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アート作品を用いたデザイン思考型モノづくり教育の実践

Practice of Manufacturing Education Using an Art Work Based on Design Thinking

荒川　俊也＊1，杉森　順子＊2

（Toshiya ARAKAWA）　（Junko SUGIMORI）

Abstract
This study examines the effect of manufacturing education on mechanical engineering students using an art work based
on design thinking. The miniature movable monument of “flexible dimension (by Junko Sugimori)” is developed. 
Based on many real-monument pictures and the outline of the miniature monuments created using 3D printer, a basic
model of miniature monuments is created. To move the miniature monument, the motion data of the finger was
captured via Leap Motion technology and the data was transmitted via XBee processing and the angle of rotation was
calculated. From this project, which discusses miniature monument development, students learned about the relation
between manufacturing and art based on design thinking.
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1　緒言

本論では，愛知工科大学機械システム工学科 3年次後期科目「卒研セミナー」における，アート作品を題材
にしたデザイン思考型モノづくり教育の実践事例について述べる．
近年，デジタルファブリケーションが未来のモノづくりに期待されている．デジタルファブリケーション 

とは，デジタルデータをもとに創作物を製作する技術のことと言われている 1）．3Dスキャナーや 3DCAD
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などの測定機械により，自分のアイディアや個人の身体データ等をデジタルデータ化した上で，そのような
デジタルデータを 3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械で読み込んで造形するもので 

ある 1）．デジタルファブリケーションのメリットの一つとして，これまでの製造技術では作成困難なものが
作成できる点が挙げられている 1）．例えば芸術作品などはこの「作成困難なもの」の一つであると筆者らは考
える．そして，デジタルファブリケーションの要となるデジタル工作機械の一つが 3Dプリンターであるこ
とは異論の無い所であろう．一方，デジタルファブリケーション時代の到来の背景として IoT（Internet of 

Things，モノのインターネット）の進展があると言われている 2）．3Dプリンターは，近年，デジタルパーソ
ナル・ファブリケーションツールとして注目され，従来のモノづくり手法とは異なり，デジタルデータを基
に一体的に 3D形状が作成できることから，製造の大幅な低コスト化，あるいはオープンソースを利用した
製造のイノベーションが期待されている 3）．
一方で，芸術へのデジタル技術の浸透は早く，3Dプリンターとの相性は光造形（rapid prototyping）の頃

から非常に高い．造形性そのものへの探究心や，メディアアートという芸術の分野が隆盛していることも
あり，形をつくることへのモチベーションの高いアーティストが純粋に 3Dプリンターによる造形という課
題に向かって，自発的に挑戦するためと言われている 4）．3Dプリンターを用いた芸術への適用例としては，
例えば，レゴブロックを用いた影のトリックアート生成システムに使用される事例など存在している 5）．更
に，オランダのノッテルダムにあるボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館で，歴史的芸術品のレプリカ
を3Dプリンターで作るという試みが行われた事例がある6）．しかし，このようなレプリカを製作するにあたっ
ては，3Dスキャナーを用いて行うことが多く，スキャンの精度が求められるため，精度を担保するために
は高価な 3Dスキャナーが求められる．また，小型の芸術作品に対してのみ適用できる手法であり，大型の
芸術作品に対して適用するためには，3Dスキャナーによる手法以外を工夫しなければならない．
さて，筆者らが所属する愛知工科大学の機械システム工学科では，3年次後期「卒研セミナー」において，

卒業研究の準備として，所属する卒業研究担当指導教員に付き，トレーニングを受けるカリキュラムになっ
ている．内容は指導教員の裁量に委ねられるが，基本的に「4力」（材料力学，熱力学，流体力学，機械力学）
を重視したカリキュラムである．その一方で，近年の IoT化を意識・考慮すると，「4力」のみならず，メカ
トロニクスの知識や技能も身に付けさせる必要がある．しかし，単に Arduinoや Raspberry Piを扱い，メ
カトロニクスの知識や技能を身に着けさせるだけでは，いわゆる教科書に沿った内容のみの理解に留まり，
実践的な学びに繋がらないことが懸念される．そこで，上記のようなデジタルファブリケーションを題材と
した課題を与え，PBL（Project Based Learning）形式の学びとすることで，学生の理解向上や意欲喚起，実
践力開発に繋がることが期待される．
このことを踏まえて，本論では，筆者らが所属する愛知工科大学内に設置されているモニュメント「しな

