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いま私たちが「ファブ
（Fabrication + Fabulous + Fabric）社会」と呼んでいる社会は、20 世紀の終わりに
すでに予言されていたものであることを、改めて考えさせられます。
東京大学人工物工学研究センターを立ち上げた元東大総長の吉川弘之氏は、工業型社会からポスト工業
型社会への移行を論じる上で、物質的な価値から精神的な価値にシフトしていくなかにあっても、
「個人的
な生産だけは残る。個人的な生産とはすなわち、芸術ですよね」と 90 年代にすでに述べていた。ニール・
ガーシェンフェルド著『FA B』の最初の和訳『ものづくり革命──パーソナル・ファブリケーションの夜明け』
の解説も手掛けていた元東大教授月尾嘉男氏は『贅沢の創造──21世紀・技術は芸術を目指す』の中で、
「最終的には、一品種一生産がやってくる」と述べている。ゴリゴリの生産システムを専門とした工学者も、
大量生産がいずれ飽和することは予測できていたし、究極のものづくりは、芸術や文化まで巻き込んだ「一品
生産」であることがこのときから夢見られていた。
経済や社会・文化の側からといえば、
「生産消費者」という概念が登場したのはアルビン・トフラーが1980年
に発表した著書『第三の波』で、それからだいぶ後になってダニエル・ピンクの『フリーエージェント社会の
到来』が2002年に発表される。日本では、日下公人氏が20 世紀の終わり、消費文化の究極の形として「自分
の好きなものをつくって、売るような時代が来るだろう」と予言していた。
と、毎日、社会の内側からせっせとファブ社会をつくりだそ
さて 21 世紀に入り、私たちは「とにかく実践」
を総括している文を雑誌
うとしていたのだが、2015年冬、社会学者の見田宗介氏が改めて次のように「現代」
（『現代思想』2016 年 1月号 総特集：見田宗介＝真木悠介 未来の社会学のために）で読んで、
ちょっとハッとした。

「低成長時代に、明るい意識を持てないのは『成長が最高だ』という近代の価値観にまだ囚われすぎている
からで、その価値観からははやく離脱したほうが良い。ただしだからといって近代の成果を捨てて原始に帰
るのではなく、近代の成果を十分に踏まえた上で、ここまで高められた地平を安定して持続することがこれ

からを生きる心構えで、それを『高 原』と呼ぼう」
と。
この比喩がビジュアルに変換されて私の脳裏に広がった。
たしかに「成長」
といわれると、山道を登っていくようなイメージが湧くものだが、たいてい山道というのは一
本道で、たとえ山頂までたどり着いたとしても、途中のいろいろな場所をくまなく調べ尽くしたわけではない。
もしかしたらいろいろなものを見落としていたかもしれない。他方、
「高原」は見晴らしがよいイメージがある。
視界は水平的に360 度広がり、空間を走り回ったり転げまわったりいろいろできそうだ。決められた道が敷
かれているわけでもないだろうから、自由に探索ができる。現代は確かにそういう時代だ。
「ファブ社会」は、まなぶこと、働くこと、遊ぶこと、生きることの垣根が溶けてゆく社会である。そこで、溶けだ
しあった各要素がどのように混ざり合ってゆくかを現場に飛び込んで観察することも大事だろうし、逆に、
最後まで「溶けださないで残る」であろう本質を吟味することも大切だろう。
ことに最初に気づいた人たちの実験の場所である
ファブ地球社会コンソーシアムは、
「現代が『高 原』である」
ことを目指したいと思う。
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（株式会社博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局）

本ワーキンググループは創造的生活者による市を担

参加企業には、以前よりFA Bエコノミー的社会現象

う
〈人〉
〈商品〉
〈空間〉
〈制度〉などを理解すること、

にご関心をお持ちの N T Tデータ経営研究所、FA B

そして、新たな企業活動のアクションプランを参加企

エコノミーに寄与しうる製品や技術、そしてプラット

業の協働によって創出すること、この二つを目標とし

フォームをお持ちの凸版印刷とオリンパス、小売ビ

て2015 年に設立されました。

ジネスと場づくりを展開されているPA RCO 、先進
的にFA Bエコノミーのビジネスをこれまで実践され

庵原悠
（株式会社岡村製作所 ソリューション
戦略部 未来企画室）

水野大二郎
（ 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 ）

これまで見過ごされてきた生活者のニーズは、イン

てきたFab C afe 、素材マッチングという領域でビ

ターネット前提社会のなかでますます顕在化しつつ

ジネス展開されているエムクロッシング、生活者同

あります。その結果、様々な形で支援を受けた事業

士の共創プラットフォームを運営されているVoice

者−それが個人であれ、組織であれ−は、見過ごされ

V isionに参加いただきました。

てきた生活者のニーズを満たす製品やサービスをこ
れまでにないスピードで発表するようになりました。

FABエコノミーは複雑な利害関係者によって構成さ

企画・開発・広報と資金・材料調達と試作・販売が

れています。私たちは今年度「プロとアマチュアの垣

極めてリーンに、かつ、並行して展開できるように

根に位置する」生活者に着目しました。主たる収入源

なった結果、一点モノでも試作品でも、あらゆるモノ

（主業）は担保しつつ、趣味や生きがいとしての活動

が販売可能な市において発表されていることを私

（副業）によって顕在化する生活者が生み出すFAB

たちは見過ごすわけにはいきません。さらに、生活

エコノミーは、どのような価値観によって駆動して

者間でモノの協創・修理・改善・改変を促すプラット

いるのでしょうか。そこにはこれまで注目されてきた

フォームも普及しつつあります。情報と物質が等価

使用す
FAB起業家とは異なるものづくりへの動機、

に扱われることが可能となった結果、プログラマー

る機材、材料や場所、影響を与える人やメディア、販売

がコードを共有するかのようにモノの修理方法も共

や展示する場所や方法などがあるはずです。あえて自

有されるようになってきたのです。

分が自由にコントロールできる範疇に留まりつつ、既
存のモノやサービスを適宜組み合わせて戦術的に活

こういったリーンな活動や生活者間の共創はインター

動を展開する生活者層は、地域社会への「つとめ」、

ネット上にとどまらず、
実空間にも影響を与えています。

伝統文化をのこす「つとめ」、国際交流を果たす「つ

モノづくり教育・実験・制作と社交・創発が混在した超

とめ」など、ひろく仕事のあり方を拡張させています。

複合型商業施設としてのFabLabなどのFABスペース

さらに、主・副の関係を越えた「複業」のあり方を模

が現在、
日本各地に立ち上がり始めています。このよう

索しつつあります。そこで2016年度、私たちはFABエ

な新しいモノづくりに関する活動は、
デジタルファブリ

コノミーにおける「人」に着目し、インタビューを通

ケーション技術の進化によって今後さらに加速し、
変

して理解した上でペルソナと未来シナリオを作成す

化していくと考えられます。つまり私たちは今、
生産と

ることにしました。
「ユーザが企業が提供する製品や

消費、
デジタルとフィジカル、
ウェブとリアルのあいだ

サービスをどう理解しているのか」を理解すること、

にある新たな交換様式としての「FABエコノミー」を

すなわちユーザの二次的理解を経てFABエコノミー

理解し、
その上で未来の生活を思索・試作しなければ

における未来の生活者像をストーリーとして描き出

なりません。総務省の検討会においてもすでに議論さ

そうと考えました。

れましたが、
インターネットと従来の製造業の文化の
衝突は避けることができないのです。

私たちは 2015年から3年間かけ「共生に基づくFAB
エコノミーの生態系」における
〈人〉
〈商品〉
〈空間〉

しかし、その衝突 の中からFA Bエコノミーに基づく

〈制度〉などを理解し、最終的にその成果を書籍とし

ビジネスを実践する企業も出始めています。このよう

て公表することを目指しています。 萌芽的状態にあ

なビジネス活動を私たちは「共生に基づくFA Bエコ

るFABエコノミーの未来を企業会員の皆様と共に観

ノミーの生態系 (s y mbiotic e cos ys tem of fab

察、分析、対話、試作によって検討する本ワーキンググ

e conomy) 」のとして捉え、新しい企業活動のあり

ループの活動に、どうぞ引き続きご注目ください。

方を参加企業間の協働によって創出していきたいと
考えています。2016 年度も岡村製作所、博報堂が

末筆となりましたが、2016 年度のコンソーシアム活

運営会員となり、FA Bエコノミーに高い関心をお持

動にご協力賜りました全ての方々に感謝申し上げま

ちの多種多様な企業のご参加のもとコンソーシアム

す。引き続きお力添えのほど、何卒よろしくお願い申

を運営しました。

し上げます。
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EXPERT INTERVIEW
本コンソーシアムの調査 対象である、
「ファブ社会の人物像を明らかにすること」の出発点として
すでにファブに関する仕事を営みながら生活をしている
専門家を招き、専門家インタビューを実施した。
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1. 概要

を掲げた。ICTを社会のためにどう活用す
るのかを考えられるように仕向けたい。学生

ファブエコノミーを構成する「人」
「動機」を

たちをプロにする目的があるわけではなく、

お伺いするという趣旨のもと、グループ・セッ

あくまでも世界観を広げてあげたい。

ション形式で非 構造化インタビューを行っ

朝ファブと夜ファブを行いつつ、段々とファブ

た。今回のテーマは「発酵 xファブ」として菌

ラボがコミュニティになってきた結果、利用

活部およびファブラボ鎌倉の方々を対象とし

者のなかで、ファブラボに来たことで変化し

た。なお、本冊子編集部の手違いにより本回

た人たちについても紹介された。

の調査記録が紛失したため、下記の記録は

発酵とファブ
ゲスト詳細

1. ロフトワーク株式会社

参加者の方々によるメモを基にして構成され

革職人さん：機材を使えるようになった。ク

た。参加者の方々のご協力に感謝 すると共

リエイティブ・コモンズ・ライセンスを活用し

に、参加者およびインタビュー対象者の皆さ

て、海 外でワークショップも行った。元金属

まにお詫び申し上げます。

加工の工場長：割れない丸太を作り特許を

伊藤志歩（パーマカルチャー）

取得、そして製材工場を作った。高校生：ひ

井上果林（菌活部）

たすら自分のパソコンでプログラムを書き、

2. ファブラボ鎌倉へのインタビュー

浦野奈美（菌活部）
松田絵里（発酵機材駆使）

2. ファブラボ鎌倉

自宅に3Dプリンターがあるのに鎌倉まで来
ていた。そしてM ITに就 職。現在の学 校制

ファブラボ鎌倉の運営において、単なるファ

度にはまらない人の居場所にもなっている側

ブ 機 材使 用場 所としてではなく、コミュニ

面があるという。

渡辺ゆうか 代表理事

ティとしての機能を持たせるにはどうしたらよ

稲葉公美

いか、という問題意識があった。

彼らは、次々と作って失敗しては学んでい
く。失敗したとき、ファブラボのコミュニティ

柴田直樹
日時：2016年7月1日（金）
会場：Future Work Studio “ Sew ”

一般的にコミュニティができる空気をつくる

ではそれを楽しく語り合うことができること

には、一緒にご飯を食べるということなどが

が重要。
「 失敗談」を楽しく話している様子

大切だったりする。おいしいご飯が出てくる

が印象的だという。
「（彼らは互いに）改善のた

キッチンがあったりすることで賑わいが生

めのフィードバックをもらうことが楽しいんで

まれるかもしれない。そのような賑わいを生

すね」。ファブの議論で言うと、これは「デー

むための仕掛けとして、ファブラボでは「朝

タの公開」の重要性にも繋がっている。例え

ファブ」という活動をしている。これは毎朝

ば、クックパッドはこれに近い。閲覧した人か

ラボを開ける前に、利用者と運営者が一緒

らのフィードバックがあり、何回見られたかと

に掃除を行うというもの。朝ファブ参加者15

いうレポートが毎週届く。

名のうち、女性の参加者は3 -4 名。料理の要

ファブは「ただ作るだけじゃない」。ファブ

素を組み込めば女性を入れられるかもしれ

は生活と関わる創造活動なのだという。生活

ない？

に関わるから、コミュニティが作れる。

ファブラボ利用者のなかにはシニア

の方、主婦の方、クリエイターなどがいる。想
定していなかったところでいうと、中学生も来
たりした、という。
ま た、去 年12月、フ ァ ブ ラ ボ は Educator

3. 菌活部へのインタビュー
〈菌活〉は、月に一度、料理をしながら
〈菌〉

Groups ̶̶先生がICTを学ぶという趣旨の

について学んでいく活動。これまで、甘酒を

イベント̶̶に参加した。そこでわかったこ

作ったり、麹と醤油をあわせた調味料〈ひし

とは、学校の先生方がタブレットや3Dプリン

お〉をつくったりといった活動を行ってきた。

タを借りたとしても教育現場での使い方がわ

ロフトワークの料理仲間たちが始めたこの活

からなかったりする、ということ。そこでファ

動に、いまでは20人が所属している。

ブラボは「夜ファブ」を始めた。学校の先生
方を対象にファブを教えるというもの。最終

菌活 部が
〈菌〉に興 味を持ったきっかけ

的な目標としてST EM 教育と繋げるというの

は、伊藤 穰一氏（ M I Tメディアラボ所長）が「腸

EXPERT INTERVIEW
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内環境を変えること」の重要性を語ってい

の触媒にもなりうるというかたちで、再帰的に

るのを聞いたこと。Ea r th Day Net workな

コミュニティを強化する。

ども盛り上がりつつある昨今、発酵食品屋さ

菌活部からの洞察は、
「 失敗しないのは買

んも着目されつつある。活動をしているなか

（＝作ることは失 敗すること）
という
うのと同じ」

で、米麹を育てるのは子育てのようでもある

言葉に象徴される。恒温器を使うと作り方が

とわかってきた。手間がかかるほうがいい、

「デジタル（＝離散的）」になってしまう
（から恒

と。
「 生きているものを育てている感じが楽

温器を避ける）
というのは、ファブにとって興味

しい」。菌は家庭菜園よりも小規模なので、一

深い。毎回同じ結果になるような離散的な装

人暮らしとフィットする感じもする。健康・美

置を用いると、それは失敗ができなくなるこ

容にも良い。

とを意味し、したがって学びが無くなること
を意味する。

菌活部の人々は菌のプロになる気はない、
と断言する。むしろ「自分で使うものは、自

失敗がラボのコミュニティ化に寄与するな

分で作る」というマインドこそが重要なのだ。

らば、ファブにおいては「失敗」の契機をつ

完全に自分のためのカスタマイズ製品を作

くることが大切になってくる。コミュニティが

る感覚に近い。既製品にプラス・アルファの

失敗を許容し、失敗がコミュニティを強化す

加工等をする人が増えているが、ゼロから作

る。他方で、菌活が示唆するのは、失敗を可

らなくてもいいということに人々が気づき始

能にするのは「アナログ」であるということ。

めているのかもしれない。

すると、ファブに失敗のためのアナログさが
入り込み、失敗学を通じたコミュニティが醸

そのような「作ること」の変化だけでなく、
菌活を始めたことで「買うこと」が変化する

成されていくことで、ファブの「自然」化が果
たされるのかもしれない。

人もいる。天 然 酵 母のパン屋に行くことに
なったりする。自分で作るものと既製品の違
いはあるかどうかという質問に対して、
「 普段
は見えなかったものが、分解してみられるこ
との面白さ」を挙げる。これはファブにも通
じる考えでもある、と。菌活の際には、長時
間のあいだ菌を一定の温 度に保つことので
きる「恒温器（恒温培養器）」を使わないように
していると語る。恒温器を使ってしまうと、発
酵の結果が毎回同じになってしまう。むしろ
気温や環境の変化によって、ときには発酵に
「失敗してしまうこと」が面白いのだという。
「失敗しないのは買うのと同じ」という言葉
は、菌活部の探究心や消費のスタンスを象
徴している。

