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ごあいさつ
2017年4月に開設したロボティクス＆デザイン工学部（以下RD学部）も4年目（完成年度）を迎え、
全学年の学生が揃いました。彼らが社会で活躍している頃、また人生100年と言われる高齢期の頃、
どのような世界になっているのか予測がつきません。RD学部では未来が読めないこの変革のとき
だからこそ、自分の頭で考えて柔軟に対応できる学生を育てたいと考えており、3学科それぞれの
専門知識・技術を身に着けるとともに、
「デザイン思考」をベースとした学科横断のものづくり教
育を実践している所以です。
「ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ」は、3年次前期配当科目で、1・2年次で学んだデザイン思
考と工学の基礎知識・技術をベースに、3学科の学生が混在したグループで実社会の課題解決を目
指す科目です。RD学部開設初年度の入学生が3年次になった昨年度（2019年度）開講しました。今年
度は、昨年度の反省を踏まえ、よりよいプログラムと運用をめざしていた矢先に、コロナ禍に見舞
われました。緊急事態宣言中は完全オンライン、後半はプロトタイプ制作や評価のために一部のグ
ループのみ登学して進め、最終成果報告会もオンラインで実施しました。海外派遣、海外からの学
生・講師の受入を伴うグローバルプログラム、川上村や企業、高齢者施設、小中学校に派遣するプロ
グラムはすべて計画を見直す必要に迫られましたが、各プログラムとも、工夫を凝らしたグループ
ワークを実践してくれました。特に、アジア各国との国際PBL（Problem Based Learning）はオンラ
インでのグループワークに挑戦しました。学生から斬新な提案やプロトタイプの発表があり、オン
ラインで苦労はしたが得るものがあったという感想を得ています。
今後、研究室配属後の「ものづくりデザイン思考実践演習II」、
「卒業研究」への取り組みを通して
さらに成長し、専門性やカルチャー・価値観の異なる多様な人と協働し、自ら行動できる人材に育
ってくれることを確信しています。
ロボティクス＆デザイン工学部長

大須賀 美恵子

学びのベースとなる「デザイン思考」について
デザイン思考は、最近企業でも重要視されているイノベーションの手法です。
ユーザを観察して共感、
ユーザも気づかない課題を見つけることから始め、
解決のためのアイデアを
出し、素早くプロトタイプをつくってテストし、課題を見つけて改善する。このループを回すこと
で、ユーザの視点に立ったものづくりをめざします。
AI（人工知能）時代、人ならではの能力を磨きます。

Empathize（共感）
ユーザの行動を観察、理解、共感し、何が問題か
を探る。時には開発者が実際の現場に出向く

Test（テスト）
プロトタイプを実際のユーザ
に見てもらいフィードバック
を得て改善する

Deﬁne（問題定義）
Design
Thinking

観察から明らかになった事柄から、
ユーザ自身も気づいていない本質的
な課題を定義する
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Prototype
（プロトタイプ）
アイデアのいくつかを簡易なプロト
タイプとしてつくる。「素早く・安
く」つくる

Ideate（アイデア創出）
定義した課題を解決すると思われる
アイデアを数多く考える

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰとは
デザイン思考をベースに、実社会の課題解決を目指す

■

3年次第1クォーター（前期前半）での事前学習を経て、第2クォーター（前期後半）では、
現場で実践学修に取り組みます。

■

海外実習や地域連携、産学連携の取り組みなど、多様な経験ができます。

■

3学科横断の授業展開で、多様なバックグラウンドをもつメンバーでのグループワーク
を通して問題解決能力を養います。

※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン等を活用して実施しました。

ガイダンス（9月）

〜3月

事前説明会（12月）
面談（海外実習希望者）
参加プログラム決定

5月

第1クォーター

全体オリエンテーション

6月

7月

8月

事前学習
語学、事前調査、各種技術講習など
各プログラムに必要な内容を習得します。

第2クォーター

実践学修
事前学習の内容を活かし、グループごとに現場
で実践的な課題に取り組みます。
最終成果報告会（オンライン）

3
ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

グローバル

グローバル

海外協定校などの学生や教員と協働して課題解決に取り組むPBL（Problem Based Learning）や、
デザイン思考をベースにしたワークショップ等を行います。2020年度からSDGs（持続可能な開発
目標）を国際PBLの共通テーマとしています。
地域連携

※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン等を活用して実施しました。

産学連携
5
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企業課題をテーマとする国際PBL
〈SDGs〉
グローバル
◦ニューノーマル時代の距離や時間にとらわれない住宅
◦家族コミュニケーションの未来のカタチ
◦災害から命とモノを守る次世代住宅

大和ハウス工業株式会社から与えられた3つの課題に対してそれぞれ、テレワークに最適な環境を実現する間取りを自由に
地域連携

変えられる家「まどりー」、床下センシングで監視ではなくゆるい見守り機能で離れて暮らす家族と繋がり安心安全を提供する
「Lifii（ライフィ）」、住宅自体を避難シェルターとし浸水を防ぐため住宅四隅にある柱に支えられて浮力で上昇しライフライン
断裂防止可能な「Floating House」を開発しました。毎週アメリカ・シリコンバレーの大学教員2名と英語で進捗会議を行い、大
和ハウス株式会社側の意見も取り入れてそれぞれ動作検証可能なプロトタイプを開発しました。
（担当教員：松井 謙二／姜 長安／野村 善一（技師））

産学連携
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2020Xport国際PBL 1班

グローバル

快適！
あなただけの自遊空間！

ニューノーマル時代の距離や時間にとらわれない住宅

まどりーのデザイン案２
広めのリビングでゆったりとくつろげる空間を

あなただけのオリジナル間取り作ってみませんか？
まどりーのとっておきBest3!

１ライフスタイ
ルに合わせて変幻
夫婦二人だから広
自在!
いリビングがいい

２ 遠隔操作も
楽々！

地域連携

まどりーのデザイン案１
防音機能付きの壁でテレワーク用の部屋を設け、
家でのお仕事の効率化を

３ スタイリッシュ
な収納付き壁で
広々スッキリ！

なあ

でも子どもが増えたら
子供部屋もほしいな

家具を収納できるため、
お掃除やまどり替えも
楽々できます

産学連携

災害から命とモノを守る次世代住宅

洪水多発地域の
新たな選択肢
Concept

命を守る

家具・家電を守る

現在、日本において洪水による
被害は深刻である。
床下浸水により1階が水浸しに
なり濁流が流れ込み泥だらけに
なるなど、被害は多く挙げられ
る。
この問題を打破する方法はない
かと、模索した末に完成したの
がこの家である。

電気を使わない

洪水時
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2020Xport国際PBL 3班
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・底にフロート部分がある
ため洪水時に浮く。
・4つの角に柱があるため
流されることはない。

企業課題をテーマとする国際PBL
タイ：タマサート大

グローバル

〈SDGs〉

◦デザイン思考による健康と福祉についての、アジアの人々の課題の解決

「健康と福祉」をテーマとして、参加協力をいただいたタイにおける課題の抽出からその解決方法の提案までを、本学15名、
地域連携

タイ・タマサート大学10名で連携して2週間行いました。構成された4つの班は「高齢者と健康」
「若者と健康」
「気候、防災と食」
「交通渋滞と交通安全」を大きなテーマとして選択し、それを具体的な提案へ議論をすすめました。今年はオンラインでの連
携となりましたが、チャットや画面共有などの機能を使って円滑なコミュニケーションを図りました。
プロトタイプについてもオ
ンラインでの議論を通して改良を進め、最終プレゼンを英語で作成し、両国の学生が協力して発表を行いました。
（担当教員：井上 雄紀／脇田 由実／赤井 愛）

産学連携
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タイ デザイン思考
SIIT OIT PBL(2020)

SE-ED

Team A

タイでは熱中症が大きな健康問題と
して存在しているので、その問題を
解決するためにキャップの開け閉め
を感知するペットボトルキャップを製
作しました。
キャップの内部には下のような装
置がはめ込まれており、この装置
で気温、開け閉めの回数等がア
プリに通知されます。

グローバル

性教育ChatBot
チームB

・課題

タイでは⼦供の頃に受けられる性教育が不⼗分である。そのこ
とより10代が⼿軽に性教育を受けられるサービスを提供すること
を課題に設定した。

・解決策
Dialog
Flow

LINEを⽤いる。チャットボッ
トにユーザーが質問すると⾃動
で返信し、その質問に答える
サービスを考えた。
DialogFlowを⽤いて、ユー
ザーの発⾔に含まれている単語
を検出し、予め決められている
返答をする。
右の様なシステムになる。

Server
DB

User
Line API

Sites

地域連携

・使⽤例

アプリの画面では水を飲む回数、飲
む間隔、飲んだ量などがグラフでも
見て分かるようになっています。

冷房装置付pm2.5対策ヘルメット

- SIIT OIT PBL 2020 Team C ~ Theme：Climate ~
Problem：洪水による農業被害 ~ Agricultural damage due to flood ~
タイでは近年，大規模な洪水による被害が問題となっている．私たちは，その中でも洪水による
農作物への被害に着目した．

User : 40代の稲作農家 ~40s, Rice crop, farmer ~
Solution : Floating Fields
私たちはタイのメンバーとの話し合いの中で，洪水時の水位の上昇に合わせて土地ごと農作
物を水面に浮かせるという解決方法を導いた．これにより，農作物が洪水で流されることも，大
量の雨水で不作になることも防ぐことができると考えた．

Floating ideas & prototypes

Fresh Air Helmet 国際PBL(タイ:タマサート大) チームD:交通
• 趣旨
タイではPM2.5による大気汚染とバイクによる交通事故の多さが問題となっている
そこでユーザーを都市部のバイク利用者とし、ヘルメットに大気汚染による健康被害を軽減
させる機能をつけることとなった
また、全国のヘルメット着用率は43% [1]と半数以下となっている
タイの年間平均気温は29℃ [2]と高く、多湿な気候のため、クーラーをヘルメットに取り付け
ることでヘルメットの着用率を上げることも目標にし、課題解決に取り組んだ

• 解決策

フィルターと冷房装置を取り付けたヘルメット

実際に容器に吸水材，土，防草シート，草を入れて
水に浮くかをテストした．

３Dモデル

柱

• クーラー

ヘルメット内部が暑く
なるのを防ぐために後
方にクーラーをつける
実物

プロトタイプ１
柱

防草シート

農作物

産学連携

国際PBL(タイ：タマサート大)

右の画像の様に、LINEのトーク
を⽤いてユーザーは質問すること
ができる。
ここでは例として”pregnancy
risk”(妊娠のリスク)について質問
をしている。

冷気
ファン

全体図

発泡スチロール

熱気

浮力TEST１

ペルチェ素子

土

浮力材

吸水材

ペルチェ素子の両側をアルミニウムとファンで
挟み、片側から冷気、もう片側から熱を逃がす

断面図

最終プロトタイプ(¼サイズ)
穴
8.3cm

13.6cm

土

PET
スポンジ
7.5cm

浮力TEST２

発泡スチロール
15cm

全体図

https://taberutokurasuto.com/shop/yamadayasai/item/180312183259410/

浮力TEST１で見つけた問題点を改善
し，デザインし直したものが最終プロト
タイプである．容器部分と浮力部分を
別の素材で作成することによって，プ
ロトタイプ１での不安定さを改善しようと
した．ここでは実際のサイズの1/4で製
作した．
実際に完成した容器にスポンジ，土，
防草シート，水，草を入れて水に浮く
かを調べた結果，発泡スチロールか
ら上の部分を水面に出して浮かすこ
とができた．⇒容器の安定化に成功．

• フィルター
ヘルメットの前方にPM2.5
を防ぐフィルターと空気を
取り込むファンを取り付け、
フィルター以外から風が入
らないようにする

ペルチェ素子
直流電流を流すと一方の面が吸熱し、
反対面に発熱が起こる半導体素子
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• 仕様
電源はバイクのバッテリーに繋げて使用する
消費電力は5V-10W
フィルター交換可能
[1] MS&AD InterRisk Report ｜(2020/08/05参照)
https://www.irric.co.jp/pdf/risk_info/thailand/2019_04.pdf
[2] 気象庁｜(2020/08/05参照)
https://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/monitor/climatview/graph_mk
html.php?&n=48455&p=12&s=1&r=0&y=2019&m=12&e=0&k=0&d=3

-5.4℃
気温34℃の屋外で10分間クーラーを使用した場合の
ヘルメット内部の温度変化 (前:左38.7℃ 後:右33.3℃)

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

ワイヤー

容器は浮いたが，水中には少ししか
沈んでいないので不安定であること
が分かる．

国際PBL

マレーシア：サバ大
グローバル

〈SDGs〉

◦日本、マレーシアのwithコロナ時代における共通課題の解決

日本とマレーシアのwithコロナ時代における共通課題を想定したテーマについて、マレーシア・サバ大学と連携し、課題・潜
地域連携

在ニーズの発見から、その解決方法の提案までをデザイン思考の視点で行いました。前半は課題設定を検討しながらオンラ
インディスカッションや英語学習を通して必要なスキルを学習しました。後半はサバ大学、本学それぞれ9名3グループを希望
テーマでマッチングし混成3グループを作成し、客員教授のサバ大学Jamal先生にも参加いただき、オンラインで全体会議と
グループごとのディスカッションを行いました。両国におけるコロナ禍の現状を共有し、密閉空間やイベントスペースにおけ
る感染対策、新しい生活様式に合わせたマスクを提案しました。
プロトタイプ作成はサバ大学の学生・教員にアドバイス・評価
をもらいつつ本学学生のみで実施（一部登学）
しました。
（担当教員：大須賀 美恵子／瀬尾 昌孝／赤井 愛）

