学生サマーセミナー 2021

応募作品一覧

浮雲

三元鋏

最優秀賞

優秀賞

unity

CONCEPT

想像以上を楽しく簡単に

日本の伝統的な遊びである折紙。幼少期に多くの者が折紙を通じて、
ものづくりの楽しさを体感した
ことがあるのではないだろうか。
そんな折紙には、
ユニット折紙という技法が存在する。
紙を折ること
で簡単な構造のユニット ( パーツ ) を製作し、それを複数枚集積することで、多面体などの
立体を作り出すというものである。ユニットの枚数や組み合わせを変えることで、形状や配
色の変化が楽しめる。またユニットは、組み上げることで接続部分が強固になり形態を保つ。
この性質を、生活のスケールに変換する。集積することで構造になり、同時に形や色を変異
させることで、機能や用途も変化する。小さなカタチから、大きな空間構造まで遊び感覚で
ユニークなデザインが表現できる。組み立て方法も折紙に近いため、誰もがものづくりを楽
しめる。ユニットでつくれるものは、無限大。Letʼs unity!

BAMBOO CLOUD
unit

Bamboo Cloud

ξΠήϧϞ

αϱιϕφ
材料
・カラーダンボール (5mm 厚 )
又は、ダンボールを着色

・プラネジ

ユニット折り紙で、形状の応用範
囲が広く丈夫な構造性質を持つと
されるユニット形状を基に、厚み
を考慮したユニット ( 左図 ) を設
計した。このユニット一種を、集
積することで多面体を基本とする
様々な空間形態や立体形状を制作
可能である。
ユニット折紙の特徴である摩擦に
よる接合を再現するため、圧縮に
よる変形が可能であるダンボール
を材料として使用する。また、プ
ラネジを用いることで道具などを
使用すことなく容易な組立と解体
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を可能にする。
ウデとポケットはプラネジで固定。
使わない場合も完成形の端部でなければ
摩擦により固定が可能である。

ウデ

unite - 集積 -

平面図

ポケット

▶

三角錐を作る。

ウデを差し込む。

これが基本形状となる。

▶
先ほどと同じ操作をし

三角錐の側面のポケットに
他ユニットのウデを差し込む。

手で回し外していくことで容易な解体が可能である。

アーケード ( アーチ )

ドーム

ユニット数：93 個

ユニット数：183 個

高さ：約 100cm

高さ：約 100cm

横幅：160cm

横幅：約 160cm

カマクラ

完成

立方体 ( スツール )

ユニット数：87 個
高さ：約 80cm
横幅：約 130cm

ユニット数：6 個
高さ：約 30cm
横幅：約 30cm
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無色ダンボールによる

ねじれアーチ

0
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実寸スケールモックアップ

ユニット数：71 個
高さ：約 85cm
横幅：約 120cm

1/10 縮小模型

立面図

三角錐を作る。この操作を繰り返す。

Variation - 変化 -

完成形状端部のプラねじを、

三角錐の側面が隣合い
角度が生まれる時
ポケットの隙間が小さくなる。
それに伴い、差し込まれた
ウデに圧縮力が生じ摩擦力が
生まれユニット同士が固定される。

1500

ポケットに他ユニットの

▶

解体

▶

▶

▶
ユニットを折ることで

ユニットの組み合わせ方や数量を変えることで多種多様な形態や、配色に変化させることが可能である。
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プル
アーチ
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プルアーチ
異方向の引張による弓の積層

Auxetic Architecture

アーチは圧縮力で成り立つ。「プルアーチ」（＝引張アーチ）は引張力によりアーチを構成し
その引張方向をクリップジョイントにより変化させ、積層させている。
■ 材料

木材（2 × 5mm）、クリップ、糸

■ 変化

直線部材が引張力によりアーチを構成

直線の木材をクリップではさみ、ク
リップ間に糸の引張力をかけることで
アーチを形成する弓状の部材となる

■ 集積

直線部材が変化されたアーチが積層されドームを形成していく
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①クリップと糸でテンショ ②木材をクリップし、六角 ③弓の頂点を支点とするよ ④クリップ間のテンション
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ンユニットをつくる