やかな次元」（図 1） 7），8）を題材とし，このアート作品をデジタルファブリケーションの手法によって小型化
することを目標としたモノづくり教育の試みについて述べる．この試みを通じ，「4力」を中心とした教育を
受けてきた機械系学生に対する教育手法を提案することで，機械系学生に対する未来のモノづくりの素養を
身に着けさせる方法論として貢献し得るものと考える．また，学生にとって身近なアート作品を対象として
扱うことで，近年産業界において注目を浴びている「デザイン思考」 9）を具体的に実践することができる．従
来から，問題を分析することにより，問題に対する解決策を見つけ出す問題解決手法はいくつも存在した．
これらは分析的な解決手法と言える．一方，デザイン思考では，課題の中心となるユーザーを注意深く観察
することにより，本質的かつ潜在的な問題を見つけ出す．そこから全く新しい発想で解決策を考え，形にし
て実際にユーザーが試すことにより，繰り返し学習しながら解決策を創り出す手法である 9）．デザイン思考
は従来の分析的な解決手法に対し，創造的な解決手法と言える 9）．
デザイン思考は次の 5ステップから成り立つ 10）．
①　 Emphasize（共感）：ユーザーや現場で何が起きているのかをしっかりと観察し，ユーザーに共感する
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こと．
②　Define（問題定義）：現場を観察することで解くべき問題は何かを特定する．
③　Ideate（発想）：その問題についてアイディアを考える．
④　Prototype（試作）：発想したアイディアについて試作品を作る．
⑤　Test（テスト）：試作品をテストする．
デザイン思考は，「エンジニアがデザイン思考を身につけると最強」 11）とも言われており，この思考法を身
に付けることにより，エンジニアリング能力向上に寄与するものと考えられる．そのため，本論で述べる， 
アート作品を題材とすることで，デザイン思考に立脚したモノづくり教育という観点で有意義なものと考え
られる．デザイン思考の 5つのステップを図 2に示す．

Fig. 1　 Appearance and actual size of "flexible dimension（by Junko Sugimori）” 7）, 8） from various 
direction

Fig. 2　Concept of design thinking. This figure is refined by authors based on reference 9）
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本論は以下のように構成されている．第 2章ではプロジェクトについて説明すると共に，プロジェクトの
進め方について述べる．第 3章では具体的な開発過程について述べ，「モニュメントの撮影と 3Dモデル化」 
「モデルの編集と出力」「プログラム作成」「収納ケース作成」の手法について詳細に説明する．第 4章では 

開発した結果と本論の取り組みに関する考察を述べる．第 5章はまとめである．

2　学生に与えたプロジェクトについて

本論で述べる内容は，筆頭筆者の研究室で実施された「卒研セミナー」の一環として，PBL（Project Based 

Learning） 12） 型として進めたものである．ここでは学生に与えたプロジェクトについて詳細に説明する．
学生に与えたプロジェクトの内容と実施期間は次の通りに設定した．本章で述べる，プロジェクトの内容

提示と状況理解，製作者（杉森）の考え方や意向の把握，モニュメント小型化によって鑑賞者がどのようにモ
ニュメントを評価するか考察することなどが，デザイン思考における「① Emphasize（共感）」に相当する．
・プロジェクトの内容

 愛知工科大学内に設置されているモニュメント「しなやかな次元」を小型化し，可動させるように工夫する
こと．小型化および可動させるための手法は問わない．
・プロジェクトの実施期間

