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２０世紀のものづくりが残した課題

大量生産・大量消費・大量破棄

「つくる人」と「つかう人」の極端な分断



20世紀 から 21世紀へ

MASS PRODUCTION    ->   PERSONAL(SOCIAL) PRODUCTION
企業による大量生産 個人による適量生産

CONSUMARISM  ->  MAKERISM
消費の楽しさ 創ることの楽しさ

EXCLUSIVE   ->  INCLUSIVE
排他的 包摂的

CLOSED LICENSE  ->  OPEN SOURCE
囲われたライセンス オープンなライセンス

DESIGN from SCRATCH   ->  DESIGN AS RE-DESIGN
無からのデザイン すでにあるもののリデザイン



工作機械

レーザーカッター
ミリングマシン

デジタル・メディア

パーソナル・コンピュータ
ワープロミリングマシン

旋盤
フライス盤
木工・金工
3Dプリンタ(RP)

ワープロ
シンセサイザー
ビデオデッキ
グラフィックソフト
デジタルカメラ
3Dプリンタ



メイカームーブメント と ファブラボ

新しい産業革命が始まる(製造業) 新しい情報文化が始まる(IT)



慶応大学SFC

ものづくり工房 (工房) メディアセンター （図書館)



3Dプリンターは「工作機械」ではなく「メディア」の仲間

慶應義塾大学SFC メディアセンター











超局所的な状況に超局所的な状況に超局所的な状況に超局所的な状況に適合適合適合適合 ＝＝＝＝ 超個別化一品生産超個別化一品生産超個別化一品生産超個別化一品生産
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自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現自分らしさの表現
カスタマイズカスタマイズカスタマイズカスタマイズ





自分で行う修理自分で行う修理自分で行う修理自分で行う修理

2014/3/23



発想・創造ツール 試作ツール 製造・生産ツール

Creative Machine                        Rapid Prototyping                      Additive Manufacturing

家庭・学校 町工場 工場

高度化＝金型が不要になる !？民主化＝自己充足・達成・革新的な社会！

発想・創造ツール 試作ツール 製造・生産ツール

同じ３Ｄデータでスケーラブルに繋がる

ネット上でさまざまな情報交換、共有が始まる

ITと製造技術の融合
デザインと製造技術の融合

(=Social Fabric)



対話的発想ツールとしての3Dプリンタ対話的発想ツールとしての3Dプリンタ
(ディスプレイと融合)





3Dプリンタ市場予測
- 毎年20％の成長
- 2021年までに108億ドル（ゴールドマンサックス）
- 2025年MAX60兆円を予測、製品全体の30%-50%は

消費者 自ら3Dプリントの可能性がある（マッキンゼー）

3Dプリンタでうまれる家庭生活3Dプリンタでうまれる家庭生活
- 自家3Dプリントが家あたり毎年2,000ドルの節約になる
（ミシガン工科大学）

米国の政策
- 教育・・・米国内教育機関1000施設に３Dプリンタを設置
- 産業・・・大統領演説で３Dプリンタに言及、積層造形に注力、

製造業ハブ拠点立ち上げを宣言



メインフレーム

コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ ファブリケータファブリケータファブリケータファブリケータ

ファクトリー

専門家の利用専門家の利用専門家の利用専門家の利用
（計算機（計算機（計算機（計算機））））

専門家の利用専門家の利用専門家の利用専門家の利用
（工作機（工作機（工作機（工作機））））

パーソナルコンピュータ

マルチメディア教室

パーソナルファブリケータ

ファブラボ

一般ユーザの利用一般ユーザの利用一般ユーザの利用一般ユーザの利用
（メディア）（メディア）（メディア）（メディア）

一般ユーザの利用一般ユーザの利用一般ユーザの利用一般ユーザの利用
（メディア）（メディア）（メディア）（メディア）



FabLab: ネットワーク化された地域の市民実験工房
Open Lab for everyone to make (almost) anything with digital fabrication technologies



デジタルファブリケーション技術

3D プリンタ ペーパーカッター 小型ミリングマシン

大型ミリングマシン レーザーカッター 小型マイコンボード

デジタル刺繍ミシン ３Ｄスキャナ 個人用ロボットアーム



電子工作ツール一式



60 Countries, 250 FabLabs





２０世紀は、ひとつのまちにひとつの図書館図書館図書館図書館をつくった時代

「「「「文字文字文字文字のののの読読読読みみみみ書書書書きききき」」」」が万人に求められるリテラシーだった



２１世紀は、ひとつのまちにひとつのファブラボファブラボファブラボファブラボをつくる時代

「「「「地域地域地域地域のののの問題問題問題問題をををを地域地域地域地域でででで解決解決解決解決するものづくりするものづくりするものづくりするものづくり」」」」
が誰にでも必要なリテラシーになる



