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ファブラボ (FabLab)ファブラボ (FabLab)



3次元プリンタやカッティングマシンなどの工作機械を備えた、
誰もが使えるオープンな市民制作工房。

「ものづくり革命 パーソナル・ファブリケーションの夜明け」より



FabLab Utrecht (オランダ)



世界30カ国以上にあり、１年で約２倍に増殖する



パーソナル・ファブリケーションの世界がやってくる！ソナル ファブリケ ションの世界がやってくる！
(ニール・ガーシェンフェルド)



1995-2010
情報革命・ 一億総表現社会情報革命・ 一億総表現社会
Blog/ 写真/ 音楽/ 映像

2010-
づく 革命 億総 作社会ものづくり革命・ 一億総工作社会

衣・食・住＋α衣・食・住＋α



CupCake CNC                     Fabber Dimension

３次元プリンタ (加算積層系)



CNCルーター レーザーカッター ウォータージェット ペーパーカッター

カッティングマシン (減算切断系)



一家に一台プリンタが普及するまで家に 台プリンタが普及するまで

Kinko’s 図書館/メディアセンター/区民会館



一家に一台”3次元”プリンタが普及するまで家に 台 3次元 プリンタが普及するまで

3次元プリント発注サービス ファブラボ



図書館の進化形としてのファブラボ

ひとつのまちにひとつの図書館(20世紀)  
ひとつのまちにひとつのファブラボ(21世紀)ひとつのまちにひとつのファブラボ(21世紀)



1. さまざまな「つくる」人たちと会って情報交流

ア ティスト デザイナ エンジニア 発明家アーティスト、デザイナー、エンジニア、発明家、

研究者、プロデューサー、アントレプレナー



D I Wi h O h !Do It With Others!



2.(ほぼ)あらゆるものをつくる

Solar FabLab (Spain Barcelona, iAAc)





(Al ) M k A hi !(Almost) Make Anything!



3. 世界を変えるデザイン世界 変

FabFi (FabLab Afganistan)



国境なき医師団 ような国境なきデザイナ国境なき医師団のような国境なきデザイナー



4. 「つくる」ことで「つながる」、「つくる」ことが「つながる」

オープンソースデザイン～レシピの共有～つくりかたの未来



Creative CommonsCreative Commons



Sh K l d !Share Knowledge!



http://fablabjapan.org/



多摩美術大学・情報デザイン学科・久保田晃弘・三上晴子研究室 （ハッカースペース）

慶應義塾大学・湘南藤沢キャンパス・エクスデザインプログラム・田中浩也研究室



モバイル・ファブラボモバイル ファブラボ



コンテナ・ファブラボ＋ファブ・カフェ



技術開発
デザインレシピ共有サイト “ファブソース”
http://fablabjapan org/source/技術開発http://fablabjapan.org/source/

××

社会貢献



デザインプロダクトの運びかたデザインプロダクトの運びかた
(世界のファブラボとの連携)



W ldC 2010・・・・・・・WorldCup 2010











FF bL b進化論FFabLab進化論



FabMomentsFFabLab1.0
いまあるマシンであらゆるものをつく てみるいまあるマシンであらゆるものをつくってみる



FFabLab2.0
マシンをつくる マシンが増えるマシンをつくる、マシンが増える

R R / Ad i BRepRap / Adrian Bowyer 





FFabLab3.0
新しいマテリアルが生まれ「つくる ことと新しいマテリアルが生まれ「つくる」ことと

「分解する」ことが同列になる

Weaving Papers/ Kotaro Iwaoka (FabLabJapan)



FFabLab4.0
マテリアルが自律的に変形する

http://web.mit.edu/newsoffice/2010/programmable-matter-0805.html







Thanx a lot :-D

htanaka@sfc keio ac jphtanaka@sfc.keio.ac.jp
http://www.fablabjapan.org/



Youtube ニコニコ動画 Pixiv

映像 画像 文章 ゲーム ソフトウェア

非物質 （100%デジタル） ドメイン



DIY(Do It Yourself)から
DIWO(Do It With Others)へDIWO(Do It With Others)へ

非物質（デジタルコンテンツ）から
物質のデザイン（”ものづくり”）ヘ物質のデザイン（ ものづくり ）ヘ

玩具 家具 建築玩具, 家具, 建築



情報を物質に転写(印刷)するツール情報を物質に転写(印刷)するツ ル



・・・・・・・・しかし、３次元プリンタやカッティングマシンなどは
まだ高価な で１人１台「所有（購入） する とはできなまだ高価なので１人１台「所有（購入）」することはできない。



でも、じゃあ、街にひとつずつ、機材を揃えた

ファクトリーを作って 使いたい人がファクトリ を作って、使いたい人が

「アクセス」できるようにすればよいのでは？

“コピー機を使いに出かけていくように”コピ 機を使いに出かけていくように



そういう場所で異質な人たちと出会い、
共同でモノをつくりながら ノウハウを交換共同でモノをつくりながら、ノウハウを交換
しあうのは楽しいことなのでは？

“図書館やコミュニティセンターに集うように”