4. 洞察：ファブと菌活の接点
ファブラボへのインタビューから得られる洞
察は、コミュニティの紐 帯としての「朝ファ
ブ」
「夜ファブ」というアクティビティの存在。
これらを通じたラボのコミュニティ化のなか
で、
「 失敗を通じた学び」の重要性が見えて
きた。失敗はコミュニティが活性化するため
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2
編集とファブ

1. 越智岳人（fabcross編集部）

独自ってどんな感じなんですか？

―アメリカなんかはスタートアップの投資家

端的に言うと、地方をどう絡めていくかとい

とかが出てきて、すごいお金で買収されたり

うところですね。日本には各地域で特色があ

しますが、日本はなかなかそういうのがない

り、都市圏にだけではなくて、地方に本社が

と思っています。そこで、日本にも今後アメリ

ある会社は結構あったりしますよね。福岡、

カのようにそういう人たちが出てくる流れに

大阪、京都、北海道など。そういうお金があ

あるのか、それともそこまでいかないのか、今

るところがスポンサーとして、地元の産業も

まで通り日曜大工的な話になってくるのかど

含めて若い人とものづくりをしていこうという

うかを知りたいです。

動きがあるとのは特色だと思っています。
一方で、課題となるものが大きく分けて3つあ

ゲスト詳細

僕の個人的な観点でお話をさせていただく

ります。まず、日本では量産化をするまでの

と、アメリカと比較するとそこまではいかな

壁がすごく多いと言われています。具体的に

2. 柴 田 隆 寛（&Premiumエグゼクティブ

いと考えています。そもそも分母が違ったり

は、地域の町工場のようなところで、これ僕

ディレクター）

マーケットが違うというのがあるんですが、

が考えたやつなんだけど1000 個つくりたい

3. 宮川真紀（タバブックス代表／仕事文脈

ビジネスをやっていく人が個人なのかハード

ですって言ってもなかなかつくれない。なぜ

ウェアベンチャーなのかというところで大きく

つくれないかというと、そういう町工場がこ

話が違ってきます。今回はハードウェアベン

れまでハードウェアベンチャーやメイカーの

チャーの方に触れた方がいいですか？

個人の人たちから仕事を受けたことがなく

1. 越智岳人（fabcross編集部）

編集発行人）

日時：2016年?月?日（金）
会場：Future Work Studio “ Sew ”

て、コミュニケーションのプロトコルがないん

そうですね、個人 的にはハードウェアベン

ですね。それで頼む側もどういう段取りやど

チャーの方が聞きたいです。

ういう手順でやったら自分がつくりたいもの
の試作品がぽんぽん出てくるか分からない。

はい、分かりました。ハードウェアベンチャー

そういう風にいつまでたっても話が進まない

に関してはすごくホットなトピックと理解して

とか、そういったことが壁となって量産がで

いて、スタートアップをしようと思ってファブ

きない。

カフェやそこの2 階にあるファブカフェマテ

他の事例だと、個人と会社との関係が全 然

リアルに行って色んな人と交流している人と

フェアではなく、試作をしたり量産する会社

か、DM M .ma keや Techshopに行くような

にイニシアチブを取られてしまい全く量産の

人は都市圏では増えています。地方でも例え

フェーズに入っていかず、結果スタートアップ

ば福岡などは、スタートアップの指定地区に

側の資金がショートしてしまってプロジェクト

なっていたり行政全体がサポートしていると

が立ち行かなくなってしまうような話もあり

いうこともあって、そこに移住してくる人もい

ます。

ます。他の地方でも、例えば地方の企業がア

二つ目の課題として、資金調達の問題があり

クセラレータープログラムとかをやって、地元

ます。行政の支援の手続きの煩雑さ、例えば

の企業と若い人をマッチングして地元で何

カタカナ一個間違えただけで全部書き直し

か産業を興そうとしている流れというのがあ

とか。これは実際自治体の人や経済産業省

ります。例えばつい最近だと京都でオムロン

の人も課題と考えていらっしゃって、なんとか

さんがアクセラレータプログラムというのを

しないとね、とは口には出してはいるんです

やっていて、オムロンの現役の技術 者とOB

けれど、時間がないハードウェアベンチャー

の技術者がバックアップしてものをつくりた

にとっては手続き自体にかかるコストが高く

い個人を3 ヶ月間みっちり支援するというの

て大変かと思います。

をやっていたりします。アメリカとは違うんで

そして投資家です。これがアメリカとの最大

すけど、日本 独自の形でスタートアップが生

の違いだと思うのですが、とにかくエンジェ

まれようとしているっていう印象は持ってい

ル投資家が少ない。特にハードウェアだとエ

ます。

ンジェルで投資してる有名な人と言われても
僕は10人も頭に浮かばないです。具体的にエ
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ンジェル投資家でハードウェアベンチャーに

くださいと言って一千万円集めて、結局量産

のようにメイカーで働いてる人たちが土日に

おいて有名な人と言えば、DM M .ma keをつ

パートナーが見つかりませんでした、というこ

ボランティアワークという形で入って、回路設

くった A BBA labの小笠原さんだったりとか、

とが普通に起きちゃうんです。なんでかとい

計やプログラムや機構設計を分業でやると

アクセスという携帯電話のブラウザを開発し

うと、そもそもの事業計画が全く書かれてい

いう形をとっています。その人たちはなんの

ていてIoT向けのシステムなどを作っている

なかったり、投資家からお金を集めるにして

ためにやっているかというと、自分の会社で

会社の創業者である蒲田さんがいます。ここ

も最初の事業計画書が全然なっていないの

はできない案件に、プロダクトの頭から後ろ

は今、モフバンドという腕につけて降るとスマ

で俺が投資していいものかどうなのか誰も

までしっかり携われるっていう楽しさだった

フォでシャリンシャリンと音がなるデバイスを

分からないと。
「 うーん、面白いと思うんだけ

り、それを実績にして、
「 もしかしたら俺いけ

シード期から導入していたりですとか、結構

どねえ…頑張ってね。」で終わっちゃう。

るんじゃないのか」というような腕試しをし
たりしています。

ウェアラブル系の案件でいろいろとお金を入
れていました。

そういう方の中には事業計画を立てていな

そういうこともあって、プロボノとして参加さ

まあ、とにかく投資家が少ないんです。そし

い人もいそうですよね。あれはなぜなんでしょ

れる方というのが実は結構多いです。ただ、

て、ラウンドAとかラウンドBとか言われてい

うか。

そういう方は副業になってしまうので名前を
出せなくて、クラウドファンディングやハード

る、じゃあ量 産しましょうとか人を増やしま
しょうっていう段階の投資に関しても、非常

まず、エンジェル投資家の多くがシード期に

ウェアのチームでソフトウェアエンジニアやメ

に投資先として渋られるんですね。

投資するのですが、そのタイミングで入るこ

カニカルエンジニアの部分がなぜかイニシャ

最近だとウェアラブル系のガジェットとかは

とで経営ノウハウも入ってきてその人自身に

ルになっている、ということはあります。

もう投資を受けられる機会っていうのはほと

経営スキルがなくても問題なくなってしまう

ロート製薬さんとかは副業解禁になりました

んどないんです。なんでかというと、ITとの

んですね。

が、ほとんどの企業が副業を認めてないの

比較になってしまうんですが、ハードはお金

そういうこともあって事業計画が書けない人

で、まだまだハードウェアの人材は出てきづら

を回収するまでがとても長いんです。想像し

でもうまくいっているケースがあるんですが、

いですね。

てみてほしいんですが、さっきポケモンGoの

最初にお話した通り投資する人自体が非常

話がありましたが、ITは課金したら大体翌

に少ないので、結局のところそこも自分でや

今の話、すごい面白いですね。今度は個人の

日には口座に振り込まれるぐらいお金が開

らなきゃいけない。

話を聞いてみたいです。

発した側に入ってくるタイミングが早いので、

なので、日本でハードウェアベンチャーとし

その分回収も早いんですね。ハードウェアの

て成功している人たちっていうのは大体がメ

個人の場合、最大の壁は流通にアクセスでき

場合だと試作して量産して流通して、売掛金

イカー出身者なんです。なにかモノをつくる

るかできないかというところだと思っていま

が出ました、そこから支払サイドは3 ヶ月後ぐ

ことの事業計画をある程度分かっている人

す。例えばファブスペースとかでものを作っ

らいでめちゃくちゃ長いんですよ。そういうこ

たちです。試作だったり量産だったり、ハード

てこういうことができますと言っても、それの

ともあって、マーケットがもともと大きくなく、

ウェアだと色々な規格もありますよね。日本

出口というのが、今はm i n neのようなCtoC

投資家からも避けられやすいです。

だったらJ IS 規格とか、そういうところの通し

マーケットしかない。そこで売れれば次に繋

あとは投資家自身が、どういうハードウェアベ

方だったりとか逃げ方みたいな部分も把握し

がる可能性はあるかもしれないですが、例え

ンチャー・ハードウェアスタートアップが化け

ている人がいるかいないかで全然違います。

ば伊勢丹に出しますとか、三越で買えますと

そうかという相場観がアメリカに比べるとま

そういうこともあって、日本ではハードウェア

か、東急ハンズで買えますとか、そういう大き

だまだないね、という話もあります。

ベンチャーはメイカー出身の人がいるかいな

なところへのアクセスの壁はまだまだ高いか

そして3つめは、この量産化の問題と資金に

いかが成功の鍵、というように言われるんで

なあという風に感じています。

直接紐づく話なんですけれども、そもそも事

す。

ただ、そういうところをロフトワークさんや

業測定のスキルがない、という点です。メイ

ただ、日本だと大手企業の人、特にメイカー

Ma kers ’ Baseさんが開拓をされていて、例え

カーの方からすれば当たり前だと思われる

の人というのは中々 ITほどスタートアップに

ば Ma kers ’ Baseさんはワークショップでの

のですが、ITより事業計画を立てるのが大

I 出ていかないので、必然的にそういう人材

成果物や会員さんの作品とかを百貨店など

変なんですよね。どのタイミングで試作して、

が不足していて、結果的にハードウェアベン

に卸せるような間口ができてきているので、

試作にどれくらいお金がかかって、部品調達

チャーとして成功する人がどうしても限られ

あとは作る側の人がそういうルートがあると

をどこでやるか、とか。そういうのを予めある

てしまう、というようなジレンマが起きていま

知ることができるようなリテラシーがあって、

程度シミュレーションした上で、クラウドファ

す。

作品のクオリティが追いついて、百貨店とか

ンディングなりで量産パートナーを見つけて

なので、今ハードウェアベンチャーなどに開

に置いても自然だよねっていうところまでバ

いかなければいけないんだけど、それを決め

発体制について聞くと、CTO やメインの開

ランスが取れて適切な価格でやれるのであ

る前に、こういうのを作りたいので一千万円

発者の人がコアで一人いて、残りはプロボノ

れば、僕は可能性があると思っています。
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これに対して、地方のファブスペースとかを

んアウトプットが増えていくと思うんですね。

やって盛り立てていくかという支援の部分に

見てて思うのは、やっぱり作ったものの出口

そうなった時に、クリエイティブディレクター

今後は企業や行政がちゃんと入っていくべ

がないということですね。都市圏のファブス

のように目利きやディレクションができる人

きなんじゃないかと。そうしないといつまで

ペースは開拓しやすい環境にあるのでそうい

材って重要だと思うんですが、そういう人たち

たっても機 材料では賄えないじゃないです

うことがないんですが、

というのは今のファブスペースの環境の中で

か。そうすることで、イニシャルで投資した機

つくったはいいけど行き先がないからイン

育っていくものなのでしょうか？

材代を回収できずに借金ばかりがどんどん
かさんでいっていつのまにか消えてしまう、と

ターネットで個人で販売します、とその人が
頑張るしかない。今はそういう部分にファブ

確かに必要な人材なんですが、誰もそこに

いう状況を回避できるんじゃないかと思いま

ペースは絡んでこないので、例えばですが地

目を向けていないという印象です。先 程の

す。

元の百貨店とちゃんとアライアンスをとって

質問でもあったんですが、ハードウェアベン

卸せるようにして、ワークショップもできるよ

チャーのいわゆるものをつくる人と、それを

大手メーカーも大手メーカーでハードウェア

うになればその人がどんどん花開いていく可

外の世界に繋げるハブになる人が今圧倒的

スタートアップの盛り上がりやスピード感と

能性があるんですけどね。いかんせんファブ

に不足しているんですね。ハードウェアベン

いうのにすごく危機感と魅力を感じていて、

スペースとかは一人とか二人でやっているの

チャーであればアイデアに対してそれを試

大手としてもそういうのを取り入れていきた

で、スペースから外に出れないんですね。営

作・量 産するコーディネーターがいて、個人

いと思っています。先程話に出てきたオムロ

業をかけに行くことができないので、こうい

であれば個人がつくったものをちゃんと目利

ンさんやKDDIさんもアクセラレータプログ

うジレンマが生まれてしまって個人の人のつ

きをして、ダメであればどうやったらそれが

ラムをやっていますし、そういうプログラム

くったものっていうのがマーケットに出にく

商品価値を持つようになるのかというアドバ

を通じてスタートアップさんと何かしようと

い状況です。

イスができてかつルートを持っている人が、

盛り上げていると思うのですが、私自身は

ファブスペースにはいないです。

なかなかうまくいってないんじゃないかなと

越智さんから見て、ファブスペースのユーザー

京都ではご隠居さんという人がいますね。何

思っているんです。実際に色々と見られてき

の中にはその出口があるということ、つまり

か困ったことがあったらそのご隠居さんのと

た越智さん自身で、こうしたらいいんじゃな

個人が作ったものが売れるんだということを

ころへいって、こういうことで困ってて、これ

いかとか、こういう所がダメなどといった気

知ったら販売したいと思っている人は多いと

を売りたいんですけどと言うと、それならあ

付きや感想があればお聞きしたいです。

思いますか？

そこの誰々さんとあの人を繋いだったらええ
やんって感じで紹介してくれるような人です。

コーポレートアクセラレータってかなり落ち

うーん、そこはどうなんでしょうね。僕自身

昔はそういう制度があって、今も村 社会 的

着いてきたし、そういう側面はあると思って

はっきりとした答えはないんですが、場所に

な場所では残っていたりしますが、ファブス

いますが、要は自分の会社の技術や人という

よるのかなあと思います。単純につくるのが

ペースのように最近でき始めたようなコミュ

リソースをどれだけ多く見せるか、見せるつも

好きで集まるようなハッカースペースに来る

ニティにはなかなかまだ降りてこないので、

りがあるのかというのが結構大事だと思って

人と、仕立てが綺麗なFabLabのようなメー

そういう地元の力をもった人や目利きができ

います。

カースペースに来る人だと作る人たちの属性

る人をいかに巻き込むかといのが大事になっ

アクセラレータプログラムとかは割と大きめ

とかも変わってきますよね。デザイナーなの

てくると思います。

にドーンとやる感じなんですが、実はその一

か、ギークなのかで全然つくるものも変わっ

会社としファブスペースをやっているところ

方でベンチャーに技術を提供して協力する

てくるし、最 初 からA rdu i noを 使って いる

はこれができるんですよね。例えばファブラ

大手企業さんのケースもあって、ヤマハさん

時点でもうそれは趣味の電子工作の世界に

ボ太宰府というところがありますが、そこは

は最近だとV I E SH A I Rというヘッドホンに

入っていたりとか、レーザーカッターを使って

EKジャパンという電子工作キットを売って

協力されてらっしゃいますよね。ああいう感

装飾されてると商品性がぐっと増すじゃない

いる会社ととグッデイという九州一円に展開

じでアクセラレータプログラムじゃないです

ですか。なので、そこは本当にてんでバラバラ

しているホームセンターの会社がやってい

けど、会社のコア技術である音響の技術を

というか、一概にこうというのは僕はまだ見え

て、ファブラボ太宰府で作ったものやそこで

提供しています。

てきてないですね。

受けたワークショップの成果物をグッデイの

このヘッドホンって、実は僕も少し支援してい

ホームセンターの一角に置いてみたりとか、イ

るんですが、キックスタータ―に出して最終

百貨店で販売できるレートを持っているス

ベントでファブラボ太宰府の会員様を特別

的に一千万円ほど集まったんですが、技術的

ペースがあったとして、
そこで実際に販売する

扱いしたりというのをやり始めていたりして

にはヤマハさんや」3Dプリンターメイカーの

までを目的にものづくりを始めるような人た

いて、そういうのは会社が運営しているから

ストラタシスさんの他にも日本の町工場なん

ちがいたら、デザイナーとして仕事をする人も

こそできることなのかなあと思います。

かも協力しているんですが、やっぱり大手企

土日だけ作業するような会社員も含めどんど

なので、中小規 模 のファブスペースをどう

業の技術や眠っている基 礎 研究の技術が
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すごく欲しくて、そこを上手く自分たちのプロ