The goal of the network will be to establish at least one Fab Lab for every 700,000 people



新産業

職業訓練

問題解決

教育

動機付け



ファブラボ鎌倉 ファブラボつくば
(2011-)                                                                                 T                     (2011-)

ファブラボ渋谷 ファブラボ北加賀屋(大阪)
(2012-) (2012-)

ファブラボ仙台 ファブラボ関内（横浜）
(2013-)                                                                                               (2013-)



ファブラボ鎌倉







職人×デジタルファブリケーション×学生



ファブラボは「工房のネットワーク」、オープンデザインの実践Glocal Collaboration



Vigyan Ashram 
Fab Lab
Pabal/Pune
India



FabLab(s) in India
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$100  ウェザーデータロガー 超音波を発信して野犬を撃退する装置

人力発電機 ソーラークッカー



FabFi



適量生産適量生産適量生産適量生産・・・・変量生産変量生産変量生産変量生産



Smart City: 横浜とバルセロナ横浜とバルセロナ横浜とバルセロナ横浜とバルセロナ
“市民参加型スマートシティ市民参加型スマートシティ市民参加型スマートシティ市民参加型スマートシティ”協力に関する覚書

























大量生産
マスプロダクトマスプロダクト



大量生産
マスプロダクトマスプロダクト

１個からでも可能な少量生産プロダクト



モ
ノ
の
需
要

大量生産のマスプロダクト

需
要

モノの種類

1個からでもつくれる少量プロダクト



3Dプリンタをつくる3Dプリンタをつくる



３次元プリンタで３次元プリンタをつくる

自己複製／自己修復型3Dプリンタ
“RepRap” Adrian Bowyer, the University of Bath



学生ひとりひとつずつ、オープンソース３Ｄプリンタを”つくる“授業



超高速

超高精度超高精度

360度周りから囲める
1m





新しい「白物家電」になりうる新しい「白物家電」になりうる新しい「白物家電」になりうる新しい「白物家電」になりうる
清潔感溢れるデザイン清潔感溢れるデザイン清潔感溢れるデザイン清潔感溢れるデザイン

日本のキッチンにもフィットするサイズ、デザインの「キッチン3Dプリンター」
(慶應義塾大学)



あかちゃんあかちゃんあかちゃんあかちゃんがががが口口口口にににに入入入入れてもれてもれてもれても安全安全安全安全なおもちゃなおもちゃなおもちゃなおもちゃ

環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした素材素材素材素材としてのとしてのとしてのとしての活用活用活用活用

食品食品食品食品のプリントアウトのプリントアウトのプリントアウトのプリントアウト（（（（グミグミグミグミ））））

食食食食べられるべられるべられるべられる箸箸箸箸やややや料理道具料理道具料理道具料理道具（（（（新新新新しいしいしいしい食生活食生活食生活食生活）））） 食食食食べられるべられるべられるべられるおおおお皿皿皿皿・・・・食器食器食器食器（（（（新新新新しいしいしいしい食生活食生活食生活食生活））））



食品・お菓子の3Dプリントアウト

舌触り、食感を、デジタルデータ上で、「デザイン」

栄養管理、食べる量の制御、食のパーソナル化、食の安心 (病院等)



素材のリサイクル素材のリサイクル





インターネット
Data

パーソナルコンピュータ
Software 

パーソナルファブリケータ
Hardware



ファブ産業

マテリアル ウェブ

サプライ サイド・イノベーション

プラットフォーム

Manufacturing 
(ものづくり)

フィジカル
ハードウェア

Web, Internet, Computer 
(ネット・カルチャー)

デジタル
ソフトウェア

マシン

（ハードウェア）
インターフェイス

（ソフトウェア）

ユーザーサイド・イノベーション

家電



慶應義塾大学ＳＦＣ研究所ソーシャルファブリケーションラボ慶應義塾大学ＳＦＣ研究所ソーシャルファブリケーションラボ慶應義塾大学ＳＦＣ研究所ソーシャルファブリケーションラボ慶應義塾大学ＳＦＣ研究所ソーシャルファブリケーションラボ
[COI-T サテライト 慶應大学 ディジタルファブリケーション国際研究センター (横浜)]






