
 
 

修士論文 2015年（平成 27年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大型スケール 3Dプリンタ”ArchiFAB”の開発と 
周期極小曲面”Gyroid”形状に基づいた軽量構造体への応用 

 
Development of Large scale 3D Printer “ArchiFAB” and 

Application for 3D Printing Lightweight Structures  
based on “Gyroid” shape 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 
安井智宏 

  



 

 2 

 
 
修士論文 2015年度（平成 27年度） 
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論文要旨 

	 近年，3Dプリンタ技術を様々な分野へ応用する動きが見られ，建築分野への応用も
その一つとして挙げられる．しかし，今日の 3Dプリンタ技術を建築分野へ応用するた
めには，造形可能サイズや材料コスト，造形時間など，多くの制約が存在する． 

	 3Dプリンタの優れた特徴の一つは，三次元データ通りに物体を造形することができ
る点である．そして，その適用範囲は造形物の外形だけでなく，造形内部にも当然可能

である．即ち，従来の三次元造形手法には実現不可能な，複雑な内部充填形状を有する

造形物も作製することができる． 
	 そして，本概念を応用すると，造形デザイン面のみでなく，素材特性を超えた新しい

物理特性を実現することができる．具体的には，構造体内部を充填する形状と，造形に

使用する材料の特性を有効に組み合わせることで，より軽く，より強固な物理特性を実

現することも可能となる． 
	 本研究では，企業との共同研究による大型スケール 3Dプリンタの開発，そして建築

分野へ 3Dプリンタを応用する際に課題となる 3Dプリンタ自体の問題を解決するため
の改良を行う．そして，軽量構造体として応用可能な形状の一つである周期極小曲面を

大型 3Dプリンタにより造形し，本形状が有する力学的特性を，複数の構造実験により

立証する． 後に，本研究により実現する軽量構造体に基づき，建築分野への応用を前

提とした建築構造体としての提案を行う． 
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Abstract of Master’s Thesis Academic Year 2015 
 

Development of Large scale 3D Printer “ArchiFAB” and 
Application for 3D Printing Lightweight Structures 

based on “Gyroid” shape 
 
Summary 

     In recent years, 3D Printing technology is practically applied in various fields, 
and one of it is the architecture field. However, there are some restrictions, for 
example, the size of the model, the time it takes to mold, the cost of the material and 

so on. 
     One of the greatest features of 3D Printing technology is that it can be exactly 
shaped from the three-dimensional data. This goes to the outline of the objects and 

also to inner shape as well. The complex inner structures which are impossible to be 
made by conventional methods can be also shaped by this. 
     By applying this context, not only the design surface of the model, but also the 

new physics characteristics beyond the material characteristics can be put into 
practice. For instance, we can make a stronger and lighter structure by effectively 
combining the character of the inner shape and the material.  

     In this research, we developed a Large scale 3D Printer allowing the machine 
to create that have the scale of an architecture. Also we improved the 3D Printer 
extruder to solve the problems which described preciously. Molding the periodic 

minimal surfaces, which is one of the lightest weighted structures, and 
substantiating the dynamic property by structural experiment would be one thing 
we do in the research. Finally, we propose a lightweight structure that assumes the 

application to the architectural field. 
 
Keywords 

1. Digital Fabrication, 2. Large scale 3D Printer, 3. Lightweight Structure,  
4. Geometry, 5. Module 
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1.1 メガスケール・ファブリケーション  
	 コンピュータに接続した工作機械を用いて，デジタルデータをもとに造形を行うもの

づくり手法を「デジタルファブリケーション」と呼ぶ． 
	 そして，デジタルファブリケーション分野の中で，Fig.1に示すような「メガスケー
ル・ファブリケーション」という分野の研究・開発も活発に行われている[1][2]．メガス

ケールの代表である建築分野への応用はそれに当てはまり，家一軒を一日で出力可能な

サイズと造形速度を有する建築用 3Dプリンタも現れ始めている． 
	 また，建築分野では，設計段階において，既に三次元データを作成しており，他の応

用分野に比べ，そのまま 3Dプリンタ技術を応用しやすく，コスト削減などの利点も多
いことが特徴として挙げられる． 

 

Fig.1 メガスケール・ファブリケーション[3][4] 

 
1.1.1 建築分野への 3Dプリンタ技術の活用 

	 近年，3Dプリンタ技術が広まったことから，建築分野でも大きな技術進歩を確認す
ることが期待できる．本実例の一つとしては，スペインの建築家であるアントニオ・ガ

ウディ氏が設計した「サグラダ・ファミリア」（Fig.2）が挙げられる． 

	 完成までに当初 300年はかかると言われていたサグラダ・ファミリアであるが，デジ
タル技術の発達により，工期が約 150年短縮され，2026年に完成する予定であること
が発表されている．本工期短縮の背景には，3Dプリンタだけでなく，CNC切削加工機

等のデジタルマシン技術が含まれている．Fig.3に示す地下に存在する工房にて，従来
職人の手で一つ一つ再現をしていた模型群を，作成した三次元デジタルデータを基に 3D
プリンタで試作している． 
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	 	 	 	 Fig.2 サグラダ・ファミリア   	 	 Fig.3 サグラダ・ファミリアの地下工房 

 
1.1.2 建築用 3Dプリンタ 
	 建築を設計する際に作成する模型など，“試作”を行うための 3Dプリンタの活用方法

例は 1.1.1項で述べた．一方で，建築躯体そのものを 3Dプリンタで造形する事例も今
日存在する．その代表が，Fig.4に示す，南カルフォルニア大学で開発されている Contor 
Crafting[5]や，イタリアで開発が進められている D-shape[6]等である． 

	 これらの建築用 3Dプリンタは，造形手法や使用する素材は様々である．しかし，造
形可能サイズに関しては，デスクトップ型とは比較にならない，巨大な造形範囲を共通

して有している．例えば，D-shapeは 大で 5[m]角の造形物を一度に造形可能である． 

 

Fig.4 建築用 3Dプリンタ例（左から「Contor Crafting」，「D-shape」） 

 
	 また，D-shapeに関しては，イギリスの建築家であるノーマン・フォスター氏が代表
を務める「フォスター&パートナーズ」という建築設計事務所との共同により，月面で
の居住空間を作成するためのツールとしての開発も現在進んでいる．本プロジェクトで

は，建築資材として，月の砂「レゴリス」を利用するため，地球からの運搬物を圧倒的

に減らすことができる．もし本開発が実現すれば，月面居住の実現可能性が高くなるこ

とが期待されている． 
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1.1.3 他の関連事例 

	 1.1.2項で述べた，建築躯体を一度に出力可能な巨大な 3Dプリンタではないが，3D
プリンタを建築へ応用する事例は他にも存在する．その例の一部を Fig.5に示す． 
	 これらの例は，大型の出力ではないが，セラミックスなど在来工法でも使用されてい

た材料を用いて，自由曲面を有したレンガを作成するもの，位相 適化に基づいた形状

をダイレクトに 3Dプリンタで造形している例である．  
	 これらの例は 3Dプリンタの造形力を生かした提案であり，位相 適化に基づく造形

は， 小限の材料で理想的な構造体を製作できる．また，素材は同じでも，形状がユニ

ークであり，在来工法には実現が難しいものを実現している．また，3Dプリンタと同
じ造形手法を，ロボットアームにより実現した例などであり，出力範囲等の制約に依存

していない． 

Fig.5 関連事例（左から「Building Byte[7]」，「3D printing premiere[8]」，「MX-3D[9]」） 

 
	 以上のことから，三次元設計データの活用等も含め，今後建築分野へ 3Dプリンタを
筆頭とするデジタルファブリケーション技術が浸透してくことが予想される．そして，

今日の建築分野に存在する様々な問題が解決されることや，新たな建築の姿が提案され

ていくことが期待されている． 

 
1.2 問題定義  

	 1.1節で述べた通り，3Dプリンタを建築分野へ応用する試みは，今日世界中で行われ
ている．しかし，他分野も含め，「3D プリンタでどのような新しい提案が可能なのか」
という問いに答えられているものはまだ少ないように感じる． 

	 1.1.2項で述べた建築用 3Dプリンタは，「ボタン一つで造形が完了する」という，3D
プリンタ技術の たる特徴を，そのまま建築躯体の生産へ応用している．また，構造的