産学連携
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バ
ス
中
で
の
消
毒

顔を触る、マスクを外す
ついやってしまいがちですよね？
これからは乗降時だけでなく乗車中も。

猫
撫
太
郎

「新しい生活様式」への「新しいマスク」
ね
こ

世界中が新しい生活様式に変わりつつある今、
従来のマスクが抱える問題点が浮き彫りになった。
私たちは、マレーシア・サバ大学の学生とともに、
問題点を解決する新しいマスクについて取り組んだ。

な
で
た
ろ
う

国際PBL (マレーシア
サバ大) 1班

マスクに必要な

問題点をまとめ

要件を満たす

新しいマスクの

プロトタイプが

要素を全員で

マスクを評価する

アイデアについて

プロトタイプを

要件を満たすか

意見しあった。

要件を定義した。

話し合った。

作成した。

評価した。

グローバル

乗車中の消毒、できていますか？

酸素透過率の高い素材を使用。さらに呼吸しやすく。
ソフトコンタクトレンズの材料、シリコンハイドロゲルを採用。

聴覚障害者・高齢者が円滑にコミュニケーション可能に。

使用方法

①猫が来たらの頭をなでよう

②矢印の方向にボールを
回すと消毒液が付く

ボールを
水＋エタノール
で消毒

上面図

詳細
600~650cm

③次の座席に移動

地域連携

透き通る材料で構成。相手の表情がわかる。

UVLED
地面、液体の消毒
モーター
タイヤの稼働

着席時に触れやすい
高さに設定

マスク表面を開閉して、

馴染みあるメガネで、

フィルター付きバルブを搭載。

着用中の通気性を確保。

耳が痛くならない。

呼吸に応じて開閉し、

マスクの位置を調整可能。

飛沫が拡散しない。

国際PBL（マレーシア：サバ大）2班

映像投影×ソーシャルディスタンスの提案

産学連携

コロナ × 健康･福祉

国際PBL（マレーシア サバ大）３班

～ひとりひとりが離れることでパズルのピースを繋げ平和な世界を作り出す～

one of PEACE

一人一人がパズルの１ピースとなり、人との距離を一定感空け並ぶこと
でパズルが完成され壁に映像投影による演出が起こるサービスの提案
既存の問題 ： あらゆるところでコロナ対策がとられている中人との間隔
を 2ｍ以上空けることが有効とされているが、 全員が守
れておらず三密の状態になってしまいがち。
想定 ： テーマパーク、 スタジアムの入場口
コンセプト ：老若男女分かりやすく、楽しみながら距離を保てる環境作り

×

の取り組み

コロナに対する対策について日本とマ
レーシア双方から意見を出し合うことで、
国ごとの感染の状況やコロナ対策の違い
についてマレーシアの学生から生の声を聞
くことが出来、 様々な観点からコロナの
問題を考えることが出来た。
その中でゲーム性があり、 離れながらも
一体感を感じられるサービスについて議論
した。 日本とマレーシアで人気のあるゲー
ムなども違う中でルールが単純でかつ世
界でもなじみが深いパズルを採用した。
※イメージ

複 数 の カ メ ラ を 使 い、
三次元座標で人の位
置を把握する。
カメラから信号をパソコ
ンに送り、 プロジェクター
から壁に投影する。

↑ソーシャルディスタンスをとる人が増えればピースが
埋まっていき、 全員が並べば動画が再生される。

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

地面にひとりひとりの立ち位置の印を付
けてその中に立ってもらう。
カメラではその印に人が入っているかを
確認する。
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国際PBL

台湾：雲林科技大
グローバル

〈SDGs〉

◦健康と福祉

「健康と福祉」をテーマとして、課題の抽出からその解決方法の提案までを台湾の雲林科技大学と連携して1週間行いました。
地域連携

合同メンバーで構成された4つの班は「認知症の進行を遅らせることを目指した日記作成支援ロボット」
「横断歩道での事故
削減を目指した歩行アシスト」
「認知症高齢者の外出時の安全を見守るシューズ」
「残薬を減らし、安全に間違いなく薬を服用
するための薬提供システム」を提案しました。今年はオンラインでの連携となりましたが、チャットや画面共有などの機能を
使って円滑なコミュニケーションを図りました。連携後はさらに提案を具体化してプロトタイプを試作しました。最終プレゼン
を英語で作成して雲林科技大学に送りコメントをもらいました。
（担当教員：井上 剛／益岡 了／大須賀 美恵子）

産学連携
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国際PBL (台湾：雲林科技大) Group2

Group1:INTERACTIVE ROBOT

事故防止機能付き歩行アシストデバイスの提案

日記を書くためのお手伝いや日記に返信をしてくれる
インタラクティブロボットの提案

ペルソナ

日記を続けるための支援
1. 近づいてきて日記を書
くように促す
2. ロボットから話しかけ
話題を提供してくれる

毎日同じ時間に書くこと
により習慣になる
書く内容に困った際でも
安心できる

返信の内容工夫
1. 感情に共感
2. 情報提供
3. 詳しく質問

日記を書くモチベーションをあげる
知識を得て、認知症予防につなげる
過去を思い出す脳のトレーニング

課題
・年と共に足が弱ってきた

・７０女性
・1人暮らし
・無職
・田舎に住んでいる
・家で過ごす時間が多い

10分～15分程度歩いて
行っていたスーパーへの
買い物が難しくなってきた

グローバル

国際 PB L台湾雲林科技大

横断歩道時の歩行支援

簡単な入力方法
1. 5 0 音キーボード
2. リスト選択

横断歩道の横断時の問題に着目
・途中で信号が変わってしまう
・信号が変わったことに気が付かない

Operation screen

事故発生

横断歩道での事故防止はできないのか？

Process

一般的な歩行補助装置に装着することで、
信号検出をして、サポートする装置を提案

調査
ペルソナの年齢層が持つ問題につ
いて調査し、ペルソナがもつとす
る問題をマインドマップに記した。

ハンドルに装置を装着
→カメラによる信号検出
→ブレーキ制御
→振動による通知

インタラクティブロボットの提案
機能や技術、仕様、外観を決定。

プロトタイプ制作

青信号
ハンドルが振動

操作画面、車輪、腕が動くように
なるものを制作。

FINDEMENSOLE
FINDEMENSOLE

FINDEMENSOLE

認知症患者の徘徊による行方不明をなくす

機能と連携アプリの画面
認知度解析画面

ルート記録画面

病院
薬局

薬箱

患者

背景・課題

情報収集機能

・他の病院からの薬情報
・病院へ行く前の残っている薬の量
・薬提供の時間・頻度の記憶

薬提供機能

・薬を飲む管理が難しい
・たくさんの薬を飲んでいる
・残薬が問題となっている

ターゲットユーザー

�� 歳男性
一人暮らし（家族とは別居）
軽い痴呆がある ( 軽い認知症）
在宅治療を行っている

・処方薬の情報把握
・簡単セッティング
・患者の食後を検出

提案コンセプト

・薬を必要な分だけ提供

・決まった時間に薬が飲める
・薬を余らせない
・病院が出しすぎない、
適切な薬を処方する

・履歴表示機能

プロトタイプ

産学連携

国際 PBL（台湾：雲林科技大） Group�:Home System

認知症患者のための薬箱の提案

国際PBL（台湾：雲林科技大）
ウェアラブルデバイス班

すれ違い画面

約５ｍ前から信号の検出と
色の判定ができることを可能

赤信号
自動ブレーキ作動

問題定義
マインドマップの中から記憶力の
低下に関する問題を取り上げた。

個人情報画面

信号検出と動作

アタッチメントタイプの提案

解決案
問題の解決案を出し合った。
私たちは日記に着目し、やりとり
のできるインタラクティブなロ
ボットを考えた。

地域連携

ペルソナ設定
どんな人に向けてかを決めた。
65 歳女性の専業主婦
夫は他界、子どもは自立している。
現在は都市部で一人暮らし生活。

使い方

薬を入れる

➀病院でもらった薬カートリッジを挿入

・ICチップで個人情報
がわかる
→警察の持つNFCでの
み情報を読み取れる

その他の機能
・圧力センサで着脱がわかる
→介護者に外出することを通知する

・加速度センサで使用
者の転倒を検知
→転倒から一定の時間
動かなかったら警察
と介護者に通知
・加速度センサで歩幅
とつまずいた回数を
検知
→認知レベルがわかる

・GPSで使用者の現在地
がわかる
→よく使うルートを記
録する（ルートを大幅
にそれていたら通知）

➁薬カートリッジについている
処方された薬の情報を読み取る
➂薬の出し方を決定

薬を飲む

➀食事を終えるのをセンサーが感知
➁薬を飲むように話しかける
➂薬を出す

➃薬を飲みこむのをセンサーが感知
➄服用履歴を更新・記録

薬を貰う

➀服用履歴に合った薬を病院が出す

13
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・Bluetoothでアプリの入ったス
マホとの近づきを検知
→警察官や自治体にアプリを
いれることを義務化
すれ違ったら認知症患者だと
いうことを通知する（声掛けが
できる）
→GPSではわからない詳細な
位置（室内など）を端末が近づ
いたら振動で知らせる

シリコンバレーワークショップ
グローバル

◦シリコンバレーで起業することをイメージしたテック系のモノやサービスの開発

世界のITの中心であるシリコンバレーを舞台に新たなモノやサービスを創出して起業をする……そのような状況を想定しつ
つ、自分たちが欲しいと思うようなスマートフォンアプリやITシステムをフルスクラッチから開発しました。
このプログラムで
重視したのは、単なるアイデア創出に終始せず、
とにかくきちんと動くところまで本気で開発するということです。5人からなる
チームが完全にオンラインのみで一つのゴールに向かって分担開発を行いました。その結果3チームがそれぞれきちんと動
地域連携
産学連携
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作するものを作ることができました。
（担当教員：小林 裕之／野田 哲男／松井 謙二）

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

カフェの空席状況がすぐにわかるwebアプリ “空・席”

グローバル

Silicon Valley Workshop [Red team]

昨今は新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で、その感染対策として⼗分なソーシャル
ディスタンスを保つことが求められている。そこで我々は、特に⼈との距離を保つこと
が難しいカフェをターゲットとし、ユーザが⾏きたいカフェを検索することで、その店
舗のリアルタイムの混雑状況とその週の利⽤者の合計がひと⽬で⾒ることができるWeb
アプリケーションを作った。

システム構成

センサーと接続したmicrobit

Google Spreadsheets

PC

PCと接続したmicrobit

Rubyのプログラム
シリアル通信
(Java Script)

HTTP

Web App

GASのプログラム
HTMLに変換

無線通信

左が簡易的なシステム全体の構成図である。⾚外線
センサの値を取得するようにMakecodeで作成したプ
ログラムでmicro:bitに命令する。実際に取得した値
は、PCに接続したmicro:bitに送る。その値をRubyを
⽤いたプログラムで⾃動的にGoogle Spreadsheetsに
書き込む。書き込まれた値はGAS(Google Apps Script)
上で記述したJavaScript、HTML、CSSでWebアプリ
ケーションに反映させるといった流れである。

⾚外線センサの具体的な使⽤⽅法

以下のように、店舗⼀覧から⾏きたいカフェを選択すると、検索した時間のリアルタイムの
空席状況をひと⽬で簡単に確認することができる。また、リアルタイムの混雑状況だけでな
く、その⽇を含めたその週の時間別の平均利⽤者数もグラフで表されるので、そのカフェの
⼤体の混雑状況を予測することもできる。これによって、混雑の予測される店を事前に避け
ることができる。

地域連携

Webアプリケーションの概要

左が実際のセンサの使⽤⽅法となる。左の写真の
ように椅⼦の背もたれにセンサを配置する。定期
的にセンサは⾚外線を出し、センサが⾚外線を出
したタイミングよって⼈がいるかいないかを判断
する。左の写真はわかりやすいようにmicro:bitが
センサから送られてきたデータを⽰している。写
真では、⼈が座っていない。よって、センサでは
「0」という値でmicro:bitに⼈がいないことを教え
ている。この値がGoogleSpreadsheetsに書き込まれ
る。

まとめ

このアプリケーションを使うことで、カフェに⾏ったものの席が空いていないということ
がなくなるだけでなく、混雑しているまたはしやすいカフェを避けるなどの感染症対策が
期待できるので、実際の店舗で試験的に運⽤をしてみたと考えている。

産学連携
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ヨーロッパ建築都市＆デザイン研修
グローバル

◦取組⑴

オーストリアの伝統都市ウィーンの都市モデルの制作

◦取組⑵

シュテファンプラッツを敷地とする建築設計ワークショップ

◦取組⑶

日本の伝統工法「木組み」原寸モデルの制作による考察

⑴かつての市壁を整備した環状道路リンクシュトラーセトラーセとその傍らを流れるドナウ運河を含む都市モデルを制作しま
した。模型は2つのスケールで制作しました。
⑵ウィーン旧市街地の中心部シュテファンプラッツにアフターコロナの賑わい復興のための仮設建築を構想しました。京都工
地域連携

