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必要なモノを自分でつくる選択肢
大量生産・大量消費社会の限界を予感し始めている。工
業化に伴い、時代は資本を元にした大量生産・大量消費
が一般的になった。21 世紀までは多くの「ものづくり」
の現場では、効率化、高性能化のみを重視した機械開発
が行われていたけれども、徐々に小型化し、コストも抑
えられたことで、家庭用・個人用の機材が登場するよう
になった。3Dプリンタやレーザーカッターなどの自身
のコンピュータで制御を可能とするデジタルファブリ
ケーション機器が登場し始め、今後はより「ものづくり」
が個人レベルで行われるようになることは確実である。
さらに、現社会の仕組みとなっている「大量生産・大量
消費・大量廃棄」型社会は、地球温暖化などの環境問題
を解決し、持続可能な社会をつくるには根本的に見直す
必要があることは以前から叫ばれている。適量生産・適
量消費型で、さらにリサイクルを行う社会構造へと変化
させていく必要があるのである。
　新たな社会の仕組みへと変革を行う上で、パーソナル
なものづくりのできるデジタルファブリケーション技術
は重要な要素となっていくと考えられる。[お金で必要
なものを買い，いらなくなったら廃棄する ]という流れ
から、[必要なものを自分でつくり、直しながら使い続
ける ]ということが可能になるのである。さらに、デジ
タルファブリケーションの特徴として，自らデータを作
成するため自由にカスタマイズできるという魅力があ

る。大量生産・消費社会では必ず誰かしらが自分と同じもの
を持っているという状況だけれども、FABを利用すれば世界
で一つだけの自分好みのものをつくることができるのである。
　現在、世界には「Fablab」というデジタルファブリケーショ
ン機材を集めた市民工房がいくつも存在している。日本全国
に「Fablab」は 120 施設（2016 年時点）存在しており、地
方にも広がりをみせている。また「Fablab」という形を取らず、
カフェを併設している『Fab Cafe』や機材貸し出しなどを行っ
ている『Tech Shop』などのDIY 工房も多く存在しており、
デジタル工作機器に触れている人は年々増え続けている。
　慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス メディアセンター内にも
『Fab Space』という形で学生がデジタルファブリケーション
機材を利用できる環境が整備されている。そこはメディアセ
ンターの出入り口のすぐ横に設置されているため、学生の注
目度も高い。3Dプリンタなどの機材が稼働しているのを横目
で通り過ぎる学生の多くは、「つかってみたいけど、そもそも
どんなことができるのかわからない」「作りたいものがわから
ない」と興味は惹かれるものの敷居の高さを感じて遠慮して
しまう人が多い。そのように考えている学生が校内だけでも
多いということは、校内だけでなく日本各地に存在している
のではないか。つくることにハードルを感じてしまっている
人々は多く、デジタルファブリケーションがいかにものづく
りをスピーディに簡単にし、誰でもクオリティの高いものを
つくれることを可能にしたかということを知らないのである。

上から、FABLAB 太宰府 / Tech Shop Tokyo  /Fab Cafe 渋谷

研究背景１：



自分の食べるものを自分でつくる選択肢

　現在日本では、少子高齢化が刻一刻と深刻化しており、
そう遠くない将来、『超高齢化社会』（参考図：高齢化の
推移と将来推計）が訪れると言われている。それに伴い、
都市の中には遊休地が徐々に増加しており、その土地活
用に “農業” が注目され始めている。日本の食品は、外
国からの輸入製品で半分以上が占められており、食料自
給率も減少し続けている（参考図：日本の食料自給率の
推移）。昭和から現在にかけて食生活の変化や高度経済
成長による工業製品の発達に力を入れた政策により、農
業従事者の割合が減少の一途を辿り、耕地面積も同時に
急激に少なくなっていったことが原因とされる。現在、
外国製の安価な農産物などにより日本人の食は支えられ
ている状態である。しかし、2011 年の東日本大震災の
影響による原発問題、経済危機による各国の輸出規制、
自然災害による生産量激減などの食糧危機を経験し、食
の安全性や基本的な食生活の見直しなども行われるよう
になってきた。都市農業が増加することで、自分たちで
食物を育てることを通して農業の難しさを知り、農家の
人への感謝をより感じることができるようにもなると考
えられる。私たちが口にするもの全てを自分たちでまか
なうことは不可能であり、多くの見知らぬ人々に生きる
ことを支えられていることを実感できるはずである。　
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□高齢化の推移と将来推計

都市農業を取り入れることで、

1. 新鮮で安全な農産物の供給
2. 身近な農業体験・交流活動の場の提供
3. 災害時の防災空間の確保
4. やすらぎや潤いをもたらす緑地空間の提供
5. 国土、環境の保全
6. 都市住民の農業への理解の醸成
「"都市農業 "」『フリー百科事典　ウィキペディア日本語版』
より

などが可能になると考えられている。さらに、これだけでは
なく、『市民農園』というスペースが街中に出現することによっ
て、年代に関わらずコミュニケーションを取れる場が生まれ
ていくという新たな農業の魅力も出現している。
　このような流れを受け、今まで宅地化していた土地を再び
農地に戻すべく「都市農業振興基本計画」が 2016 年に策定
された。都市の中に農地をつくり、地産地消の仕組みへと改
革が進められている。しかしながら、日本の土地の特色や独
特の移住空間のことを除いて考えることができない分野であ
るため、根本的なライフスタイルから日本人に合わせて変革
していく必要がある。

研究背景２：
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本当に豊かなライフスタイルへ
　本当の豊かさとはなにか。大量生産・消費社会も最初は人間の便利さを突き詰めるために完成された仕組みである。
いかに安価で質の良いものを提供するかを追求し、現在では欲しいものはお金を出せばなんでも手に入る時代へと突入
した。モノもサービスも欲しいものはなんでもある世界で、なぜか私たちはいつまでたっても満足することができない
でいる。幸せどころか、むしろ不幸せである。
 なぜなら、人間の感じる豊かさは、モノに依存するのではなく、自分自身によって作られなければ真の満足は得られな
いからだ。少しくらい不便な方が幸せだというのは良く言ったもので、人間は自分の頭で考え、自分の手で作り出した
ものに愛着や感動を覚える。大量生産・消費社会が始まるまでは、人類の基本的な生き方として必要なものは自分でつ
くり、自分で消費していた。まさに今後目指すべき、地産地消という生き方である。「Fab」や「都市農業」は人間の本
質的な生き方を追求したときに、かなり相性の良い分野であり、今の社会と新たな社会のライフスタイルを結びつける
重要な役割を担っているのである。持続可能な社会を目指す上で、誰しもがライフスタイルの見直しを求められたとき、
この２つを多忙を極める日本人のライフスタイルにどう組み込んでゆくのか考えるきっかけとして本研究は進められて
いく。

研究目的：
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関連事例
本プロジェクトを進めるにあたり、関連事例という形でリサーチを行ったけれど
も、ただ事例として扱うのではなく、そのプロジェクトや場がどのような “理念・
考え方” をもって、成り立っているのかという点を重視したい。筆者のプロジェ
クトは卒業研究として約 1 年をかけて取り組んだものだけれども、ゼロからのス
タートであるため、どのような場所があり、どのような取り組みがあり、それが
どのような意義によって行われているのかをほとんど知らずにいた。自分が何の
ために研究を進めているのか見失ってしまったときもあった。しかしながら調べ
ていくことで、筆者の研究と近い考え方や理想とする結果、成功するまでに何が
必要なのか、などを知るきっかけとなり、一種のエネルギーとなった事例もある。
まったく同じ取り組みをしていることはなかったけれども、同じ問題を見ていた
り、新たに有効な考え方を得ることができたことで大きな収穫となった。また、
今まで筆者が取り組んできたプロジェクトも含まれており、4 年次のみならず大
学で学んできたことが血となり肉となり、一つの研究へとまとまっていくことを
実感することができた。
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Urban FarmingDigital fabrication

