んで製造し、身体に装着してログデータを取得、PC・

スマートフォンに表示するアプリケーションを開発した。 

 

高度な 3D データと 3D モデリング&3D シミュレーションに関する研究 

3D 内部構造設計を可能とするボクセル表現のファイルフォーマット標準化は、設計ツールへの

ボクセル機能搭載、ファイル入出力機能開発検証、FAV ver 1.0 の拡張仕様検討を経て 3Dデータ

フォーマット規格 FAV Ver 1.1 として 2018 年度中に日本規格化協会と共同で JIS 原案と解説書

を作成し、2019 年夏頃に JIS として制定された。 

3D 内部構造設計を可能とするパスデータ生成・モデリングシステムの開発においては、平面ユ

ニットの描画によるパスデータ作成「G−Code エディタ“Fabrix”」を開発した。 

 

大型 3D プリンタ制御技術 

フェーズ 1 において研究開発を進めた材

料搬送システムを用いて、大型３D プリンタ

システムを開発した。プリンタは幅、奥行、

高さ 1m からなる１㎡の出力範囲があり、出

力ノズルは 1～10mm まで使用可能である。

材料面では、一般的なフィラメント式のも

のとは異なりペレット式であることで、一

般的に出回っていない材料でも容易に出力

試験をすることを可能にした。これによっ

て、3D プリンタで家具や建築建材スケール

の製造物の製造を可能にした。 

 

社会実装に向けたシステム統合 

社会実装の実現に向けて、基盤技術の各要素をパッケージ化するには、早期に統合し、要素研

究の中に統合のために解決しなければならない課題を織り込み研究開発を進める必要がある。そ

のためには、実証実験を推進するためのフィールドが必要となる。そこで実証実験のためのフィ

ールドの構築を進めた。当初看護分野での導入を念頭に調査、サービスのプロトタイプなど検証

を進めてきたが、その結果、看護以上に、介護、作業療法などのコ・メディカル領域での要求が

高いことがわかってきた。また導入においては技術的なサポートの仕組みが必要であること、ビ

ジネスモデルとしてここの施設等に導入するのではなく、セントラルキッチン方式のような地域

単位でのサービス拠点がビジネスモデルとして有望であることなどが、明らかになってきた。研

究課題として技術者の育成、有用性を具体的に体験してもらうことが重要であることもわかって

図 127 大型 3Dプリンタ ArchiFab 

TATAMI（エス.ラボ株式会社製造） 

図 124 抜去防

止ツール 

図 125 

Fablogger 基板 

図 126 FABRICATOR による Fablogger 基板実装と 

プラスチック筐体封入 
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きた。そこで、FabNurse プロジェクトを設置し、公益財団法人ときわ会の在宅医療患者協力によ

り、ケア用品（ガーグルベイスン等）の実証実験を通じて 3D 介護用品の要件、ファブリケーショ

ン技術を在宅ケアに導入する際のリスクの所在と責任分界点の検討とこれらを推進担当する看護

師育成プログラムの構築を行った。また、研究開発成果をハンズオンで体験してもらうための工

房 Superfitlabβを設置し、義肢装具士、作業療法士等を対象にワークショップ等を推進した。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

フェーズ 2 においては、パッケージ化を目標、各層の間にある技術課題の解決を進めた。パッ

ケージ化を実現するために必要な実証実験のためのフィールド整備を進めた。しかしパッケージ

として有効に機能することを十分には示せてはいない。フェーズ 3 においては、実践を通じて、

有効性を示す必要がある。 

 

（6）その他特記事項 

光造形式 3D プリンタの安全喚起ピクトグラムの策定（2017 年度） 

光造形方式の 3D プリン

タが低価格化し、アマチュ

ア、ホビー用途での利用

が、想定されるようになっ

てきた。光造形方式の3Dプ

リンタでは、レジンなどの

発火の恐れがある材料が

使用されることから、フィ

ラメントを用いた積層式

の 3D プリンタと比べ、安

全対策がより重要になる。

そこで、現在、日本国内で、

最も普及している、一般向

け光造形方式 3D プリンタ

の販売会社の協力のもと、

安全喚起のために、ピクト

グラムおよび、光造形3Dプ

リンタの販売時に添付す

るチラシ（ポスター）を作

成した。2018 年度、このピ

クトグラムとチラシのデ

ータを一般に公開し、光造

形方式 3D プリンタの販売

者、利用者が必要に応じ

て、自由に利用できるよう

にした。 

  

図 128 ピクトグラム 
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NHK 朝の連続テレビ小説「半分、青い」3D プリント監修（2018 年度） 

2018 年 4 月から 9 月まで NHK で放映された朝の連続テレビ小説「半分、青い」の 3D プリンタ

に関連する事項の時代考証および、舞台美術小物（3D プリンタ、3D プリンタ造形物）、技術提供

（3Dプリンタによる扇風機の羽の出力等）を行った。 
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4.3.6 感性と創造性を直結するためのデザイン手法の確立 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 荒川薫、明治大学総合数理学部長、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2016 年 4月 1日 – 2019 年 3月 31 日 

参画機関： 明治大学、株式会社コーセー、チームラボ株式

会社、株式会社インターローカス 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

個人（集団）の創造性を引き出すクリエイティブインタラクション手法の開発において、a)人

工知能の手法を用いて集団の感性を解析し、デザインに取り入れる方式を開発すること、b)複数

の人が共同作業で所望のデザインを効果的に行うインタフェースを開発する。 

機能までデザインできる統合モデリングツールの開発においては、a)物の形状と機能を同時に

デザインできる IoT デザインツールキットの完成、b)個人の希望をより効果的に動きなどの機能

に反映できる制御方式やインタフェースの完成、c)IoT モーターWebmo を明治大学発ベンチャー企

業であるシールドインタラクションデザイン㈱から販売する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

個人（集団）の創造性を引き出すクリエイティブインタラクション手法の開発 

人工知能の手法を用いて集団の感性を解析してデザインに取り入れる形にすることは一定の達

成が得られた。また、複数の人達が共同作業で所望のデザインを行うためのインタフェースとし

て、彼らの感性を同時に解析するシステムの開発に成功した。 

 

対話型進化計算によるデザインシステムの高効率化 

集団の感性の考慮 

対話型進化計算による三次元物体のデザインシステムにおいて集団の好みを解析し、それをデ

ザインに反映させる方式を研究開発した。個体の発生確率を設定することで、所望のデザインが

発生しやすくなりデザインの高効率化を図ることができる。 

 
図 129 集団の感性の考慮 

 

利用者による直接的デザイン入力インタフェースによる対話型進化計算の効率化 

利用者が、自分が理想とするデザインのラフスケッチを描画し、それを入力してそれに基づい

たデザインを対話型進化計算により生成することにより、対話型進化計算の効率化を行った。 

 

38 個の形状は全て異なるものである 抽出された 8通りの形 
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図 130 対話型進化計算の効率化 

 

感性言語を考慮した 3 次元シーンの生成 

配置したいモデルと感性言語、位置情報を合わせて音声入力することで、配置を行うことを可

能にした。「暗いテーブルの奥に冷たい印象のソファー」と入力した例を図 131 に示す。 

 

 

図 131 実現された 3 次元シーン 

 

複数人の顔表情と脳波を同時計測し解析するシステム 

同時に複数人の表情認識と脳波の同時計測システムを構築した。また、脳波、表情認識のそれ

ぞれに対し、単独で満足度を計測できるシステムの構築を行った。 

 

 
図 132 計測システム表示画面 

 

機能までデザインできる統合モデリングツールの開発 

物の形状と機能を同時にデザインできる IoT デザインツールキットを改良し、小学生や高齢者

にとっても使いやすいインタフェースの開発を行った。シードルインタラクションデザイン㈱で

モーターWebmo シリーズを展開し、IoT デザインツールキットと連携させた。 

達成状況としては、達成目標の a)物の形状と機能を同時にデザインできる IoT デザインツール

キットの完成については、さまざまな質感や毛のような素材を 3D プリンタで作成したり、導電性

描画入力 対話型進化計算の集団 最終的に得られたデザイン 
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インクを用いて触覚の機能をデザインしたりする方式を開発することができた。b)個人の希望を

より効果的に動きなどの機能に反映できる制御方式やインタフェースの完成については、IoT モ

ータ Webmo を開発において、これを実現した。c)IoT モーターWebmo を明治大学発ベンチャー企業

であるシードルインタラクションデザイン（株）からの販売についても、すでに、達成している。 

 

2 画面を用いた 3Dモデリング手法 

一般の人でも簡単に 3D 物体のデザインを行い、3D プリンタで望みの物体を作れるように、物

体の正面図と立面図を紙に描き、それを入力することで 3Dモデリングする方式を提案した。小学

生や 80 代の参加者による実験を実施し、有用性を確認した。 

 

 

図 133 2 画面を用いた 3D モデリング手法 

 

3D プリンタで「毛」を製造する技術を開発 

熱で溶解したプラスチック樹脂を 3D プリンタのノズルで引き伸ばすことで細い毛のような構

造を作り出す方式を開発した。また、この構造を「橋渡し」するように固定していき、造形後に

切り離すことでフサフサとした造形物をえることができた。 

 

 

図 134 3D プリンタで製造された「毛」 

 

導電性インクの両面印刷による電気刺激と静電吸着を用いた複合触覚ディスプレイの開発 

これまで実現されてこなかった、静電吸着と電気刺激の触覚ディスプレイを、導電性インクの
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両面印刷によって実現した。これにより、ツルツル・なめらかといったような、表面を指でなで

たときの摩擦力と、電気刺激による凹凸感を併せ持った触覚提示を行うことができた。 

 

動きのデザインのための IoT モーターモジュール Webmo の開発 

2016 年 6 月よりウェブエンジニアとウェブデザイナーのためのモーターとして「Webmo」の販

売を開始した。Webmo は、電子工作やモーターの詳しい知識なしに簡単に制御できる IoT モータ

ーである。Webmo は Wi－Fi 接続可能で、JavaScript によって容易に制御できる。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

個人（集団）の創造性を引き出すクリエイティブインタラクション手法の開発について、複数

人が共同作業で所望のデザインを行う点が、まだ完成していない。現状では、顔表情と脳波解析

による複数人の感性の理解しかできていない。複数の人が各自の感性を反映させながら共同でデ

ザインに関与できる方式とそれを実現するためのインタフェースの開発を今後検討する。また、

集団の好みや感性をより精度よく推定する機械学習の方式についても、今後研究を続ける。実際、

まだ数十人のユーザしか対象として試していないので、さらに利用者を増やして、フェーズ２ま

での開発方式の有効性を確認するとともに、特性改善を行う。全般的に、フェーズ２ではある程

度の技術的に満足したものが得られたが、これを今後、実際に社会に展開する必要がある。そこ

では、研究室内では考えられなかった問題が発生し得るので、これらに対して検討し、提案シス

テムの改善につなげる。 

 

（6）その他特記事項 

なし 
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4.3.7 ファブリケーション技術や社会制度の実際の現場への応用 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 小林茂、情報科学芸術大学院大学、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2016 年〜2019 年 

参画機関： 情報科学芸術大学院大学、慶應義塾大学 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

デジタル工作機械を備えた障がい者支援施設などを活用し、実際に小規模ビジネスを展開する

中でこれらの成果物をさらに発展させつつ、より多くの人々が理解できるようにするための啓蒙

活動に取り組み、社会実装する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

障がい者支援施設におけるファブ活用型新規事業フレームワーク 

障がい者支援施設における新規事業のモデルを開発・運用・とりまとめた。障がい者支援施設

で制作されているアート作品を、デジタルファブリケーション技術を活用して製品化し、様々に

利用できるアイロンプリントと、それを活用したワークショップとを考案、購入者がワークショ

ップを主催することも可能にするべくライセンスなども整備した。本研究上の「製品」にあたる

のは、アイロンプリントやワークショップ自体ではなく、このような事業の「仕組み」の方であ

る。これをモデルケースとして他の障がい者支援施設にも模倣してもらうべく、主要構成要素を

自由に参照・転用可能な資源として順次提供・公開した。アイロンプリント品のデータ、付属資

料などの他にも、障がい者支援施設とその利用者である障がい者の間の良好な関係を維持しつつ

事業を展開するための契約書なども含まれる。 

事業立ち上げの主体となったよし介工芸館（神奈川県）ではワークショップ収入を中心に収益

が上がった。またよし介工芸館以外の事業者からの支援依頼、たんぽぽの家（奈良県）を中心と

する各地の障がい者福祉施設グループが外部資金を得て同様の事業を模索する動きが起こるに至

った。 

 

