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3DPした構造体と膜を用いて任意の形状へと変形させる研究。
折り紙の幾何学による逆設計の理論とソフトアクチュエータの
研究を掛け合わせ、空気によって変形度合いを調節する仕組み
を作り出している。この研究では、構造体の厚みを考慮したジェ
ネレータを構築し、実際に 3DP 挙動を確認している。また、
複数の形状サンプルや、アプリケーションの可能性についても
同時に提示を行っている。
現在CHI2022 の LBWに投稿中である。

結果として、様々な形状に適
応可能な逆設計の手法の構築
ができた。インプットのサー
フェイスを変えることによっ
て、異なる変形を設計しうる
可能性を持っている。
例えば、患者のスキャンデー
タを元にピッタリとフィット
して膝を支えることが可能な
サポーターを生成することに
も役立つ可能性がある。
また、Auxetic Pattern の隙間
の大きさが変わる特徴を利用
して、天候などに応じて呼応
するように変形するサン
シェードのような活用方法も
考えられる。

Pneumatic Auxetics
Inverse design and 3D printing of auxetic pattern for pneumatic morphing
Soya Eguchi(M1) Claire Okabe(B3) Mai Ohira(B2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

変形のシミュレーションと構造体の生成は Houdini 上で実装し
ている。具体的にはインプットのサーフェイス形状を用意し、
その起伏に Auxetic Pattern をマッピングする。これを内側に
オフセットされたサーフェイスに対しても同じ処理をすること
で、内側のパターンと外側のパターンを用意できる。これを位
置関係を保ったまま平面に展開することで構造体の原形を生成
できる。最終的には 3DP 用にジョイントなどのデータを修正ま
でを形状の生成ツールで行っている。

坂田拓人
「修正するまで」の誤記でしょうか？



MachiCADは、実世界にある風景を3Dスキャンし、ブラウザで
表示されるブロックワールド。2021年3月新宿「ソトウェルパー
ク」での展示を受け、スマホでの利用が想定されやすいと判断
し、スマホブラウザ版のUI・UXデザイン行った。移動、ブロッ
クの設置と削除、ブロックの色選びなどを実装。12 月初旬に行
われた竹芝「みらい作庭記」の展示において、プロトタイプを
公開し、ユーザーの意見を反映し、現在の仕様に至る。また、ユー
ザーのアバター化とPC版のコマンドを再配置した。

▼スマホ版UI/UX
MachiCAD に訪れた人が、手軽に楽しみ、実際にブロックの設
置を行うことを目的とした。竹芝では半数以上がスマホ・タブ
レットで利用され、その結果を踏まえ再度アップデートした。
▼PC版コマンド
他ブラウザ機能との干渉を取り除き、マウスとキーボードで操
作がしやすい環境に整えた。ワールド制作などより高度な作業
を求める人のため、スマホ版にはないコマンドを加えている。

今回の開発で、①スマホでユー
ザーが利用すること②ワール
ド製作者の整備のしやすさ、
の 2 点を実装した。より使い
やすい改善点は今後のユー
ザーテスト等で見えてくるだ
ろうが、以前に比べて今後
MachiCAD を参加型の仮想
ワールドとして実用・実験が
しやすくなった。解像度を低
くし、設置・削除がしやすく、
ブロックワールドという点を
活かして、マインクラフトの
ような一般人にも使いやすい
プラットフォームとして、他
のツールなどと共に活用を
行っていきたい。

MachiCAD
We update UI/UX design.
Takuto Sakata(B3), Takumi Moriya(Researcher), Yusaku Arita(B3) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Lab Final Presentation 
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1. 概要　本研究は、振動によって生じる FFF 方式 3D プリンタ
の造形エラーを逆手にとり、造形中にスピーカーによる音響振
動を意図的に与えることで造形物にテクスチャを付与する手法
である Vibratory-Vibrant-Weaving(VVW) を提案する。壺や
化粧箱といった制作、周波数や周期、マテリアルなど様々な条
件を変えた造形実験を通じて、表面テクスチャ表現を開拓した。

