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「共創のかたち」展

2011年に京都市立芸術大学ギャラリー@

KCUAで開催された展覧会「共創のかたち
～デジタルファブリケーション時代の創造
力」では、インターネットとデジタルファ
ブリケーションがもたらすものづくりの新
しい可能性を問うべく、国内外の多彩な制
作プロジェクトが紹介された。オープンデ
ザイン時代の胎動が感じられた。 （菊地）

→ www.kcua.ac.jp/gallery/exihibition/1719.

html

「家具のかたがみ」展 

無印良品が2012年にATELIER MUJIで開
催した「くらし中心～『かたがみ』から始
まる part1 家具のかたがみ」展では、厚
さ25mm以下の畳一枚大ほどの板をなる
べく無駄なく使うというルールで、6組の
デザイナーによって椅子やテーブルなどの
家具が提案され、原寸大の「かたがみ（設
計図）」とともに展示された。「かたがみ」
のデータは、CCライセンス（表示－非営
利－継承）でウェブサイト上に公開されて
いる。これらを利用すれば、簡単に複製す
ることも、自分の好みに合わせた改変をす
ることもできるようになっている。 （菊地）

→ www.muji.net/lab/ateliermuji/exhibition/121026-

katagami.html

家具

「Plywood Desk」角田 陽太

「Sketch Chair」による椅子の生成。Greg Saul、Manfred 
Lau、三谷 純、五十嵐 健夫　Photo：来田 猛

Ronen Kadushinの「Hack Chair」。
1枚のアルミ板から切り出された　Photo：来田 猛

013日本の事例

災害・宇宙とアート

INVADERは一辺が 10cm立方、
重量 1.5kgの 1U CubeSat規格の超小型衛星設計が公開されているb

  

Geigie Nano kit

放射線データを測って共有する

福島第一原子力発電所で事故が起きたあ
と、情報不足を感じたSean Bonner、伊
藤穰一、Pieter Frankenは、国内外の専
門家と連絡を取り、自分たちで放射線を測
定して公開する「Safecast」プロジェク
トを立ち上げた。信頼できるガイガーカウ
ンターは、高価なうえ入手難だった。そこ
で、弁当箱のようなケースにガイガーカウ
ンターとGPS（後にSDカードも追加）を
組み込んだbGeigieを開発し、ボランティ
アたちが車に取り付けて走り回った。5秒
間隔で記録される放射線量と計測位置は、
見やすい形で公開され、データは他の人が
分析しやすいように著作権表記を省いた
CC-0ライセンスで配布された。情報を知
る力は、世界のどこかで再び起きるかもし
れない事故や大気汚染への備えになる。現
在は誰でも測定に参加できるように、オー
プンデザインのbGeigie Nanoが開発され、
廉価なキットも販売されている。 （赤嶋）

→ blog.safecast.org/

衛星芸術プロジェクト

「ARTSAT：衛星芸術プロジェクト」は、
宇宙と地上を結ぶメディアとしての人工衛
星を活用したメディアアートの研究制作を
行う、オープンな学際プロジェクトである。
「みんなの衛星」「感じる衛星」「美しい衛
星」の3つのモットーのもと、衛星を専門
家の「特別なモノ」から「市民の身近なコト」
へと変えていくことで、宇宙を舞台にした
芸術デザインと科学技術の交流例を社会に
提案・共有する。プロジェクトは多摩美術
大学と東京大学のコラボレーションを軸と
して進められ、世界初のCubeSat芸術衛
星「ARTSAT1: INVADER」が、2014年2
月にJAXAのH-IIAロケットの相乗り衛星
として打ち上げられる。衛星が軌道に滞在
する半年から1年の間、多彩な展覧会やイ
ベントが開催される。ARTSAT APIを通じ
て、すでに INVADERのシミュレーション
データが試験公開されている。 （川本）

→ artsat.jp

宇宙とアート
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木製（MDF）のアナログ盤

アナログ盤レコードDIY

レーザーカッターやペーパーカッターを
使って、紙、木、アクリルなどからアナロ
グレコード盤を作る。既存の音源だけでな
く、直接ベクター形式の画像を彫り込んで
音響を発生させるこの手法は、パーソナル
ファブリケーション時代の複製芸術とし
て、音楽のあり方に再考を促す。作り方と
ベクター形式のデータが、それぞれ公開さ
れている。 （城 一裕）