観点では依然として課題が残る．Fig.4に示す Countor Craftingは，既存の工法を真似

ることで，構造的制約を補おうとしているが，素材を積層することで造形する本工法は，
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どうしても既存の工法に劣る．また実際に，D-shapeの開発者である Enrico Dini氏は
「砂を 70%含む標準的な材料の圧縮強度は約 150 [kgf/cm2]と，建築物の構造材には不十

分でだった．そのため，強度の基準がない彫刻や家具などを制作している．」と語ってい

る．このように，3D プリンタ技術とその造形物の構造的側面の間には，また解決すべ
き課題が多く存在する． 

	 一方，1.1節で述べたように，3Dプリンタの優れた特徴の一つは，作成した三次元の
デジタルデータをそのまま物体として造形できる点である．そして，その応用範囲は造

形物の外形だけでなく，造形内部にも当然可能である．すなわち，従来の三次元造形手

法には実現不可能な，複雑な内部充填形状を有する造形物も，3D プリンタ技術を用い
ることにより造形可能となる．そして，本概念を応用すると，造形デザイン面のみでな

く，素材特性を超えた新しい物理特性を実現することができる．例えば，Fig.7に示す，

在来工法を遥かに凌駕する構造特性を実現した例も存在する． 

 Fig.6 Digital Composite[10]	 Fig.7 人骨の内部構造を模したフラクタル構造体[11] 

 
1.3 本研究の目的  
	 本研究では，まず建築分野へ 3Dプリンタ技術を応用する際に影響力のある 3Dプリ
ンタ自体の問題を解決する．具体的には，3Dプリンタの「造形可能サイズの拡張」，「使

用材料コストの削減」，「造形時間の短縮」である．加えて，3Dプリンタが有する豊か
な造形能力を生かし，素材特性と造形形状が組み合わさることにより，より軽く，より

強固な物理特性を実現する． 

	 また，建築分野では，軽量構造体を目指す動きは比較的古くから存在する．造形物の

大きい建築分野では，軽量になることで環境性能や運搬性能など，多くの利点が生じる．

しかし，在来の軽量構造体は Fig.8に示すような，人の手で組み立てることが可能とい

うスケールに依存している．即ち，造形可能な形状には，組み立て手法に依存した臨界

点が存在する．そのため，より軽く，強固な構造体を実現するためには，新たな軽量な

特性を有する素材の誕生を待つしかなかった．しかし，3Dプリンタ技術を適用すると，
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人の手で組み立てるなどという制約を受けることはない．  

         Fig.8 従来の軽量構造体例        Fig.9 建築解体により生じる大量廃棄物 

 
	 また，地震大国日本では，軽量構造体は大きな利益を生じさせる．なぜなら，軽量構

造体になるほど，建築躯体自体の重さである「固定荷重」が小さくなる．これは結果と

して，地震時に建築躯体にかかる負荷である慣性力を減少することができ，地震による

建築の崩壊を軽減することが期待できる．  
	 理想的な軽量構造体を実現するために，ここでは“Gyroid”と呼ばれる周期極小曲面を

造形形状に選出する．材料は，PLA（polycide）樹脂という，安価で手に入り，射出造
形に適した素材を用いる．この形状と素材の二つを組み合わせることにより，デジタル

ファブリケーション技術による，建築分野へ応用を視野に入れた，新たな軽量構造体の

実現を本研究の目的とする． 

 
1.4 本論の構成  

	 本論の構成は，以下のようになっている． 
	 第 1章では，本研究の背景および，目的に関して述べた． 
	 第 2章では，本研究の方法および，研究環境の構築，それに伴う新たな 3Dプリンタ

技術の開発に関して述べる． 
	 第 3章では，3Dプリンタ技術により造形可能になった内部充填形状を有する幾何学
形状，および，軽量構造体への応用可能な Gyroid形状に関して述べる． 

	 第 4章では，Gyroid形状の基本的な力学的特性を立証するために行った複数の圧縮実
験の概要とその結果に関して述べる． 
	 第 5章では，3Dプリンタの造形可能範囲内で造形したモジュール同士の連結を含ん

だモデルの構造実験の内容とその結果に関して述べる． 
	 第 6章では，本研究の結論を述べる． 
	 第 7章では，本研究の今後の展望を述べる．  
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2. 研究方法 
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2.1 大型スケール 3D プリンタ”ArchiFAB” 
	 本節では，大型スケール 3Dプリンタ”ArchiFAB”の基本的な情報に関して述べる．ま

た，本大型 3Dプリンタの使用方法等の基本的な情報は付録.1に示す． 

 
2.1.1 ArchiFAB の共同開発  

	 今日の建築分野では，Fig.10に示す BIM（Building Information Modeling）の導入
など，設計段階で三次元デジタルデータが豊富に存在する．それにも関わらず，その三

次元データを二次元の図面にし，それを施工現場で再び三次元化するという，非常に非

効率な施工手法に今日も依存したままいる． 

Fig.10 Building Information Modeling[12] 
 
	 さらに，近年日本では職人不足による建設費の高騰という社会的問題も発生している．

実際に，2020年に開催予定の東京オリンピックのために建て替えられる新国立競技場の
デザインコンペティションでは，「脱構築主義」を代表する建築家の一人であるザハ・ハ

ディド氏の設計案が選定された後，建設費用の大幅な高騰により，本設計案が実現する

ことはなかった．また，Table.1 に示すように，職人の高齢化が進んでいる．職人を育
てるためには， 低でも 10 年程度の修行期間が必要となるため，今後職人不足が深刻

化することは容易に予想することができる． 
	 今後，コンピュテーショナルなモデリング技術が発展すれば，より複雑な曲面を有す

る建築デザイン提案が増えることが予想される．すなわち，それは「建築業界全体の職

人不足により建築施工が実施できない」という問題に未来直面することを意味する． 
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Table.1 建設労働需給調査結果（平成 27年 11月）[13] 

 今月過不足率 前月過不足率 対前月増減 前年同月過不足率 対前年増減 

型枠工（土木） 1.5 0.9 % 0.6 1.9 % 0.4 

型枠工（建築） 0.5 0.9 % 0.4 1.9 % 1.4 

左官 0.2 0.1 % 0.3 1.8 % 1.6 

とび工 1.3 1.6 % 0.3 3.9 % 2.6 

鉄筋工（土木） 0.7 1.2 % 0.5 1.0 % 0.3 

鉄筋工（建築） 0.7 0.2 % 0.9 0.1 % 0.8 

6職種計 0.5 0.8 % 0.3 2.1 % 1.6 

 
	 Fig.11 に示す，本研究で開発・改良を行った大型スケール 3D プリンタ“ArchiFAB”

は，2014年 4月より，株式会社 竹中工務店 技術研究所との共同研究から生まれた．開
発の目的となったのは，設計段階で存在する三次元データの活用，そして，建築現場で

の職人不足を補うための建築型枠生成へ応用するためのものである．実際に 3D プリン

タを用いた新たな型枠工法として，既に特許も認定されている．  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
	       Fig.11 ArchiFAB            Fig.12 3Dプリンタによる樹脂型枠工法[14] 

 
2.1.2 ArchiFAB に関する基本データ  
	 ArchiFABの基本設計は，竹中工務店の松岡康友研究員を中心に行われ，実際の製作
は 2014年 4月から同年 9月の約 5ヶ月間で完了した．ArchiFABを構成する主な部材

を Table.2に示す． 

 
Table.2 ArchiFAB構成部材一覧 

項目 数量 

アルミフレーム（HFS8-4040-1650） 6 
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アルミフレーム（HFS8-4040-2200） 3 

