
情報処理学会論文誌 Vol.59 No.2 644–656 (Feb. 2018)

Road単位の造形に着目した
熱溶解積層方式3Dプリンタでの質感表現

高橋 治輝1,a) 宮下 芳明1,b)

受付日 2017年4月21日,採録日 2017年11月7日

概要：熱溶解積層方式 3Dプリンタは，薄い層の重なりで立体形状を作り上げており，その層は Roadと
呼ばれる細い線状の構造によって構成されている．Roadの造形のためには，造形時の高さや樹脂量など
のパラメータを適切に設定する必要があり，これらが不適切な場合は造形エラーが発生する．一方で，近
年ではこの造形エラーを表現力の拡張のために活用する手法群が提案されている．しかし，そのときのパ
ラメータでなぜその構造が造形できるのか明らかにされていない．本論文では，造形時の高さと樹脂量の
設定のための関係式を拡張し，Roadの造形中に連続的に変化させるという方法で効率的にパラメータ空
間を探索する．この方法を用いて，押し出された樹脂の振舞いとその構造との関係について調査を実施し
た．造形結果を構造的特徴に基づいて 6種類に分類し，各構造を作るためのパラメータを分布として示す．
また，実験結果に基づく新しい表現手法の実現可能性と得られる質感を示すために，さまざまな樹脂を用
いて造形例を出力した．本手法の知見によって，造形手法を横断した統一的な表現力拡張が実現する．
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Abstract: Fused deposition modeling (FDM) 3D printers form objects by stacking layers having a linear
structure called road. To print a fine road, an appropriate choice of parameters for controlling the extruder
of a 3D printer is necessary, or printing error occurs. On the other hand, the error is exploited as an ex-
pression technique. However, the relationship between the printed structure and the parameters causing the
printing error is unclear. In this paper, we focus on the height position of the extruder and the amount of
extruded material, and explore the combination of these parameters to enhance the capability of FDM. By
extending an equation that calculates the amount of material and by continuously changing these parameters
during printing a road, we investigate the behavior and structure of material extruded from various height
positions. On the basis of experimental results, the printed structure is classified into six categories according
to the structural feature. We describe these structural features and demonstrate examples with new inherent
expressions for FDM.

Keywords: 3D printer, fused deposition modeling, digital fabrication, texture expression

1. はじめに

今日，3Dプリンタをはじめとするディジタル工作機器の
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普及が進み，パーソナル・ファブリケーションと呼ばれる

個人レベルのものづくり環境が整ってきている．熱溶解積

層方式（FDM）は，3Dプリンタの最も有名な方式になっ

ており，扱いの容易さ，樹脂の種類，ランニングコストな

どの点において優位性がある．特に，3Dプリンタの自己

複製を目指した RepRapプロジェクト [15]のモデルは，カ
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図 1 提案手法を用いた造形例．エクストルーダの高さ位置と樹脂量の組合せにより，多様な

表現が可能になる．右端はこれらのパラメータを変化させながら造形を行った様子

Fig. 1 Extrusion state of our technique. We explore the relationship between the com-

bination of parameters and the behavior of extruded materials to extend the

expression of the FDM.

スタマイズ性に優れており，商用 3Dプリンタのベースと

してだけでなく，さまざまなアイディアを実現するための

土台として，一般ユーザや研究者に広く利用されている．

本論文では，熱溶解積層方式 3Dプリンタでの質感制御

の実現を目指して，造形時のエクストルーダの高さ位置と

樹脂量という 2つのパラメータに注目する．これらは，安

定した造形のために重要なパラメータであり，相互に影響

し合う．そのため，ある造形高さが与えられたときに適切

な樹脂量を算出するための関係式が定義されている．こ

の関係式を通常の造形では使用されないような範囲・組

合せに拡張し，樹脂の振舞いや造形される構造を調査す

る（図 1）．パラメータの組合せ数は増加するが，これら

を Road [4]と呼ばれる基本構造の造形中に連続的に変化さ

せるという方法で効率的にパラメータ空間を探索する．造

形結果を構造的特徴に基づいて 6種類に分類し，パラメー

タに対する分布を示す．この結果を活用して，これまでの

3Dプリンタでは実現困難であった質感や素材性を持った

造形例を出力し，本研究が可能とする質感表現について述

べる．本研究の知見により，さまざまな造形手法を横断し

た統一的な表現力拡張が実現する．

著者らはこれまで，パラメータと造形物との関係を調査

し，この手法によって実現する表現について報告してい

る [30], [31]．本論文は，これらの報告をまとめあげ，この

ような造形手法を熱溶解積層方式 3Dプリンタで実現する

意義，樹脂や 3Dプリンタなどの環境差に関する問題につ

いて整理したものである．さらに，本論文の知見を質感表

現に利用するためのデザインシステムと，これを用いて作

成した造形例について述べる．

2. 背景および研究目的

2.1 熱溶解積層方式の造形能力

熱溶解積層方式は，薄い層を積み上げることで立体形状

を作り上げており，1つの層は Roadと呼ばれる細い線状

の構造から作られている．高精度な造形のためには Road

単位の造形にまで気を配る必要があり，パラメータ設定に

よってその構造を制御しなければならない．パラメータが

不適切な場合は造形エラーが発生し，意図した結果を得る

ことができない．一方で，各層を構成する基本構造にまで

アクセス可能な自由度がある，ととらえることもできる．

そのため，造形エラーを活用して毛のような構造を造形す

る手法 [19] や樹脂を不均一に積層した「たわし」のよう

な造形物が提案されている [5]．3Dプリンタの表現力を高

め，多様な造形を可能にすることは，ユーザが望むものを

得るためのワークフローデザインに相当し，HCIでのディ

ジタル・ファブリケーション研究のテーマの 1つであると

いえる．

造形エラーを活用する手法では，通常は使用されない特

殊なパラメータやテクニックが必要である．一方で，あら

ゆるパラメータの組合せを検証することは不可能であるこ

とから，パラメータの最適値や造形結果との関係は明らか

にされていない．しかし，3Dプリンタと制御用のソフト

ウェアが造形エラーを防ぐように発展することを考えると，

熱溶解積層方式の造形能力に関する理解やパラメータ設定

方法の整理が重要である．そうでなければ，造形エラーを

活用する表現手法や研究が風化され，3Dプリンタの可能

性や表現力を狭めていくことになるだろう．本研究は，パ

ラメータと造形結果との関係を網羅的に調べることで，熱

溶解積層方式の表現力を拡張することを目的としている．

2.2 他方式 3Dプリンタと熱溶解積層方式との違い

光造形方式（SLA）やレーザ焼結方式（SLS）などの 3D

プリント方式が，熱溶解積層方式とともに発展している．

これらの魅力は高い造形能力にある．たとえば，光造形方

式は，光硬化性樹脂で滑らかな表面を造形できるだけでな

く，大幅な高速化が実現されている [7]．また，レーザ焼結

方式は，高精度・高耐久性のある造形物を出力できるほか，
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2014年に特許期限の満了を迎えたことでも注目されてい