2016 年 9月 13日～ 2017年 2月 3日（2017年 2月 3日に完成報告会を実施）
本プロジェクトの題材である「しなやかな次元」は，見る角度によって螺旋，ハート，知恵の輪など様々な
表情を見せ，形の発見を楽しむことができることを特徴としている 7），8）．製作者である杉森順子（筆者の一人）
は，「しなやかな次元」について，ハートは暖かなこころのつながりと愛知県の「愛」を，メビウスの輪のよう
に表と裏が続く輪は，記号∞のように無限大の可能性と英「知」を，そして，螺旋はテクノロジーを表現して
いる 7）と述べている．杉森は，このモニュメントに，次世代を担う若者たちに「物事を一方向から見るので
はなく，多角的な視野で柔軟に見つめ直すことで新たな知恵や価値を発見し，これからの未来を切り開いて
欲しい」という願いを込めて製作した 7），8）．モニュメントの鑑賞者は様々な場所に移動しながら眺めること
で，「様々な表情や形の発見や変化を楽しむ」ことができる（図 1）．当初杉森は，動力でモニュメント上部を
回転させたキネティック・アート（動く芸術）にすることができれば，モニュメントの刻々と形が変わってい
く様子を楽しむことができ，より作品の意図を分かりやすく示すことができると考えた．しかし設備等のコ
ストの観点から，大型のモニュメントを動力を用いてキネティック・アートにすることは困難であった．ま
た，本プロジェクトでは「小型化」も行うが，モニュメントを小型化する一般的な手法を検討できれば，製作
者側の観点としては，例えばプロジェクションマッピングを用いた展示の事前シミュレーションが，設備面
や規模の観点から容易になることなどが期待できる．そこで本論では，こうした製作者の意向を反映したう
えで，小型ではあるが実物の形状から可能な限り忠実なレプリカを製作し，回転させることを目指した．図
1に「しなやかな次元」の実寸値を示す．モニュメントの上部は，最も大きい箇所で 1500 ［mm］であり，汎
用品の 3Dスキャナーなどで測定してデータを収集することは困難である．
「卒研セミナー」を受講した学生は 7名であったが，そのうち 3名が本プロジェクトに携わった．なお，「卒
研セミナー」は週 1回（90分，木曜日 15:10～ 16:40開講）の授業であり，その時間に，指導教員（筆頭筆者）
とプロジェクトに携わる学生との間で進捗確認を行った．学生に対しては毎週プレゼンテーションを実施さ
せ，解決した課題，問題点，今後の予定などを報告させることで PDCA（Plan-Do-Check-Action）を円滑に
回すようにさせた．但し，進捗確認においては，「前回の発表から少しでも進展があること」をルールとした．
この際に，ガントチャートを書かせることで，解決すべき課題の洗い出しや課題に対して目標にした期日に
間に合うように解決ができているかなど，いわゆる「見える化」も行った．2017年 2月 3日の完成報告会の
場において，実際に稼働させ，プレゼンテーションを行うことが必須であるため，進捗管理は極めて重要と
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なる．ガントチャートの作成においてはフリーソフトである GanttProject 13）を用いた．
進捗確認の場において，指導教員はあくまでも最終的な目標を達成させるためのアプローチを示すに留

め，アプローチに向けた具体的な方法論，手段については一切指導していない．但し，プレゼンテーション
において，今後の進捗に際して，極端に的外れな方法論を学生が提示した場合のみ，軌道修正という観点
で，方法論が明らかに異なることや再考する必要があるという助言を行うこととした．方法論は指導教員に
聞くのではなく，3名の学生内で議論，検討の上で解決策を見出すルールとした．3名の学生間における議
論の手段については制約を設けないが，ブレインストーミングの 4原則「批判厳禁」「自由奔放」「質より量」「結 

合改善」を遵守して進めさせた 14）．課題提示から作品完成までの流れと，最終的な目標（「しなやかな次元」の
小型化および可動化）に向けて学生自身で検討・解決すべき項目を図 3に示す．最終的な目標に向けて，学
生が検討すべき課題は，「如何にしてモニュメントを小型化するか」「小型化したモニュメントをどのようにモ
デリングするか」「どのように 3Dプリンターでモデルを印刷するか」など，多く存在する．これらの課題を，
基本的に教員の助力を得ずに，学生自身でクリアしていくこととなる．