アルミフレーム（HFS8-4080-2200） 3 

直角ブラケット（HBKUS8-SET） 24 

フリーアングルブラケット（HBLTBA40-SET1） 12 

薄型ブラケット（HBLSD8-SET） 6 

キャスタ（SQCM8） 6 

カーボン角パイプ（t0.92 40×40×1450）3本 6 

ベアリング（606zz） 36 

リニアシャフト（φ6 200） 6 

リニアシャフト（φ6 50） 12 

パイジョン PS209 12 

セットカラーSUS304（φ6） 24 

ナイロンワッシャ（M6 t=1) 12 

プリント部材 1 

SRCPFD CPラック（両端面・取付穴加工 SRCPFD5-2000） 3 

SSCP平歯車（SSCP5-25） 3 

ブラケット（HBLBL8-SET）サイコロ型 36 

スイッチング電源 24V 3.2A 75W 1 

スイッチング電源 12V 6.3A 75W 1 

ステッピングモータ（AR46MA-PS7-3）  3 

リニアガイド（C-SER30-1960） 3 

アルミ削り出し部品 3 

DCファン（60角） 3 

FAN用スペーサ 6 

ボルト（CBM5-18）100個単価 100 

ナット（PACK-HNTT8-5）100個パック 1 

小型基本スイッチ 4 

非常停止スイッチ 1 

制御基盤（Arduino Mega 2560 R3, RAMPS 1.4, A4988） 1 

金属接着剤（ジーナス GM-8300-44g） 1 

コンパネ材 1 

ボルト・ナット 1 

MDF板 1 

プリント部材 1 
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配線用ケーブル類 1 

 
	 ArchiFABは，樹脂を積層しながら三次元造形を行う熱溶解積層法「Fused Filament 
Fabrication」（以下，FFF式）という方式を採用している．本方式は，2009年に特許

が切れたために低価格化が進み，市場へも流通し始めている． 
	 また，ArchiFAB開発当初は，プリンタ躯体や駆動部は大型化に伴い一から設計を行
ったが，造形のための材料である樹脂を一度熱融解し，射出するための機構であるエク

ストルーダは，Reprap社が販売する「Bulldog Extruder[15]」を搭載した． 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.13 熱溶解積層方式 

 
	 また，ArchiFABの基本機構は「デルタ型」と呼ばれる機構を採用している．本機構

のメリットとして大きく二点存在する． 
	 まず，機構自体にに余裕があり，他の機能を後からでも付加することのできる点が挙

げられる．Fig. 14に示す，今日の 3Dプリンタの主流でもある「xyz型」は，後から機

能を付加するための空間の余白の部分が少ない．それに比べ，デルタ型は機構に余白を

残すため，後から機能を追加，機構の改良を行うことができる．本利点を活用し，実際

に射出部の改良を行ったことに関しては 2.2節で述べる． 

	 また，本機構が有する特徴として，機構が非常にシンプルであることから，分解，組

立に向いている点を挙げることができる．実際に，男手三人で約 40分〜1時間程度で分
解，組立が可能であることを確認している．また，躯体の重さは全体で約 470[kg]であ

り，分解すれば，各パーツが男手二人もあれば持ち運びが可能である． 
	 実際に，過去三箇所に ArchiFABを分解，運搬，組み立てを行い，Fig.15に示す，全
ての移動先で無事稼働させることができた．ArchiFABの分解・組立方法は付録.2に示

材料 

ホットエンド 

送り出し機構 

エクストルーダ 
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す． 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 14 「xyz型」と「デルタ型」 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fig.15 左から，明治大学 (COI-T)，東京ミッドタウン (ORF)，二子玉川 (XD展) 

 
2.1.3 ArchiFAB が有する特徴  
	 ArchiFABの造形可能範囲は， 大で直径 1300[mm]，高さ 510[mm]の円柱上の出力
範囲を有している．本造形範囲は，900[mm]角の建築柱を出力可能にするために設定し

ている．また，2.1.2項で述べたように，ArchiFABは基本機構としてデルタ型を採用し
ており，本機構のメリットは「機能付加が可能な余白部分が多い」，「プリンタ躯体の分

解，組立が容易」という二点である． 

	 また，ロッドアームの上下駆動部の機構の特徴として，通常のデルタ型 3Dプリンタ
ではあまり見られない，「ラック・アンド・オピニオン機構」（Fig.16）を採用している．
ラック・アンド・オピニオン機構とは，歯車の一種であり，回転力を直線の動きに変換

するために用いられる．典型的な使用例としては，自動車の舵取り部分にあたる「ステ

アリング機構」が挙げられる． 
	 本機構の採用理由は、高さ方向への躯体の拡張性を保持するためである．ArchiFAB
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は，設置場所であるソーシャルファブリケーションラボ横浜拠点 NU関内ビルの天井高
さ（約 2.4ｍ）に合わせて設計されている．結果として，躯体が 2.3[m]と大型であるが，

射出部を搭載するためのロッドアームの長さの関係から，出力範囲の高さ方向の限界は

510[mm]と低い設計になっている． 
	 しかし，本制約に関しては，ラック・アンド・オピニオン機構を物理的に延長すれば

解決することができる．つまり，理論上では，設置場所の制約がなければ，高さ方向に

躯体を拡張し，3Dプリンタ造形可能範囲を広げることは可能である．また，通常デル
タ型 3Dプリンタの駆動機構でよく用いられる「ベルト・アンド・プーリー機構」は，

高さ方向への大幅な拡張，もしくは支える部分の重量が増加した場合，ベルトのたわみ

が生じ，位置決め誤差を生みやすい．一方，ラック・アンド・オピニオン機構を用いる

場合，ギアが噛み合っているため，高さ方向へ拡張した場合に誤差が生まれにくい機構

である． 
	 さらに，デルタ型機構は躯体自体が三角柱であるため，本特徴を活かすと，平面方向

への造形範囲の拡張も理論的には可能である．具体的には，Fig.17に示すように，

ArchiFABの台数を増やし，連結することで，Fig.5に示す建築用 3Dプリンタにも匹敵
する平面方向への造形可能範囲の拡張も可能である． 

  Fig.16 ラック・アンド・オピニオン機構[16]  Fig.17 平面方向への拡張システム図 

 
2.2 射出部の改良  

	 ArchiFABは躯体完成後，射出部の改良を行っている．本節では，射出部の改良の詳
しい内容に関して述べる． 

 
2.2.1 改良の目的  
	 今日の 3Dプリンタ技術は，まだ多くの課題を抱えている．そして，本技術を建築分
野へ応用する場合，特に問題となるのが「造形可能サイズ」，「材料コスト」，「出力時間」
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の三点である．一点目の造形可能サイズに関しては，ArchiFABの開発により解決され
る．しかし，残りの二点に関して，依然として課題のままである．そこで，残りの二点

の課題解決を目的に，射出部の改良へ取り組むこととなった． 
	 具体的な内容としては，フィラメントを生成する前の原料である「ペレット」と呼ば

れる米粒状の材料から直接出力することを可能にするための改良を行った． 

Fig.18 フィラメント（左）とペレット（右） 

 
2.2.2 射出部の基本データ  

	 本改良は，フィラメント製造機「Extrusionbot[17]」（現在は製造中止）というフィラ
メント製造機を改造し，ArchiFAB の射出部分へ取り付けることにより行った．本改良
に関しては，基本設計と組み立ての完了から約 3ヶ月後にあたる，2014年 12月に着手

し，翌年 2015年 2月に完了した． 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
         Fig.19 ExtrutionBot	 	         Fig.20 Pellet System 

 
	 また，射出部の変更に伴い，ArchiFABの Firmware（Marlin）上の PID値やモータ
の回転数を再設定した．PID制御とは，制御工学におけるフィードバック制御の一種で

ある．入力値の制御を出録値と目標値との差分（Proportional），積分（Integral），お

モータ 

材料供給口 
送り出し機構 

ホットエンド 
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よび微分（Differential）の三つの係数を適切に定めることによって制御を行う[18]． 
	 3D プリンタを含めた NC マシンは「G-code」と呼ばれる機械言語で，軸の移動や座

標系の設定などを処理する．本機械言語の中には，射出部の 適な PID値を値として返
す「M303」というコマンドが用意されており，ここではそれを利用し，PID 値を再設
定した． 

 
	  
 

 
 
 

 
Fig.21 PID制御システム（u:目標値，e:偏差値，y:制御量，t:時間） 

 
2.2.3 射出部改良前後での比較  
	 本節で述べた改良により，3Dプリンタを建築分野へ応用する際に問題となる「材料
コスト」と「造形時間」を解決した． 

	 まず，市販のフィラメントを使用する場合，市場に出回っているフィラメントはまだ

高価なものが多い．それに加え，小規模な造形ではわずかな材料費の差であっても，大

型のものを出力する場合，その差が持つ影響力は無視できないものになる．そこで，ペ

レットから直接出力を行えるよう改良を行ったことで，材料コストをフィラメントに比

べ，1/5〜1/7程度削減することができる． 
	 また，射出部のノズル部分の改良も行った．従来のフィラメントの 0.3〜0.5[mm]程度

であるが，これは，市販されているエクストルーダのホットエンドで融解することがで

きる性能に制約されている．一方，ペレットから直接出力することで，材料の送り出し

速度も合わせて向上することができる．結果として射出ノズルを 3[mm]まで大きくした

ことで，出力速度も大幅に改善した． 
	 それらの機構変更前後の比較をまとめたものを Table.3に示す． 
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Table.3 射出部機構変更前後の比較（2015年 1月時点） 