4. 制作　習作として手のひら
サイズの壺、六角柱の化粧箱
などを制作し、実験と制作で
得たテクスチャを図 1 に示す
ように分類した。分類により
明らかとなった意匠や機能を
形状と掛け合わせ、最終制作
物として図 9、図 10 に示す花
瓶を制作した。
5. 研 究 題 目 の 由 来　振 動 に
よって造形物をより煌めかせ
る、鮮やかにする (Vibrant) よ
うに織り上げる (Weaving) と
い う 意 味 を 込 め て 名 づ け、
VVW という略称には、文字が
振動や波形を表すという意味
も兼ねている。

Vibratory-Vibrant-Weaving 
~ 3D プリンタへの音響振動付与による表面テクスチャリング手法の開拓 ~
Masaki Arai(M2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

図 4 実験方法の概略図

図 5 スピーカー周辺の分解図 図 6 実際に振動スピーカーを設置した様子

2. 方法　シンセサイザー (Roland, JD-Xi) で生成した波形をパ
ワーアンプで増幅し、予め 3D プリンタ (Creality Ender-5) の
プラットフォーム下部に設置した振動スピーカーを鳴らす。造
形中に音を流し、プラットフォームを物理的に振動させること
でノズルと造形物を衝突させ、テクスチャを付与することがで
きる。
3. 実験　２種類の実験用モデルを定義し、音の周波数や周期、
積層ピッチやツールパス、マテリアルといった様々な条件を変
えて造形実験を行い、テクスチャを変化させる要因を『スライ
ス設定・ツールパス・マテリアル・音』の 4 種類に大別した。

図〇 モアレ模様を意匠のメインにした花瓶

図 2 制作した壺 PLA ABS TPU PLA(銅20%混錬) シルク PLA(a) シルク PLA(b)

図 9 モアレ模様を意匠のメインにした花瓶

図 10 場所ごとに異なるテクスチャが混在する花瓶

図 1 本研究で得られたテクスチャの分類

図 3 様々なマテリアル・カラーで制作した化粧箱

側面のテクスチャ確認モデル ( 実物）

側面のテクスチャ確認モデル 上面のテクスチャ確認モデル

上面のテクスチャ確認モデル ( 実物 )

図 7 実験用モデルの定義

図 8 振動周期を変えた際のテクスチャ



脛の前方からの感覚情報を提供
リハビリにおいて、抗重力活動の再開の始まりは、ベッドから

「立ちあがる」ことからである。どこまで体重を移動させられ
るかを直感できるような感覚を提示することを含めて、
3 つの動きと姿勢に対する感覚情報の伝達を狙った。

設計手法と組立
Rhinoceros と Grasshopper を用いて、複数のサイズを出力し
サイズ別でも複製が可能であるかを検証した。組立は、　　
熱溶着のみによる接着（はんだごてとヒートガン ) で行った。

設計した装具の耐久テストを
行うために高尾山へ登った。
登りはハプニングも無く遂行
できて退屈であった。一方、
下りはぬかるんだ登山道に挑
戦した。そこで靴底が滑りや
すいことを体感した。丸い木
材の階段は滑るように楽しく
降りられたが、一方で岩肌の
上は足の置き場に苦渋した。
終了際には足裏の硬さに対し
て疲れる感覚が生じて、登山
を通じて「滑りやすさ」「硬さ」
が課題としてあがった。無事、
下山まで終えて装具に破損は
無く、登山にも耐える設計で
あることが分かった。

動きへの狙い

接着

Rhinoceros上でのパラメトリックモデリングとSimplify3D上のスライサープレビュー

接着前の各パーツ

組立後のモデル

高尾山中

FootGearPrinting
ー感覚の重み付けに着目した下肢装具のデザイン実践ー
Yosuke Gashita(M2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

ヒトは加齢に伴い足から得られる感覚情報量が減少し、柔軟な
バランスをとることが困難になっていく。本研究では足への感
覚の重み付けに着目した装具のデザインを検討した。しかし、
装具というものは障害以後に用いられるものが多く、感覚とバ
ランスの関係において試された事例がない。そこで、3D プリ
ンタによって TPU などのフレキシブルな素材を用いた試作が
可能になった点を活かし、作りー履く営みを通じ、靴のように
履ける装具のデザイン実践とその可能性を探った。