芸繊維大学大学院の角田准教授と角田研究室に属するタイからの留学生（大学院生）
と意見交換を行いながら課題に取り
組みました。
（オンライン、英語）
⑶日本の都市を構築してきた伝統建築を支えた技術である木組みに着目し、その組方を再現した原寸モデルを制作しまし
た。柱と梁で構成されるフレームの接合部となる柱頭部分には寺社建築で用いられる斗組を設えて、はね出し部分の荷重
を支えています。
（担当教員：福原 和則）

産学連携
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ヨーロッパ建築都市デザイン研修

すぽっと

模型制作範囲

ヨーロッパ建築都市デザイン研修

私たちヨーロッパ建築都市デザイン研修チームは
コロナウイルスの影響で研修が中⽌になった。

国際ワークショップ
シュテファン⼤聖堂

グローバル

×

成り⾏き

非日常と日常が逆転した今日にささやかなハレを…

都市模型チーム

現地で⾒るはずだった建築について
学ぶことはできないかと、メンバーで話し合った。

現地の模型を作ることで、その特徴や街並みを
理解できるのではないかと考え
都市模型を製作することになった。

□詳細模型

活動内容

ウィーン全体模型S=1:2500

私たち都市模型チームは
ウィーンの市壁とその内外につ
いて学ぶことを⽬的とし、模型
を制作した。全体模型とドナウ
川を含むシュテファン⼤聖堂周
辺の部分模型制作を通して市壁
の歴史や主要な建築物について
調べた。調べた内容はWebペー
ジにまとめ、1-5にふられたプ
レートにスマホをかざすとWeb
ページを読み込むことができ、
模型を⾒た⼈に共有することが
できる。

京都工芸繊維大学の角田先生と角田研究室に属する留学生に課題提示と講評を受けた。
都市の愉しみを謳歌できる「賑わい空間」を設計するという内容である。私たちはグラーベン
通りにゲミュートリッヒカイトを保ちつつ飲食や休憩、ダンスなどを独りでできる仮設建
築を設計した。心理的に距離を取らずに物理的には距離を取る事が大切である。独りだからこ

建物の位置関係や特徴を窺える。

そ全員が主人公になれる場を意識した。

シュテファン⼤聖堂周辺詳細模型S=1:500

敷地情報

平面計画

構造：単管パイプ仮設建築

一人一人が主人公

Aʼ

時間帯の変化

日陰は道

2000

N

１階平面図 1:500

光膜
２FL
メッシュ

２階平面図 1:500

GL

A-Aʼ 断面図 1:500

産学連携

ヨーロッパ建築都市デザイン研修
木組みチーム

1820

光膜

+3000
+3000

1 : 50

仕口と継手

蟻継ぎ

平ほそつぎ

垂木欠き

腰掛け蟻継ぎ

蟻形相欠きつぎ

1820

触れないソーシャルディスタンス の領域

+1000
9000

+4000
A

つなぐ

910

技をつなぐ

910

+2000

+1000

覗く⾓度や向きによって街並みの様々な表情を楽しめる。

木と木をつなぐ

日本とヨーロッパをつなぐ

910

屋根伏せ図

動線

最高高
+2000

8000

910

光 影

高さ：５m

まとめ
S・W科互いが得意な分野を理解し合い、
制作に取り組んだ。制作の過程で建物や
街並みの⽇本との違いや新たな発⾒があ
り⾮常に勉強になった。

光

立体ソーシャルディスタンス
緩やか

レオポルドの泉

気候：夏と冬の日照時間の差が大きい
全体模型の数字と連動しており、スマホをかざすと
各数字の主要建築物についての説明を⾒ることができる。

断面計画

N

動線
光ソーシャルディスタンス

ペスト記念柱

影

光
影

レオポルドの泉

ペスト記念柱

所在地：ウィーン グラーベン通りと周辺路地

4000

Webページ⽤のプレート

地域連携

課題はウィーンの市壁分析と日本の技術分析を踏まえ、コロナ以降の新しい生活様式において、

1820

1 : 50

740

断面図１

2560
1820

斗栱

柱の最上部や

軸部の上に設置され

軒桁を支える部分。

構造は斗と肘木が

組み合わさって

構成されている。

継手

技術は大工や宮大工によって

二つの部材を

伝承され、日本建築の

ないが、その形式を伝えることで

材軸方向に

長い年月を乗り越えて

接続する接合部。

直角に繋いだり、

仕口

角度をつけて繋ぐ

接合方法。

1820
断面図２

1 : 50
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ヨーロッパ建築は石や

レンガの建築であり、

日本の建築は木の

建築である。

ヨーロッパは中世の

街並みが残 っている

のに対して日本は

一部の寺社建築を除いて、

しかしながら木造の

実物は残りにくい。

古いものがそのまま残るのでは

「形式」が伝えられてきた。

このように日本の街並みや

伝えることが可能とな った。

建築は形式と技術によって

私たちはその技術の中心となった

そのかたちが継承された。

木組みをモデリングすることで、

先人の知恵について考察する。

ヨーロッパにはない

日本ならではの価値観や

文化が建築の詳細に垣間見える。
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アメリカメイン州デザイン思考ワークショップ
グローバル

◦［チームビルド、ディスカッション編］海外渡航ができない中で、いかに新たな課題をリ・プログラ
ミングするか。課題そのものの再デザイン
◦［制作編］建物の外部環境や使用者の動作などに連動して、音や光を発するインタラクティブな
家具の制作。

アメリカ・メイン州の豊かな自然環境の中で、地域の風土や文化と共生できる居住空間を創造する木工ワークショップを実施
する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、海外渡航ができなくなりましたので、当初のプログラムのテー
地域連携

マ性を継承しつつ、学内でできる制作課題へと切り替え実施しました。新規課題として、学内の施設の中でもっと活用できる空
間を見出し、天候や日照など外部環境の変化を感じ取りながら、使う楽しみを発見できるような新しい木工家具の提案を行う
こととしました。具体的には、
コミュニケーションパレットの階段空間を、単なる通行空間ではなく滞在空間にすることで、
より
学生間のコミュニケーションを高めることのできる階段家具を制作しました。
（担当教員：朽木 順綱）

産学連携
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02 つかう

-２つの目的 -

楽しみながら階段を登る
ことで使用者を増やす

使用されていない階段
に新たな活用法を加える

ふらっとフィットは階段に置いておくだけ。
それぞれに合わせて、座ったり、もたれたり
寝転んだり、ひとりでもみんなでも使えます。

グローバル

01 つくる

ひとりでつかう
階段 × 楽しさ

＝

＝

階段 × ハコ

＋

しかけ学

ふたりでつかう

〜♪

♪

みんなでつかう

03 しかけ

step1 動作する

step2 反応する

step3 光る・鳴る
産学連携

しかけ学とは？

「○○しないといけない」
を
「○○してみたい」に変える学問
♪

動き、人感、明るさセンサー
などが反応することで
光や音を生み出している

ふらっと
フィット
を何気な
い
日常生活
の一部に
取り入れ
よう！

♪

現在 ...
上り下りの為だけに
使われている階段

～にぎわう階段～

♪

参考 https://z-labo.net/sikakegaku/

04 つどう

地域連携

→

滞在

新しい居場所
に変化
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参考動画

アメリカメイン州デザイン思考ワークショップ
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を+

New York × Design Futures
Pratt

グローバル

◦海外でも注目されている日本独自の価値観「生きがい（IKIGAI）」について、異なる歴史や文化を
背景とするニューヨークの人々が共感できるプロジェクトの立案

世界有数のデザイン系大学のひとつ、ニューヨークのプラット・インスティテュートの滝浦浩准教授とオンライン授業行い、
デザインマネジメント専攻の教員や学生との討論・交流を通して、都市や社会を変えるデザインを考え提案しました。また、
ニューヨークやパリ、
ブリュッセルやドバイなどのプロフェッショナルやアーティストからのオンラインでフィードバックを受け、
地域連携
産学連携
20

イノベーションの精神を体得しました。
（担当教員：郡 裕美）

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

「生きがい」について考え
たときに「言葉」というも

にも自分にも返ってくるも

あなたの

のがあると考える

生きがい

ture @Pratt
NY×Design Fu
きました。
デザインを考えて
生きがい” に繋がる
た。
グラムを通して”
ア共有を行いまし
私たちはこのプロ
agram でアイデ
Inst
し、
いを
M で話し合
全体では毎週 ZOO

見知らぬ誰かに「言葉」を
贈ることによって「生きが
い」をみつけてもらうサー

何ですか

ビス

New York × desin future

��I”
�n� “���
Le�’ � B�

K”
t� “�O�

!

グローバル

のを見出した
「言葉」を書くことで相手

team 1

Trajectory

rem” で
プリ” Vic
提供するア
えあう場を
しました。
を尊重し支
き方を提案
働
い
個人のモノ
し
新
もたらす
生きがいを
“働く” に

LBB の箱と手紙を用意すれば
誰でも開始できるサービス
箱の中に納まる「言葉」なら
手紙の形態は自由

日本のデータでは

自分だけの「言葉」を

過去５年間で手紙を

贈るきっかけをつくる

ランダムに決まる
匿名での手紙のやりとり

書いていない人は５０％

このサービスは SDGｓの７項目を含むので

n��?
y�� w���
i�� h��
h�p�� �
A�� y��

持続可能なサービスである

植林活動への寄付を
行うためのレターセット販売

地域連携

宛先は LBB によって

特産品とコラボしたノベルティ製作

Vicrem の PR 動画です

私たち LBB の成功とは
ユーザーが LBB を通して「言葉」を贈ることから「生きがい」を見つけてもらうこと

私たちが提案するのは「小さな喜びを感じる」、そんなサービスです

ぜひご覧ください！

Vi����
産学連携
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川上村グローバルワークショップ
グローバル

◦奈良県川上村産の吉野杉・吉野桧の性質を活かしたスツールのデザインおよび制作

奈良県川上村の栗山村長ならびに吉野川紀の川源流物語事務局長の尾上氏より川上源流学の講義を受け、源流の地であ
る川上村について学びました。その後、川上村産の吉野杉・吉野桧を用いた家具制作ワークショップを実施しました。ワーク
ショップでは、仏師の川口圭太氏の指導のもと、継手の加工技術を修得した後に吉野杉・吉野桧の性質を活かしたスツールの
デザインおよび制作を行いました。学生は4名ずつのグループで、川上村の環境と親和性をもったスツールのデザインを考察
地域連携

し、協働して継手を用いたスツールを制作しています。
（担当教員：白髪 誠一／中山 学之／大石 容一）

産学連携

Louver stool

川上村での家具製作ワークショップ
チーム A

1. コンセプト
川上村に訪れた際、森の散策をした。
その時の木漏れ日が光の作り出す影さえも
美しかったためこの表現を試みた。
2. 採用した接手

相欠き接ぎ

違い太枘接ぎ

足の幅が足りなかったため、幅を足すために「違い太枘接ぎ」
を採用した。足と座面は「相欠き接ぎ」を採用した。

22

3. プロトタイピングで分かったこと

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

脚ひとつずつの角度が微妙に違い繊細な作業が必要であること。
4. うまくできなかったこと
足の先が前後、上下ともにうまく揃わなかった。
足の角度が予定より広がってしまった。
5. うまくできたこと

コンセプト通りルーバーや光のイメージを形にできた。
足の先端部に支えを作ったことで安定感が増し、頑丈な椅子になった。
6. 改善するとしたら

設計図面から正確な値をとる。また座面部分が作業時間の関係上、
圧着のみで接合したので、座面も継手を使用する。

Rectangular Stool C 班

consept

部品を全て分解できるため収納する際に
幅を取らなくて済む。



グローバル

川上村家具製作ワークショップ
チーム B

60

肩付き平枘接ぎ

420

楔締め枘接ぎ

通し平枘接ぎ

50 120

130

130

120 50

上手くいったこと

た。特徴として、座面に直径 160mm の
丸い穴が空いています。

×２

こみせんにすることで、高い強度かつ、きれいに分解するこ

なったこと。

とができます。ひじ掛けと座面の接着部分をスライド式にし

・椅子の足が斜めに傾いてしまったこと。

て分解可能にしました。

奈良県のシン 改善点

これらによりすべての部品が分解可能になっています。

・水平方向の力に弱いため背もたれ
にもたれられない点。

改善点

・木が割れてしまったため、座面の
プロトタイピングから椅子の足が 3 本でも 木目の方向を背もたれに対して横向
十分強度があると結果が出たため 3 本に変 きではなく、縦向きにするべきだっ
更した。

60

で強度を上げ、デザイン性を高めました。背もたれの部分を

・右前脚がぴったりはまらずガタガタに

・断面が汚い。

ボルマーク

600

60

・椅子の前方の強度が低いため、横からの荷重に弱い。

20 100 40 60

ルマークを参考にスツールを製作しまし

この椅子の座面は契りで構成されています。契りにすること

上手くいかなかったこと

×２

250

川上村産ということで、奈良県のシンボ

・座面に上手く穴を開けることができた。

60 6040

今回スツールに使用した木材が奈良県の

60

・背もたれの曲線が綺麗にできたこと。

コンセプト

地域連携

・左前脚がぴったりはまったこと。

・スライド部分の大きさが少し異なるため、ぐらぐら

60

480

になってしまった。

た。

川上村での家具製作ワークショップ

Lap Stool

産学連携

川上村での家具制作ワークショップ D 班
川上村では、川上宣言に基づいて様々な取り組みが行われている。今
後の川上村の更なる飛躍の意味を込めて、しなりをイメージした S 字
型のスツールを作成した。
このスツールを利用することで人と人との対話が生ま
れ、そこから人と川上村の自然が繋がってゆくように、
２つのスツールが向き合ったときの形から 25 Stool
と名付けた。