形の積層ユニットをつくる

うに積層ユニットを回転さ を強めることでドーム状の
せ、それを反復する
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空間が形成される

■ クリップジョイント
左
右

ෝϛΠλϱർϓϪʖϞ

ॄͳఴ

ⅱ

ࢀֱܙ෨ࡒ

ѻक़ࡒ

ⅰ

右から
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左へ

底面を構成する六角形のクリップは全て
同じジョイントにするため、木材がクリッ
六角形の辺が短くなってい
ਜ਼ࢀֱ  Ͳͯ  ͗ܙϤωρφͳͤΖɽ
Ҳൢద͵෨ࡒͺ [ ๏ͶӀΖྙΝՅ͓Ζͳ \ ๏Ͷक़ΉΖ͗ɼ

ࢶͶΊΝ༫͓Ζɽ

સରυδϱͪΌࢀֱܙΝࡀ༽ɽ

͞ߑଆରͺ [ ๏ͶӀΖྙΝՅ͓Ζͳ \ ๏Ͷ߁͗Θ͑ͳͤΖɽ

ͶܲྖࡒΝΗΖ͞ͳͲࢶ࠴۸Ν͛ɽ

ઇ఼͗ࢀֱܙઇ఼Ͷ͚ΖΓ͑ɼྙࡒΝӀֽ͜Ζઅܯɽ

くことによって、ドームが

プの右と左を結ぶように構成されている。
ⅰ

形成される
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積層していく。木材の長手方向 5mm をクリッ
プ下部で挟み込み、アーチの頂点とジョイン
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トする。その木材を底面として、木材の短手
方向 2mm をクリップ上部で挟み込むことに
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優秀賞

よって、次のアーチを形成していく。

優秀賞

これによりジョイント部分に均等なテン
ションがかかり自立する。

クリップの断面形状を活かし、弓型アーチを
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一葉回転アーチ

Dragon Skin Pavilion

一葉回転アーチ
アーチが一葉回転状に

Dragon Skin Pavilion

集積 し、

スラスト抑制方法が

Concept

変化 する。

正方形のゴールデンボードを曲率に折り曲げたものを１つのユニットと
して、その左右端上下に切込みを入れて相欠きのように集積させていく。
作られた集積物はそのままでは平らだが両脚部がローラー支持のように
なっており、中心を押し上げるようにしてアーチを作ることが可能であ
る。このアーチの形は柔軟であり、ライズの大きい空間やスパンの長い
空間など用途に応じて変更可能である。

集積 アーチと一葉双曲面の融合
面外方向の力に弱いアーチを、接線方向の力に強い一葉双曲面を参考に一葉回転状に配置する。
配置されたアーチ同士が接点で支え合い、外力に対して全体で抵抗する架構が形成される。

また外が暗いときには内部に照明をもちいることでイルミネーションの
ようなモニュメントになり（①）外が明るいときには間接光の差し込む
穏やかな空間になり得る。（②）紙でできているため、脚部を折り曲げ
てトンネル状にしたり（③）2つの模型を組み合わせることによって、狭
い通路のような空間を作ることも可能である。（④）

一葉双極面は、柱が斜めかつ多方向に

アーチ単体では、面内方向の力には強いが、

立っている為、接線方向の力に強い。

面外方向の力に対して抵抗できない。

①

Material

・A2サイズのゴールデンボード23枚
・接合部に若干の瞬間接着剤

変化 スラストを抑えるタイをフープに変える
各ユニットはスラストを抑えるためにタイを用いて形成する。全体を組み合わせた後、全てのユニットを円状にケーブルで組み合わせ、フープを除去する。