デジタルファブリケーションとは、3Dプリ
ンターやレーザーカッター、CNCミリング
マシンなどの自ら作成したデータで素材を
加工できる技術を用いたものづくりのこと
である。現在はパーソナルからソーシャル
まで幅広い分野や人々に自由な発想のもの
づくりを実現する第一歩となっている。
卒業研究で最も重要な軸となる部分。

01　西千葉工作室

西千葉にある初心者向け DIY 施設。高度な機材はないけれども、3D プリンタやレーザーカッター
などを利用したり、アナログなものづくりを中心に行ったりできる場所である。運営は主婦や千
葉大の学生らがボランティアでやっており、主体となってワークショップを行うなどで地域の人
をものづくりの世界に巻き込むことに挑戦している。毎週木曜日には、千葉大教育学部の学生ら
が地域の小学生に小さな塾を開いており、ものづくりのみならず様々な年代の人々を繋ぐコミュ
ニティの役割も担っている。

02　Gacco「3Dプリンタとデジタルファブリケーション（キャンパス編）」

高校生向けにデジタルファブリケーションとは何なのかをドラマ仕立てで解説していくWeb講座。
慶應義塾大学 SFC の田中浩也研究室の学生が主体となって撮影し、筆者も出演している。ファブ
に関わる施設や仕事をしている方々にインタビューをしたり、実際に機材の動かし方を学んだり
できる濃密な作品となっている。Gacco 内での配信は終了してしまったけれども，SFC の推進し
ている FAB Campus のホームページにて、全編無料で視聴可能である。
[http://fabcampus.sfc.keio.ac.jp/]

03　FABLAB 施設

個人が自由に発想してものづくりのできる時代がやってきたことで、パーソナル・ファブリケー
ションという分野が盛んになってきた。Fablab とは、ファブリケーションを推進する市民工房で
あり、機材をシェアしながら、同時にものづくりの知識も共有するコミュニティとしての場でも
あるといえる。現在は世界各地に点在しており、日本でも徐々に Fablab は増え続けている。その
地域の活性化などに利用されることもあり、FabLab ごとに個性があるのも魅力の一つであるとい
える。

01　HELLO GARDEN

西千葉工作室と同じ株式会社マイキーに主催される都市農園。こちらも西千葉工作室と同じ地域に
あり徒歩 5 分圏内である。HELLO GARDEN では、『今の社会を見つめ直して、世の中の大きな流
れに飲み込まれない暮らしづくり』をテーマに、西千葉での暮らし方を日々模索・研究するという
珍しいコンセプトを掲げて活動している。自らのライフスタイルを見つめ直す、という意味では本
研究でもインスピレーションを受ける部分もあり、フィールドの一つとして活用させていただいて
いる。

02　みんなのうえん

Fablab 北加賀屋が主催する都市農業施設である。デジタルファブリケーション施設とコミュニティ
農園が隣接する珍しいケースであり、集客や植物の管理が難しいとされている市民農園ながら、み
んなのうえんは多くの人が参加し新しいコミュニティとして成り立っている成功例と言える。収穫
だけを目的とするのではなく、協力して働くことこそを重要視しているため、人との繋がりを農業
を通して育んでいく考え方を実践している。さらに、専門家やクリエイターとの連携も行われてお
り、農業や専門家の必要なプロジェクトにも積極的に挑戦している。付近の遊休地を既にいくつか
農園として開拓し、土地利用の新たな形を模索している。

03　EDIBLE WAY

千葉大学大学院園芸学研究科木下勇地域計画学研究室による食べられる道プロジェクト。路肩に野
菜の植わったプランターを置くことで，その道を通った人は自由に野菜を採って食べることができ
る。その地域に住む人々は，ゆるやかにコミュニティを形成することができ、安心して豊かな生活
を送れるようになるというものである。

市街地の一画や大都市近郊にて行われる農業
のこと。また、都市近郊での酪農・畜産やビ
ルの屋上で養蜂も Urban Farming に含まれ
る。商業ビルの屋上やテラスで野菜やハーブ
が育てたり、カフェの窓付近で棚型のプラン
ターを用いて、提供する料理に使用する野菜
を育てたりと手法は様々だが、実はあなたの
身の回りでも Urban Farming は多くの場所
で行われている。



SOCIAL good
DESIGN good

アップサイクル

SOCIAL good とは、社会的にストーリーが
優れていることであり、DESIGN good とは、
見た目が美しいことである。そのどちらも兼
ね備えた製品やプロジェクトが最も多くの人
に響きやすく、関心を持たれやすくなり、社
会的な評価を得られやすくする。同時にこの
二つを高いレベルに持っていくことは難しい
けれども、今回の研究はどちらも満たすこと
を目指している。

持続可能なものづくりの方法論のひとつで、
リサイクルとは違い、素材を原料化するだけ
ではなく、デザインの力を利用することによ
り、元々の製品よりも価値のあるものへと生
まれ変わらせることをいう。ごみと認識され
ているものを、一度分解・破壊し、いかに魅
力的な素材へと生まれ変わらせるかという点
もアップサイクルを実践する上で重要な視点
となっている。

デザイン

機能

ストーリー

01　MOTHER HOUSE

途上国それぞれの土地の個性的な素材を発掘し、それらをデザインし商品を販売しているブランド
である。良いものをつくるには、良い労働環境を提供する必要があるという考え方から、実際にバ
ングラディシュなどの途上国で最高の環境を提供している。途上国と先進国を結びつけ、どちらに
とっても笑顔を生むことのできるビジネスモデルであるため、社会的貢献度がかなり高く評価され
ている。MOTHER HOUSE が評価されるのには、ブランドの背景にある社会貢献と商品のデザイン
性・クオリティの高さに起因する。社会的にわかりやすく、多くの人に共感が得られるのは、
「SOCIAL good」と「DESIGN good」が共存したときであるということが MOTHER HOUSE の例
によってわかる。

この例を知ったことで、自分の研究に共感してくれる人を増やしたい！と思ったとき、“ストーリー
価” がいかに大切かを理解した。機能・デザイン・ストーリーの 3 軸が揃い、しっかりと認知され
るまで結びつけば，多くの人はそのプロジェクトに強く共感してくれるということがわかる。例え
ば MOTHER HOUSE の例を挙げると、バッグにまずは「機能」がなければ誰も使ってくれること
はない。さらに、ファッションに通づるモノである時点で「デ
ザイン」性は不可欠である。人間が初めて認識するのは視覚だ
ということも大事な要素だ。しかしながら、ここまではどこに
でもあるバックと同様である。その上でより価値を上乗せする
ために、「ストーリー」の関係を考える必要がある。ここで重要
なのが、ストーリーは誰でも語れるものでなければならないと
いうことである。それほど人の印象に残らなければ、それはス
トーリー価値をつけられたということにはならない。さらに、
その３つに整合性がなければ納得までしてもらえない。

01　小野寺志乃氏（Fablab 仙台）「3Dプリントの廃材をなんとかしたい編（主に PLA）」

3D プリンタを動かすと必ず出るフィラメントの廃材をもったいないと感じ、廃材をかき集めオー
ブンやアイロンを利用し、新たな素材として利用している。最近はレーザーカッター素材の代用品
としてつくった PLA の板をカットし、アクセサリーにするワークショップなども開催されている。
耐熱性のシリコン型に PLA を詰め込み、そのままオーブンへ入れ熱すと簡単に型通りの形をつく
ることも可能なのだそう。

02　徳島泰氏「リサイクルプラスチック・超小型リサイクル設備」

徳島氏は、フィリピンの道端に捨てられている大量のポリ袋に目を付け、カラフルなポリ袋を何重
にも重ね、プレス機で熱と共に圧力をかけることで独自のレーザーカッター用の素材を生み出すこ
とに成功した。アクリル板が高くて買えないけれども、ゴミを再利用することで通常のアクリル板
以上の魅力ある素材を生み出したのである。徳島氏の場合は、プレス機自体もフィリピンで利用す
るために開発している。



模索

3. 模索
 3.1: Research
  3.1.1: 毛細管現象
  3.1.2: Kit / Substitute / Interior / Interior for Plants / Art etc.