→ www.instructables.com/id/How-to-make-a-

record-without-prior-acoustic-inform/

→ www.thingiverse.com/thing:51923

KORG Analogue Synth Series:
Schematic Archive

このアーカイブでは、コルグのアナログシ
ンセサイザー製品の回路を開示している。
彼ら自身、製品の内部回路を公開すること
は決して目新しいことではない、と述べて
いるものの、使い手に実験の材料を提供
し、「ハードウェア≒楽器を所有する」と
いう価値観を喚起するそのアプローチから
は、すでに製品にMIDI機能を追加する基
板（Miditribe）などの派生系が生まれて
いる。 （城 一裕）

→ www.korg.co.jp/Product/Dance/schematic_

archive/

→  a m a z i n g m a c h i n e s . c o m . b r / p r o d u c t s _

miditribe.html

音楽

アナログ盤の加工データ

KORG monotribe本体及び回路図

CASES 
IN JAPAN

日本の事例

本データは『オープンデザイン─参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」』（ISBN978-4-87311-631-0、オ
ライリー・ジャパン発行）からの抜粋です。クリエイティブ・コモンズ（表示 - 非営利 - 継承 3.0 非移植）ライセ
ンスの下でライセンスされています。
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家具

「展開図武道会
～この椅子いいっすね！」

2012年に開催されたこの愉快なタイトル
のイベントは、指定された条件でスツール
を制作し、レーザー加工機による加工の可
能性を追求するとともに、プロダクトとし
ての完成度を競うコンテストである。制作
の条件は次のとおりであった。①材料は
2.5mm厚MDFサブロク板2枚以内。②
接着剤やネジなどを使用、その他の材料は
使用禁止。③加工機材はレーザー加工機に
限る。④塗装・やすりがけ仕上げは不可。
主催者のf.Labo（エフラボ）は、2012年
2月に岐阜県大垣市に設立されたプロトタ
イピング施設を拠点とするコミュニティで
ある。ここでは、ものづくりに関するワー
クショップ、展覧会、公開講座などのイベ
ントを通して、大学教員、学生、地元の企
業など多様な人々がかかわりながら社会的
なイノベーションの可能性が模索されてい
る。 （菊地）

→ f-labo.tumblr.com/post/46396124776/016

Fab Commons

Fab Commons（ファブ・コモンズ）は、
オープンデザインのためのライセンス体
系や社会におけるオープンデザインのあ
り方を模索するため、FabLab Japan（現
在FabLab Japan Network）のメンバー
によって2011年に結成されたユニット
である。2011年に京都で開催された展覧
会「共創のかたち～デジタルファブリケー
ション時代の創造力」では、デザインの
法的保護の問題に焦点を当て、ヘリット・
リートフェルトの「赤と青の椅子」の改変
を試みた。また、2012年に東京で開催さ
れた「くらし中心～『かたがみ』から始ま
る part1 家具のかたがみ」展では、エン
ツォ・マーリによる1970年代のプロジェ
クト「Autoprogettazione」の中で制作さ
れた椅子を改変し、CCライセンスのもと
でその図面を公開した。 （菊地）

→ fablabjapan.org/projects/fab-commons/

「展開図武道会」で制作されたスツール群
「Sedia N」エンツォ・マーリの椅子を改変、
図面は公開されている
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非常事態のなかの生活の知恵

東日本大震災が起きたとき、NOSIGNER

らは直ちに、身の回りの材料で生活用品
を整えられるように、作り方と使い方の
レシピ集サイト「OLIVE」を立ち上げた。
Wikiを用いたそのサイトには、簡易トイ
レから瓦を利用したストーブまで、瞬く間
に世界中から実用的なアイデアが集まり、
編集した印刷物の形でも被災地に届けられ
た。 （田中）

→www.olive-for.us/

水質検査ツールの顕微鏡

身近にあるウェブカメラは、レンズを逆さ
に取り付けると顕微鏡に変身し、標本の
拡大映像がPCの画面に表示される。LED

を追加すれば、映像はもっとくっきりす
る。スイスに住むMarc Desseillerらのこ
のハックは、オープンソース生物アートと
DIYのサイト、Hackteriaに投稿された後、
途上国や被災地向けの水質検査ツールに
つながった。2011年に開催された「Little 