る．こういった方式と比較すると，熱溶解積層方式の造形

品質は遠く及ばないのが実情である．

一方で，光造形方式やレーザ焼結方式には，高い導入・

運用コストがともない，環境の構築や維持，樹脂の取扱い

も容易ではないという課題がある．つまり，熱溶解積層方

式は高精度な造形を追い求めるのではなく，その扱いやす

さとコストの低さを最大限に活かし，パーソナル・ファブ

リケーションを先導するような発展をとげるべきである．

Roumenらは，小型の熱溶解積層方式 3Dプリンタと，こ

の方式と同じ原理の手持ちタイプのエクストルーダをもと

にしてMobile Fabrication [24]を提唱した．ユーザのニー

ズに即座に答えるものづくり環境と 3Dプリンタを携帯す

る未来ビジョンに基づいており，熱溶解積層方式の優位性

を活かした応用事例である．

本論文では，熱溶解積層方式の表現力に着目し，図 1 の

ような多様な質感表現を実現する．本手法によって得られ

た造形物は，高精度な方式に匹敵する，あるいはこの方式

でなければ困難な質感と構造を持つ．こういった表現力の

充実は，高精度化・高速化が進む他方式との差別化や熱溶

解積層方式 3Dプリンタを選択する理由になるだろう．ま

た，図 1 上部の様子から分かるように，これらの質感は造

形時に付加される．つまり，単一の 3Dモデルからさまざ

まな質感を持った造形物を作り出すことができる．高精度

な他方式は，その精度がゆえに 3Dモデルの細部や造形可

能性を加味した作り込みが必要になり，パラメータの制御

のみで実現できる提案手法とは大きく異なる．

2.3 3Dプリンタと樹脂の性能差

多くのメーカが熱溶解積層方式 3Dプリンタの開発に取

り組んでおり，その種類や特徴は多岐にわたる．そのため，

3Dプリンタの性能差は大きく，特定の造形手法があらゆ

る環境に対応しているか否かを調査しつくすことは困難で

ある．本論文では，3Dプリンタの詳細な制御を実現する

ために，RepRapプロジェクトをベースとした熱溶解積層

方式 1台を用いて手法の構築と実験を実施するが，同時に

次の 2つの取り組みにより提案手法の汎用性を示す．

まず，本論文中で主に使用する 1台を含めた全 3台の 3D

プリンタに対して提案手法を適用する．本研究の対象であ

るエクストルーダの高さと樹脂押出量は，エクストルーダ

によって制御されるが，この部分の原理は，高温で溶解し

た樹脂をきわめて細いノズルから押し出すというもので，

ほぼすべての熱溶解積層方式に共通している．また，本論

文で扱う 3台の 3Dプリンタをはじめとして，ほとんどの

3Dプリンタは 0.4mm口径のノズルを標準のサイズとして

搭載しており，この条件での調査結果は十分に有益なもの

であると考えられる．一方で，樹脂を送り込む方式は，樹

脂を直接ノズルに送る（ダイレクト）方式とチューブ状の

ガイドを通して送る（ボーデンチューブ）方式があるが，

本論文で扱う 3Dプリンタはこの両方式を含む．これらに

適用することで，同様な現象が生じることを観察する．

そして，パラメータ設定のための関係式を示すことで，

3Dプリンタの種類が変わってもその特性を効率的に調査で

きるようにする．これによって，利用する 3Dプリンタに

対応した調査が可能となり，性能差を埋めるような調整に

役立てられると考えている．この式は，従来の関係式の拡

張であり，パラメータの選択と調整を容易にするものであ

る．このような調整は，安定した造形のためのガイド [27]

に従って試行錯誤するような作業に等しく，提案手法を利

用するための必要条件であると考えている．

一方で，使用する樹脂の特性による差は調査に値する．

たとえば，粘度が低く，わずかな押し出しや造形の停止で

溢れ出すような樹脂の場合は，造形結果が異なることが予

想される．そのため，実験では広く利用されている ABS

樹脂と PLA樹脂を採用し，造形例では色の異なる PLA，

ABS樹脂，透明 PLA樹脂，フレキシブル樹脂，ウッドラ

イク樹脂などを用いた場合の結果を示す．

3. 関連研究

3.1 3Dプリンタの造形エラー

熱溶解積層方式 3Dプリンタは，望んだ形状を得られな

いような造形エラーを引き起こすことがある．この造形エ

ラーを防ぐために，3Dプリンタのメーカやソフトウェア

の開発元は，高精度な造形のためのガイドを提供している

（たとえば，Simplify 3Dのトラブルシューティングガイ

ド [27]）．造形エラーは大きく 2つの段階に分けることが

できる．

まず，樹脂の不足やパラメータ設定の不備によって，造

形自体が成立しない，立体形状が作れないような状況であ

る．ユーザは前述のガイドなどを参照しつつ，このエラー

を防ぐ必要があり，さもなければ樹脂の浪費や 3Dプリン

タの故障などを招く．一方で，造形エラーは 3Dプリンタ

の本来の目的とは違った形でユーザの興味を引いており，

造形失敗の様子の共有，原因追求のためのコミュニティが

形成されている [10]．

さらに，この造形エラーを新しい表現手法として用いる

手法も提案されている．Laputらは，髪の毛のように細い

構造を造形する手法を提案している [19]．この手法は，ノズ

ルから溢れる樹脂が糸を引く造形エラー Stringing（Oozing

とも）を活用したものである．Kanadaは，3Dプリンタを

用いたジェネラティブアートの出力を試みている [17]．螺

旋状に樹脂を積み上げていく造形工程と樹脂量による反射

光の制御から成り立っており，樹脂量に関する造形エラー

Over/Under extrusion をうまく制御した手法であるとい

える．Reinerらは，2色造形を活用して色調変化を表現す

る手法を提案している [23]．一定の周期で揺らした外壁を
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基本とし，異なる色を互い違いに積層していくことで，表

