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FABrick Project とは ... 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境課題としての Urban Beekeeping
- ローカルコミュニティ　
-Hama Boom Boom!@ 関内 インタビュー
- エリア・リサーチ  泰生ビル                                                                            

射出成型の可能性を探る
-ParametricGyroid
-Gyroid Brick

スタディ
- プラン
- ヴォリューム
- ビヘイヴィア
- ベース

Output
- ウォーター・サーバー
- プランター
- ビーハイブ
- パース
- アーバンスケールにおける展望

FABrick Project is... 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Urban Beekeeping
-Local community interview
-Hama Boom Boom! in "Kannai" 
-Area Research  Taisei Building                                                                            

The possibility of injection molding
-ParametricGyroid
-Gyroid Brick

Study
-Plan
-Volume
-Behaviear
-Base

Output
-Water server
-Planter
-Bee hive
-persepective
-Prospects for Urban scale

FABrick Beehive
Member

Tomohiro Yasui
Hiroyuki Tachikawa

Nao Tsushima
Haruna Okawa

Fulltime Lecturer : Emu Masuyama
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material

U 字溝 2 寸（セメント）120 型

material infomation

URL Ex Works
http://item.rakuten.co.jp/concrete/ugs_h240/

600mm

100mm

本来の目的である水の流れを意図的に
操作することで、水の壁や建物全体へ

水を行き届かせることも出来る。

IDEA 1

アイデア例
重量から下に置きがちの U 字溝をあえて上に置く
ことで水の動線を変える以外にもおもりとしての

役割を担わせる。

100mm

値段：2000~4000yen / 個
重量：約 7.8kg

用途： 雨水など水流を意図的に流したい
方向へと誘導するもの

ⅱ-04

 FABrick Project とは .....
慶應義塾大学田中浩也研究室建築チームはデジタルファブリケーション技術によって建築にどのようなアプローチが可能か FABrick「Fabrication+Brick( レンガ )」というテーマのもと、変更可能なパラメータを内包し、手軽に「組み立て」、「分解」が可能なユニッ
トをリサーチしてきた。昨年、メガスケールの 3D printer を独自に開発し、今年度はブロック体のサンプルを出力し、応用可能性を探った。複雑な形状を再現できる特徴を活かし、既製品を「切る」、「削る」のように減算的な加工のなかで素材が組み合わせら
れるプロセスを脱し、生成的で無駄を省いた理想的なプロセスで製作することができる。あらゆる可能性を内包した１か月にわたる研究プロジェクトの一端をお見せしたい。

産業廃棄物であるペレットの試用
３Ｄ printer に使用されるフィラメントではコストとプリ
ント時間にに欠けてしまう。そこでフィラメントの原料
であるペレットを使用することで、プリント時間を大幅
に解消した。さらに素材はＰＬＡ（生分解性プラスチック）
を用いており、土中に埋めておくことで分解されること
も想定している。

material

食器洗い用スポンジ（無印良品）

material infomation

URL Ex Works
http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548718590933?rec=11

140mm
70mm

50mm

値段：200yen / 個
重量：約 8g/ 

用途： 台所で食器洗いに使用する。水切
れがよく、乾燥しやすい発泡タイ
プ。ウレタンフォームを使用して
いる。

material

りんごの木箱

material infomation

URL Ex Works

620mm

300mm

310mm

値段：290-500yen / 個
重量：約 4.5kg

用途：　　　　　　　　　　　　収穫後のりんごを入れる木箱。空
き箱は格安で手に入るため、よく
インテリアとして使用される。

material

500ml ペットボトル

material infomation

URL Ex Works
http://

Φ68mm

206mm

値段：0yen / 個
重量：約 32g

用途：　　　　　　　　　　　　飲料を保存するための容器。使用
後は回収され、リサイクルする。
リサイクル後は日用品などに変わ
る。

material

ビールケース

material infomation

URL Ex Works
http://www.mechatoku.com/mechacolle/omake_shousai.php?page=200&id=2034