Life Saver」では、廉価・少数の部品でよ
り簡単に作れる顕微鏡DIYキットの改良
が競われ、ネジ留め不要の「Miniscope 

puzzle」の設計が公開された。東日本大
震災が起きたとき、何か役立ちたいと願う
FabLabルツェルンの人々は、FabLab鎌
倉にこの顕微鏡の設計データを送るだけで
なく、ビデオ通話ごしに遠隔で意見を交換
しながらの製作ワークショップを開いた。
 （赤嶋）

→ hackteria.org/?p=2129
→ luzern.fablab.ch/contest_entry/miniscope

災害

レシピはその後書籍にもまとめられた

ネジ留め不要のMiniscope puzzle kit　Photo：FabLab Luzern, 
project by Emika Märki, Ruedi Stirnimann, Urs Gaudenz in 
collaboration with hackteria.org, Marc Dusseiller

アルミ缶3つで作る調理コンロ。燃料はサラダオイル
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日用品

オープンランドセル

藤本直紀（KULUSKA）はさらに、ファブ
ラボ鎌倉で「リュックサック」や「ランド
セル」のオープン化を試みている。田中浩
也が開発した専用のソフトウェアに縦、横、
奥行きの寸法を入力していけば、子どもの
体形にぴったり合うランドセルを、一品生
産で作ることができる。革をレーザーカッ
トして部品を切り出し、最後は手縫いで仕
上げるキットを、まるで「革のプラモデル」
のような形態で流通させようというのは、
藤本の発案だ。 （田中）

→kuluska-japan.com/

フォークがフォークする

既存のフォークに「改変」を加え、新たな
フォークを派生（フォーク）させるワーク
ショップが開かれた。「すでにあるものの
リデザイン」を通じた創造性の開拓が狙い
である。人工物は問題発見と改良の長い反
復のなかで洗練され、分岐してきた。その
プロセスを、現代のデジタル製作環境で実
践してみようという試みだ。 （田中）

→fab.sfc.keio.ac.jp/?page_id=648

レーザーカットした革を縫い合わせたランドセルワークショップで制作されたフォーク
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hamade.ccの日用品

「つくること」への価値観共有の意志を込
めた「Made by Ourselves」をコンセプ
トに、ハマナカデザインスタジオは、文具、
雑貨、家具、照明などの「カタガミ」を公
開している。デザイナーが個人でこのよう
なサイトを立ち上げる例は珍しく、国内で
は草分け的存在である。 （田中）

→ hamade.cc/

革のオープンスリッパ

藤本直紀（KULUSKA）は、FabLab鎌倉
でレーザーカッターと出会い、その特性を
活かした革製品を作り始めた。この牛革
スリッパのデータはCC by SA（表示－継
承）ライセンスが付けられてケニアまで運
ばれ、Jens Dyvikによって当地のFabLab

で魚の皮に出力され、再び「物質化」され
た。異なる素材、異なる風合いのスリッパ
が地球の反対側で出力されたのだ。 （田中）

→kuluska-japan.com/

日用品

インナーソールに魚の皮が使われたケニアのスリッパ
Photo：Jens Dyvik

カットした2×6材だけで組み立てられるテーブル
Photo: Ippei Shinzawa

レーザーカッターで革を裁断して制作したスリッパ
ボトルポケット、落ちない栞、手帳のゴムバンド
Photo: Ippei Shinzawa
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CCハウス

建築家の吉村靖孝は、住宅の詳細な建築図
面一式にクリエイティブコモンズ・ライセ
ンスを付して公開するプロジェクトを行っ
ている。この図面を工務店に持って行け
ば、そのまま建てることも、改造すること
も可能だ。日本では、多くの著名な建築家
が図面などの詳細を雑誌などで惜しげなく
公開している状況があり、吉村は建築の著
作権について改めて検討してみたいと考え
た。建築図面をクリエイティブコモンズ・
ライセンスで公開している例としては、人
道的支援を目的とした「Architecture for 

Humanity」がある。一方、吉村の試みは、
日本の建築における創造性、法制度、経済
合理性などへの再考を促している。「つく
る」ことのなかでも考慮点が多く規制も強
い建築に、情報コンテンツを前提とするク
リエイティブコモンズをどのように活用で
きるか、期待が集まっている。 （水野）