面に見える部分の色合いを制御する．この外壁の構造は，

層のズレに関する造形エラー Layer shifting を制御したも

のである．

Blit it Inc. [5]は，自社システムの中で「the O’Rourke

Scrubber」という「たわし」のような造形物を提供してい

る．この造形物は，樹脂を高い位置から不規則にプラット

フォームへと落としていくことで作られる．また Kleinら

は，ガラスを素材とした熱溶解積層方式 3Dプリンタを構

築し，押し出す高さを制御することで「Coiling pattern」が

作り出せることを報告している [16]．Solid Vibrations [14]

は，プラットフォームを振動させることで造形物の表面に

模様を作り出す造形手法である．振動によって，樹脂の溢

れ具合が周期的に変化するため，モアレ模様のような表現

が可能になる．これらは意図的に不安定な状況を作り出

し，それを巧みに制御することで新たな表現を可能にして

いる．

このように造形エラーを活用することで，さまざまな表

現，造形物が可能になることが知られている．また，造形

エラーによって生み出された造形物は，しばしば通常の造

形物よりも高精度な部分を持つことがある．たとえば，一

般的な方法で積層造形すると，造形物の表面に階段のよう

なざらつき（Staircase effect [9]）が現れるが，樹脂の溢れ

を活用して太い部分を一度に造形すると，こういったざら

つきが目立たなくなる [29]．

もう一方のエラーは，表面のざらつきや寸法精度，耐荷

重などの品質に関するものである．特に，機能部品の造形

にはさまざまな要件が満たされる必要があり，たとえば，

造形後に正しく噛み合うか，組み上げることができるか，

デザインどおりに動作するか，などがあげられる．多くの

研究者や 3Dプリンタのメーカはこの問題の解決に取り組

んでおり，パラメータ設定と造形物との関係についての調

査，その結果に基づいた最適化手法の研究がさかんに行わ

れている [34]．しかし，これらの研究は，造形エラーを避

ける目的であるため，限定的なパラメータのみしか調査さ

れてこなかった．さらにいえば，造形エラーを新しい表現

方法の 1つと見なした調査は行われていない．

3.2 3Dプリンタのパラメータ

3Dプリンタの動作にはさまざまな変数が関係しており，

これらは，パラメータを設定することで制御する必要がある．

Agarwalaらは，この変数を 4つのカテゴリ（Operation-，

Machine-，Materials-，and Geometry-specific parameters）

に分類しており，これらが互いに影響しあうため，同時に

最適化される必要があると述べている [1]．

パラメータを調査する場合は，達成目標を設定したうえ

で，注目するパラメータを変数，それ以外を定数として扱

う方法がとられる．たとえば，積層ピッチが表面のざらつ

きに有意な影響を与え [2], [3]，造形時間と造形パスが各層

の構造や Roadどうしの接着に影響を与える [13], [28]こと

が明らかにされている．こういったパラメータの調査は，

商用のプリンタに対してだけでなく，オープンソースの 3D

プリンタに対しても実施されている [11], [18]．

さらに，造形工程や樹脂の振舞いをモデル化する研究も

行われている [33]．こういったアプローチは Process Mod-

eling と呼ばれており，3D プリンタの基礎となる科学的

知見を積み重ねるために重要な研究であるとされている．

Belliniは，熱溶解積層方式に関する包括的な実験と調査を

行っており，溶解した樹脂の振舞い，ノズルから押し出さ

れる樹脂の広がり方，樹脂の温度変化などに関するモデル

とシミュレーション方法を提案した [4]．さらに，押し出し

後の樹脂の様子 [8]，ABS樹脂の変形 [36]，エクストルー

ダに押し込まれる樹脂にかかる圧力 [35]など，さまざまな

現象について調査とモデル化がなされてきた．こういった

モデルは，限定的な環境を想定して構築されており，実環

境に応用するためには課題も多いが，ディジタル・ファブ

リケーションに関する研究として特に重要である．

3.3 3Dプリンタを用いた表現

HCIや CGの分野では，3Dプリンタで新しい構造の造

形を実現し，この構造を用いて表現を行ったり，作業の効

率化を図ったりする研究がさかんに行われている．

Muellerらは，造形物をワイヤフレーム構造で出力するこ

とで造形時間の短縮，試行錯誤のサイクルの高速化を実現

した [20]．Tactum [12]は，人間の前腕をキャンバスとして

利用するモデリング環境であり，個人の形状に合った複雑

かつジェネラティブな構造デザインを可能にした．Torres

らは，造形物の見た目や手触り感の表現に注目し，感触の

デザインを支援する HapticPrint [32]を提案した．さまざ

まなテクスチャを造形物の表面に貼り付けるような形で手

触り感を制御することが可能である．Schüllerらは，視点

位置によって見え方の異なる造形物をデザインする手法を

提案しており，Mimicking surfaces（bas relief）の表現を

3Dプリンタで実現した [25]．Cillliaは，高解像度の光造

形 3Dプリンタを駆使し，前述の髪の毛の造形 [19]と同様

な造形物の出力を実現している [21]．この構造は，造形の

表現を拡張するだけでなく，センサやアクチュエータとし

ても機能する．高解像度 3Dプリンタは，変形可能な微細

構造の造形も可能にする [26]．この構造は，メタマテリア

ルとも呼ばれており，近年注目されている造形物の 1つで

ある．これらの研究は，3Dプリンタや造形物とのインタ

ラクションを実現するものであり，各手法における 3Dプ

リンタのパフォーマンスや原理を理解するためには，パラ

メータに関する包括的な調査が求められる．

c© 2018 Information Processing Society of Japan 647



情報処理学会論文誌 Vol.59 No.2 644–656 (Feb. 2018)