チャーに対して提供できるか、というところだ

資産、別にお金とか知財とかだけじゃなく、そ

ダクトに取り入れられないだろうかって考え

と思っています。

こで働いている人たちも含めて協力できるか

ているベンチャーってものすごく多くいんで

実はこの前ちょうどオムロンのアクセラレー

どうかが肝になるんだろうなと思います。例

すね。それをうまくちゃんとコミュニケーショ

タプログラム担当者の方とお話をしたんです

えば単に3 ヶ月間うちの会社の一階とこの試

ンできたらいいんですけれども、大体のハー

が、最初のアクセラレータプログラムの時って

作室と100万円をあげますよ、だけだと、それ

ドウェアベンチャーはなかなかうまく話せな

どういうものがくるのか分からないしどう自

はどこの会社がやっても結果は一緒だと思

かったりするので、良いマッチングができな

社の技術が活かされるか分からなかったの

うんですね。あとは担当者がどれだけ頑張

いのかなあと思います。

で、全方位的にプロジェクトを採択してやっ

れるかっていうところですね。そういう部分

僕はハードウェアベンチャーやスタートアップ

てみたら、出てくるものがガジェットのプロト

もひっくるめてハードウェアベンチャーをちゃ

を始めたばかりの人の話を聞くとそれを実感

タイプみたいな形になってしまって。メイカー

んと育てていくっていうことができるかでき

するんですが、これをうまくやっているのが

フェアで一回出展して、それ以降の進展がな

ないかが成功の可否に繋がると感じていま

Pepperをつくって今はGrooveXをやってい

いものも多かったらしいです。オムロンさん

す。そこがあんまりできてないからアクセラ

る林要さんだと思ってます。

の技術にはセンシングの技術や医療機器の

レータブームが最近落ち着いてきちゃったん

林 要さんは、僕が今までお会いしたハード

技術だったりとか、FA 業界で使われてるオー

じゃないかなあと。ベンチャーにとりあえず

ウェアベンチャーの経営者の中で5 本の指に

トメーションだったりとか、そういうところに

お金を出して三ヶ月後にデモ発表会をやら

入るくらいくコミュニケーション能力もプレ

強みがあるので、ちゃんとそこの強みとマッ

せればいいんでしょ、って思っていたり、さら

ゼンテーション能力もすごく高い方なんです

チングするプロジェクトを採択しましょうっ

にはハードウェアアクセラレータの代理店に

が、この人が今つくっているロボットには大

てことで仕切り直したんですね。そうした途

丸投げしてやってiいるところもあるので、そ

手企業の中で使い道のなかったコア技術や

端、アクセラレータプログラムの提供中も話

れではだめだろうなと思います。だって、代理

基礎研究の技術を提供してもらっているの

が早くなったｊんです。

店さんに自社の事業戦略や営業ネットワー

で、やはりそういう能力はないがしろにでき

例えばその中にSu icaのようなN FSのカード

クなんて提供しないですよね。だからどれだ

ないなと思います。

をわざわざ財布でかざすんじゃなくて、指で

け自前でやるかが大事なんじゃないのかな

ピッてやれば通れるようなものを作りたい

あって。すごい無責任に言ってますけど
（笑）

契約の問題についてはどのようにお考えで

というプロジェクトがあって、オムロンさんは

すか？

元々 Su icaのセンサー部分などを納入してい

あとでファブクロスを舐めるように見ていた

たので親和性が高く、グループ会社のオムロ

だいたら分かると思うんですけれども、一

そこは難しいと思っていて、恐らく個々で契

ンソーシアルソリューションズさんが、A N A

番人が見るのはネタ系の記事なのでそこは

約をしてやっていると思います。

さんとかオリエンタルランドさんとかに持っ

ちょっと避けなければいけないなと。ネタ系

彼らが狙っているのって、今研究しているも

ていってこういう技 術があるんですがどう

の記事ってなんなんですかっていうと、工作

のというよりは、10・20 年前に特許は出した

やったら使えますかというふうに半ば営 業

ネタですごくくだらないものをつくる人たち

んだけど結局製品化への使いみちがなくて

かけて、それで必要な要件を拾ってきてこう

を我々の方で引っ張ってきて、記事を書きま

眠っている技術なんですよ。彼らが事業計

言ってるよってベンチャーにフィードバックし

せんかって言ってつくるものです。例えば、

画書を持ってプレゼンをして、僕達こういう

てどんどん市場 性が 伴ったプロダクトにア

3Dプリンターで作った部品を使ってプリンを

ロボットを作りたいと思っていてこことここが

ジャストさせてるっていう話があって。それ

ひたすらプルプルさせるマシンをつくった漫

足りないんですが、御社で技術的な協力をし

は面白いなあと思いました。

画家さんがいて、まあこれは面白いよねって

ていただけるところはないですか？と聞いて、

やっぱりそれくらいやらないと、大きい会社

なっちゃうんですけど。こういう事例は差し

うちの15 年前の研究でこういうのがあったか

とベンチャーのプロジェクトがちゃんと市場

引いた上でお話をした方がためになると思う

ら使ってみる？というような展開になると。

性を持って成功していくっていうのはないの

のでそうしますね。

GrooveXはすでに二桁億円単位の資金調

かなと感じました。アクセラレータの一番の

達をしてるということもあって、大手企業にし

成功例はディズニーリサーチだと思うんです

そもそもメディアにおいては面白いか役に立

てみても信頼性が高いし、Pepperなどの実

が、ディズニーリサーチも自社の技術や自社

つかのどちらかにしか人は靡かないという感

績があるので信用して協力しやすい関係が

でやろうとしている映画産業であったりとか

覚を僕は今持っています。となると、ファブク

できているなと思います。

インタラクティブなものに対してすごくアンテ

ロスは技術系だと思うんですが、先端研究や

これは個々でアプローチしていく場合の話

ナを立たせていて、それとちゃんと合うプロ

先端技術的な話というのは結構みなさんが

で、アクセラレータプログラムの場合で僕が

グラムを採択してやっているいいケースだと

興味を持っていますね。

個人的に感じているのは、やっぱり企 業が

思います。

例えば、個人的には地味な情報だと思って

どれだけ自社のリソースをハードウェアベン

もちろん、それに対して人であったり、会社の

いたけど、3Dプリンティングのミクロなプリ
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ント技術についてたヨーロッパの大学が発表

うな、可能性を感じる領域やテーマがあった

合もCEOはジョンソン・アンド・ジョンソン

しましたよという情報にまで食いつく方って

ら是非お聞かせ願いたいなと。

でSEをやっていた人です。全くスタートアップ
とは縁遠いようなキャリアを積んできた人で

いうのは一定数いらっしゃいますね。
あとは、みなさんそれぞれ技術トレンドで興

大きく二つあります。一つは、小学生や幼稚園

も、ひょんなことからスタートアップイベント

味関心があるので、少し前だったら3Dプリン

という本当にちっちゃい子供の教育や保育・

に半ば腕試しで行くようになって、そこから

ティングだったんですけど、今だったらやっぱ

育児とテクノロジーが関わる分野に関心を

ネットワークができて自分たちがつくりたい

りIoTが主軸のトレンドなのかなと。ロボット

持っています。FabLab天神というスペースが

と思っていたものを出せうようになったらし

はまだロボット産業に関わる人がすごく少な

ありまして、ここは福岡にあるIT企業が始め

いです。

いので、最終製品になってない限りあんまり

たテクノロジー教育に特化した学童保育サー

あとはデザイナーのような人がハードウェア

見向きもされないですね。もう一つ、押しな

ビスを提供しているファブラボなんです。

のエンジニアやスタートアップの人たちと接

べて興味関心が高いなと思うのは A rdu i no

なぜそんなことをやっているかと聞いたら、

点を持つようになっていくとプロジェクト化

やR aspber r y Piといったオープンソースハー

学 童保育って結 構なお 金を取られる割に

の話が進んだという例も聞くので、メーカー

ドウェアです。こういうデバイスが出ましたと

やっていることがその辺の野原や公園で走

出身者じゃないとハードウェアベンチャーは

か、こういうデバイスがキックスターターで今

らせるくらいで、もうちょっと身になるサービ

成功しないという定説を変えられる条件っ

資金調達してます、という記事で割りとそこ

スを提供して欲しいという願いがあったらし

ていうのがあるんじゃないかなと思っていま

そこ来るんですね。なので、今のアクセスラン

いんです。そういうことじゃなくて、例えばで

す。

キング1位は、Wi-Fiを搭載したちっちゃいさ

すがプログラミングができたりとかそいうこ

今リクルートさんやN TTドコモさんのように

くらんぼサイズのこういうチップのコンピュー

とってもっとできないかと考えていたら、周り

大きい会社さんがメイカーズたちの作りたい

タですよと、という記事だったと思います。

のバリバリ働いているお母さんも同じような

ものを支援するサービスを始められているん

ファブクロスを始めた時から結 構こういう

ことを考えていた。そして、そういうサービス

ですが、そういったものも含めて取材して紹

ニュースにアクセスが多くて、なんでだろう

ができた、という記事を書いたらものすごい

介していくことで、起業のいろいろなパター

なってずーっと思っていたんですが、いろん

反響があって、あのことについてもうちょっと

ンを提 示することができるんじゃないかと

な人達の話を聞いてみると、こういうチップ

詳しく教えてくれませんかと個別に問い合わ

思っています。俺もでもできるんじゃないの、

やオープンソースハードウェアを自社のサー

せを頂くこともあったりしたんです。子 供の

とか俺もちょっとやってみようかなあって思う

ビスやビジネスに組み込めないかと考えてる

教育において、最近ではプログラミング教育

人が増えてきたら、今のメイカームーブメント

人がとても多かったんです。例えば農業とセ

とか言われるようになりましたが、そこも含め

と言われているものがもう少し充実してくるよ

ンサーネットワークを組み合わせるとか、教

てどういう風に子供とプログラミングやファ

うな気がします。

育とIoTを組み合わせてみるとか、そういうふ

ブと繋げていくのかというのが、日本の未開

うに色々な分野と結び付けられないかと考

発の部分なんだと思います。それは日本の可

私の会社はオープン系の製品を出しているの

えて読んでいらっしゃるというのが最近分か

能性でもあると思うし、だからこそそこで頑

ですが、
なかなか続かないんです、
先程の質問

りました。

張っている人のことを僕はもうちょっと追い

と近いんですが、これだけネットやメディアに

ハードウェアのベンチャーって半 導 体メー

かけていきたい。

情報が溢れているのに、企業の経営層がちゃ

カーさんの技術の仕様のトレンドに引っ張ら

もう一つは、量産経験のない人が立ち上げた

んと認識していなかったり新しい取り組みを

れる部分があって、CPUが変わってもう量

メーカーが、どう成功していくかっていうとこ

していかないのはなぜなんでしょうか。結構

産ができなくなったのでまた試作からやって

ろに興味があります。それはやっぱり、周り

海外のメーカーさんは積極的に取り入れてい

作り直しです、というのを繰り返して全然製

にいるコーディネーター役となる人であった

るのに、日本のものづくりメーカーはまだま

品化されないという大学ベンチャーの悲劇

り、支援する人があってこそだと思うんです

だで、それで逆にオムロンさんはなぜやろうと

のようなことがあったんですが、オープンソー

ね。最近のハードウェアベンチャーではうま

思ったのかというのが気になります。

スハードウェアを使うことで、A rdu i noで試

くハードウェアメーカー出身の人を見つけて

作してみてからA rdu i noベースの小さいチッ

きて、製品をキックスターターに出せるよう

オムロンさんのことに関して言うと、2008 年

プを深センから輸入して製品化できました、

になってきましたね。少し前だったら、セレボ

をピークにして新規製品の数が右肩下がりに

みたいな話とかもあったりして。割りとそれが

の岩瀬さんのようにご自身がパナソニック出

なっていく中で、大企業のジレンマのような

成功モデルとして話にも出てきてるので、み

身で量産のことをよく分かっているような人

ものでなかなか新しいものが出せないって

なさんの関心が高いですね。

じゃないと成功するのは難しかったんです。

いう危機感があったんです。それで、もう自

最近お会いした人に、ブリンカムというデバ

社だけでは新しいものが作れない、それじゃ

今後編集者として、トレンドとしてつまらない

イスをつくっている方がいて、目標100万に対

あ外のアイデアを貰いにいったり外に投資す

ものかもしれないけど追っていきたいと思うよ

し1000万円ほど集めたんですが、彼らの場

るというのをちゃんとやっていきましょうとい
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それって黒字なんですか？

