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第４章　ラピッドプロトタイピングによる確認用モデルと原型製作

4-1. データ実体化の必要性

モックアップモデル、あるいはプロトタイプモデルは、企画されたデザインに基づいて、

形状を確認するために作られるものである。自動車や家電製品などには内部機構がある

が、外装を確認する目的で、内部を省略して作るものをモックアップと呼ぶ場合もある。

このようなモデルが作られるのは、最終製品をいきなり作って失敗するリスクを軽減する

ためである。製品のデザインは試行錯誤を繰り返して決定されるものであるから、変更の

度に最終製品と同じレベルの製品を作ることはコストと時間の面からロスが大きすぎる。

陶磁器は内部機構を持つ訳ではないが、最終製品と同レベルで製作しようとすれば、成

型や乾燥の時間と、焼成と冷却の時間がかかる。形状と大きさを確認しようとすれば、プ

ロトタイプ製作が有効であるケースも多い。

陶磁器は焼成時に大きく収縮するため、製品の原型は最終製品の大きさより焼成収縮分

を大きく作る必要がある。陶磁器は手に持って使うことが多いものであり、本来は最終製

品の大きさでプロトタイプモデルを製作し、一度デザインと大きさとのバランスを確認し

た方が望ましいが、モデルは原型と比べ大きさが異なるのみで、原型と同様に製作上のコ

ストや時間かかることから、原型がモデルの代わりとされて、最終製品のモデルは作られ

ない場合がほとんどであった。結果として、焼成した後で大きさが適切ではないことが露

呈する場合も多かった。

前章ではコンピュータを利用して形状データを制作する方法、CG 画像により詳細な確

認を行い、デザインプロセスの初期段階での利用法について述べた。コンピュータ画面で

は、対象物を拡大・縮小して表示することができ、細部の確認や全体のイメージを瞬時に

行うことが出来るが、実際に製品になったときの、現実空間でのボリューム・存在感を確

認することが出来ない。またコンピュータを利用して形状デザインを行っても、決定した

デザインを実際に出力する方法がなければ、従来通りのプロセスを経て型製作などを行わ

なければならず、データの有効性を十分に発揮することはできない。そして従来通りの製

作プロセスを経た後に修正が必要になれば、やはり従来通りの修正を行う必要が生じてし

まう。コンピュータ画面上でのデータ作成などのプロセスは、必ずしも現状のプロセスを

改良するものとは言えなくなってしまう。
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4-2. ラピッドプロトタイピング技術の概説