3　開発過程

本章では，前章において実施した学生教育の成果として，今回プロジェクトに携わった 3 名の学生が提
案し，学生が実際に進めた開発過程について紹介する．本章で述べる内容が，デザイン思考における「②
Define（問題定義）」「③ Ideate（発想）」「④ Prototype（試作）」の流れに相当する．学生が進めた全体の開発過
程を図4に示す．開発は主に「モニュメントの撮影と3Dモデル化」「モデルの編集と出力」「プログラム作成」「収
納ケース作成」の要素からなる．

3.1　モニュメントの撮影と 3Dモデル化
筆頭筆者が所属する愛知工科大学機械システム工学科は，3次元 CAD利用技術者資格試験の受験を推奨
しており 15），授業においても 3DCADを積極的に活用している．そのため，学生からは，「モニュメントの
図面を取り込み，モデリングを施し，その結果を 3Dプリンターで出力するという流れで進めると良いので
はないか」という提案があった．教員の立場からも，モニュメントの小型化に際し，図面を基に，3Dプリン
ターで製作する流れは，大学における 3DCADの学びと符合するという認識である．

Fig. 3　Overall flowchart and problems that students have to solve
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しかし，実際には，「しなやかな次元」は設計図をベースにして構築されたモニュメントではないため，モ
ニュメントの大きさや曲率などの情報が無い．従って，モニュメントの図面情報を直接取り込み，モデリン
グを施すことが不可能である．そのため，代替案として，モニュメントの写真からモデリングを施す方法
を学生らが調査し，この方法の実現可能性について検討した．まず，3Dモデル作成に用いるためのモニュ
メント実物の写真を撮影した（図 1）．ここでは，モニュメントの写真をあらゆる角度から 147枚撮影した．
この 147枚の写真を元にして，写真から高精度に 3Dデータが作成可能なソフトウェアである Autodesk 

Remake（Autodesk社製）を用いてモニュメントの 3Dデータを作成した．作成したモニュメントの 3Dデー
タを図 5に示す．図 5より，大まかな形状は再現されているが，所々で 3Dデータに反映できておらず，欠
損が見受けられた．また，実物はチューブ形状であるために均一な径であるが，3Dデータは径が均一にな
らず，言わば凸凹した形状となってしまっていた．これは，3Dデータから背景画像を除去する際に，モニュ
メント実物と背景画像の色やコントラストの影響に起因したものと考察した．
そこで，「しなやかな次元」が同心チューブから構成されるモニュメントであることを踏まえ，凸凹した形

状となってしまった 3Dデータ（図 6（a））を基に，スプライン曲線で形状をトレースする（図 6（b））．形状を
トレースしたデータをMeshmixier（Autodesk社製）で修正・変換し，Inventor2015（Autodesk社製）で読
み込んだ．描いたスプライン曲線をパスとして指定し，円を基本形状としてスイープすることでモデルを作
成した（図 6（c））．

Fig. 4　Overall developing process 

Fig. 5　3D data made by actual monument 
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3.2　モデルの編集と出力
作成されたモデルは Cura2.3.1（Ultimaker社製）にインポートし（図 7（a）），その後，熱溶融積層方式の

3Dプリンターである Ultimaker2（Ultimaker 社製）によって出力した（図 7（b））．出力されたモデルにおい
てはモニュメントを支える土台が形成されているが，これは印刷完了後に除去した．なお，モニュメント実
物とモデルの比率は，3Dプリンターで造形できる最大サイズなどを考慮して，約 14：1とした．

3.3　プログラムの作成
ここでは，前節で作成したモニュメントのミニチュアを可動させるためのプログラムの作成方法について

述べる．
モデル作成の次の目標としては，小型化したモニュメントを可動させることとなる．ここで，学生より，
小型化したモニュメントの可動については Arduino Unoを用いて検討するという提案がなされた．最近は
参考書や webにおける情報が充実していること，また，Arduino Unoを用いた開発は敷居が低いため，電
子工作やメカトロニクスに精通していない機械系学生においても取っ付きやすい可能性があるためである．