350mm

450mm

300mm

値段：1088yen / 個
重量：？？？ g

用途：　　　　　　　　　　　　ビール瓶を収納、運搬するために
使用。繰り返し使うことがほとん
どであり、スタッキング機能に優
れている。

穴が通っている面と通っていない面を
利用する。

IDEA 1

アイデア例
穴が空いている面と空いていない面を交互に表に
だしてコンクリートを積み上げる。穴は覗き穴に

もなるし、内と外をつなげる物となる

material

クーラーボックス

material infomation

URL Ex Works
http://shop.kokei.org/cb.php#cb-a

370mm

660mm

値段：1380yen / 個
重量：約 3.9kg

用途：　　　　　　　　　　　　外で食べ物や飲み物を冷やしてお
くために使用。取っ手が付いてお
り、持ち運びには便利な仕様に
なっている。

material

氷ブロック

material infomation

URL Ex Works
http://

280mm

120mm

値段：200-400yen / 個
重量：4.0kg

用途：　　　　　　　　　　　　
大型の冷蔵庫があれば、好みのサ
イズで作成が可能。

http://www.marushinsuwa.com/job/sale1.php

360mm

130mm

material

パインウッドブロック（中）

material infomation

URL Ex Works
http://www.amazon.co.jp/JUMBO- パインウッドブロック - 中
-240X120X60mm/dp/B0091MJXJW/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1442559044&sr=8-3&key
words= パインウッドブロック

値段：1895yen / 個
重量：621g

用途：　　　　　　　　　　　お部屋のインテリア等に使用され
ることが多い。自然素材使用のた
め、加工もしやすい。
サイズは大 ( 300×150×75mm)、
中 (240×120×60mm)、小
(200×100×50mm) それぞれ存在
する。

240mm120mm

60mm

穴が通っている面と通っていない面を
利用する。

IDEA 1

アイデア例
穴が空いている面と空いていない面を交互に表に
だしてコンクリートを積み上げる。穴は覗き穴に

もなるし、内と外をつなげる物となる

Head in the clouds / studioKCA

Penal Colony / Yoko Ono & Arata Isozaki 
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material

発泡スチロール箱

material infomation

URL Ex Works
http://www.ono-syouten.co.jp/ono/shohin/5n.html

139mm

184mm

60mm

値段：70-100yen / 個
重量：軽量 / 内容量 1.5L

用途：　　　　　　　　　　　　断熱性が強く、熱を伝えないため
保温用に使われることが多い。サ
イズが大きくなれば防音性もある

material

スーツケース

material infomation

URL Ex Works

280mm
450mm

700mm

値段：3500-5000yen / 個
重量：約 2kg/ 

用途：　　　　　　　　　　　　灯油等の液体を大量に保管する際
に使う。折り畳めるほど柔らかい
ものか潰せないほど固いものまで
ある。

material 採取者：安井 日時 (2015/08/28)　入手場所 : セキチュー南大山店

御影飛び石

material infomation

URL Ex Works
http://www.komeri.com/topic/CKmSfFeaturePage.jsp?dispNo=006003339

御影飛び石（丸）
φ400m  
1080yen

御影飛び石　敷石
300＊400mm  
1080yen

御影ぴんころ
90*90*90mm  
80yen

値段：80-1000yen / 個（サイズによる）
重量：約 500G-2kg 内容量

用途： 庭の飛び石。サイズによってねだ
んもそれぞれ

material

特殊ポリタンク

material infomation

URL Ex Works

値段：540yen / 個
重量：約 500g/ 内容量 18L

用途：　　　　　　　　　　　　灯油等の液体を大量に保管する際
に使う。折り畳めるほど柔らかい
ものか潰せないほど固いものまで
ある。

Water Branch / Kengo Kuma
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material