Rest standing
静止立位

Sit to Standing
立ち座り

Walking
歩行
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本研究はリサイクルプラスチック素材の文脈と特徴を生かした
感性価値を含むプロダクトデザイン手法に関する研究である。

具体的には次の 3 つの研究を実施した。1 つ目は、リサイク
ルされたプラスチックに関する分析と考察である。2 つ目は、
3D プリンタによるリサイクルプラスチックの特徴を加味した
プロダクトデザイン手法の検討である。3 つ目は、以上の 2 点
を踏まえた上での製作物の提案と実践である。本研究の中では、
２つのプロジェクトを行った。

コーヒーフィラメントの特性を分析し、感性価値を含むデザイ
素「」いか暖「、」い硬「に主は素要たれさ出抽。たし出抽を素要ン

朴」、「しっとり」の 4 つの要素が得られる。また、素材に特有
のコーヒーの匂いは一番重要な特徴であることが分かった。
この灰皿のコンセプトは、喫煙時にコーヒーの匂いを楽しめる
ことである。タバコの吸い殻の温度で灰皿の表面を溶融するこ
とにより、コーヒーフィラメントは固体から気体に変換し、コー
ヒー特有の香りが広がる。

青色 PET 材の特徴を引き出す
ため、いくつかの形状でサン
プル出力を行った。複数の曲
線で構成された形をいくつか
のバリエーションで作成し、
3D プリントした。 特徴は、曲
面の全体の流れを上から観察
し全周囲から見たときに、素
材の色が明るいものから暗い
ものまで奥行きのある色にな
ることである。 外壁が薄いた
め、先端はほぼ透明で、光に
当たると白く見えることが、
プロトタイプの作成から知見
として得られた。

３Dプリンタを用いたリサイクルプラスチックの文脈と特徴を生かした感性価値向上の試み
An Attempt to Improve the Sensory Value of Recycled Plastics by Using 3d Printer to Utilize Their Context and Characteristics

Huang Ding(M2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 



I think that in the future,  the increasing density of urban 
buildings will gradually reduce the area of parks in cities. The 
park will gradually combine with the area between the 
commercial and residential areas of the city, it could be a 
stretch of road, a bridge, or a station, and they will play the 
same role as a park in different forms, which I call “public 
space” .

My research is an attempt to functionally upgrade the existing 
park by using 3D rapid prototyping technology to approach 
this kind of public space.

In this new type of public space, the facilities within the area 
become particularly crucial, taking the most common park 
facility, the bench, as an example. This semester I have tried to 
set the park in several different scenarios.

When there is a cafe around 
the park, adding cup holders 
to the bench will better serve 
the publ ic ,  and when the 
bench is present in a senior 
citizen community, the bench 
will be added with brackets to 
prevent the elderly crutches 
from slipping off. When there 
is an elementary school near 
the park, the bench will be 
added to prevent children's 
feet from getting stuck in the 
gap of the bench template 
block.

Using 3D printing technology to create public facilities 
in the new public space 
李 博宸 (M1) | 2021.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 
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ワイヤー 3D プリンティング 菌床を育成

土材料を使用した建築スケール 3D プリンティングの分野にお
いて、日本の温暖湿潤な気候特性を活かした展開可能性を探究
した。日本の湿潤な気候は材料の乾燥速度などの面で不利であ
るが、一方で多様な生態系の醸成には好条件である。この点に
着目し、土と苔を組み合わせた社会環境彫刻を制作した。この
一連のプロジェクトを「Bio Sculpture」とし、これまで行っ
てきた 2 回の展示によって得られた知見を述べる。更に、形状
自由度に着目した改善案に触れる。

Bio Sculpture は、ひだ状に造形された赤玉土と籾殻、加えて
表面の複数種類の苔から構成され、苔の環境的特性を最大化す
るように設計されている。内部には森林から採取した土壌を投
入し、都市空間に移植することで、微生物多様性を始めとする
複雑系の可視化、伝播を試みた。
展示後、彫刻内と彫刻周辺から採取した土壌に対し継続的なマ
イクロバイオーム解析を行い、推移を観察した。