4. 熱溶解積層方式の工程概要

4.1 Gcodeとパラメータ

本論文では，RepRapプロジェクトをベースとしたGcode

の受け取りが可能な熱溶解積層方式 3Dプリンタを対象と

する．Gcodeは 3Dプリンタを制御するための一連の命令

であり，スライサソフトウェアで 3Dモデルを処理するこ

とで得ることができる．以下に，Gcodeの一例を示す．

1 G1 Z0.2

2 G1 X0 Y0 F3600

3 G1 X10 Y10 E4 F1800

· · ·
G1はエクストルーダを制御するための命令であり，い

くつかのパラメータを引数として受け取る．1行目は，Z

軸方向への移動を意味しており，このような命令は各層の

造形開始時に挿入される．2行目は，XY平面上の水平な

移動を特定の速度を移動することを意味しており，3行目

はこの移動に樹脂の押し出し（造形）がともなっている．

具体的には，目標地点（10 mm，10 mm）に 4 mmの樹脂

を押し出しながら，1800 mm/minで移動することを指示し

ている．Gcodeのほとんどの部分はこの移動命令 G1で構

成されており，1つの命令で造形される Roadを繰り返し

造形し続けることで，立体形状を作り上げていく．本論文

では，造形中のエクストルーダの高さ位置と樹脂量に注目

するが，これらは G1命令中のパラメータ Z [mm] とパラ

メータ E [mm]にそれぞれ対応している．この値を変更す

ることで，任意のパラメータの組合せでの造形を実現する．

4.2 樹脂量の計算

図 2 に，ノズルから押し出された樹脂の状態を示す．

フィラメント状に加工された樹脂は，エクストルーダ内の

ステッピングモータによって，ノズルへと押し込まれる．

そして，取り付けられたヒータの熱によって溶解された

のち，ノズルの先端から押し出される．押し出された樹脂

は一定の大きさ（図 2 中の Layer Height と Road Width）

になり，プラットフォーム上で Roadを形作る．ここで，

押し出すべき樹脂量は，押し出し前後の樹脂の体積が等

しくなるという関係に基づいて計算される．したがって，

押し込まれるフィラメントの断面積を Sf [mm2]，長さを

Lf [mm]とし，造形される Roadの断面積を Sr [mm2]，長

さを Lr [mm]とすると，次の関係が成り立つ．

Sf × Lf = Sr × Lr (1)

式 (1)より，長さ Lr の Roadを造形するときに押し出す

べき樹脂の長さLf を算出することができる．ここで，フィ

ラメントの断面積 Sf は，環境によって決まる定数である．

そして，多くのスライサソフトウェアでは Road Width が

Nozzle Width と同一幅になると仮定して近似計算されて

図 2 樹脂を押し出す様子と名称

Fig. 2 Schematic of the extrusion state.

おり，Nozzle Width も使用する 3Dプリンタによって決ま

る定数である．また，Layer Height はスライス時に与えら

れるパラメータで決定される．最後に押し出すべき樹脂の

長さ Lf は前述の Gcode中のパラメータ E に等しいため，

式 (1)は次のように変形することができる．

E =
LayerHeight × NozzleWidth × Lr

Sf
(2)

本論文では，式 (2)における Layer Height を造形時の高

さ位置として扱う．次章では，この式の拡張と広範囲のパ

ラメータ空間を探索する方法を述べる．

5. 樹脂量設定式の拡張

造形する Road の長さ Lr を 1 mm（単位長さ）とする

と，式 (2)は Layer Height に関する 1次関数ととらえるこ

とができる．図 3 は，この関係をエクストルーダの高さと

樹脂押出量の関係として示したものである．図中の直線が

式 (2)と対応している．なお，この関係は，1.75 mm径の

樹脂と 0.4mm口径のノズルより計算されている．本論文

の目的は，この関係を基準としてより広範囲なパラメータ

空間を探索することである．たとえば，この式 (2)はどの

範囲まで有効なのか（図 3 c），パラメータ間の比が異なる

場合はどうなるのか（図 3 b，d）などの疑問が生じるが，

こうしたパラメータは従来の方法では採用されることがな

い組合せである．

こういった値をとりうるように式 (2)を拡張するため，

新たに θ [◦]と r [mm]の 2つの媒介変数を定義する．θは，

この関係式の傾きに対応する変数であり，樹脂量と造形

高さの比を表現する．ここでは，便宜的に 45◦（π/4 [rad]）

を標準的な比率とした（このとき，樹脂量に補正値をかけ

ることでグラフを傾ける際の計算を調整している．補正値

は式 (2)中の Nozzle Width/Sf の逆数であり，今回の場合

はおよそ 6.0となる）．rは，ある θによって決まる関係式

がとりうる値の範囲であり，この値を大きくしていくこと

は，理想的なパラメータからの逸脱具合であるととらえら

れる．

これらを用いて式 (2)を表現し直すことで，次のような
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図 3 エクストルーダの高さと樹脂量の関係（0.4mm 口径のノズル

と 1.75 mm 径の樹脂を用いた場合）．従来の設定で用いられ

ている関係は太線で図示．右部の a から d はそれぞれの組合

せを選んだ場合の造形状態

Fig. 3 Relationship between the height position of the ex-

truder and amount of materials: 0.4-mm nozzle width

and 1.75-mm filament diameter. The traditional rela-

tionship is shown by a bold line. Extrusion state of each

parameter combination shown at the right side (a)–(d).