う認識でやってらっしゃるんです。なのでオ

ら、今はまだ大きくない予算のままひたすら

ムロンベンチャーズさんていう会社を立ち上

リサーチを続けていく会社さんとかもありま

げたり、リコーさんとSM BCさんと一緒に50

すね。なので、どこでそれの勝負をかけてい

いや、単体では黒字にはなっていないと思い

億円規模の合同のファンドを組 成している

くかとか、どこでそのボードメンバーを引き連

ます。ただ、彼らの場合は、新しいビジネスを

のはそういう背景があるからです。

れていくのかっていうカードの切り方もいろ

探し続けるという商社としてのマインドが大事

いろあるんだろうなと。

なんですよね。新しいファブスペースができ

トップの方がそういう認識をしていて危機感
は持っていたということですよね？

るって聞くとすぐ見に行ったりしていますね。

ベンチャー側の方から量産の感覚に歩み寄

彼らは短期的な利益を考えずに、まず、ベン

るために何かできることってありますか？もち

チャーやメイカーの人たちが何に困っていて

そうですね。トップダウンでやるか草の根で

ろん一回やってみれば分かると思うんですが、

何ができるかっていうところをちゃんとコミュ

やるかでやっぱり大きく違ってくると思うん

教えてくれる人もいないし、どうしたらいいの

ニケーションをとりながら聞いていますね。

ですが、日本の会社は結構草の根から始め

かという疑問があります。

そういうことをやっているので、ハードウェア
ベンチャーとの接点がものすごくあるんだろ

るのに中々その草が上に行っていないです
これは本当に色々なところで聞かれるんです

うなと思います。そういうのってすごくめんど

が、今日来られている会社さんレベルの量産

くさいし、それで金になるのかって上司から

やっぱりそうですよね。トップダウンでいかな

をしている人たちが門戸を開くことがすごく

言われるのもしんどいと思うんですが、それ

いとそこまで大きい動きにならないと思って

大事だと思います。一緒にやりましょうという

でもベンチャーやメイカーと接点を持って行

います。

のじゃなくてもいいので、量産のイロハのよう

こうとするにはそこまでする必要があるのか

なことを共有してあげれば、それが直接的に

なと思います。

ね。

そうなんですよね。僕が海外のメーカーさん

今日明日年内のプロジェクトに関わらなくて

を見ていてすごく面白いなと思うのは、文化的

も、提供し続けることが大事だと思います。

少量から中量、中量から大量という垣根を作

なアプローチが多いということですね。例え

マクニカさんという会社は半導体商社として

る側が越えていけるようになるには、どうした

ば AutodeskさんはPier 9というサンフランシ

は日本トップクラスで、シリコンバレーの小さ

らいいんでしょうか。自作生産をするところっ

スコのベイエリアにアーティストインレジデン

いベンチャーの半導体のネットワークをすご

て全然ないと思うんですが。

スのような場所を作って、ギャラリーや個人の

くたくさん持っていたり、コナシといういわゆ

アーティストやクリエイターの作品を展示す

る個人のスタートアップ向けの基板開発をし

自作生産をやるところは、もう入っていかれ

るスペースを設けるということを積極的にやっ

ているのが特徴です。彼らは草の根的にイベ

ないと思うんですよね。例えば、Bluetoot h

ているんです。アーティストに一定期間滞在し

ントに出向いて、ベンチャーやメイカーズの人

を使うならあそことか、それを受けてくれる

てもらって作品をつくってもらうような形態な

たちに離しを聞いたり相談会をやったりして

のはあそことか、数が限られていると思いま

んですが、CA Dのベンダーでそういうことを

います。それが今どうなっているかというと、

す。この前セレボの製品の一部部品の試作

やっているのって恐らくAutodeskさんくらい

ハードウェアベンチャーがほとんどマクニカ

量 産などをやっている会社さんを取材した

だと思うんですけれども、そういうアプローチ

さんのところに相談しに行くようになってい

のですが、受託でベンチャーとやっていると

をしてFusionを使ってるメイカーさんを囲い

ます。こういうのをやりたいと思っているんで

ころはどうなんでしょうって聞いてみたら、

込んでいくんだろうなと思います。

すけどと言ってくる人と、マクニカさんの知っ

ベンチャーのスピードに会社側がどれだけ

お金になるならない別にして、彼らがやってい

ている小ロットの試作や構造生産レベルの

合わせられるかが肝だとおっしゃっていまし

ることってベンチャーとして合っていると思い

パートナーとをマッチングして、クラウドファ

たね。大きいメーカーさんと打ち合わせをす

ます。彼らが何を欲していて何が自分たちの

ンディングに出すところまでちゃんと持って

ると、そこで洗い出された修正ポイントって、

会社のリソースにフィットするかっていうのを

いっています。そしてその中には自社のチッ

一旦持ち帰って1か月後だったり次回の定例

ミドルマネジメントの人たちが直接聞きに行っ

プが採用されていると。もちろん、そういうベ

ミーティングでまた話に上げていくという感

たりとか、それをちゃんと吸い上げるようなス

ンチャーが採用できるようなコスト感のもの

覚だと思うんですが、セレボさんの場合はエ

キームになっているんだろうなと感じます。

を彼らも責任を持って提供しているというこ

ンジニアがその場でバーッと直してしまって

あとは、そういう草の根 的な活動に偉い人

とも重要ですね。ファブラボなんかにも自社

C A Dや回路図面が終わる頃にはフィックス

をちゃんと引きずり込むというか、首を掴ん

の製品を置いていて、使った分だけ精算する

されているらしいです。

で見せるみたいなところができるかできない

という方法で売っているんですが、その活動

かって、大きい会社にこそ大事なんじゃない

なんかも新規事業の人たちが地方にも足を

かと思います。一方で、そうやって首根っこを

運びながら地道になっています。

捕まえて持っていくと大事になってしまうか
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2. 柴 田 隆 寛（&Premiumエグゼクティブ

編集の関わり方も多様になっています。編集

to a Better Li fe」と設定しました。こうじゃな

ディレクター）

というのは、編集者だけでなく、代理店の人

きゃいけないと言ったような一方的なあり方

やIT系の人、アパレル、プレスまで、様々な業

を押し付けるのではなく、みんなで考えてい

種の人に関係するようなことに変化している

こうといぐらいがちょうどいい気がするので

と言えるのかもしれませんね。商品やコンテ

す。なので、ベストではなく「ベター」しかも

ンツをどのように届けていけるかについて考

「ガイド」くらいになればいいかなと。あと、

えている人にとって重要になってきているの

プレミアムということで、安いからといって大

ではないかと。

量消費するよりは、顔が見える物や人を大事

今回のテーマである「編集」について、
柴田さ
んのお考えをまずお聞かせいただいていも良
いでしょうか。
最近、
博報堂ケトルの石原篤さんと月一のペー

にするとか、あまりトレンドに左右されない

スでトークイベントをやっているのですが、今
日の内容と割と近い内容かもしれないので、
お
話のきっかけにしたいと思っています。
トーク自体は、
「編集の広場」いうタイトルで

SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS
というお店でやっています。そこで話が出たの
は、
「縦の編集」と「横の編集」という話です。こ
こで言う縦の編集というのは、
マスかニッチか
という二項対立を指します。どちらか良いと
か悪いとか、上とか下とかそういうことはない
のですが、両者が近頃接近してきているとい
うような認識が両者にあるのです。石原さん
は、どちらかというとマスメディアを舞台に活
躍されていますが、僕の方はというと、もう少
し小さな価値観をどのようにして維持可能に
したり広げていけるかということが仕事の中
心にある。そんな両者が協働したりできるこ
とも明らかなように、マス対ニッチという関係
そのものが変化しつつ環境やメディアが整い
つつあるなと思うのです。
従来は紙の世界というのが編集の主な舞台
だったと思うのですが、横の編集の話は、仕
事の場が拡大しているという話になります。
今なら、紙だけではなくウェブでだったり、店
舗であったり、どんどん編集の対象が拡大し
ていっていると思っています。例えば、その
一つの具体例でいうと、ニコアンド トウキョ
ウというお店の仕事に関わらせていただい
ています。編集者である僕が何をしているの
かというと、その店はまるで雑誌みたいに45
日ごとに店舗のテーマを変化させるコンセプ
トなんですね。そのコンセプト自体は、石原
さんが手がけられたのですが、例えば1回目
のテーマは、
「 ポートランド」で、といった風
に、僕がそのテーマ設定を担当しているので
す。まず、テーマが変わる店、という仕組み自
体を編集する人がいて、もう少しコンテンン
ツ寄りのテーマ設 定をする編集 者がいる。

感覚を大切にしています。シック、シンプル、

＆Premiumが始められたのはどのような経

チャーミングみたいな少し抽象的な単語を

緯があったのですか。

テーマにして、答えを提示するというよりはむ
しろ、問いを投げかけるということを意識し

クロワッサン・プレミアムという雑誌がかつ

ています。

てありまして、50 代の女性をターゲットにし
たファッションに関する本でした。8 年くら
い続いていて、桐島かれんさんが表紙だった

読者からのフィードバックはどのようなものが

りしていたんですけれども、残念ながら廃刊

ありますか。

することになってしまいまして、それに代わる
企画を考えようということになりました。せっ

フィードバックを得る方法としては、ダイレク

かくリニューアルするので、思い切ってユニ

トマーケティングが一番いいと思っていま

セックスの雑誌にしたいと思ったのですが、

す。直 接聞いて話を聞く方が強度のある意

男性向けと女性向けだと本の作り方が全然

見がもらえると思うのです。例えば、イベント

違うので。

や書店などのフェアなどは顔も見えますし、
とても良いと思います。以前、イベントでご高

最初、女性向けの雑誌はマーケティングで作

齢の女性が話しかけてくれたことがありまし

られているものが多いという印象がありまし

た。特にセグメントを設けているわけではな

た。なになに系、といった呼び方も多いじゃ

いので、ピッタリの読者から感想をもらえて

ないですか。 でも、僕の周りに、そういった

嬉しかったのです。作り方としては、テキスト

風に具体的にカテゴライズ、セグメントされた

は多い方なので、ファッション雑誌らしくな

くないって思っている女性がいるような気が

い面白いと思われているようです。10 年くら

したんです。しかも、具体的に10万人くらいは

い続いているSTOCK ISTSという展覧会が

いるんじゃないかと思い込んでいた（笑）そう

あって、長く出展させていただいているので

いった理由から、思い切ってマーケティング

すが素晴らしいと思っていて。B2Bで業者

をするのをやめようという話になりました。い

向けでもなく、B2Cでやろうという試みが今

つも、
「好きになってくれる人はすべて読者で

いろいろありつつ。＆ Prem iu mもその考え

す」と言っています。実際のところ、読者層は

方でやろうと思っているんです。

だいたい30 代から40 代で落ち着いています。
意外なことに徐々に男子の比率が上がって

＆ Prem iu mにも僕の活動にも、その中心に

きているのが面白い思っています。例えば、

あるのは、
「360 度カテゴリー」という考え方

音楽の特集とかをすると男性が 6 割ぐらいな

です。つまり、衣食住というなんでもやるとい

んです。女性向けの顔していますが、男女兼

う考え方。それに、カタログも作れば雑誌も

用を狙っている雑誌なんですね。衣食住に

作れるイベントも作れるお店も作るという活

関することは別に性別は関係ないじゃない

動の広がりです。この前、パルコで企画した

ですか。マガジンハウスがそもそもそういう

イベントなんかとても面白くて。
「 大恐竜人間

コンセプトの企業だということもあるのです

博」というイベントなのですが、下田昌克さん

けど、雑誌全体のコンセプトが「The Gu ide

という画家の人がシーチングでたくさん恐竜
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の着ぐるみを作っているんですね。それを、

ストラクチャーの準備や設計が主な主題で、

なか出版社の意向を聞きながら思うように

沖縄の写真家である藤代冥砂さんの元に送

人も一つの組織に根を張りながら仕事をす

いかず結果的に2年くらいで絶版になってし

ると、子供たちが楽しく恐竜で遊んでいる良

るという時代だったのが、風の時代では大き

まったんです。でもせっかく著者の仲介とし

い写真が送られてくるんです。それに、谷川

く変化するというのです。それは、フリーラン

て入って作ったのに、2年で絶版にしてしま

俊太郎が詩を添えるというなんとも不思議

スであったり、国内や海外を風のように移動

うのはもったいないと思って、もう一度別の

な企 画。これはもともと『H UGE 』で 連 載

しながら働くようなスタイルです。個人だけ

版元を探して出そうと思ったのですが、景気

をしてもらっていたのですが、いつのまにか

でなく、大きい会社の方もプロジェクトによっ

もどんどん悪くなって、出版事情も悪くなっ

やっぱり展覧会ありたよねという話になって

て能力のある個人を採用するようになってき

て、新たな版元を見つけ出すのは厳しい状況

しまって。こういう一見お金にならないかも

ています。しかも、目に見える成果物だけで

でした。しかし、その探す行為の中で小さな

しれない企画も色々な人が関わって実施し

なく、アイデアやネットワークも成果のうちに

一人でやっている出版社があるということを

てみるととても楽しいんです。楽しいことが

入ると判断されるようになってきています。

みつけて、そういうのもできるんだと知って、

一番重要ですから。

例えば、福田さんは、ある企業から一ヶ月に

そのやりかたを聞いたり、見たりしていくうち

一度でいいので会社にお茶を飲みにいくと

に、自分でやってみようという決意に至りま

いう内容で雇われているそうです。そこでは、

した。そして、2012年に、その新装版として

なぜ、関わってくれるみなさんはそんなに協

二 時 間ほど雑 談をしながら企 業の社 長さ

先ほど話題に上がった本を出したというの

力的なんでしょうか。

んとお話するという内容だそうです。場合に

が最初の一人出版社の仕事です。そもそも、

よってそこからプロジェクトが生まれることは

全国の本屋さんに卸すのに、取次を通すこと

場所を作ることが重要なんだと思います。皆

あるかもしれないけれど、基本的にはそうし

になってるんですけれども、そこの人に「出

さんがワクワクするようなチャンスを作るこ

たゆるいアイデア出しに対して対価をいただ

版は委託商売であって、返品はいつまでも返

とが重要ですよね。プロジェクトを始めると、

いている。そういう新しいプロジェクトの作り

りつづけるから、一回出版社やるんだったら

作家たちのあいだのつなぎをする人が必要

方も出てきています。これはインターネットが

ちゃんと続けて行かなきゃダメだよ」と言わ

になってきます。関われる隙間を作ると言っ

大きく影響しているのかもしれませんね。た

れて、当初私はただ本を一冊出せばなんと

た方がいいかもしれません。場所を作る際に

いていのことであれば、ネットを検索すると

かなるというつもりだったんですが、商売とし

一番重要なのは、いろいろな人に委ねる余

わかってしまう時代においては、その人個人

てちゃんと続けて行かなきゃだめなんだとい

地を作っておくことだと思います。関わりた

が提案するアイデアが価値を持つということ

うことをこの時気付かされました。こうして現

いし関われるという雰囲気や世界観を設定

だと思います。こうした個人のアイデアがきっ

在「仕事文脈」という刊行物を出版するこ

しておくことが編集者の役割だと思うんです

かけとなって、プロジェクトになり、チームが

とになったのです。どうしてこのようなテーマ

ね。それは、立場上アーティストじゃないから

でき、コミュニティになっていく。こうした役

にしようかと思ったかというと、従来の仕事

こそできることだと思います。あくまでもプレ

割も編集の役割になってきているということ

関連の雑誌や本というと、いわゆる企業系、

イヤーとは違うレイヤーで活動しているから

だと思います。

ビジネス系の内容や、労働問題などに偏って

こそできるというわけです。あとは、予定不調

いる気がしていたのです。正直なところ、あま

和をあえて仕掛けておくことだと思います。

り自分で読みたいのがないなと思っていて、

あまり自分の設計図通りに流れていくとダメ

3. 宮川真紀（タバブックス代表／仕事文脈

もっと生活に密着しつつ働く女性を代弁す

だなといつも思いますね。メンバーが参加で

編集発行人）

るような内容が無いなという印象がありまし

きるようにしておくことが重要です。編集者

た。最初の号で特集している3人はネットで

は、基本的に賛否両論起こった方が楽しいと

みつけました。ウェブでおもしろいこと発信

思っているはずですよ。

チームを作ることも編集者の仕事になって
いるわけですね。

組織から個人へ、働き方の見つけ方
私は最初 PA RCOで「ACROSS」という
マーケティング雑誌の編集を７年くらいやっ
ていました。そのあとPA RCO出版の書籍の

ブランディング・ディレクターの福田春美さん
が面白い話をしていました。大きく言って、幕
末から2020 年東 京オリンピックまでは「土
の時代」で、それ以降が「風の時代」だとい
うのです。土の時代では、システムやインフラ
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部署に移動して、8 年くらい勤務したのち、
フリーでの書籍の編集をはじめました。そこ
で、ある出版社さんから出した本が一人出版
社をはじめるきっかけになりました。この本
は私が外部編集者という立場で、著者の意
向を一介しながら作ったんですけども、なか

してる人がいて、これはいいなと声をかけた
んです。例えば、一人目の特集はというと、デ
ザイナーなんだけど朝起きられないから夜中
に特急で仕事することを生業としている人。

2人目は、結構バズったんですけど、京都大学
大学院を卒業されたのですが、就活にうまく
いかず、逆面接という手法で仕事をゲットし
た人。今思うと、共通点があるのか無いのか
わからないけれど、それでも「仕事」という
キーワードで面白いことをやっている人を取
り上げて、発信したいということが中心にあ