 3.2: SeedBombs

 3.3: 顔型 Seedbombs
 





Soil and Plants TEAM

土や植物に関するプロダクトをリサーチすると、いくつかの
項目に分類できることがわかった。それぞれテーマごとに分
類しつつ、どのようなプロダクトが見つかったのか見せてい
くこととする。1 つ目は、一般的なプランターを取り上げ、
最低限植物を育てる上で重要な項目をまとめる。さまざまな
プランターの水はけについて 2 種類まとめた。

Research
Basic Planter
Water

「水はけ」をよくするには、保水性の高い、粒の小さい砂や
粘土をプランターの上部に配置し、保水性の低い大きい石を
プランターの下部に配置する。それによって、上部でとどま
る時間が長く、植物に吸収されなかった水分は下部に移動し、
水抜き穴から排出される。 
一度に多くの水をあげると根が腐ってしまうため、頻繁に水
やりをしなければいけない。そこで、いい湿度を保ついい方
法がある。「毛細管現象」だ。 

「毛細管現象」は、紐や布などの細い繊維の内部を、水
分が表面張力によって上っていく現象である。その現
象を利用することよって、水に接している紐や布など
は、常に全体が湿っている状態を保つことができるの
で、頻繁に水やりをしなくても、高い湿度を保つこと

できる。

毛細管現象を利用し、見た目は通常のプランターだが、通常と異なる水やり
で、植物を育てることができるプランターもある。布などが下の水に触れて

いて、常に植物の必要な量の水分を供給することができる。

Basic + Special

Basic Planter

Special Planter



How Water Flows

Normal Watering

通常の鉢植えでは、底に粒の大きい小石を、上に粒
の細かい、水はけの良い土を盛る。水が上から供給
されると、水は植物の根に吸収されながら次第に底
へ向かい、吸収されなかった。水分は、小石を伝って、
鉢植えの穴から排出される。一度に大量に水をやる
と、鉢からあふれたり、根が腐ったりしてしまう。

Capillary Phenomenon

一度に大量に水をやれない通常の鉢植え、通常の水
やりに対し、下に水を貯蓄するタンクを設置し、繊
維の細かい布またはクレイを使用して毛細管現象に
よって下から水を吸い上げて供給することによって、
植物の必要とする水分のみを供給することができる。

排水口

布やクレイ



Soil and Plants TEAM

植物を育てるプランターを、Kit にして販売しているものや
鉢のパッケージに遊び心を含ませているものなど、デザイン
の力でオシャレだったりお、おもしろかったりするプラン
ターを集めてみた。

Research
KIT (box,can etc.)



Soil and Plants TEAM

通常園芸店などでう販売されているプランターを用いず、身
の回りにある生活用品の中から適したものをプランターに代
用している例を集めた。すべてが人間それぞれの生活によっ
て用いられるものも様々で、ひとつひとつにアイデアが感じ
られる。ベーシックなプランターを利用しないことで、天井
からぶら下げたり、より空間がオシャレになったりと今まで
では不可能だったことを実現できた例もあった。

Research
Substitute



Soil and Plants TEAM

植物が人間の生活の中でインテリアと化している例を集め
た。代表的なものだと、ゴーヤなどのツル科の植物を使った

「緑のカーテン」である。夏に日陰をつくり、冷房の利用を
抑えるなど人間の生活に良い影響をもたらす。

Research
Interior



Soil and Plants TEAM

土や植物に関するプロダクトをリサーチすると、いくつかの
人間のためのインテリアとは別に、” 植物のために生まれた
インテリア ” も数多く存在している。植物が美しく見えるよ
うな花瓶のようなものから、大量の植物を育てるのに適した
棚方プランターなども存在する。

Research
Interior for Plants



Soil and Plants TEAM

土や植物を利用したアート作品やその他に土の入らない植物
などの特殊なものもこちらに集めた。

Research
ART etc.



Soil and Plants TEAM

実際に seedbomb をつくってみた。材料やレシピ、植える
ところまでまとめてみる。

Make
Seedbombs



Soil and Plants TEAM

Seedbombs Recipe
0. 材料を用意する

【今回使用したもの】
・花用土
・けと土
・花用肥料
・マリーゴールドの種
・早咲きコスモスの種

・園芸シート
・スプーン
・タッパー
・ボウル
・水
・ラップ

１．ボウルに花用土、けと土、花用肥料を５：６：１で入れる。

４．ラップを手に取り、おにぎりを握るような要領で土を
適量取る。

２. スプーンを使い、混ぜ合わせる。

５. 強めに握りつつ、形を整える。

３. 何度かに分けて水を足しつつ、泥だんごを作れるくら
いまで固さをつける。

６. ラップをひらいて、小さく穴をあけ、種を数粒入れる。 ７. 完成！



Soil and Plants TEAM

今度は、顔用 Seedbomb をつくる。どのような流れで製作
したのかを普通の Seedbomb と同じ形式でまとめてみた。
Seedbomb の素材は基本的同じ．

Make
顔 Seedbombs 0. 材料を用意する

【今回使用したもの】
・３D プリンタで造形
した顔
・シリコン
・剥離材
・粘土
・はかり
・割り箸

・使い捨てカップ
・ガムテープ
・工作用紙
・丸い棒
・ストロー
・筆 / スポンジ

１．工作用紙を顔の大きさに合わせて、顔の２倍くらいの
体積が収まるサイズの箱を作る。後でシリコンが漏れない
ように、しっかりとガムテープを巻き付けることが重要で
ある。さらに、ビニール袋を箱の内側に敷くことでシリコ
ンが箱の隅から流れ出すことを防止できるので、必ずビ
ニールを用意すること。

３．今回は両面取りを行うため、片側をすべて粘土でうめ
ておく。重要なぴポイントとして、顔の一番飛び出ている
部分で半分の境目をつくり、完全に半分を粘土で覆う必要
がある。奥まったところでシリコンが固まってしまうと、
型が抜けなくなってしまうためである。さらに、粘土の表
面は境目から箱の壁まで完全に平行で、凹凸はすべて平た
い状態にしなければならない。

４．穴を丸い棒であけ、型に凹凸をつくる。ストローを入
れることで、土を入れたときの空気の逃げ場をつくってお
く。

５．剥離材をシリコンを入れる部分すべてにまんべんなく
塗る．吸い込むと有害なため、屋外でやる。筆を使うと、
粘土に傷ができ、シリコン型に反映されてしまうので、で
きるだけスポンジを用いることが望ましい．または、スプ
レー式の剥離材を利用すると楽になる。