Scale

これによって内部にケーブルが必要なくなり、空間の邪魔をしない。施工性と空間的な合理性の両立を目指した。

真っ直ぐな薄い木材に、弓を張るようにタイを取り付け、
プリベンディングアーチのユニットを作成する。

ユニットを組み合わせた状態。

フープに張力を導入し、タイを除去する。

タイが内部を通ってしまう。

内部にケーブルが出てこない。

420mm×420mmの正方形46枚からおよそ縦1800mm×横1800mm×高さ
1200mmのアーチ(スパンやライズは上述どおり変更可能)

③

Diagram

1500

②

3000

２. 一葉回転状に並べていく

1. タイアーチの作成

3. 並べ終えたら接点を結ぶ

4. フープを取り付ける。

アーチ

規模

材料

ライズ：1500mm

高さ：1.5m

アーチ：木材

スパン：2000mm

底面直径：3m

タイ

ライズスパン比：0.75

5. タイを除去する。

：ケーブル

フープ：ケーブル

④

優秀賞

JSCA会長選賞

フワードーム

FLEXIBILITY
Concept

Flexibility

物が持つ反発力を利用して、一枚の板 から立体を形成する。

外に開こうとする力が生じる

反発力を紐によって固定する

Diagram
反発力と柔軟性をもつポリプロピレンシートを使い、ひとつのユニットを作る。
ユニットの形を安定させるために、紐を使う。
ユニットを組み合わせ、ドーム状に形成する。

300mm

170ｍｍ

220ｍｍ

83

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ
83ｍｍ

83

5つ並べ紐を通す

1つのユニットを作る

ユニット同士を接合させる

ASDO賞

JSDC賞

波形に変化する壁
幅とゆがみの比較

使用材料
1 ユニット

むしものがたり

波形に変化する壁

竹ひご

竹ひご間の幅…3cm

ストッパー

( 図 1)

ゴムの引く力…やや強い

身近な塩ビ版を用いて 2 次元のグリッド状から 3 次元に

変化の過程

に繋ぎ合わる。全体モデルにすると 1.8m×3.6m の壁状の
構造体ができる。

3D

2cm
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それぞれの 1 ユニットは輪ゴムの力で竹ひごが引き合わ
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状の全体モデルへと変化する。また、ユニットのゆがみの

ゴムの引く力…強い
竹ひご間の幅…1cm

大きさを変えることで全体モデルの形状に多様な変化が生

⇩

ޓޟ
ᢿ㕙

塩ビ板のゆがみ…やや大きい

さり連動することで塩ビ板にゆがみが生じ、壁状から半円

ニットが垂直のグリッド状に繋がっている。

㨨  ᐕߩᤨࠍ⚻ߡ㨨

竹ひご間の幅…2cm

変化する構造体を考えた。1 ユニット ( 図 1) がグリッド状

竹ひごにゴムの引く力が加わっておらずユ

ߒ߽ߩ߇ߚࠅ

塩ビ板のゆがみ…小さい
3cm

塩ビ板 0.3mm
輪ゴム

ゴムの引く力…弱い

塩ビ板のゆがみ…大きい

まれる。
1cm

全体モデルパターン例
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ޓޟᒻᘒߩ৻㧒 ࡄ࠲ࡦ㧓ޠޓ

ޓޟᗐቯߐࠇࠆᄌᒻ㊂ޠޓ

ストッパ―で輪ゴムの竹ひごを引き合わせる力を決め、

⇩

1 ユニットを自在な向き、ゆがみの大きさに調節する。

ޓޟᚑᣇᴺߦߟߡޠޓ

波壁型 : ユニットのゆがみの方向を交互にする。

᧚ޓޟᢱޠޓ

ޓޟടᎿᚻ㗅ޠޓ

ޠޓߡ┙ߺ⚵ޓޟ

Ԙ

ࠬ࠴ࡦࡏ࠼
OO ߹ߚߪ OO

ԙ

 ᒻ⁁ߦಾࠅߒޔ
࠼࠶࠻ࡏ࠲ࡦ

 ࠬ࠴ࡦࡏ࠼ࠍ↪ᗧߔࠆޕ

࠼࠶࠻ࡏ࠲ࡦࠍขࠅઃߌࠆޕ
Ԛ

ԛ

ユニットをゆがませて繋がることでグ
リッド状から半円形の壁に変化する

アーチ型 : ユニットのゆがみの方向を上向きに重ねる。

選考委員賞(大野･小澤)