→ www.ysmr.com/

→ openarchitecturenetwork.org/

犬のための建築

原研哉、伊東豊雄、アトリエ・ワン、内藤
廣、妹島和世、隈研吾、坂茂、藤本壮、ト
ラフ建築設計、オランダのMVRVDなど、
世界の第一線で活躍している建築家やデザ
イナーが、犬と人間の新しい関係を考え、
考案した作品とその図面を「Architecture 

for Dogs」というサイトで公開している。
サイトから図面をダウンロードし、プロト
タイプの写真や、製作方法を解説したムー
ビーを見れば、誰もがDIYで「犬のための
建築」を組み立てられる。完成後は、犬と
ともに撮影した写真をウェブサイトにアッ
プロードすることも可能になっており、図
面や写真を展示する展覧会が世界中を巡回
する予定である。このプロジェクトは、有
史以来、人間とともに暮らしてきた犬との
パートナーシップを再考することで、人間
自身と自然環境の両方を考え直そうとして
いる。 （水野）

→ architecturefordogs.com/

建築

ダックスフント犬のための家具 by Atelier Bow-Wow
Photo：Hiroshi YodaiCCハウスの模型　Photo：吉村靖孝建築設計事務所
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ライセンス

CC in Museum

森美術館は、2009年に開催した「アイ・
ウェイ・ウェイ」展で、来場者の写真撮影
と写真の利用を許可するにあたり、CCラ
イセンス（表示－非営利－改変禁止）を採
用した。来場者が撮影した写真はこのライ
センスの条件のもとで自由に利用すること
ができる。従来日本では、美術館内での写
真撮影を禁じることがほとんどだったが、
この仕組みによりブログやTwitterなどに
よる口コミ効果が期待できるようになるの
で、アートの業界における新しい広報のあ
り方を考えるうえでも興味深い試みとなっ
た。同様の試みは、その後、東京都現代美
術館、広島現代美術館などの公立の美術館
でも採用され、実際に来場者数が伸びてい
るという調査結果も出ている。展覧会で受
けた感動を、アーティストの権利を尊重し
つつシェアするための日本発のCC活用例
として、世界からも注目されている。
 （水野）

日本の歌姫とオープンソース

ボーカロイドソフト「初音ミク」は、公式
キャラクターの二次利用を営利利用を除
いて無償で認め、爆発的な人気を得てい
る。2012年、世界展開に合わせてCCラ
イセンスに対応した。また、テクノポップ
ユニットPerfumeは、世界進出プロジェ
クト「Perfume Global Site Project」で、
音楽と振付けのデータを無料配布して話題
を呼び、カンヌ広告祭で受賞した。 （水野）

→ piapro.net/en_for_creators.html

→ www.perfume-global.com/

東京都現代美術館の「こどものにわ」展でも写真撮影が
認められた。（「Echoes-Infinity」 by 大巻 伸嗣）　
Photo：森田 兼次

Perfumeの音楽と振付けを利用した派生作品が世界中で
生まれている　©UNIVERSAL MUSIC LLC.

イラスト、音楽、映像などで人気を得ている初音ミク
©CRYPTON FUTURE MEDIA, INC.

オープンデザイン014

オープンな共同開発契約書

山口情報芸術センター（YCAM）に附
属するメディアアートの研究開発チー
ム、YCAM InterLabは、滞在アーティ
ストとのクリエイティブでオープンな協
働を実現するために、アーティストとの
間の共同研究開発契約書のひな型である
「GRPContractForm」を公開している。
この契約書は、研究開発から生まれたソフ
トウェア、ハードウェア、写真、映像、テ
キスト、音声などの成果物をオープンソー
スとして公開することを定めているが、契
約書自体もクリエイティブコモンズ・ライ
センスのもとで公開され、GithubとPDF

で配布されている。利用者はこの契約書を
再利用し、各自の環境に合わせてカスタマ
イズすることが可能だ。アーティストと
アートセンターのフェアな契約書は、両者
の信頼関係と研究効率を高め、成果を生ん
でいる。 （水野）

→ interlab.ycam.jp/projects/grp-contract-form

ニコニ・コモンズ

「ニコニ・コモンズ」は、クリエイターの
創作活動を支援するための著作物の利用
ルール、また、そのための作品管理のウェ
ブサイトである。「ニコニコ動画」を運用
しているニワンゴが関連サービスの一つ
として2008年に開始した。ニコニ・コモ
ンズは、クリエイターが作品の権利の一部
を開放し、これを明示することで、自己の
作品を広めたり、他のクリエイターによ
る新たな創作を促す仕組みになっている。
2011年からは、ニコニコ動画、ニコニ・
コモンズ内に投稿された作品について、他
の作品との参照・派生関係を確認できる「コ
ンテンツ・ツリー」、作品の人気度などに
応じて奨励金を受け取れる「クリエイター
奨励プログラム」という2つの機能が加
わった。クリエイティブコモンズに類似す
るライセンスだが、要望の高い機能をも盛
り込んだ日本独自のライセンスとして注目
されている。 （水野）