点で効率的な調査が行える．まず，ある θを決めて，造形

中に r を増やしていくという方法で，パラメータ変化を

1本の Roadの造形に埋め込むことができる．これによっ

て，パラメータの組合せ数に対する造形回数を削減するこ

とができる．この造形は，図 3 のグラフをそのままプラッ

トフォーム上に造形するような状況に相当し，図中の矢印

が示すような方向にパラメータをとりながら造形が行われ

る．次に，造形開始地点（r = 0）では，樹脂量と造形高

さが 0となり，必ずプラットフォームに接地する．これは

すべての造形の開始地点の条件を統一することができるこ

とを意味する．最後に，rが 0に近いときほど設定される

パラメータが密になる．従来の造形で使用されるパラメー

タは，造形高さが低い場合に集中しており，3Dプリンタ

のパラメータとして重要な領域を重点的に調べることがで

きる．

ここで，Hをエクストルーダの高さ位置 [mm]，Eを単位

長さあたりの樹脂押出量 [mm]とし，前述の θと rを用い

て式 (2)を書き直すと以下のような式となる．この式 (3)，

(4)を用いることで，図 3 中の aから dのようなパラメー

タの組合せをとらせることができる．

H = r cos θ (3)

E = r sin θ × NozzleWidth
Sf

(4)

図 3 の右部は，このパラメータを選択したときのノズル

周りの状況に対応しており，Roadの近似された形状と樹

脂の様子を示している．まず，aは一般的に使用される設

定値の 1つであり，この周辺であれば安定した Roadが造

形できることが分かっている．次に，bは高さ位置に対し

て樹脂が多い状況であり，ノズルを包み込むように樹脂が

広がると考えられる．そして，cは式 (2)に基づいた設定

値であるが，ノズル口径は一定であるため，高さ方向に長

い直方体を造形している状況として近似される．RepRap

プロジェクトのキャリブレーション方法*1によれば，積層

ピッチはノズル口径の 80%以下に設定するとよいとされ

ているが，これを大きく超えるように設定した場合の結果

は知られていない．最後に，dは高さ方向に長い直方体と

して近似されており，さらに樹脂の量が不十分という状況

である．この場合は，造形自体がうまく行えないことが考

えられる．次章では，これらのパラメータを用いて実際に

Roadを造形し，樹脂の振舞いと造形物の構造を調査する．

6. Roadの造形実験

6.1 実験デザイン

前述の式 (3)，(4)を用いてパラメータ空間を探索するた

め，Roadの造形実験を実施した．Roadの長さはX軸方向

に 200 mm（プラットフォームの限界幅），θは便宜的に 1◦

から 90◦までとし，1◦の刻み幅で合計 90本のRoadを造形

する．rは 0.1 mmから 10.0 mmまでとし，Roadを 2 mm

造形するたびに 0.1mmだけ rの値を増加させる．実験に

は，ABS樹脂（MakerBot True Black ABS）と PLA樹脂

（Polymaker PolyMax PLA Black）を使用した．造形速度

は，いずれの樹脂の場合も 300 mm/minに固定したが，速

度による影響を観察するために，ABS樹脂に対してのみ

600 mm/minの速度設定でも造形を行った．

この造形パスを生成するために，指定したパラメータで

Gcodeを書き出す実験システムを実装した．システムは，

プラットフォームのサイズを考慮して，異なる θが設定さ

れた 5本の Roadを 8 mm間隔で並べるように生成する．

この造形とパラメータの変更とを繰り返すことで，すべて

の θに対応する Roadを造形する．なお，造形時の条件を

揃えるため，すべての Roadは以下の手順に従って造形さ

れる．

1. 始点に移動．10 mm/sで 6 mmだけ押し出す．

2. 30 mm/sで 3 mmだけ引き戻す．

3. 3秒間停止．溢れた樹脂を取り除く．

4. 30 mm/sで 3 mmだけ押し出す．

5. 200 mmの Roadを造形する．

6. 30 mm/sで 3 mmだけ引き戻す．

6.2 実験環境

熱溶解積層方式 3Dプリンタの Ninjabot NJB-200 *2を

使用した．このプリンタは，0.4mm口径のノズルを搭載し

ており，ABS樹脂，PLA樹脂での造形が可能である．ま

*1 http://reprap.org/wiki/Triffid Hunter’s Calibration Guide
*2 http://ninjabot.jp/product/fdm-200/
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図 4 パラメータに対する造形結果の分布図（上部）と造形結果の分類（下部）．なお，下部に

示した造形物は ABS樹脂を 300 mm/min で造形した結果から抜粋しており，それぞれ

の左上の記号は分布図の凡例である

Fig. 4 (Top) Distribution of the printed structure. (Bottom) Printed objects classified

into six categories.

図 5 Road 中の構造の変化（ABS 樹脂を 300 mm/min で造形した結果から抜粋）．Lr は

Road の長さであり，H はエクストルーダの高さ，E は単位長さあたりの樹脂量である

Fig. 5 Variation in the road structure (ABS at 300 mm/min).

た，エクストルーダは，樹脂がノズル部分に直に押し込ま

れるダイレクト方式である．なお，最大押出速度がファー

ムウェアの設定により制限されていたため，十分に高速な

押し出しができるように不揮発性メモリ（EEPROM）の

設定を変更した．これは押出速度の上限を設定するもので

あり，実際に押し出される量への影響はない．この書き換

えや造形の制御には，Repetier-Host *3を使用した．

造形時の温度は，ABS 樹脂の場合はノズルを 230◦C，

プラットフォームを 100◦C，PLA樹脂の場合はノズルを

190◦C，プラットフォームを 50◦Cとした（いずれも樹脂の

推奨設定温度）．造形を安定させるために，プラットフォー

*3 http://www.repetier.com/

ムに 50 mm幅のマスキングテープを貼り，接着のために

糊を塗った．また，造形時の室温は約 25◦Cに調整し，こ

のときの湿度は約 60%であった．

6.3 実験結果

造形された Roadを構造的特徴に基づいて 6種類に分類

した（図 4下部）．図 4 上部には，使用されたパラメータ

に対する構造の分布を示した．横軸がエクストルーダの高

さ，縦軸が単位長さあたりの樹脂押出量のパラメータに対

応しており，分布中のパターンは下部の凡例と対応してい

る．この分類は，Road中の構造変化を目視で判断して，そ

の位置を計測した結果に基づいている．図 5 に，ABS樹

脂（300 mm/min）で造形された Roadに対する計測例と，
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構造が変化した位置のエクストルーダの高さ H と単位長