 ᤨ㑆ࠍ⟎ߡޔࠄߖࠆޕ
㔵็߈ࠬࡊ

᳓

 ᳓ࠍ็߈߆ߌࠆޕ

ࡄ࠷ߩቢᚑޕ

ቢᚑߒߚࡄ࠷ࠍᲑߏߣߦขࠅઃߌࠆޕ

ߚࠊߺౕวࠍᒝ᧚ߢ⺞ᢛߒޔቢᚑޕ

選考委員賞(田村･廣石)
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筒の生物

Awaji Hut

圧縮

$ZDML+XW
ྷင༞༞༞༞࿘

あわじ結び

きつく結ぶ

あわじ結びからなるハットのようなドーム空間
摩擦力

段々収束

あわじ結びとは「結び切り」と呼ばれる水引の一種で、ご祝儀や不祝儀の際に用いられる飾りのこと。

引っ張り

一度結んでしまうとほどくのが難しいことから結婚祝いなどの一度きりのお祝いの時に使われる。
二本の材から線をつくる

ゆるく結ぶ

針金と紙を用いて紙紐に針金が螺旋状に纏わりつくことで力学的相互作用が生じている

＝

＋
一本の材から立体をつくる結び

二次元

線

面

三次元

立体

この曖昧な力学関係によりハットからドームまでつくることができる

੩ÿࡐ௮

実際の材料：紙管 ( しかん )Φ78

{(104×78)+(260×78)+(416×78)}×8×3

3 種類の長さの筒を組み合わせたパーツを繫げ、

約 1300mm

生物のようなものを誕生させる。

中心から三方向に鎌のような脚が広がっている。
1 つの脚はパーツを 8 つ使用し、全体は 24 パーツ
で構成されている。

①あわじ結びをつくる

②隣り合うあわじ結びを編み重ねる

③さらにあわじ結びを編み重ねる

④徐々にあわじ結びをきつく編む

←1パーツ

最大高さ 約 832ｍｍ

選考委員賞(小西)

うみのこうぞうか

選考委員賞(鈴木･宮里)
Cotton Beads Ball

Cotton Beads Ball
ビーズを集積させて面を作り、その面をさらに集積させて球体をつくるビーズボールから着想した。
毛糸でつくるコットンボールをビーズに見立て、切頂二十面体のボールをつくる。
ストリングに張力を導入すると、ビーズの密着とあわせて断面二次モーメントが発生し、全体が球形に定まる。
当日は天井から吊り下げるようにする。

うみのこうぞうか
Concept
ෙᡀǛഩƍƯƍǔƱŴƞǇƟǇƳ࢟ƷƕƓƪƯƍƨŴƦǕƸɟᙸσᡫໜƷƳƍٶಮƳ፦ƠƞưƋǔ
ƠƔƠƴƸž˄ьᧈſƱžݣૠᗧଆſƱƍƏನᡯƴƓƍƯσᡫໜƕƋǔ
ƜƷᙹЩࣱǛਤƭƜƱư፦Ơƍƕ࢟ƞǕǔŴƨƪƸǇƞƴžうみのこうぞうかſưƋǔ

