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ファブラボの名称を利用するための条件

１．一般市民に開かれていること

２．ファブラボ憲章（The Fab Charter)の理念に基づき

　　運営されていること

３．共通の推奨機材を備えていること

ファブラボの推奨機材

●レーザーカッター

●CNCルーター

●ミリングマシン

●ペーパー／ビニールカッター

●３Dプリンター

●各種ハンドツール・電子工作ツール

４．国際規模のネットワークに参加すること
（http://fabfoundation.org/より抜粋）

ファブラボとは？







■入会金
　500円
 
■会費
　1日 　：1,500円
　1か月：3,000円
　6か月：15,000円
　1年　：30,000円

■機材
　3Dプリンター
　レーザーカッター
　ミリングマシン
　カッティングマシン
　刺繍ミシン
　CNCルーター
　電子工作ツール
　木工ツール

http://fablabkitakagaya.org/

システム



デジタルファブリケーションの
社会への適用事例

＜実践事例＞
①総務省「ファブ社会における新しいものづくりの
情報流通等に関する調査研究」

②APartMENT 8 artist project

③Experimental Farm Project

＜教育・普及の取組み＞
Fab Academy



総務省
「ファブ社会における新しいものづくりの

情報流通等に関する調査研究」

NTTデータ×慶應義塾大学 水野大二郎研究室
×たんぽぽの家×FabLab Kitakagaya



デジタルファブリケーションを活用した遠隔拠点間での共同開発を実践し、

必要なツールや制度について検証する。



＜開発テーマ＞

□作業を効率的にする道具

　-ボンドを塗る工程

　-スタンプを押す工程

□作業が楽しくなる製作環境

















デジタルファブリケーション

3Dプリンタ－

レーザーカッター

ミリングマシン

設計／データ変換

Fusion 360

Fab module

Fab Cam

データ共有

github

Google Drive

Dropbox

Evernote

Fabble

コミュニケーション

Google hangouts

Skype

電話

Slack

Redmine

Facebook

e-meil



総務省「ファブ社会の基盤設計に関する検討会」 報告書の公表
（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000030.html）



APartMENT
8 artist project

電化美術×FabLab Kitakagaya



http://apartment-kitakagaya.info/　より抜粋（写真：増田好郎）



205号室　BreadboardHouse
（写真：増田好郎）



3D Data Download page for BreadboardHouse/ 

（http://denbixfablab.tumblr.com/）より抜粋

http://denbixfablab.tumblr.com/


Experimental Farm Project

FabLab Kitakagaya in みんなのうえん









Fab Academy

http://fabacademy.org/



ファブアカデミーは、マサチューセッツ工科大学
（MIT）の授業である「How To Make Almost Anything」とい
う有名な授業を世界各地で受講できるようにしたプロジェ
クトで、世界のファブラボで「ほぼ、なんでも作る技術」を合
言葉にプロトタイピングの手法を学ぶ講座です。

【Fab Academy 2018概要】

＜期間＞2018年1月17日から7月

＜費用＞5000USドル（基本的な材料代とファブラボ利用料が含まれます）

＜言語＞英語



Jan 25

Feb 01

Feb 08

Feb 15

Feb 22

Mar 01

Mar 08

Mar 15

Mar 22

Mar 29

Apr 05

Apr 12

Apr 19

Apr 26

May 03

May 10

May 17

May 24

May 31

Jun 07

Jun 19

principles and practices, project management

computer-aided design

computer-controlled cutting

electronics production

3D scanning and printing

computer-controlled machining

embedded programming

mechanical design

output devices

Break

molding and casting

input devices

networking and communications

applications and implications

invention, intellectual property, and income

project development

Composites

electronics design

machine design

interface and application programming

Final presentation

ファイナル
プロジェクト

機械設計
（グループワーク）

電子回路設計／
プログラミング

デジタルファブリケー
ション／造形関係

プロジェクト
マネジメント

最初の課題でファイナル
プロジェクトの概要をまと
める。

各週の課題製作で、ファ
イナルプロジェクトの一部
を少しずつ作っていくの
が理想。

（2017年度の場合）



月 火 水 木 金 土 日

1週間の流れ

23:00-26:00
Global Review
Class

10:00-
Local Session

13:00-
Regional 
Review

23:00-24:30
Recitation

毎週著名な方々を招い
てメイカー界隈の最新ト
ピックについてトークを
してくれる。（参加必須
ではない）

時差の少ないアジア地域のラ
ボのみで宿題のレビューを行
う。ここでは必ず発表できて、講
評してもらえる。できるだけ出
席した方がいい。開催時間は
変更されるかもしれない。

毎週2コマの授業がある。（90分×2)
前半は前週の宿題とファイナルプロジェク
トの進捗の発表。ニールがランダムに当て
る。最後に自分で手を挙げて発表すること
も可能。毎週10~15人程度当たる。
後半はニールによるレクチャー。最後に次
週の宿題が発表される。どうしても出席で
きない場合は、ビデオでフォローする事も
可能。
サマータイムに入ると22:00-2500に変わ
る。

受講者とインストラクターがファ
ブラボに集まり、授業の復習と宿
題の計画及び製作を行う。何曜
の何時に行うかは受講者とイン
ストラクターの予定を考慮して決
定する。

（2017年度ファブラボ北加賀屋の場合）





授業風景

ニール先生。
ニールのデスク
トップが共有さ
れるので、基本
的にそれを見な
がら話を聞く。

ミュートを外して話
しかけたら、

みんなと喋れる。





Guillaume Teyssié 
FabLab Barcelona
http://archive.fabacademy.or
g/2016/greenfablab/students
/365/project03.html

Kohei Morimoto
FabLab Kitakagaya
http://archive.fabacademy.org
/archives/2017/fablabkitakaga
ya/students/200/finalproject/fi
nalprojectArchive.html

Citlali 
FabLab Barcelona
http://archive.fabacademy.or
g/archives/2016/fablabbcn20
16/students/139/htm/week_1
9.htm

ALDO SOLLAZZO
FabLab Barcelona
http://archive.fabacademy.or
g/archives/2016/fablabbcn20
16/students/139/htm/week_1
9.htm

Final Project 事例



2019年度...

受講生としてご参加ください

社員研修としてご活用ください

スポンサーとしてご協力ください