６．シリコンを用意する。シリコンごとに固める方法が異
なるので、説明書を良く読み比率を間違えないことが重要。
必ずはかりを利用する。使い捨てカップの中にシリコンを
比率通り入れ、良く混ぜ合わせる。このとき、しっかり混
ぜきれていないと硬化不良が生じるので、5 分くらいはし
つこく混ぜる。空気を含ませると、気泡が入った型になる
可能性があるため、できるだけ静かに混ぜ合わせる。シリ
コンを流し込むときは、最初紐のように細くシリコンを顔
型にたらしてゆき、顔が見えなくなったら気泡が入らない
ようにゆっくりと流し込んでいく。

２．３D プリンタで造形した顔は髪の部分が深すぎたり、
汚かったりするので、粘土で塞ぐ。これを行うことで、シ
リコン型がキレイに仕上がる上、取り外しの際楽になる。



Soil and Plants TEAM

７．シリコンが固まったら底から粘土を取り出し、固まっ
ている型へ、同様の手順でシリコンを流していく。すべて
硬化が終了後、型を開いてみる。

11. 土を入れていくとき、表面はしっかり固めて、中央を
もっこりさせる。

８．３D プリンタでつくった顔を慎重にとりだす。

12．両面同じように土を盛り、２つを重ね合わせる。この
とき、かなり強く押し付ける。スプーンなどで、入るだけ
土を穴から入れる。

９．普通の Seedbomb をつくる手順で土を用意する。

13．ゆっくりと片面はずしてみる。

10．土が出来上がったら、シリコン型を用意する。

14．キレイに外せたら完成！



Soil and Plants TEAM

Seedbombs

1. けと土・花の土・肥料を 4:4:2 で適量の水を入れて混合す
る。

2. 1 が終わりほど全体的に混ぜた後に、最後に花の種を入れ
混ぜる。

3. 混ぜ終わったら、seedbom の特徴である丸いカタチにど
ろだんごのように固める。

4. 種の種類にも夜が早ければ 2 日後すれば芽がで始める。
seedbom は植える場所は関係なく育つが、外においとくと
より早く楽に成長する。

混ぜ合わせたものをシリコンの型取りをした中に詰め込み、
自分のたちの顔の seedbom が完成する。

1. sense を使って、自分が撮りたい造形物または人をスキャ
ンする。

2. スキャンしたデータを 3D プリンタにて出力する。3D プ
リンタで出力したデータで型取りをしてゆく。

3.3D プリンタで出力した (PLA) をシリコンの中に流し込む。
数時間経つとシリコンで型取りをしてくれるため、 シリコン
にあった素材を使用すれば、いろいろな素材でカタチを造形
することができる。

世界で一つだけの seedbom を作ることができる。頭から芽
が生えているのが、寝癖のようでとても可愛いく愛着が湧い
てしまうほどだ。

花の土
けと土
肥料

マリーゴルド（種）
水（適量）

必要なもの



Soil and Plants TEAM

顔型の seedbomb の完成型。３D プリンタで造形した顔と
比べるとだいぶ輪郭は見えてくる。しかしながら、それ単体
だと顔の陰影なども薄くなり、ただの土の塊に見える点が残
念である。

Make
顔 Seedbombs



Soil and Plants TEAM

今回使用した種の Seedbomb を育てるには２種類方法があ
るため、、鉢植えと庭植えをしてみることにした。鉢植えの
場合、頻繁に水を与えたり日光に当てたりする必要があるた
め、やや育てるのに手間がかかる。庭植えの場合、日が当た
るところへ置いておくだけでその土地に馴染み、順調に育っ
ていくことがわかった。

Make
Seedbombs



設計・開発

4.1.FabKit とは
　　　4.1.1.Fab Kit : ふたつの「つくる」を体験するワークショップ
　　　
　4.2. 現地調査 (Field Work)
 4.2.1. 西千葉工作室
　　　4.2.2.HELLO GARDEN
 4.2.3. 聞き取り調査（Interview）

　4.3. ワークショップ
　　　4.3.1. 西千葉工作室とHelloGarden を繋げる試み
　　　4.3.2. 試作・準備
　　　4.3.3. 実践
  4.3.3.1. ワークショップ実践
  4.3.3.2. 反応・考察
  





Fab Kit: ふたつの「つくる」を体験するワークショップ

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の「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、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。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、HELLO GA RDEN 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、お茶や料理に入れて 「食べる」ことで
完結する。このワークショップを通して、２つの施設の魅力や考え方を知っ
てもらうことで、豊かさやライフスタイルについて考えるきっかけとなるこ
とを目指す。

現社会の仕組みに対して、デジタルファブリケーションと Urban 
Farming は持続可能社会へ転換するための素質を兼ね備えてい
る。人口減少や資源について考えたとき、現在の大量生産・消費
社会はいずれ終わりを迎える。代わりに、マテリアル・フローや
リサイクル、パーソナルなものづくりを可能とする Fab を取り
入れた適量生産・消費社会は未来を明るくする。さらに、食料問
題も深刻で、日本にフォーカスしても食料自給率は先進国の中で
も著しく少ない上、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
やすい解決方法だと言える。

持続可能な社会へふたつの施設をつなぐ、ひとつのワークショップ型Kit

現社会 　>>>>>>>

ニュー社会 　>>>>>>>

低

増

若年層
農業
参入率

食料
自給率

若年層
農業
参入率

食料
自給率

Urban
Farming

大量

適量

生産 消費

生産 消費

FAB



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

デジファブ機材と触れる

自分の手で作り上げていく体験

完成したときの達成感！

プランターは、一枚の紙から展開図を
切り出してつくる。レーザーカッター
の正確な動きで、自分の理想の形を実
現できる。

紙に耐水性をつけるために、UV レジン
でコーティングをしていく作業。均等に
塗るのは難しいけれども、紙がその場で
強くなって行くのは見ていて面白い。

自分の手でつくり、完成させて達成感を
得るのが一番大切なこと。手間をかける
ことで愛着が湧き、自分の手で何かを生
み出す楽しさを身をもって実感できる。

土を入れ、実際に使い始める

種を蒔く

完成！芽が出るのを待とう！

せっかくつくったものを使わないの
はとてももったいないこと。鉄は熱
いうちに打てとは良く言ったもので、
すぐにプランターに命を授ける。

自分の好きなハーブの種を蒔いてみる。
料理に入れるのか，ハーブティーにする
のか、色々考える時間をつくる。自分で
食べるとしたら、どういう種を蒔く？

芽が出るまでは辛抱。植物を育てることは、面倒
だと感じる人は多いけれども、昔は人間の基本的
な仕事だった。今それをしていないのはなんでだ
ろう…？　小さな疑問に繋がって行く。



Field Work: 西千葉工作室

トンネル図書館

■西千葉工作室でできること■MAP

■内観

千葉大学

西千葉駅

みどり台駅

HELLO GARDEN

西千葉工作室

工作の道具が壁に
引っ掛けられてい
る。誰が使ってもど
こに戻すか一目瞭然

レーザーカッター

工作室の使い方など

作品や本がぎっしり詰
まった棚。なにがつくれ
るのかがわかる。ものづ
くりの本中心。アクリル
素材も置いてある。

明るい入口
窓から光が差し込む。
中の様子も見えるので
入りやすい。

モノづくりだけでなく
様々な分野の本が詰まっ
ている。興味があればい
くらでも知識を得ること
ができる。新聞も置いて
いる。

3Dプリンタも常備



Field Work:Urban Farming

公園

Hello Garden / 西千葉工作室

千葉県西千葉市に位置する、UrbanFarming 施設である「Hello Garden」とデジタルファブリケーション施設である「西千葉工作室」。
二つの特色を持った施設が徒歩 5分圏内にあるのは日本でも珍しい。先学期から開始した田中浩也研究室のプロジェクトのひとつであ
る「農業× Fab」は、実際にデジタルファブリケーションを、Urbanfarming 施設に応用できないかを探求中であり、関連研究としてフィー
ルドワークをすることで、どのように Fab を利用できるのかを探ってきた。

