
3Hiroya Tanaka Lab, Urban Farming x Fab 2016

Fab Kit: ふたつの「つくる」を体験するワークショップ
都市型農園チーム、 岡本そら (B4) 講師: 益山詠夢





Sora Okamoto's Project

Fab Kit 
Research + Make 

Sora Okamoto



Sora Okamoto's Project
Interview @ Field work

Hello Garden × FAB KIT
HELLOGARDEN を紹介してくださった西山さんに、『もしも
HELLOGARDENで Fabkit を使うとしたらどんな中身があった
ら良いか』や『kit に繋がるような悩みはないか』などをイ
ンタビューしてみた。それらを運営側からの要望をまとめて、 Kit
制作に役立てる。

インタビュイー
西山さん

インタビュアー
岡本

ほとんどの人は，「なんでみんな DIY なんてやってるの？」というスタンス
なんです。裏にある背景を知らないから、まずは ” いかに楽しそうにやるか 
” が 大事で、わからない人たちをひっぱりこむことが目標。

その “ ひっぱりこむ ” ところで、もしも私の Fabkit をつかうとしたら、ど
んなものがあったら良いと思いますか？　

　Kit を利用するとして、「人を休日に家から出す」視点と「農業を体験してもらう」視点から考えることができると思いま
す。まず農業に触れてもらうとしても、そもそも休日に人に来てもらう必要があるので、どう集客していくかを考えてみるの
がいいかもしれませんね。
　次のステップとして，農業を体験して持続させていくために、水やりがやはりハードルが高いです。そこで、ペットボトル
で毛細管現象を利用したプランターを使ってみたんですが、HELLOGARDEN では必ず水やりはするし、あまり意味がなかっ
たんですよね（笑）。でも、家庭に持ち帰るときにはいいかもしれないですね。あと、ペットボトルだと見栄えが悪いんで
す。だから今はやってません。 

HELLOGARDENと西千葉工作室で生じてるお悩みはありますか？

悩みとしては，HELLOGARDENと西千葉工作室をどう繋げていけば良いのかがまだ
あまり見えていません。折角近くにあるのに、あまり両方を活用できていないんで
す。両方を活用して，street furniture のような街に展開していけるものが作れれば
一番いいなと思っています。 

なるほど！　いろいろ見えてきました！
ポイントは、「集客」と「植物を育てる第一歩」を助けるプロダクト。そして、
『HELLOGARDEN』と『西千葉工作室』の相互利用を可能にする Kit がつくれ
れば理想的です。

はじめて育てるとしたら、一番ハードルが低い植物が “ ハーブ ” で、『市販で買う
と高いし手に入りにくい』けど育てやすくて、キッチンとかにおいておくとその
まま料理に使ったりきるんですよね。こういう植物をつかった Kit はいいんじゃ
ないかなと思います。

「人を呼び寄せる」という視点は気づきませんでした…！　ペットボトルだと確かに
お家に飾りたいとは思いませんよね。市販で買ったらもっとかわいいものもある
し…。やっぱり見た目って重要ですね。



Sora Okamoto's Project
Idea
FAB KIT Workshop Event 

＋

　　自分だけのプランターをつくる。
自分で気に入った素材を選択し、名前を入
れたり好きな形に切ったりして、世界で一
つだけのオリジナルプランターを作る。

ハーブを種から育てる。
自分の作ったプランターに土や肥料などを
用意し、好きなハーブの種を選んで蒔く。
同時に、ハーブごとの育て方の勉強もする。

　　　　その後の様子を知る。
アフターワークショップのようなもので、
それぞれが育てていた植物がどんな様子に
なったのか、収穫を兼ねてお披露目会を行
う。

「FAB」に触れる 「農業」に触れる アフターワークショップ

収穫イベント後日 !?