材料 Filament Pellet 

価格 3000〜5000 [円/kg] 700 [円/kg] 

造形速度 7〜8 [mm/s] 10〜13 [mm/s] 

射出ノズル径 0.5 [mm] 3.0 [mm] 

積層高さ 0.3 [mm] 1.0 [mm] 

 
	 また，本改良は，大型の造形物を造形する際に，市販のエクストルーダを使用した場

合に直面する問題も解決することができる．通常 3Dプリンタの使用材料として用いる

フィラメントのほとんどは，1[kg]という単位で販売されている．本材料量は，デスクト
ップ型の 3Dプリンタで造形をする場合にはあまり問題にならない．しかし，より大型
の造形を想定した場合，造形の途中で材料が途切れてしまうというエラーに直面する．  

	 一方で，本改良により実現したペレットから直接出力する機構では，材料を継ぎ足し

続けることで，上記のような制約は受けないという利点がある． 
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3. 周期極小曲面  ”Gyroid” 
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3.1 3D プリンタにより造形可能になった内部充填形状  
	 本節では，3Dプリンタにより造形可能になった内部充填形状を有する幾何学形状に

関して述べる． 

 
3.1.1 3D プリンタによる幾何学形状の造形について  

	 Fig.22に示すように，在来工法では実現が難しかった幾何学形状を，3Dプリンタに
より造形した例は既に存在する．しかし，これらの例はいずれもアクセサリーなどの小

物や，大型でも家具スケールへ応用例である．また，造形デザイン面に重点を置いてお

り，造形形状により造形物の物理特性をコントロールする試みのものは見られない． 

Fig.22 3Dプリンタによる幾何学造形例[19] 

 
	 実際に，ArchiFABにより造形した幾何学形状を Fig.23に示す．ArchiFABの開発に

より，在来工法では実現が難しかった幾何学形状を大型でも迅速に造形することができ

るようになった．ただし，造形速度を向上させるために射出部ノズル径を 3 [mm]径と大
きくしたことから，細かな造形には適さない． 

 

Fig.23 左から「Octet truss」，「Truncated octahedron」，「Double Gyroid」 

 
3.1.2 周期的極小曲面  

	 極小曲面とは，与えられた境界条件に対し面積を極小・ 小にするような曲面を総称

したものである．具体例としては，カテノイド(懸垂面)やヘリコイド(常螺旋面)が挙げら
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れる．また，自然界にも多く見られる幾何学形状であり，針金の枠に張ったシャボン膜

は表面張力がはたらくことにより極小曲面をなすことも知られている． 

	 また，極小曲面はさらに周期的な特性を有するものに細分化することができる．本理

論を発見したのは，ドイツの数学者であるKarl Hermann Amandus Schwarz氏である．
彼による周期的極小曲面の定義は，「自分自身と交わらずに無限に拡張できる極小曲面」

となっている．本定義により，周期的極小曲面には Fig.24に示す複数の種類が存在する． 

Fig.24 周期極小曲面[20] 
（左より，Schwarz P ("Primitive")，Schwarz G ("Gyroid")，Schwarz D ("Diamond")） 

 
	 本周期的極小曲面に注目し，実際に具現化したのは，当時米航空宇宙局（NASA）の
物理学者であった Alan H. Schoen氏である．彼は，超軽量で，極めて丈夫な素材の理

論的探索を行っていた際に極小曲面に行き着き，研究論文を 1970年に発表している[21]．  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig.25 Alan H. Schoen氏と Gyroid模型 

 
3.1.3 Gyroid について  
	 まず，3.1.2項で述べたとおり，Gyroidは三方向に無限に連結した三次元の周期極小

曲面である．Gyroidは三次元の空間群に属し(100)と(111)の方向に連結部(足)をもって
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おり，三本の足は互いに 70.53°の角度を成している．そして，この足が回旋している
(gyrating)ようにみえることから"Gyroid"という名前がついた．Gyroid形状は，三角関

数を用いて，近似的に式(1)のように示すことができる． 

 
sin (x) cos (y) + sin (y) cos (z) + sin (z) cos (x) = 0               (1) 

 
	 近年の研究では，Gyroid 形状は，ダイヤモンド構造 K4と非常に近似しているという

結果も報告されている[22]．また，Fig.26 に示すような，蝶の翅や棘皮動物の骨格など

の，軽くて強い必要のある箇所の内部構造によく見られる形状でもある[23]．ただし，
本形状の造形オーダーは 10-9というナノスケールである． 

Fig.26 自然界に見られる Gyroidに近似した内部構造[24] 

 
	 以上のことから，理論的に軽量構造体の実現可能性を有する Gyroid形状を，建築スケ

ールの構造体内部に充填する形状に用いることで，より軽く，より強固な軽量構造体を

実現することができると仮定し，本研究で造形物の内部充填形状として選出している． 

 

3.2 Parametric Gyroid 
	 本節では，造形をパラメトリックに変化可能なモデリング手法に関して述べる． 

 
3.2.1 Grasshopper[25]によるモデリング手法  
	 3.1.3項で述べたように，周期極小曲面 Gyroid形状は，自然界の中で軽く強度を有す
る必要のある箇所のミクロな内部充填形状にもよく見らえる幾何学形状である．また，

Gyroid形状は周期性があるため，基本形状が均一的に無限に広がっている． 
	 Gyroid形状のモデリングは，式(1)に基づき，Fig.27に示す Grasshopperを用いて行
う．Grasshopperは CADソフトウェアである Rhinocerousのプラグインであり，コン

ピュテーショナルデザインによく用いられるものの一つである．また，数式に基づいた

モデリングが得意であり，Gyroidのような複雑だが，幾何学形状に基づいた一定の法則
性のある造形をモデリングする際には，非常に親和性が高い． 
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Fig.27 Grasshopperによるモデリング例 

 

3.2.2 Parametric Shapes 
	 デジタル技術を用いらなくとも，幾何学に基づいた形状を建築デザインへ応用する例

は既に存在する．その一部を Fig.28に示す．本造形手法では，型枠を製作し，一つ一つ

をモールディングして製作するため，膨大な製作時間が必要となる．また，基本的には

一つの型から製作するため，造形デザインは単一形状の繰り返しに留まる．また，本造

形手法はデザイン面に特化したものであり，製作物が構造体として成り立っている訳で

はない．そのため，建築の躯体そのものは別途必要になる． 

Fig.28 Erwin Hauer[26]による作品例 

 
	 一方で，3Dプリンタにより造形した Gyroid形状は，構造体として成り立つ可能性を

有する．さらには，造形デザイン面でも，コンピュテーショナルなモデリングを行うこ

とで，単一形状だけでなく，Parametricな造形が可能である．結果として，従来の製造
方法では実現が難しかった数のバリエーションを作り出すことも可能である． 

	 3.2.1項で述べたモデリング手法により，Gyroid形状を基本形状としてモデリングを
行った例を Fig.29, Fig.30, Fig.31に示す．Fig.29は回転操作を，Fig.30は式(1)の初項
に係数を掛け合わせることで粗密の操作を，Fig.31は形状三角関数等の数式に基づいて，

形状を直接変化させている．  
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Fig.29 回転操作（左から，15°, 30°, 45°回転させたもの） 

 
 
 

 
 
Fig.30 変数操作（左から，初項係数 2, 3, 4を式(1)の初項にかけたもの） 

 
 
 

 
 

Fig.31 形状操作 

（左から，Sine, Square Root, Parabolaという数式に基づき，形状を変化させたもの） 

 
	 Fig.29, Fig.30, Fig.31に示すように，モデリング時に手を加えることで，様々な数の

Parametric Gyroidを実現することができる．ただし，均一的な形状均一的な形状から
変わることで，力学的特性は局所的に応力がかかってしまう可能性があり，こちらは別

途検討する必要性がある． 

 
3.3 本研究における新たな軽量構造体への展望  
	 複雑な内部充填形状を有するが故，従来の製造方式では造形することが難しかった

Gyroid形状であるが，3Dプリンタ技術により，容易に具現化することが可能になった．
さらに，ArchiFABの開発，射出部の改良により， 大で，直径 1,300[mm]，高さ 510[mm]
の円柱に収まる建材モジュールサイズの造形を，低価格で，かつ迅速に行うことが可能