ファブ社会における安全性確保の原則 

ファブ社会においてイノベーション推進にとっても重要になる安全性確保の方法について、フ

ェーズ 1、2を通じて得た法制度、現場の慣行、関係者の意識・利害関係などを踏まえて基本原則

を中心にとりまとめを行った。 

 

Superfitlab の制度設計 

本 COI の拠点形成戦略のひとつとして、ケアに関するプロフェッショナルや障がいなどを持つ

人、その関係者などがデジタル製造技術を活用した共創型イノベーションに取り組めるオープン

な場を立ち上げるという Superfitlab の構想策定を行った。 

ここでは単に個別の課題に対する個別的な解決が生み出されるだけでなく、そのための一連の

活動から生み出されるさまざまなデータ（課題、設計、試作、試験、利用などの諸データ）を集積

することでイノベーションを加速するプラットフォームを構築し、本 COI の期間終了後も持続的

に取り組めるような体制を構築する、というもので、ここで必要になる参加者向けの利用規約、

参加はしないが制作物を試用・利用する障がいなどを持つ人との合意文書、などを製造物責任、

知財権、個人情報保護法上の義務などを踏まえて策定する必要があった。構想の彫琢や収益モデ

ルの仮説立て、一連の制度設計、それらを実現するための法律文書の作成、法律文書の解説資料

の作成、それらに基づく説明会の開催、試験運用を踏まえた各種改訂、などを行った。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

障がい者支援施設におけるファブ活用型新規事業フレームワークについては、障がい者福祉施

設を利用する障がい者の収入が非常に乏しい中、本事業を展開することで追加的な収入につなが
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り、また、作品が今までとは違った形で社会に出たことに張り合い・生きがいを感じているとい

う感触は得られた。しかし、実際にこうした効果が持続するものであるか、製品開発も含めた時

間・費用の投資を回収するのに十分な収入を施設にもたらすものとなるか、あるいは一過性のも

ので終わるかは 3~5 年の期間をおいて観察・確認する必要がある。 

障がい者支援施設における新規事業のモデルを模索する過程で、ファブリケーション技術を活

用する共創の場の収益モデルや、ファブリケーション技術を活用する個別的な活動・プロジェク

トの収益化・事業化・雇用創出などに関する事例の調査・分析を行い、政策・法制度などに関連

する現場のニーズを併せて抽出した。この成果は、ヒューマンインターフェース学会、

International Conference on Digital Fabrication、 International Telecommunications 

Society など国内外の学会・学会誌などで発表し、国内外で産学双方を対象とする講演を行った。 

 

 

図 135 The Third International Conference on Digital Fabrication におけるパネル討論 

 

これまでの調査から、途上国においては知的財産権に関する法制度や製造物責任法が必ずしも

ファブ地球社会加速の際のハードルにはなっていない可能性が伺える。ブータンにおいては知財

に関する判例が乏しく、権利に関する意識も薄いとされる。それゆえハッカソン／メイカソン参

加同意書へのニーズが乏しい。また、ルワンダにおいては人間関係の中で紛争処理が行われるこ

とが多く、法による社会の統治が日本や欧米より希薄であることが伺われ、知財や製造物責任な

どについての法改正よりもイノベーション促進系の政策にニーズが強い。対策として、英語が広

く使われている先進国も含めてツールの普及促進活動の機会を開拓することを狙いたい。 

共創プロセスに関する研究は凍結する。上述の通り一定の役割を果たしたが、本 COI の限られ

た資源を集中する先として、社会実装により密接に連動した他の課題への注力が適当と判断した。 

 

（6）その他特記事項 

フェーズ 1 における「共創型イノベーション」の実践的な研究・理論化と、フェーズ 2 におけ

る「障がい者支援施設におけるファブ活用型新規事業フレームワーク」の実践的な研究・モデル

化の取り組みを通じて、ファブ技術を活用し、共創を基調とするような場の設計やファブ技術を

活用した個別的なモノづくり活動などの際に留意するべき利益分配や負担の公平性のあり方、共

創活動の収益化のパターン、成果物のオープン化の戦略などについてノウハウが蓄積されること

になった。 
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表 4 FabLab などオープンな共創の場の収益モデル分類 

（2018 年 International Conference on Digital Fabrication 発表資料） 

 
 

表 5 FabLab などのオープンな場の立ち上げ時の主要課題（障害として頻出するもの） 

（2016 年 1 月 COI 拠点訪問時資料より） 

 

 

このノウハウは、他の諸要素（例えば本 COI で培ったファブを通じた共創活動の国際的な広が

りについての知見や人脈など）と相俟って、国際開発援助の文脈でファブを活用した共創活動を

推進することに役に立った。 

同様に、本 COI の社会実装の目標探索・選定などに際し、障がい者の自助具やケア用品、スト

リートファニチャーから IoT 用チップまで様々な文脈、対象に関わる利益分配や負担の公平性に

配慮した活動モデルの策定、オープン戦略などの採用方法、ファブ技術を使う場合の競争優位性

などファブリケーション技術と共創を経済価値創出につなげるための具体的な検討を行ったこと

で関連したノウハウが培われることとなった。他の関連したノウハウと相俟って、途上国の条件

不利地域などにおけるファブリケーション技術の活用支援や、ファブリケーション技術を活用す

る共創の場の運営支援、事業創出や雇用創出、地場企業の生産性向上策などの策定支援などに役

立つことになった。 

 

図 136 共創の場における価値創造・収益化の整理・留意点 

(2018 年 International Conference on Digital Fabrication 発表資料より) 

 

こうした研究・活動のひとつの帰結として、フェーズ 3 期間中に参画機関のひとつ国際大学グ

ローバル・コミュニケーション・センターにおいて、モノづくりのデジタル化をテーマとした研

究活動が中期研究テーマとして採用され、国際開発援助プロジェクトなどを通じて追加的な活動

資金を獲得しながら COI を離れた活動を含む、研究や実装を行う体制構築につながった。 

フェーズ 2期間中に COI の活動の一環として実施したブータンでの FabLab（ファブリケーショ
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ン技術を活用した共創の場）の立ち上げ、活用支援に関しては JICA ブータン事務所の所長（当時）

である山田浩司氏の著作『ブータンにデジタル工房を設置した』（インプレス R&D、2020 年）でも

紹介・議論され、謝辞でもその貢献に謝意が表明されている。 

 

 
図 137 海外からの視察 

左:ルワンダの農耕機器工房の視察、右：ブータン首相夫妻による日本の FabLab 訪問 

 

ルワンダの支援にはフェーズ 2 から、ブータンはフェーズ 2 の期間中に提供したアドバイスな

どがきっかけとなり、COI 外の活動としてフェーズ 3 期間中に、JICA の支援プロジェクトに参画

することとなった。 
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4.3.8 デジタルファブリケーション技術とプロセスの標準化、パッケージ化（フェーズ 3） 

テーマリーダー（氏名、所属、役職）： 田中浩也、慶應義塾大学環境情報学部、教授 

サブテーマリーダー（氏名、所属、役職）：  

研究開発実施期間： 2019 年 4月 1日 – 2022 年 3月 31 日 

参画機関： 慶應義塾大学、関西学院大学、山形大学、筑波大学、

JSR 株式会社、株式会社オカムラ、神奈川県、富士フ

ィルムビジネスソリューションズ株式会社、凸版印

刷株式会社、サンアロー株式会社、三菱ケミカル株式

会社、株式会社スタジオミダス、ラピセラ株式会社、

Ameba Energy 株式会社 

 

（3）研究開発期間終了時の達成目標 

フェーズ 2 で研究開発した技術パッケージを、社会課題に適用し、パッケージの有用性を検証

する。有用性の検証にあたって、個別のデジタル製造技術については、研究室レベルでは、フェ

ーズ2で一定程度の完成

を見ていることから、統

合されることによって

生じる社会的価値に着

目し検証する。 

具体的には、近年、プ

ラスチックによる環境

汚染が課題として指摘

されている。本研究開発

で取り組んでいる 3D プ

リンタの大部分は、プラ

スチックを材料として

使用している。そこでプ

ラスチック資源循環の

課題を解決すると言う

シナリオの下、統合さ

せ、検証する。 

 

（4）主な成果と達成状況 

再生プラスチック材料を用いた什器の設計と製造実証 

フェーズ 2において研究開発を進めた大型 3D プリンタの制御技術を用いて、家具・建築物スケ

ールのデジタル製造の実証を行った。材料は、プラスチック資源リサイクルの観点から、資源回

収やリサイクルで得られた材料を元に、3D プリンタ向けに新たに改質したものを開発した。3Dデ

ータの開発においては、3D プリンタ用制御用 G-CODE 編集ソフトウェア Fabrix が使用された。 

2021年11月24日に株

式会社オカムラが本研

究開発成果を元に、3D プ

リンタで製作する環境

素材のオフィス家具デ

ザインに関する取り組

みを「Up-Ring」プロジェ

クトとして発表し、具体

的な製品化に向けて検

討を始めた。 
図 139 3D プリンタによる椅子製造の様子と、展示会風景 

図 138 デジタル製造を核としたプラスチック資源循環シナリオ 
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図 140 Up-Ring シリーズ（椅子） 

（オカムラ社ウェブサイトより引用） 

 

 

 
図 141 「Up-Ring」プロジェクトを紹介する Web サイト 

 

また、研究開発成果を用いて 2021 年に開催されたオリンピック・パラリンピックの表彰台を開

発した。表彰台は、P＆G社が「みんなの表彰台」キャンペーンで収集した洗剤ボトルを原材料と

して、改質を加え、大型 3D プリンタで出力したパネルモジュールで構成されている。パネルモジ

ュールの 3D 形状は、3Dプリンタ制御コード編集ソフトウェア Fabrix を用いて開発された。 
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図 142 オリンピック･パラリンピック表彰台 

 

図 143 Fabrix で作成されたツールパス（3D プリンタのノズルの移動軌跡）の全体像 

 

リサイクル可能なフットウェアのための 3D プリント設計と組立方法の検討（プロダクト再錬成

による部品点数の最適化） 

これまでのフットウェアプロダクトは、さまざまな素材で多種類のパーツ群を縫製、及び接着

剤を使用して組立てられ、マテリアルリサイクルを顧慮した環境配慮設計がなされていなかった。

そこで、本 COI において研究開発した、成果をパッケージ化し、新たな最適化手法「プロダクト

再錬成」を開発し、３D プリントフットウェアに適用した。従来のフットウェアは、多数の異なる

材料で作られた部品が接着剤で組み立てられていたのに対して、メタマテリアル技術を用いて材

料を最小化し、接着には超音波融着を用いることで、接着剤等を排除した。これによって、使わ

れなくなったときにも粉砕してマテリアルリサイクルされることを可能にした。 

また、3D プリンタを製造に用いることで、個別の形を一つから作ることが可能となった。そこ

で、個々人の足の形に応じた形状を足の 3Dスキャンをもとに製造するプロセスを開発した。 

 

 

 

 

図 144 プロダクト再錬成による部品削減 

破砕
分解・洗浄 

使用済フットウェ

押出し（13） 裁断（13） 

図 145 リサイクルペレット製造フロー 
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IoT センサを用いた、物の使われ方の計測 

フェーズ 2において開発した Fablogger のセンサデータ可視化技術を用いて、3D プリントフッ

トウェアに組み込まれた加速度センサからのデータの可視化、可視化された歩行の様子を用いた

市民の生活データ活用に関する理解の醸成に取り組んだ。 

 