→ commons.nicovideo.jp/

ライセンス

YCAM InterLabのサイト 「ニコニ・コモンズ」のサイト
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建築・ファッション

服の型紙と作り方のオープン化

アパレルブランドの「Theatre Products」
は、2013年春夏コレクションとして、ク
リエイティブコモンズ・ライセンスを付し
た型紙を販売した。作者名などのクレジッ
トを表示し、かつ非営利であることを条件
に、自由に複製・改変と、改変した作品の
再配布ができる。同時に、型紙をもとにし
た展示やワークショップが開催された。素
材、作り方、プリントパターンも含めた、
服飾の知識と服作りのプロセスを共有し、
その楽しみ方を広げるこの実験的な試みは
今後も継続的に行っていくという。サイト
では、このプロジェクトで作られた服、そ
れを取り巻く光景や時間の記録、そして参
加者やユーザーの投稿が見られる。服の制
作と消費に対する批評的な視線は、「あな
たのものであり、わたしたちのものでもあ
る」というプロジェクトロゴに端的に示さ
れている（「yours」の「ours」に下線が
ある）。 （水野）

→ theatreyours.tumblr.com/

ファスナーで服をモジュール化

「COMMON SLEEVE」は、ファスナーで
着脱できる袖を、同じファスナーの規格を
採用している別の服との間で交換・共有で
きるようにしたユニット式のドレスシステ
ムである。ユーザーはシーズンや素材、ブ
ランドを超えた自由な組み合わせが可能に
なり、「個」のファッションという文脈に
「他」というオープンカルチャーが流れ込
む興味深い試みだといえる。 （水野）

→ commonsleeve.com/#siteid

ファッション

Theatre Productsのサイト

袖を取って、別の袖に付け替えて

同じファスナーの規格を採用している服
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食

野菜のテクスチャを
デザインに活かす

3Dスキャンしたテクスチャデータをデザ
インに活かせないか。慶應義塾大学SFC

田中浩也研究室では、自然物のテクスチャ
からエンボス加工の型を3Dプリントし、
手動の油圧プレス機で銅板にエンボス加
工して、皿を制作した。皿は3Dモデラで
型を切削してプレスしたもの。テクスチャ
データはオープンソースとして公開してい
る。 （田中）

→ www.thingiverse.com/thing:42222#

農場をモニターする

太陽電池で動作可能なセンサーノード
「オープン・フィールドサーバー（Open-

FS）」は、土壌の水分や温度、日射量、植
物などの成長量などを計測し、無線ネット
ワークを通してTwitterでつぶやく。設計
図はオープンソースハードウェアとして公
開予定だ。自ら測りたいものを測る「パー
ソナルセンシング」が、さまざまな場面に
広がることを期待したい。 （田中）

→ www.jstage.jst.go.jp/article/air/22/1/22_60/_

pdf

太陽電池を用いた日射量センサー メロンのテクスチャを転写した銅製の皿

農場に設置されたOpen-FS Thingiverseで公開されているテクスチャデータ

オープンデザイン 010

レンズのメタデザイン

「AP-Lens」は、鈴木雄貴によって作られ
た、オリジナルのカメラレンズを作るため
の「メタデザイン」だ。彼がデザインした
ものは、オリジナルのレンズではなく、「自
分がほしいオンリー・ワンのレンズを作る
ための仕組み」である。AP-Lensではまず、
3Dモデリングソフトを利用して作られた
光学設計シミュレータを使い、自分の好き
な形のレンズの設計データを作成する。そ
の後、設計データをそのままCNCミリン
グマシンや、3Dプリンターなどのデジタ
ル工作機械に送ることで、設計したオリジ
ナルのレンズを物質化することができる。
光学設計シミュレータは、現在のところ一
般には公開されていないが、公開の準備が
進められている。またレンズのデータは、
Thigiverse上で公開されている。 （川本）

→ suzuki11.tumblr.com/

→ www.thingiverse.com/thing:37147

「作り方」の投稿サイト

巾嶋良幸らは、デジタルファブリケーショ
ン機器を活用した「作り方」の共有プラッ
トフォームとして、オープンソースのも
のづくりレシピ共有サイト「FabSource」
を開発した。また渡辺ゆうからは、レーザー
カッターを使って「道具」をオープンソー
ス化するプロジェクト「FabTools」を始め、
編み機や定規、分度器などのデータが公開
されている。 （田中）