FabKit プランターバージョン

西千葉工作室と HELLOGARDEN を利用したイベントとして、Fabkit
に様々なバリエーションのプランターの素材を用意し、それぞれ名
前などを彫刻する。オリジナルのプランターができあがったら、そ
のままHELLOGARDEN へ向かい、土や肥料を入れ、育てたいハーブ
の種を植える。
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プラスチックではなく、古紙で
できたパックを再利用できるの
ではないか。実際にこの素材を
プランターとして利用している
例も存在する。底に穴をあけて、
牛乳パックの箱の中に入れて使
うことで、水漏れの心配を防い
でいる。

段ボールは頑丈で、きれいなも
のは捨てるのがもったいなくな
るほど材として優秀である。緑
との色のコントラストもまずま
ずで、利用しやすそうに思った
が、一方で丈夫なために水で溶
かして成型し直すとなると、か
なり使い勝手が悪いので今回は
ボツにした。

工作などで一般的に用いられる
回数が多いのが「新聞紙」であ
る。英字新聞なども最近は流行っ
ているので、デコレーションな
どで用いると威力を発揮するだ
ろう。しかしながら、ドロドロ
にして 1 から成型しなおすとな
ると大量のインクにより見栄え
が悪くなる可能性が考えられる。

小学生のとき自分ではがきをつ
くる WS に参加したことがある。
そのとき初めて「自分で 1 から
紙をつくるということ」や「リ
サイクルできること」など一度
に色々学べた上、白い土台に自
分でデコレーションをすること
もできたので、再利用するには
もってこいだと考える。

缶は洗ってそのまま土と植物を
入 れ て し ま う だ け の も の が 多
かった。チラシは、細長く切っ
たり、丸めたりしてカラフルな
バスケットに姿を変えるなど、
使い方・アイデアによってとて
もオシャレなプランターが完成
するかもしれない。

流 木 や 木 の 枝 は 実 際 に プ ラ ン
ターにするとロハス感がでて、
見た目もオシャレになる。WS
の中で，近くに小枝が落ちてい
たり、海に近いなどのオプショ
ンがあれば、こちらを利用する
のも楽しいのではないかと思う。
しかしながら、Fab 技術をプラ
スすることが難しい。

卵パック（古紙） 段ボール

新聞紙 牛乳パック

チラシ / 缶 流木 / 小枝

このワークショップ一番のミソであると考えられる、西千葉
工作室でのオリジナルプランターづくりに焦点を当て，どの
ようにプランターを作るかを考案してみる。素材の選定から、

「× FAB」を考えたときにどんな工夫ができるのかなど様々
な視点からブレインストーミングしてみる。

Focus

How Do You Make Original Planter?

マテリアルの再利用候補

Step :1
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Step :2

牛乳パックプランター

keyword

・地球に優しい
・身体にやさしい
・デコレーション
→× Fab をしやすいポイント
・1 から形を作れる
・色もつけられる
→紅茶などを使うときれいな赤い色を着色で
きる
・紙すきのタイミングで，自分で型を作れば、
思い通りのかたちにすることができる。

keyword

・おりがみからのインスピレーション
・flat planter
・箱型も袋型もできる
・持ち帰ることができる

Flat  Pack牛乳パックを利用した紙すきの方法

白　＝　キャンバス
牛乳パックが最もアイデアを引き出しやすいと判断したので、
牛乳パックをつかった WS を提案する。

Focus

How Do You Make Original Planter?

何個か挙げたマテリアルの中から、牛乳パックを選択し
たとき、「紙すき」と「flat planter」というキーワード
にたどり着いた。環境や人に優しい上に、紙すきの型や
デコレーションをするタイミングで FAB の技術を学ん
でもらうこともできる。

×
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大型 28cm × 28cm の紙すき枠の製作
折り紙のようにプランターを折ることを想定しているので，大型かつ正方形になる紙すき枠を作った。 

Step :3

Focus

How Do You Make Original Planter?

ワークショップの流れを把握するため、プロトタイプを
作ってみる。まずは大型の紙すき用道具を制作した。この
大きさになると、牛乳パックがかなり必要になるため、今
週は牛乳パック回収に充てた。

紙すき枠をつくる

1 ) 材料の紹介
角材（今回は 30*30*300）*8 本 / 巻き
す /速乾木工用ボンド釘（50mm）*8 本 /
トンカチ / ペンチ（あれば）

５ ) 釘を打つ。
最初は軽い力で自立する状態まで打ち込
む。ボンドが乾いていない場合もあるの
で、しっかりと手で固定する。指を打たな
いように注意。ペンチで支えると安全。