さあたりの樹脂押出量 E を示す．

6.4 Roadの特徴

造形された構造の特徴と造形時の樹脂の振舞いを，図 4

下部の分類ごとに分析する．

6.4.1 ステッピングモータの脱調によるエラー

まず，一般的に使用されるパラメータの範囲を大きく超

過するような場合であっても，3Dプリンタは樹脂を押し出

し可能であることが分かる．例外は，樹脂量がきわめて多

くなる組合せの場合であり，エクストルーダを駆動するス

テッピングモータに脱調が発生した．このとき，樹脂の押

し出しが部分的に不安定になり，Roadに細い部分や樹脂の

ムラが確認された．この現象には，造形速度も影響を与え，

速度の上昇につれてこの構造を生む領域が拡大していく

（図 4のABS樹脂を 600 mm/minで造形した場合を参照）．

PLA樹脂の場合もこの領域が同速度の ABS樹脂に比べて

広くなっているが，これは造形時の温度とそれによる粘性

の変化が影響していると考えられる（PLA樹脂は 190◦Cで

造形を行った）．また，脱調が発生したときの樹脂量を調べ

ていくと，エクストルーダの押出限界速度を推定すること

ができる．たとえば，本造形実験で使用された 3Dプリン

タ（NJB-200）は，およそ 11 mm3/sまでであれば ABS樹

脂を安定して押し出すことが可能であることが分かった．

6.4.2 Stable road

ステッピングモータの脱調が発生しなければ，安定した

形状の Roadを造形することができる．そのため，従来の

パラメータで造形されるような形状もこのカテゴリに分

類されている．また，樹脂量の増加に従って，造形される

Roadも太くなっていく．しかし，ABS樹脂で造形された

太い Roadには，表面にざらつきが見られた（図 4 では比

較的太い部分を抽出している）．このざらつきは，温度変

化と Roadの変形によるものと考えられる [4]．押し出され

た直後の樹脂は高温に熱されており，あとから出てくる樹

脂に押し上げられるように変形する．この変形に耐えられ

ない部分には，気泡が破裂したような跡ができあがり，そ

のまま硬化してしまう．一方で，PLA樹脂の場合はこのよ

うなざらつきは確認されなかった．

6.4.3 Zigzag road

造形高さが上昇していくと，樹脂は不均一な形状で押し

出されていく．このような形状は，従来のパラメータでは

発生せず，また明らかに造形エラーと見てとれる形状をし

ている．しかし，特徴的な見た目や質感が実現できている

だけでなく，高精度な 3Dプリンタであっても作り出すこ

とが難しいランダムな構造が得られている．また，造形時

の振舞いも安定しており，新たな構造として利用可能であ

ると判断した．この構造を用いたデザインシステムについ

て，次章で詳細に述べる．

6.4.4 Coil-like road

造形高さに対する樹脂量が減少していくと，螺旋状に

捻れた構造が造形され始める．これは Kleinらのガラスを

素材とした 3Dプリンタ [16]でも報告された形状である．

Coilingと呼ばれる現象であり，ノズルから紐状に押し出

された流体がプラットフォーム上でねじれるような形状を

作る [6]．このカテゴリは広範囲にわたっており，パラメー

タの組合せによって捻れの密度や大きさが異なる．たとえ

ば，図 5 に示した Roadは，いずれも螺旋構造を持ってい

るが，疎密具合は異なっていることが確認できる．この構

造が造形されるとき，前述の Zigzag roadと同様に，樹脂

は高い位置から押し出されるが，後の樹脂に押し付けられ

ない，構造を維持したまま順次硬化する，などの条件を満

たしていることからこの構造ができあがると考えられる．

また，螺旋構造には回転方向があり，時計回り・反時計回

りにねじれた結果が同数程度造形された．それぞれの回転

方向は造形中に維持されるが，特に樹脂量が少ない場合は

途中で構造が乱れる，回転方向が逆転するなどの結果も見

られた．

6.4.5 Frizzy hair-like road

樹脂の減少にともなって，螺旋構造の Roadは髪の毛の

ような形状へと変化していく．次項で述べる構造と区別す

るために，縮れた髪の毛のような構造として分類した．こ

の構造は，図 4 の分布中で長方形の領域を作っており，単

位長さあたりの樹脂量に依存して作られていることが分

かる．

6.4.6 Straight hair-like road

最終的に，わずかな樹脂がエクストルーダによって引っ

張られることで，Laputらによって提案された髪の毛構造

ができあがる [19]．この構造の造形方法に関しては，先行

研究で十分に議論されているが，本論文ではエクストルー

ダの高さ位置と樹脂量の設定との関係に基づいて再現する

ことに成功したといえる．この構造が造形されるとき，ほ

とんどの部分は空中にできるため，Roadの始点はプラッ

トフォームに接着しており，エクストルーダの移動によっ

て引き剥がされない，といった要件を満たしている必要が

ある．また，造形速度が遅い場合，細い部分が焼き切れる

現象が確認された．特に，ABS樹脂を 300 mm/minで造

形した場合に顕著に現れており，樹脂量が少ないパラメー

タでは安定した Roadを得ることができなかった．

前項で述べた構造と同様に，髪の毛状の造形物は樹脂量

に依存しており，分布中には長方形の領域が確認できる．

これは，一定以上の高さで造形すれば，樹脂が自然に引き

伸ばされてこの構造が生まれることを意味している．同様

な造形手法を提案した先行研究 [19]は，樹脂を一定量押し

出した後に，ノズル先端で引き伸ばすという方法であり，

樹脂量についての指摘はない．本実験の結果はこのような

構造を作る際の樹脂量についての情報を示している．
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7. デザインシステム