専門家インタビュー

りました。その人の仕事の文脈を明らかにし

ためにいバイトばかりしていると将来もなに

たら知り合いも自然と増えますよね。そうす

ようとする取り組みであればいいなという思

もできなくなってしまう。だからバイトなんか

ると、そこで培われた知り合いの輪がある種

いがあったのです。そんな時に、あまり大そ

やめちゃえばいいという趣旨の活動です。大

のセーフティーネットとして機能するので、長

うなことを言わないように心がけているので

学でしっかりとしたレクチャー形式で取り組

崎に移住する前に知り合いを増やしておくこ

す。仕事と一緒にテーマにする言葉は「家」

んでらして、学生の皆さんも熱心に受け取っ

とによるリスクヘッチが可能になるというお

くらいのレベルで。そうすると、色々な人に

ていました。内容をそのまま本にしてしまお

話をしてくださいました。そういった意味での

とって読みやすくなるし、ある程度普遍的な

うということになったんです。ファッションの

「安全と仕事」です。たしかにすぐ面白い人捕

内容になると思ったのです。

話にしても、ハイブランドからファストファッ

まえてはこんな人いますよって教えてくれた

ションまで色々ある中で、着用者の認識も変

りとか、そういう意味では困らないですよね。

化しているではないですか。そんな中で、山下

知り合いがいっぱいいるから。山下さんは、

新しい仕事で食べていく、生き抜くための

さんはとにかく値段を安くするという技に出

仕事の新しい形を体現されている方なのだ

戦術

たわけです。1着6000 円くらい。本当に安い

と思います。

ですよね。リメイクの服だって結構作るのは
こうした人たちを見ていると、従来の「仕事」

大変だから本当だったら数万円すると思うん

という概念では捉えきれないやり方でご飯

です。着替えるに買えるし着ることができる。

を食べて行こうとしているんですね。それは

値段こそがクリエイティブだと彼は言ってい

純粋に面白いと思います。例えば、ウェブデ

ましたよ。リメイクに使う古着はお店で売れ

ザイナーとしての能力はあるけれど、連絡が

残ったようなものをタダ同然でかってきてい

苦手であったりとか、時間を守れなかったり

るんですね。それでも、3000 円くらいの値

とか、人間的には問題があるかもしれないけ

をつけたものはネットですぐに売れてしまい

れども、他に高く評価されるような部分があ

ます。若い人たちは服ネットやスマホで買う

る人。その人は、人に教える野力が高いので、

のが一般的になってきていることもあって

国内外で遠征や合宿で仕事の誘われたり、

即売らしいのです。あともう一つ、山下さんの

コワーキングスペースを作って仲間で仕事を

活動でご紹介したいのは「新しい骨董」で

したりと、やり方は色々あるようなのです。み

す。これは、アーティストの下道基行さんと編

んな、どちらかというと何かが欠落している

集者の影山裕樹とやってらっしゃるプロジェ

人たちなのですが、でも周りに流されないで

クトです。これは、身の回りにある一見価値

マイナスのところを生かして生きていけるよ

のなさそうな物を、拾ったり、治したり、加工

うな人たちだと思います。特徴としては、思

したりして売りに出すというプロジェクトで

い立ったらすぐやる性格だったり、一人でやっ

す。石やガラクタから、ミョウガの箱で作った

ていたら周りに人が自然と集まってくるタイ

i Phoneケースまで色々なものがあるんです。

プだったり、楽観的な人が多いかもしれませ

これもまた意外なことに売れてしまうんです

ん。

ね。

働き方の模索の仕方

山下さんは、地方と舞台にこうした面白い活
動を展開されていますが、東京からも注目を

話は変わりますが、高円寺系で「途中でやめ

浴びたりして埼玉トリエンナーレに出展した

る」っていうファッションブランドを運営さ

りすることがやろうと思えばできるわけです

れている山下陽光さんという方がいます。彼

よね。これは、ネットワークの力、インターネッ

は服飾の技術はあるのですが、高円寺のリ

トもそうだし、人の繋がりも、の影響があるの

サイクルショップで古着を扱ったりしていた

だと思います。

らしいのです。でも、近年ご自身でブランドを
立ち上げられました。町の古着を集めて、そ

これはいわば、仕事と「リスクヘッジ」ですよ

れらを作って服を作っているのです。実は先

ね。以前、山下さんが綱島温泉というところで

週山下さんを取材に行ってきました。山下さ

会費1000 円で結婚式を3回くらいやったこと

んは「バイトやめる学校」という活動をやっ

がありました。それは結婚式というよりはた

ていまして、要するに、将来好きなことをやる

だの飲み会なんですけど、結婚式何回もやっ
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INTERVIEW
ここでは、
「プロとアマチュアの垣根に位置する」生活者
の具体的な仕事の方法や生活のあり方を探るべく、
チームを組んだ上で、インタビュー調査を行なった。
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1

2016 年3月6日に開催したイベント「Fa r m to
Table / Table to Fa r m #1」に登壇した発酵

―そういう意味で発酵は「社会学」でもある

デザイナーの小倉ヒラクさんにインタビュー

んですね。おそらく、ヒラクさんが文系出身

を行いました。発酵という目に見えない世界

であることが一般の人との接点をつくる要因

をデザインを通じて可視化する活動を行うヒ

になっているんでしょうか。

ラクさんに、発酵業界においてクリエイティ
ブが果たす役割をお聞きしました。

ヒラク：そうですね。普通の人の感覚がよく
わかりますから。僕は微生物学や発酵を学
んだときに、これは普通の人にこのまま伝え

インタビュー調査

1. 好奇心で世の中を変えたい

たら呆気にとられるか怖いと感じられるかだ
と思いました。だから、論理を超えて直感的

小倉ヒラク
デザインで切り開く発酵の世界

ヒラクさんの発酵デザイナーとしての活動

に分かるところまで解釈をし直さないといけ

はどのような思想に基づいて行っているの

ないなと考えたんです。

ですか。

そうして生まれたのが「てまえみそのうた」や
「こうじのうた」。これは、とりあえず理 屈は

ヒラク：僕は人の好奇心を動かすことで、現

抜きにして、まず僕と一緒に手を踊ってみま

実を変えたり世の中を動かしていきたいと

しょうという作品です。それで「どう、楽しい

思っています。人の好 奇心をどう解放し、触

でしょう？」というところまでもってこないと

発するのか、そのためのトリガー（引き金）をど

ダメだと思っています。テクノロジーを直感的

う設計するか、ということをいつも考えてい

というか身体感覚、アート的な観点でわかる

ます。

というところが僕の仕事の特色なんだと思い
ます。

2. テクノロジーの本質を直感的なもの

―ヒラクさんの開催するワークショップにも

にするのがデザインの役割

そのような要素はありますか。

ヒラクさんが感じる発酵の魅力とはどんな

ヒラク：僕の麹作りワークショップはただ味

ところですか。

噌を作るのではなく、テクノロジーの部分で
ある、酵 素の働きや温 度と菌の働きの関係

ヒラク：もともと大学では文系の学部で、生

などについても伝え、参加者の「好奇心」を

物学と文化人 類学を勉強していました。僕

引き出すようにしています。

は、発酵は「サイエンス」と「社会学」がセッ

僕のやっていることは本質的には田舎のお

トになっていると考えているんです。

ばあちゃんの味噌作りと変わりませんが、テ

微 生物は構造が単純なので、菌のことを調

クノロジーの本質を取り出してデザイナーと

べると生命の基 本原理が分かるんですよ。

して再解釈しているので、デザインのテクス

人間という生き物の働きは複 雑で分かりづ

チャーとしては全然違うように受け取れるよ

らいものです。それに対して菌はしっかり調

うになっています。だから間口が広がるんだ

べるとどういう特徴を持っているかが分かる

と思います。参加者の中には「人生観が変わ

んです。例えば大腸菌の特徴が分かると、結

りました」と言ってくれる人もいました。

局人間は大腸菌が何百兆個も集まってでき

僕のプロジェクトでは、テクノロジーを積極的

ているので、そこから人間の働きも見えてく

に使うようにしています。例えば、顕微鏡をパ

る、というわけです。

ソコンに接続して麹の生え方とかをその場で

また、発 酵文化には、地 域 土 着の事例や方

見たり。そういう風にエンターテインメントに

法があり、人間の文化の多様性を表していま

しているとみんな楽しいから盛り上がるんで

す。このように、本質的なサイエンスと、地域

すよね。

の数だけ文化があるというすごく曖昧な社

人の好奇心をずっと刺激し続けるということ

会学的な両方の側面を持っています。

がすごく大事です。僕は最先端の技術やおも

INTERVIEW
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しろい可能性を普 通の人がわかるところま

なくなると買わなきゃいけなくなりますよね。

で表現し直すとか、子供でもそれができるよ

そのときに消費者はどんな発酵食品がいい

うにするという方法論を作り出す人だと思っ

かという判断基準を持っていないので結局

ています。

は安い物を求めてしまいがちです。でも一番
安い物って偽物みたいな発酵食品が多いか

3. これからの経済はDIYとプロの間で

ら、そうすると発 酵文化自体の崩壊につな

形作られる

がってしまうんです。
だったら僕は全く逆のことをやろうと技術や

最近では味噌作りをする人がだんだん増え

メソッドをオープンにしています。そうするこ

てきたようですね。

とで、DI Y で作る人が増えてくるとDI Yの人
のプロの間でお互いを認めあう関係ができて

ヒラク：実際に味噌を作ってみるとプロの味

くるでしょう。

噌屋さんに対するリスペクトが生まれるんで

「オープンソース」と「DI Y」が強い文化を作

すよ。すると、自分が味噌を買うときに絶 対

るカギです。僕はその流れを発酵の世界でも

に適当な味噌を買わなくなります。

う一度作っていきたいです。その実践の一つ

消費者がちゃんとした味噌を求めるようにな

として、最近自宅にDI Y で発酵デザインラボ

ると、すごくニッチに追いやられていた八丁

を作り始めました。そこにはバイオマスの技

味噌なんかが復権してくるでしょう。これが

術を集めますが、オープンソースにしてその

文化なんですよ。

方法論を広げていきたいと考えています。

最良なのはみんなが「生産者」になることだ
と思います。これからは、DI Y でやっている
のか、プロとしてやっているのかというところ

初出：

のギャップの中に経済や文化が生まれてい

D e n s o A g r i L a b「 A G R I P E O P L E

きます。DI Y で作ることによってプロに対す

INTERVEW 小倉ヒラク デザインで切り

るリスペクトが生まれ、だんだんと自分の目で

開く発酵の世界」

「本物」を選ぶようになるのです。
市場で本 物が 選ばれると生 産 者もクオリ

h t t p s : // a g r i . p r o j e c t . c c / p o r t f o l i o /
h i ra ku/

ティを上げる方向に動き、最終的にはそれが
ブランディングに結びついていきます。そう
いったボトムアップ型のブランディングをしな
がら世界に通用するようなものを作っていく
というのは一番強いカルチャーの作り方だと
思います。
ヒラクさんの 教えるメソッドやコンテンツ
はクリエイティブコモンズになっていますよ
ね。オープンソースにこだわる理由は何です
か？
ヒラク：僕は、発 酵 業界が 低 迷している理
由のひとつは生産者が技術を囲い込み過ぎ
てきたことだと思っています。特許や商標で
技術を囲い込むのは短期的に儲けるにはよ
かったかもしれませんが、発酵文化の寿命は
長いのでそういう考え方だと後々首を絞める
ことになってしまいます。
昔は手作りしていた発酵食品の技術が見え
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1. インタビュー対象者

験」にフォーカスしており、商談相手の共感を
ブランドでは、折鶴というモチーフで、商品を
作っている。布で製作したアクセサリーがメ
インの商品になっている。その理由は、外国
人の人からは日本を代表するモチーフであ
ると考えられているが、日本人自身がそれを
自覚していないのではないか、という発想が

インタビュー調査
あそ美や

orizuru artist zaki

われているかや、ユーザがもつ感想などの「体

あったから。

誘う設計になっていると考えられる。
現在法人化を目指している。というのも、通販
の拡大や商標登録などに有利な条件となる
ためである。現在は、友人の法人を間に置くと
いった方法を使って反則を行なっているが、
本格的な商品管理やロジスティックの戦略を
たてることをさらに目指している。商標につい
ては、折鶴について登録を行なっているほか、

2. 創作の動機

コンテストの応募などによって認知度を上げ、
オリジナリティを確保していくという。

江 戸小紋など日本の 伝 統 工芸とのコラボ
レーションなどを通して、ブランド展開をして
いる。そのことからも、和服を身につけること
が多いユーザが多いが、若者が普段 着と合
わせられるようなカジュアルなものも展開し
ている。
昨年退職し、独立してちょうど1年になる。会
社に勤めている時から、デザインフェスタに
出展しており、そこでメーカの方に目をつけ
てもらったりしていたということがあった。キ
ティランドから声をかけられ、独立のきっか
けとなる。デザインウィークなどにも出展しつ
つ、アパレル、商業施設などと商談を重ねて
出店に至った。流 通関連の人 脈もそこで得
た。

3. 創作の工夫
手作りにかけるコストについて考慮し、一部部
材作りを外注しているが、組み立ては自分で
やるという点についてこだわりがある。現在、
ルミネ，ラフォーレなど多数のポップアップス
トアで販売を行っている。
実際に自分でお客さんとコミュニケーションし
ながら販売することを重視している。制作だ
けでなく，販売も楽しいという思いがあり、モ
チベーションに繋がっている。
工法については、ラジオで取材してもらったこ
とが、顧客拡大に影響した。また、目玉商品が
できると、ツイッターなどのSNSで拡散するこ
とで、ファンがついた感覚がある。また、リア
ルの場での商談のために、ポートフォリオを用
意している。内容は、作品単体を紹介するもの
というよりはむしろ、プロダクトがどのように使

INTERVIEW
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Fig .1 ディスカッションの様子

Fig .2 議論を経てそれぞれのカードにポストイットが貼られた
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1. インタビュー項目

・新しい骨董は遊びでしかないんだけど、で
もただの遊びってすごく大事だと思う。

まずはどんなお仕事を普段されているのか
をおしえてください。どういう経緯で今のお

他人がつくった自作モノ: 買ったり、使った

仕事にいたったのでしょうか。

り、応援したり（クラウドファンディングなど）
した
ことはありますか？なぜ？

影山：

インタビュー調査
影山裕樹（編集者・プランニング・エディター）

Yuki Kageyama

・メインの仕事は編集。書籍・雑誌両方でき

影山：

るのが強み。

・僕は全てをとにかく安く済ませたという基

・仕事時間は、
週二日くらい。今日おきたらメー

準がある。

ルを２・３本返したら終わり、
みたいな感覚。

ダイソーとか、基 本的に下着は100 均の物を

・あとはちょっとゲーム見たりアニメみたりし

購入し、使用している。

てるので、稼働時間は週２日くらい。

・今日の靴下もダイソーだけど、誰にもわから
ないので良いと思う。

2. 創作の動機
4. 創作の価値
自作モノがある人 : 他にもどういう自作モノ
がありますか？どういうモノをつくるのが好

自分の今の仕事において、
「 個人・小規模で

きなのでしょうか。

つくっていることがわかること」は反映され
ていますか？その必 要性はどこにあるorな

影山：
・
「チームをつくる」のが好きですね。

いとお考えですか？

・一人でできない世の中になってるから、お金

影山：

も含めてスキルをあつめて一つのプロジェクト

・僕は編集者でアイデアを作って飯を食って

に関わると、すごくおもしろいものができる。

いるので、実体的なスキルではないと考えて

・昔の文人も白樺派とかユニット組んでいた

いる。

り、1人の作家が複数のユニットに所属して

・本当はいろ色な戦略を考えているけど、も

いた。

のづくりのように目に見えないことが多い。

3. 創作の工夫
自作モノがある人 : お金を稼ぐ仕事と自作
の価値はどう異なりますか？自作を仕事に
することは可能ですか？なぜ？
影山：
・フリーになって、編集の範疇が広がった。
・やりたいことをやるためにどんなスキルが
必要か、ってことでしかないんです。
・自分のアイデアの実現に対して、ルートと予
算さえあれば誰かにたのんでもいい。
・だから本業と複業、っていうより、全部本
業って感じですね。
・適当に金稼ぎの仕事をしつつ、赤字だけど
楽しい活動をする。