このような問題を解決するため、3D データから実際の立体を作る技術の一つとしてラ

ピッドプロトタイピング（Rapid Prototyping;RP）が生まれた。RP は、3D の形状データ

を薄い層状（スライスデータ）に分割し、各層を造形して積み重ねる積層造形法を示すこ

とが多い。この技術は 1980 年に小山が特許申請したものが始まりである 18。造型機と

してはアメリカの 3DSystems 社から 1988 年に製品化されたものが最初であり、比較的

新しい技術である。ラピッドプロトタイピング技術で形状確認モデルを製作し、大きさと

フォルムを実際に確認できるメリットは大きく、他の工業製品分野ではデザイン検討段階

で多用されるようになった。光造形法をはじめ各種の造形法がある。造形法ごとに、造形

エリア、造形時間、造形後の処理、イニシャルおよびランニングコストなどの点で特徴が

ある。積層造形法は、次の５つの方法に分類される。

4-2-1. 光造形法（Stereo Lithography）

最も代表的な積層造形法で、紫外線照射で硬化する樹脂 (UV 硬化樹脂 ) に作りたい一層

分の形状データに紫外線レーザーを照射して照射して硬化させ、一層分を下降させ次の層

を硬化させる、という動作を繰り返して形状を作り上げる方法である。積層造形法では１

層あたりの高さを低く制御することで、表面精度を向上させることができる。造形ピッチ

（１層の高さ）が 20µm 以下の高級機種では、非常に美しい表面が得られる。光造形法

はこの点で最も優れている。

液体内に硬化物として造形されるため、傾斜部分には造形物を支える「サポート」と呼

ばれる部分が必要である。このサポートは造形終了後には不要部分であり、除去する必要

がある。イニシャル・ランニングコスト共に高い。

4-2-2. 粉末造形法

微細な粉末を造形テーブル上に１層分敷き、接着剤を噴射したりレーザーで焼結させる

などの方法で硬化させ、次の層を造形していく方法である。機種によって樹脂や石膏、金

属、澱粉など様々な材料の粉末を利用する。大型の造形物が製作可能な大型の機械もある。

金属粉末で造形した後に樹脂や銅を含浸させるなどして強度を上げ、小ロットであれば成

型用の型として使用できる、ラピッドツーリングと呼ばれる手法がある。硬化した造形物

は、硬化していない材料粉末の中に埋もれた状態であり、造形物を保持してくれるため、
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サポートを必要としない。また造形完了後に粉末をエアブローなどで簡単に除去すること

ができる。不要部分の除去という点では、この粉末造形法が最も容易である。微細な部品

などの造形に適している。複数の部品を造形空間内に配置でき、他の造形法では困難な中

空の造形物も製作可能である。造形中に粉末に着色することでカラー造形が可能な機種が

登場している。造形時間も早く、比較的ランニングコストは安価である。硬化されなかっ

た材料は再利用でき、経済的である。

4-2-3. インクジェット法

インクジェットプリンタを立体造形に応用した形態で、溶かした樹脂やワックスなどを

インクジェットノズルで１層ずつ吹き付けて造形する方法である。精密な造形が可能であ

る。大型の造型機は登場していない。比較的小さな造形物を精密かつ安価に作りたい用途

に向いている。

4-2-4. 溶融樹脂押し出し法（FDM; Fused Deposition Modeling）

細いチューブから加熱した樹脂材料を押し出して積み上げる方法で、ABS 樹脂など実際

の製品成型で使われる樹脂材料で造形が可能である。サポートは必要であるが、主造形物

に対して壊しやすい別の材料でサポートを造形し、除去が簡単になるよう配慮した機種が

ある。

図 4-1 薄膜積層法の概念図

特開平 9-206972 特開平 8-290347
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4-2-5. 薄膜積層法( LOM; Laminated Object Manufacturing)