→ fablabjapan.org/recipe/

→ www.fabtools.jp.net/

日用品

AP-Lensの手法で製作したオリジナルレンズ

FabSourceのサイト

FabToolsのサイト
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日用品・インクルーシブデザイン

「使い手」が「作り手」として
介入する建築

インクルーシブアーキテクチャは、誰もが
つくる楽しさを共有し、主体的にかかわ
れるような建築のあり方を探る試みであ
る。このプロジェクトは、財団法人たんぽ
ぽの家の要請により、dot architectsと水
野大二郎によって立ち上げられた。多様な
ユーザーを包摂しうる建築を検討するにあ
たり、障がいを持つ参加者とともに道具の
デザインや部材の構造などが検証された。
一連のワークショップを通じて分解・更新
が容易な施工プロセスが見いだされ、ダン
ボール製モジュールによる不定形なシェル
ターが生まれている。成果物は「可動の建
築」として公園の藤棚や車道の中央分離帯
などに寄生し、新しい都市の使い方の提案
ともいえるものになった。参加型のプロセ
スは単なるものの開発に留まらず、参加者
にある種の結束感を生み、都市や建築のあ
り方を積極的に話し合う機会を生み出すこ
とにもなった。 （巾嶋）

→  popo.or.jp/id/04.html

オープンソースの自助具

自助具は身体に障がいをもつ人の動作を助
け、自立的な生活を支える道具だ。今井久
嗣による「Nail Clipper for Mr.K（Kさん
のための爪切り）」は、左半身麻痺のユー
ザーのためにデザインされた爪切りで、自
助具のデザインにデジタル工作機械やオー
プンソース的なプロセスを採り入れる試み
のなかで生まれた。開発の初期段階から
ユーザーとともにデザインし、身体特性に
合わせてパッドのサイズや素材に改良が加
えられた。加工に必要なデジタルデータは
Thingiverseで公開され、レーザーカッター
と材料さえあれば誰でも複製できる。各自
の身体に合わせて調整・改良していくこと
も可能だ。特定のユーザーのために手作業
で作られていた自助具がコミュニティの集
合知によって進化していく可能性や、福祉
の現場の当事者たちが自分たちで作るとい
う選択肢の広がりも期待される。 （巾嶋）

→ www.thingiverse.com/thing:37437
→ www.instructables.com/id/Nail-Clipper-for-

MrKuriki/

インクルーシブデザイン

段ボール製モジュールによる不定形なシェルターパッド部分に腕をのせ体重をかけて爪を切る
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キャラ弁プロジェクト

人気アニメや動物などのキャラクターを模
したお弁当「キャラ弁」は、子どもに喜ば
れるランチの工夫から始まり、広まった。
慶應義塾大学SFC水野大二郎研究室では、
「キャラ弁」を通して「食のパーソナルファ
ブリケーション」を研究している。食のデ
ザインにおける主婦の創造性、親から子、
あるいは子ども間のコミュニケーションに
着目し、そこから新たな調理器具、場、材
料、流通など多様なデザインを捉える試み
である。FabLabアムステルダム（Wagg 

Society）との連携で、「キャラ弁」文化
をオランダで考えるワークショップも開始
された。オランダでは、食材、サービス、
システムが異なる。国を越えて情報を共有
するようになっても、むしろローカルの素
材や生活習慣によって多様性が生まれ、そ
れを通じて互いの文化の違いが見えてくる
のが面白い。 （田中）

→sfc.sfc.keio.ac.jp/charaben/index.html

チョコレート製の私

「お菓子」は、工作的な創造性が活きる愉
快な領域だ。バレンタインデーが近づいた
ある日、東京渋谷の3DスタジオCUBEで
は、FabCafe×ケイズデザインラボ主催の
ワークショップで、女性たちが3Dスキャ
ンした自分の顔を3Dプリント、それを基
にシリコン型を作ってチョコレートを流し
込んだ。ホワイトデーが近づいた1ヶ月後
には、3Dグミも製作された。 （田中）

→ tokyo.fabcafe.com/event/4728#.uxoviqkbrik

食

キャラクターおむすびが詰められたランチボックスシリコン樹脂をバキューム成形した型

自分の顔を3Dコピーしたチョコレート