チーム E

プロトタイプ

蟻組み

・継手の強度を上げる
ために使用するダボの
穴の位置と個数を検討。
→全ての継手に２つず
つ、内側からダボを埋
めた。
・フレームの太さや表面に並べる板の大き
さを検討。
→30×30mm のフレームに、幅 60mm 厚
さ 9mm の板を隙間がほぼ均等になるよう
に並べた。

採用した継手
相欠き

コンセプト
コンセプト

3
通りの組み換えが可能なスツールである
組み替えることにより
3 通りの形ができるスツールです。
人数に合わせて組み換えることでこれ一つで 4 人まで座ることができ ,4 つに分けると高さが低く
シンプルな継手を用い誰でも簡単に組替えが可能で杉材の木目が美しいスツールになっています。
なるので小さい子どもでも座ることができる

留め型三枚接ぎ

スツールができるまで
プロトタイピング

留め型合欠き接ぎ
立面図

1:100

改善点

うまくいかなかったこと

各自案を出し合い
プロトタイプを作り継手の形や座面の長さを検討
相欠き部分の精度が悪く
, 組み合わせた際に隙間が生まれてしまった
木材の節などもあったため加工面が荒い場所が見られた
案を決定
→座面の長さは強度を持たせるために短くし継手

制作

は相欠きを用いた継手となった。

・強度が足りない。
→フレームの数を増やすことも可能だが、しなりをイ
メージした形を維持するためにフレームを太くする。

うまくいったこと
組み合わせる際に高さに大きく差がなくスツール同士がかみ合いやすかった
振り返り

・フレームの歪みを矯正することは上手くできたた
め、隙間はあるものの計画通りの形ができた。

大きくなり継手の部分が大きくずれてしまった。改善点として木材の反りを考慮して継手の加工
改善点

蟻組みがきれいに仕上がった
厚い板を使うことで強度のあるスツールができたことは良かったが部材が大きい分木材の反りが
相欠き部分の仕上がりの向上
を行うことが必要だと思った。

23
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・２つのフレームが同じ形でない。
→継手を作る際に正確に垂直を出し、可能な限り同じ
ものを作る。

コの字型のパーツを組み合わせて 1 つの椅子にした時に接手部分にかかる負担を考えて座ること
ができるように部材の長さを検討した . その結果座っても壊れることが無く , 丈夫なスツールに仕
上がった

グローバル

地域連携

産学連携

24

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

グローバル

地域連携

大阪だけでなく、連携協定を結んでいる奈良県川上村など、対象となる地域ならではの課題や
特徴に着目したプロジェクトに取り組みます。
※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン等を活用して実施しました。

地域連携
産学連携
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川上村源流学
グローバル

◦吉野川の水源地である奈良県川上村の取り組みを学び、同村が抱える課題の解決に取り組む

本プログラムは「持続可能な世界の担い手を育成する」をメインテーマに吉野川水源地の村である奈良県川上村との地域連
携プロジェクトの一環として開催されました。前半は川上村の栗山村長をはじめとした役場や村の方々が講師となり、現在の
村の取り組みや様々な課題についてオンライン講義で学びました。後半は、3チームに分けてグループワークを実施しました。
まず、前半の授業で学んだ中からそれぞれ「観光資源のPR」
「遠隔地医療」
「空き家の有効利用」
という課題を設定し、それぞれ
地域連携

の問題解決に向けたソリューションを各グループで提案しました。
アイデア創出過程は川上村役場とオンラインでつなぎ、検
証をおこないました。
またプロトタイピング時は川上村から水源地課の加藤氏に来校していただき、直接対面での指導を受け
ブラッシュアップを行いました。最終的に3つの課題についてポスターやプレゼン動画などをを制作し最終発表を行いました。
（担当教員：横山 広充／西應 浩司／三浦 慎司）

産学連携
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1班 チーム名 ： （株）小池

川上村源流学
人口

私たちは、本プログラムを通して、
川上村をPRしようと思いました。
なぜそのように思ったのかというと、
川上村には守らなければ
いけないモノがあるからです。
その中でも、水源、林業、人々、
を守らなければいけないと思いました。

２班 チーム名：SNGs

1339 人

( 令和 2 年 6 月 30 日現在 )

面積

イメージ４コマ漫画！

269.26k㎡

1位

(95％が森林 )

人口減少

年度

率

世帯数 総数

昭和40年度
昭和50年度
昭和60年度
平成7年度

平成17年度
平成27年度

1834

7165

1493

5173

1238

5481

896

2045

680

1313

1205

グローバル

川上村源流学

大
幅
減
少

2821

http://www.vill.kawakami.nara.jp
http://www.vill.kawakami.nara.jp/life/docs/2017013100120/

http://www.vill.kawakami.nara.jp/life/docs/2017013100120/

川上村人口推移

https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/

①大滝ダムと大迫ダムの水力発電
最大 10500kw + 7400kw の発電量

①脆弱な通信設備

＊林業

→安定した環境が必要

川上村立診療所

http://www.vill.kawakami.nara.jp/life/shinryo

②再生可能エネルギーを地産地消
送電ロスが少ない

→通信会社に協力を仰ぎ、病院を中心に拡大
②たった一つの川上村立診療所

③源流を保全し , 環境を守る

・高齢化で手術が必要になる人が増える
Jenus Cones

2040 年
リニア開通
2030 年
SDGs 達成

1970 年
大阪万博

1964 年
東京五輪

＊水源

問題解決の４コマ漫画

1973 年
石油危機

＊大滝ダム

1978 年
第二次オイルショック

1960 年
川上診療所
（西暦）1960 年
（川上村人口）8084 人

超高齢化社会

2025年
人工知能

2020年

IOH

インスタ

ダムで発電

1996 年
川上宣言

2011 年
台風 12 号

2008 年
リーマンショック

2013 年
大滝ダム完成
ダムで発電 2016 年
SDGs
2011 年
東日本大震災
2020 年

川上村に
5G の普及

2021 年
東京五輪

1313 人

2010 年
1643 人

2000 年
2558 人

空き家

ネットワーク

リノベーション

芸術関係の

海外からも注目

医療関係の人達が増える

村内の通信速度の向上

シェアハウス

2025 年

人口がプラスに生じる

介護をボットの導入

空き家がある

SDGs
水力発電

遠隔医療

デイトレーダーが増える

2030 年

自然と共存

地産地消

芸術の学校を作る

芸術の村と呼ばれる

1970 年
6020 人

ジェナスコーンを作成し、川上村に影響を
及ぼした過去の出来事、未来を予測しました。

2035 年

左から抜き出したキーワードを
元にソリューションを考える。

まとめ

建物や土地確保のために森林
が伐採され森林が減る

未来予想の
ジェナスコーン

5G

超高齢社会

介護ロボットの普及

通信企業と連携して

1990 年
3093 人
1980 年
4151 人

地方創生

川上村に移住する人口増
川上村 2.0 から 5.0 へ

遠隔医療の発達で

オンライン 遠隔医療の為の環境整備
教育

Context Map

医療の安心感から

2025 年
2024 年 大阪万博
パリ五輪

提案
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産学連携

川上村源流学
チーム名：いつも 2 人
このプログラムは川上村の源流の時代の変化であったり、水源地の村づくりなどを学び自然を理
解した上で川上村が抱える問題の解決策を提案することが目的である。
そこで私たちのチームは観光客が少ないとに着目し 5 年後を想定して「川上くるくる」というも
のを計画しました。

①川上村には現在 200〜300 戸の空き家があります。
その空き家を利用し、コテージやゲストハウスに
改装し、宿泊できる場所を提供します。

http://akiyaconcierge.com/banklist/

https://www.lantern.camp/?p=4063

②次に①をツアーに組み込む。
自然を楽しむことができるアクティビティの体験
プランを自分たちで組むことができる。
電車できた人は送迎可能（自動運転）
。

https://www.walkerplus.com/article/201437/image1220185.html

宿泊場所に川上村の食材を配達。
https://www.facebook.com/kawakamon/posts/328536937317185

③来ていただいた人に SNS で拡散してもらう。
↓
拡散すると割引がある。
↓
SNS で見た人が来が来てくれる。
この繰り返しで観光客増加を予想している。
https://www.pinterest.jp/pin/758293655993009696/

http://www.vill.kawakami.nara.jp/kanko/docs/2017022500171/

村の人たちの暖かさを知ってもらう。
https://cocolococo.jp/works̲recruit/27446

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

④もう一度来てもらえるような思い出を作り、川上
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北ウメダの発展と安全の研究
グローバル

◦北ウメダエリアを対象とした情報誌の制作

昨年に引き続き、北ウメダエリアのフィールドワークを主体とした研究を行い、今回はエリアに存在する店舗の取材を行い
『北梅サワー』
と言う情報誌の制作を行いました。取材チームは6班に分かれ、阪急三番街はじめ、近隣の商業施設やブティッ
ク、居酒屋などの店主や責任者の方に直接インタビューを行い、
コロナ禍における店舗毎の取組みや、
アピールポイントなど
生の声を聞き取り、多くのデータを収集することができました。
また、歴史研究班においては、エリア内における代表的な寺社
仏閣である「北向き地蔵尊」や「綱敷天神社御旅社」の取材を行いました。大学の近隣に存在する店舗やそれらを取り巻く環
境、歴史的ロマンにも触れ、脈々と流れる時の中でこの街が形成されてきたことを学ぶ機会となり、
また雑誌編集という初めて
の取組みに対して全員が前向きに活動できたことは大きな収穫でした。
地域連携

（担当教員：大石 容一／妻木 宣嗣／平出 貞夫（技師））

産学連携
01 三番街フードホール

やっぱり三番街

UMEDA FOOD HALL FLOOR GUIDE
Ｂ

・１ポンドのハンバーグステーキ タケル
・ラーメン 玉
・名古屋名物味噌カツ 矢場とん

Ｄ

Ｃ

・正式担々麺美食庁
・大阪・堂島

とろ家

四川辣麺

・宮武讃岐うどん

Ｅ

・バーンサイドストリートカフェ
・＆コーヒー メゾンカイザー
・イタリアンダイニング ぺスカ
・リ：エント薬韓堂

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

・鳥焼き・蕎麦・おでん・一重
・天丼・天串・串カツ いしのや
・ニューヨークデリスタイル
・ラグー

Ｅ

おでんと活気が売りの老舗居酒屋

・梅田を上から見るか下から見るか

高層ビルが立ち並ぶ近代都市梅田。

最先端のグルメ・スポットがたくさん

ある中で阪急三番街フードホールは休

息しつつグルメを堪能でき、インスタ

映え間違いなしのお店が勢揃い。梅田

阪急三番街の林さんにインタビュー
～デザインのこだわり～

大阪・北梅田

阪急三番街フードホール

住所：大阪市芝田 1－1－3 地下２階
営業時間：10：00 ～ 23：00
休館日：２月・５月・９月・１１月
第３水曜日
座席：約１０００席
アクセス：阪急梅田駅より徒歩２分
JR 大阪駅より徒歩７分
大阪メトロ梅田駅より徒歩４分

阪急三番街フードホールは元々個々の店が並ぶ作りであり、 フード
ホールを作る目的で設計されてないため柱が多く他のショッピング
センターのフードコートような開けた空間を提供することはできかっ
た。 しかし、 その柱を逆に利用して 5 つのゾーンに分けることでそ
れぞれの楽しみ方を提供することができる。 座席も約１０００席用意
しているので席に座ることで困ることはなし！！
椅子にもこだわりがあり、 ゾーンごとに椅子の高さ、 硬さ、 大きさ
を変えることによって利用者のニーズに合わせたスタイルを提供。

私たちは阪急三番街のフードホールを取材

・阪急三番街フードホール

させていただいて梅田にフードホールがあ

る魅力を教えていただきました︒梅田とい

う雑多な街に居心地がよくフランクに立ち

寄れるおしゃれな空間を提供している︒ま

た︑デザインにもこだわりがあり椅子や机

一つにしてもコンセプトがあり︑それぞれ

の空間を作り出している︒阪急三番街フー

ドホールを食事するというだけではなく︑

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

デザインにも一度注目してはいかがでしょ

うか︒
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阪急三番街フードホールはコロナ対策

おり、つまみを手に仕事終わり
の一杯を楽しむのもよし、あら
ゆる店から料理を手に入れ飲み
会を開くのもよし。楽しみ方は
無限大である。落ち着いた雰囲
気の空間であり、ゆっくりお酒
を嗜むこともできる。中には阪
急電車の椅子をモチーフとした
椅子があるので座ってみてはい
かがでしょうか。

にも力を注いでおり 、定期的な机や

このゾーンは酒の肴から本格
的な料理まで幅広く取り揃えて

このゾーンは思わず写真を取り
たくなるインスタ映え間違いなし
の人気店が集結。個室っぽくなっ
ている場所や明るく可愛らしい空
間があるのでデートや女子会に持
って来いである。また、ランチ後
のマダムのお茶会もありかも‥
老若男女、時間問わず楽しめる空
間である。