になった． 
	 また一方で，積層することで三次元造形を行う FFF式 3Dプリンタは，造形物の形状
との向き不向きが存在する．具体的には，積層をするために一層前の層に次の層が半分

以上乗ることが条件である．つまり，45度以上の勾配を有する造形物を造形することは
難しい． 
	 本欠点を解決する場合，通常 Fig.32に示す「サポート材」という解決策を用いる．し
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かし，フィラメントから大型の造形物を造形するのが適していないことと同様に，造形

物が大型化すると，それに付随してサポート材の量も増える．そのため，建築へ FFF

式 3Dプリンタを応用する場合，サポート材が生じにくい造形形状であることが望まし
い． 

  
	              Fig.32 サポート材     	            Fig. 33 Single Gyroid surface 

 
	 Gyroid形状は直線でも平面対称性もなく，水平方向のパスというものが他の幾何学形
状に比べて圧倒的に割合が少ない．そのため，FFF式 3Dプリンタとの相性がよく，サ
ポート材なしでも理想的なモデルを造形することが可能になる利点を挙げられる． 
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4. 構造実験 Ⅰ 
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4.1 3D Printing infill 形状と Gyroid 形状による比較構造実験  
	 本節では，Gyroid形状の基本的な力学的特性を検証するために，通常 3Dプリントす

る際に生成される内部充填形状（Infill形状）との比較実験を行う． 

 
4.1.1 実験概要   

	 通常，3D プリンタで三次元造形を行う場合，G-code 生成用ソフトウェアに予め用意
された，幾つかの内部充填パターンから選ぶことになる．これを「Infill」と呼ぶ．Infill
の種類は使用するソフトウェアにもよるが，ほとんどのソフトウェアに実装されている

Infill形状は，Fig.34に示す「Linear」，「Grid」，「Honeycomb」である． 
	 そこで，本項では Gridと Honeycombと Gyroid形状の力学的特性を比較するための
圧縮実験を行う．  

 
 

 

 
 
 

 
Fig.34 通常 3Dプリンタで造形される Infill形状（左から Linear, Grid, Honeycomb） 

 
	 実験内容は，Fig.35に示す， 大で 250[kg]の圧縮荷重を試験
体に与えることのできる実験機で試験体を圧縮し，その変形変位

を観測する．また，3D プリンタ独特の力学的特性を調べるため

に，圧縮荷重をかける方向は，プリント積層方向に水平と垂直の

両方を行う．試験体の作成には，株式会社 ムトーエンジニアリ
ング[27]のデスクトップ型 FFF 式 3D プリンタ「M1100」を使

用し，使用材料は SainSmart[28]の 3 [mm]径のフィラメント（自
然色）である．試験体情報を Table.4に示す． 

 

 
 	  Fig.35 実験機器   
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Table.4 試験体情報 

内部充填形状 Grid Honeycomb Gyroid 

 
 
試験体外観 

 

 

 

 

 

材料 3.0 [mm]径 filament (SainSmart) 

体積 125 [cm3] (5 [cm] height × 5 [cm] width × 5[cm] depth) 

重量 29 [g] 

密度 0.232 [g/cm3] 

造形時間 3 hours 3 hours 6 minutes 2 hours 41 minutes 

 
	 また，力学的観点とは異なるが，大変興味深いことに，Grid，Honeycomb に比べ，
一見 も複雑な形状のように見える Gyroid 形状の造形時間が も短くなるという結果

になった． 

 
4.1.2 実験結果  

	 実験データを Table.5，Fig.36 に示す．本実験結果より，一般的に 3D プリンタの内
部充填形状に用いられる Infill 形状は，積層方向に対して垂直の強度は十分に担保され
ているが，水平の強度は Grid，Honeycomb共に垂直方向における圧縮強度を下回る結

果となった． 

 
Table.5 大荷重値 

内部充填形状 Grid Honeycomb Gyroid 

Vertical 2,196 [N] 2,623 [N] (overload) 2,770 [N] (overload) 

Horizon 1,374 [N] 2,005 [N] 2,533 [N] (overload) 
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Fig.36 4.1.1項の実験データ 

 
4.1.3 考察  

   4.1.2項の実験結果より，Gyroid形状に 3Dプリンタによる造形で特有の，積層方向
に対する力学的特性の優劣がないことを確認した．建築へ応用することを想定した場合，

造形物にかかる負荷は，圧縮力/引張力/せん断力/曲げなど，あらゆる方向のものが発生

する．通常，3Dプリンタで造形される Infill形状は，それらの方向の異なる力に対応す
ることには適していない，一方で，Gyroid 形状は通常 3Dプリンタで造形される Infill
形状に比べ，異方性の少ない力学特性を有している． 

 
4.2 Gyroid モジュールでの積層方向ごとの構造実験  
	 本節では，比較的大型の Gyroid 形状を有するモジュールの積層方向ごとによる特性

を検証するために実験を行う．  

 
4.2.1 実験概要  

	 本節の実験結果より，通常 3Dプリンタで用いられる Infill形状に比べ，方向性に依
存しない力学的特性を有していることがわかった．しかし，4.1節での試験体は小型で
あり，造形に用いた 3Dプリンタも ArchiFABを使用して作成したものではない．さら

に，Gyroid形状に関しては，実験機の 大荷重の関係から，試験体が破断するまで荷重

をかけていない．すなわち， 大でどの程度の圧縮力を担保可能であるかの検証は行え
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ていない． 
	 そこで，本項では Gyroid形状を有する 150[mm]角とい

う比較的大型のモジュールを ArchiFABにより生成し，積
層方向ごとによる力学的特性を検証するための圧縮実験

を行う． 

	 実験内容は，試験体をプリント積層方向に対して垂直方

向と水平方向にそれぞれ圧縮し，その変形変位を観測する．

二つの試験体は全く同じ出力条件であり，当然同じ密度を

有している．使用材料は UNITIKA[29]の PLA Pellet（自
然色）である．試験体情報を Table.6に示す．	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	               
	 また，実験機器は試験体のサイズに合わせ，Fig.37に示

す，より大型の載荷が可能な大型の実験機材に変更した．      Fig.37 実験器具  	 	  

 
Table.6 試験体情報 

周期的内部充填形状 Gyroid 

 

 
 

外観 

 
素材 PLA Pellet (UNITIKA) 

体積 3,375 [cm3] (15 [cm] height × 15 [cm] width × 15 [cm] 
depth) 

重量 806 [g] 

密度 0.239 [g/cm3] 

 
4.2.2 実験結果  
	 実験データを Table.7，Fig.38 に示す．本実験結果より，積層方向に対して垂直方向

は，水平方向に比べて，約 1.2倍の圧縮力を担保する結果となった． 
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Table.7 大圧縮荷重値と 大変形変位値 

積載荷重方向 水平方向 垂直方向 

大圧縮荷重値 63.89 [kN] 55.58 [kN] 

大変形変位値 9.261[mm] 6.368[mm] 

 

 
Fig.38 4.2.1項の実験データ 

 
4.2.3 考察  
	 本節の実験結果より，小型の試験体だけでなく，比較的大型の試験体でも Gyroid形

状は異方性の少ない構造特性を有していることがわかった．ただし，破断する方向が若

干異なっている．具体的には，プリント積層方向に対して水平の時は，応力の集中する

部分が破断した．一方で，垂直方向の場合，積層面に沿って裂けるように破断する結果

となった． 

 
4.3 周期的充填形状による比較構造実験  

	 本節では，異なる周期的内部充填形状を有する試験体により，より大型の比較圧縮実

験を行う． 
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4.3.1 実験概要  
	 4.1節，4.2節の実験結果より，Gyroid形状が，通常 3Dプリンタによる造形で用いら

れる Infill形状に比べ，力の方向性に依存しない特性を有することが分かった．しかし，
Gyroid形状以外にも，Fig.23に示した Octet trussや Truncated octahedronなど，周
期的内部充填形状は存在する．すなわち，これらの内部充填形状も Gyroid 構造と同様

に積層方向に依存しない優位性を有することが考えられる． 
	 そこで本節では，Gyroid と同様に周期的内部充填形状を有する Octet truss 形状と
Gyroid形状の力学的特性を比較するための圧縮実験を行う．Octet truss形状は，アメ