「ファブラボ」は、米国マサチューセッツ工科大学の
ニール・ガーシェンフェルド教授が提唱し、氏がセンター長を務め
るCenter for Bits and Atoms (CBA) が、
市民団体や海外等と連携する過程で 全世界に広められてきた市民団体や海外等と連携する過程で、全世界に広められてきた。

づ ブFab : 
the coming revolution on your desktop‐
from personal computers to personal fabrication

ものづくり革命 パーソナル・ファブリケーションの夜明け
ニール・ガーシェンフェルド (糸川 洋 訳)



Global FabLab FootprintGlobal FabLab Footprint



(Wikipediaより)

ファブラボとは、3次元プリンタやカッティングマシンなど、
ンピ タで操作できる工作機械を備えたコンピュータで操作できる工作機械を備えた、

一般市民のためのオープンな工房。

さまざまなスケールの、さまざまな材料を加工するための
工作機械が一通り取り揃えられており、「ほぼ何でもつくる
(Almost Anything)」ことが可能と言われる（ただし人に危害
を与えるものは除く）。

大量生産やマーケットの論理に制約されていた「ものづくり」
を解放し 市民ひとりひとりが自ら欲しいものをつくりだせるを解放し、 市民ひとりひとりが自ら欲しいものをつくりだせる
ようになる社会が目標に掲げられている。



同じツールを揃えていても作り出されるものは異なる

同じツ ルを揃えているからロ カルな特性が際立つ同じツールを揃えているからローカルな特性が際立つ



世界のファブラボ紹介

FAB5(インド)での発表資料をもとに構成
※発表資料は下記URLにすべて公開されています

http://cba.mit.edu/events/09.08.FAB5/



アムステルダム(オランダ)

http://amsterdam.fablab.nlhttp://amsterdam.fablab.nl
Alex Schaub





The LabThe Lab



Pop up
Interactive installation for young childrenInteractive installation for young children









Case study:
Prosthetics The 50$ leg

Develop tools for the production of
cheap high quality prosthetics



QuickTim e� and a
 decom pressor

are needed to see this picture.



ユトレヒト(オランダ)



FabMoments



ProjectsProjects
自己増殖型３次元プリンタ”RepRap”自己増殖型３次元プリンタ RepRap
（イギリスのAdrian Bowyer教授による)



R R / Ad i BRepRap / Adrian Bowyer 





バルセロナ(スペイン)バルセロナ(スペイン)







リンジェン（ノルウェー）



Jalalabad Fab Lab
Afghanistan

http://www fablab afhttp://www.fablab.af

ジャララバード （アフガニスタン）



ActivitiesActivities
Wireless antennas (FabFi)
T‐shirt design and business
Learning computer programs
English Languageg g g
Young people are learning basic 
electronics and fabricationelectronics and fabrication



Thank YouWireless antennas (FabFi)Thank You



ヴェイジャンアシュラム（インド）



LED lightsLED lights



ケープタウン（南アフリカ）（ ）

Location: 75 Harrington Street

Above: Workshop 
participants monitor 
the digital embroidery 

Above: Craft producer Phillip Mbusi puts the finishing touches on a prototype

g

Cape Town, South Africa

Launch date: 30 May 2006

Present at Fab5:  Pieter Cilliers ‐ FabLab Facilitator

Alan Alborough ‐ CCDI Creativity, 

machine. 

Left: FabLab assistant 
Tracy Semmenlink g y,

Design & Innovation Programme 
Manager

Contact: fablab@ccdi.org.za

shows a workshop 
participant that it’s all 
about accurate 
measurements.





PROJECTS:

Puzzles

Polytechnic students being assisted 

Collections in the LabCollections in the Lab

Screen Printing in the Lab 
Teaching in the Lab

Prototype Table



Ghana & Nairobi Fab Lab at the
Activity in the Lab

Ghana & Nairobi Fab‐Lab at the 
Maker fair Africa in Accra

Members of the Lab 
servicing the Lab 

Fab Link

equipments



F bL b D l tFabLab Development
Dremel Operating DeviceCardboard Furniture p g

Solar 
platform

Solar powered model carLeather working 
workshop

platform



仮設FabLab/ 移動型FabLab

Mobile Fab LabTech Shop Menlo Park



オープン・ソース (ライセンス/プラットフォーム)

情報世界

ファブラボ (FabLab)
物理世界

ファブラボ (FabLab)

プオープン・ファクトリー(プロトタイピング/トライ＆エラー)





Fab Lab Japan?Fab Lab Japan?



Thanx a lot :-D
h k @ f k i jhtanaka@sfc.keio.ac.jp