INTERVIEW
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Fig .1 ディスカッションの様子

Fig .2 議論を経てそれぞれのカードにポストイットが貼られた
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1. インタビュー項目

・プログラミングの問題解決の方法は、別の

インタビュー調査

１：まずはどんなお仕事を普段されている

分野でも応用可能であると考えている。

のかをおしえてください。どういう経緯で今

・ものづくりとの違いというよりも、一緒の方

のお仕事にいたったのでしょうか。

法を横展開する感覚。

山田：

5：他人がつくった自作モノ: 買ったり、使っ

・学生時代プログラミングの勉強が好き。

たり、応援したり（クラウドファンディングなど）
し

・プログラマとして、データの面白さや人の解

たことはありますか？なぜ？

釈があることなど、属人的な部分とプログラ

山田興生 （ソフトウェアエンジニア）

Koki Yamada

ミングとものづくり。

マとしてできる部分の両方が興味をもった。

山田：
・靴をクラウドファンディングで入手した。

2：日常的に使用している「自作モノ」はあ

・旅行などの際に、軽い靴が適しているという

りますか？あるとしたら、それはいつ、どうい

個人的な理由で気に入ったので支援した。

う経緯でつくったのかおしえてください。

・安価な上に、人とあまりかぶることがない。

山田：
・ナイフをひっつける「ナイフボード」。

4. 創作の価値

・I K E Aでもうってるけどそれは金属製。いい
刃物に対して刃が痛むため、pi nterestで木

6：自作モノの多くは企業が作れるものでも

でつくってる人を発見し自作。

あります。
「個人・小規模でつくっていること
がわかること」は、あなたにとってどういう
価値がありますか？

2. 創作の動機
山田：
3：自作モノがある人 : 他にもどういう自作

・DIST I NCT I V Eであること。

モノがありますか？どういうモノをつくるの

・U N IQLOの暖パンもとても暖かい。チー

が好きなのでしょうか。

プC A SIOもタリバンが自爆テロの時限爆弾
につかうほど耐久性がある。

山田：
・A i rbnbのホストとして最近家を自作・改装

「 個人・小規模
7：自分の今の仕事において、

した。元々、家の中をつくる、カスタマイズす

でつくっていることがわかること」は反映さ

るのを過去２年くらいやっており、
「 自分の家

れていますか？その必 要性はどこにあるor

に外部の人を招くから」必要になったこと全

ないとお考えですか？

部をやった。
・ゲストがいても間違って開けないように部

山田：

屋に鍵をつけなくてはならず、難し買った。

・フリーランスだから、人に覚えてもらわない
と食っていけない。
・スナックで、もずく１０回注文してママに覚

3. 創作の工夫

えてもらう、みたいなことが必要。

4：自作モノがある人 : お金を稼ぐ仕事と自

作の価値はどう異なりますか？自作を仕事
にすることは可能ですか？なぜ？
山田：
・メソッドは実は本業と複業、一緒。プログラ

INTERVIEW
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1. 対象者概要

れぞれの単位で動かせるものを目指している。

ソニーに勤務しデータインテリジェンス応用

「住みたい」からスタートした新しいワーク

課に所属。アプリ企画やデジタルサービスコ

スタイル：とにかく「住みたい」ありきでに拠

ンセプト、ビジネスモデル立案、U Xデザイン

点生活を開始した。

等を担当。2015 年より上記の業務を続ける

インタビュー調査
津田賀央（SONY）

傍ら、富士見町テレワークタウンプロジェクト

住むだけでは「自分ごと化」できない：ただ

に参画し、プロジェクトの企画と『森のオフィ

住むだけでは意味がないということも明ら

ス』管理人を務める。東京と富士見町の二拠

かになった。自身がワークスタイルを変えな

点生活をおくっており、ソニー勤務と地域プ

がら同じ志を持つ人や企業が集まれる場を

ロジェクトのリーダーのダブルワークを実践

作っていきたいと思っている。自分のスキル

している。

で社会や地域コミュニティに貢献できる感覚

Yoshio Tsuda

を持つこと。

2. 創作の動機

文化があると、入っていきやすい：手作りマ
ルシェや野外映画祭など、アクティブな人た

「年収 上げなきゃ、会社のポジション上げな
きゃ」という感覚で生きていて、10 年後幸せ

ちがオープンに活動していたからこそ入って
いきやすかったし、入りたいと思った。

でいられるのかという思いがあった。また、
社内のことに関してのみならず、社会が大き

人に恵まれた：役場の人、元 N EC 役員の町

く変化する中で自分自身が変化しないでい

長、ソニーの人達との出会いがあった。

いのかという問題意識からに拠点生活を送
るに至った。

30 代前半は業種を変える実験、30 代後半

はワークスタイルを変える実験：転職の経
貨幣交換じゃない世界が地方には存在してい

験からの学びが参考になっている。環境の

るということに驚いた。例えば、年収 300万円

変化から個の学びを得ている

でも物々交換で生きていける生活や物やスキ
ルのシェアで生きる幸せのあり方。
『 ワークシ
フト』リンダグラットンの影響大きく、長寿化
と人口減少が進む中、
生き残るには『自立』と
『共生』が必要であるという考えがある。

3. 創作の価値
副業ではなく複業：収入の大半は主業であ
るが、今の自分としては副業もまたメインの
活動であると捉えている。そもそも主副とい
う区別はなく、複数の職を並行するという感
覚でいる。
「会社単位」から「プロジェクト単位」の生
き方へ：代理店からメーカーにいってできる
だけ仕事を飽きないように継 続する工夫が
必要であると感じている。プロジェクト単位
の生き方の方が自分に合っているという認識
から、プロジェクト毎にパートナーがいてそ

INTERVIEW
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1. 対象者概要
1984 年広島県三原市生まれ。スイスでの勤
務を経て、京都大学大学院 修了。学生時 代
は、町屋改修現場で大工の手元として建築
を学ぶ。住む人と、つくる人が「ともにつくる」
ことを理念に、26歳の時に、奥さんとつみき
設計施工社を創立。一児の父。もうすぐ二児
の父でもある。

インタビュー調査
河野直（つみき設計施工社代表・共同創業者）

2. 創作の動機

KONO Nao
元々は建築業界の常識への反発から始まっ
た。ある程 度「型」が出来て余裕が生まれ
て、 「共創型」の絆づくりがとても価値のあ
ることと理 解することができはじめている。
どのような立場の人でもわかり合える。地元
の絆を蓄積し強いコミュニティをつくること
ができる。
よく来てくれる小 4の男の子が「大工になるこ
とに決めました」という手紙をくれたことがモ
チベーションに繋がったという経験がある。

3. 創作の価値
つくることでわかり合える：つくることで繋
がるということはもちろんあるし、もっと言う
と、つくる過程を通じて“みんな一緒”というこ
とに気づくことができると考えている。出会う
はずがなかった人がつくるを通じて出会うこ
とが可能になることもある。
最速を求めないことが大事：想定よりも進ま
ない。それを見越したプロジェクト設計が必
要である。急いでもうまくいかないし、自分を
あけっぴろげないとみんなはついてこないと
思う。つくってもらうのとこちらでつくるの領
域分け、つくってもらうのルールづくりが大事
である。
ネイティブフリーランス：組織にしていくとい
うことがよくわからない。雇用と育成が課題
担っている。

INTERVIEW
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模の働きをしていたのに小規模に逆転する
人、3)主業をしながら副業を両立しながら
二拠点で生活する人、4)プライベートと仕事
が限りなく5)卒業しても所属がなくフリーラ
ンスを継続するあり方です。
これらの人が持っているモチベーションは、
探究心、反骨心、働き方改革への意識、をそ

ワンデイワークショップ

1. グループA

日時：2016 年11月11日
（金）

私たちは、インタビュー対象者に共通するい

10:00 –18:00

くつかのモチベーションのあり方に注目しま

会場：BUK ATSUDO

した。例えば、1)本業に関わらないことから
知見を得たい、2) 遊びがてらやりたい、3)
必要だからやらなくてはならない、4) 社会
貢献意欲などです。これらは、自分がものづ
くりを学びながら実践することで成長したい
といったことや、困った人や弱い人の役に立
ちたいといったある種の「欲求」に支えられ
ています。
その中でも、すごくエクストリームな人は、と
にかく自分がやりたいからという「超個人的
欲求」を持っている人もいました。この人は、
自分が作ったものを認められたいというより
はむしろ、とにかくやり続けます。自分の実
践が「自分ごと」になっていることが最優先
であることが多いです。逆に周囲の人がその
人に惹きつけられて、集まってくようなことが
起こります。それを生かして、ゆるいつながり

れぞれ 持っている人が多いと思います。ま
た、地 域 社会へのコミットメントをしたい人
や、遊びや教育に関心がある人などがいま
す。金 銭 的 利 益よりも、
「個性」
「 共 有」
「余
白」
「物質」
「自給自足」など、こだわりが非
常に強いケースが多いなという印象がありま
した。
彼・彼女らの実践は、自分たちの働き方と合
わせるように、プロジェクト型になっていて解
散可能になっていたり、柔軟な働き方に内応
しているとも思います。また、複数の仕事に就
くことは「リスクヘッジ」にすようと言ったよ
うな意識もあるのではないかと思います。
「遊び」
「ゆるさ」もあるかもしれないけど、
「反骨心」みたいな強烈な意識を持っている
人もいると思っています。それは例えば、
「消
費」することへの違和感だったり、変化する
社会に適応するようなポジティブな反骨心を
持っていると思います。ある種の批評精神を
持っていると言ってもいいかもしれません。

をいくつか作って並行的に運営したり、野心
あふれたつながりというよりはむしろ、あえて
「ゆるい」つながりを維持しようとする人もい
ると考えました。
このような際 立った人やコンテンツがソー
シャルメディアを通して発信されると爆発的
な拡散力を生むのではないかと思います。そ
の結果、インターネットや地域のつながりに
も寄与することがある点が興味深いです。

2. グループB
僕たちが注目したのは、5つのライフストー
リーのあり方です。それらをまとめると、1)
意外と大 企 業の就 職 経 験がある、2)大 規

INTERVIEW

3. グループC
私たちは、今までのリサーチを元に一つのラ
イフストーリーを想像してみました。半分主
業で半分副業みたいな「半分サラリーマン」
みたいなコンセプトは今後どんどんあり得る
ようになっていくと思います。いきなりでも安
定した生活を捨てることは難しいのでそれ
を考慮して考えてみたいと思います。
私たちが想定するペルソナは、まずエンジニ
アです。家族もおり、大企業のインハウスに
勤めていますが、物作りが好きで、家で電子
工作や3Dプリンタを使った創作活動に取り
組んでいます。ある日、会社の昇進試験があ
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り、そこで会社の帰属意識を極端に問われ

5. グループE

たことがきっかけで、違和感を持つようにな
ります。年齢もあって管理職への道を歩む

私たちは、本業のデザイナー職に加えて、週 2

中で、自分のアイデンティティである「ものづ

日副業で働いている女性のペルソナを想定

くり」を継続する環境ではなくなったという

しました。彼女のような人物はクリエイティ

経緯がありました。

ブ・ユニットを結成していて、お互い協力して
仕事をしたりもしています。もともと美術 大

そこで、起業に踏み込むことも考えますが、

学を卒業して、制作会社を経て独立した。友

それも難しいということに。ある日、子 供に

人のアパレルブランドを手伝う中で、副業が

エンジニアのスキルを教えていることの延長

軌 道に乗り、職 業が拡張していく、というス

線上で、ファブのコンテストに入賞してしまう

トーリーです。

というイベントがあります。そこで、子供達と
の共同作業にめざめ、副業を検討するように

彼女のこだわりは、ウェブサイトでのコミュニ

なります。それから、
「 ファブ学童」や「ベン

ケーションに加えて「手渡し」や「温かみ」

チャー支援」の活動を行うようになるという

を重視していて、リアル空間とウェブ空間の

ストーリーです。

方法を組み合わせて考えているところが特
徴的です。情報発信には、ソーシャルネット
ワークを駆使していて、おしゃれにリノベー

4. グループD

ションした自宅などの写真や自分のプライ
ベートやライフスタイルを合わせて発信した

私たちは、いくつかのケースを分析すること

りもしています。

で、ファブ人材にも様々なグラデーションが
存在することを見出しました。ライフスタイル
を安定させることから、自分の創作意欲を優

6. グループF

先する人まで、グラデーションがあるだろうと
いう分析しました。また、安定した収入をどの

私たちが注目したのは「トライアンドエラー」

ようにして作っていくかが重要になっていく

が自己目的化している人物像です。とても極

と思うのですが、サラリーマンとして安定性

端な実践をしている人って、自分の創作を認

を担保する人から、とにかく一人で活動して

めてもらいたいというよりは、作るプロセスが

いく人まで様々です。それから、スキルにもハ

楽しくてしょうがないという人が多いので、完

イスペックから専門家を集めることをスキル

成形がなく、ずっと作り続けるというようなこ

にしている人まで。

とが可能になる。また、プロジェクト単位で、
組 織と解散が柔軟になると、加えて創作が

以上のような特性を持つ人たちが、どのよう

持 続的になると思うのです。そうすると、一

な「動機 」
「こだわり」
「つながり」を持って

つのアイデンティティを持っているというより

いるのかということを調査すべきだと考えま

は、複数のアイデンティティをもつような人物

した。一方で自分の希望にとにかく従う「遊

像だと思います。

び」と言ったような人格と、他方で現代社会
への「批評」のような特性が並存しているよ
うに見えます。とはいえ、従 来はリスクを取
らないと自己実現を達成できなかったかも
しれませんが、現在はうまくデジタル技術や
ソーシャルネットワークを駆使して、リスクを
分散させながら、色々な実践に取り組むこと
ができます。
「 二拠 点」や「半分サラリーマ
ン」などのコンセプトに現れているのはそう
いった考え方なのでしょう。
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インタビュー 1

034

DELIVERABLE
これまで、レクチャーとインタビューによって、
ファブ経済を担う人物像をリサーチしてきた。
具体的なファブ人材を想定するために、
ワークショップにおける議論を経て、
ペルソナシートと未来シナリオという形でまとめた。
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Persona Sheet:
2.5 Base life

2.5 拠点複業生活
顔

属性
33歳、
男性。
結婚5年目。
長野移住までは鷺沼に住んでいた。
4歳の息子を持つ。
現在の年収は約650万。
-

ライフストーリー

年収1150万の家庭に育つ。

大手コンサルティング企業でエンジ

両親と兄、
妹の５人家族。

ニアとして働く父と専業主婦の母と

サッカーを大学まで続ける。

の間に生まれ、22 年間横浜市内の
一軒家で生活をしてきた。都内中堅

趣味はBBQやフットサル

私立大学の工学部に通い、兄の影響
で始めたサッカーをサークルで続け
ていた。卒業後は早く結婚したいと

動機

いう理由から、院進はせず社員 30

友人や恋人など人間関係の豊かさに

名ほどの広告代理店に入社。本業は

こだわりがある。結婚を機に子供を

WEB デザインだが、業務は幅広く

そうした豊かな土地で育てたいと考

結果的に手広くスキルがついた。入

え、上司に給与ダウンを前提に地方

社 3 年目になると大学時代から付き

移住、複業を相談。社内モデルケー

合う彼女との結婚を本格的に視野に

スとして採択され、実際に長野県富

入れ、スキルを活かして大規模な代

士見町へ移住することに。生計を安

理店に転職。１年目を終える頃に結

定させるため、週３日は都内の大手

婚。すると子育てを強く意識し始め、

代理店に出勤し、実家で寝泊まりを

自然と人間関係が豊かな地で子育て

する。残りの日はの自宅を拠点に都

する憧れを抱くようになった。

心からの移住仲間とともに行政委託
の地域活性の仕事を精力的に行う。

DELIVERABLE

036

こだわり

活動を示唆する写真

奥さん、子供、両親、友人、地域の
人など人間関係の豊かさにこだわり
がある。だれかが喜ぶ、楽しそうに
してくれることに大きな達成感があ
るため、お金も大事だと考えている
が、身近な人を生活的に豊かにする
ことに自分のスキルを積極的に活か
そうと意気込んでいる。

