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私たちの生活と切っても切り離せない「移動」。
新型コロナウイルスの影響で外出が制限された
2020 年、改めて「歩くこと」の価値と重要性が
浮き彫りになりました。私たちはフットウェアを歩
行を推進するインターフェースとして見つめ直し、
3D スキャンと 3D プリントによってサイズの規格か
ら解放し、さらに歩容情報を取得するセンサーを
埋め込むことで、歩行に潜む価値の取得と活用
に挑みました。

循環型社会のエンジン役を担う 3D プリンタ、そし
て歩行データ活用の未来を示す取り組みとして開
発したフットウェアを紹介します。（シューズ共同
設計：株式会社 no new folk studio 宮田知起氏
＋ シューズ設計補助およびインソール製作：ラピ
セラ株式会社 奥野雅大氏 ＋ 配色、スタイリング
アドバイス：益山詠夢）

歩行の価値を高めるデザイン
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普段利用している商品やサービスが、災害時にも自然かつ適切に使える
ようにする「フェイズフリー」のコンセプトに基づいた設計。しゃがんで紐
を結ばなくてもすぐに履け、かつ長距離歩いても脱げません。がれきや
危険な破片を踏む際にも、怪我無く安全に歩ける厚みを有しています。

個々人の左右の足の形状を、独自に開発した 3D スキャン装置によって
読み取り、その形に合わせて 3D プリンタで一品生産する独自技術を確
立。さらにセンサモジュールを埋め込むことによって、日々の歩行の状態
を「歩容データ」として観察することができます。

平時と有事を繋ぐ「フェイズフリー」

一品生産のスマートシューズ
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３D
プリ
ント
フッ
トウ
ェア

既存
のシ
ュー
ズ

アウトソール / RUBBER

ミッドソール / EVA

ミッドソール / 半透明TPU

ミッドソール / 不透明TPU

アウトソール（下）
 / エラストマ＋着色材

ORPHE CORE

アウトソール（上） 
/ エラストマ＋着色剤

アッパー（後）
/ エラストマ＋着色剤

アッパー（前）
/ エラストマ＋着色剤

専用インソール
 / 軟質エラストマ

ORPHE CORE

インソール / ポリウレタン
プルストラップ / 繊維
補強 / TPUシート

アッパー / 繊維

シュータン / 繊維

補強 / TPUシート

シューレース / 繊維

補強 / TPUシート

厚み
を制
御し
た

シー
ト素
材

 「マルチマテリアル＆組み立て」の設計から
循環可能な「モノマテリアル」の設計へ

これまでのプロダクトは、さまざまな素材で作られ
た多くの種類と機能を持つパーツ群を、組み立て
ることでつくられてきました。また、その際には端
材の廃棄や部品の配送に伴うエネルギー消費の
問題がありました。
一方で、3D プリントによるプロダクトは、部品を
3D データ上で合成し一体的にプリントするため、
組み立て工程を大幅に削減、廃棄やエネルギー
消費も低減することが可能です。さらには素材の
種類も削減、あるいは一種類だけに単一化（モ
ノマテリアル化）することも実現できます。
このようにプロダクトを単一材料（モノマテリアル）
化すれば、それが使われなくなったときにも再び
粉砕してマテリアル・リサイクルすることができ、
循環系を創出することができます。

Before

After

既存の靴：例 ORPHE TRACK 3D プリントフットウェア

部品点数　１3
材料種類　０７
工法　　　熱溶着　圧着
　　　　　縫製　型抜き など

部品点数　06
材料種類　０3
工法　　　３D プリント
　　　　　超音波溶着

「プロダクト再錬成」を通じた
モノマテリアル（単一素材）デザイン
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独自開発の 3D スキャナ

足の裏から足首までがすっぽりと入る、専用の 3D スキャナを開発し
ました。着座姿勢で安全に利用でき、アウトソールの傾斜形状を決め
るための足裏情報まで、短時間で高精度なモデルを取得できます。

写真左上：3D スキャナ全体像
写真右下：複数のカメラで足を囲むようにして写真を撮影する
写真右上、左下：写真を組み合わせて制作した 3D モデル
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デジタル木型の活用

フットウェアの設計プロセスでは、従来の手法で用いられる物理的な
「木型」を使用せず、スキャンした足の 3D モデルの断面形状と足底
ゲージから設計ソフト内に「デジタル木型」を作り出し、アウトソー
ルゲージと組み合わせて全体の形状を決めていきます。

制作プロセスの再錬成3D プリンタ／ 3D スキャナ

3D プリント前提の設計と構造の工夫

アッパー部分は 3 次元形状を平面展開し、伸縮可能なメッシュパター
ン上に立体変形を想定した縞模様をプリントしたうえで、組立の際に
３次元形状への再変形を行っています。また、プラスチック特有の光
沢を削減するため、表面にショットブラスト処理を施しました。アウト
ソール部分には、足に追従させるためのスリットが入っています。

中型 3D プリンタ　ArchiFab IRORI

エス . ラボ社製の中型 3D プリンタ ArchiFab IRORI は、2 つのペレッ
ト式ノズルヘッドを有し、幅 80 ㎝、奥行 40 ㎝、高さ 40 ㎝ の出力
範囲を持ちます。フィラメント式 3D プリンタの 10 倍以上の速度でプ
リントすることができます。

アウトソール

アッパー（平面）

アッパー（立体）
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バリエーション
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歩容と姿勢の調整

フットウェアの個別カスタマイズ

フットウェアは一人ひとりのユーザーの要望に添った個別多品種生産
が価値を持つプロダクトのひとつです。3D プリンタを用いることで、
金型生産とは異なり、ひとつずつ違う形状のフットウェアを製造するこ
とが容易になりました。