紙などシート状の材料１枚を１層とし、各層ごとに切断しながら積み重ねる造形法であ

る。比較的安価かつ高精度に大きな造形物が得られる。不要部分も同時に積み重ねられる

ため、特にサポートを必要としない点では粉末造形法と同じであるが、不要部分を除去す

る作業が大変面倒であり、必要な部分を把握しておく必要がある。造形する高さ分の材料

は必ず消費してしまい、除去した不要部分は再利用できず、造形物によっては、材料の大

半がゴミになってしまう。機はレーザーでカットするものを指すが、カッターを使用する

機種もある（図 4-1）19。

4-2-6.RPの 問題点

積層造形法では、各層の等高線状に段差が生じる。各層が薄ければ段差も小さいため、

美しい仕上がり面に近づくが、造形時間が長くなってしまう。光造形では、レーザー光の

強さと層ごとの移動量を段階的に設定できる機種があるが、その他の多くの機種は造形

ピッチが固定である。光造型機の一部には段差がほとんど見られないほど奇麗に仕上がる

ものもあるが、サポートが付いていた面は除去と仕上げ作業が必要である。またそれ以外

の大半の機種では、全面に段差が残る。この段差は、全くの水平面には何も現れないが、

水平に近い緩やかな傾斜面で目立って現れ、垂直に近い傾斜面では目立たなくなる。段差

が残った状態でも良ければこのままで構わないが、全面を平滑にして見栄えの良いモック

アップモデルにするためには、研磨や塗装などの作業を行う必要があり、この仕上げ時間

も実質的な造形時間と考えるべきである。

陶磁器デザインへの応用という点では、CHUA らが光造形法と紙積層造形法によりモデ

ル製作を行って比較検討した研究が 1997 年に発表されている 20。CHUA らの研究は RP

を用いた立体彫刻を主目的にしたもので、RP モデルを原型にした例も示しつつ、RP が有

効であると結論づけている。この研究は先駆的な研究であるが、モデルの仕上げについて

言及されておらず、コストを考慮していないことなど、実際の製造現場への導入を考える

とさらに研究・検討が必要だと思われた。

4-3.紙積層造形装置によるRP利用技術の研究

我々の研究では、主に紙積層造形法による造型機（キラ・コーポレーション PLT-A3）



37

を使用した（図 4-2）。造形エリアは 400mm(X) × 300mm(Y) × 300mm(Z) である。紙

積層造形法は、他の方法に比べ、造形物の表面が比較的美しく仕上がり、大きな造形物

が得られる。造形材料の紙は裏面に糊材が塗布された専用のもので、厚さは 0.08mm と

0.12mm の２種類がある。この専用紙は再大造形可能高さ 300mm 分のロール紙の状態

で供給される。イニシャルコスト・ランニングコストともに他の造形法よりは比較的安価

である。

RP 造形を行うためには、デザインソフトウェアで作られた形状データを層ごとのスラ

イスデータに変換しなければならない。まずモデリングに使用したソフトウェアからは、

CAD/CAM 技術で最も汎用性が高い IGES(Initial Graphics Exchange Specification) 形式で

出力し、RP での標準である STL(Stereo Lithography) に変換するため、Magics ソフトウェ

ア（マテリアライズ社）に取り込み、STL 形式は立体形状を微細な三角形の頂点の集合体

として定義するものである。変換した際に、部分的な面の重複や、隙間が発生することが

あり、修正する必要がある。完全な STL データが得られたら、造型機専用のソフトウェ

アでスライスデータに変換する。紙積層造型機の場合、造形物は接着された紙の塊に埋も

れており、不要部分を除去して造形物を取り出しやすくするため、分割線を定義する必要

がある。この手順が終われば、機械での造形が自動的に行われる。

図 4-2 キラ・コーポレーション PLT-A3
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実験に使用した PLT-A3 は前述のロール紙を造形テーブルに送って機械の天井部にある

加熱テーブルに押し付け、裏面の接着剤を溶かして下層の紙に圧着し、１層分のスライス

データに基づいて造形テーブル上でカッティングプロッタが紙をカットする、という工程

を繰り返す。接着が完全に行われずにめくれ上がったり、ロール紙の送りが完全ではない

場合に紙詰まりが起きる、カッティングプロッタの刃に微細な切り屑が入り込み切断が不

完全になってしまう、などのトラブルが発生する場合があり、このリスクは造形高さが

高いほど大きくなるため、できるだけ低い造形高さで終わらせるように配慮する必要が

ある。造形スピードは、形状のカット工程によるが、１層あたり約 30 秒〜１分であり、

1mm の造形を行う場合、0.12mm 厚さの紙で約 4 分〜 8 分、0.08mm 厚さの紙の場合で

は約 6 分〜 12 分となる。

紙造形装置で最も問題となるのは不要部分の除去作業である。造形物は不要部分の周り

に同様に接着されている。除去する作業は剥離作業と呼ばれ、接着層をヒートガンで暖め

ながら、ピンセット等で少しずつめくって取り去っていくものである（図 4-3）。これは

非常に大変な作業である。細かな凸部は誤って除去してしまう可能性も高い。また紙が材

料であることから、空気中の湿気を吸収して事後変形が起きやすく、変形を防止するため

に何らかのコーティングを必要とする。造型機メーカーでは、瞬間接着剤を全面に塗布す

ることを推奨しており、この作業でモデルの強度も高めることが出来る。

RP の造形物に残る段差は造形法や機材の性能により異なるが、0.02mm 〜 0.2mm 程

度である。段差は模様のようにも見え、形状を確実に確認するためには望ましくない。段

差を消して品質の高い確認モデルとするには、段差を研磨して除去するか、段差を塗装な

どで埋めるか、あるいは両方の方法を併用する必要がある。紙積層造形の場合、研磨作業

図 4-3 紙積層モデルの剥離作業
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は他の材料に比べて容易である（図 4-4）。研磨だけでなく段差を埋めるためには、サー