実際に作ったコミュニティスペース。
椅子や机は仲間と DIY でつくった。
宴会の他、様々な用途に使える。

買い手・受け手との共有

活動を示唆する写真

長野では自分と同じように都内から
移住してきた仲間と地域のコミュニ
ティ活性をするために行政から資金
を得て活動している。これまでは地
域住民が料理や酒を持ち寄って宴会
が開ける半屋外コミュニティスペー
スをつくった。椅子や机やウェブサ
イトはすべて DIY。成果報告もサイ
トを通じて行う。そうした活動は都
内職場でも話題となり、社内ネット

WEB デザインのスキルを活かし、チー
ムで作ったウェブサイト。地域での活
動報告や魅力発信をしている。

ワークも広がった。

037

Persona Sheet

Persona Sheet:

Secondary work freelance

複業フリーランス
顔

属性
女性／ 34 歳／独身。狛江市に在住。
本業としてはデザイナーを名乗り、
週 2 日請け合いでの仕事を行ってい
る。デザイン業務を行わない 5 日間
のうち 2 日はアクセサリー関連のイ
ベントに参加し、残りの 2 日は自分

ライフストーリー

の好きなアクセサリーを制作してい
る。また、クリエイティブユニット
を結成していて、ミュージシャンな

新百合ケ丘に生まれ、大学は美術大

ど、他分野のクリエイターと、お互

学に進学。卒業後デザインスタジオ

いの作品を使用しあっている。

に勤務をするが、仕事が激務のあま
り身体を壊し、退職。その後、独立
してデザインに関する仕事を行って
いる最中、クライアントの奥さんで、
アクセサリーのワークショップを企
画している方と知り合う。最初、自
分はそのワークショップに参加する
だけだったが、本格的に制作がした
いという想いが徐々に強くなり、自
分独りでアクセサリーを制作をする
ようになる。もともとデザインスタ
ジオに勤務していたときの同僚が、
独立してアクセサリーショップを立
ち上げる際にも力を貸し、それが自
分自身のアクセサリー仕事が軌道に
乗るきっかけにもなる。

DELIVERABLE

動機
前職では自分の時間をあまり取れな
かったこともあり、好きなことで生
計を立てたいという想いが強い。お
金を稼ぐためにやる仕事と、純粋な
ライフワークの両立をはかれるよう
に、試行錯誤を繰り返している。ア
クセサリー自体が好きという想いも
当然あるが、自分がつくったアクセ
サリーが売れた瞬間や、お客さんの
喜ぶ顔を見れた瞬間が嬉しく、それ
が純粋な動機となっている。
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チーム

こだわり

活動を示唆する写真

自分がつくった作品を手販売する場
を設けることで、お客さんと直接触
れ合う機会をつくっている。おしゃ
れなものよりも、暖かみのあるデザ
インが好みで、また素材としては鉱
物が好き。少量生産にすることで、
プレミア感を出そうともしている。
「働き方」にもこだわりがあり、ア
クセサリー仕事は自分が好きなもの
しかやらず、デザイン業務はお金を

ワークショップを定期的に開催し、参加者と恊
働でアクセサリーをつくりあげ、その体験でファ
ンを獲得する。

稼ぐため、と割り切っている。

買い手・受け手との共有

活動を示唆する写真

インターネットや SNS などを有効
に活用して、自分のファン層を広げ
ている。また、定期的にワークショッ
プを開催して、そこで自分のファン
をつくり、そのファンを大切にする
という姿勢もある。自宅をおしゃれ
に改築して、販促用写真や動画を自
宅で撮影し、自分のライフスタイル
と共に情報発信する手法を取り入れ

アクセサリー作品の一覧。ウェブサイトでの販
売の他、手販売も積極的に行う。

ている。
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Persona Sheet

Persona Sheet:

Half office worker

半サラ
顔

属性
津森さん︵
歳︶

38

- 男性
- 38歳（昇進試験の直後）
- 大手メーカー勤め
- エンジニア職
- 地方国立工学部卒

ライフストーリー

- 4年生の娘、妻（パート）
と共に
- 川崎の賃貸マンションに住む

家で3Dプリンタを使っていることもあり、

- 趣味は自宅での日曜DIYと娘への

週末は子どもにFABを教えている。ファ

エンジニアリング英才教育

ブ3Dコンテストに応募してみた。すると、
入賞した！ 会社の上司に話した。
「子ど
もたちに技術の楽しさを伝えていきたい。

動機

会社で働きながらやってみたい」。まずは
自宅で始めてみよう。
「FAB学童」だ！
しかし手狭な自宅では難しい。

社内でステップアップを着実に積んでい

第二案が浮上。ベンチャーの相談役を始

る。35歳の頃に昇進試験があった。管理

めてみよう。そして自分が顧問をした衛星

職になってこのまま会社に骨を埋めるつ

ベンチャーの製品が量産販売を開始。半

もりなのか、現場に居続けるためにスター

サラ元のメーカーも投資をしてくれて順調

トアップに移ったりするのかという二択を

な滑り出し。B社、C社と次々と声がかか

迫られた。
と同時に、東京の仕事をキープ

り──津森さんはそうして、サラリーマン

しながら地方に行くという働き方ができな

として現実的に家族を養うことと、飽くな

いかな、
という憧れを持っている。脱サラ

きエンジニアとしてのロマンとを両立させ

とサラリーマンとのあいだ──半サラがで

たのでした。

きないだろうか。

DELIVERABLE

040

岩岡さん、森本さん、鴨居さん

こだわり

活動を示唆する写真

40歳を前にして、段々と管理職への道が
開けてきた。
しかし自分はエンジニアであ
るという自負もあり、自分で手を動かして
貢献していきたい。大手メーカーにいるこ
とによる、最新のコネクションを活かした
い。ただし他方で、
（半サラであるからに
は）大きな機材や場所などへの初期投資
のリスクは取りたくない。そういったスター
トアップのような始め方はしたくない。
リス
クを最小限にしたいと考えている。

買い手・受け手との共有

津森さんを「半サラ」に駆り立てるきっかけとなった
ファブ3Dコンテスト。

活動を示唆する写真

エンジニアとしての技量を試せる現場とし
て、ベンチャーの相談役（顧問）
をしてみ
たらよいのではないか。
これなら大手メー
カーでのコネや情報を活かせそうだし、自
分で場所を用意する必要もない。マッチン
グはOPEN IDEOなどの人材派遣サービ
スが取り持ってくれる。半サラ元の大手メ
ーカーも投資をしてくれそうだ。
OPEN IDEOは大手メーカーエンジニアを相談役
として、ベンチャーとのマッチングを取り持ってくれ
た。半サラのためのプラットフォーム。
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Persona Sheet

Persona Sheet:

Native Freelance

ネイティブフリーランス
顔

属性
20 - 25 歳の女性であり、生まれは地方の
中流階級の生まれである。
家族構成は、両親と弟が一人。
年収は、約 500 万円。
在住は、自由が丘にマンションを借りて
いる。
地方で普通に育ったが、美術大学へと進
学する。

ライフストーリー
地方に生まれ、生活する中で都会への
憧れを抱きながら年を重ねていく。ネッ
ト文化に興味を持つ中で、サブカル
チャーへの関心を深めていき、クリエイ
ティブ系の仕事を夢見るようになる。そ
して、芸術系の大学へ進学を希望し、東
京の美大を受験することになる。
入学後は、皆がスポーツ集団やサーク
ルなどに所属する中、自らの興味がない
ような集団は避けていく。むしろ、文科
系の趣味や学問に没頭することに価値を
置くようになる。在学中は、自らの将来
をある程度見据えた上で、自分の活動を
開始し、作品を制作し販売を行うように
なる。特に就活はせず、その活動を継続
することが重要だと判断し、仲間を募る
ようになる。
このような、過程で出会った仲間と、
なんとなく趣味の延長線上で始めたもの
づくりを継続することとなり、それが次
第に職業へと変わっていく。ーネイ
ティブ・フリーランスはこうして生計を
立てていく。

DELIVERABLE

動機
彼女が一番重要だと感じることは「自由」
であり、それを実現するためには努力は惜
しまない。しかしながら、それ以外の非合
理的なことに対しては意欲を見せず冷淡で
ある。したがって、趣味の延長線上に職業
を置くように人生設計をする傾向があり、
就活などはしない。
客観的に見るとマジョリティの出自で
あるが、趣味や交友関係はマイノリティ
としての自覚を持っている。したがって、
自分はどちらかというと他の人たちと違
うのだという「マイノリティ」としての
アイデンテイィテイィを重要視している。
したがって、個人主義的な傾向があり、
自分の自由意志が動機の一番である。
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大西さん（パルコ）
、鈴木さん（ロフトワーク）チーム

こだわり

活動を示唆する写真

制作においてこだわるのは、完成度など
に対してい自分が満足するかどうか、充足
するかどうか、である。自分がつくった成
果物については、誰かに喜んでもらえると
嬉しいと考えるため、他人からの評価につ
いてはこだわりを持っている。自分の世界
観を成立させることができるかについてこ
だわりを持っている。
また、自分の現在を変革するというより
はむしろ、将来に今の楽しい制作を継続で
きるかどうかが重要と考える。
ネイティブ・フリーランスは、日記的に自分の制作物を SNS に投稿し、ゆ
るいファンネットワークを形成することで自身の制作を継続させている。

買い手・受け手との共有
自分の制作物をソーシャルネットワーク
に投稿することを習慣としている。しかし
それは商業的な宣伝とはあまり関係がなく、
自分の世界観をウェブ上へと共有して理解
してもらうことを目的としている。したがっ
て、それは日記に近い。
こうした、ある程度一方的に投稿される
SNS の投稿に対して、受け手が共感を抱き、
彼女の商品を購入するにつながる。情報媒
体を使って醸成される「ゆるいカリスマ性」
と、
それに共感する「ゆるいファン」たちが、
ネイティブ・フリーランスのものづくりを
支えている。
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活動を示唆する写真

ネイティブ・フリーランスは、最小限の年収とコストを使って、自分の趣
味と世界観の延長線上である創作活動を仕事に変えるために活動している。

Persona Sheet

Future Scenario:

行われ、各チームごとに課題に対する提案を

2.5 Base life

ばれた提案が実行に移行できるという。

エントリーできる。その後、審査が行われ選
審査は、公開式、非公開式があり、公開式は
地域住民、それ以外の人も投票可能である。
実行時には、地域での住 居・食材などが格
安または、無料で提供される。このインセン

2025 年、2017年度より「企業の複業（もしく

なるので、ちょっとちがうと感じた。

は副業）
を禁止することを禁止」すること法律

できまったことから、多くのひとが1社に勤め

そこで、考え直し、お互いに会社と交渉し、以

るという働き方を変え、様々な働き方をする

下の働き方になった。

ようになった。
お互いフルタイムで働くのやめ、週に３日程

2017年に子供が生まれた私は、妻とよく話し

度働くスタイルに。出社は週に１日（かつ日帰

合いお互いに働き方を変えることにした。

り）
。出社の日はずらして、どちらかがB市に残

子供が生まれる前は、一緒に東京に住み、お

る。週に２日はリモートで仕事

互いに1社でフルタイムで働く、働き方をして
このことで、3人でいる時 間 が 増え、子 育

いた。

て、家事も分担できるようになった。
（東京にい
まず私たちが変えたのはすむ場所だった。

たときは、その分担の割合で何度けんかをしたこと
か・・・）

働き方改革が推進される中で、東京以外の
場所で働く人が増えた。そんな状況の中で、

また、週 3日になったとはいえ、ダブルインカ

地方、特に自然豊かな場所には、多くの新し

ムを維持することで、生活には十分な収入を

い教育の取り組みが始まっていた。

得ることが可能になった。
（なんといっても、B市

自然学習に力をいれているもの、昔のフリー

は住宅費が安い。また教育についても、東京に比べ

スクールような自由自律を大切にしているも

ればはるかに安い。）

のなど、いまや東京よりもその多様性と先進
性で先をいっている地域もでてきている。外

テクノロジーの進化で、豊かな自然の中で生

資系の参入もあり、いわば世界の教育の実験

活が可能になる、二人（ともう一人）はそんな豊

場となっている。

かさを実感している。

妻と話あった結果、子供の教育に力を入れ

さらに、先日政府から『日本を豊かにするプ

ているA 県 B市に引っ越すことにした。

ロジェクト』が発足された。

そこで、生まれた子供と、ゆっくり、じっくりす
当面の目標は、各地 域の課 題 解 決 や 参加

ごそうということになった。

者増加のための仕組みづくりだという。プロ
ジェクトのWebサイトでは各地域の課題リス

次に変えたのは働き方だった。

トが公開されており、誰でもエントリーが可
最初はに考えたプランはこんな感じだった。

能である。その際、自分のスキルややってみ

お互いフルタイムで働くのやめ、週に３日程

たいこと、要望(仲間に求めるスキルなど)な

度働くスタイルに。東京に小さな部屋借りる

どを記載し、同じ課題にエントリーした人達

月曜日から水曜日は私が、木曜日と金曜日は

の中で自由に意見交換ができる仕組みが提

妻が東京に行き、入れ替わる形で、２つの場

供される。

ティブが各地域や課題ごとに異なり、この良
し悪しがエントリー数にも大きく影響する。

Aは常日頃、住居について不満を持っていた
子供に良い環境で、仕事場にも近く、便利で
自然もある。考えれば要望はたくさんある
が、全てを満たす場所など想像もつかない
これほど要望を妥協した高価な買い物はな
い。そんな時、ある地区の古民家リフォーム
募集を目にする。
内容はこうだ。この地域は自然が豊かで家ご
との土地も広いが、その特 性を生かせず空
き家が目立つ。地域としての狙いは、この地
区の社会課題解決と、この地区の特性を生
かした事業創出が両立されることだ。期間は
１年
これだ！ Aはこの募集へのエントリーを決意
する。自分のスキルでできることといえば、コ
ンセプト作成、多少のプログラミング程度だ
そこで、自分のコンセプトをFabbleに登録し、
チームビルディングを開始。程なく、建築設
計、大工、デザイナーなど様々なスキルを持っ
た人達との意見交換が始まる。
そこでのコンセプトは、複数の家を使って生
活動線や部屋割り当てることだ。例えば、自
分の家は、個々の生活に必要な部屋と設備
だけ、子供たちが遊ぶ部屋やお年寄りが集ま
る部屋、物置部屋など、別な家に配置されて
おり共有可能である。特にこの地域は、お年
寄りが多く、在宅看護を受けている人も多い
ため、3Dプリンタや工具がある部屋も作る。
最終的に５名のメンバーでエントリー。審査
結果が楽しみだ

所に拠点をもつ、
「2 拠点生活」。しかし、この
働き方は、子供を含めた３人の時間が少なく

この意見交換の中で、チームビルディングが

DELIVERABLE
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点ものはこの方式で売れることが多い。熱意