これにより ,BioSculpture 表面
では非常に高い微生物多様性
が 生 じ て い る の に 対 し ,
BioSculpture 中心部ではむし
ろ微生物多様性が低下するこ
とがわかった . これは内容物の
撹拌の必要性を示唆するもの
である . しかし、現在の製造法
では形状自由度が低いため、
今後ワイヤー状に 3D プリン
トした生分解性樹脂をフレー
ムとし、菌床を主材とした複
合的な製法の開発を行う予定
である。

生物材料と生分解性樹脂の複合 3D プリントを用いた
環境呼応型デザインの試み
YasuoNagura(M1) NanakaMatsuki(B3)| 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

菌床のテクスチャ土壌を採取したポイント 微生物多様性の推移
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　本研究においては以下の 3 点の検討を行った。ⅰ, 触感とデジタルファブリケーションはどのよう

に架橋可能であり設計方法を記述できるのか。ⅱ, 触感の設計支援の過程をどのように記述できるの

か。ⅲ, 触感の価値とはどのようにして定義ができるのか。

2、 研究背景

モデル化

印象評価

感性価値

知覚特性

物理パラメータ

桃

ふさふさ

ふにふに



　本研究は、ドローンを用いた布の展開様式を活用したパ
フォーマンスを実践する研究である。
　ドローンと布が掛け合わされた表現の事例は、主にファッ
ション業界で散見される。これまでに確認した事例は服を吊る
して飛ばすことを前提としない『既製服をドローンに吊るす』
というハンガーとしての役割が大半で、ドローンの特徴を布
(服)表現に活用しているものはなかった。そこで、筆者はドロー
ンを活かした服の設計を行い、空中展開を創出した。この過程
を踏まえて、本研究では展開現象を美しく演出、実演するため
のパフォーマンスの検討を実践・実演に向けて行っている。

ドローンの展開現象を利用したパフォーマンスの制作
Yuki Matsumoto (M1) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

〇 パフォ―マンス制作
　現在、これまでの発見を取り入れたドローンのパフォーマン
スを創出する準備をすすめている。
　展開現象を最も美しく観賞できる視点は、飛行しているドロー
ンの真上である。よって、離陸するドローンと同じ高さの地面
にパフォーマンスの鑑賞者がいることを想定することは望まし
くない。 作品の美しさを最大限に魅せることが困難になる。で
は、この視点からドローンの展開現象を楽しんでいるのはいっ
たい誰なのだろうか？ 筆者は、それは『天にいる何者か』であ
ると仮定し、これを基にドローンパフォーマンスを制作してい
くこととした。

〇 展開式
　布を纏ったドローンを地上付近に飛行させると、布の裾が広
がる展開現象が起こる。展開現象は、ドローンのプロペラ数ご
とに段階的な表現をつくることができる。例えば 4 枚羽ではふ
たつの凹凸、6 枚羽ではみっつの凹凸ができる。筆者はこの発
見を『展開式』と名付けた。
公式『 n/2 = プロペラの数 /右回転の気流と左回転の気流 』

SAMPLE

画像引用 AMOR FATI by MARINE SERRE https://youtu.be/XWfNihVW7GI

〇  制作の進行
　台本を記述し、それを効果的に演出するドローンの意匠や操
縦、必要な人材やそれに伴う必要アイテム、BGM の設定などを
検討し、絵コンテをきるという進め方で映像制作とパフォーマ
ンス実演に向けて活動している。架空の世界を演出する近しい
制作事例としてはMARINE SERRE の AMOR FATI がある。
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細脈

側脈

主脈
外枠

　植物が持つ葉脈の美しさと生命力を、3D プリンティングで
表現するプロジェクト。100 年後の未来、二酸化炭素濃度と気
温の上昇に対応するべく巨大化した葉を妄想し、人が佇めるほ
どの大きさに拡大した葉脈 “一葉の間” の制作を目指す。葉脈
には実在する植物の葉から抽出した葉脈をトレースし、拡大し
たものを扱う。道端の落ち葉を拾い上げた時の葉脈の影が作り
出す形の美しさに魅了されたことをきっかけに、自然物を人工
的に再現することに挑戦している。