いすの除菌や机を減らして間隔をあ

Ｅ

Ｄ

けることでソーシャルディスタンスを保

このゾーンはランチ時にオス
スメのゾーンである。満腹にな
れるおいしい麺・丼を素早く食
べることができる。会社員の方
や学生などが一人で来ることが
できるようにお一人様席が用意
されている。

ちながら食事を楽しめる。

Ｃ

に来たならばまずおさえておきたいス

も良いかも？ランチでもディナー
問わず盛り上がりを見せるこのエ
リアは魅惑がいっぱい。

このゾーンは肉、麺、カツとい
うガッツリの王者たち集結！！自
分へのご褒美やこれから大事なプ
レゼンがあるときはカツで願掛け

ポットである。

Ｂ

も見えるので思わず立ち止まっ
てしまう。焼き菓子も用意して
いるので梅田の手土産になるの
では？

可愛い見た目のスイーツは食
後のおやつやスイーツ片手に梅
田巡りをしてみてはいかがでし
ょうか。お店の作っている風景

・三番街におけるコロナ対策

Ａ

私 たちの
ひそかな 休 憩 所

Ａ

・ヨーキーズクレープリー / シュクレフ

02 立ち飲みビンゴヤ

ビンゴヤ社長の渡邊さんにインタビュー

社長の渡辺さんに取材を協力しても
らった。茶屋町にお店を開いた経緯、
接客で心掛けていることなどを取材し
た。印象に残ったことは、「いらっ
しゃいませ」の語尾を上げてお客さん
が気分良く呑める雰囲気づくりをして
ることだった。

北ウメダの情報誌『北梅サワー』の制作

04 ニュースポット

梅田のファッション・セレクトショップ
ファッション部門では梅田に店舗を構えるセレクトショップ

あるお店では感じられない独特の雰囲気や営業スタイル

すいです。大手のアパレルショップや大型商業施設内に

ついて調べました。なぜなら、最近北梅田
に新しい施設が多くできてきてどのような

地域連携

に焦点をおいて研究調査しました。今回インタビューさせて

も過言ではないです！

を持っており、訪れると必ず洋服が好きになると言って

頂いたお店は rroomm
さんとラピーヌさんです。２店舗とも
本校から徒歩５分圏の場所に店を構えており、アクセスしや

今回、僕たちは北梅田のニュースポット に

グローバル

北ウメダ研究会

施設が発展して行っているのかが気になっ
たからです。そこで今回、僕たちはリンク
ス梅田という施設を注目して調べました。
雜誌では、リンクス梅田のアクセス方法や
各階のコンセプト、リンクス梅田の概要に
ついてまとめました。また僕たちがリンク
ス梅田を調べるにあたって行ってみたいな
と思う店鋪を 4 つに絞ってまとめました。



産学連携

05 梅田地下街の研究
地下街の商業施設を比較してみた

梅田の地下街の

梅
田
の
地
下
街
へ

梅田の地下街は通路と商業施設として利用されています。梅田には地下鉄が集中
しており、天候に左右されないことからも通路として多く利用されます。また、

商業施設を

多くの人が行き来することから様々な店が軒を連ねています。多くの人が行き来
することから様々な店が軒を連ねています。ここで主要の 2 つの地下街の飲食

比較してみた

店のジャンルを比較してみました。

店舗ジャンルの
比較グラフ

阪急三番街

ホワイティ梅田

カフェ

カフェ

寿司・和食

洋食・カレー・粉もん

麺・丼

居酒屋

洋食・カレー・粉もん

麺・丼

居酒屋

寿司・和食

バル

バル

大阪工業大学

阪急線

ホワイティ梅田では通路としての役割が大きく、老若男女問

ホワイティ梅田は通路として
の役割が大きいことから阪急三
番街に比べ店舗利用客が多い傾

梅田キャンパス

JR 線

リンクス梅田

阪急百貨店

JR 大阪駅

そこで ..

大丸梅田店

月イチ !
スイーツフェスティバル を提案します。
るため毎月、各店舗ごとに新作スイー

阪神百貨店

ヒルトン大阪

せるためにはさらには集客を増

ツを出品してもらいます。

ハービス大阪
商品例

オイシイもの横丁 [LINKS UMEDA]

贅沢ショコラパルフェ
850 円

インスタグラムで＃三番街月イチ

ホワイティ梅田

JR 線

大阪第一ビル

阪急三番街にはカフェがたくさんあ

である阪急三番街をより発展さ

阪急三番街

阪急梅田駅

ヨドバシカメラ

うな店舗展開をしていることがわかった。

向があります。北梅田の地下街

やす必要があります。

グランフロント大阪

わず多くの人が通行するため特定のターゲットに絞らないよ

ターゲットにしていることがわかった。

UMEDA

阪急三番街ではカフェが半数を占めることから女性を中心に

私たちは考えました ...

よ
う
こ
そ
！

大阪第４

大阪第二ビル

大阪第三ビル

ディアモール大阪

フェスティバルを付けて投稿しても
らい、その投稿数で勝敗を決めます。
優勝した店舗の商品を掲示してお店
の PR に繋げます。また投稿数を増や

商品例

すために投稿した画面を見せると割
引する、など投稿を促すようなキャ
ンペーンを行うと良いと考えました。

大人の
イチゴミルクシェイク
650 円

オオサカガーデンシティ

ホワイティ梅田「泉の広場」

地下歩道

私たちは︑梅田の地

下街についての研究

を行いました︒梅田

の地下街は通路と商

業施設として利用さ

れています︒梅田に

は地下鉄が集中して

おり︑天候に左右さ

れないことからも通

路として多く利用さ

れます︒私たちは︑

まずフィールドワー

クで梅田の地下街の

特徴を調べました︒

研究報告

制作した情報誌『ようこそ！梅田の地下街へ』

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

結果︑阪急三番街の

店舗は女性客をター

ゲットにしているこ

とがわかりました︒

そこで︑北梅田の地

下街を発展させる方

法を考えました︒

それは﹁月イチ・ス

イーツフェスティバ

ル﹂です︒ SNS
を利
用するイベントで︑

より多くの人へ情報

を発信できるのでは

ないかと考えました︒
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ゴミ対策
グローバル

◦ゴミ対策に様々な視点から取り組む

チームを組みゴミ対策をするもの（ゴミ箱）製作しました。例えば、家庭を中心に観察し、
ゴミに関する問題があるか、
ゴミの種
類はどのようにわければよいか、安全にゴミを捨てるにはどうすればよいか等を考え、
プロトタイプを作成しました。最後にこ
れに関するCM動画を作成しました。すべてオンライン環境下で実施しました。
（担当教員：廣井 富／平出 貞夫（技師）／倉田 晃希（技師）／赤井 愛）

地域連携
産学連携
ゴミ対策
１班

地域連携

棚型ゴミ箱 : trashelf

ゴミ対策

班

①アイデアまとめ

分別..
ユーザー： 学生
使用場所： 机周りにでる消しカスなどのクズゴミに限定

スペース..

②プロトタイプ作成
プロトタイプ2号

プロトタイプ１号

最終プロトタイプ

匂い..

※使⽤例
※画像はイメージです

⼀般のゴミ箱の上のスペースを有効活⽤！
棚としてもゴミ箱としても使える！

・紙粘土で作成
・しっかりキャッチできた

・木材で作成
・見た目をスマートに変更

改善点
・見た目が大きく見える。
・色が目立ちすぎている

改善点
・ゴミが横から落ちてしまう。

・樹脂粘土で作成
・薄く凹みのある形に変更

く
ず
取
り
刑デ
事カ

③使用方法
２

１

④今後の改善点
人によって、手の大きさが
違うため、最適な幅を考え
る必要がある。
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蓋つきで匂い軽減！

３

ゴミが机にたまって、処
理するのに困ったとき
は！

４

くず取り刑事の登場だ！くず
取り刑事は机にクランプで取
り付けるだけ。

２つのゴミ箱で分別可能！
あとは、手でゴミを払え
ばOK。手前部分にくぼ
みがあるので机の下に
は落とさない。

ゴミを落とさず、きれいな机
でデスクワークをお楽しみ
下さい。

ゴミ対策3班

上る箱あれば下りる箱あり

ゴミ対策 4 班

～ゴミ箱による階段制覇への道～
・実際に母親にインタビューを行い、
回答を元に制作する物を作成

・使用法、使用状況をイメージ化
するためにデザイン案を作成

ペットボトルのゴミがかさばってしまいゴミ箱が
すぐに膨れ上がってしまう

・実物サイズでプロトタイプ制作

↓

・デザイン案

そんな家庭のために横から気軽に圧縮できるゴミ
箱を考えた

・室内での移動法(画像上側)
と外での移動法(画像下側)
・異なる車輪を利用して運搬
を楽にする

・基本は家の何処か
に設置
・運ぶ際には手で押し
て動かす

使用方法
・階段を上り下りする際の
車輪
・箱を持ち上げずに階段の
移動が可能

グローバル

・ユーザ：高校生の子供がいる母親に設定

Pressmall - プレスモール -

ストンっと落として

1. ゴミ箱の上や捨てたいところに乗せる
2. 圧縮したいものを入れる
3. 横の取っ手を押す
グッと押して

4. 圧縮されて細くなったものが落ちてくる

ポンッ

・描いたデザインを元に作成したプロトタイプ
圧縮すると ...

横から圧縮することで、中に液体が残っていたとしても、
口の部分が上に来るので圧縮中に機内部でこぼれない

インタビューの回答を元に作製した物
・ゴミの運搬を楽にする車輪の付いたゴミ箱
・形は蓋付きのゴミ箱
・奥には持ち手が取り
付けられている

・底面に付けた室内
移動用のキャスター

利点
・使用する車輪を外と中で別にしているので
外から家の中に入る時、床が汚れない
・階段を上り下りする時はゴミ箱を持ち上げ
ないので、余計な体力消費を抑える
・外へゴミを捨てに行く時間の短縮が可能

班内で各自で考えた案を出し合い、
プロトタイプを作りアイデア選択の話し合いで
今の案に決まった

地域連携

潰れている様子が横から見えるので、子供でも楽しく潰
せてペットボトルを楽しく潰すことが出来る

→

プロトタイプのまとめ

アイデア選択

欠点
・箱の中のゴミ袋は自分で取り出さねばならない
・外用の車輪にカバーを付けないといけない
・背面に付けた外と
階段移動用の三輪

「教科書を捨てずに処理する」

ゴミ対策 6 班

Text Manager

解決したい問題
• 昔の教科書が家にたくさんある
• 教科書ってなんか罪悪感があって
捨てずらい

解決案
捨てずに誰かにあげられれば解決する？

ゴミを散らかしっぱなしの子どもに、

“教科書を上げたい人”と”教科書が欲しい人”がいればいい
2人を引き合わせるマッチングアプリがあればいい！

CUT

愛着を持ってもらい、また怪我
防止や可愛さのためにできる

ゴミ捨ての流れ

だけ角を少なくした。

1. 分別を考える

「マッチングでリサイクル」を
キャッチコピーにプロトタイプを作成

CE!!

E FA

ゴミを捨ててもらう習慣をつけるゴミ箱の提案

プロトタイプ

分別のイラスト
子どもでも分別が
わかりやすい

2. 取っ手を回す

ホーム画面
•
•
•
•

産学連携

ゴミ対策
5班

ことでゴミの曜

検索画面
お知らせ
設定
画面下部にツールバー

3 種類分別可！

日を覚えること
ができる
3. ゴミをゴミ箱

のページに移動できる

に捨てる

学部絞り込み、バーコード検索、
出版社,著作者検索などの多様な検索機能
リクエストさ
れるとお知ら
せページに通
知が届く。

4. ゴミの曜日に
ゴミ捨て場まで

リクエスト画面
• 教科書の写真
• 教科書の名前
• 掲載しているユーザー
• 教科書の状態の詳細
が記録されている！
画面の下側のリクエスト
ボタンからリクエストが
可能。

〇アイデアスケッチ

持って行く

それぞれでアイデアを考え、一つのアイデアに決めた。
一度アイデアが詰まり、最初から考え直したが元の

5. ゴミ袋を付け
替える

アイデアに戻りユーザーはそのままでコンセプトを
見直した。

〇プロトタイプ

アンケートをとり、
ユーザーや使用場面

高さ：570mm
幅：500mm
容量：約 28L(1 種類あたり約 9.4L)

をよりイメージし、
問題点を改善した。
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その後承認
ページに移り、
承認するか否
かを選べる。

ESS

PROC

OITキッズカレッジの小学生向け体験プログラム開発
グローバル

◦小学生が理数系に興味を持ち、楽しめる体験型プログラムの開発

【前半＠オンライン】
ワークショップ（小学生時代に理解を助けるきっかけになった実体験）を通じ、内容と課題を分析し、
アイ
デア実現の技術を学習することで、オリジナルアイデアを創出しました。
【後半＠オンライン＆オンサイト
（週1回）】オリジナルのプロトタイプを作成して
（大学ではアセンブリや特殊な機器を使う作
業）、安全性や実現性など多面的に評価し、原理や機能を確認して、小学生が扱えてかつ理解できるレベルへと完成度をあげ
地域連携