リカの構造家である Richard Buckminster Fuller氏が提唱した構造体であり，三角ト
ラスを充填することで構成された，軽量で安定な構造体の代表である． 
	 実験内容は、積層方向に対して垂直に圧縮し，その変形変位を観測する．試験体は

ArchiFABにより造形し，使用材料は UNITIKAの PLA Pellet（自然色）である．試験
体情報を Table.7に示す．	  

 
Table.7 試験体情報 

周期的内部充填形状 Octet truss Gyroid 

 
 
 

外観 

  

素材 PLA Pellet (UNITIKA) 

体積 1,052 [cm3] 

重量 291 [g] 

密度 0.277 [g/cm3] 

造形時間 2 hours 8 minutes 1 hours 43 minutes 

 
	 また，4.2.1項で述べたことと同様に，本試験体に関しても，Octet truss形状に比べ， 

Gyroid形状の方が造形時間が短くなるという結果になった． 

 
4.3.2 実験結果  

	 実験データを Table.8，Fig.39に示す．本実験結果より，同じ密度を有する Octet truss
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形状に比べて Gyroid形状は約 1.48倍の圧縮力を担保する結果となった． 

 
Table.8 大圧縮荷重値と 大変形変位値 

周期的内部充填形状 Octet truss Gyroid 

大圧縮荷重値 13.66 [kN] 20.22 [kN] 

大変形変位値 5,688 [mm] 9.901 [mm] 

 

Fig.39 4.3.1項の実験データ 

 
4.3.3 考察  

  本節の実験結果より，同密度の周期的な内部充填形状を有する Octet truss 形状に比
べ，構造体と比べた場合にでも，Gyroid 形状が力学的優位性を有することを確認した． 
	 本実験結果の理由としては，3.3 節でも述べたように，FFF 式の 3D プリンタで生成

することのできるモデルに向き不向きがあることも関係していると考えられる．Octet 
truss形状のような，造形角度が 45度以上の部分が多く存在する形状は，在来工法には
適した構造体であるが，FFF式 3Dプリンタとの相性は悪い形状と言える． 

 
 
 
 
 



 

 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 構造実験 Ⅱ 
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5.1 モジュール間の連結手法の構築  
	 2.1.3項で述べたように，ArchiFABには造形可能範囲が存在する．造形可能なサイズ

は 大でも椅子などの家具スケールのものである．つまり，もしパビリオンスケールの

実験建築を構築する場合，構成部材を ArchiFABで造形可能なサイズにモジュール化し，
組み立てる工程が必要になる． 

	 第 4 章では，三つの構造実験を通じて，一体成型した Gyroid モジュールが優れた力
学的特性を有していることを立証した．しかし，実験建築を構築するためには，モジュ

ール間の接合強度を有するものでなければ，これらの構造実験はほとんど意味をなさな

い． 
	 Fig.40 に示す，今日の 3D プリンタによる大型造形物を例に挙げると，モジュール同
士の連結には，ボルトや凹凸ジョイントを用いるものが見られる．しかし，これらはあ

くまで仮設的に造形物が自重で成り立つことに重きを置いており，構造力学的な側面に

関してはほとんど考慮されていない． 

 

Fig. 40 3Dプリントされたモジュールによる大型造形物の連結手法例 

（左より，「Star Lounge[30]」「Bloom[31]」「Building dytes[7]」「Quake Column[32]」） 

 
	 筆者が所属する田中浩也研究室では，2014年より毎年夏季長期休暇期間を利用した建

築プロジェクトを行っている．そこでは，ArchiFABを用いて，大型の造形物を製作し
た．本プロジェクトの内容に関しては付録.3，付録.4に示す． 
	 その際の部材同士の連結方法には 2014年度はネジ切りを模倣した連結手法を構築，

2015年度は結束バンドを用いた簡易的な連結手法を用いた．いずれも造形物の再分解性
能に重きを置いた連結手法として設定している．しかし，実施の結果，これら連結手法

には構造的側面に問題があることがわかった． 

	 まず，ネジ切りを模倣した連結手法では，三次元データ上で，たとえ正確にモデリン

グしても，3Dプリンタの造形解像度に依存した誤差が生じる．本プロジェクトの経験か
ら，木造の伝統的工法の一つである継手仕口のような，優れた構造特性を有した連結手

法は，今日の 3Dプリンタ技術では困難であることがわかった． 
	 また，結束バンドによる連結手法では，結束バンドを通すための処理を，造形後に施
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した．そのため，モデリング時の手間は少なかったが，結束バンドのみによる連結では， 
ぐらつきが生じるほどの不安定な連結手法であった． 

	 ここで，Gyroid 形状が有する幾何学的特性に注目する．Gyroid も含めた周期極小曲
面群には，交わらない空間が二つ内在する．Fig.41に示すように，赤い空間が連続して
おり，隣り合う空間とは交わらない． 

	 そこで，その形状を利用し，片側の空間を異形鉄筋とセメントを併用することで，一

度組み立てた後，再分解することは不可能になるが，構造体としての特性を失わず，モ

ジュール同士の連結を可能にすると考えた． 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.41 Gyroidの内部空間 

 
5.2 新たな Gyroid モジュールの圧縮構造実験  

	 本節では，異形鉄筋とセメントを併用するために作成した，新たな Gyroidモジュー
ル単体での力学的特性を検証するための圧縮構造実験を行う． 

 
5.2.1 実験概要  
	 5.1節で述べたモジュール間の連結に鉄筋とセメントを用いるためには，Gyroidモジ
ュール自体にも若干の変更が必要になる．具体的には，セメントを流し込む空間の外周

を壁で囲ったモデルが必要になる．すなわち，第 4章で述べた三つの構造実験で用いた
Gyroid形状とは若干異なる．そこで本項では，セメントを流し込む空間に壁を設けた新
しい Gyroidモジュールを ArchiFABにより生成し，樹脂単体での基本的な力学的特性

を検証するための圧縮実験を行う． 
	 実験内容は，4.3 節で行った構造実験と同じく，積層方向に対して垂直に圧縮し，そ
の変形変位を観測する．試験体は ArchiFAB により造形し，使用材料は UNITIKA の

PLA Pellet（自然色）である．試験体情報を Table.9に示す． 
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Table.9 試験体情報 

周期的内部充填形状 壁あり Gyroid 

 

 
 

外観 

 

素材 PLA Pellet (UNITIKA) 

体積 3,375 [cm3] (15 [cm] height × 15 [cm] width × 15 [cm] 
depth) 

重量 1120 [g] 

密度 0.332 [g/cm3] 

 
5.2.2 実験データ  
	 実験データを Table.10，Fig.42 に示す．本実験結果より，4.2 節の壁なし Gyroid で

の実験結果と比較すると，壁なし Gyroid 形状に比べ，壁ありの Gyroid は約 2.97 倍の
圧縮強度を有することがわかった． 

	  
Table.10 大圧縮荷重値と 大変形変位値 

試験体種類 壁あり Gyroid 壁なし Gyroid 

大圧縮荷重値 190.05 [kN] 63.89 [kN] 

大変形変位値 7.860 [mm] 9.261 [mm] 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 41 

 
 

Fig.42 5.2.1項の実験データ 

 
5.2.3 考察  
	 本節の実験結果より，壁のない Gyroidに比べ，壁のある Gyroidは，約 3倍の圧縮力
を担保することを確認した．本実験結果の理由として，壁が付加されたことにより，圧

縮力に対する抵抗力が増したことが考えられる．ただし，変形変位に関しては，純粋な

Gyroid形状の方が，約 1.18倍の変形変位を許容することができている． 

 
5.3 モジュール連結状態での比較構造実験  
	 本節では，モジュール同士を連結させた新たな構造体の力学的特性を検証するための

圧縮実験を行う． 

 
5.3.1 強度理論値  
	 まず，建築分野の在来工法として用いられている，異形鉄筋とセメントを併用するこ

とで作成した新たな構造体の圧縮強度値を求める．本節での，試験体作成のために使用

した素材に関する情報は Table.11に示す． 
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Table.11 試験体に用いた素材情報 

材料種類 種類，規格 使用量 

樹脂 PLA Pellet (UNITIKA) 2,600 [g] 

セメント Hydro-Stone Super X[29] 3,800 [g] 

異形鉄筋 SD295A, D10 600[g] (4本，288 [mm]) 