フェーサー等を塗布する方法が現実的である。塗布後に再研磨を行うと、凸部となる段差

の頂点が現れるため、再度、塗装する必要が生じる。例えば白色の塗料で仕上げれば、高

品質のモックアップモデルが完成する。

コンピュータ画面上で確認できない形と大きさとのバランスを手に取って確認できる、

という点では、RP モデル制作は非常に有効な手段である。そのメリットは大きい反面、

残念ながら使用する造形素材の比重は陶磁器より軽く、食器などで重要な重さを再現でき

ない。前述したような研磨・塗装工程は、塗料の乾燥時間も考慮すると 10 時間程度必要

である。不要部分の除去作業や研磨作業は手作業となってしまう。また造形後の経時変形

があり、長時間経過したものでは寸法精度が期待できない。いずれの造型方法も造型機

は数百万円〜数千万円であり、使用原材料も高価である。造型機のランニングコストも 1

時間当たり数千円以上となり、一つのモデル造形には数万円のコストを要する。モデル製

作時間とコストは造形物の物理的な高さに比例するため、高さが高いモデルは数段に分割

して造形高さを下げることで、多少コストを低減することは可能であるが、根本的な解決

策とは言いがたい。さらにモデルの造形時間と事後処理時間は、これまでのデザインプロ

セスではモデル制作を積極的に行ってこなかったことを考慮すれば、商品開発時間を余計

に費やすことになる。以上の理由から、陶磁器業界に RP によるモデル制作プロセスを定

着させることは困難であると思われる。

4-4 RPモデルを原型として利用したケーススタディ

実際に製品化するためのプロセスとしては、原型が必要となる。このため、むしろ RP

図 4-4 紙積層モデルの仕上げ
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モデルを原型として使用する方法が有効であると考えられ、実際の試作や商品開発を通し

て検討を行った。コンピュータ上で作られた形状データは、一瞬で原型用として正確に拡

大が行える。手作業での原型製作では特に凹面の加工が困難であるが、RP モデルでは凹

面であるか凸面であるかに関係なく造形が可能である。しかし、原型として使用するため

には、先に述べた積層造形法独特の層ごとの段差を滑らかに仕上げる必要がある。これは

美観上の必然性ではなく、後の工程で石膏により型取り作業を行う際に、微細な段差であっ

ても石膏が入り込めば、型取り作業が困難になるためである。これらの点もふまえ、以下

のケーススタディを行った。

4-4-1.福祉食器の試作

これは福祉食器としてデザインしたもので、断面も複雑に変化し、リム部も部位によっ

て幅が異なるなど複雑な形状で、手作業では原型政策が困難である。モデリングは ALIAS 

Studio で行った。この例の場合、造形時間が約 8 時間、不要部分の除去作業で約 1 時間、

塗装と研磨作業で約 8 時間を要した。

原型から試作型を作るためには、原型を定盤に固定し、型枠を設置して石膏を流し込む

型取り作業を行う必要がある。これは現状のプロセスと基本的に同様であるが、原型の素

材が石膏ではないため、特別な配慮が必要であった。

RP モデルはプラスチックと同程度の強度であり、経時変形を起こしやすい。我々の研

図 4-5 原型（左）と焼成した試作品
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究では、素材が紙であったため防水処理も必要となった。このスタディのように、皿など