ました。例年のサマーキッズカレッジ出展は叶いませんでした。
【グループ】
レールガン、機構で再現する生き物、
メカニカル赤外線リモコン、止まらない振り子、の4グループ（1グループ2名）。
（担当教員：河合 俊和／今井 美樹／小林 裕之）

産学連携

OIT サマーキッズカレッジ
目的：

小学生が楽しみながら、理数の分野に興味をもてるプログラムの開発

プロセス： ① ワークショップ（実体験を思い出して分析する）
② 技術学習（アイデアの実現に必要なスキルの習得）
③ 実験・工作のアイデア抽出
④ 制作（工作・設計図・動画・子供用ポスターの制作）

グループA

レールガンの仕組みを理解しよう！

内容：磁石と電池を用いて簡易的な弾を転がす装置を作る
材料：板材

磁石

タピオカストロー

銅線

9V電池×3

マスキングテープ

化粧品ケース

アルミテープ

作り方
①タピオカストローに銅線をつなげる

②板材に磁石をつける
磁石は全て同じ極が上に
なるようにしよう

N

ストローと銅線がしっかりとあたるよう
につなげる

N

N N

N N N

N

N N

この時、N極とS極のどちらを上に向けるかで

③磁石をはさむようにストローをつける
③磁石をはさむようにストローをつける

電池の＋と－の関係と同じで
転がる方向が変化する

④銅線で電池をつなげる
電池の電圧は9V×3
合計27V
エネルギー 18.02J

ストローをできるだけ平行にすると良い
ストローをできるだけ平行にすると良い
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磁石の向き
電池の＋と－のつなぎ方を
変えると弾の転がる方向が
変化するかも？

⑤完成
銅線を電池の＋と－にぐるぐると巻く
銅線が当たっていないと電流が通らないので
しっかりまく

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

銅線と電池をつないでみよう!
平らな机の上にレールを置き
弾になるアルミテープを巻いた化粧品ケースを
レールに置く

大学生の作例

コンデンサー×5(耐圧400V 容量330μF) 264Vで充電

エネルギー 52.52J！！
《保護者の方へ》
レールガンは入力する電力が大きければ大きいほど発射す
る弾の速度が速くなるものです。
そのため通常の銃器などと比べると、必要な電力を入力すれ
ば、はるかに速い速度での射出が可能になるものです。
現在レールガンを船に搭載することを目標とした軍事開発
も進められています。またレールガンの利用が期待されてい
るものに、宇宙へのマスドライバーの輸送を行うことや、地
球の軌道に入った宇宙のゴミの排除、隕石の衝突の回避など
があります。

子供版の約250％!!

詳しい内容は中学生で習うのフレミング左手の法則とローレンツ力の勉強でわかるよ

コンデンサー

レール

昇圧回路

目的：

プロセス：

小学生が楽しみながら、理数の分野に興味をもてるプログラム開発

プロセス：① ワークショップ（実体験を思い出して分析する）

① ワークショップ（実体験を思い出して分析する）

② 技術学習（アイデアの実現に必要なスキルの習得）

② 技術学習（アイデアの実現に必要なスキルの習得）

③ 実験・工作のアイデア抽出

③ 実験・工作のアイデア抽出

④ 制作（工作・設計図・動画・子供用ポスターの制作）

④ 制作（工作・設計図・動画・子供用ポスターの制作）

グループ B2
グループB１

グローバル

OIT サマーキッズカレッジ
目的： 小学生が楽しみながら、理数の分野に興味をもてるプログラムの開発

動く鳥のおもちゃを作ろう

動く魚の玩具を作ろう！

内容：対象者は小学１，２年生。身の回りの物を使って、生き物の玩具を作る。

内容：身の回りの物を使って、生き物のおもちゃを作る。

生き物の動きをヒントとし、

目的：おもちゃを製作する過程で機構学（からくり）を学ぶ。

似ている動きを様々な機構の中から見つけ、玩具に利用した。

用意（ようい）するもの
材料（ざいりょう）：わりばし、たけぐし、ストロー、
ダンボール、大クリップ、カラーワイヤー、
チャックつきポリぶくろ、テープ、いろがみ
道具（どうぐ）：はさみ、ペンチ

目的：玩具を製作する過程で機構学（からくり）を学ぶ。

アイデア出し

制作手順：
①大クリップを使って回転からくりを作る
②ポリ袋と竹串で羽を作る。
③羽と回転からくりを合体させて体を作る

④色紙で鳥らしく見えるように飾りつける

設計図

動きは良いが、
小学生には
複雑すぎる、、、。

地域連携

回転からくりの形状

正面図

側面図

平面図

躍動感があり、作りやす
いコイキング完成！

低学年用ポスター

目的：

目的：小学生が楽しみながら、理数の分野に興味を持てるプログラムの開発

② 技術学習（アイデアの実現に必要なスキルの習得）
③ 実験・工作のアイデア抽出
④ 制作（工作・設計図・動画・子供用ポスターの制作）

メカニカル赤外線リモコン

内容

テレビ(SONY製)の電源のON,OFFを機械的な機構を用いて再現する

材料

【本体部分】
ワイヤーネット、ポール、ジョイントラック、
ダンボール、スリット部分の紙（トレーシングペーパー）
【LED部分】
赤外線LED、マイクロビット、抵抗、ワニ口クリップ、
パソコン

製作手順

MCU

スリット

グループD

段ボール振り子をつくってみよう！
必要なもの

内容
脱進機という速度を一定に保つ仕組

材料：段ボール・竹串(3本)・TAMIYA低速ギアボッ

みで機械式時計にも使用されている

クス(4速)No.189(1個)

仕組みを段ボールで再現し、振り子

・ワニ口クリップ(2本)・単4電池(2本)・単4電池ボ
ックス(1個)・10mm方眼工作用紙・355mm×355mm

を理解する

のラック(2枚)・ラックの固定具(4個)
道具：はさみ・のり・ボンド・ペン・コンパス・ドライバ(M)
・セロハンテープ

作り方

マイクロビットを用いて赤外線LEDを40kHzで発光させ、
回転しているスリット部分に当てることでビットパタン
を再現しテレビの電源をON,OFFする。

40kHz
サブキャリア

小学生が楽しみながら、理数の分野に興味をもてるプログラムの開発

プロセス： ① ワークショップ（実体験を思い出して分析する）

プロセス：①ワークショップ（実体験を思い出して分析する）
②技術学習（アイデアの実現に必要なスキルの習得）
③実験工作のアイデア抽出
④制作（工作・設計図・動画・子供用ポスターの制作）

システム

1.がんぎ車

４.プーリー

① 工作用紙を10mm×60mmに切り、30mmのところで半分に折り、両端10mmを
折り返す。その後、のりで貼りつけて三角形を作る。これを14個作る。

ビットパタン

TV

② 工作用紙と段ボールで直径100mmの円を作り、ボンドで貼りつける。その後、
円に30度間隔で直線を引く。
③ ①で作った三角形を②で引いた線に沿わしてボンドで貼り付ける。竹串で中心
に穴をあけ、ボンドで竹串を固定する。

①

40kHz赤外線LED

LEDの発光のプログラム

SONY製のテレビ
赤外線リモコン本体

回転部分の作成

回転部分の設計図

SONY製のテレビのサブキャ
リアは40kHzとなっているの
で、今回はマイクロビット
を使用し40kHzの発光をする
ようにプログラミングした。

②

③

⑨

⑩

注意点２
貼る位置に気をつけよう

⑪

⑫⑬

5.完成
⑭ 100均のラックを2つ用意しに段ボールをテープではり付ける。
⑮ ラックの中心で上から20mm,100mm,260mmに穴をあける。
⑯ プーリーにベルトを先に通ししたからギアボックス、がんぎ車と
プーリー、アンクルの順に穴に入れていく。
⑰ アンクルの軸の先に段ボールの振り子をつける。
⑱ とびてた部分にテープを巻き付け、穴から竹串等が穴から向
けないようにする。
⑲ ワニ口クリップでモーターと電池ボックスをつなげば完成。

スリット部分
⑤

⑥
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3.ベルト
⑥ 段ボールの表面をはがし、ギザギザの部分だけ取り出す。
⑦ 290mm×20mmの工作用紙を２枚作り、１５mmほど重ね、輪を作る。輪の大きさに
あわしてはがした段ボールを切り、ボンドで貼り付ける。
⑧最後にギザギザが内側になるようにひっくり返し、ベルト完成。

⑭

⑮

⑯

今回作成したリモコンは1秒で3回転することが可能なため線速度は、1.5[m/s]×3[回転]＝4.5m/sと
なる。したがってスリットの幅は、4.5[m/s]×600 × 10−6 ＝2.7×10−3＝0.0027[m]となり、約3㎜幅
のスリットが必要となった。3㎜幅であれば作成することができるためこの値を使用した。
⑥
大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部 Ｄ班 井上敬太 樋田遥樹

⑦

⑧

⑰

⑱

⑲

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

mbedによるプログラミング

注意点３
中心がずれないように気をつけよう竹串を用いながら貼り
つけるといい

2.アンクル
④ 90mm×90mmの20mmの幅の工作用紙と段ボールを作
り、ボンドでくっつける。
⑤ 両端15mmに印をつけ、つけた印の高さを合わせて、右は
横向きに線を引き、左は縦向きに線を引く
⑥ ①で作った三角形を線に沿わせてボンドで固定し、竹串で
穴をあけ、竹串をボンドで固定する。

テレビのビットパタンを再現するためにまずパルス幅を求めた。
SONYフォーマットの場合、単位時間T＝600μsとし、0の表現に2T(1Tの消灯→1Tの発光)、1の表現に
3T(1Tの消灯→2Tの発光)のパルス幅が必要になる。 テレビの場合、パルスは“101010010000” の
12bitに加えて、リード部として4Tの発光が必要となる。よって1回の信号につき19200μs＝約20ms
が必要となる。
今回、ダンボールの円の直径は50cmだったため円周は約1.5mとなった。
1rpsで回せる場合、1.5ｍ/sとなるので1.5[m/s]×600 × 10−6 [s]＝7.5×10−4＝0.00075[m]となり、約
0.75㎜幅のスリット作成が必要になる。工作の精度としてスリットの幅は2㎜以上は欲しいため線
速度を上げることでスリットの幅を大きくすることにした。

⑨ 100mm×150mm(工作用紙A)と40mm×300mm(工作用紙B)を１枚ずつと
直径60mm（工作用紙C）と120mm(工作用紙D)の円を二枚ずつ作る。また、
円の中心に穴を空ける。
⑩ 工作用紙Aは、25mm重ねて、工作用紙Bは、50mm重ねて輪を作る。
⑪ ⑩の２つの輪に⑥のはがした段ボールを切り、ボンドでくっつける。
⑫ Bの輪の両サイドにDの円をボンドでつけ、がんぎ 車の竹串に固定する。
⑬ Cの円に1つはギアボックスの出力軸、もう1つは、竹串をボンドで固定し、
Aの輪にくっつける。

注意点1
線からずれたり、円からはみ出ないように気をつけよう

https://sozaikoujou.com/18727

マイクロビット

産学連携

OITサマーキッズカレッジ

OIT サマーキッズカレッジ

グループC

身近な材料で作ることが
可能になったが、動きに
躍動感がなくなってしま
った、、。

小中高生向けロボット教育プログラム開発
グローバル

・6月30日：受け入れ先iRooBO事務局に対する企画内容プレゼン
・7月19日：Robo&Peaceにて講座見学＋プロトタイプ実証
・7〜8月：天王寺中学校、弥刀中学校のオンライン指導と2校交流会の実施

◦小中学生向けにロボットプログラミングやロボット機構製作に関する教育用のイベントや
オンライン教材の開発と指導

地域連携

【小学生向けイベント企画と実施】
大阪でロボットビジネス展開を行なっているiRooBOネットワークの協力・アドバイスのもと、ATC Robo&Peaceにて小学生向
けのロボットワークショップを企画し、子どもたちのが楽しめる教材開発を行ないました。途中ミニミニ講座を実施、
フィード
バックをもとに教材を改良して、8月9日、10日に実施予定でしたが、
コロナ禍のため中止となりました。
【オンラインロボットプログラミング指導】
コロナ禍でのロボット関係のクラブ活動指導を支援するために、Open Roberta Labというシミュレータを用いたロボットプロ
グラミング教材を作成し、実際に中学校2校に4回ずつの指導と、2校の交流会を企画し実施しました。
（担当教員：上田 悦子）

産学連携
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目的：新型コロナウイルスの影響でWROの大会が中止された中学生
向けにオンラインでEV3を使えるOpenRoberaLabを用いて、ライント
レースの基礎について学んでもらう。
１．それぞれの中学校での活動（事前学習）

グローバル

Open Robetra Labを⽤いた仮想環境での
中学生クラブ向けプログラミング指導

まずライントレースについて学んでもらうため、天王寺中学校、弥刀中学校とも
に以下の日程で計4回の指導を行った。各授業でできた反省点は活動内容報告書に
記載し、次回の改善へとつなげた。例えばオンライン授業は説明が続いてしまうと
集中力が切れてしまうため、演習を説明の間にこまめにはさんだりして調整した。
内容

天王寺中
日程

回数

弥刀中
日程

内容

7月4日

OpenRobertaLab
導入

第1回

7月11日

OpenRobertalab
導入

7月8日

センサー、制御文(if、
repeat)

第2回

7月26日

センサー、制御分
(if、repeat)