U 字溝 2 寸（セメント）120 型

material infomation

URL Ex Works
http://item.rakuten.co.jp/concrete/ugs_h240/

600mm

100mm

本来の目的である水の流れを意図的に
操作することで、水の壁や建物全体へ

水を行き届かせることも出来る。

IDEA 1

アイデア例
重量から下に置きがちの U 字溝をあえて上に置く
ことで水の動線を変える以外にもおもりとしての

役割を担わせる。

100mm

値段：2000~4000yen / 個
重量：約 7.8kg

用途： 雨水など水流を意図的に流したい
方向へと誘導するもの
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material

コンクリートピンコロ（セメント）

material infomation

URL Ex Works
http://nxstyle.net/nx1/material9.php

150mm

150mm

120mm

値段：228~840yen / 個
重量：約 6.3kg

用途： コンクリート製のエクステリア製
品で、束石や棚台など、様々な
DIY に使う。
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material

フェンスブロック

material infomation

URL Ex Works
http://store.shopping.yahoo.co.jp/dcmonline/4562197405205.html?sc_e=slga_pla

180mm
180mm

450mm

値段：1080~2260yen/ 個
重量：約 21kg

用途： フェンスや支柱を設置する際の基
礎部分に。
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material

発泡ケース

material infomation

URL Ex Works
http://www.monotaro.com/p/7536/4283/?gclid=CjwKEAjwp56wBRDThOSZ3vqGzmESJABjNaj9711BnK
DZV_hcyF57HiJv2jYSpSFCOV7fRG-iyBecPRoC-Pzw_wcB&utm_medium=cpc&utm_source=Adwords&c
m_mmc=Adwords-_-cpc-_-PLA-_-75364283&ef_id=VdcqTAAAAeagSz5M:20150928013551:s

391mm

170mm

292mm

値段：940~2000yen/ 個
重量：10.6L

用途： 要冷凍・冷蔵のものの保冷
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material

ダンボール (120 型 )

material infomation

URL Ex Works
http://www.askul.co.jp/p/9521386/

500mm355mm

275mm

値段：180~350yen / 個
重量：軽量

用途： 包装素材として使う以外にも断熱
性に着目して断熱材に使うことも
考えられる。
規格には 60 サイズ、80 サイズ、
100 サイズ、120 サイズ、140 サ
イズ、160 サイズと多く存在する。
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material

布団圧縮袋

material infomation

URL Ex Works
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kurashi-zakka/z-002.html?sc_e=slga_pla

1050mm900mm

値段：250~500yen / 個
重量：軽量

用途： 布団など容積が多いものを空気圧
を減らすことで圧縮するための袋
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material

灯油缶

material infomation

URL Ex Works
http://store.shopping.yahoo.co.jp/youkiya/020301.html

値段：598~1500yen / 個
重量：18L

用途： 灯油を保管するための容器。
プラスチック製ではなく、ここで
はスチール製のものを挙げる。
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material