（5）今後の課題と対応方針 

フェーズ 3 では、フェーズ 2 において研究開発した技術パッケージを社会課題に適用し、パッ

ケージの有用性を、「プラスチック資源循環の課題を解決する」と言うシナリオの元で統合し、検

証した。検証の結果、各技術は有効に機能した一方で、リサイクルプラスチックの改質に高度な

技術が必要であること、リサイクル材料の由来が不明確であることなど、新たな課題が明らかと

なった。また、プラスチック資源循環は極めて大きな社会課題だが、デジタル製造技術が貢献で

きる余地は多分にあることがわかった。2021 年度で COI は終了となることから、プラスチック資

源循環の課題に着目して新たに推進する JST 共創の場形成支援プログラム地域共創分野「デジタ

ル駆動 超資源循環参加型社会 共創拠点」において、本フェーズで明らかとなった課題を継承さ

せる。 

 

図 146 3D スキャン装置とスキャンデータ 図 147 フットウェア 3Dモデルと部品分解 

図 148 完成したフットウェア 

図 149 ORPHE TRACK を履いて街を歩く様子 

図 150 被験者に貸与した実験用フットウェア

一式 
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（6）その他特記事項 

2020 年の新型コロナウイルス感染症蔓延に対する貢献として、医療用フェイスシールドの 3Dプ

リンタによる製造にコミットした。大量生産体制が整うまでの、いわば「つなぎ」の製造として、

最終的に 14 万個を超えるフェイスシールドが 3D プリンタで製造された。そして、未だに大量製

造では対応することができない個別性の高いフェイスシールドの製造は続いている。その多くの

製造者が本 COI で開発した 3D データとそのデータをもとに製造用に改変を加えて製造を行なっ

た。配布において、医療用用具用品の衛生管理が重要となることから、その手順をまとめ公開し

た。本 COI 拠点の設置当初から取り組んできた研究開発成果の蓄積と、社会の変化に対して柔軟

に対応し、産学官民連携で課題解決を先導するイノベーション・プラットフォームとしての機能

を持つことができた成果である。 

 

第 25 回文化庁メディア芸術祭アート部門ソーシャル・インパクト賞受賞 

2019 年に開発した大型 3D プリンタを用いて、一般社団法人 METACITY 推進協議会と実施したプ

ロジェクト「Bio Sculpture」が 2022 年 3 月 22 日に第 25 回文化庁メディア芸術祭アート部門ソ

ーシャル・インパクト賞を受賞した。 

 

「Bio Sculpture」作品概要 

人間が発展させてきた技術や社会システムを自然へと開くことで、人と自然の関係性を塑像す

る「人新世の社会彫刻」の模索を掲げるプロジェクト。土や籾殻といった自然素材を組み合わせ

て出力素材とし、3Dプリンタによってその内部構造を付与することで能力を拡張した「環境マテ

リアル」を使用する。今作では赤土、黒土、赤玉土、籾殻からなる彫刻を制作し、サンゴ礁の発生

アルゴリズムを基に付与されたひだ構造が彫刻の表面積を最大化させるとともに、表面に日陰や

日向が複雑に入り組んだ微小環境をつくり出す。この表面には９種の苔が共生するように配され

ており、温度・湿度・CO2・空気の汚れ等を自律的に調節。デジタル技術によって自然ではありえ

ない環境をつくり出すことがいかなる効果を持つのかを、微生物環境の変動を含めた長期的なセ

ンシングにより明らかにしていく。時間の経過とともに潜在していた生態系の姿が顕在化してき

たときが、本作の真の意味での完成となる。 

 

図 151 医療機関および看護現

場向けのフェイスシールドデ

ータを開発・公開。14万超の

3D プリンタによる製造､供給に

貢献 

図 152 3D プリンタ製フェイ

スシールドの衛生的な取り扱

いガイドラインを策定、公開 

図 153 聾学校向け子供用フェ

イスシールド 1万個配布 
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図 154 BioSculpture の制作物と制作風景 

図 155 受賞作品紹介ページ 

（文化庁メディア芸術祭ウェブサイトより引用） 
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4.4 研究開発全体の成果について（科学技術・学術上の新たな体系的知見等） 

本 COI では、拠点全体を通して見いだされた科学技術･学術上の課題を、研究開発テーマとして

設定し、研究開発担当チームを編成して、研究開発を推進した。 

本 COI では拠点名称の中に「感性と物性の直結」を掲げていた。フェーズ 1、フェーズ 2におい

ては、感性および物性（製造技術）の課題について、研究開発を推進した。フェーズ 3 において、

この二つを統合する概念として「中間表現」を掲げ、新たな研究開発テーマとして「感性と物性

をつなぐ中表現」を設定した。そして中間表現として、新たに FDDF を掲げた。研究開発について

は、4.1.3 に詳細を報告している。 

また、本 COI での研究開発を起点として新たな知見を集積し体系化するための基盤と実践のた

めの仕組みが構築された。それぞれについて以下に報告する。 

 

4D 技術 

4D 技術は、構造や材料による機能の付与、物性の再現や生

成など、空間や次元ではない 4 つ目の軸(時間、価値変化な

ど)の実現を目指した研究開発分野である。本拠点の研究開発

の寄与も含め、積層式型プリントに代表される付加造形

（Additive Manufacturing(AM)）技術の発達により、高速化、

高精細化、材料範囲の拡大が進んだ。プロトタイピングを超

えたものつくりへの適用ができるようになってきた。 

その一方で、AM技術の本質に対する可能性や将来性への期

待として、デジタル 3D、4D 再現技術への関心も高まってきて

いる。今後、既存の AM 技術とその応用にとどまらない、新た

な価値提供を目指した取り組みが必要となってくる。しかし、

4D 技術は、様々な科学技術分野を横断しており、包括的な議

論のための環境がない。 

そこで、2018 年 10 月に国内の関連研究者を一堂に集めカ

ンファレンスを開催した。また、カンファレンスと並行して、

新たな査読付き論文誌を立ち上げ、学術的な知見の集積と共

有のための体制を構築した。2020 年度から日本画像学会内に

設置した 4DFF 研究会が中心となって年 1回の論文誌の発行を開始した。 

 

感性価値メトリック活用人材の育成 

これまでの本拠点における研究開発、とりわけ感性価値メトリックに関する研究開発によって

様々な対象について、感性価値を表す言葉をインデックス化しその関係性を明らかにすることで

メトリック構築する手法が確立された。それを実際の製品やサービスのデザインプロセスに導入

し様々な製品へとつながる成果を上げるのみならず、これら最新の知見を体系立て、大学教育に

おける人材育成に即時的に活用している。具体的には関西学院大学において毎年開講される「感

性情報処理」（学部生向け、約 130 名/年）、「感性工学特論」（大学院生向け、30 名／年）におい

て、感性価値指標化技術を実利用できる人材を育成している。また全学向け総合コース「新ファ

ッション学」(2011-2014 年度)、「新ファッション学 2.0」（2015-2018 年度）において、“感性”と

“デジタル”と“ファッション”の知識を有し、ライフスタイル全般をデザインする“広義なフ

ァッション”のビジネスをリードできるキーパーソンを輩出するための教育を、COI 参画企業であ

る(株)デジタルファッション森田修史社長を講座長に迎え実施しており、これまでに法学、経済

学、国際学、社会学、総合政策学など文系・理系の枠を超えた多様なバックグラウンドを持つ学

生達が受講している。さらに関西学院大学と金沢美術工芸大学とで相互に講義を提供し、関学理

工学部の学生にデザインの講義、金沢美大インダストリアルデザインコースの学生に感性工学の

講義を行うことで、“感性とデザインの融合”を体得した若手の人材を輩出する試みを、本 COI を

きっかけに 2013 年度より毎年続けている。今後も新たな知見を集積し体系化し教育に活用してい

くとともに、関西学院大学と慶應義塾大学のキャンパス間連携協定に基づく講義の相互提供や、

図 156 第一回学会告知ポスター 
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TV など多様なメディアとコラボレーションした人材育成を開始している。 

 

オープンデザインに関する研究環境の整備 

従来のモノづくりに関する研究は、製造装置や出来たものの評価（品質、機能性能、要求の満

足度等）、あるいは、要求の抽出、定義など、対象が分野ごとに分かれており、プロセスの全体を

通しての妥当性や、プロトタイピングなどの方法論やそれに関するツールについて研究を共有し、

議論するための環境が整っていない。また、製造物責任法に代表されるものと人に関する社会制

度についてもこれまで議論の場も整えられていない。そこで、これらを解決することを目的に非

営利活動法人インタフェース学会に「オープンデザインに関する専門研究委員会」（2019 年 1 月

活動開始）を組織し、モノづくりのプロセスに関する研究を集積する仕組みを整えた。2022 年 2

月に論文誌特集号「オープンデザインで拓く未来社会」が発行された。 

 

Fabble.cc 

フェーズ 2 において研究開発を推進した市民共創型モノ作りプロジェクト支援プラットフォー

ム Fabble.cc は、2021 年の時点で約 3000 ユーザ、約 3000 のモノづくりプロジェクトが運営され

ている。月平均 8000 人のユニークユーザがサイトを閲覧している。複数の大学講座、実習、総務

省実証事業のプラットフォーム、モノづくりコンテストの作品応募システムなど様々な目的で利

用されている。 

 

個体識別番号管理を用いた、東京オリンピックレガシーの継承 

本 OCI ではフェーズ 1 において、デジタル製造技術を

用いて個別一品で製造されたもの一点毎にユニークな番

号（個体識別番号）を与え、この番号を通じて、製造の

ためのデータやマニュアル、過去の所有者などの情報に

アクセスすることを可能にする技術とそのために必要な

標準化の提案を行った。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックでは、3D プ

リンタで制作された表彰台が 98 台製作され、期間中様々

な競技で使用された。表彰台には上述の個体識別番号が

与えられており、それぞれがどの競技の表彰式で使用さ

れたかが記録された。 

オリンピック・パラリンピックレガシー継承のための

プロジェクトの一環として、98 台の表彰台のそれぞれを

４つに分割し、日本選手団のメダリスト約 200 人の母校、

会場のある自治体、東京都、都内の市区町村への表彰台

が譲渡される。譲渡先では、個体識別番号を通じて、製

造に関する情報の他、譲渡された表彰台がどの競技の表

彰式で使用されたか等の情報、記録映像等のコンテンツ

にアクセスすることができる。 

 

 

図 157 表彰台の証明書 
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5.1 知的財産マネジメントの状況 

知的財産の基本的な考え方 

本拠点における知的財産マネジメントは、ファブ地球社会の実現に向け、各拠点と参画機関に

よる研究開発及び社会実装に向けた協力の体制、参画機関の共創による創造的な問題解決やイノ

ベーションが生まれやすくなる環境、コンソーシアム等の産学官民連携のためのプラットフォー

ムの仕組みを通じた広いつながり、さらには広い社会変革の流れの醸成に寄与する必要がある。 

そこで本拠点では知的財産マネジメントにオープン・クローズ戦略を採用した。オープン・ク

ローズ戦略は対象となる製品の競争力のありかや市場の状況などによって、オープン化と囲い込

み（クローズ）を組み合わせる戦略である。 

Fabricator のように新規市場の創出フェーズにある技術や製品の場合、知的財産のオープンの

範囲が広く（囲い込めている範囲が狭く）、追随者が登場することがある。しかし、追随者によっ

て、市場全体の規模等が拡大されるほうが、当該の製品の普及や関連製品の発展に弾みがつくと

考えることができる。このような考え方から、いわゆるオープンイノベーションの分野では、知

的財産の大部分をオープンにするという戦略が採用されることがある。 

本拠点では、知的財産を以下のように整理し、オープン・クローズ戦略を進めた。 

 

 スタンダードに関する知的財産（工業標準、リファレンスなど、新たな産業が立ち上がるた

め必要な、基本となる技術や考え方、知識） 

 基盤技術に関する知的財産（特にプログラム・データベース等の著作物） 

 営業秘密（製品やサービスの独自性を確保するための知的財産）、特許 

 論文等の形で発表された成果 

 

知的財産のマネジメント 

上述の「知的財産の基本的考え方」に基づき、本拠点では、以下の二つの戦略をもって、知財

のマネジメントを進めた。 

 