7月29日

第2回の復習、ライン
トレース

第3回

収録動画

センサーを使った
演習

7月31日

ライントレース補足

第4回

8月1日

ライントレース

２．合同競技会
当初は、作成したコースを元に競技会を行おう
としていたが、先生方と打ち合わせをした結果、
両校の環境の調整や顧問の先生の負担軽減のため、
競技会の内容を変更した。具体的にはコースを既
存のものにし、ルールをポイント制からパフォー
マンスなどから総合的に決定するルールに変えた。
当日は基本コースを70%が、応用コースを40%
がゴールできた。またゴールで来て居ていない生
徒も条件分岐など一部は理解できていた。

地域連携

←事前学習で用いた資料(左：天王寺中、右：弥刀中)

↑当日用いたコース

３．まとめ

・生徒の集中力を切らさないような説明と実践のバランスが重要である。
・学校ごとの環境差を考慮したうえで、教材を作っていく必要がある。

産学連携

ロボットプログラミング講座の企画
目的：①小学生にロボットやプログラミングに興味を持ってもらえるようにマインドストーム®︎EV3
を用いてオリジナルの教材作成をすること。
②作成した教材をもとにロボットビジネス団体iRooBOの「Robo&Peace」において100~120
分程のワークショップを行うこと。
※iRooBOのRobo＆Peaceとは
Robo&Peaceは、「"テクノロジーがつくるPeaceな未来"について一緒に考える」をテーマにした未
来&先端テクノロジーの体験施設です。https://robo-peace.jp/

チーム１
対象ユーザ
・小学校高学年
講座内容
基本的な機構を学び、その機構を用いてオリ
ジナルのボール飛ばしロボットを作成しゲー
ムに挑戦してもらう
自分の頭で考えてロボットを作りそのロボ
ットを動かすことでロボットの面白さ、楽
しさを感じて興味を持ってもらうことを目
的とした。またその点で高学年でないと難
しいと考えユーザとした
プロトタイプ１
・基本の機構とボール飛ばしロボットの見本
・ゴルフ形式のゲームのコース作成
・プログラムの作成

プロトタイプ２
コースでシュミレーションを行った。
・コースの耐久性が低い
→コースにより強固な素材を使用した
・コースが単調で面白さがない
→より難易度を上げた別のコースを作成

まとめ
小学生にどうしたら集中力を保ちつつ興味を持っ
てくれるかをユーザ（小学生）目線で物事を考え
ることが大切なことが分かった。

プロトタイプ１
・コントローラーとプロ
グラミングのプロトタ
イプの作成
・コントローラーの作成
手順の教材作成
・今回使用するScratch
の仕様の教材作成
プロトタイプ２
IRooBOの方々からのフィードバックを受け修正
・コントローラー教材が見
にくい
→同系色の使用をやめ、
見やすさを改良
・１枚のスライドに対する
文字の量が多い
→文字の量を減らし、イ
ラストも追加
プロトタイプ3
体験会を行い、修正を行った
・プログラミングの資料に誤
字があった
→即座に訂正
まとめ
参加者一人一人の進行速度に斑が出ないようにし
なければいけない。講師が如何にフォローするか
ということが重要だとわかった
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プロトタイプ３
授業の見学・ミニ体験会を実施
→小学生が理解しやすい授業の構成が必要
であることが分かり、体験会ではロボッ
トに対する反応を直接確認ができた
修正点
・小学生に合った授業内容に改善
・理解しやすい授業資料の作成

チーム２
・ユーザは小学校低学年
→低学年向けの講座が少なかったことに着目
した
→保護者からも低学年向けの講座があると嬉
しいとの声にも合致
・手で動かすのではなくモノで動かす
→コントローラを作り自作のゲームをプレイ
する教材作りへ

インタラクティブデモの製作
グローバル

◦説明なしで楽しんでもらえるインタラクティブデモの開発

梅田キャンパスの1階ギャラリーや地域のイベント会場にて一般の来訪者を対象としたインタラクティブデモの製作を目標と
しました。対象が一般来訪者のため、特別な知識を持たない、複雑な操作を要求しない、操作・意図説明なども必要とせず、
対応者不要で運用ができること、を主軸としました。今年度は、
アウトプットとしてオンラインで自宅で楽しめるアプリでもよい
こととしました。前述の条件を満たす既存の作品や展示を調査した後、誰がどんな場所で利用するどんなものをつくりたいか
地域連携

について個人ごとに提案し、方向性の近さで14名の学生が4班に分かれました。その後、
アイデアを出し合い、実現方法を調
査・相談して3班は展示型、1班はオンライン型のプロトタイプを作成しました。展示型の2つは1階ギャラリーに設置して通りか
かった人の感想を聴取しました。
（担当教員：大須賀 美恵子／赤井 愛）

産学連携
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ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ インタラクティブデモ１班

インタラクティブデモ キュビズム班

インタラクティブデモ
概要
ぱっと見ただけで操作が分かり、つい遊んでしまうような面白いものを作る。
そんなテーマで私たちは、自分の顔をピカソが描くキュビズムっぽい絵(EstiloPicasso)の
ように変化させたら年齢や性別関係なく遊べてわかりやすく面白いのではないかと考えた。
そしてカメラで写真をとるとキュビズム風の絵を出力するプログラムを作成した。

グローバル

Estilo Picasso

ッ
方法
好みの色合いの画像

撮った画像

OpenCV

作品概要

目的

https://www.photo-ac.com/main/genface

https://publicdomainq.net/imag https://publicdomainq.net/imag
es/201706/15s/publicdomainq- es/201706/16s/publicdomainq0010176szv.jpg
0010138vis.jpg

dlib

手形に触るとスピーカー
から出た音が鏡を反射し
て聞こえてくる

音を使ってインタラク
ティブデモをする

アフィン変換で画像をピカソ
風にして完成！

CNNを使って画像を絵画風に合成

使用機材
作品外観
使い方

現在の課題
・1枚の画像を生成するのに1時間半ほど
時間がかかってしまうため、待つ間暇に
なってしまう。

1時間半後…
（1枚の画像の生成に1
時間半ほどかかります）

・並列に処理できないのですでに人が
使っているときに何時間も待つことになる。

arduino

指向性スピーカー

地域連携

画像から顔を認識

①カメラの前に立
って写真を撮る

人が鏡に触れたことを静電容量式
のセンサで感知し、スピーカーから
指向性の大きい音源を出力し、音を
鏡を用いて２つに分割する。

②ピカソ風の画像が生成
されているのでディスプレ
イから見れる！
使用した画像サイト： https://www.irasutoya.com/

x18021 岡田 史香 918016 大野 元暉 918076 藤井 香奈江

ミライガッキ

産学連携

インタラクティブデモ



インタラクティブデモ
Overview
OITタワー一階ギャラリーに置く
ミライガッキというインタラク
ティブデモを作成した。

ミ
テ

ミライガッキとは、画面の前で叩く動作をし、
音を奏でてもらうというものである。

楽しい音を求め、自然と体を動かしてもらうこ
とを目標にミライガッキに取り組んだ。

Action
ディスプレイに近づきすぎることを防ぐため、
展示物の前に足跡を敷いている。

オンライン砂場

こ の プログ ラム は コロナ ウ イル ス の影 響で 外 に出 て 友 達と 一 緒に 遊 べな い 小学 生 のた め にӨ
オ ン ラ イ ン 上 で 人 と の 触 れ 合 い を 感 じ ら れ る も の を 作 成 す る こ と を テ ー マ と し た 。Ө





第一プロトタイプでは ՋԵԲ 上で一人だけ



で遊ぶことはできたが、個人でサーバー



を建てることや短時間で一から ՋԵԲ ア



プリを作成することが困難だった。Ө




初期画面にト音記号と波紋を発生さし、
そこを叩くようなアクションを誘導する。
すると六色の領域が現れ、更に叩く動作を誘導する。

第一プロトコルで作成した ՋԵԲ アプリ１Ө



第一プロトコルで作成した ՋԵԲ アプリ２Ө

そのため既存のツールを応用して問題解決を図ることにした。Ө

いずれかの音符を叩いた後、音符は消え、自由な場所を叩
いてもらう。叩いた際はその場所に音符や波紋が出現する。



Figma



ブラウザでアカウントを作成することで気軽に多人数で

叩いた場所に応じた音がランダムに鳴る。



デザインやレイアウトを考えることができる web アプリ

https://www.figma.com/

Implement

ԐԺԷՁԱ では使用言語が英語に限られてしまい操作が難しかったため、そのままではターゲットに

Kinectで叩く動作を検出している。また、画面描画に
はOpenCVを使用した。開発言語はC++である。

そのためチュートリアルページを作成し操作に慣れてもらうとともに、テンプレートを作成して図

している小学生が遊ぶことは困難だった。Ө

電子音の用意や他の音の素材の音量調整などは全
てGarageBandを、足跡や音符、POP等、イラスト類
は全てPhotoshop及びillustratorを用いて作成した。

操作はわかりやすかったか

どちらともいえない
1人

とても楽しかった
2人

とてもわかりやすかった
1人

少しわかりにくかった
2人

Results
ミライガッキを楽しんで頂いた方にア
ンケートに答えていただいた。8月5日
時点のアンケート結果をに示す。この
結果から、音符を叩く動作をどのよう
にユーザーに導入するのかが今後の課
題である。
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楽しかったか

形をスタンプするような形にして遊びやすくした。Ө


ロボティクス利活用研究Ⅰ：ドローン
グローバル

◦ドローン（無人航空機）の新しい利活用方法を提案する

計15名の受講生を4つのチームに分割し、前半は最新ドローンや法規制の実態調査ならびにドローン実機（計2機種）の操縦
体験を通して課題の洗い出しを行いました。後半はデザイン思考に基づき、問題点抽出、ペルソナ設定、
アイデア出し、
プロト
タイプ製作を行いました。その結果、⑴ドローン撮影動画に基づく人間の密集度合い判定から
「密」の警告システム、⑵超小型
ドローンの姿勢安定制御システム、⑶スマートフォンジャイロセンサーを利用した初心者向けドローン操縦システム、⑷災害
地域連携
産学連携
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救助のための分割型ドローンの開発を行いました。
（担当教員：倉前 宏行）

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

地域連携・ドローン
ものづくりデザイン思考実践演習 ドローン・自動姿勢制御開発

画像認識で密集を避ける
課題

コロナウイルスに感染しないためのシステム
を開発する.
認識した画像

使用したドローン

問題
定義

ドローンは突風などの影響によって.バランスを崩して墜落してしまうことがある.
ドローンの傾きが一定以上の数値になった時に自動で体勢を立て直すプログ
ラムの開発を目指した.

使用した
ドローン

トイドローンのTELLOを使用した.重量は約80gである.
プログラム作成の前に屋内でドローンの飛行実験を行った.

グローバル

チーム名：Aerial view

DJI TELLO

・人を発見すると緑の四角で囲み
四角が重なった時に四角の色が
赤に変わり密集していると判断
した.

アプリ開発

ドローン飛行実験の様子

作成した
プログラム

Pythonを用いてドローンの状態を返すプログラムを作成した.
ドローンのピッチ角やロール角,加速度などの情報を数値で知ることができる.

地域連携

・このドローンを使いカメラ
で画像認識をする.
ドローンはTelloを用いた.
モデルはTLW004である.

・このシステムを取り入れると
人が密集していない道を探す
ことができる.

↓
・人が少ない道を探すことが
できるアプリを作った.

ロボティクス利活用研究Ⅰ：ドローン

グループ３

テーマ：ドローン操縦の簡略化
課題

4班：ポーター

初⼼者でもスクールに通うことなく、簡単にドローンを
⾶ばせるようにする。

操縦⽅法

加速度センサーを使って、直感的に操縦できるように
する

スマホを傾けた⽅向へ移動する。
接続⽅法①

この数値から,ドローンの動きに変化を与えることで自動姿勢制御の実現を目指した.

産学連携

ロボティクス利活⽤研究

・人が少ないため道のためコロ
ナウイルスに感染する可能性
を下げることができる.