MENBER

Emu Masuyama
Tomohiro Yasui
Hiroyuki Tachikawa
Sora Okamoto
Kenji Sato
Rafael Chen



落ち葉をまとめて腐葉
土を作っている。

シンクはそのままのものを使用。

穴の開いたプランターを使ったコ
ンポスト。

まとめて置いているプラ
ンター。

書籍も貸し出ししている。 服をかけるためのハンガー

バチカ　チェリー  白トウモロコシ

西山芽衣さん
（株式会社マイキー）
「自分たちでやってみる」を軸
に HELLO　GARDEN の運営
を初めて３年。

関わる人が増える半面反面、出て聞くいく
人もいる。気軽に参加できる人数というも
のがある。モノを一緒に作る（らない？）
と呼びかける体裁で、聞いてみて、じぶん
たちで作ってみる。個人の寄付金のみで運
営されている。懐古主義に見えるのが悩み。
暮らしは困っていない土地である。

農園について
専門家が知識が必要なタイミングで来るス
タイルとして、手入れの日にWSを催すこ
とにしている。
醤油を作る。やってみることで失敗も成功
も見つける。ベルリンスタイル（日々手入
れするシステムだと、長続きしない）

そのほか
「みんな農園」「ソラシティ」関わる人のタ
イプによる。

 



Sora Okamoto's Project

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。

Interview @ Field work
Hello Garden × FAB KIT

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、

『Hello garden』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。



Sora Okamoto's Project

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。

Forcus
How Do You Make Original Planter?

マテリアルの再利用候補

Step :1



Sora Okamoto's Project

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

Forcus
How Do You Make Original Planter?

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。

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。 

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
パック回収週とさせてもらった。

Forcus

Step :3

How Do You Make Original Planter?

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置いて
おくとある程度固定されて釘が打ちやすく
なる。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 分もあれば良い感じに固定さ
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。



Sora Okamoto's Project

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

Forcus
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、紙を立体に立ち
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、Hello Garden 内を彩る装飾に繋がればいいなと
考えている。



Sora Okamoto's Project

Step :5

紙すきをしてみよう

Forcus
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である 2 次元のおける紙すきを行った。

1 ) 牛乳パックを水につける
フィルムをはがしやすくするため、2~3 日
紙パックを水につけておく。

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。時短。

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

Forcus
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させ乾かすと、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

Forcus
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

Forcus
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

Forcus
How Do You Make Original Planter?

「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。

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

アイデアスケッチ

Forcus
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
法を知ったため、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。 

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
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ここからは実践編に入る。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。

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。

Work Shop
FAB KIT

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



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
1．デジタルファブリケーション（以下デジファブ）の魅力は、楽・早い・
きれいにモノがつくれることである。視覚的にすごさを感じられる
ため、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。しかしながら、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。

2．レジンの使用量が予定よりも多かった。ものづくりに高い頻度で
触れている人や器用な人にとっては、均等に塗るのは簡単だけれど
も、今回の用につやつやになるまで塗らなければならないと勘違い
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。レジンを用いるため、常設ワークショップ
にするには、原価が高すぎてしまう。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 つ作ってもらったけれども、
現状レジンの必要量が多すぎて常設にするには現実的ではない。

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。

3．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。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。そうすることで
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。

4．子供たちにとっては 2 時間だけでも長い。ワークショップの時間を
もう少し短くする必要がある。



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
1. 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。今回はそれだけで終わらせてしまったから、みんなプランター
をつくってもハーブを育てていけ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の選択肢となることを伝えるべき。

2. 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。

3．最初だったため，ファシリテーター（岡本）の知識がなく、説明がきちん
としきれない部分があった。Urban Farming もワークショップに組み入れるな
ら２つの分野どちらの知識もなければならない。
→それを見越してテキストをつくっていた。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。

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

5．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、学んでいる漢字の範囲が狭い。

6．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。しつこく参加したいという意思表示
があったとしても、参加させられるわけではないし、かといって邪
険にするわけにもいかない。

7．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。



第一回ワークショップアンケート（前半・後半）より

考察

前半
アンケートをつくる
目的・ゴール・目標・ターゲットを明確化し、どういう質問をするのかを考える。
［目的］
 ・常設ワークショップにする
 ・Kit としてまとめる
 ・ファシリテーターが居なくても体験できる
［ゴール］
 ・スムーズな流れで行えるWSにまとめ、Kit として成り立たせる
［目標］
 ・楽しんでもらう
 ・Hello Garden と西千葉工作室のことを知ってもらう
 ・ワークショップでつくったものを気に入ってもらう
 ・また施設を利用してもらう
 ・工作と植物を育てることに興味をもってもらう
 ・他に自分がつくりたいと思うものを知る
［ターゲット］
・大人（親）/こども（→質問数を少なく、手書きで親しみやすくした。）

反応

親子①：ワークショップの様子 /成果物

親子②：ワークショップの様子 /成果物

アンケートを実際に取ったけれども、顔の見えるところにファシリテーターがいる
ことで「楽しかったですか？」という質問に対しては「楽しかったです /はい」と答
えてくれることが多く、実際心の奥底で感じている意見をどうしたら吸い取れるの
かという点でかなり悩んだ。必ずしも本音を言ってくれるわけではないことは明白
だったため、質問の仕方を工夫するなどの対応はしたけれども、やはりワークショッ
プ最中の様子が最も本音に近い。子どもたちは、レジンをプランターに塗る作業な
ど単調な作業が１～２時間続くと疲れてしまい、集中力が途切れてしまう。忙しい
大人は、２回目のワークショップに足を運ぶのが大変で、なかなか日程を確保でき
ないなどの弊害があった。また、アンケートをつくる際に，子どもたちに合わせて
手書きのものをつくったけれども、今回の参加者が小学２年生だったため、ルビを
振らなければわからない、という事態にも遭遇した。他にも，二日間やることによっ
て、参加者の方と仲良くなることはできたため、２度目のアンケートはより親切に
詳しく意見を書いていただける、ということもあったので、１日で完結しないワー
クショップの良いところも発見することができた。



左：DAY 1 / 西千葉工作室 右：DAY２/HELLO GARDEN

□子ども □大人



設計・開発Ⅱ
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1 回目のワークショップ（夏休み中）

2回目のワークショップ（11月下旬）→2日間から 1日で収まる状態に変更→人が集まらず挫折

３回目のワークショップ（12月下旬）→2時間程度におさまる状態に変更

時間の話
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ワークショップという形をとるに当たって、時間と集客の
問題には必ず打ち当たる。今回も、第一回目のワークショッ
プである紙すきを含めたプランターづくりでは、“紙を乾か
す” 必要があったため 1 週間のブランクを空けて、2 週に
渡りワークショップを行った。しかしながら、それを前提
に集客をしようとすると、土日に 2 回集まるということに
対して敷居が高いという印象をもたれた。一回目のワーク
ショップでは、参加者の方からも 2 週に渡ることが最も参
加する前のネックとなっていたことを知り、次回は 1 日に
まとめたワークショップを行うことを決めた。しかしなが
ら、夏休みが終わってしまったことなどが起因してか、1
日にまとめても参加者が集まることがなかった。この時点
で、コンテンツに魅力が足りないという結論に至ったため、