戦略 1：オープン→クローズ戦略（対象：スタンダードに関する知的財産） 

（方法論）最初に標準やリファレンスを作り、それを普及させるための方法として大学が知財

化し、オープンにする。のちに、それを企業が活用し、営業秘密を加え、製品開発、サービス開発

に活用する。製品やサービスの市場を新規に立ち上げることを念頭に、様々な企業が集い、共創

しながら、取り組む。 

（参加企業の得るバリュー）各企業はその取り組みの中で、いち早く新たなビジネスモデルの

着想を得たり、既存事業の新たな可能性を見出したり、他の企業との協働によるシナジーを発見

したりする。例えば、慶應義塾大学において研究開発が進められている FAV フォーマットの場合、

標準化を目指し策定され、ソフトウェアライブラリが開発された。3Dプリンタ用のソフトウェア

メーカはこのライブラリを組み込むことで、ソフトウェアの機能を損なうことなく、標準に準拠

した処理を追加することができるようになる。 

 

戦略 2:クローズ→オープン戦略（営業秘密、論文等） 

（方法論）最初に企業と大学が目標を明確化して共同研究を行い、営業秘密に属さない学術的

な知見を特許、論文、学会発表等の形で拠点が確保した上で、必要に応じてオープンにする。持

続的にイノベーションを生み出す拠点を形成するという観点から、基盤技術に関する研究開発は

COI リソースを用いた単独実施を原則とすることで、企業との共同研究の過程で得られた研究開

発成果であっても、将来の広汎な知的財産の活用のため、大学単独権利として確保することがで

きる。 

 

本拠点では、フェーズ 2 の中盤以降の企業との共同研究の成果のうち、企業による事業化、製

品化の鍵となる可能性のある知財を以下の方針で特許出願し、権利の保護に務めた。 
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方針 1：特許の権利は原則として共同研究を進めた大学と企業、もしくは特許の出願人で均等に

分配する。 

 

方針 2：特許出願にかかる費用は、企業が 100%負担する。ただし、企業と大学の取り決めで、出

願にかかる費用を、大学に支払うライセンス料で充当することができるものとする。 

 

方針 3：企業の事業化、製品化に資する要素が少ない研究開発成果、基礎研究に近い研究成果に

ついては、積極的に学会発表等を行い、他社による権利化の抑制に努めることとした。 

 

拠点での知的財産のマネジメント戦略の統一 

本拠点は、5つの大学･大学院のネットワークで構築されている。知的財産マネジメントの方針

は大学･大学院毎に独自のモノとなっているのが通常である。しかしマネジメントの方針が大学毎

に異なる場合、拠点に参画する企業との共同研究の推進にあたり、大学間での研究開発の橋渡し

が難しくなる。そこで、本拠点では、研究開発成果のパッケージ化・サービス化を担う慶應義塾

大学 SFC 研究所ソーシャルファブリケーション･ラボおよび慶應義塾大学 KGRI 環デザイン＆デジ

タルマニュファクチャリング創造センターと関西学院大学感性価値創造インスティテュートの間

で、研究開発にかかる知的財産戦略について、統一を図り、共同研究の相互の橋渡しの円滑化を

図った。 
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5.2 社会実装に向けた課題（規格標準化、規制対応、社会規範・倫理等）の抽出と対応 

社会実装に向けた主要な課題やリスクの明確化を行い、対策を取った。ファブ社会の進展、加

速にとって特に主要な成果を挙げると次の通りである。なお、これらの内、特に規制対応につい

ては、社会実装の取り組みにおけるより個別具体的な事業やサービスの文脈での対応にも活かさ

れている。 

 

（1）規格標準化 

（1-1）3D データの標準策定 

30 年前に策定され、現在まで主流であった、簡素ではあるが制約の多い 3D データ規格（STL）

に代わり、色彩、内部構造、結合強度などを含むリッチな 3D データの規格（FAV）を策定した。

JIS 標準化のための手続き（委員会発足）に成功した。 

 

（1-2）そのほか標準化の取り組み 

ファブ社会における IoT 活用の一つの大きな可能性である、物品の個体別管理のための識別 ID

の体系を規格化、物流関連の大手事業者とも協力しつつ複数のフィールドにおける実証実験を実

施した。より高度・高付加価値なモノづくりを実現する上で重要となる人の感性の構造と尺度化

を実現した。モノの形状および質感について、そのカバー範囲を拡大する研究と共に、広く用い

られる標準とすべく整理を進めている。 

 

（2）規制対応 

（2-1）知的財産権 

物品の形状に関連し、共創にあたって許諾が必要となる権利である、著作権と意匠権について

検討した。この 2 つの権利の住み分けや重複については、日・米・独・仏で考え方が異なり、日

本・米国では判例法上も揺らぎが見られることを確認した。各国の法改正によるハーモナイゼー

ションよりも国際的に広く用いられるライセンスや、フェーズ 1 で開発、フェーズ 2 で実装・改

善を行ったハッカソン／メイカソン参加同意書のような合意形成ツールによって対処することが

効率的であるとの暫定的な結論を得た。 

また、ファブを活用した IoT 系サービスによって障がい者、外国人観光客などの活動を支える

場合、著作権法上の大きな課題があることが確認されたため、著作権関連団体へのインプット等

を介して法改正の要望をパブリックコメントとして提出した。その結果、平成 30 年 5 月 18 日成

立の著作権法の一部改正において第 47条の 5 に反映され、解消された。 

 

（電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等） 

第四十七条の五 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによっ

て著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者（当該行為の一部を行う者を含み、

当該行為を政令で定める基準に従って行う者に限る。）は、公衆への提供等（公衆への提供又は提

示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。）が行われた著作物（以下この条及び次条第二項第二号

において「公衆提供等著作物」という。）（公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。）

について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、

いずれの方法によるかを問わず、利用（当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の

占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に

照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。）を行うことができる。ただ

し、当該公衆提供等著作物に係る公衆への提供等が著作権を侵害するものであること（国外で行

われた公衆への提供等にあっては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきもので

あること）を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供等著作物の種類及び用途並

びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで

ない。 

一 電子計算機を用いて、検索により求める情報（以下この号において「検索情報」という。）が

記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号（自動
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公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第百十三条第二項及

び第四項において同じ。）その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果

を提供すること。 

二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。 

三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出

し、及びその結果を提供する行為であって、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令

で定めるもの 

著作権法より抜粋、重要箇所に下線を加えた 

 

（2-2）製造物責任法およびリスク 

日本の製造物責任法は、製造業者等として責任を負わせる対象が、営利を目的とした企業（製

造業者）だけに限られておらず、個人や非営利組織を広く含んでいる。これは諸外国の類似の制

度では、商業的な販売をすることや、流通の過程に製品をおくことなしには、製造物責任法が適

用されない場合が多い点と比べ、やや特異であることが明らかになった。また、事業者の意識調

査などを通じて、製造物責任に対する反応に事業者の種類によって幅があること、法的（賠償）

責任とは別に評判について懸念が大きい場合があること他を確認した。このことは、本 COI のビ

ジョンを実現する際に重要な、個人によるモノづくりの活動を委縮させる可能性を持つ。 

本 COI ではファブ領域の複数の事業者の規約書面などの作成支援を通じて、事業の文脈で免責

を有効・確実に回避する方策はほぼ皆無だが、リスクについての丁寧な事前説明や消費者側の意

思決定の尊重など、訴訟・評判リスクを抑制する規約やコミュニケーション方法がありうること

を確認した。また、ファブ社会でもたらされるリスクへのより長期的な対策として、専門家や幅

広いステークホルダーから賛同を得られる一般原則の策定が望ましいとの暫定的な結論を得た。

加えて、免責の前提として、個別一品の製造物について、誰がどのような目的で、どのような方

法と材料を用いて作成したかを整理し、製造者、所有者などの製造物と人との関係性に基づいて

適切に提供する必要があることがわかった。 

 

(2-3)製造物責任法に関する調査と政策提言を目標とした検討のための部会 

これらの点を踏まえて、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM）にお

おいて、製造物責任法やリスク抑制や保険、被害者救済の制度等を描き直し、モノづくりに幅広

い層が参加することで得られるイノベーションと、人的・財産的被害の最小化や被害者救済との

バランスをとる制度について調査と検討部会を立ち上げた。JST 社会技術研究センターと連携し

対応方法を検討し、報告書としてまとめた。報告書は社会技術研究センターウェブサイトで公開

されている（https://www.jst.go.jp/ristex/internal_research/elsi/digitalfab/index.html） 
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5.3 マーケティング・試験的な取組の状況（必要に応じて記載） 

本拠点は、大学･大学院によるネットワーク型の拠点である。専門分野の異なる大学･大学院が

それぞれの分野の中心として、産学連携コンソーシアム等の組織を構築し、企業の共通の課題の

抽出、フィールドスタディの定常的な実施を進めた。 

 
図 6 拠点のネットワーク（再掲） 

 

本拠点での各研究組織が産学連携コンソーシアムを設置することで、COI に参画する企業だけ

ではなく、より多様な企業が参加を可能とした。その結果 COI として取り組むべき研究開発課題

（ニーズ）のより広範囲な集積が可能となった。また研究開発成果の評価をより多様な観点から

受けることが可能となった。 

 

図 158 COI とコンソーシアムの好循環  
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5.4 研究開発成果の多様な展開の状況（必要に応じて記載） 

新たな研究開発テーマの発見と設定 

本拠点では、社会実装のための基盤技術として、感性価値指標化技術のサービス化、デジタル

ファブリケーション技術のパッケージ化を研究開発テーマに研究開発を推進してきた。フェーズ

2の終了時に、この 2つの研究開発テーマをつなぐ新たなる学理の重要性を見いだしたことから、

フェーズ 3において、研究開発テーマ「感性と物性をつなぐ中間表現」を設定した。なお、「感性

と物性をつなぐ中間表現」の詳細については、4.1.4 にまとめている。 

 

日本科学未来館「知的やわらかものづくり革命」プロジェクト 

未来館研究のエリア入居プロジェクトとして採択され 2020 年 4月から、イベントや情報発信な

どのアウトリーチ活動、3D ゲルプリンターや 4Dプリンティング、インクジェット 3Dなどについ

ての研究・開発を行っている。開始初年度（昨年度）には実験装置や設備などの居室内整備、オ

ンラインでのイベント活動などを行い、活動を進めていった。 

 

  
図 159 知的やわらかものづくり革命プロジェクト（日本科学未来館研究エリア） 

 

研究・開発 

未来館にある本プロジェクトの居室は実験環境の設備をし、研究開発も進めている。4D プリン

ティングやインクジェット 3Dなどの取り組みなどである。これらの研究は、前述のイベント「体

験しよう！やわらかい材料がひらく未来」にも展示した。 

 

4D プリンティング 

形状記憶素材などを造形材料に用いて、温度などの外的刺激を受けることにより、時間と共に

形状が変化する 3D 造形物を作る取り組みである。例えば図 160 のようなゲルグリッパーを開発

することができる。最近は、温度ではなくゲルが膨潤する性質を利用して形状変化する 4D プリン

ティングに取り組んでいる。 

 
図 160 4D プリンティング 

インクジェット 3D 

本来大量生産型で精密な IJ プリントヘッドを、3Dプリンターを活用し、1 個から自由に設計し

て作ることができる「カスタマイズ IJプリントヘッド」の開発を行っている。ヘッドに合わせる

のではなく、インクの特性に合わせてカスタマイズすることが可能になるため、例えば調味料の

散布（フードへの幅広い展開）にも応用が期待できる。 
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図 161 インクジェット 3D 
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1.2 自立的なプラットフォームの構築に向けた拠点の強み・資産の形成状況 

ネットワーク型研究拠点 

本拠点では、慶應義塾大学を中心に 5 つの大学･大学院がネットワークを形成し、研究開発を推

進した。大学･大学院毎に専門性と最適化された研究開発環境が整備されており、本 COI ではこの

環境を活用することで、より多様な研究開発課題への対応が可能な研究開発環境を準備すること

ができた。例えば、慶應義塾大学は、多種多様な 3D プリンタを保有しており、様々な材料を用い

て、3Dプリンタによる造形の検証が行える環境を整備している。山形大学は、ゲル材料を含めた

様々な有機化学材料に関する実験設備を保有している。関西学院大学は、防音室や 3Dモーション

キャプチャーなどの心理実験や計測が行える環境を保有している。各大学には、機材の管理と運

用を担当する専門の技術者や教員がおり、定常的なメンテナンスが行われている。このような環

境を一つの大学で整備することは容易ではない。全く異なる専門分野と強みを持つ大学がネット

ワークを形成することで、これらを組み合わせることが可能となった。 

 