システムサークル

material infomation

URL Ex Works
http://store.shopping.yahoo.co.jp/youkiya/020301.html

値段：3800~5000yen / 個
重量：6000g

用途： 飛び出し防止のメッシュ屋根、開
け閉めしやすいスライド扉でペッ
トを飼育しやすいサークル。

450mm

600mm

450mm
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material

水槽

material infomation

URL Ex Works
http://www.nisso-int.co.jp/aquarium/WaterTank/FlatColor.htm

値段：1599~4860yen / 個
重量：2900g

用途： 家庭内での水生動物を買うための
ケース。

400mm

250mm

280mm

ⅱ-13

Paper Tea House  / 坂茂

350mm

240mm 240mm

寸法不明

material

コンパネ

material infomation

URL Ex Works
http://item.rakuten.co.jp/conpaneya/10093600/

900mm

1800mm

値段：1490~1800yen/ 個
重量：？ kg

用途： 様々な形に加工して必要箇所に使
う。

ⅱ-07
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環境的課題としての Urban Beekeeping
2013 年 3 月、” 世界の食糧の 90% を占める作物約 100 種のうち約 2/3 以上がミツバチの花粉交配に頼っている。” とグリーンピース・インターナショナルが発表した。※ミツバチは生態系のカギを握っているという事実に世界各地では都市における養蜂活動「Urban 
bee keeping」がスタートていることをご存じだろうか。
日本では銀座を初め「Urban beekeeping」に対する認知度は高まっているものの、「ミツハチを巣箱で飼う」という光景そのものは常態化していると言える。この関係を都内でハチを飼育しコミュニティを形成する養蜂家とコラボレートすることと、ミツバチの
生態系をリサーチすることの２段階を踏まえ、人とミツバチが行き交う空間を建築的に捉え、実装を目指した。

※出典：レポート「消えるハチ」日本語版（2014 年 4 月 18 日）
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ローカルコミュニティ　Hama Boom Boom! ＠関内 インタビュー 

岡田　信行 /Nobuyuki Okada 株式会社オルト都市環境研究所

は ち み つ を 活 用 し た 入 居 者 と の コ ミ ュ ニ テ ィ、 街 の 緑
化、館内が実感できる屋上空間の３つのコンセプトを掲げ、
HamaBoom Boom ！ @ 関内を企画。ミツバチを育て、とれた
ハチミツをＰＪに参加した主体に提供し、売り上げの一部を
商店街の緑化のために還元する活動を展開している。活動主
体は養蜂指導にすむさとリーグ（HamaBoom Boom ！プロジェ
クト）運営にあたっては横浜コミュニティデザイン・ラボも
担当している。

都筑ハーベスト　都筑区支援センター　こころ野　
養蜂現場の見学のため訪問させていただいた。

Hama Boom boom! @ 関内のコンセプト

セイヨウミツバチ
性格：おとなしいが、危機を感じると羽音で威嚇、
次に体当たり、を仕掛け、最終手段として針を
使う。針と内蔵は連結しており、めったに使う
ことはない。
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養蜂技術のリサーチ

ハチの巣箱は巣枠と呼ばれる長さ、奥行き、高さ程度のプレートが９、１０枚程度収納でき、多くて 1000 匹程度のミツバチを飼育することができる。巣箱にはそれぞれ世代が異なる女王バ
チを筆頭とするグループが飼育される。

ミツの倉庫となるエリア
蜜蓋で密閉される。

次世代のハチの幼虫を育てるエリア

巣の構造

370mm

486mm

252mm

232mm

448mm

巣箱は年間３５℃程度で維持されている状態が望ましく、夏場
にトラックで移動する際のみ、開口部が機能する。
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養蜂に関わるツール

本来の木枠と金網で構成されている巣枠 発生するダニをオスのみに寄生させ、身代わりとしてオスのみを集中して飼育するためのプラスチック巣枠

蜜蜂にの餌やり
生後 20 日からミツバチは巣に水を供給するため外部に出る。砂糖水が好物。

はちを追い出すための燻煙器
ミツバチを巣から追い出すには手順がある。巣の近くで火災が発生したとき、生存
する方針に思考が切り替わり、巣を投げ出してパニック状態になる。そのため、煙

を発生させる燻煙器を用いることで疑似的な火災を認知させる。このとき、「巣を守
る」という命令は「生存のために逃げる」という命令により優先順位から除外され

るため、絶対ではないが 50cm 程度の距離で問題なく人が近づくことができる。
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エリアリサーチ

関内　泰生ビル
横浜より近いビジネス街には、オーナーの方針のもと改装可能
であり、２階にクリエイティブスペースを展開することで
一般入居者と企業、クリエイターが混在するビルが存在する。
その中に、普段は使用されていない屋上を利用した養蜂事業が展開
しようとしていた。

