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自己紹介



根津 孝太（デザイナー, クリエイティブコミュニケーター）
1992 千葉大学 工学部 工業意匠学科 卒業

トヨタ自動車 入社 代表作：愛･地球博 i-unit 
2005 znug design（ツナグデザイン）設立

自動車など工業製品のコンセプト企画とデザイン
ミラノサローネ、メゾンエオブジェなどで作品発表
グッドデザイン賞、ドイツ iF デザイン賞 など受賞



デザイン主導型開発 における
Autodesk Alias の活用



「理」にかなったデザインを探り出す「場」



３つの対話

- クライアントの潜在的な願望との対話

- 自分の中の理想のカタチとの対話

- 機能要件･設計要件との対話

これらを試行錯誤して ひとつにしていく「場」



協業者（と自分）のモチベーションを引き出せば、
できないものもできる！

- 夢 と 現実 の狭間の「着地点」を見出す

- 成行きでは到達できない目標を明確に設定する

- 「これならいける」勝算をメンバーで共有



開発初期フェーズにおいて以下を実現

- 実現性検討･基本設計構想の策定

- クイックで高品質な ビジュアル制作

- 知的財産権 の 早期申請



Low Ride Electric Motorcycle



ワクワクする 電気バイク をつくろう！



こんなのをつくって乗りたい！
全長2500mmの電気ローライダー



プロジェクトの経緯



黒鯱号 （2005年）



オートスタッフ末広

- カスタムバイク、サイドカーの制作

- ouroboros プロジェクトでの協業

中村社長



Ouroboros （2009年）

詳細：www.ouroboros.tv













タカラトミーから「トミカ」としても好評発売中！
（サイズは 1/46 価格は 1/100）



さて、いよいよ。。



ベース車両 VECTRIX VX-1 の購入



スロットル回生ブレーキが楽しい電気スクータ！



中身はほとんどバッテリー！？

© VECTRIX



そしてその１日後の姿！（＠オートスタッフ末広）



これをどうやってこれにする？



流用部品の計測 と 使用予定部品の下調べ

- まずはざっと10mm精度で計測

- インターネットなどで部品カタログ検索



必殺！A4計測法！



ちゃんとメジャーで測りました



ホイール･タイヤ･ショック



ベルトドライブ



実現性検討･基本設計構想の策定

- 10mm精度で大まかにレイアウトを決めていく

- 最後はブツ合わせ というおおらかな気持ちで？









VECTRIX のバッテリとモータ（インホイール）



モータをインホイール搭載する案

- 変速比が変更不可、バネ下重量増
- 電気バイクとして合理的なレイアウト



モータをフレーム側に搭載する案

- タイヤ大径化に伴う変速比の変更がしやすい
- 前後長のおさまりが厳しい



このあたりから Autodesk Alias を使用して検討





メンバーで合意できたレイアウト案

- モータはフレーム側に搭載
- ベルトドライブで２段階減速



デザインモデリング開始！

- 部品類はできるだけ正確に実寸でモデリング

- ディテールはちょっと演出！











テンションを上げるコツ

- かっこいいタイヤから作る：カマエのよさの確認

- ベストアングルをみつけてカメラに設定





詳細に作る前にラフにモデリングしてみる













詳細モデリング















作りながら実現性を検討

- 部品が干渉していないか？

- 可動範囲は確保できているか？

いろいろな角度から視覚的に確認できるのも利点











ディテールをどこまで作りこむか？

- それをやると誰か喜ぶか？ を考える

- でもやりたければやってしまう









フレームの基本骨格がほぼ完成











ステアリング機構の可動範囲をチェック







カウルを作りはじめる











ひと段落したところでテストレンダリング

- テクスチャや環境の設定は最後にまとめてでは
なく、モデリングと並行して作りこんでいく





カウル部分が白く飛び過ぎ



テクスチャを修正





シートとアンダーカウルの制作









なかなかいいカマエ！
自画自賛でテンションアップ！



モデリングの軌跡：カーブとラインの山



ディテールのモデリングに突入！
かなりテンション上がってきた！



モデリングしながらディテールのアイデアを落書き











完成！







本格的な開発をはじめる前に意匠登録･商標登録

- 意匠登録用の「それっぽい」レンダリング
- レンズプロパティで画角15度程度の望遠設定
- カメラでなくものを回す
- 画像レタッチソフトなどで白黒に









商標出願、とれるかどうかはまだわかりません



レンダリング































ほんとうにほしかったもの。





今後の開発過程はウェブにアップしていきます！
みなさん、応援よろしくお願いいたします！

www.zecoomotor.com



デザイン商品力のある ワクワクするものづくりで
日本を活性化していきましょう！
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