個人の好みや身体特徴にあわせ、適切な形状のフットウェアを生産で
きるよう、「カスタマイズすべきポイント」を抽出し、調整手順をワーク
フローとして整理しました。シューズ設計の専門家との協働や、効率的
な少量〜中量生産に対応できるよう、パラメータ化された数値や色の
設定で形状を確認可能な web スクリプトを製作中です。

カスタムパラメータ

足の長さや足の幅、甲の高さといった足の形状に基づく数値のほ
か、組み立てや分解のしやすい構造、履きやすさや歩きやすさと
安全性の両立などの要素を考慮したうえで、設計のパラメータを設
定しています。

アウトソールの形状は、利用者の歩き方に大きな変化を与えます。
歩幅を大きくしたいなら傾斜を、安定性が必要なら平らな面を適用し、
歩く際の姿勢や歩容を調整します。同様に、立位や歩行時の姿勢に
影響を与える踵部の高さも変更可能です。

足長
足幅
甲高さ
靴底パターン
A の値
B の値
C の値
色
メッシュ形状

A B

C

ペレットは印刷時に顔料を混ぜることで容易に着色できるため、個人の趣
向に合わせた彩色や、ひとつとして同じものがないグラデーショナルな色
変化によって、プロダクトの個別価値を高めることができます。



マテリアルペレット素材とリサイクル

ペレット素材の採用 破砕とリペレット

現在広く普及している 3D プリンタの素材は、樹脂を紐状に加工した
フィラメントが一般的です。しかし、足の形にぴったりフィットするよう
な柔軟性や、毎日履いても壊れないような強度を実現するためには、
フィラメント化されていないものも含め、より広い範囲から素材を選ぶ
必要がありました。

そこで、フットウェアの印刷にはペレット式の大型 3D プリンタを利用。
国内の材料メーカーと協力して、要求性能にかなう樹脂ペレットを繰
り返し検討した結果、印刷パターンの意匠と合わせて十分な機能を実
現できました。

ペレット材の利用はプロダクトのリサイクルも推進します。修理できな
いほど壊れたり、足の形が変わったりしたら、フットウェアを回収して
細かなフレークまで破砕。さらにリペレットの処理を施すことで、色が
均一に混ざりながら、新たなペレット素材として生まれ変わります。接
着剤や縫合糸などを使わず、超音波溶着機による熱溶着を行うことに
よって保たれたモノマテリアル性が、効率的な破砕とリサイクルを可
能にしています。
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破砕　　　 リペレット　　　

透明性・強度に優れたナイロン 12 をベースとしたエラストマー。毎日
履いても壊れないような、フットウェアに必要な耐久性を備えています。

フットウェアの意匠性を上げるために、少量の着色用マスターバッチ
をユーザーの希望に合わせて混ぜています。

着色用マスターバッチナイロン 12
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サスティナビリティー

資源循環

フットウェア本体は単一の素材で制作しているため、破損や身体形状の変化に伴う調整が必要な際には、フットウェアを回収して破
砕することで、新たなマテリアルに作り替えることができます。

有事と平時の連続

フェイズフリーの概念に基づいて設計されたフットウェアは、しゃがんで紐を結ばなくてもすぐに履け、かつ長距離歩いても脱げませ
ん。がれきや危険な破片を踏む際にも、怪我無く安全に歩ける厚みを有しています。

高齢化社会

高齢化に伴う外出機会の減少は、身体機能の低下につながります。高齢者でも安全かつ快適に履けるシューズの設計、および歩
容データの分析を通じて高齢化社会における歩行の価値を最大化します。

重量 (kg)

総電力量 (kWh) 生産時間 (h)
18.92kWh 17 h 12 min

305.4 g

フットウェア 1 足の重量、プリントする際の総電力量、プリントにかかる時間を表記しています。
（フットウェア 10 組 20 足の生産にかかった重量・電力・時間から平均して算出）

0.2

44

0.4

88

0.6

1212

1616

0.8

2020

1.0

生産による３つの定量
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歩容センサーによるデータの取得

フットウェアには歩容センサ（※）を搭載可能。シューズに搭載する
ことで、歩行時のデータを取得できます。着地法や足部の傾き、接
地時間や歩幅などのデータを確認することで、歩き方の癖や改善すべ
きポイントを発見しましょう。※ 株式会社 no new folk studio による

インソールは足裏形状の 3D データを元に、光造形方式の 3D プリン
タで製作（※）。単一素材でありながら部位ごとに密度の異なるラティ
ス構造を適用することで、負荷に応じた柔らかさや弾性力、通気性と
手入れのしやすさを実現しています。 ※ ラピセラ株式会社による

実証実験「データウォーク＠かまくら」歩容センサ／ 3D プリントインソール

3D プリントインソール 慶應大学と鎌倉市が共同で開催したイベント「データウォーク @ か
まくら」では、　参加者 10 名の足のスキャンデータからフットウェア
を制作しました。ORPHE TRACK や 3D プリントフットウェアに歩容
センサーを入れて集めた、津波からの避難経路や日常生活に生か
せそうな歩行ルートは、鎌倉市全域の 3D マップ上に立体的に描画
され、誰でも閲覧可能な状態で Web サイトに公開されています。
https://kamakura.sfc.keio.ac.jp/datawalk/

実施期間：2020 年 12 月 19 日〜 2021 年 3 月末（計 3 回）
共同主催：慶應義塾大学 SFC 研究所、鎌倉市
技術提供：株式会社 no new folk studio、ラピセラ株式会社
協力：ファブラボ鎌倉、HATSU 鎌倉
3D 地形図データ製作：
AW3D (c）NTT DATA Corporation included Maxar Technologies

鎌倉市全域の 3D マップ

歩行経路のマッピング

津波発生時の浸水シミュレーション