Fig. 6　 Created data and model of monument. （a）: used data to trace the outline of monument by 
spline curve. （b）: made model by tracing the outline by spline curve, （c）: made model by 
Remake based on tracing by spline curve 

Fig. 7　 The model of monument and printed matter by 3D printer, and the comparison of actual size 
and printed size of monument. （a）: the model shape imported to Cura2.3.1, （b）: the printed 
matter by 3D printer 
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さらに，可動させるという観点では，ただモニュメントを自律的に回転させるというのではなく，モニュ
メントの鑑賞者によって，直感的に操作ができるようにすると面白いのではないか，という提案があった．
加えて，学生の議論の過程において，手の動きに併せてモニュメントが回転するようにすれば，鑑賞者がモ
ニュメントに対して一層興味を持つのではないかという意見が出た．そのため，非接触センサーによってモ
ニュメントの鑑賞者が直感的に操作できるようにした．非接触センサーは例えば Microsoft社の Kinectや
ASUS TeK社の Xtionなど様々なセンサーが存在するが，直感的に動かせるということを重視し，非接触セ
ンサーの一種である Leap Motion（Leap Motion社製）を用いて，手の動きによって直感的に可動させること
とした．
非接触センサーを用いるにあたって，パソコンとモニュメントを通信させることで，パソコン側から取り

込んだ操作者（モニュメントの鑑賞者）の情報をモニュメントの可動に反映させるようにした．本論では，短
距離無線通信の一規格である XBeeを用いた．XBeeは無線の知識に乏しくても安易にワイヤレスネットワー
クを構築することが可能である．学生自身も，機械工学を主に学んでいる一方で，ネットワークの知識に乏
しいということを自覚しており，XBeeであればワイヤレスネットワーク構築対応が可能であると学生自身
で判断し，XBeeを用いることとなった．XBeeモジュールの通信距離は屋内で約 30 ［m］，屋外で約 100 ［m］
程度である．本論では屋内における使用を想定しているため，通信距離の観点においても XBeeを用いるこ
とに問題はないと判断した．なお，XBeeを用いて無線システムを構築する際には 2つの XBeeモジュール
を用意し，片方を親機，もう片方を子機して設定する必要がある．本論ではパソコン側の XBeeモジュール
を親機，モニュメント側の XBeeモジュールを子機とした．
システムはパソコン側とモニュメント側に分けられる．パソコン側では，ノートパソコンに接続された

Leap Motionが，操作者の手の動きを検知する．手の動きの情報を，プログラミング言語および開発環境で
ある processingで書かれたプログラムが受け取り，この手の動きの情報をジェスチャーと認識，各ジェス
チャーに対応して角度情報に変換する．この角度情報を XBee（親機）によってモニュメント側に 30 ［fps］で
送信する．
一方で，モニュメント側は，まず，Arduino Unoに接続された XBee（子機）が角度情報を受信する．受信
情報を Arduino Unoが XBee（子機）とシリアル通信し，シリアル通信によって受信したデータをサーボモー
ターライブラリを基に変換，サーボモーターに回転角度を指示する．なお，Arduino Unoには外部電源とし
て 9 ［V］電源を接続している．サーボモーターのプロペラ部にモニュメントが接続されており，そのため，サー
ボモーターが指示された回転角度に併せて，モニュメントが回転する仕組みとなっている．以上のシステム
の全体図を図 8に示す．

Laptop PC

Leap Motion

Xbee
(parent device)

Xbee
(child device)

Arduino Uno Battery
(9V)

Servo Motor

Monument

Fig. 8　Block diagram of system 
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3.4　モニュメント側システム収納ケースの作成
前節で述べたモニュメント側システムのうち，Arduino Uno，9 ［V］電源，サーボモーターを収納するケー

スについては，Inventorを用いて設計した．ケースの寸法は Arduinoをノギスで計測した値を基本として
いる．ケースは上下部に分割しており，上部にはオブジェを回転させるために使用するプロペラ（サーボモー
ターに直結している）を出すための穴とサーボモーターを固定するためのネジ穴がある．一方，下部には，
Arduinoを固定するための止めピンと電源および USBポートをケース外に出すための穴がある．更に，電
源の ON/OFFを切り替えるためのスイッチ用の穴と電源ランプ用の穴，一部の配線をケース外部に出すた
めの隙間がある．Inventorによる設計図を図 9に示す．