フィールドを用いた実証型研究開発 

本拠点では、プロジェクト初期からフィー

ルドを用いて、研究開発成果の検証を行いな

がら研究開発を進めてきた。従来の産学連携

による研究開発では、大学等の学術機関と産

業が分離していた。学術機関では目標とする

成果のあり方として創造的な成果の証明ま

でとなっていた。産業界は、証明された成果

を受け取り、事業（製品、サービス等）に活

用するための研究開発の成果をもとに独自

に進める必要があった。成果は企業の事業の

形で社会に還元され、社会からの成果に対す

るフィードバックは事業を営む企業が受け

取る形になっていた。そのため社会のニーズ

が学術機関での研究開発に届きにくかった。

また、成果の受け渡しにおいても、企業の技

術者が成果を理解するのに労力を必要とし

た。本拠点ではこのような状況の解決を目的

に、フィールドを設定し、そこに研究者や企

業の技術者、成果を享受する市民を含めた社

会を巻き込み、課題を共有し全員で実験（評

価、調査）をしながら課題を解決する体制を

構築した。 

モノ作りの従来のプロセスでは、ユーザ

（市民）はできあがったものを受け取るだけ

であった。製品やサービスの企画から製造ま

でのプロセスは、ユーザにとってはせいぜい

新製品のニーズ調査のような形で、その入り

口が垣間見える程度のものであった。フィー

ルドを通じて、モノ作りの最後の品質検査の

先にある「社会的価値の評価」をあらかじめ

プロトタイプを通じて行い、プロトタイプの

漸進的改良の様を見せることは、ユーザがモ

ノ作りのプロセスに関わることを可能にす

る。それは成果の社会実装の担い手となる企業や団体にとってはより緻密にニーズを捉え､検証す

ることが可能になるということでもある。またユーザはモノ作りのプロセスを、プロトタイプと

論⽂ 、 学位、 学会のから みで
創造的な成果が証明さ れると こ ろまでが守備範囲

その成果に基づき、 ⽣産性、 マーケッ ト 、 コ スト を考慮し て
広く 社会に貢献するのが守備範囲

学術研究開発

産業・ 社会開発

「 こ れまで」 の産学連携の考え⽅

研究成果 分離し た守備範囲

社会から のフ ィ ード バッ ク社会への貢献

社会

学術研究開発

産業・ 社会開発

社会から のフ ィ ード バッ ク社会への貢献

研究成果

    企業と ⼤学と ⾃治体、 市⺠が連携し 、 フ ィ ールド の中で実験し ながら
    ⼈ や社会を 変えていく

製造業のサービス化の「 次」 を実現する仕組みと し ての産学連携

社会

フ ィ ールド

図 162 （上）従来型の産学連携、 

（下）フィールドを用いた産学連携 

図 163 フィールドがモノ作りの上流と下流をつな

ぎフィードバックサイクルを実現する 
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その改良の様を見ることで、社会の変化やその変化に参加できることを予感できるようになる。

それは人々の行動変容を促すことになる。 

このようなフィールドを活用した取り組みによって、本拠点では、参画企業が 3Dプリントオフ

ィスチェアや医療用インソール設計製造支援サービス、スーツのオーダー支援システムなど様々

なサービスや製品の事業化を確度高く検討することができた。また研究開発機関としては企業に

とって活用がしやすい研究開発成果の渡し方（パッケージ化、サービス化）を見いだし、その内

容を高い精度で検討することができた。さらには大学としては鎌倉市等の地域、自治体との強い

連携を構築する契機にもなった。 

 

研究開発成果のパッケージ化、サービス化 

本拠点では、研究開発成果が社会で実際に用いられる際の姿を、フィールドを通じて検証しな

がら研究開発を推進した。その結果、個別の研究開発成果を提供するのではなく、研究開発で生

み出された技術や知識をパッケージやサービスとしてまとめることが、企業による実用化、事業

化を促進する上で重要であることがわかった。 

 

 
図 164 本拠点のコアとなる学理と活用シーンに応じた成果のパッケージングの例 

 

地域連携 

社会実装を目指した研究開発において、企業、市民、研究所の連携による実証実験とそのため

のフィールドは必要不可欠である。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスは、キャンパス周辺の 5 つ

の自治体（鎌倉市、藤沢市、逗子市、茅ケ崎市、寒川町）と連携し産学官民連携コンソーシアム

「湘南みらい都市研究機構」を設置した。市民を交えたデータ取得を行う際には、この協定に参

加する自治体が率先して場の提供を行う計画である。 

また同時に鎌倉市と「創造みらい都市」包括協定を締結した。また、鎌倉市とは、継続的に議

論を行い、データやデジタル技術を用いたまちづくりと資源循環型デザインを行うための実験フ

ィールドとして、総計 31ヘクタールにおよぶグリーンフィールド（巨大空地）である深沢地区を

活用していくことを決定した。この地区は 2028 年に市役所の移転、2032 年には JR 新駅の開通が

予定されている。現在は巨大な空地であるこの土地を活用して、研究成果の実験を多数行った後、

有用性が確認された技術はそのまま、新まちづくりで日常的に活用される。この出口設計が 10年

後の未来にむけた実験マインドを高め、多くの企業、特にベンチャー企業を呼び込むことにつな

がり、拠点の求心力を高め、持続性に貢献する。 
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図 165 深沢地区開発概略 

 

このように規模と深さの異なる自治体との連携体を 2 つ持つことで、本拠点では小規模なプロ

トタイプや実証実験と、複数の自治体への速やかな展開を可能にした。  

2 0 3 0 年に、 深沢地区に約3 1 h a のグリ ーンフ ィ ールド 型の未来的なまちが実現

2 0 2 8 年に鎌倉市役所移転、 2 0 3 2 年にＪ Ｒ 東海道線「 村岡新駅（ 仮称） 」

→拠点から の研究成果を すべて導⼊ し 、 こ の地域を 、 世界に誇る
モデル地区と する ( 旧市街地と の相互発展へ)

リ サイ ク ルプラ 遊具

リ サイ ク ルプラ⾬ ⽔貯蓄材

リ サイ ク ルプラ ト イ レ

リ サイ ク ルプラ 超分別回収ボッ ク ス

リ サイ ク ルプラ によるパーソ ナルモビリ ティ
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1.3 産学連携を効果的にするルール・運営方法の工夫 

COI 終了後を見据えたファブ地球社会創造拠点の運営 

ファブ地球社会創造拠点は、慶應義塾大学を中核として、関西学院大学と強い連携のもと運営

を行う。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスと関西学院大学神戸三田キャンパスは MOU（包括的連携

に関する覚書）を締結している。この MOU を土台として、慶應義塾大学と関西学院大学で新たに

NDA を締結し、COI 終了後も連携して研究を進められる体制を構築している。 

 

KSC-SFC MOU 

関西学院大学神戸三田キャンパス（KSC）と慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）間で両キ

ャンパスの文理両分野の教育・研究に取り組んできた共通する特色を生かし、さらなる発展を目

指すことを目的に、2018 年 7 月に連携協定（MOU）を締結した。本 COI は MOU の取り組みの一つと

位置付けられている。 

KSC-SFC MOU での実施が予定されている主な取り組み 

 

1. 夏季・冬季集中授業の相互提供、遠隔授業（ネット講義）の相互提供 

両キャンパスで開講する夏季・冬季集中科目や演習科目などの相互提供を行い、異なるキャン

パスの学部・大学院で学べる制度を整えます。また、遠隔授業を活用して、両キャンパスの一

部の授業の相互提供を行います。 

2. 教員の相互派遣 

「クロスアポイントメント」制度、特任教員、客員教員制度等を利用した研究者・教員の交流

を促進し、両学部・大学院で共通する分野での共同研究を進めます。 

3. 学生交換、授業の相互提供による相互単位認定 

それぞれの学生を一定期間、派遣・受入し、修得した単位を相互に認定します。幅広い分野を

持つカリキュラム同士の融合により、多面的、多角的視野から社会の問題を俯瞰する力を養

い、専門性、学際性を養うことが期待されます。 

4. 分野ごとおよび異分野の研究交流 

両キャンパス間で、同じ学問分野の研究者・教員のみならず、異なる分野の研究者・教員相互

間の研究交流を促進し、新たな研究分野を開拓します。すでに共同研究を実施してきた研究者

間においては、さらなる研究交流を進めます。 

5. 共同研究の推進と成果の情報発信、研究発表イベントでの相互研究報告 （KSC リサーチ・コ

ンソーシアム、SFC 研究所） 

研究成果を社会へ発信・還元するねらいとして、KSC にはリサーチ・コンソーシアム（産官学

連携組織）が、SFC には SFC 研究所があります。これらの資源を活用し、研究交流の促進と新

たな研究シーズの開発を行い、社会へ発信・還元します。 

（プレスリリースから抜粋） 

 

2020 年度は、この２大学の MOU を研究開発体制に拡張するために、運営のための会議体、共同

研究に対する考え方の統一、特許等知財出願手続きの方針を整備した。 

 

会議体 

現在、COI 規約の元で研究者による研究推進のための会議が行われている。この会議に加え、環

デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターと感性価値創造インスティテュートの

事務局による運営のための会議を設置した。 

 

共同研究契約の基本方針 

ファブ地球社会創造拠点として慶應義塾大学 KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリン

グ創造センターと関西学院大学感性価値創造インスティテュートが協働して企業との共同研究を

推進する際の契約方針を統一した。 
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 企業、慶應義塾大学、関西学院大学による３社契約 

 慶應義塾大学、関西学院大学のどちらかが代表として企業と契約し、他方に対しては契約代

表から課題を定めて再委託する。 

 

特許戦略の統一 

慶應義塾大学 KGRI 環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センターと関西学院大学

感性価値創造インスティテュートはファブ地球社会創造拠点としての研究開発については、統一

された知財戦略のもとで行うこととした。 

 特許等の知財の出願は、企業との共同出願を原則とする。 

 出願にかかる費用は企業に全額負担を求める。その代わりに企業との協議によって定められ

た大学の負担分相当額をライセンス費等から減免する。 

 

 
図 166 運営方針の統一 

 

大学によるプラットフォームの運営支援 

ファブ地球社会創造拠点は、COI 終了後も慶應義塾大学全塾組織 慶應義塾大学 KGRI 環デザイ

ン＆デジタルマニュファクチャリング創造センターが中核として運営される。KGRI を通じて、慶

應義塾大学のイノベーション活動を統括するイノベーション推進本部、知財出願管理等を統括す

る知財連携本部が拠点運営の支援にあたる。 

 

 
図 167 拠点の運営体制  

特許出願手続き方針の統一共同研究契約の考え方の統一

会議体
研究開発ミーティング（研究者）

運営・連絡会議（産学連携担当等）

COI規約に相当する拠点連携の枠組み

KSC(関⻄ 学院⼤学)-SFC(慶應義塾⼤ 学)    M OU（ キャ ンパス間連携の基本契約）

教員の相互派遣

共同研究の推進と成果の情報発信、研究発表イベントでの相互研究報告

集中授業、遠隔授業の相互提供 相互単位認定 研究交流

環デザイ ン＆デジタ ル
マニュ フ ァ ク チャ リ ング創造センタ ー

全塾組織（KGRI)

感性価値創造イ ンスティ テュ ート
全学組織

慶應義塾⼤学   塾⻑

グローバル・ リ サーチ
インスティ テュ ート

（ 全塾組織）

知財連携本部

慶應藤沢イ ンキュ ベーショ ンビレッ ジ

イノ ベーショ ン推進本部

⼀般財団法⼈ SFCフ ォ ーラ ム

⼀般財団法⼈慶應⼯学会

湘南みら い都市研究機構

神奈川県・ 藤沢市・ 鎌倉市・ 茅ケ崎市・
逗⼦市・ 寒川町＋ 慶應SFC

全体統括、 マネジメ ント
松原健二（慶應義塾大学特任教授）

ビジョ ン構築、 バッ クキャ スティ ング
村井純（慶應義塾大学教授）

慶應義塾⼤学グローバル・ リ サーチインスティ テュート  [KGRI]
環デザイン＆デジタ ル・ マニュフ ァ クチャ リ ング創造センタ ー

田中浩也（センター長、環境情報学部教授）

関⻄学院⼤学
感性価値創造インスティ テュ ート

長田典子（所長、理工学部教授）

JSR株式会社
JSR-慶應義塾大学医学化学

イノベーションセンター [JKiC] 

