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慶應大学ソーシャルファブリケーションラボ代表 
設計支援、CAD/CAM/CAEの研究 

国際ファブラボネットワーク 
FabLab Japan Network, FabLab Asia Network 

FabLab (市民工房)  
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、デジタル刺しゅうミシン等) 

 



FAB (Digital FABrication) = Additive + Subtractive 
   データをものにし、ものをデータにする技術の総称  



パーソナルコンピュータ 
 

メインフレーム 
   

コンピュータ ファブリケータ 

       ミニコンピュータ 

ファクトリー 

パーソナルファブリケータ 
 

   ファブラボ 
 

専門家の利用 
    （計算機） 

一般ユーザの利用 
     （メディア） 

専門家の利用 
    （工作機） 

一般ユーザの利用 
        （メディア） 



1980                                                 2010 

“Personal” Fabrication “Personal” Computer 



国際ファブラボネットワーク(2000～) 
FabLab Japan Network, FabLab Asia Network 

 
 
(1)   人材育成, コミュニティ育成 
     「社会的に有意味な」利活用法の発見(例：高齢化社会)、それを担う人材の育成。 
 
(2)    国際援助、国際協力、国際開発  
         アジア諸国と連携して  (JICA, フィリピン) “ペットボトルのプラスチックをリサイクルして、3Dプリンタの材料にする” 
 
(3)    国際標準フォーマットの検討,  3Dプリンタの次世代データフォーマットを議論 
 
(4)    国際ネットワークとしての研究活動 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在、電子メール等で日本語を表現するために使用される ISO-2022-JP 文字エンコーディング方式（俗に「JIS コード」と呼ばれる）は、初期の JUNET において開発され、当初は「JUNET コード」とも呼ばれた。



・ 折り畳みができる”ラップトップ化” 
 
・ マルチファブ(3Dプリンティング、 
  3Dスキャニング、 CNCミリング) 
 
・ オールイン・ワン（汎用）化 

MIT Center for Bits and Atoms (Nadya Peek) 
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Web, Internet (ネット・カルチャー)の発見を 
「ものづくり」に反映する 

 

(1) スタンドアローンの工作機械から、ネットワークの工作機械へ   

 

   自律・分散・協調、オンデマンド・オンサイト型製造システム (Fab-OS) 

 

   ・ ”ネットワーク端末”となった無数の３Dプリンタが連動して仕事を行う 

 

   ・  必要な場所で、必要な量を、必要な時に製造 (オンデマンド適量生産) 

 

   ・  ものの輸送からデータによる遠隔転送へ。Co2を軽減できることによる環境負荷低減 

 

 

 

 

 

 

 



Web, Internet (ネット・カルチャー)の発見を 
「ものづくり」に反映する 

 

(2) オープンソース、オープンイノベーション、CGM型開発へ 

      特定用途に適した3Dプリンタを独自開発、ユーザ（メイカー）参加型開発 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 2010年以降の「3Dプリンタ」の爆発的普及は誰も予想できなかった 

 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
積層する際に、特許期限が切れている融解フィラメント製造（FFF）を使用している。2009年ストラタシス社の��熱溶解積層法の特許が失効
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(3)次世代３Dプリントデータフォーマット  Amf  

     (Additive Manufacturing Format)  (現在はSTL) 

 

 

 

 

 

 

 

 マルチマテリアル 内部の組成・構造を指示 カラー対応 仕上げ処理との連動 

※ これらは、３Dプリンタをはじめとする「工作機械」の性能や機能と密接に対応する 



私の研究：  ３次元立体形状の高速検索技術 (Google 3D Search) 
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自律/分散/協調・製造システム 
3次元形状検索システム 

製造データ遠隔転送システム 
オープンソース３Dプリンタ,CGM 

ファブラボ、ファブカフェ等の「施設」 



スタンドアローン  vs  ネットワーク? 
 

スーパーコンピュータ  vs  インターネット? 
 

製品 vs  フィジカル・コンテンツ？ 



日本の得意技術を世界標準の 
Fab-OS、データフォーマット、遠隔転送技術

などの「ネットワークものづくり」技術へ 







「ウェブ社会からファブ社会へ」 
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