4　結果および考察

以上で述べた方法に基づいて学生が製作したミニチュアモニュメントおよびその動作の様子を図 10に示
す．更に，これまでに述べた開発内容を報告する，完成報告会の様子を図 11に示す．なお，完成報告会に
は筆頭筆者の研究室に所属する 3年生 7名と，本学の教員 3名が参加した．ここで述べる内容が，デザイン
思考における「⑤ Test（テスト）」に相当する．

Fig. 9　Blueprint by Inventor 

Arduino UNO

Leap Motion
XBee Module

Processing 2.2.1

Wireless
communication

Fig. 10　Finished product of miniature monument and movement of developed miniature monument
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4.1　授業評価アンケートから見る学生の満足度および能力向上
本論で述べた取り組みは，平成 28年度から開始した取り組みであり，本プロジェクトに携わった学生も

3名と極めて少ない．本節では，平成 28年度後期の授業評価アンケートのうち，「卒研セミナー」において本
プロジェクトに携わった 3名のアンケート結果より，本論で述べた取り組みに対する満足度および能力の向
上について考察する．サンプル数の観点から，あくまでも参考程度の内容である．
本学の授業評価アンケートでは，「全体として満足のいく授業・演習でしたか」「意欲的に授業に取り組みま
したか」「授業計画（シラバス）・演習の狙いや到達目標について説明がありましたか」など，21の項目につい
て，5点満点で評価することとなっている．21の項目の中から，授業に対する満足度，学生の意欲に関する
5項目について，アンケート結果を図 12に示す．なお，図 12における（a）から（e）に対応する質問項目は
次の通りである．
（a） 全体として満足のいく授業・演習でしたか（5…満足のいく授業だったと思う－ 1…全く満足のいくもの

でなかった）
（b） 意欲的に授業に取り組みましたか（5…とても意欲的に取り組んだ－ 1…全く意欲的でなかった）
（c） あなたはこの授業によってどの程度意欲が向上したと思いますか（5…大きく向上した－ 1…大きく低下

した）
（d） あなたはこの授業によってどの程度人間性が向上したと思いますか（5…大きく向上した－ 1…大きく低

下した）
（e） あなたはこの授業によってどの程度能力が向上したと思いますか（5…大きく向上した－ 1…大きく低下

した）
図 12より，3名の学生全員が今回のプロジェクトについて満足していた．意欲，人間性，能力ともに向
上したと捉えることができ，PBL型プロジェクトであったことや，機械系学生にとってこれまで余り学習を
行わなかった内容を学生同士で検討して進めてきたことがこれらの向上に寄与しているものと考えられる．

4.2　デザイン思考について
本論で述べたプロジェクトにおいて，まず，学生は，「しなやかな次元」のコンセプトやキネティック・アー
トにすることが困難であったという製作者（杉森）の考え方や意向を把握の上，鑑賞者の立場にて「しなやか
な次元」に対する要望について共感することに務め（① Emphasize（共感）），現物を観察することで小型化
し，キネティック・アート化するための問題特定を行った（② Define（問題定義））．そして，問題解決のた

Fig. 11　Final presentation
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めに，「しなやかな次元」のモデリング手法および非接触式センサーの活用というアイディア創出に務めた（③
Ideate（発想））．このアイディアについて実際に試作し（④Prototype（試作）），試作品をテストする（⑤Test（テ
スト））という一連の流れに沿って進めていた．従って，本論のプロジェクトを通じて，デザイン思考が養わ
れていたことが示唆される．

4.3　PDCA の円滑化
15週間に渡って行われる「卒研セミナー」の期間内に作品を完成させるためには，円滑に PDCAサイクル

を回すことが求められる．このような中で，毎週のミーティングによる進捗報告，方針を示す程度の教員か
らのフィードバック，ガントチャート作成による進捗状況と目標達成に向けた現状認識および把握に務める
ことで，期限内に作品を完成させることができた．従って，教員が手とり足取り教えずとも，本論で述べる
ような PDCAサイクルを回す仕組みを構築することで，学生自身が自ら動き，グループ内で自由闊達に議
論し，興味を持ちながら目標達成に向けて確実に取り組めることが示唆される．