 
	 ここで，セメントは「Hydro-Stone Super X[33]」という速乾性の石膏セメントを使
用する．本セメントを選出した理由としては，速乾性があり，かつ比較的高強度であり，

さらに Gyroid形状のような複雑な内部充填形状でも充填可能な流動性を有する点が挙
げられる． 
	 また，5.2節の圧縮構造実験と Table.11の情報から，Gyroidのヤング率，断面係数，

終局ひずみを求めた[34]．その情報をコンクリートと鉄筋の各数値共にTable.12に示す． 

 
Table.12 各素材の各数値 

 Gyroid コンクリート 鉄筋 

ヤング率 3,190 [N/mm2] 33,500 [N/mm2] 205,000 [N/mm2] 

断面積 1,720 [mm2] 11,250 [mm2] 314.2 [mm2] 

終局ひずみ 0.0333 0.00206 0.00158 

 
	 圧縮実験では，PLA樹脂，コンクリート，鉄筋がそれぞれ圧縮強度を担保することが
できる．ただし，各素材での同じ圧縮力により生じる変形変位は異なり，当然破断値も

異なる．  
	 Table.12に示す情報を基に計算を行うと，まず鉄筋が終局ひずみに達し，鉄筋部分で
は，それ以上の圧縮力を担保することができなくなる．続いて，コンクリートが終局ひ

ずみに達する．この時点で，本構造体は も圧縮力を担保することができる．ひずみ値

が 0.00205時の各素材の圧縮強度値を Table.13に示す． 

 
Table.13 ひずみ値が 0.00205時の各素材の圧縮強度値 

 Gyroid コンクリート 鉄筋 

圧縮強度値 11,248 [N] 772,594 [N] 101,756 [N] 

 
	 Table.13に示す全ての値を足し合わせると，886 [kN]となり，本節で提案する新たな
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構造体の 大圧縮強度となる． 
	 また，4章で述べた構造実験のために作成した全ての試験体は，樹脂のみであったた

め，引張強度に関してはほとんど保証することができなかった．しかし，本章で構築し

たモジュール連結を含んだ構造体では，セメントの充填により圧縮強度を増し，さらに

異形鉄筋を配することで，引張強度も保証することが可能である． 

	 ただし，圧縮強度以外の理論値に関しては，Gyroidモジュールに関する実験結果がな
いため，現時点では理論値を算出することはできない．こちらは，本研究の今後の課題

とする． 

 
5.3.2 実験概要  
	 実験内容は，4 章で行った圧縮実験と同様に，試験体を

圧縮し，その変形変位を観測する．二つの試験体は同じ密

度を有しており，試験体の一つは 150 [mm]角の Gyroidモ
ジュール同士をセメントと鉄筋により連結したもの，もう

一つは，Gyroid部分を一体成型したものである．試験体情
報を Table.14に示す． 
	 また，実験機器は試験体の耐荷重性能の向上に合わせ，

Fig. 43 に示す 大 100[ton]までの載荷が可能な大型のも
のに変更した．	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fig.43 実験機器       

                      
Table.14 試験体情報 

試験体種類 一体成型 連結成型 

 
 

 
外観 

 
 

   
素材 PLA Pellet, Hydro-Stone Super X, 異形鉄筋 

体積 6,750 [cm3] (30 [cm] height × 15 [cm] width × 15 [cm] depth) 

重量 7,020 [g] 7,040 [g] 

密度 1.04 [g/cm3] 

圧縮強度理論値 886 [kN] 
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5.3.3	 実験データ  

	 実験データを Table.15，Fig.44に示す．本実験結果より，モジュール同士を連結した
ものは一体成型したものに比べ，約 0.916倍の圧縮強度を担保することがわかった． 

	  
Table.15 大圧縮荷重値と 大変形変位値 

試験体種類 一体成型 連結成型 

大圧縮荷重値 371.93 [kN] 340.74 [kN] 

大変形変位値 20.05 [mm] 10.93 [mm] 

 

 

Fig.44 5.3.2項の実験データ 

 
5.3.4 考察  
	 本節の実験結果より，モジュール同士連結したものは一体成型したものに比べ，若干

の構造特性の劣化が確認された．しかし，その差は一割程度のものであり，大きな差異

ではない．すなわち，ArchiFABが有する造形可能範囲により出力したモジュール同士
を組み立て，パビリオンスケールの実験建築を構成することにも優位な連結手法である

ことがわかった． 
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	 一方で，本実験結果と理論値を比較すると，一体成形のものでも，理論値の 0.42倍と
いう非常に低い値に留まった．本結果に関しては，使用した石膏セメントが，一般的な

コンクリート値とは少々異なる特性を有している可能性，また，試験体内部に配した鉄

筋の座屈現象が原因だと考えられる． 
	 本実験では，Fig.45に示すように，鉄筋が座屈することにより，内側からの圧力が増

え，破断することが見られた．通常，鉄筋コンクリート造の鉄筋は「主筋」と「帯筋」

により構成されている．主筋は引張力に抵抗する役割を持ち，帯筋はせん断力に抵抗す

ると同時に，主筋を拘束し，座屈を抑える役割も有する． 

	 本試験体では，Gyroid形状が有する連続穴を利用して主筋を配したが，連続穴以外を
利用する必要のある帯筋を配することはできなかった．そのため，早期段階での主筋の

座屈を招き，試験体の内圧が増加することによる破断結果となった．複雑な内部重点形

状を有しているため，従来工法のような帯金を配することはできないが，座屈を防ぐ方

法の構築に関しては今後の課題とする． 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fig.45 座屈現象を起こした異形鉄筋 
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6. 結論  
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	 まず，本研究では，建築分野へ応用することを視野にいれた大型 3Dプリンタ

“ArchiFAB”の開発を株式会社 竹中工務店 技術研究所と共に行った．また，射出部の改
良を含めた開発から，3Dプリンタを建築へ応用する際に問題となる，「造形可能サイズ」
「素材コスト」「造形時間」の三点に対して解決策を講じ，改善した．その結果，建築分

野へ応用可能な 3Dプリンタ技術の環境を構築した． 
	 次に，周期極小曲面の一つである“Gyroid”形状を取り上げ，軽量構造体への可能性を，
複数の構造実験から確認した．その結果，Gyroid形状は通常，3Dプリンタによる造形

で用いられる Infill形状に比べ，積層方向に依存しない，異方性のない力学的特性を確
認した．また，Gyroid形状と同じく，周期的な内部充填形状を有する Octet truss形状
と比較しても，Gyroid形状の方が約 1.48倍の圧縮強度を有していることを確認した． 

	 後に，周期極小曲面が二つの交わらない空間を内在している点に着目し，ArchiFAB
が有する造形可能範囲で造形したモジュール同士の連結手法を構築した．本圧縮構造実

験により，連結したものと一体成形したものとの大きな差異がないことを確認した．本

立証は，今後 3Dプリンタ技術を用いて，大型の造形物を製作する場合，有益な手法に
なることが期待できる． 
	 また，本研究テーマの今後の課題としては，大きく二点存在する． 

	 まず，本研究では，3Dプリントした造形物の基本的な力学的特性を知るために，圧
縮実験のみに留まった．しかし，今後在来工法と正確に比較するためには，引張力/せん
断力/曲げそれぞれに対する力学的特性も構造実験を通じて立証する必要がある．また，

5.3.4項で述べたように，Gyroid形状の連続穴を利用して配する鉄筋の座屈現象を防ぐ
方法も構築し，圧縮強度を理論値に近い値へ向上する必要がある． 
	 また，3.2節で述べたように，周期極小曲面には Gyroid形状以外にも，複数の種類が

存在する．これらの形状は内部が交わらない空間で二等分になっており，本研究で

Gyroid形状を対象に行った連結手法は適応可能である．すなわち，本研究では，自然界
にも多く見られるGyroid形状に焦点を当てたが，他の極小曲面でも構造的検証を行い，

より軽量な構造体が実現可能かどうかを判断する必要がある．  
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7. 本研究の展望  
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	 建築の在来工法である鉄筋コンクリート造は，立方体上の型枠を生成し，コンクリー

トを流し込むことで生成される．そのため，通常密実で重量感のある建築工法である．

一方，本研究で提案する Gyroid形状に基づいた軽量構造体は，5章で述べた通り，周期
極小曲面が有する幾何学特性を利用して，構造空間の半分を鉄筋コンクリートで充填し