ƦƷƨƪƔǒನᡯǛܖƿƜƱƴǑƬƯŴᐯမƷਤƭᙹЩࣱǛ៲ᡈƴज़ơǔƜƱƷưƖǔ
፦ƠƍನᡯȇǶǤȳƕဃǇǕǔƷưƸƳƍƔƱᎋƑǔ

Ʒž˄ьᧈſƱžݣૠᗧଆſ

想定規模

Diagram

材料
・風船

高さ：1.0ｍ

・毛糸

スパン：1.0ｍ
ボールの大きさ：15 ㎝
使用ビーズ個数：90 個
Ǜ᩿ưƱǒƑ
ݣૠዴǛӕǓЈƢ

ӷơᚌࡇƴЎлƠ
ᐯࠁႻ˩࢟ǛƭƘǔ

ᖦᐃƴƳǔǑƏƴƠ
ᗝဪưӳǛƢǔ

ȦȋȃȈǛ˄ьᧈ
ٳԗȦȋȃȈǛᙐᙌ

ႺዴƴፗƖ੭Ƒ
ȦȋȃȈǛ࢟Ƣǔ

ᆳƬࢌǓొǛλƠ
᭗ƞǛᛦૢƢǔ

・ボンド
・塩ビパイプ
・ナイロン線

ܦ
ᛦૢưဇᡦƕဃǇǕǔ

How to use

→

ᆳƬࢌǓొǛМဇƠŴ᭗ƞƷᛦૢǛƢǔƜƱư

ƷɶƴλǔȷɥƴࡈǔȷǑǓƔƔǔئƱƠƯ
ƷਤƭᙹЩࣱƷ፦ƠƞǛˡƑǔǢȸȈ˺ԼƱƠƯ

→

→

→

ܾତƴ҄٭Ƣǔನᡯ˳ƴǑǔƜƲǋƷᢂφƱƠƯ

ƱƍƏǑƏƴžᨼᆢſƱž҄٭ſƴǑƬƯ
ƞǇƟǇƳᆰ᧓˳᬴ǍဇᡦǛဃǈЈƢƜƱƕưƖǔŵ

Material

1．風船を膨らませる

選考委員賞(加藤･佐藤慎也)
ȝȪǫȸȜȍȸȈெ

ᆳƬࢌǓొ

ᗝဪ

ȜȫȈųȊȃȈ

MUTUAL STRUCTURE
MUTUAL STRUCTURE
Idea

Materials

弾力体とピン、２つの変化する要素から生まれた構造体は、平面から立体へと自由に変化する事ができる。

・PP シート : ボタン

MUTUAL STRUCTURE は、4 つの弾性体が元に戻ろうとする力を互いに掛け合うことにより形を保つ。

・厚紙：ホッチキス
・鉄板：ボルト

同じものを４つ

Message
この MUTUAL STRUCTURE は、ピンの繋ぐ位置が変化することで容易に形態が変化する。

Cost

このことは可能性を増大させる。

PP シート：ボタンの場合
１ユニット＝600 円

人の感性によってその形態を変化させ、新たな使われ方が生まれる。
様々な人に、手を動かしながら更なる可能性を探求していただきたい。

ピンで止める

角を近づける

MUTUAL STRUCTURE

同じものを繋げる

板に止める

組み方で変わる用途と形態
Material - PP シート：ボタン
Form - 横に繋げ、板で挟む事で生まれる
Use - Book stand

正面

2 組目を付ける
裏面

上側

下側

積層させる

選考委員賞(早部)

2．毛糸を巻き、ボンドを塗る

3．固まったら風船を割る

4．頂点部分のコットンボールを通す

5．頂点部から螺旋状に面を作る

選考委員賞(佐藤淳･福島)
GIZAGIZA

学生サマーセミナー 2021
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応募作品一覧

Notch

Notch
Concept
正方形のゴールデンボードの４つの角を切り欠いたもの
を1つのユニットとして、水平と垂直の向きで交互に並
べ、切り欠き部分を組み合わせ集積させていく。右の略
図のように、波の形に組み立てていき、それを180度反
転させた同様な形を連結させる。組み合わせたユニット
同士の隙間から光が差し込む空間となる。