デジタル
ファッショ

ン
株式会社

株式会社
住化分析
センター

兵庫県立
工業技術
センター

フジプリ
グループ
株式会社

株式会社
オカムラ

株式会社
no new

folk studio

JSR
株式会社

ラピセラ
株式会社

他21社

他6社

感性価値創造
コ ンソ ーシアム

SFC研究所産学連携コ ンソ ーシアム

フ ァ ブ地球社会
コ ンソ ーシアム

デジタ ルマニュ フ ァ ク チャ
リ ングコ ンソ ーシアム

フ ァ ブ地球社会創造拠点
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1.4 自立的なプラットフォームの構想・設計・稼働の状況 

（1）慶應義塾大学 

組織の名称 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート（KGRI）環デザイン＆

デジタルマニュファクチャリング創造センター 

組織の位置付

け・種別 

グローバルリサーチインスティテュート内に設置された研究プロジェクト 

組織の長となる

者の職位 

研究代表者 

運営資金（財源） 総額：約 1億円（年間、目標） 

創造センターとして 

ゴールドパートナー(1件×3000 万円） 

ソーシャルファブリケーション・ラボとして 

共同研究(4 件×800 万円＝3200 万円) 

技術指導(2 件×300 万円＝ 600 万円） 

外部資金（科研費、国プロ等）:約 2000 万円 

寄附講座 1 件×300 万円 = 300 万円 

個人寄付:1000 万円 

ファブ地球社会コンソーシアム：250 万円 

概要 20 世紀型の大量生産・大量消費から脱却し、地球上の限りある資源をスマー

トに循環させながら多様な人々一人ひとりに個別適合した物品を製造し、人

間・生物・ロボットが共生可能な都市（生活）環境を構築していくために、

「デジタルマニュファクチャリング」技術と「デジタル・デザイン」を前提

とした「環デザイン」という概念を提唱し、全産業セクターに展開する。国

内から循環型都市の先駆的モデルを生みだしながら、循環型都市とグローバ

ルなコラボレーションを展開する。 

 

 

 

体制・組織の名

称 

JSR・慶應義塾大学医学化学イノベーションセンター 

体制・組織の位

置付け・種別 

研究センター 

体制・組織の長

となる者の職位 

研究部門長 

運営資金（財源） 寄付（センタービル設置にかかる費用として 30億円） 

運営費は JSR（費目、予算非公表） 
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概要 2017 年 10 月開所 

 

目的 

JSR 社と慶應義塾大学医学部が連携し、健康長寿社会を支える新たな診断・

治療技術や医療支援技術の確立と、その技術の普及に繋がる新規の材料・製

品を開発する。医療分野のグローバルイノベーションを推進し、社会と教育

に貢献する。 

 

COI との関係 

本 COI を契機として、JSR と医学部の連携が始まり、センターが設置された。 

 

体制・組織の名

称 

慶應義塾大学 SFC 研究所ファブ地球社会コンソーシアム 

体制・組織の位

置付け・種別 

コンソーシアム等 

体制・組織の長

となる者の職位 

コンソーシアム代表理事 

運営資金（財源） コンソーシアム会費（共同研究費相当、年度更新） 

理事会員:300 万円 

運営会員:100 万円 

一般会員：50万円 

ベンチャー等:20 万円 

特別会員：（取り組み内容による） 

 

* 理事会の審査による減免措置有り 

概要 2015 年 4月設立 

 

目的 

3D プリンタをはじめとするデジタルファブリケーション技術は、グローバ

ル・インターネットと結びつくことで、「モノ」と「データ」が不可分となる

まったく新しい社会がつくり出されようとしている。そこで、この新たな 21

世紀型グローバル社会を、「ファブ地球社会」と名付け、その秩序ある実現と

さらなる発展に向け必要とされる「ファブ地球基盤」を、世界に先駆けて、

技術・社会・デザインの 3つの面から研究する。 

 

活動内容 

文部科学省 COI(Center of Innovation)に採択された「感性とデジタル製造

が直結し、生活者の創造性が拡大するファブ地球社会創生拠点」における基

礎研究の成果を基にしながら、より広く産業化するためのオープンな議論の

場として活動する。同時に、技術・社会・デザインの 3 つの面からなるワー

キンググループの成果を集約しながら、異業種間のシナジーを生み出し、「ウ

ェブ社会」の次にくる「ファブ社会」のビジョンを描くことを活動の中核と

する。 

 

（2）関西学院大学 

体制・組織の名

称 

関西学院大学 感性価値創造インスティテュート 

体制・組織の位 「核となる研究群形成」事業における研究クラスター第 1号 
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置付け・種別 

体制・組織の長

となる者の職位 

所長（教授） 

運営資金（財源） 150,000 千円／年 外部資金（競争的資金当）、共同研究費、拠点形成・運営

費（学内予算）、その他外部資金等 

概要 2020 年 1月設置 関西学院大学の長期戦略「Kwansei Grand Challenge 2039」

である「核となる研究群形成」事業における研究クラスター第 1 号として指

定。DS プラットフォームの中核をなす組織である。 

感性価値創造（感性工学関連）に関する基礎研究と企業共同研究を中心とす

る応用研究、並びに共創型感性サービス事業や感性コンサル事業などの社会

実装・事業化を目的とする。 

大学はインスティテュートの活動規模拡大や研究成果の質的向上、研究費を

はじめとした外部リソースの引き込みを期待し、既存の研究マネジメント制

度を、インスティテュートの特性に合わせた形で大幅な弾力化を行う（学内

特区化構想）。 

 

・3 年度間にわたり一定額の「拠点形成・運営費」の投下 

① インスティテュートの活動推進を目的とする戦略的な支出が可能 

② インスティテュートが活動の過程で得た収入（共同研究における一般管

理費、ライセンス収入等）の一定額を追加措置する制度を構築予定。 

⇒戦略的な予算確保および、機動的な使用が可能となることが期待され、

インスティテュートにおける資金循環の点での自立化・持続化を支援。 

 

・インスティテュートの成果管理のための外部有識者を含むアドバイザリー

ボードの設置 

＝インスティテュートの研究活性化度合い（論文の産出数・質など）、産学連

携の活性化度合いとその結果としての外部資金獲得状況をフォローし、アド

バイス及び評価を行う。 

 

大学の研究支援部局である研究推進社会連携機構は、その本来業務である知

的財産権マネジメント、法務、コンプライアンスの面で支援することに加え、

ライセンスによる外部資金獲得に向けた産業財産権の戦略的取得、ソフトウ

エア・データベース、ノウハウ等の知的財産の整理と管理等についても支援

を行う。インスティテュートは、大学から提供されるこれらの制度、リソー

スを活用し、コアコンピタンスを継続的に発展させることを目指す。 

 

・研究開発を担当する人材に加え、アカデミア及び産業界において豊富な経

験を有する人材を配置する。 

① 所長（関西学院大学教授）＝インスティテュートのすべての活動を統括

する。 

② アドバイザ（3名）＝アカデミア及び産業界において豊富な経験を有し、

インスティテュート運営全般や社会的視点から研究の方向性について所

長にアドバイスを行う。 

③ URA（1名)＝感性工学の研究者であると同時に産業界での経験を有し、競

争的資金の獲得、各種パイプラインからの収益確保、ライセンシングな

ど、資金循環面を含めた自立化・持続化のための施策を立案・実行する。 

④ 研究開発担当者＝感性工学、心理学の分野を専門とする若手研究者 9 名

を中心とし、デザインプロセス、センシング、マーケティング等を担当す
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る研究者（外部を含む）を配置する。 

 

 

 

（3）山形大学 

体制・組織の名

称 

やわらか 3D 共創コンソーシアム 

体制・組織の位

置付け・種別 

コンソーシアム 

体制・組織の長

となる者の職位 

教授 

運営資金（財源） コンソーシアム会費 

概要 2018 年 4月設立 

 

目的 

3D プリンタを用いた「モノづくりのデジタル化」を進めるための企業、行政、

学術機関との連携を広げ、新しい産業の創出を目指す。 

 

活動内容 

①食品、②医療、③ゲル、④モビリティー、⑤ロボットの 5 分野をそれぞれ

部会とし、時代の求める 3D プリント技術に関する勉強会（オープン）および

研究開発（クローズ、但し共同研究の契約あり）をおこなう。 

 

準備や活動開始状況 

キックオフシンポジウムを 2018 年 4月に開催した。7 月 5 日、6 日には第一

回合同部会とし基調講演ほか会員企業の自己紹介、ワークショップ等を開催

した。2019 年 2 月 6 日～8 日開催の「日本ものづくりワールド 2019 第 1回

次世代 3Dプリンタ展」にてコンソーシアムで出展した。以降定例で会合を開

催している。 

 

4）中京大学 

体制・組織の名

称 

中京大学 先端共同研究機構 ヒューマン・ロボティクス研究センター 

体制・組織の位

置付け・種別 

中京大学戦略的研究事業における研究センター 

体制・組織の長 センター長（教授） 
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となる者の職位 

運営資金（財源） 中京大学戦略的研究事業予算 400 万円（2021 年度） 

その他、外部資金等 

概要 2021 年 4月より、中京大学戦略的研究事業の一つとして「人間・AIロボット

共進化プロジェクト」が認可され、研究活動がスタートした。本プロジェク

トは、人間とロボットが共生し、共に進化する未来社会の到来を想定し、工

場や家庭で自然に振る舞い、人間を助ける次世代ロボットの実現に関わる基

本課題および実用化上の諸課題を解決することを目的としている。中京大学

が進めてきた AI、ロボティクス、心理学等の研究成果や知見を融合すること

により、次世代 AIロボットに関する研究教育の拠点として、また産学連携活

動をはじめとする社会還元の拠点としての役割を果たし、研究ブランド向上

への貢献を目指す。 

ヒューマン・ロボティクス研究センターは、本プロジェクトの推進のために

設置されたものであり、2021 年 11 月現在、学内外の計 5 名の研究員が登録

され、これらの戦略的研究を強力に推進している。 

 

（5）アウトリーチ 

 

シンポジウム 

本拠点では、フェーズ毎にシンポジウムを開催し､研究開発成果を広く一般に紹介し､評価を受

けてきた。 

 

図 168 シンポジウムの位置づけ 

 

2014 年度「第 1 回 ファブ地球社会 創造的生活者シンポジウム」 

（日時：2014 年 7月 11 日 13:30～17:30、場所：明治大学アカデミーホール） 

8 大学・機関から 20の研究成果の展示を行った。当日は台風の影響なども心配されたが、会場

となった明治大学アカデミーホールには多くの参加者が来場し、大盛況のシンポジウムとなった。

モノから食品まで作り上げる様々なバリエーションの 3D プリンタ、モノのデザインを支援し共有

する様々なシステムなど、デジタルモノづくりの可能性を提示する場となった。シンポジウムは、

Ustream、ニコニコ生放送で動画配信された。合計 1051 名が参加した。参加者の内訳は、会場来

場者 256 名、Ustream 視聴者 423 名、ニコニコ生放送視聴者 372 名であった。 
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図 169 シンポジウム登壇者 

 

2016 年度「第 2 回 ファブ地球社会 創造的生活者シンポジウム」 

（2016 年 3月 5日(土)、慶應義塾大学三田キャンパス西校舎ホール） 

日本で産学連携・大学横断のオープンイノベーションに取り組む第一線の研究者に加えて、国

内外でインクルーシブ・デザインの先端を切り拓くジュリア・カシム氏、オープンソース 3Dプリ

ンタ RepRap の生みの親であるエイドリアン・ボイヤー氏、3D プリンタのためのデータプラット

フォーム Shapeways の顧問弁護士でありオープンソース・ハードウェア協会の理事長でもあるマ

イケル・ワインバーグ氏と、国際的な視野を得る上で示唆に富む登壇者を迎え開催した。 

また、3/3-3/4 には、同会場で「第 2回国際デジタルファブリケーション学会(2nd International 

Conference on Digital Fabrication)」が開催された。 

 