実験で得られたパラメータ設定を活用することで可能と

なる表現を示すために，3つのデザインシステムを実装し

た．このシステムの実装のためには，いくつかの追加パラ

メータを前もって調査しておく必要がある（図 6）．たと

えば，Roadを並べるように造形する場合は 1本あたりの

横幅，積層する場合は高さが必要である（6章で調査した

パラメータは押し出すときの高さであり，Road自体の高

さとは異なる）．また，複雑な 3Dモデルを処理する場合

は，空中に突き出す部分（オーバハング）は何度まで許容

するか，橋のような構造（ブリッジ）はどれぐらいの長さ

まで造形可能か，なども調査する必要がある．そのため，

ここでは使用するパラメータの組合せを限定し，そのパラ

メータで作られた造形物の構造を事前に測定した結果を用

いる．また，本デザインシステムを用いて得られた結果は，

次章で実例の写真とともに紹介する．

7.1 Zigzag roadを利用するスライサの実装

まず，実験で得られたパラメータを使用して，3Dモデ

ルを処理するためのスライサソフトウェアを実装した．こ

のスライサは，入力された 3Dモデルとパラメータを用い

て，Zigzag roadで構成される造形パスへと変換するもの

である．ユーザは，システムに 3Dモデルを読み込ませ，

本研究で示したパラメータと図 6 に示した追加パラメータ

を入力することで，従来のスライサソフトウェアと同様に

Gcodeを得ることができる．システムは，与えられた 3D

モデルをパラメータに従ってスライスし，各層にサポート，

内部構造が必要かどうかを調べていく．このとき，サポー

ト構造は一般的な太さの Roadで付加され，造形後に取り

除くことが可能である．なお，現在の実装では，内部構造

はつねに 100%の密度で埋めるようにしている．図 7 に，

この処理の様子と実際に生成された Gcodeのプレビュー，

造形後の様子を示す．ここでは，造形高さ H を 3.0mm，

単位長さあたりの樹脂量Eを 1.1 mmと設定し，ABS樹脂

を用いて 300 mm/minで造形を行った．

図 6 デザインシステム実装のためのパラメータ．図に示すような形

状の Gcode を作成して測定を行った

Fig. 6 Additional parameters required to implement a design

system.

7.2 エンボス加工を施すためのデザインシステム

図 4 の分布を縦に見ると，同じ造形高さで樹脂量を制御

可能であることが分かる．樹脂量が変化することで横方向

への膨らみ方がわずかに変化するため，パラメータを組み

合わせることで，エンボス加工のような表面が表現できる．

図 8 は，このアイディアに基づいて実装されたデザインシ

ステムである．このシステムは，2つのパラメータの組合

せを使用することで，造形物の壁面に膨らみのある箇所を

作り出すことができる．また，パラメータの切替えは，壁

面に貼り付ける 2値画像のテクスチャによって制御すると

いう方法を採用した．現在の実装では，単純な壁面にこの

テクスチャを貼り付けることにとどまっているが，より複

雑な形状への応用，段階的な膨らみの表現などでより強力

なデザインシステムとなることが期待される．

7.3 滑らかなシートのデザインのためのシステム

造形高さと樹脂量とを制御することで，造形される構造

の太さを制御することが可能となる．これらを連続的に制

御していくと，波打った平面を持ったシート [29]を造形す

ることが可能である．このデザインシステムでは，最も太

い部分・細い部分の 2つのパラメータを連続的に補完した

値を 1本の Roadに埋め込み，互い違いになるように並べ

図 7 Zigzag road を利用するためのスライサ

Fig. 7 Slicer software with a zigzag road.

図 8 表面にエンボス加工を施すデザインシステム

Fig. 8 Design system for emboss processing.

図 9 滑らかなシートのデザインのためのシステムとパラメータを

補完する内部処理の仕組み

Fig. 9 Design system for wavy sheets.
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て造形する．具体的には，間のパスを細かな移動に分割し，

各移動の際の高さと樹脂量を割り当てることで滑らかな表

面の造形可能とする（図 9）．Roadを並べるように造形す

るため，各パラメータでの横幅を事前に測定し，Roadど

うしの間隔を調整する作業が必要となる．

8. 造形例

造形結果とデザインシステム，さまざまな樹脂を用い

て，2Dと 3Dの造形物を出力した例を図 10 に示す．な

お，図 6 で示したように，各構造を維持したまま積層造形

を達成するためには，Roadの高さ・横幅を明らかにする

必要がある．そのため，使用するパラメータによって作ら

れる Roadの高さ・横幅を事前に測定した．積層する場合

は，第 1層目の高さ位置を図 4 のグラフより選択し，2層

目以降は測定した Roadの高さ分だけエクストルーダを上

昇させながら造形する．XY平面に並べるように造形する

場合は，測定した Roadの横幅分だけエクストルーダを移

動させながら造形する．図 10 の上段は，このような造形

パスを生成可能な簡易なプログラムを実装することで造形

を行った．また，デザインシステムとして実装したスライ

サで処理した造形例を図 11 に示す．

Staircase effectの利用によって，太く安定した Roadで

構成された造形例が作り出せる．このような段差が目立つ

図 10 提案手法を活用した造形例．それぞれの造形に使用した樹脂とパラメータを併記
Fig. 10 Example objects with new expressions. The materials and parameters used in

each example are shown.

図 11 デザインシステムのスライサを利用した造形例（3D モデルの詳細は付録 A に記載）

Fig. 11 Example objects created by using the slicer software.

表面は，高精度な造形のために回避しなければならない造

形エラーの 1つである．本論文では，太い構造を安定して

造形できることを明らかにしたため，この現象を制御して，

段差が目立つ外壁の表現方法として活用している．

Zigzag roadの積層によって作られた造形は，きわめてざ

らついた質感を持っている．全体の構造や積層状態は安定

しており，鳥の巣のような見た目に仕上がる．なお，ABS

樹脂と同じ設定を PLA樹脂や Polywood樹脂に用いると，

部分的に螺旋構造になってしまうことが確認された．その

場合，造形高さH と樹脂量 E を調整する必要があった．

Coil-like roadの積層によって作られた造形物には，Road

の構造によって一様な表面が作られている．この構造の積

層は難しく，特に各層の造形開始・終了地点で，構造が歪

んでしまったり，螺旋の回転方向が逆転したりする層が確

認できる．この構造の積層には，エクストルーダの移動方

法なども工夫する必要があるだろう．

エンボス加工は，太さ制御を用いた外壁のデザインであ

る．デザインシステムを用いて，造形時の高さ位置が同じ

で樹脂量の異なる 2組のパラメータを制御することで，外

壁に模様や文字を浮き出させた．このような造形手法には

先行例があるが [17]，本論文では，この構造を作り出すパ

ラメータの組合せを定量的に示したといえる．樹脂の溢れ

具合や造形可能性を詳細に調査したことで，より多様な表
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現が可能になるだろう．