略図

Material

・ゴールデンボード
・接合部に若干の瞬間接着剤

Scale

1ユニット：150mm×150mmの正方形（切り込み30mm）
全体：縦1200mm×横1200mm×高さ1500mm

縦と横の2方向で曲線とな
るように組み立てていく

ARCH to SHELL

Floating Cup

ARCH to SHELL
Ⅰ.Ｃｏｎｃｅｐｔ
SSSのテーマに最大限添えるように集
積と変化に富んだ案を提案する。ア
ーチを集積させ、ずらすことでシェ
ルを形成する。シェルをさらに集積
させドームを作る。大きさの違うシ
ェルたちは互いに重なり合い形態に
変化をもたらす。
Ⅱ.Ｄｉａｇｒａｍ
アーチを重ね、プラスチックダンボー
ルの摩擦を利用してシェルの形状を保
持する

Ⅲ.Ｍａｔｅｒｉａｌ
プラスチックダンボール、木材
Ⅳ.Ｓｃａｌｅ
高さ1ｍ
幅１.５ｍ

Connect

つむつむ

学生サマーセミナー 2021

circle tree

応募作品一覧

ダンボールクラフト

guru-guru ﬁsh

軽やかな柱
軽やかな柱
五角形の柱を集積することで、新しい形をつくりだした。
塩ビ板を使用し、すべて切り込みによってつなげた。
連結部分を透明にし、積み上げる際、
五角形の柱が浮いているように見せ、軽やかな印象を与える。

450

150

黒い塩ビ板

①

透明な塩ビ板

②

：切り込み

④

③

5 枚の長方形の板 (①×3、②×２) を③のように繋げることで④の五角形の柱を作る。
①の長方形の比率をを１：３にすると、五角形の柱を作るのに最適な比率・強度・見栄えになる。
（2：3 にすると五角形の柱の強度が弱くなり、1：4 にすると硬くなってうまく五角形を作れない。
）

・・・

・・・

④

：五角形の柱

五角形の柱を④のように 12 個つなげ、円を作る。
12 個つなげることで、より円に近づくことができる。

変化する葉

⑤

さらに上に三つ重ねることで、柱となる。
この時、⑤のように五角形の部分をずらし、
透明部分の出っ張りに差し込むことで、より安定した柱となる。

stick tower

学生サマーセミナー 2021

〜人に呼応する〜

Roly-Poly-Folly

Paper Bag Partition

動く紙

- 紙袋の部材構成からなる集積 -

-Contra ction-

紙袋 3 枚と木棒 3 本による思考実験
仕切りとして、だが気配や

これは、
「紙袋」という日常で使うが、構

-Expansion積層されることにより

視線を遮断しすぎない

1 つの部材の伸び縮み

造としては機能しない素材を使って、部

による、変化が生じる。

材構成を考える思考実験である。3 枚の
紙袋と、3 本の木棒でできる 1 つのジョ

-Proce s s -

イントのようなものである。紙袋が重な
ってできる 1 つの軸と、2 つの木棒によ
る 3 つの点で積層される空間は、見る

x-y 軸
完結型

x-y 軸

空間をいくつもに分ける

紙袋 16 枚の円形

紙袋 3 枚の重なり

1 ユニットの完成

二 . 紙袋を 3 枚接続

三 . 紙袋を広げる

x-y-z 軸

可変式の仕切りとして、

場所によって変化を与える。

一 . 紙袋を使用

憩いの木

lattice

Paper Bag Partition

PBP

応募作品一覧

四 . 両端の紙袋に木棒を通す

五 . 斜めの部材を通し接続

六 . 接合部に孔をつくり

七 . 接合部で接続

八 .PBP による積層

紙袋 3 枚をズラす

学生サマーセミナー 2021

Polytope

応募作品一覧

夏の思ひ出