２ ) 角材にボンドをつける
釘を打つ前に、薄くボンドをつけて放置
しておくとある程度固定されて釘が打ち
やすくなり、成功率が上がる。

６ ) 釘を打ち込む。
釘に対して平行にトンカチの面を打ち付け
る。てこの原理を使うと強い力がなくて
も勝手に打たれていく。釘が斜めになっ
ていないか注意しながら打ち込む。

３ ) 釘を打つところをしっかりと固定
ボンドをつけた面をしっかりとくっつ
ける。大体 10 分もあれば固定されてい
る。

７ ) 枠の形をつくり、再度ボンドをつける。 
4 組の釘を打ち終わったら、2 組ずつ枠を
つくり、釘打ちするポイントのボンド付け
を行い、５）からと同じ手順。

４ ) この組み合わせを 4 本作る

そして、待つ。

８ ) 巻きすを挟み込んで完成！

紙すきの手順に移ろう。
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Step :4

プランターの折り方リサーチ

透明アクリルニス

コーティング剤

液体ガラススプレー

Focus

How Do You Make Original Planter?
1枚の紙でプランターをつくるにあたって、紙を立体に仕上
げるための折り方をリサーチした。美しい折り方を模索す
ることで、HELLOGARDEN内を彩る装飾に繋がればいい
なと考えている。
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Step :5

紙すきをしてみよう

Focus

How Do You Make Original Planter?
牛乳パックのフィルムをはがすところから、実際に紙すきを
行い、28cm ＊ 28cm 四方の紙をつくってみた。現在窓に貼
付けて乾かし中である。乾かしたら、コーティング剤を吹き
付け、プランターの形状にする予定である。

紙すき実験
今回は最もポピュラーな紙すきを行った。

1 ) 牛乳パックを水につける
紙パックを2~3 日水につけておく。そう
することでフィルムがはがれやすくなる。

５ ) ミキサーにかける
紙が細かくドロドロになるまでミキサー
にかける。その後、洗濯のりと好みの絵
の具やデコレーションを混ぜ込む。

２ ) フィルムをはがす
水につけていた牛乳パックのフィルムを
残さず丁寧にはがしていく。

６ ) 紙をすく
ドロドロになったパルプを木枠に流し
込み、薄く均等になるようにすく。

３ ) ちぎる
フィルムを両面はがし終わったら、ひた
すら細かくちぎる。

０ ) パルプを保存
ミキサーにかけたパルプは、乾燥させて
保存しておくことが可能。また紙すきを
したいときに、すぐに水に溶かして利用
することができる。

７ ) 水分を取る
水分を絞り、アイロンをあてると大分早
く水気が飛ぶけれども、それでも数日間
放置する必要がある。

４ ) ミキサーを準備
ミキサーの中に「牛乳パック 1 本分」と
「ミキサー約 3 分の 2 の水」をいれる。

８ ) 窓に貼って乾燥させる。
窓に貼ると、貼った部分がフラットにな
り文字などが書きやすくなる。窓から落
ちたときが乾燥終了の合図。湿度が高い
夏は乾きにくい。
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Step :6

3 次元紙すきに関するリサーチ

２．５次元：透かし

３次元 ①：風船

３次元 ②：型

Focus

How Do You Make Original Planter?
2 次元のものである紙すきに、Fab の技術を投入することで
2.5 〜 3 次元的な表現を取り入れることが可能になると考え
られる。それらを実現するべく、どのような手法があるのか
アイデアだし及びリサーチを行った。

レーザーカッター×テキスタイル

レーザーカッターで防水紙をテキスタイル模様
に加工し、すいた紙に重ねて重しをし乾かすと、
お札の透かしのようなものが実現する。

風船×紙すき

風船やボールに紙を貼付けていき、立体的な紙す
きを実現できる。乾ききったあとに、風船を割る
と完成。

３D プリント× microscribe

風船やボールに紙を貼付けていき、立体的な紙す
きを実現できる。乾ききったあとに、風船を割る
と完成。

おもし

風船

インダストリアルクレイで
型の原型をつくる

microscribe で原型を
データに起こす

オス型メス型を３D プリントし、 
圧力をかけることによって
立体紙すきを実現する。

防水紙でつくった型

すいた紙

ワセリンを塗り
すいた紙（又はパルプ）を貼付けていく

（透かしでつくった紙を利用しても良い）

→ →
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Step :7

耐水用コーティング実験

Focus

How Do You Make Original Planter?
紙に耐水性を持たせるために、2 種類のコーティング実験を
行った。ロウ引きと透明アクリルスプレーによる実験だった
が、結果から言うとどちらも失敗であった。ロウ引きは、画
用紙や和紙のようなボコボコした質感のものには向いておら
ず、透明アクリルスプレーは紙のように柔らかい繊維質のも
のを固めるのには不向きである。