ている．すなわち，構造空間として使用しなかった残り半分の空間は，他の利用目的の

ために自由に利用することができる． 
	 本節では，既存の参考事例を挙げながら，本軽量構造体システムにより実現できる新

たな提案に関して述べる． 

 
7.1 光環境  
	 まず，光環境への応用方法を提案する．光を透過する鉄筋コンクリート造の例として

は，光ファイバーを埋め込んだコンクリート（通称「透明コンクリート」）[35]を挙げる
ことができる．本工法は光ファイバーをコンクリートに埋め込むことにより，Fig.46に
示すような，光を透過することのできるコンクリートである．しかし，長さ 1[m]角ブロ

ックで 8万円以上するため，生産コスト面にまだ大きな課題点が存在する．  

Fig.46 透明コンクリート 

 
	 本研究で提案する軽量構造体では，隔たれた二つの空間の一方を，鉄筋コンクリート

を充填し，構造体として利用している．つまり， 大限既存の在来工法を用いることに

より，生産コスト面等に問題をカバーすることができる．さらに，3.2.2項で述べたよう

に，本軽量構造体システムを用いた上，Parametric形状を制御することで，建築内部へ
届く光などの外部環境の細かな制御や，人の視線の制御までもが可能になる． 
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Fig.47 本研究で提案する軽量構造体の光の透過特性 

 
7.2 熱環境  
	 次に，熱環境への応用方法を提案する．建築の内部環境を制御する方法として，床暖

房を代表とする，水を循環させることによる制御方法が存在する．さらに，Fig.49に示

す，ニューヨーク州に存在する高層ビル「U S X Tower」の外柱には，建築自体の耐火
性能と建築内部の温度調節のため，水（不凍液）を循環させている．通常，これらのシ

ステムは，一方通行の路を通過する．つまり，例えばどこか一箇所が何かの理由で詰ま

ってしまった場合，本システムは機能しなくなる虚弱性が存在する． 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
           	    Fig.48 床暖房システム[36]             Fig.49 U S X Tower[37] 

  
	 本研究で提案する軽量構造体では，複数の路が存在するため，前述のようなエラーが

存在せず，より強固なシステムを構築することができる． 
	 さらに，在来工法に匹敵する構造特性を立証することができれば，床のみでなく，建

築躯体全体での熱環境の制御方法の実現が可能になる． 
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付録 .1 ArchiFAB 使用方法  
	 ArchiFABの基本的な使用方法は田中浩也研究室のホームページにまとめてある．こ

ちらを参照すること． 
http://fab.sfc.keio.ac.jp/lab/?p=3958（2015/1/12時点） 

 
付録 .2 ArchiFAB の分解・組立方法  

1. 射出部をロッドアームから外し，プチプチで梱包する．この時点で、射出部の材料

は取り除いておく． 

2. ロッドアームの根本に付いているL字金具のボルト4カ所を外す．その後，ロッドア

ーム単体をプチプチで梱包する． 

3. 円形の底盤を本体のアルミフレームへと固定している六角ボルトを外し，底盤を本

体から取り外す． 

4. 本体のアルミフレーム下部に取り付けてあるモータドライバに繋がっている4つの

配線を取り外す．そのうち2つは小型のマイナスドライバーが必要になる． 

5. 配線を取り外した後，3つのモータドライバをアルミフレームから取り外す．その後，

モータドライバを全てプチプチで梱包する． 

6. ArchiFAB本体とコントロールボックスを繋ぐコード（3つのカバー付き配線）を外

す．これで，配線類とアルミフレームを分けることができる． 

7. 4と6で外した配線はそれぞれX，Y，Z軸ごとにテープでまとめておく．その後，コ

ントロールボックスと配線を一つにまとめる． 

8. ArchiFAB本体のフレーム上下のジョイント部分についているネジを外し，アルミフ

レームを単体の状態に分ける． 

9. 3つのアルミフレームに分けることができたら，各フレームのモータとガイドを全て

プチプチで梱包する．また，精密機器であるモータ部分は更に段ボール等で覆う．

運搬時には，その部分に衝撃を与えないように留意する． 

10. 以上の手順により，アルミフレーム×3，底盤，コントロールボックスと配線の三つ

に分けることができ，運搬が可能になる． 
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Fig.50 ArchiFABの分解過程 

（左から，ロッドアーム，分解途中のArchiFAB，アルミフレームの運搬） 

 

※解体における注意点 

・	 各部品を固定しているボルトの中には非常に小さいものも含まれているので，分解

時に無くさないようにする． 

・	 配線には細いものもあるので，乱暴に扱ったりして，断線しないようにする． 

・	 アルミフレームに固定されているレールガイドとラックオピニオンには，ゴミや油

が付着しないよう，素手で触らない． 

・	 配線コードとモータドライバにはX，Y，Z軸ごとに対応関係があるので，分解時に

はそれらが混ざらないよう，組立時には対応関係を間違えないようにする． 

・	 アルミフレームは単体の状態でも100[kg]を越す重量があるので， 低でも男手二人

以上で運搬する．また，モータなどの精密部品が付いている部分を，ぶつけたりし

ないよう注意を払う． 
 
付録 .3 2014 年  夏休みプロジェクト 1「サグラダ・ファミリア内部柱」  

1. 本プロジェクトの目的 
	 本プロジェクトの目的は，参加者全員が「秋学期から 3D Printerを自分一人で自由に
使いこなせるようになる」ことであった．具体的な内容としては，造形したいもののモ

デリング技術，3Dプリンタの基本的な使用方法，3Dプリンタのエラーに直面した際の
対処法を学ぶことと設定した．  

 
2. 実施した概要 
	 ArchiFABを中心とした複数の 3D Printerを使用して，当時 3Dプリンタとの関係性
が非常に強かったサグラダ・ファミリアの内部柱を出力することを目標とした．  
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	 前半の二日間は「モデリング班」と「3D プリンタ班」にわかれて作業を行った．モ
デリング班の課題は，サグラダ・ファミリアの内部柱のモデリングを完成させることと

した．3Dプリンタ班の課題は，3Dプリンタを自ら操作し，パラメータ値の選定やエラ
ー対処のノウハウを学んだ上，造形物を綺麗に出力することとした． 

 
3. 実施スケジュール 
	 基本的に以下のサイクルで時間を区切り，「10:30-12:00」「12:50-14:20」「14:30-16:00」
「16:10-17:40」という 4タームに区切り，その時間内に課題を終わらせることを意識し，

メリハリを持って活動し続けることを意識して行った． 

 
4. 本プロジェクトの成果 

	 Fig.51に示すサグラダファミリアの内部柱のモデリングは，前半の二日間で完成する
ことができた．また，ArchiFAB による出力に関しては，大きなエラーはなかったが，
出力中に出力物が底面から剥がれてしまうなどのエラーが多発したが， 終的には，

Fig.53に示すサグラダファミリアの内部柱の約 7割程度を完成した． 

 

Fig.52 連結部分の検討模型 

	 Fig.51 柱全体 3Dモデル	 	 	 	 	 	 Fig.53 分割して出力した造形物 
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付録 .4 2015 年  夏休みプロジェクト 2「Fabrick Bee Heives」  

1. 設計要件・目的 
	 現在，日本の都市空間でミツバチが生きることのできる場所がなくなりつつある．一

方，地球上の作物の 2/3 がミツバチの生態に依存している．そのような現状の中で，ビ

ルの屋上という普段利用されることのない空間に，ミツバチと人とが共存する空間の構

築を試みた． 

 
2. デザインプロセス 
	 本プロジェクトは，人とミツバチとが共存することを目的としている．そこで，Fig. 54
に示す設計プロセスにより，パビリオンとしてのデザイン的観点から全体ボリュームを

決定し，人が通ることのできるパスを取り入れている．さらに，Parametric Gyroidを
用いて粗密を変更させ，各使用方法を設定した Gyroid を割り当てることで，全体デザ
インを構築した． 

 

 
Fig.54 設計プロセス 

 
3. 1/1スケールの製作 
	 本プロジェクトでは，Fig.55に示す全体デザインのごく一部分ではあるが， 終的に

1/1 スケールでの製作を行い，敷地まで運搬，自らの手で組立を行った．(Fig.56) 組立
には大人３人で約 40分程度の時間で完了した． 

            Fig.55 全体デザイン	              Fig.56 1/1スケール製作物 