図 170 シンポジウムのちらし 

 

2018 年度「第 3 回ファブ地球社会創造的生活者シンポジウム」 

（日程：2018 年 10 月 19 日、日本科学未来館） 

第一部で情報銀行の提唱者である柴崎亮介教授（東京大学）と菊川怜代表取締役（株式会社ノ

ーニューフォークスタジオ）を基調講演者に迎え、サイバーとフィジカルを横断する創造性や、

データとモノが連動する社会のビジョンを IoT や情報銀行と関連づけつつ描いた。研究・開発成

果のデモ・展示を挟んで第二部では人の感性、材料と装置、デザイン、現場などにおいて多様な

欲求や要求を掘り起こし、それらに応えて行くための研究開発を紹介し、ファブ地球社会の研究

開発のフロンティアを概観した。 
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図 171 シンポジウムのチラシ 

 

「COI 最終成果発表シンポジウム」 

（日程：2021 年 10 月 15 日、オンライン開催） 

COI の最終年度として、研究開発成果と社会課題への対応について、総括するシンポジウムを開

催した。新型コロナウイルス感染症への対応で、オンラインでの開催となった。 

 

図 173 シンポジウム登壇者 

 

図 172 最終シンポジウムプログラム 



B イノベーションが連続的に創出される自立的なプラットフォーム構築に向けた活動実績 

 

1 自立的なイノベーション・プラットフォームの構築について 

 105  

日本科学未来館メディアラボ展示 

2019 年 5 月 16 日から 8 月 31 日まで、日本科学未来館 3F メディアラボにおいて、本 COI の研

究開発成果を紹介する展覧会「メディアラボ第 21期展示ぴったりファクトリ」を開催した。会期

中合計 15万人が来場した。展示を通じて一般の感性価値指標データ 2万件を取得した。なお、取

得したデータは感性に関するものとしては世界最大規模である。 

 

図 174 日本科学未来館メディアラボ第 21 期展示ぴったりファクトリ概観 

 

日本科学未来館「知的やわらかものづくり革命」プロジェクト 

2021 年度オンラインイベントを 2 件、未来館会場でのイベントを 1 件実施した（2021 年 11 月

時点）。 

 2021/5/21 研究者と考えよう！やわらかいゲルがひらく未来の生活（オンライン） 

本プロジェクトの取り組みを伝え、共有する。11月現在再生回数 1050 回以上。 

https://www.miraikan,jst.go.jp/events/202105211925.html 

 2021/6/16 あなたが望む“触りごこち”、どうやったら実現する？（オンライン） 

慶應大南澤孝太先生とのクロストーク。11月現在再生回数 600 回以上。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202106161980.html 

 2021/10/9 - 10 体験しよう！やわらかい材料がひらく未来 

未来館と本プロジェクト主催、未来館３F「おやっ？こひろば」で実施、やわらかものづくり

を知り、体験してもらう目的のため、触ることができるリアルイベント。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202110092157.html 

当日は、200 人程度の来場者があり（人数制限あり）大盛況となった。 
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図 175 イベント「体験しよう！やわらかい材料がひらく未来」の様子 

情報発信 

 SNS 活用 

コロナ禍で活動が制限されること多かった中、オンラインで多くの人に伝える方法としてSNS

を活用した情報発信に取り組んだ（Twitter、Facebook、Instagram）。 

 未来館 SNS の発信 

未来館広報担当と連携し、ゲルクラゲや GelPiPer（ゲル３D プリンタ）の動画など研究

活動の最新情報を発信した。 

動画は SNS を通じて多く再生され市民の関心度合いを知る判断材料となった。 

 

 
図 176 未来館 SNS に掲載された内容の例 

左（GelPiPer 印刷の様子）は Facebook で再生 2000 回以上、 

右（色付きゲルクラゲ）は Instagram で 1200 回以上 

 

 プロジェクト独自の発信 

GelPiPer を中心とした研究の紹介、イベント告知などについてプロジェクト独自の SNS

にて情報発信を行った。 

 メディア掲載 

2021.10.26「林修の今でしょ！講座特別編東大生ランキング」（テレビ朝日系列、特番） 

日本科学未来館とその中の研究エリア紹介として本プロジェクトが取り上げられ、

GelPiPer を中心に紹介された（取材・撮影は 8 月に実施）。 
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2.1 次代を担う若手等の多様な人材の育成・活躍促進の状況 

マネジメント人材の育成・活躍の状況・方針 

本拠点では COI プログラム終了後もプラットフォームとして社会に価値を提供することを念頭

に、設置当初から拠点構築やマネジメントの知見の継承させることを目的に、PL、RL の配下に若

手教員を補佐として配置した。フェーズ 1においては、PL、RL がプロジェクト全体の方針を、研

究推進会議を通じて決定した。その方針決定の場には RL 補佐を同席させ、状況分析や判断などに

ついて OJT で学ぶ機会とした。フェーズ 2 以降は RL 補佐が中心となって研究開発の方針を検討

し、PL、RL に提案、承認

を受けて研究開発を推

進する体制を作った。フ

ェーズ 3 では、RL 補佐

が慶應義塾大学 SFC 研

究所ソーシャルファブ

リケーション・ラボの上

位組織として設置され

た全塾組織慶應義塾大

学 KGRI 環デザイン＆デ

ジタルマニュファクチ

ャリング創造センター

のセンター長に着任し

た。RL 補佐が提案代表

者として提案した文部

科学省共創の場形成支

援プログラムに育成型

で採択されるに至った。 

 

研究・イノベーション人材の育成・活躍の状況 

本拠点の初期の提案に向けた準備期間も含めた活動全体を通して、ビジョンに共感し学んだ学生

や研究員が様々な分野でベンチャー企業を設立した。 

WHILL 株式会社  株式会社 OTON Glass Vuild 株式会社 

株式会社 NODE MEDICAL Synflux Inc. 

株式会社 SoftRoid  積彩デザイン事務所 

ゲイトアシスト合同会社 

Nature Architects 株式会社 

株式会社 ORPHE 

株式会社 Byte Bites 
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若手研究者の活躍の状況 

本拠点では、フェーズ 2、フェーズ 3 において、若手連携ファンドに提案し複数の採択を受け

た。以下に、採択課題をまとめる。 

 

H29W01：連携研究テーマ「ＭＥＭＳ技術と 3D ファブ技術の融合によって実現する超小型胃酸電池

駆動飲み込みセンサ」（提案代表者：吉田慎哉 東北大学 特任准教授） 

東北大学の有する集積化システム技術と、慶應大学の３次元構造作製技術を駆使することで、

「超小型胃酸駆動飲み込みセンサ」の早期社会実装を実現することを目標に研究開発を実施した。

ＭＥＭＳ技術、高密度実装技術、デジタルファブリケーション技術を用いることで、東北大学の

胃酸駆動飲み込みセンサを、直径 9mm、厚さ 6mm にまで小さく樹脂封止実装することを実証した。

このデバイスの主機能は深部体温測定であるが、2017 年時点において報告されている深部体温計

の中でも最も小さいものとなった。また、手作業の実装工程を減らして試作量産を達成すべく、

慶應大学が特殊なディスペンサーを開発し、実装用樹脂材料の選択的塗布のデモに成功した。こ

の技術が完成すれば、多数のサンプルを試作できるようになり、大量のデバイスを消費する動物

適用実験などを行うことが容易となる。慶應義塾大学で樹脂封止を実装した吉岡純希氏（担当当

時修士課程学生）は、大学院修了後ベンチャー企業株式会社 Node Medical を設立し、看護介護向

けに 3D プリンタを活用したモノ作りの事業を開始している。 

 

H30W03 連携研究テーマ「大型 3D プリンティングによる CFRP ペレットを用いた革新的建築壁モ

ジュールの設計方法に関する研究」 

慶應義塾大学 COI 拠点で開発した建築スケールの大型 3D プリンタ ArchiFab、金沢工業大学 COI

拠点で開発した CFRP ペレットを材料として導入することで、環境の諸要素を一体的に解決するた

めの、複雑で不均質な内部構造を持った革新的な建築壁モジュールを設計し、その基本性能を検

証した。本研究課題推進過程で、大型 3D プリンタ制御技術と大型 3D プリンタ向けのプラスチッ

ク樹脂改質の基本的な知見を獲得することができた。その成果はフェーズ 3で推進された 3D プリ

ンタによる家具製造に転用された。 

 

H30W13 連携研究テーマ「スポーツ×テクノロジーによるアスリートの事故防止と全力発揮支援」 

アスリートに対して、飲み込み型や複数の貼り付け型センサなどを集約した生体情報計測シス

テムを用いることにより、不慮の事故を防止し、彼らの能力を最大限発揮できる環境をもたらす

ことを目標に研究開発を行った。東北大では、彼らの活動中の深部体温を細やかに管理できるよ

うにするために、長時間かつ高頻度測定可能な飲み込み型深部体温計の『プロフェッショナルモ

デル』として６時間の間に 15秒に 1回以上の頻度で測温ができる飲込み型深部体温計のシステム

を開発した。また、無線充電のデモ、および小型実装法の開発も達成した。慶應大では、深部体

温計からの体温データを受信するとともに、心電図・心拍数・酸素飽和度などの他のバイタルセ

ンサからの生理学情報も同時に取得可能な『ウェアラブル生体情報計測ハブシステム』を開発し

た。さらに、心電図と飲込みセンサによる測温、および呼吸センサの同時測定、通信のデモを達

成した。 

 

H30WD08 連携研究テーマ「複雑な内部構造を伴う 3D データのモデリング支援技術に関する調査

研究」 

慶應義塾大学 COI では、個々人が感性に基づいて多様な個別一品生産物を手に入れられる社会

を目指しており、その過程では 3D プリンタが活用される。外形に関する 3D モデリングの支援技

術の研究開発が進む一方で、緻密な内部構造を有した 3Dデータのモデリング技法についての研究

開発は遅れている。内部構造のモデリングは、外形以上に多岐に渡ることを検討し作業する必要

がある。全てを手作業で行うことは不可能に近い。したがって、材料や内部構造パターンの特性

について最適なものを選択できるようにするための仕組みや機械学習などによる人の作業を支援

する技術が必要になると考えられる。そこで 3Dプリント材料のコンシェルジュサービス事業者に

ヒアリングを行った。ヒアリングの結果、社会にある隠れたニーズに対応するには、特定の企業
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の製品を対象としたデータベースでは難しいことがわかった。そこで、の研究開発項目として、

実施することとなった。 

 

H30WD09 連携研究テーマ「マルチツールヘッド搭載卓上型自動ステージによる化学・生物分野の

合成・分析作業の自動化に向けた調査研究」 

デジタル製造装置による自動化を、3D 形状や電子回路基板の組み立て以外の応用分野として、

化学・生物分野における合成・分析などを対象に調査を行った。これらの分野は調査前より高度

な「時間制御」を伴うことが要求されると推測していたが、実際には空間移動も伴う流体力学を

中心としたより複雑な制御が必要であることがわかった。また、化学、生物分野以外にもフード

プリント業界においても工程の組み合わせにおいてニーズがあることがわかった。フードプリン

トの場合は高精度な制御よりもディスペンスする食材の種類の豊富さ、加熱、切断などのパター

ンを容易に試せることが重要で、ツールヘッドの交換の容易性、制御ソフトウェアの UIデザイン

などが課題であることがわかった。 

 