2 種類のコーティング実験
紙に耐水性を持たせる実験として、ロウ引き（ワックスペーパーづくり）と透明アクリルスプレーを利用してみた。 

1 ) 材料
・紙
・トレーシングペーパー　・アイロン
・ロウ ・カッター
・固い作業台

５ ) 低温のアイロンをあてる
ゆっくりとロウを広げるように低温のアイ
ロンでロウを溶かしていく。

２ ) ロウを細かく削る
カッターでロウを細かく削っていく。

６ ) 完成
均一のつるつるとした紙でなければうまく
ロウがのびていかずしみ込んでくれないこ
とがわかった。

３ ) まんべんなくばらまく
紙の上に、先ほど削ったロウをばらまく。
一点に集中させたり、ロウのないところを
作ったりせずに、均等に広げる。

１ ) 透明アクリルスプレー
ニスのような役割を担うことを期待した
が、紙にうまく張りつかずコーティングす
ることは不可能だった。
再度液体ウレタンニスで実験する。

４ ) トレーシングペーパーではさむ
紙とロウをトレーシングペーパーで挟み込
む。

２ ) 必ず外で吹く。
有害物質が入っているので、必ず外で吹く
必要がある。干している間、必ず家の中も
換気する。



Sora Okamoto's Project

Step :8

立体紙すきをしてみよう

Focus

How Do You Make Original Planter?

風船でつくることを最初は想定していたものの、ペットボト
ルの底部分がかなり理想に近い形だったので、立体紙すき実
験をすることとした。

紙すき実験②　立体に貼付けてみる。
立体にパルプを貼りつけて乾燥させることで、3D でパルプを形成することができる。

1 ) 今回はペットボトルを利用する
ペットボトルはつるつるしているので、
最後に割とはがしやすい。

５ ) よくまぜる
パルプ液にのりと絵の具が混じるよう
にしっかりと混ぜていく。

２ ) パルプを用意。
750ml のペットボトルには５cm ×５cm × 
10cm くらいの量でちょうど良い。

６ ) ボトルに貼付けていく。
水分を搾り取りながら貼付けていく。水
分がなさすぎると貼付けるときに馴染み
にくくなるので調整しつつ貼る。

３ ) 通常の紙すきの流れを参照。
ミキサーに水を 500ml ほどいれて２回
に分けてドロドロのパルプ液をつくる。

７ ) ひたすら乾かす
夏は扇風機の前に半日～１日ずっと置い
ておくと次の日の朝には乾ききる。

４ ) 色付け用の絵の具と洗濯のりを用意パ
ルプ液の中に洗濯のりのフタ 4 杯分のの
りと好みの量の絵の具を入れる。

８ ) ボトルからはがして完成
はがすときはものすごく取りにくいた
め、ワセリンを塗っておく選択もあり。ま
たは、ニスを塗り、ついでに固めてしま
う。
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Step :9

耐水用コーティング実験②

「水性ウレタンニス」

こちらは、屋内で使われる家具や食器などにも使うことので
きる、人にも環境にも優しいニスである。さらに、乾くと耐
水性も強度も生まれるため、何度か塗り直すことで、紙すき
したパルプもしっかりとした強度を保つことができる。今回
利用したのは、素材の色を殺さない透明ニスである。90 分
で乾くので，何度もしつこく塗り直すことができる。

Focus

How Do You Make Original Planter?
紙に耐水性を持たせるために、ロウ引きと透明アクリルスプ
レーを利用したものの、失敗だったため，今度は「水性ウレ
タンニス」を使ってみた。こちらは環境にやさしく、人にも
やさしい優れもので、皿などの塗装にも用いることができる。
何度も重ね塗りをする必要があるが，望みがありそうである。