今学期は、4DFF 2021 にて 3D プリントによる葉脈表現の探求
を発表し、応用事例として一葉の間の提案を行った。その後、
一葉の間の制作方法について模索し、プロトタイプの制作を
行った。自立する大型の葉脈の造形方法として、まずは主脈と
外枠をそれぞれ PLA で平面に出力してから立体に組み立てる。
これを支柱として柔らかい素材のテファブロックでプリントし
た細脈を曲面に沿わせて接着した。制作にはペレット式の 3D
プリンタ irori を使用し、顔料で色付けをして出力した。

今後は、より最適な形状を模
索すると共に、今回のプロト
タイプ制作よりも大きい実寸
サイズでの制作を目指す。
平面で出力したものを組み立
てる方式だと、手作業が多く
なり、正確さや強度が失われ
てしまう。この課題をロボッ
トアームの活用によって克服
していきたい。また、実在す
る葉脈を手動でトレースする
にとどまらず、読み込んだ葉
脈のパターンから成長予測を
自動生成するアルゴリズムを
開発し、100 年後の葉脈の最
適な形を模索していくことを
試みる。

紋葉プロジェクト  Leafprint Project

Takuto Sakata(B3), Tatsumi Abe(B2), Yuki Namerikawa(B2), Hinako Makita(B1) 
 | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

▲ロボットアームでのプロトタイプ制作▲太さを変えた表現の模索

▲大型プリンタでの細脈出力時

WATERS竹芝に置いた時の紋葉 (CGイメージ )

完成形写真

▲プロトタイプ葉脈の拡大画

▲PLAで出力した主脈 /側脈と外枠

▲組み立てのための要素分解
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編み物の価値とは何だろうか？
古来より行われていた編むという文化は植物の繊維や動物の繊
維を編み込むことで私たちの生活に必要不可欠なプロダクトを
生み出してきた。近年薄れゆく編み物文化の中で、編み自体が
生み出す特有の能力と編む素材にスポットライトをあて、新た
な価値の発見、さらなる応用について探る。
編みやニットの組織などについて学ぶとともに折り紙やメタマ
テリアルなどにも知見を広げ、編みの応用について考えていく。

編み物は一度編んでもほどくことが可能である。また近年の電
子編み機改造により、様々な画像を編み物として表現できるよ
うになった。これらのような編み物の表面的能力は広告などの
場面において活躍する能力を持ち得ているかもしれない。
様々な分野での活躍が期待できる編み物だが、糸を編むだけで
はなくグラスファイバーやカーボンファイバーなどの素材を糸
状にし、編み機で編むことによって自動車のパーツとして用い
るなどといった構想も生まれてきている。

衣類で用いられる編みには基
本となる三原組織というもの
が存在する。
平編みは編み地が縦横方向に
伸びやすいという特徴がある。
パール編みは縦方向に伸びや
すく、平編みよりも厚い編み
地になるという特徴がある。
ゴム編みは横方向に伸びやす
いといった特徴を持つ。
このように編み方によって機
能的違いを生み出すことがで
きる。生まれる機能は様々な
プロダクトへの応用が可能と
なり、今までにはない編みの
活用の仕方が生まれるかもし
れない。

 The present and future of knitting
Kei Sato(B2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

游ゴシックはwin とmac で互換性がないので
mac 搭載利用を推奨

編みについて考える



近年菌糸はサスティナブルな素材として注目されている。本研
究では菌糸を建材として活用するためのブロック型モジュール
の提案を行う。今学期は第一に菌糸の特徴と先行事例を踏まえ、
生分解性樹脂と菌糸の複合材を製作した。第二に複合材の特徴
を整理し建材としての可能性を見出した。第三にブロック型モ
ジュールの設計を行い、構造体内部を乾燥させる『ダクト乾燥
方式』の考案・検証を行った

◆複合材の特徴の整理

菌糸と生分解性樹脂の複合材の特徴を整理した。耐火性・断熱
性といった建材に利用でき得る特徴に加え、軽量かつ自然循環
能力を持つことから世代・スケール・環境といった分断された
概念を横断するボーダーフリーな建材としての可能性を見出し
た。