新たに魅力的な中身を生み出すべく見直す機会をつくっ
た。参加する時間を短縮することで敷居の高さを減らし、
ワークショップに参加できる人を増やすことはぶらさず
に。とはいえ、Urbanfarming の中心軸である農業は 1
年周期の長い時間がかかるものである。それを広めよう
としているのに、“現代の社会人のリズムに合わせすぎな
のではないか？” という見方もできる。社会の時間に合
わせていては一向に都市農業人口は増えない上に、むし
ろそんな忙しい人は農業なんてできないだろう。コンテ
ンツの中身を充実させると時間がかかり、時間を短縮す
ると非日常体験は減少してしまう。ワークショップを組
み立てるときどちらを優先するかを場合によって見極め
ていく必要があることを実感した。



ハーブソルトづくり体験

HERBest づくり体験

HERBest Workshop

ハーブソルト保存容器

8-10-12

牛乳パックをドロドロのパ
ルプにして染料で着色した
紙。レーザーカッターでカッ
トし、誰でも簡単にペーパー
フラワーを短時間で製作で
きるようになった。

牛乳パックの底部分を
5.5cmで切り取り、そこに
上質紙を貼ることで丈夫な
貼り箱をつくった。

プラスチック板（0.4mm）
を熱加工して曲げ、透明な
土台をつくった。スライド
式のフタになっている。

HERBest とは、ワークショップの中で製作するボックスの
ことである。今回企画したワークショップも 2 つの施設を
行き来する構成となっている。

01　HELLO GARDEN でハーブソルトづくり体験をする。
ハーブソルトをつくるときに保存容器をもらうことができ、
さらにハーブの種ももらうことができる。

02 西千葉工作室では保存容器がぴったり入る箱を製作でき
る。大切な人に贈るためのプレゼント用のボックスで、牛
乳パックが原料でつくられている。

03 この箱はプランターにも変身する。牛乳パックでできて
いるため、防水性があり、水耕栽培が可能になっている。

以上を踏まえて
HERB ：あなたのハーブが
Best ：大切な人の生活をベストに導く
＝HERBest （ハーベスト）　収穫できる /結果になる
という意味合いをこめている。

今回は、２つの施設の相互利用を促すというテーマに加
え、大切な人へ「贈る」気持ちを形にすることを付け加
えた。体験者自身にもデジタルファブリケーション技術
を使うと、自分でもこんなものが作れるのか！という驚
きを感じてもらうことを目標としており、いかに簡単で
美しく人に贈りたくなるようなものを作れるかというこ
とも大切なポイントとして考えている。



ポータブルヒートプレス機

電源

温度センサー たこ足タップ

温度調節機

シリコンラバーヒーター

ベニヤ板
アルミ板

シリコンラバーヒーター

アルミ板 5mm

セラミックワッシャー

耐熱両面シート
（ポリミドヒート）

ベニヤ板

ネジ止め

使用方法

01　電源を入れ、温度を調節機でセットする
02　温度センサーをシリコンラバーヒーターに　　あて、
セットした温度になるまで待つ　
03　希望の温度になったら、クッキーングシー　　トで紙
すきした紙を挟み、プレス機を重ね合　　わせる。
04　時間を計る
05　湯気が出なくなるまで待機する。必要があ　　ればプ
レスする

注意点
・ベニヤ板に出ているネジ止めは絶対に触らない。やけど
の危険性有り。
・温度センサーは常にラバーにあて続ける。外れてしまう
と空気の温度を読んでしまい、ラバーの温度が上がりすぎ
る危険性がある。

02

03

05

　紙すきした牛乳パック紙をワークショップに用いると
き、２つの問題にぶつかった。一つは、水分を乾かすた
めに、ある程度の時間が必要になってくることである。
ワークショップで紙すきを体験してもらうことを組み込
むとすれば、数分で乾かせなければ１日では納まらない
ワークショップにしなければならない。そうなると1度、
２週に渡りワークショップを実施したものの、集客に結
びつけることがかなり難しくなり、体験者が少なくなっ
てしまうことが発覚している。
　もう一つ、レーザーカッターで牛乳パック紙をカット
するとき問題となるのが、自然乾燥させた際の紙のうね
りである。レーザーカッターはレーザーの照射位置を正
確に設定することでしっかり切りきることや理想の強さ
で彫刻することが可能になる。今回はカットのみの利用
だけれども、うねりがあることによって、切りきれる部
分と完全には切れず、あとでカッターでちまちまと切れ

込みを入れなければならない部分が共存する頻度が高
かった。そこで、SFC 博士課程の徳島泰さんが製作し
た「ポータブルヒートプレス機」をお借りし、紙を乾か
す時間短縮及び紙のうねりの改善に挑戦した。
　「ポータブルヒートプレス機」はかなりの高温にでき
る上に 1 度単位で調節可能である。アルミ板とベニヤ板
で挟み込むため、プレス機能は人力でやる必要があるけ
れども、機材の重さのみで紙をプレスするには十分な圧
力がかかる。結果として、どちらの問題も一度に解決す
ることができた。さらに、1 度自然乾燥してしまったひ
どく歪んだ牛乳パック紙も、もう一度軽く濡らしプレス
機にかけることで美しい表面に直すことができた。
　ただし、唯一注意しなくてはならない事項としては、
熱しすぎた際の “こげ” である。染料が反応してか、
160℃で 5 分以上加熱すると焦げのような色の変化が見
られた。



目視量

℃
100 120 140 160

こげ

こげない

乾かない

※時間は７分

効果最適な時間

自然乾燥させた牛乳パック紙

グラフ１ グラフ２

160℃で 5分以上熱したときの “こげ”

プレス機利用の牛乳パック紙

牛乳パック紙をプレスすることで、最もレーザーカッター
を使う上で弊害となっていた紙のゆがみを劇的に改善させ
ることに成功した。左が自然乾燥させた牛乳パック紙で、
右がプレス機を利用したあとの牛乳パック紙である。今ま
ではマスキングテープで押さえ込んでレーザーを当ててい
たのだけれども、ヒートプレス機能を導入することで、細
かい切り絵の表現や、かなり目立っていたレーザカッター
のこげあとを最小限に抑えられる可能性もでてきた。今後
は，より美しい紙の表現に集中したい。

牛乳パック紙を乾かすために最適な温度・時間
を計るために、100℃から 160℃までを 20℃ず
つあげて、4 回計測した。時間は７分、水分量
はほとんど変化はない。基本的には目視・触手
確認で、水分が抜けきらず乾ききらなかった場
合は「乾かない」、乾いているけれども紙自体の
表面に茶色く変色する部分がある場合は「こげ」
に分類した。
　結果的には、140℃で 10 分程度加熱すると完
全に乾ききり、表面に問題もなく取り出せるこ
とがわかった。160℃では焦げが出る恐れがあり、
140℃を下回ると、かなり長い時間水分の蒸発が
起こっているため、なかなか乾かないことがわ
かった。