コーティング実験②
紙に耐水性を持たせる実験として、水溶性ウレタンニスでの実験を行った。

1 ) 材料
・水性ウレタンニス
・ニス用ハケ
・新聞紙やトレーシングペーパー

２ ) ニスで薄くウレタンをのばす。
薄くのばさないと、乾くのが遅くなるので
注意。

３ ) 最低 90 分乾かす ４ ) 数回繰り返す
塗り直すことで、強度や耐水性が増す。
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Step :10

３D プリンタで型作り

Focus

How Do You Make Original Planter?
３D プリンタで立体型を制作する。紙すきを現在まで行っ
てきたものの、パルプ液では乾燥に時間がかかることや立
体形成が難しいことから、牛乳パックを利用した紙粘土の
制作方法を用い自作紙粘土を利用してみることとする。

立体紙すき用型の制作。
オス型メス型を３D プリンタで制作し、二つをプレスすることにより、透かし及び紙の立体形成を目指す。

アイデアスケッチ

1 ) Fusion360 でデータをつくる ２ ) オス型メス型をモデリング
押したときに水が出る穴とすかし用の紙
をかませる縁をメス型の内側につける。

３ ) ３D プリンタで出力
タイムスケジュールに注意

４ ) できあがり
紙すき行程にうつる



1．きちんと色を出すために、紙の試作を行う。

西千葉工作室で牛乳パックから紙をつくる行程を試してみ
た。必要なものの洗い出し。

４．染料で染色する

服の染色にも使う染料を利用して、紙を染め上げる。

２．ちぎる行程

５．紙すき

紙をすく段階で、何色か混ぜてマーブルの表現にしてみる。

３．ドロドロのパルプ液にする。

西千葉工作室のミキサーを借りて、パルプ液をつくる。

６．窓に貼りつけて、乾かす。

西千葉工作室に来た人々に興味をもってもらえる。

Sora Okamoto's Project
Work Shop

FAB KIT
ここからは実践編として現場の活動を記録する。Fab Kit を形

にする前に、実現可能なワークショップを完成させる必要があ
る。そのためには、どのようなものが必要か不必要かを明確に
し、ファシリテーターがいなくてもモノが完成する状態に持っ
て行かなくてはならない。はじめてのワークショップである。

ワークショップ準備
西千葉工作室と HELLOGARDEN に企画書を送り，実現に向け準備を始める。

企画書 紙をつくる行程を見直す



Sora Okamoto's Project
Work Shop
FAB KIT

Fab Kit：ふたつの「つくる」を体験するワークショップ

ふたつの施設をつなぐ、ひとつのワークショップ型 Kit

フィールドリサーチ内の主催者である西山さんとのインタビューから、西千葉工作室とHELLOGARDENの相互利用促進のため「Fab Kit」の開発をはじめ
た。「Fab Kit」とは、両施設を利用するワークショップをひとつにパッキングしたものである。ファシリテーターがいなくても両施設の楽しさを体感できる
のが魅力だ。西千葉工作室ではデジタルファブリケーション機器を使った工作を通して「自分のものを自分でつくる」ことの面白さを、HELLOGARDENで
は都市型農業という新たな選択肢を学びつつ「自分の食べ物を自分でつくる」ことのはじめの一歩を体感してもらう。具体的な内容としては、オリジナルプ
ランターを製作し、そのプランターに自分の選んだハーブの種を蒔く。その後、家に帰ってからハーブを育て、お茶や料理に入れることで完結する。このワー
クショップを通し、２つの施設の魅力や考え方をワークショップで知ってもらうことで、豊かさやライフスタイルについて今一度考えるきっかけとなること
を目指す。

持続可能な社会へ

デジタルファブリケーションとUrban Farmingは、現代社会から新
たな持続可能社会へと転換する際の原動力となり得る。人口や資
源の問題を考慮したとき、現在の大量生産・消費社会にはいずれ
終わりが来ると予想される。マテリアルフロー、リサイクル、
パーソナルなものづくりなどを可能とする Fab を取り入れた適量
生産・消費社会は、従来のシステムが破綻した際に未来を明るく
するだろう。
　加えて、食料問題も深刻 だ。日本にフォーカスすると、食料自
給率は先進国の中でも著しく低い上、農業従事者も高齢化の一歩
をたどる。食の安全性も議論される昨今、都市の中で自分の分 だ
け生産するUrbanFarmingは現代のライフスタイルに取り入れやす
い方法だと言える。