Secondary work freelance

てくれるのがもっとも楽しい瞬間だ。

を持って制作意図を語り、共感した人が買っ

お客さんの声を作品に取り入れるのも特徴
だ。最近よく聞くのはWeb 会議用のアクセサ
リのニーズ。画面越しに見ることを前提に、

A Rマーカになったり、カメラのホワイトバラン
2025 年、人々の働き方は大きく変わった。労

政府がフリーランス支援のプラットフォーム

働人口の30%がフリーランスとなり、仕事の

を発表し、近くの狛江市がフリーランス特区

単位はプロジェクト制が主流となった。都度

となり、空き家をリノベーションしたスタジオ

有機的にメンバーがアサインされるような管

を格安でレンタルできるようなサポート制度

理システムが整い、大企業の担当者とフリー

が始まることも後押ししたこともあり、2020

ランスがチームを組むことも珍しくはなく

年、29 歳の時にスタジオを借りて本格的に

なった。日本では政府が2020 年に導入した

フリーランスとして活動することを決断した。

「一億総活躍プラットフォーム」が稼働して
おり、プロジェクト探しから参加プロジェクト

普 段の 生 活は月、火はアクセサリー制 作、

への貢献度、利益配分、給与計算、税金の支

水、木は受託のデザイン業務、金、土、日はフ

払いなどが自動化されている。

リー。政府のプラットフォームから自分が無
理なくこなせる範囲で仕事の依頼を受けて

一部の特区ではベーシックインカムの実証

いて、月10万円程度の収入はスタジオ代など

実験も始まっており、国民の働き方に対する

固定費を賄っている。あとはアクセサリー制

意識は年々変化している。趣味と実 益を兼

作に時間を費やすが、週末は頻繁に各地へ

ねた職業を選択したり、フリーランスを選択

出かけワークショップを開いたり、イベントへ

する人が増えているのはその表れだろう。

出店することも多い。近場では自転車で行け
る二子玉川が常連エリアだ。

ス調整を騙して肌を白く見せるイヤリングな
ど、ニッチな作品もよく売れている。
最近はお客さんも増えてきて、事業拡大の
オファーをいくつか受けるようになった。現
在は効率化のため、作品の写真や制作風景
の映像などSNSにあげるコンテンツの撮影・
編集を一部外注しているが、今のところアク
セサリ制作の外注や販売チャネルの拡大な
どはせず、これからもお客さんとの対話を通
して作品制作を続けて行きたいと考えてい
る。
投資をするとすれば、次のステップは自分の
スタジオにデジタルファブリケーション設備
を導入することになるのだろう。事業を拡大
するよりは自分の範疇でできることを広げて
いき、自分のスタジオを様々な人と一緒にモ
ノづくりができるコミュニケーションの場に
発展させて行きたい、ひかるさんはこのよう

ひかるさんも、フリーランスとして働く34 歳。
美大でグラフィックデザインを学び、大手デ

旅行にもよく出かけ、各地でのアクセサリー

ザインスタジオに入社するも激務で体を壊し

素材探し、ものづくりスペースへの訪問など

て5 年で退社。新百合ヶ丘の実家で療養しな

も積極的に行なっている。先日は飛 騨を訪

がら始めた作品制作がきっかけで、現在狛江

問し、木 材を使った制作現 場に感動。その

にスタジオを借りフリーランスとして活動し

まま一週間滞在して現地の人と作品制作を

ている。

行った。人々との対話を通じて制作した「木

に考えている。

のぬくもりシリーズ」は制作ストーリーを現
ひかるさんはグラフィックデザインの受注に

地やオンライン記事で知った人によく売れて

加え、アクセサリーの制作、販売を行ってい

いる。

る。きっかけは療養中に参加したアクセサ
リー制作のワークショップ。デジタルファブリ

制作したアクセサリーの販 売は EC 、リアル

ケーションツールを使ってオリジナルのアク

共に行なっている。ただしお客さんとコミュ

セサリーを作るという内容で、その場で思い

ニケーションとることを重要 視していて、大

通りのモノづくりができる手軽さに衝撃を受

手ECに出店してSEO対策、という事はせず、

けた。さらにワークショップ参加者の中では

SNSを通じて情報発信して口コミで販売す

突出したクオリティのアクセサリを作ること

るような形をとっている。最近は実演販売型

ができた自分に、これまでのデザインのスキ

ECが人気。ストリーミングで作品の説明や

ルを活かしてモノづくりをする分野でチャン

即興で制作をしながら作品を販売する形式

スがあるのでは、と感じたのがきっかけだ。

で、コアなファンは楽しみにしてくれている。

しばらく自宅で制作活動を続けていたが、

鉱石を集めるのが趣味なので、石を使った一
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Future Scenario:

にデモで出させてみた。見てくれは良くなく

Half office worker

分なできだ。何よりも通常の試作のように金

ても社内や開発委託会社に説明するには十
型を作る必要がないのでコストが安い。それ
でもいつも見慣れている試作品と比べて見た
目の悪さからか幹部の評価の壁は厚い。
その後、元チャラ男ベンチャー社長の石川か

津森武は昇進試験のテスト内容を見ながら

からないのに。まさに卵鶏の関係である。そ

１００人ほどが受ける試験会場で大きなため

んなやりとりが続き、ここ数年事業が立ち上

息をついた。大学受 験以来の試 験 である。

がっていないという。

試験問題は会社ビジョンの文言や過去数年
の売り上げ数字、こんな問題で昇進を決める

一方で、ベンチャー企業を立ち上げた元チャ

のか？３８歳、大手メーカー、エンジニア。入

ラ男の石川は、大企業の行き詰まりもあって

社以来、技術畑で新たな技術スキルを身に

か、最近はベンチャー投資も盛んになり、ア

つけることが自分や会社のためと思って頑

イディアや技術があれば投資してくれるベン

張ってきた。仕事の実績や覚えた技術はな

チャーキャピタルは増えている。しかし、彼ら

んだったのだろう。自分は最後まで技術者で

には事業計画や製品開発のノウハウがなく、

いたい。しかし、昇進すれば手を動かすのは

企画やプロトタイプを評価されて投資はされ

難しくなるだろう。

たものの、その後のビジネス化には苦労して
いると言っている。

数日後。実感はないが受かったようだ。多く
の同期が落ちたらしい。どういう基準で決め

そんな話を妻にしたところ、
「じゃあ一緒にや

ているのか疑問もあるが、これで家族の生活

ればいいじゃん。」と一蹴された。それがで

は守られる。しかし、新聞を読めば大手メー

きれば苦労はしない。そこにはコンプライア

カーの粉飾や不安定な世界情勢など、景気

ンスやらなんやら難しい問題がいっぱいあ

の良い話は聞かない。このまま会社の指示

るのだ。では、それがなければできるのだろ

の通りのキャリアを続けることで生活安定は

うか？妻の言うことにも一理ある。

保証されるのだろうか？この先、終身雇用制
は定年退職までつづくのであろうか？

ここ数年、津森は３Dプリンターに夢中だ。
製造業の枠組みを変えるとまで言われた３D

一方の妻は出産して９年、家事子育てを必死

プリンターが３万円代で買える時代に津森は

にやってきた。子供が大きくなった学生時代

SF 映画の世界を感じている。売るには程遠

の友人が社会復帰をし、仕事に楽しんでい

いできだが、趣味で作ってきた電子ガジェッ

る話を聞いて、人生観に疑問を感じているよ

トのケースを作ると、将来は最終製品が作れ

うだ。そろそろ自分だけでなく家族のライフ

るのではないかとワクワクする。

スタイルについて考える時期かもしれない。
最近は、妻や子供からのリクエストで壊れた
そんなとき、出身大学の研究室のOB会でこ

扇風機のダイアルや子供の玩具を作ってみ

んな話を聞いた。ある大企業の新事業開発

たりと割と家族の役に立っている。子供も興

部にいる熱血漢の中山は会社の新規事業に

味を持ちだし、勝手にいじり出した。良い機

ついて愚痴をこぼしていた。幹部からは「新

会なので先日３Dプリンターコンテストに応

事業の立ち上げに力を入れ、事業構造を変

募したところ特別賞をいただいた。最 近は

化させていかないと生き残っていけない」と

ST EM 教育も流行っているし、良いモチベー

言われている。しかし、いざ提案にいくとリス

ションにつながったようだ。自分のスキルも

クの回避法ばかりを問われ幹部のOK が出

たまってきたので試しに会社での研究開発

ない。それを知るためにはやってみないとわ

発表会に３Dプリンターで作ったものを部下

DELIVERABLE

ら量産試作と事業計画に相談にのってもら
えないかと頼まれた。クラウドファンドで資
金を調達したのは良いがその後の量産など
に苦労しているという。異業種であるし、腕
試しのためと割り切って無報酬で相談を受
けることにした。通常のコンサルと違うところ
は実際に手を動かすことだ。
社内で試した方法を改良し、仕様、コスト、デ
ザインなどをある程度算定し、低コストで量
産計画まで作り上げることができた。会社で
は長くて１０年かかる企画から発売までを半
年でできたのは画期的だったし、なにより手
を動かせることが楽しかった。１年後、
「 働き
方改革法案」の影響で利益相反にならない
企業であることが条件として週２日までは副
業が認められるようになった。これによって、
俗に言う半分サラリーマンの「半サラ」社員
が世の中でも認知されるようになった。
２０２２年、津森は「半サラ」社員として３社
のベンチャーに関わっている。さらに給与形
態も変わった。ベンチャー企業からストック
オプションをもらう代わりに自社の給料は年
俸制となる。それでも、ベンチャー企業が成
功すれば早めの定年でも、次のキャリアにつ
なげることができる。これは人材の新陳代謝
を活性化させたい会社にとってもメリットが
あるかもしれない。数年前はアングラでしか
できなかったこういった取り組みが、２０２２
年は常識となった。
一方、妻はOL 時代のマーケティング経験を
生かし、ネットミーティングを使った飲食店
舗向けのコンサルが軌道に乗り始めた。パン

3Dプリンターを使ったデザイン性、食感の新
しい焼きたてパンのサービスを提案したらし
い。コメントを求められると「微妙。。」と言っ
ているが、内心はなかなか良い視点だと感じ

046

ている。最近、食卓に妙な形をしたパンが出
るのはそういうことか。中学生になった子供
は、学習塾の代わりと言ってファブ施設に入
り浸っている。高校は工業高校を受けるそう

Future Scenario:

Native Freelance

だ。我々時 代、工業高校というとチョット怖
いイメージだが最近は工業高校の方が偏差
値が高いらしい。
ここ５年で世の中はずいぶん変わった。働き
方は自由になってきたが、それが良いことか

名古屋市出身の◯は高校卒業後、東京にあ

という問い合わせが激増している。

る美大に進学。在学中の2012年からアクセサ

どうかは人によって違うかもしれない。ロボッ

リーブランド××を立ち上げ、卒業後も企業に

特に地方の施設からの問い合わせは非常に

トやA Iによって、めんどくさい事務仕事や単

就職せずに個人での活動を続行。創作にあ

多い。東京に比べて地方には機材を扱える人

純作業は減ったが、すべての人がいつも創造

たって必要な機材のあるMaker ’s Baseでアル

の数が少なく、
せっかくファブ施設が増えても

的な能力を発揮しなければならないという

バイトしながら、その近くで暮らすことになっ

それを有効活用しきれていないのが現状だ。

た。

◯の周りのデザイナーたちの中には、地方に

のも大変なことである。以前に比べると大企
業の数は減ってしまったが、元気な中小企業
は増えた。人材の新陳代謝を活 性化し、創
造的生活者が活躍できる世の中はものづく
りの得意な日本らしい気もする。

移住してコンサルティング業をしながら創作
実店舗やオンラインショップは開設せず、ポッ

活動を続けるという人も出始めていた。

プアップストアやセレクトショップへの卸で作
品を販売。また、作品の販売だけでなく、セレ

地方のファブ施設で、機材使用に関する説明

クトショップやギャラリーなどでアクセサリー

の一環としてアクセサリー製作のワークショッ

製作のワークショップも開催。SNSでのブラ

プを行う機会も増えており、ファブ社会化の

ンディングと合わせて、ファンを増やしてきた。

進行によって新たな仕事ができ、ブランドの
ファンも増え、いまのところいいことずくめと

また◯は、Skypeなどを利用してオンライン

なっている。

でもワークショップを開始。××のファン同士
が実際に交流できる場所が各地に広がり、そ

ところがこの年、大手ECサイトのジャングル社

こで新しい人と人との繋がりも生まれるように

が、数年後を目処に大規模なファブ工場を建

なった。

設する計画を発表。消費者は、もはや自分の
足でファブ施設に行かずとも、ジャングル社に

そして2025年、◯を取り巻く環境は、ブランド

データだけ送れば商品が届くという環境を手

を立ち上げた頃とは大きく変化していた。その

に入れることになるかもしれなくなった。

原因は、3Dプリンターの精度は飛躍的に向
上したこと、そして日本各地にファブ施設が急
増したことだ。2015年には全国に80 ヶ所だっ
たのが、この10年で？？？ヶ所を数えるまでに
なった。各家庭にとまではいかないものの、い
まや町の公民館などにも3Dプリンターやレー
ザーカッターが備わっており、データさえあれ
ば、かなりのものを自由につくることができる
ようになっていた。
こういった社会状況もあって、××でもこの数
年はアクセサリーそのものではなく、アクセサ
リーのデータが売れるようになっていた。その
おかげで海外にもファンは増え、ブランドの規
模は着々と大きくなっていった。
ファブ施設の増加に伴い、デザイナー業とは
別の仕事も増えてきた。それが、
ファブ関連の
コンサルティング業だ。最近は各地のファブ
施設だけでなく、個人や会社からも、デジタル
のデータをどんな形式や素材で出力するか、
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活動概要

1. 参加メンバー

松島 愛

3. 実施スケジュール

田邊 良一
株式会社岡村製作所
庵原悠
株式会社博報堂

第 1 回ワーキンググループ
有限責任事業組合 FabCafe

日時：2016 年 5 月1日（金）18:00–20:00

岩岡孝太郎

会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

鈴木 真理子
第 2 回ワーキンググループ

岩﨑博論
手塚豊

慶應義塾大学

日時：2016 年 7月1日（金）18:00–20:00

亀田 知代子

水野大二郎

会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

加藤文俊
株式会社 NT Tデータ経営研究所

田中浩也

第 3 回ワーキンググループ
日時：2016 年 7月28日（木）18:00–20:00

植田順

2. ゲスト・インタビューイ一覧

会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

ロフトワーク株式会社

第 4 回ワーキンググループ

オリンパス株式会社

伊藤志歩（パーマカルチャー）

日時：2016 年 8月26日（金）10:00 –18:00

佐藤 明伸

井上果林（菌活部）

会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

小山内 祥司

浦野奈美（菌活部）

田島瑞希
益子恵

松田絵里（発酵機材駆使）

日時：2016 年9月30日（金）18:00 –20:00

凸版印刷株式会社
田邊集

ファブラボ鎌倉

森本哲郎

渡辺ゆうか 代表理事

株式会社パルコ

第 5 回ワーキンググループ
会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

稲葉公美

ワンデイワークショップ

柴田直樹

日時：2016 年11月11日（金）10:00 –18:00
会場：BU K ATSU DO

高野公三子
中矢あゆみ

fabcross 編集部

大西 智裕

越智岳人

第 6 回ワーキンググループ
日時：2016 年12月15日（金）18:00 –20:00

ヤマハ株式会社

&Premiumエグゼクティブディレクター

上原 春喜

柴田隆寛
第 7 回ワーキンググループ

峰岸 麻希
株式会社ボイスビジョン

会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

タバブックス代表／仕事文脈編集発行人

日時：2017年1月27日（金）18:00 –20:00

宮川真紀

会場：Fut ure Work St ud io “ Sew ”

上地浩之
北島麻衣

あそ美屋
小倉ヒラク

株式会社エムクロッシング
鴨居明子
吉川久美子
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