スクラッチでの接続

同⼀ LAN 上で UDP 通信
を⾏い、センサー値を送
る仕組みを⽤いる。パイ
ソン・スクラッチの 2 通
りの⽅法で実践した。

スクラッチ 2.0

災害時に被災地に直行！
~物資輸送に大きな期待~

ユーザー

・山間部にある小さな農村

課題

・大雨などの災害が起きた時、支援物資を被災地に届けるのに
時間がかかる。
・人手不足のため重い荷物を移動させるのは難しい。
運搬する物資として考えられるもの
・介護用おむつ・非常用寝袋・簡易トイレ
・LEDランタン・ブルーシート

Tello

Android スマホ
HackEducaConecta

https://www.prodrone.com/jp/release/2035/

既存のドローン製品を参考にプロトタイプを作成
「ANY DRONE」（ANY DRONE社製）

PC

接続⽅法②
ZIG Simulator

Android スマホ

Tello

このドローンの課題
・操縦技術が求められる。
・着地場所の環境に左右されない設計
が必要
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Android スマホ

長机の移動を想定した実験
片方の端をドローン「 DJI Tello」が
持ち、もう片方を人間が支える。
→画像のような一人で運ぶのが難し
いものの運搬を手助けできる。

Python での接続
Pydroid

プロペラを取り外し可能

グローバル

地域連携

産学連携
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グローバル

産学連携

企業などから提示された課題に対し、1年次から培ったデザイン思考をベースに、各学科の専門性
を活かしながら解決を目指します。
※2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン等を活用して実施しました。

地域連携
産学連携
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ロボティクス利活用研究Ⅱ：健康寿命延伸関係
グローバル

Quadcept株式会社でのインターンシップ3日間実施

◦企業の協力のもと、高齢者の健康や生活を助ける装置を開発する

本プログラムでは、7名の学生を2つの班に分け、班ごとで高齢者の健康や生活を助ける装置のアイデアを創出し、
プロトタイ
プを製作しました。
アイデア創出にあたり、既存装置の調査、ペルソナの設定等を行い、班内のディスカッションを経てアイデア
シートを作成しました。その結果、A班は「高齢者の薬飲み忘れを防止する装置」、B班は「高齢者が夜に一人で徘徊するのを予
地域連携
産学連携
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防する装置」を製作することになりました。
プロトタイプの設計製作では、企業でのインターンシップを行い、企業の方からアド
バイスを頂きながら、ハード班とソフト班に分かれて製作しました。
（担当教員：谷口 浩成）

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

テーマ

システム概要

• 高齢者の生活を助ける機器を開発する

アラーム機能
アラーム時間になると、/('とブザーでお知らせ
します。
上記以外の状態で薬を飲もうとすると/('とブ
ザーで飲みすぎの警告をします。

薬飲み忘れ予防装置

飲み忘れお知らせ丸

アラーム設定

グローバル

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ
産学連携：ロボティクス利活用研究Ⅱ 健康寿命延伸関係 $班

アラーム時間は、それぞれアラームを設定するボ
タンを押すことで押した時間が設定されます。
また、設定したアラーム時間を解除したい場合は
アラームリセットボタンを押すことでアラーム時
間が解除されます。

薬補充時

飲み忘れ
状態

飲みすぎ
状態

正常動作
状態

薬の補充
状態

赤

黄

緑

白

時計合わせボタンを少し長押しすることで薬が補
充できるようになります。
薬を補充し終わったらもう一度ボタンを長押しし
て通常状態に戻します。
インターンシップの様子

アイデア創出
• 既存機器の調査

地域連携

• 実現可能性、有用性
• ユーザー決定
プロトタイプ製作
• ハード班

PCB設計（回路図に基づいて

部品間を配線する方法）など

• ソフトウェア班

プログラム作成など

プロトタイプ評価

利用可能性（利用し
てみたいかどうか）




利用したい

利用したくない

使いやすさ





使いやすい

4XDGFHSW株式会社様にて３日間インターンシップ
を実施した。講義では学ぶことのできなかった製
品開発の一連の流れを体験できました。

使いにくい
どちらともいえない

ユーザーからのご意見要望
・アラーム音声を変更したい
・タイマー時間の設定をしやすくしてほしい

まとめ
・デザイン思考を実践的に行うことができた
・プロトタイプ評価により問題点を明確にす
ることの重要性を知ることができた

産学連携

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ
産学連携 ： ロボティクス利活用研究Ⅱ 健康寿命延伸関係 B班
装置名：歩き回ることを伝えたいくん
この機器は、介護施設などで使われることを
想定し、高齢者の方が夜に一人で徘徊しない
ことを目的としています。ドアの上部に機器
を設置し電源をつけるとセンサが起動します。
高齢者の方がドアを開け外に出るとセンサが
反応しブザーをならして介護者の方に伝えま
す。介護者の方がブザーに気づかない場合を
想定して、ブザーを鳴らす際に/('を点灯する
ように設計しました。

・分析、アイデア創出、プロトタイプ設計
各自が調べてきた装置について装置の情報、ユーザ情報 年齢、具体
的な対象など 、機器の問題点、危険予測・リスク軽減のつにわけ
て 左図は危険予測・リスク軽減の図 それぞれどのような特徴があ
るかを分析し、グループ分けをしました。分析、アイデア創出を
行った結果、介護が必要な人向けに危険予測、リスク軽減を目的と
した装置をつくることに決定しました。

・部品選定、回路図作成、プログラミング
部品選定を行い回路図を作成しました。次に、ハード
ウェア班とソフトウェア班に分担し協力企業様から指導
をもらいながらハード班は&$'を用いて3&%設計、ソフ
トウェア班は仕様書を作成をしプログラミングを行いま
した。また、装置の動き方 仕組み を説明するためにフ
ローチャート 右図 を作成しました。
イ
ン
タ
｜
ン
シ
ッ
プ
風
景

→

右図が実際に装置の評価をしているところです。扉をあ
け、センサが反応すると音が鳴り、/('が光ります。ス
イッチを押すことで装置の状態をリセットすることもで
きました。期待通りの動きをしてくれました。ただブ
ザーだと大きな介護施設などでは音が届かないなどこの
機器には課題がまだまだあるように感じました。
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・評価

福祉施設と連携した福祉機器の開発
グローバル

◦手の不自由な人の生活を支援する道具をデザインする

本プログラムの前半では3DCAD、3Dプリンタ、マイコン、ものづくりの基礎、
プレゼンテーションの仕方について学びました。
後半は手の不自由な人の生活を支援する道具をデザインするテーマに対し、
まずは障害や既存の道具について調査を行い
ました。次にアイデアをアイデアスケッチの形にして議論を行い、製作する道具を決定しました。
アイデアスケッチに基づいて
3DCADで設計を行い、3Dプリンタで初期プロトタイプを製作し、試用を行いレビューしました。評価結果に基づいて、
プロトタ
地域連携
産学連携
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イプの修正を行いました。最終的には8つのアイデアから、8つの道具が完成しました。
（担当教員：吉川 雅博）

ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ

テーマ：片手が不自由な方の生活を支援するための道具の開発
8人のメンバがアイデアを出し合い， 3DCADと3Dプリンタを活用して開発を行った．
深くて食べやすいスプーン
掬う部分を深くすることで
食べ物をこぼれにくくし、持
ち手を太くすることで食べや
すくする道具

スマホ操作補助バンド
スマホの片手操作が難しい
時に、バンドに固定して片手
で操作しやすくする道具

ボタン留め補助道具
小さいボタンと大きいボタ
ンの両方に対応する、握りや
すい持ち手で片手でボタンを
留められる道具

靴ひも結び補助道具
靴に装着して、紐の結び目
を作り、片手で紐を結ぶこと
ができる道具

鍵回し補助道具
鍵を取り付けた補助具を握
り込むような形で持つことで
ドアノブを回すように小さな
力で鍵を開けることができる
道具

地域連携

リモコン操作補助道具
大きなボタンを取り付けた
握り棒を動かして、小さくて
押しづらいリモコンのボタン
を押しやすくする道具

グローバル

福祉施設と連携した福祉機器の開発

産学連携

グラス・皿洗い装置
吸盤でスポンジを上向きに固
定することで、片手でもグラス
や皿を洗うことができる装置

ノズルボトルを押しやすくする道具
ノズルに引っ掛けて、片手でシャ
ンプーや消毒用アルコールなどのボ
トルをプッシュできる道具
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IoTを活用し「家具をリ・デザイン」する
グローバル

オリバー株式会社へのオンラインプレゼン

◦IoTを活用し家具をリ・デザインする

本プログラムでは、前半の活動として、デザイン思考の新たな方法である
「ReBaLe(レバレ)」に基づき、
アイデア創出活動をオ
ンラインで実施しました。次に、
アイデアを実現するための基礎知識として、3DCADソフトウェアの習得、Webブラウザ上での
回路設計方法を学習しました。15名全員がIoTを活用した新しい家具のアイデアを考え、投票を行った結果、
「タブレット製図
地域連携
産学連携
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台」
「温度が見れる机」
「透明な食卓」
「予約できる椅子」の4テーマが選ばれました。
この4テーマについてチームに分かれ、マ
イコンや各種センサーなどを活用しプロトタイプを制作しました。
（担当教員：井上 明）
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IOTを活用し家具を「リ・デサイン」する

トレースモード

液晶に図面を表示し紙にトレー

スをする。それによりトレース
元の図面印刷の手間を省く。
ペンタブモード

パソコンと繋ぎ、専用のペンを
使って CAD ソフトやイラスト
ソフトの利用が可能である。

画 面 サ イ ズ ： � � � × � � � mm
ペンタブレット機能：���×���mm
画面高さ：��� ～ ���mm
画面角度：�°～ ��°

I follow your temperature.

I f igre out your temprature.

自分が利用したい角度に調節

する。時には画面を垂直方向に

設定し人に見せることも可能 。

製図台。想定されるユーザーはデザイナー・もの

上下自動調節

づくり関連の職業の人。

身体に合わせた机の高さに調節

す る。従 来 で は 重 く 固 い 手 動

従来の製図台に、高さ・角度の調節を自動で行う

簡単に調節することが できる。

ペンタブレット機能がついている。

？

解決案

製図台のユーザーからの声

・重たく、硬いので角度調整が難しい。
・トレースするには製図台の上に別の
トレース台を置く必要がある。

・角度調整の電動化

・天板を図面を映すタブレットに変更

ReBaLe

わかる

まねぶ

温度が
見れる机

熱い料理を
置く鍋敷き
Prototype

→トレース作業が可能

・トレースはできない

・角度調節、上下移動を

映し出す！

電動化

プロトタイプ制作
第２プロトタイプ

第３プロトタイプ

・支柱を � 本に変更。
・画面を回転させる構造を
より安定するようなものに
変更。

・ディスプレイを埋め込み、
画面とタブレットを同期
させてディスプレイに表示
さ れ る ボ タ ン か ら 回 転、
上下の移動が可能。

食 器の外 側で温 度
を測り、表 示 すると
いう機能を IC 温度
センサ、A r d u i n o 、
ディスプレイを用い
て試行した。
精 度と表 示 方 法 の
改善が必要だった。

精度を上げるため、
IC セン サと食器の
間に熱伝導率の高
い 銅 板 を 挟 ん だ。
温 度を表 す 方 法を
ターゲットに合わせ
て LED を用 いた方
法に変更した。

銅板を介して IC 温
度 センサに食 器 の
温 度 が 伝 わり、感
知され た温 度 に応
じてテ ーブル に 埋
め 込 ま れ た LED
ライトが 3 段 階の
色に変 化 する。

IoT を活用し「家具をリ・デザイン」する
「予約できるイス」チーム

イス × 予約

透明な食卓
食事の準備をスムーズにするために、
食品保存と食器収納が 1 つになった机。
収納部分の温度調整によって温かい

産学連携

IOT を活用し「家具をリ・デザイン」する

温度によって色の変
わる円を周りに表示
することで見た瞬間
に直感的に「熱い」
ということがわかる
ため子どもでも危険
を理解しやすく、火
傷の防止に繋がる。

地域連携

・天板をタブレット化

・手動で角度調整

・�D プリンターで大まかな
形を決定。
・骨組みを LEGO マインド
ストームで作成。
・角 度、高 さ 調 整 を す る
回路を設計。

机といえば
食卓？

つくる

タブレット

・製図作業ができる

第１プロトタイプ

Process（ReBaLe)

調節 から電動に変えることで

機能、A� サイズの液晶の中に ��.� インチの液晶

製図台

I f ind your temperature.

角度自動調節

製図台とタブレットを合体させた新しい形の

ばらす

F

グローバル

機能紹介

タブレット製図台

ものも、冷たいものもそのままの温度
で保存できる。

イスに予約機能をつけたいというアイデアをもとに

つくる

食べる

しまう

中央のスペースにレシピ

温度調節のできる収納に

よく使う食器を手に取り

本を置いてお菓子作りも

作った料理を適切な温度

やすい場所に収納

可能

で保存

どんなイスでも予約できるイスになるように
座布団に予約機能を詰め込み、置くだけで
スマートチェアになるスマート座布団 (Smaton) を作った

あ、空いてない ...

ばらす

・ターゲットは机
・食事をするための家具「食卓」
に注目

わかる

・食 事 の 際、お 皿 や お 箸
などの食器が必要
・食器の容易には手間や
収納場所の問題点

座面

まねぶ

・食器収納を食卓に設ける
ことで移動の手間が省け、

予約済
一時離席

つくる

使用中

・食器だけでなく料理も収納
・中身が見えやすく、ディス

問題点の解決

プレイにもなるガラスの蓋

プロトタイプ制作

席を探す手間を省く

アイデア出し

第１プロトタイプ

第 2 プロトタイプ
・木材でより大きなモデルを造形

・３D プリンターで造形

・収納部分の温度が入力した温度になるよう
に調整される回路を作成

QR コードを
読み取って着席完了

分かりやすい段階表示

座布団に予約機能をつけ
置くだけで普通のイスが
予約できるイスに！

仕組み
座布団とアプリが繋がる
流れを検討
アプリ画面の作成

IoT 化

M5STACK を導入

・LED ライトで空席や
利用状況を可視化する
・圧力センサで着席を
感知する

プロトタイプ
・第１プロトタイプ
3DCAD でモデリング

・第２プロトタイプ
実際に座布団に
M5STACK を取りつける
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・イスとは別に
予約ロボを作り
イスに取りつける

・Rhinoceros で３D モデルを作成

スマホで空席状況を
確認し簡単に予約

アイデアプロセス・活動の流れ
・イスに予約機能を
つける

・温度検知により LED の色が変わる回路を作成

空席

カメラ

ReBaLe
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