現社会 　>>>>>>>

ニュー社会 　>>>>>>>

大量

適量

生産 消費

生産 消費

FAB

増若年層
農業
参入率

食料
自給率

低若年層
農業
参入率

食料
自給率

Urban
Farming



Sora Okamoto's Project
Work Shop
FAB KIT

ワークショップのコンセプトダイアグラム。

HELLO
GARDEN

西千葉
工作室

F A B
体験

FAB 
知名度
上昇

Urban
Farming

体験

自分の食べるものを自分でつくる
ワークショップ

ものづくり
はじめの一歩

Urban  
Farming 
知名度
上昇

農業
はじめの一歩

食品への 
関心上昇

ものづくりへの 
関心上昇

植物育成の
知識増加

デジファブの
知識増加

ライフ
スタイル
の選択肢

増加

自分のものを自分でつくる
ワークショップ 両施設の相互利用促進



Sora Okamoto's Project
Work Shop
FAB KIT

ワークショップ本番。西千葉工作室にて 1 日目「牛乳パック
からつくった紙でオリジナルプランター製作と紙すきでネー
ムプレート製作」を行った。

気づきや反省
・デジファブの魅力は、楽・早い・きれいにモノがつくれる（商品並みに）。
・デジファブのおもしろさはワークショップを通してわかってもらいやすいが UrbanFarming のおもしろさ・良さをわかってもらうのが難し
いことに気づいた。
・レジンの使用量が予定よりも多かった。
・ものづくりをいつもしている人にとっては、均等に塗るのは簡単だが，結構量が必要だと勘違いさせてしまうことによって、（知らせない）
ことによって UV レジンを使いすぎてしまった。
・常設ワークショップにするには、原価が高すぎる。 
→本日は参加者が少なかったこともあるので、1 組 1 つのところ、1 組 2 つ作ってもらった。 

・ワークショップの値段を上げるためには、成果物の手作り感が強すぎるので、もっと完成度をあげる方法はないか？
・３D プリンターで型をつくって、その型につくった紙を貼付けながら形を成型する。そしたら、曲面で角ができないので、レジンの使用量を
抑えられるし、完成度をコントロールすることができるのではないか。
・子供たちには 2 時間だけでも長い。もう少し短くする必要がある。 

Day 1  西千葉工作室にてプランターとネームプレートづくり
西千葉工作室でのものづくりのおもしろさを体験してもらう。



Sora Okamoto's Project
Work Shop
FAB KIT

Day 2  HELLOGARDEN にてハーブの種まき
HELLO GARDEN で UrbanFarming のきっかけをつかんでもらう。

ワークショップ本番 2 日目。HELLOGARDEN にて 1 日目
のオリジナルプランターに種まきを行う。

気づきや反省
UrbanFarming の意義を伝えるためには、ただ「ハーブの育て方を教える」だけではだめ。だから、みんなプランターをつくってもハーブを
育てるかわからないという。今日の活動は、一つの Urbanfarming の一歩なんだ！と伝えることが大事。
１つのライフスタイルであることを伝えるべき。
・最初から外で作業する予定で，ネームプレートに UV レジンを塗ろうとしたら、固まってしまった。
・最初だったため，ファシリテーターである岡本の知識がない。
urbanfarming をやるならどちらの知識もないときちんと説明できない。 
→そのためにテキストをつくった。そのテキストがあることで、家に帰ってからわからなくなったら確かめられる。
→しかし、それが今日やったことすべて網羅されているわけではない。 

・一回西千葉工作室へ戻ったので、完成したプランターを外で写真を撮れなかった。 
→しかもカメラ用意するのを忘れた。 

・アンケートとテキストにルビをふる必要があった。
→参加者が小学２年生だったので、漢字はまだ
・公園で遊んでいた子が途中でやりたいと言ってきてしまったときの対処法がなく、難しかった。
・ネームプレートやプランターがそもそもなんなのかを知らない場合がある。きちんと見本を作るべき。 
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