4.4　デジタルファブリケーションへの関心
本論の手法により，これまでに学んできた 3DCADの知識・技能を活用し，具体的なモノづくりに活かせ

る事例を会得することができるようになった．また，単にモノづくりとして作品を作り上げるだけでなく，
操作者の意図に合わせて動かせるように工夫するための検討の過程で，IoT時代を意識した電子工作の技術
について習得することができるようになった．特に，アート作品という，これまでに殆ど事例が無いモノを
対象としたことにより，機械工学や電子工作の技術が，従来の「工学」の領域だけではなく「芸術」の領域へも
展開でき，これらの学問領域を融合させることができるという知見も得られた様子であった．また，デジタ
ルファブリケーションに対しての関心も向上した印象であった．学生からは，本論で述べた取り組みに対し
て，「非常に関心を持って取り組めた」「自分たちが開発したモノが自分たちの設計した通りに動く様子を見て
感激した」などのコメントがあった．

Fig. 12　Result of questionnaire 
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4.5　「製作物の精度」の概念の理解向上
本プロジェクトを遂行するに当たっての学生の気付きとして，まず，「製作物の精度」の概念の理解につい

て挙げられる．デジタル化されたモノづくりでは，「デジタル化された装置は精度が極めて高いため，製作物
については精度が担保されている」という先入観があった様子であるが，実際は自分たちが設計した通りに
仕上がらないことを体感していた．例えば，3.4節で述べた，モニュメント側システム収納ケースの作成に
あたって，ノギスで正確に寸法を計測したにも拘らず，出来上がった印刷物を調べると，位置に若干のズレ
が生じているということがしばしば見受けられた．その要因としては例えば 3Dプリンターの設定やフィラ
メントの射出条件などが挙げられる．以上より，デジタル化されたモノづくりにおいても印刷物の精度につ
いて考える必要があるという気付きが得られていた．

4.6　失敗に基づく仮説検証と理解の向上
本論で述べた開発では，Ultimaker2を用いたが，他の機種で，Ultimaker2に比べて低価格であり，同じ

熱溶融積層方式である 3Dプリンターを用いた場合，積層途中で上手く印刷がされなかった（図 13）．学生は，
このことは 3Dプリンターの積層ピッチに起因するという仮説を立てた．Ultimaker2の積層ピッチは 0.02 

［mm］である 16）が，前述の 3Dプリンターの積層ピッチは 0.1～ 0.4 ［mm］である．この積層ピッチの違い
がモニュメントの印刷に大きな影響を与えるものと示唆される．本論で述べたプロジェクトに携わった学生
は，上述のプリンターの精度に起因したものと考察し，プリンターの精度が粗いために，単位体積あたりの
密度が小さく，印刷物が疎な構造となり，結果的に図 13に示したように曲率の大きい箇所において負荷が
掛かり折れてしまう，という仮説を立て，Ultimaker2を用いるに至った．実際には，前述の 3Dプリンター
の infillの設定を，工場出荷時のデフォルト値から変更せずに印刷していたことも要因として考えられる．
結果的には，印刷物の疎密に起因するという仮説は正しいものの，積層ピッチによる印刷の不具合という仮
説は誤りであった．実際，作品完成後に infillの設定を最高にして印刷を試みた所，上記のような問題は生
じず，問題なく印刷できた．このことを踏まえて，学生は，「仮説検証が甘く，もっと様々な可能性を検討す
べきであった」ということを反省点として述べている．
上記の内容は，至極当たり前の事柄であり，非 PBL的な座学や実験・実習の場においても，知識として，
必然的に身に付けることができると考えられる．しかし，このような場では，既存のテキストの図面などに
沿って，いわば受身的に機器を操作し製作することとなる．更に，失敗を前提としたモノづくりではないた
めに，これらの場のみでは身をもって理解することは難しい．一方で，本論で述べるような PBL型の授業
内においては，自らが設計・製作していく過程で，能動的に機器を操作し製作することとなる．失敗を前提
としたモノづくりではないが，失敗のリスクは，実験・実習の場に比べて大きい．従って，失敗を基に，失
敗をプラスに転化することで 17），これまで身につけた知識や技能を活用し，臨機応変に対応することが求め
られる．そのため，非 PBL的な実験・実習および座学に比べて，一層理解が深まり，身に付くものと考え
られる．