H30WD27 連携研究テーマ「地域コミュニティで「育てる」ローカルモビリティを支援するための

デジタル技術」 

都市交通あるいはモビリティのデザインにおいては、今後のセンシング技術、IoT、AI の発展に

伴って、様々な利用のデータを取得・意味付けし、デザインにフィードバックさせることができ

るようになる。しかし、都市交通のような公共性をもつインフラに求められる、社会的な公正や

包摂という目的のためには、専門家による技術的問題解決だけではなく、市民参加のプロセスが

欠かせない。したがって、デジタル技術を用いたデータの取得と理解を、一部の専門家だけで行

うのではなく、市民参加によるモビリティのデザインに結びつけることが課題となる。本研究で

は、持続可能なモビリティのモデルとして、「地域コミュニティで育てるモビリティ」の実現を目

指してフィージビリティスタディを行った。地域コミュニティが「育てる」とは、地域コミュニ

ティがデザイン、製作、管理運営に参加するということである。モビリティのデザインや運営へ

の地域コミュニティの参加を支えるデジタル技術として、本研究では 3Dプリンタをはじめとする

高速・低価格なデジタル造形技術や、インタラクティブな情報共有技術の可能性を検討した。対

象とするモビリティとしては小型バスとハブ空間（多様なアクティビティを許容するバス停）を

想定した。具体的には「地域コミュニティで育てるモビリティ」の実現の準備として京都市にお

ける市民参加のワークショップと海外視察を行った。海外視察の結果、プラスチック資源循環を

デジタル製造技術で実現する際には、家具のような大きなモノを製造することが有効であること

がわかった。この成果は、新たに採択された文部科学省共創の場形成支援プログラム「デジタル

駆動超資源循環参加型社会共創拠点」において研究開発課題として組み込まれた。 

 

H30WD29 連携研究テーマ「超個別多様ニーズを許容する PDU プラットフォーム構造の調査」 

本調査対象の PDU プラットフォーム構造の理解は、D=Developer を創造的生活者として捉える

ことで、彼らのニーズ探索活動により身近で多様なユーザの細かなニーズに対応できる仕組みが

実現できる。したがって、Society5.0 Web サイトで掲げられている「地域、年齢、性別、言語等

による格差がなくなり、個々の多様なニーズ、潜在的なニーズに対して、きめ細かな対応が可能

となります。モノやサービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供されるとともに、社

会システム全体が最適化され、経済発展と社会的課題の解決を両立していける社会となります」

という目標に実現の手立てを与えることができる。特に多様性、潜在性へのアプローチはデベロ

ッパーの層をつくることが決定的な解決法になると考える。そこで、プラットフォームを構築し

ている有識者を招いたパネルディスカッションイベントを実施した。参加登録者数は 240 名（254

名登録、事前キャンセル登録 14 名）があった。本イベントによって、作り手と使い手の乖離が問

題であり、プロダクトやサービスを提供する側が、自社の製品をあまり使わずにただ提供するに

留まっており、それゆえにイノベーティブなものが生まれにくいことの指摘が議論された。作り

手自らが実際にサービスを利用し、その価値の恩恵を受けながら、それを他者におすそ分けする

ようにサービスを広めていくことの重要性が説明された。また提供ツールがたとえば 3D プリンタ
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レベルのようなものの場合、ツールとしての難易度が高く、レゴブロックや積み木レベルのよう

な難易度に下げてその上で創造性、想像性を発揮できるようでなければ、プラットフォーム化は

困難ではないかということ議論が行われた。他にも、人々はまったく新しいところから何かを生

み出すよりも、既存のツールを使うなかでイラッとしたところから、自分でどうにかしたいとい

う思いから、単なる使い手から作り手へとシフトすることがあり、とにかくまずコアなユーザに

なることが、イノベーティブなサイクルに入ることへの重要性であることも議論された。 

 

H30WD30 連携研究テーマ「ヒトの感性的な評価能力を数値的に測定する AIの開発に向けた調査

研究」 

本拠点では、評価対象の感性的性質を人間の主観的評価に基づいて測定し、複数人の評価を平

均化することで評価対象の感性的得点を構築し、それを AI や機械学習の学習データとして用いる

ことで、未学習の刺激に対しても感性値を付与することを可能にした。ここで、学習には学習元

になるデータの信頼性が重要であるが、評価の基準が不安定な評価者のデータは刺激特性を定め

るうえで雑音となるため、排除されることが望ましい。そのため、対象の感性的特性のみではな

く、個人の評価能力も同時に数値的に推定し、雑音となりうる評価者を特定することで、信頼性

の高い感性データを取得することを目指し、本研究では評価者の評価能力推定が実行可能なＡＩ

の構築法およびその有用性について調査した。本研究の結果得られる知見は、人間が評価データ

を作成し応用を目指す場面で基盤技術となる可能性を有している。すでに写真の良さや綺麗さを

数値的に求める AI技術の応用研究・業務的応用が行われているが、その背景には人間による大量

の評価データが存在している。本研究で行う調査は、それらのデータの信頼性の向上に寄与する

ため、広く活用されうるものである。調査の結果、研究で得られた手法によって、従来手法より

もより信頼性の高い感性的指標が獲得されうることを確認した。 

 

H30WD31 連携研究テーマ「文化差を考慮した Web 動画マニュアルの作成原則の策定に向けた調

査研究」 

本拠点が目指す社会では、AI 技術を用いたパーソナライゼーションサービスが普及し、消費者

はそれぞれの感性に従って製品デザインを作成することで、消費者の欲求を高い次元で実現する

ことが可能になる。ただしその一方で、製品ごとに仕様やデザインが異なることにより、マニュ

アルも個別に作成することが求められる。マニュアルの個別対応には膨大なコストがかかるため、

これを削減する取り組みが必要である。また、デジタルファブリケーションが普及することで、

モノづくりに関する情報が Web を通じてグローバルに拡大する。このことで製造拠点が国内外を

問わず遍在し、製品の輸送コストや時間が節約されることにもつながる。これに伴い、マニュア

ルの作成者および利用者も多様な文化圏に拡大するが、視覚的認知には文化差があることが知ら

れている。そこで、作成したマニュアルの翻訳精度を向上させるためには、各文化の特徴を理解

し、それを考慮する必要がある。上記の 2 点の本拠点が目指す将来の姿から、本研究ではマニュ

アル作成の支援 AIの設計に貢献するため、マニュアルの認知の文化差を明らかにし、翻訳原則の

策定を行った。この目標を達成することにより、本拠点の目指す社会における安全な製品使用を

保証することに貢献できる。具体的には、将来的に動画媒体も含めて AI の支援を受けて作成され

る可能性が考えられるマニュアルについて、作成の効率化が期待される。また、AI 構築のための

学習データとして、文化差を考慮した良質なマニュアルを大量に作成することは大きな価値を有

する。 

 

H30WD32 連携研究テーマ」生理反応による感性センシングの実現を目指す貼付型センサの開発

に向けた調査研究」 

本研究拠点では、感性価値指標化技術のサービス化という目的のもと、感性に基づく個人のモ

ノづくりを支援するシステムの要素技術として、システム利用者の状況的な感性状態を計測・制

御する感性センシングシステムの開発に取り組んでいる。生理反応の計測では、身体上への各種

センサの設置に伴う身体的な拘束感が問題となることが予想され、表出行動を用いた非接触のセ

ンシングが有する長所を妨げないことが重要と考えられた。そこで、本調査研究では、感性セン
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シングシステム高度化に寄与する生理反応情報を多チャネルで取得するための計測方式について

調査を行った。調査対象として、製品化されている生理指標測定機器として Empatica E4

（Empatica）、TSND151（ATR-Promotions）を取り上げた。前者はスマートウォッチに近い構造で

拘束感が低いものの拡張性に問題があり、後者は多種の生理反応を測定するためのオプションが

準備されている一方、複数の端末で構成されることから装着性に難点が認められた。以上の調査

結果から、本調査研究で構想した多種類の生理反応計測機能を集約した、フレキシブルな素材に

よる貼付型センサの有用性が確認された。 

 

H30WD33 連携研究テーマ「モバイルデバイスを利活用した感性情報収集フレームワークの構築

に係る調査研究」 

感性価値メトリックを構築し、感性に基づくデジタルモノづくりを推進する上で、対象物の物

理特徴と紐付いた信頼性の高い感性情報を集積し、解析することが必要となる。従来的な手法で

は、研究者が必要とする感性情報に応じて実験をデザインし、統制環境下での主観評価実験によ

ってデータ収集を行ってきた。この手法は、信頼性を担保しつつ目的のデータを得ることが出来

るという点で優れている一方、人的・時間的なコストに制約がある。これらを回避する手法とし

て、クラウドソーシングやデータマイニング等が挙げられるが、いずれも信頼性を担保する技術

が課題となっている。本課題では、スマートフォンに代表されるモバイルデバイスに着目し、こ

れらを用いて一般ユーザが自身の善意や知的好奇心に基づいて感性情報の収集に参与可能なプラ

ットフォーム、つまり感性工学のシチズン・サイエンス（市民科学）的展開を構想し、その実現

可能性に関する調査研究を行った。実現可能性を検証し、研究としての課題点などを洗い出すた

め、モバイル顕微鏡の研究・開発を行う企業とディスカッションを行った。これにより、モバイ

ル顕微鏡を用いることで、物体表面の物理特徴量を測定できる可能性が高いことが明らかとなっ

た。また、そのようなデバイスとソフトウェアを組み合わせて供給することで、シチズン・サイ

エンスとして広く普及できる可能性があり、連携研究として展開可能であることが明らかとなっ

た。 

 

H30WD34 連携研究テーマ「人工生体組織の 3D プリンティングに対する AI 活用についての調査」 

本調査の目的は AIを活用することで、分子レベルから自由に臓器などの生体組織を設計可能な

人工生体組織 3D プリンタを構築する可能性について調査を行うことである。課題代表者吉田はこ

れまでにも分子レベルから人工細胞を創る研究を進めているが、単細胞を作るだけでも難しいた

め、それらを 3Dプリンティングでつなげて生体組織を構築するのはさらに難しい挑戦である。そ

こで、まずはリポソームや人工的に重合するモデル生体高分子を組み合わせた、ソフト材料を用

いたリポソーム/ゲル混合系 3D プリンタの開発を行うことが重要であると考えられる。そこで、

リポソームやそれに似た構造を持つ油中水滴エマルションからなる人工細胞の調製方法やその人

工細胞を並べる技術に関して、文献調査を行った。その結果、リポソーム製造装置を 3Dゲルプリ

ンタと組み合わせることで、リポソーム/ゲル混合系の造形を実現する装置はこれまでにはなく、

最終的な目標である人工臓器などを作製する装置に関しては、培養細胞を用いたバイオプリンテ

ィングが報告されているが合成された分子を用いた人工細胞による報告はいまだにないことがわ

かった。それに加えて、造形物の物性測定装置を組み込み、制御系にフィードバックさせる機構

を取り込んだものはこれまでに報告されていないことがわかった。細胞モデルを用いた研究は、

Science や Nature Communication のような高いインパクトファクターを有する国際誌に掲載され

ていることから、人工生体組織造形 3D プリンタを実現するための第一歩としてのリポソーム/ゲ

ル造形 3Dプリンタの構築も、かなり挑戦的な目標であることがわかった。 

制御系に関しては、有機合成をするロボットの制御に機械学習を用いた研究も 2018 年に報告さ

れていることから、近年、AI をロボットに活用する試みが多く、3D プリンタへの AI 導入も有効

である可能性が高いことがわかった。これまでに、例えば、Patrick らが 3D プリンタの最適経路

の探索のために強化学習を用いる試みが発表されている。しかし、ソフトマターを用いた造形装

置への応用例はなく、前述のようにソフトマターの場合のほうが形状を制御することが難しいこ

とからも、AIをより有効に活用できる可能性が高いといえよう。  
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2.2 人材の育成・人材循環整理表 

○人材の育成、人材循環整理表            ※大学等：大学・研究機関 単位：人 

（人材の育成等の状況） 合計(H25-R3) 

昇格 
同一機関 12 

他機関 3 

定年制の取得 
同一機関 1 

他機関 11 

 

（出向・クロスアポイントメント等の人事交流状況） 合計(H25-R3) 

大学等→大学等 11 

大学等→企業 0 

企業→大学等 0 

※転籍出向や兼業は含みません。 

 

（転籍等の人材流動の状況） 合計(H25-R3) 

大学等→大学等 5 

大学等→企業 0 

企業→大学等 4 

 

（外国機関との滞在型研究交流の状況） 合計(H25-R3) 

短期 
派遣 3 

受入 0 

2 ヶ月以上 
派遣 1 

受入 0 

 

その他 

 企業との兼業：4名 

 起業、第二創業（除く学生ベンチャー）：4名 

 

 