触感のある滑らかな表面を持ったシートも，同様にデザ

インシステムを利用して作られている．フレキシブルフィ

ラメントを使用すれば，柔らかいシートが造形でき，腕時

計などの日用品に貼り付けて手触り感を変更することが

できる．太い部分を作る際に，単位長さあたりの樹脂量を

きわめて多くした（約 2.8mm）が，十分に速度を落とせ

ば問題なく造形できることを確認した．このような太さ制

御の手法は，造形部分によって精度を変更する Adaptive

slicing [22]への応用も期待できる．また，著者らは，シー

ト状の造形物を出力する手法 [29]を提案しているが，本論

文の結果を用いても同様な造形を行うことができることを

確認した．

これらの表現手法を組み合わせて，さまざまな 3Dモデ

ルのミニチュアとジオラマを作成した．本論文の手法に

よって，毛羽立った芝生や熊の毛並み，水面，家の壁面と

屋根が表現されている．図 11 は，デザインシステムとし

て実装したスライサで，動物の 3Dモデルを処理した例で

ある（3Dモデルの詳細は付録 Aに記載）．ここで利用され

ている Zigzag roadは，樹脂量が標準的なパラメータより

も多い設定であり，造形された樹脂の上に積層されると，

樹脂が垂れ落ちるような状態がしばしば発生した．スライ

サによって付加されたサポート構造はこのような現象を低

減させるために活躍し，不安定な構造を安定して積層して

いくことを可能とする．また，1度安定したパラメータを

設定することができれば，同じパラメータでさまざまな 3D

モデルを処理することが可能である．

以上の例より，本論文で提案する手法がさまざまな立体

形状に対して適用可能であり，熱溶解積層方式 3Dプリン

タを用いた質感表現のために有効であることが確認できる．

9. 議論

本論文では，パラメータ空間を探索するために，造形時

の高さと樹脂量との関係式を拡張する方法を採用した．こ

の方法を用いたことで，広範囲なパラメータ空間の効率的

な調査，パラメータの組合せと造形結果との関係を示すこ

とができた．得られた分布に従ってパラメータを選択すれ

ば，各 Roadの構造を意図的に制御できることが明らかに

なった．一方で，各構造は直前に造形された部分の影響を

受けることから，領域の境界には曖昧な箇所が存在する．

パラメータを極端に変化させた場合，曲線や折れ線のよう

な構造を造形した場合は結果が異なることが予想される．

今回の実験では，樹脂や造形速度など，いくつかのパラ

メータを定数として扱っており，環境の変化による影響は

依然として大きいと考えられる．一方で，これらが変化し

た場合でも，各構造に対応する分布が変化するのみで，パ

ラメータ設定に関しては同様な考え方ができるだろう．実

際に，造形例の出力時は，樹脂によってパラメータを調整

図 12 他の 3D プリンタを利用した場合の造形の様子

Fig. 12 Application to other 3D printers.

し，ステッピングモータの脱調を推測して速度を落とす，

という形で分布が活用された．

図 12 には Genkei Atom *4と Bonsai Lab. BS01+ *5に

提案手法を適用した様子を示した．これらの 3Dプリンタ

は，ノズルに送られる樹脂がボーデンチューブと呼ばれる

ガイドを通るタイプであり，本論文で使用したNJB-200と

は性能が異なる．このような場合でも造形速度を下げる程

度の調整をすることで，図 1 に示した例と同様の造形パス

をそのまま使用することができた．また，こういった異な

る環境でより詳細な制御を実現したければ，本論文で示し

た調査を実施することでその環境特性を知ることができる

だろう．

今後の課題として，各構造を正確に造形するための要件

の整理があげられる．本研究の調査はすべて 3Dプリンタ

のプラットフォーム上で行われており，調査結果は安定し

た平面上でどのような構造が得られるか，というものに

なっている．出力する立体形状や積層される土台の違いに

よっては，作られる構造が変化したり，サポート材が必要

になったりする場合があるだろう．サポート材を付加する

機能はデザインシステムに実装しているが，いくつかの

Roadはサポート材の付加による形状変化や，取り外し困

難なサポート材が付加されてしまう場合がある．また，造

形される構造の太さとパラメータの関係を明らかにする必

要がある．造形例のために部分的に計測を行ったが，パラ

メータ選択の自由度を高めるためには，造形後の形状をよ

り正確に推定できることが望ましい．さらに，部分的に表

現方法を変えたり，既存手法と組み合わせたりすることで，

より豊かな表現を可能とすることができると考えている．

10. おわりに

本論文では，造形時のエクストルーダの高さ位置と樹脂

量に注目し，熱溶解積層方式 3Dプリンタの表現力を拡張

する造形手法を提案した．樹脂量の設定式を，造形エラー

を発生しうる範囲にまで拡張して，さまざまなパラメータ

の組合せに対して実験を行った．造形された Roadを構造

的特徴に応じて 6つのカテゴリに分類し，それぞれを造形

するためのパラメータの分布を示した．そして，実験結果

を活用してさまざまな質感を持った造形例を示した．

多くの研究者やメーカは，高解像度で高価な 3Dプリン

タを用いて高精度な造形を目指している．我々は，高精度
*4 http://genkei.jp/atom2/
*5 http://www.bonsailab.asia/
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な造形とは，ユーザの表現したい形状を可能にすることで

あり，一方的に解像度を高めることではないと考えている．

本研究では，造形エラーまでも表現手法の 1つになりうる

ととらえ，造形物のテクスチャや表面の状態，見た目など

を表現するための基礎的な考え方を提供した．

謝辞 本研究は，JST，COIの支援を受けたものである．
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付 録

付録A 図 11 の 3Dモデルの入手元

• Low poly fox (by Slavikk)

http://www.thingiverse.com/thing:937740

• Low poly giraffe (by Slavikk)

http://www.thingiverse.com/thing:908561

• Low poly cat (by Slavikk)

http://www.thingiverse.com/thing:908621

• Low poly labrador (by 3DWP)

http://www.thingiverse.com/thing:446787

• Low poly owl statue (by saf)

http://www.thingiverse.com/thing:465309

（URLは 2017年 11月 15日確認）
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