牛乳パックプランターでハーブを育てる

　牛乳パックの底を利用したプランター
は、防水性であることや家庭ですぐに栽
培をはじめられることを考慮し、水耕栽
培を選んだ。水耕栽培とは、土を使わず
水で植物を栽培する方法のことである。
土を用意したり、肥料の専門的なことを
考える必要がなく始めやすいため、初心
者に優しい栽培方法である。すぐに家庭
で育て始めることができるように、取扱
説明書、ハーブの種、発芽の土台となる
スポンジと水には養分がないことを考慮
し、水溶性の養分「微粉ハイポネックス」
を添付する。
　今回は種から発芽させるため、まずは
湿らせたスポンジの上に種を蒔く。この
状態のときには、太陽光も養分も必要な

好みのハーブの種

微粉ハイポネックススポンジ

スポンジ全体がしめる程度の水

55mm：牛乳パックプランター

31mm：スポンジ

約 15～20mm：水分量

発芽まで

55mm：牛乳パックプランター

31mm：スポンジ

約 25~30mm：水分量

発芽したら

いのだけれども、必ず湿らせておかなけ
ればならない。しかしながら、種全てが
水に入っていると腐ってしまうため、湿
らせたスポンジの上で栽培し始める。　
発芽したら、徐々に芽を大きくしていく
ために、太陽光が良く当たる風通しの良
いところに置いておく。このとき、スポ
ンジは継続して湿らせておく必要があ
り、吸い込ませる水分には「微粉ハイポ
ネックス」を適量溶かしておく。この水
は１週間に 1 度変えれば良いので、成
長を見守りながらゆっくりと育てていく
ことが可能である。

水耕栽培では、1000 倍液（1ｇの計量スプー
ンに水 1L）を 1 週間に 1 回与える。一週間
ごとにすべての液を廃棄し、新しい 1000 倍
液と入れ替える。牛乳パックプランターには
120ml～240ml の水を入れることになるた
め、0.12g～0.24g のハイポネックスを溶か
す必要がある。
マドラースプーンすりきり１杯程度である。

スポンジは、水分を吸収しやすく発芽の土台として適し
た素材である。世の中には様々なスポンジが存在するけ
れども、一般的な皿洗い用のものを利用するのが良い。
激落ちくんなどの汚れ落としに特化したものは、水分を
吸収したあと張りがなくなりしぼんでしまうことが確認
されているため、奨励されていない。

スポンジに切れ込みをいれる。

指で曲げるたときにこのような形になるようにする。

個包装

マドラースプーン
すり切り一杯程度



自分でラボをつくる意味
 HERBest を利用したワークショップを再度 12 月 1 月中に実施予定だっ
たけれども、西千葉工作室に打診したところワークショップの場所や時間
の確保ができないという理由から実施ができなくなってしまった。フィー
ルドがあるということは、自由にその場を使えるわけではない。管理者が
いて、相手の事情もあることを忘れてはならない。今回のように相手の事
情によって、実現不可能となる場合もある。ワークショップの準備や実験・
検証をしっかり行い、実現可能性が高かった分、悔しさも一入だけれども、
外の世界で活動する場合には、このような状況を作ってしまうこともある
ことを知ることができた。

 大学から飛び出して活動したことで、社会の一筋縄ではいかないところ
を垣間見るという経験をした。学生という身分は有効活用できるところも
多々あるのだけれども、限られた時間と場所での活動が求められやすい。
そこに不自由さを感じたとき、最終的には「自分でラボをつくること」が
最も自由に実験や研究ができる環境を得られる解決策である、というとこ
ろに行き着いた。ラボを運営している多くの人々は、どのようなモチベー
ションでラボつくり、維持し続けているのか疑問だったけれども、自分の
行動が誰にも左右されることがないということが大きいのだと考えられ
る。もちろん、簡単にラボをつくることはできないだろう。しかし、大学
卒業後は自由に自分の人生を生きていけるのである。このプロジェクトを
通して、「自分のラボをつくる」という道を意識するきっかけとなった。



結論・展望





結論 :

■学生であることをやめる

フィールドは学校ではないということを忘れてはなら
ない。相手にするのは教員ではない。当たり前のこと
だけれども、学生の取り組みに協力的だったりサポー
トをしていただけるとなるとそれを忘れてしまうこと
が多い。たとえ学生という肩書きがあったとしても、
それにあぐらをかいていては絶対に失敗する。外に出
て行動するときには、完全に学生だということをやめ、
自分を一社会人だと考えて行動するべきである。

■相手へのメリットを明確にする

　さらに、その上で重要になってくるのは、必ず相手
に確実にメリットを明確に提示しなければならないと
いうことである。金銭的にでも、実績的にでもどのよ
うなものでも構わないけれども，相手が欲しがってい
るものを見極める力が重要だ。そして、相手が受けら
れるメリットは、継続して提示し続けなければならな
い。相手は社会人で、忙しい日々を過ごしている上に、
様々な事情が交錯する。最後まで責任を持ってもらえ

ユーザー /フィールドとの関わり方
るとも限らず、ひどい場合は最後の最後で断られる可能性
だって確実に存在している。メリットを見極めるためには、
事前に利用するフィールドをかなり入念に調べておく必要
がある。フィールドワークをして、その場の特色や周辺地
域との関係性まで知る必要があるし、フィールドの管理者
である人物についても知っておく必要がある。それをイン
プットしておくことで、ワークショップのターゲットや構
想を練りやすくなる上に、予期せぬ問題が生じたとしても
事態の把握をしやすくなると考えていい。また、同じよう
な施設を何個か知っておくこともかなり重要である。その
施設で最後に実施できなかったら？ 大問題である。他の場
所とも事前に連携をとり、汎用性のあるワークショップや
他の場でも応用できるコンテンツをつくることを念頭に置
いておくべきである。
　今回、HELLOGARDEN と西千葉工作室で夏から何度か
実践させていただいたけれども、最後の最後でワーク
ショップの実施を断念しなければならなくなってしまっ
た。西千葉は千葉大学が付近にあることで学生の街として
知られている。卒業製作の期間には、グラフィック学科や
建築学科の作業場として西千葉工作室が活用されているそ
うだ。そのため、毎年１月２月中はワークショップの時間

だけでなく、場所も確保することができない状態である
という。「もっと早くにワークショップをさせてもらう
べきだった」「コミュニケーションをもっと取るべきだっ
た」という意見はあるかもしれないけれども、自分の納
得できるアイデアがいつ湧き出てくるのかはわからない
し、事前にどのような問題があるのかを想定するのは難
しい上、相手は尋ねなければ教えてくれることもない。

■問題発見・解決が相手を不快にさせることもある

　また、もう一つ考えなければならないこととして、相
手が抱えているフィールドで「私がその問題を解決しま
すよ！」と言ったところで、現状動いていない案件は相
手にとって必須ではないということである。今すぐに解
決する必要もないと考えられている場合も多い。また、
" 問題発見” というのは皮肉なもので、「この場には問題
があります！」と指摘することは、相手にとって失礼に
なる場合があるということを忘れてはならない。その場
を管理する人がいる場合、いかに盛り上げていこうか、
どのように工夫したらもっとよい場所になるのかと常日
頃から多くの熱量をもって考えている。相手が求めるも