の薄肉製品の場合では、型取り作業の際に、流し込んだ石膏の重量と石膏の硬化熱で原型

が若干変形を起こしてしまうことが判明した。片面を型取った後に反対の面を型取る際、

変形を強制するため細長いピンで押さえながら石膏を流す処置が必要であった。これでも

完全に変形を押さえることができず、成型体は当初の予定より 0.5~1mm 程度厚いものに

なってしまった 21（図 4-5）。手作業による従来の方法でも± 0.5mm 程度の精度は確保

されていたため、メリットがあると判断することはできなかった。

4-4-2.エコポーセリンの商品開発

次のケーススタディは、環境に配慮した新しい陶土材料である「エコポーセリン」を使

用するためのプロジェクトであった。RP による形状確認用モデルを製作した上で、一部

は RP による原型製作まで行った。5 シリーズが開発されたが、この中の「smart」シリー

ズでは、ALIAS STUDIO による 3D データがデザイナーから提供された。提供データを基

に、皿類も含め、すべて RP モデルを原型として商品化が実現した。

図 4-6 エコポーセリン「smart」（デザイン：井戸真伸）
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排泥鋳込み用の原型、例えばポットの胴体などは、最終製品は薄肉であるが原型は中が

詰まったソリッドの状態で原型を作るため、変形しにくくメリットを発揮することができ

た。また２分割で型取り作業を行うためには、はじめに半分を粘土などで埋めておく１時

間程度の作業が必要であるが、RP では２分割した原型を用意することで、片方を定盤上

に置くことで埋め込み作業を省略し、スムーズな型取り作業を実現できることがわかっ

た。22。

4-5．まとめと考察

以上のように、3D 形状データに基づいたラピッドプロトタイピング技術について、そ

の概略と陶磁器のプロセスに応用するための諸問題について検証し、実地試験までを行っ

た。コンピュータ画面上でデザインされた 3D データは、そのままでは仮想のものである。

目的は製品化であるから、いずれかの段階で実際の立体にしなければならない。デザイン

を決定しても、データを出力する手段が無ければ、図面や CG 画像などの補助資料は提供

できるものの、手作業による従来通りのプロセスで原型製作から行う必要があるため、決

定した 3D 形状データを有効に活用できるものではなかった。データを実際に立体化でき

るようになったことで、このような状況を革新し、コンピュータを利用したデザインプロ

セスを実務上も有効なものとすることができた。

陶磁器は食器をはじめとした器としての製品化が多く、現実空間での実際の存在感、手

に取った場合の手への収まり具合など、微妙な形状とサイズとのバランスを追求する必要

がある。この点で、製品化以前に実際の立体を確認するモデルが製作できることは、非常

に有効である。またモデルではなく原型を製作することで、現状のプロセスにスムーズに

導入できることが期待された。

ラピッドプロトタイピング技術の手作業と比べてのメリットは、画面上で確認する設計

者の意図が正確に形状に反映されること、手作業では製作が困難な非回転体でも正確な形

状が製作可能であること、型製作に取りかかる以前にプロトタイプモデルとしてデザイン

確認が行えること、型製作を行うために焼成収縮分を自動的に拡大できることなどである。

ラピッドプロトタイピング技術に関する研究成果を有田焼の陶磁器業界に紹介したの

は 2002 年度である。複数の企業グループとの共同開発も行ったが、結果としてこの技術

は業界への導入が進まなかった。現状のプロセスにおける陶磁器の型コストは、１アイテ

ムあたり７〜 15 万円程度で、そのうち原型製作分に相当するのはこの半額程度である。
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ラピッドプロトタイピングによるプロトタイプモデル製作が他の業界で有効な手段と判断

され利用されているのは、従来でもデザイン段階で高いコストと時間をかけてモデル製作

を行っており、ラピッドプロトタイピング技術を導入してもデザイン検討期間やコストを

低減できるからである。陶磁器業界は前述したように形状確認モデルを製作することは希

で、直接原型を製作することが多いことから、モデル製作を行うことはデザインプロセス

が複雑化し高コスト化につながることになる。モデル製作を省略して原型製作を行った場

合でも、積層造形法による原型は、全体の厚さや形状は正確であっても表面の平滑さが良

くなく、仕上げ工程が必要であり、型取り作業においても変形などの問題で従来の石膏に

よる原型より使用感が良くなかった。また現状の陶磁器型コストは他分野よりはるかに低

いため、高価な造型機導入はコスト的にも見合うものではなかった。

以上のような結論をふまえ、次の段階として、CNC 切削による原型製作と型製作に取

り組んだ。