4.7　電子工作への関心
これまで，本学の機械システム工学科では，電子工作に関連する科目は「電気回路基礎」および「メカトロ

ニクス基礎」という科目が開講されているが，前者は電磁場に関するシミュレーションや電子回路の動作，
共振回路の構成や電流・電圧特性に関する座学に特化しており，後者は，制御用センサーの原理と使い方，
デジタル信号の概念，マイコンのプログラム言語や制御装置，インタフェース回路などに関する座学に特化
している．そのため，これまで，本学の機械システム工学科では，座学を通じて基本的な概念は学べたとし
ても，実践的に座学で得た知見を活用する形で実際に電子工作を行う機会が無かった．本論で述べた「卒研
セミナー」を通じて，電子回路の設計や，センサーの活用について経験することで，本論で取り上げたプロジェ
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クトに携わった 3名の学生全員が「座学で回路設計についてはある程度学んではいたが，実際に設計・製作
することで非常に理解が深まった」と述べていた．
一方で，授業の場で Arduinoや Raspberry Piなどを用いた回路設計を行う場合，LEDを光らせる，スイッ

チやセンサーと LEDの連動 18）などの内容が多い印象である．しかし，本論のように，デジタルファブリケー
ションを対象とすると，いわゆる参考書的，マニュアル的な内容でなく，実践的な内容であるため，学生の
関心も高まるものと考えられる．

4.8　CADの知識・技能の展開
本論で述べたようなデジタルファブリケーションにおいて，CADの知識・技能は非常に重要となる．だが，

CADは機械設計や機械加工において用いるものであり，機械部品や金型設計に適用するものであるという
先入観が強い．実際，本学の機械システム工学科の授業「機械システム設計製図 2」「CAD/CAM/CAE」におい
ても，3Dパーツモデルを組み合わせてエンジンをアセンブルするという内容や，3段減速装置やゼネバ歯
車の設計などの内容が中心である．しかし，本論で述べた取り組みを通じて，機械工学以外の分野への適用
についても把握することができ，CADの知識が機械設計や機械加工に留まるものではなく，デジタルファ
ブリケーションを含めた様々な分野への展開可能性の把握に繋がったものと考えられる．

5　まとめ

本論では機械系学生に対するメカトロニクス教育手法として，デジタルファブリケーションと IoTを融合
させたモノづくりの実践事例について述べた．本論では，
・　アート作品を対象として，デザイン思考に基づいたモノづくりの実践力を養う点
・　機械系学生に対するデジタルファブリケーション教育を実施し，モノづくりの視野拡大と興味の向上
・　最終目標の提示のみを基本とした PBL型教育を実施し，学生の自発的な学びや技術習得を促した点
・　週 1回のミーティングによる進捗確認やガントチャート作成などを実施することで，PDCAサイクルを
円滑に回して課題を遂行するためのプロセス構築

・　失敗を経験させることによって，能動的な学びや気付きの効果を高める教育
・　CADの知識が機械設計や機械加工以外に適用できる可能性に気付かせる教育
が，本論で述べる教育の工夫であり，特徴となる．その効果として，漠然としたゴールに向けて学生間で意
欲的かつ自発的に取り組み，当初の狙いとする機械系学生に対する電気系・メカトロニクス系の素養を身に
着けさせることができた．
今後は他のアート作品に対しても本論で述べた手法を活用し，機械工学と芸術を融合させたモノづくりの

汎用性を訴求すると共に，更なる学生教育に展開していく．

Fig. 13　Example of failed printing
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