のと自分が求めるものが同じ方向を見ていて、
Win-Win になれば実現するチャンスがやってくるかも
しれない。しかしながら、その状態になり得るのかよ
く考えなければ、その人が毎日のように必死で考えて
いる努力に横から水を差すことになる。その場合、自
分がよかれとやったことが相手にとってはただの邪魔
であったり、迷惑だと感じる場合もあるのである。
　私が見つけ出した問題としては『デジタルファブリ
ケーション施設とアーバンファーミング施設の相互利
用がされていない』ということだったけれども、今後
ふたつの施設が生まれてきたときにどのように相互利
用していけるか、ということを実践して試そうとして
いた。フィールドワークを通して、管理者の方から聞
いた悩みをそのまま問題解決のテーマとして扱ってき
たけれども、その問題が相手にとっては現状改善必須
の取り組みというわけではなかったことが考えられる。
相手に対して、いかにこの取り組みにどういうメリッ
トがあるのか、というのをきちんと提示できなかった
のも最後にワークショップを実現できなかった一つの
理由であると考える。

◆外に出て活動する上で忘れてはいけないポイント

①学生であることをやめる

②ユーザーやフィールドへのメリットを明確にする

③問題発見・解決が相手を不快にさせることもある



今後の日本社会を持続可能にしていくためには、大量生
産・大量消費社会から、地産地消の適量生産・適量消費
社会へ、流れを変えていかなければならない。その生き
方へスムーズに移行していくために「FAB」や「都市農業」
をライフスタイルに組み込んでいくことは効果的であ
る。しかしながら、現状ではその存在を知らない人が大
多数であり、活動や場所の地名度を上げていくことこそ
がまずはじめに重要なことである。
　今回のコンテンツの最大の目標は、ワークショップを
通じて 1 人でも多くの人に現在と未来の日本に関わる問
題を知ってもらい、その解決策について考え始めるきっ
かけになることである。『HERBest』は、「FAB」も「都
市農業」も一度に体験することができ、自分の生活や自
分の大切な人の生活の中でどのように使っていけるのか
を知ってもらうことができる。今後、着実に体験者を増
やし、西千葉のみならず日本全国へ広がってゆくことで
多くの人の生活に緑が芽生えはじめることを思い描いて
いる。
『HERBest』にたどり着くまで、軸としておいておいた
のが” ファシリテーターが居なくてもワークショップと

して成り立つ状態を目指す” ということだった。筆者自身が
今まではワークショップを行う上でファシリテーターを行い、
ワークショップを進めていたけれども手を離れたときにも全
く同じものをつくることができることが最大のミッション
だった。デジタルファブリケーション施設とアーバンファー
ミング施設が共存する場所が今はまだ少ないため、実際に検
証することができないけれども、いずれ二つのカルチャーが
日本に浸透してきたとき、このワークショップがその場と人々
を繋ぐ、はじめの一歩となる体験が行われることが理想であ
る。
　さらに、ただハーブを育てて終わることなく、自分で食料
を育てて実際に食べるところまでを実践し、人生の中に食料
を育てることが当たり前の習慣となり、根付いて行くことが
できたとき、このワークショップは完成するともいえる。都
市農業とは、ただコミュニティとしての市民農園を指すわけ
ではなく、都市の中の住居空間、さらに言えばキッチンやベ
ランダで小さなハーブを育てていることもひとつの都市農業
の形である。そのような小さな取り組みから、ライフスタイ
ルに” 農業” が組み込まれたとき、今後の日本は持続可能な
社会への扉を開くはずである。

展望
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“卒業研究って自由研究じゃないの？”
　「私のやってることは卒論ぽくないかもしれない…」と言っ
たとき、田中先生がさらっと言った言葉である。SFC ではむし
ろ自分のやっていることを研究として世に発信してほしいと考
えていて、研究というものが楽しいことを忘れてはいけないと
言われた。なぜか SFC 生の中には、「研究が好きじゃないから
大学院には進まず、就職するんだ」というような発言が毎年飛
び交うくらい、研究を楽しんではいけないのだという風潮があ
る。真面目なテーマじゃなきゃいけない、自分の好きなように
決めちゃいけない、どこか誰かの目を気にしたような考え方を
してしまっている。しかし、私が SFC に入学したのは他でも
なく、そういう自分らしさを押し殺す考え方をせず、自らの情
熱に沿って学ぶ学生が多いと聞いたからだった。もちろん楽し
いことだけじゃないけれども、それを乗り越えることすら楽し
いのだと思えるようなテーマを探求できる場所を求めていた。
　それを踏まえると、自分の大学での集大成を迎える場所が田
中浩也研究室でよかったなと心から思える。学生たちがいつの
まにか信じ込んでいる固執した考え方を一言で壊してくれる瞬
間というのが今までにも何度かあったし、それはとても貴重な

ことだったと思うからだ。
　田中研にいた先輩たちの姿勢にも色濃く影響を受けた。
自分をぶらさず、やりたいこと・つくりたいものを突き詰
めていくタフな生き方には圧倒されたが、とても良い刺激
を受けた。先輩だけでなく、同期や後輩にも度々元気づけ
られた。共に多くのアイデアをグロッキーになりながらも
絞り出し、作業が間に合わないときは一緒に夜を明かした。
まさに私の青春だ。
　大学時代は人生の夏休みだと良く聞く。確かに SFC の 4
年間は本当に楽しいことの連続だった。勉強という勉強は
好きになれなかったけれども、“学ぶ” ことの楽しさの本質
を知ることができたと感じている。SFC を知ったときから
私が見聞きした全てのことが学びで、多くの出会いや経験
に感謝している。何不自由ない環境を与えてくれた家族に
は、最大限の感謝をしたい。

　ちなみに私は卒業しても大学時代を夏休みとして考える
つもりはない。
人生すべてで自由研究を続ける所存である。

2017 年 1月 22 日
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 8.1.Actor Network Theory





今期より田中研内ではActor Network Theoryが取り上げられる
ようになった。モノを簡単につくれるようになってきたけれども、そ
のモノを評価する枠組みが従来のままだとFABは正しくその意味
が世の中に伝わっていかないのではないかという田中先生の考
えから始まったものである。
”従来の価値観・従来の評価手法”
[A] デザイン ------ Utility (使いやすさ、便利)
[B] アート ----- Aestetics (審美性、メッセージ性、Speculative) 
[C] ビジネス ------- 売れそうかどうか
Fabは、モノがどのように社会の中で影響をもたらすのかを評価
に含めるべきで、それはANTで評価できるのではないだろうか。

今期の田中研のゴールは「使われるものをつくる」だった。私たち
は実際に自分のプロダクトを用いたANTを描いてみて、いかに
ANTを豊かにできるかを考え始めた。ポイントとしては、自分のつ
くったモノをユーザーが使い始めたとしても、ユーザーはそれ以
外のモノも使うため、他のモノとの連携までも網羅的に考える必
要がある。中心に自分のつくったモノを置いてANTを考えるので
はなく、使ってくれるコミュニティの中での動きを調べた上で自分
のモノを配置する必要がある。

Actor Network Theory
付録：



【問題化】どのようなコンテンツならば2つの施設を相互に実際に利用してもらえるか　ー【利害関心化】Hello Garden・西千葉工作室の相互利用者を増やす

Urban Farming

西千葉工作室

デジタルファブリケーション

HELLO GARDEN

ハーブソルトづくり

牛乳パック

紙すき

プレゼントボックス

水耕栽培
微粉ハイポネックス

牛乳パックプランターづくり

マテリアル・フロー
体験

乾燥ハーブ 

塩 

保存容器

利用者

友人・家族

スポンジ

贈る

レーザーカッター体験
ペーパーフラワーづくり

食べる

継続して育てる

西千葉工作室を紹介する

体験

ものづくり体験

廃棄

実感

取扱説明書
入れる

簡単な作業

見えない部分

肝
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	【直し】fabkitアンケート卒プロ
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