◆『ダクト乾燥方式』

菌糸は素材の特性上乾燥工
程を要する。既存の乾燥工
程は造形物を囲いで覆い外
部空間全体を乾燥させてい
る。それに対し本研究では
造形物内部の空間を乾燥さ
せることで代替できるので
はないかと考えた。この乾
燥方式を『ダクト乾燥方式』
と名付け、検証を行い実寸
に近い大きさにおいて有効
性を確認した。

Circular Bricks 
- 菌糸と生分解性樹脂の可能性の模索 - 
Takumi Torii(B3), Moriyasu Chinen(B3), Mayuki Omura(B2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

▶製作した菌糸と生分解樹脂の複合材

▶『ダクト乾燥方式』の検証

▶複合材の特徴（左）建材としての可能性（右）
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マイクロ
プラスチック

問題
海洋酸性化

高潮

マイクロプラスチック問題とは
再利用されなかったプラスチックゴミが海に流れ込み、風化や波の影響で1-5mmサイズになった
プラスチック片をマイクロプラスチックと呼ぶ。 有害物質が付着しやすく、生物濃縮が起こりやすい
ために海の生態系に限らず人間にも影響を及ぼす。

海洋酸性化とは　
大気中の二酸化炭素が海水に溶けて吸収されることで、海水のpHを本来よりも下げている現象のこと。
 貝やサンゴ、プランクトン等の海の生態系に影響を及ぼしている。

simulation by Surging Seas: Mapping Chioce

Tokyo Bay in 2072

2022

2072+4℃

移動の容易な住居やサイバースペースの普及によって、
衣・住は固定の場所を必要としなくなる。一方、食に関
わる農地は固定されざるを得ないため、結果的に人が集
まる場所、ひいては文化の生まれる場所となっていく。

今年度の 4DFF で私たちはそれぞれ、海洋生分解性プラスチッ
クの応用可能性と 3D プリント物に塩を析出させるという研究
を行った。そのリサーチ過程で、海がいかに人間をとりまく環
境に深く関与しているか、また、海のシステムがいかに急激な
変化を迎えているかを知ることができた。一方で、そのスケー
ルの大きさとあまりにも複雑な要因の絡み合いから、海の問題
に直接介入することは難しいとも感じた。そこで、50 年後の海
を舞台として設定して未来を” 推測” し、存在しうるプロダク
トを、循環するシステムを含めて提案したいと考えている。

リサーチとして、X 軸に作品が制作された年代を、Y 軸に作品
の主題と人間の身近さ・スケール感を取り、未来を指向する作
品をまとめた ( 上図 )。続いて、現在の海洋が抱える問題をま
とめた ( 右図 )。日本で主に懸念されているのは高潮、世界共
通で懸念されているのは海洋酸性化である。これらを踏まえ、
今回はまず 50 年後の東京湾を仮に設定し、” 起こりうる” シナ
リオについて考えた。

津波・高潮の被害を受けた地
域では、田畑で塩害が発生し、
除塩作業を行わないとほとん
どの陸上植物は枯れてしまう。
地球温暖化の影響で、大都市
圏の後背地である三大湾で高
潮が頻発すると、農業を営む
ことのできる地域は縮小して
いくだろう。また、金属やコ
ンクリートは腐食して劣化し
てしまうため、塩で汚染され
た地域ではガラスや樹脂、加
工された木材などのみが使用
される。除塩作業には真水に
よる湛水・排水の繰り返しだ
けでなく、塩生植物の栽培が
利用される。

Speculate the ocean in 2072
ー身近なプロダクトから 50 年後の海を考えるー
Mayuki Omura(B2), Ayane Ataka(B2) | 2022.02.05 Hiroya Tanaka Laboratory Final Presentation 

Shenu:Hydrolemic 
System(Takram, 2012)

Three scenarios for 
what farming might 

be like in 2115
(Kaitlyn Schwalje, 

2015)

海上都市
( 菊竹清訓 , 1963)
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Walking City - New York
(Archigram, 1963)

海市
( 磯崎新 , 1994-96)

Oceanix
(Oceanix Ltd, 2019)

Hertzian Tales
(Dunne&Raby, 1994-1997)

Biological Tailor made
( 川崎和也 , 2017)

冷戦終結
高度経済成長 インターネットの普及

地球サミット

The Planet as Festival
(Ettore Sottsass, 1972)
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