この特殊な状況は
これまで閉鎖的であった各部屋を長屋のようなビルととして、
扱うことで生まれ変わろうとしている。

date 2015/08/05 横浜　
最高気温　34.0℃　
最低気温　26.5℃
最大風速 7.5　 
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室外機が各所に散らばる。
かつて使われていたらしい喫煙所も設置されており、現在はほとんど使用されておらず、周辺
は 20 ｍを越えるビルが建て並ぶ。本ビルはオーナーの方針のもと、地域に開放されたシェア
オフィスを展開するさくら Works を筆頭に、デザイナーが数多く入居する。

D E

F
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plastic の可能性
生分解性プラスチック（ＰＬＡ）は我々の生活の中で親しみのあ
る物質である。しかし成型技術がなかったことから、切削技術で
は作ることができない物質であった。３Ｄプリンティング技術に
よって多孔質な形状を可能にしたことで、テクスチャや身体感覚
に落とし込みその異質感を払しょくできないかを試行錯誤した。
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3Dprinter によってＰＬＡを溶融し、積層してゆく方法では
水平、垂直方向とで耐荷重が大いに異なる。蝶の羽の微細な
形状にも存在する、極小曲面によって最少限の体積を誇り、
水平と垂直とで相似的な形状となる Gyroid に注目した。通
常の四角いボックス状に３Ｄプリントするより、１/ ５程度
の使用量で内部を充填することができた。
さらにデジタルデータとして扱うことを最大限発揮するため
に公式より、XY、YZ、ZX 平面にかかる係数 a,b,c の比率を
変更することで、各座標で異なる変形を加えることができる
Parametric Gyroid を提案した。各方位の位相をずらさずに
積層してゆくことで応力を分配しながら、穴のサイズを変更

Gyroid

a・cos(x)・sin(y)+b・cos(y)・sin(z)+C・cos(z)・sin(x)=0

a:b:c=:1:1:1

a・cos(x)・sin(y)+b・cos(y)・sin(z)+C・cos(z)・sin(x)=0

a:b;c=2:6:8....

Parametric Gyroid

a・cos(x)・sin(y)+b・cos(y)・sin(z)+C・cos(z)・sin(x)=0

                         a=b=c=... a=b=c=2 a=b=c=3 a=b=c=4

Graph Mappping 

a=b=c=1

( z ) (x,y,z ) ( z )( z )( z )

1.5:1.5:1.5 2.6:2.1:2.4 4:0.6:4 4:2:0.5a:b;c=.... 0.5:4:4 4:2:1.7 4:3.9:3.7
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ポータビリティ
ArchiFAB により出力可能な範囲と、組み合
わせてゆく上で非常に扱いやすい寸法とし
て以下のように設定した。
H=300mm
W=300mm
D=300mm

Gyroid
Brick

-how to use  gyroid- 

「レンガ」とは何だったのか。
手に取り、
持ち運び、
積み立てる。
それまで「高い耐候性によって私たちの身
体環境を長期間制御する」機能しかなかっ
たものが、生分解性されるプラスチックと
いう脆弱な素材で構成されることで、短期
間で自然に還り、かつ温熱環境に対応する
役割すら放棄した。

本プロジェクトにおける「レンガ」の機能は、
シェルターを構成するためではなく、空間
をつくるうえで関わってくる人物やその職
種から抽される要素を「レンガ」に埋め込み、
つくった人物だけでなく、その周囲をも巻
き込むコミュニティデザイン装置であると
読み替えている。

加えて、環境に対するアプローチを試みる
人物にフォーカスしたことで、あらゆる意
義における環境に対し新たなアプローチを
模索することもできる。

プランター、beehive、ウォーターサーバー
を製作した。ジャイロイド内の粗密を制御
することで、必要最低限の体積を維持しつ
つ、１つ１つの重量、と使い方にみあうス
ケールを定義する冗長性が生まれた。
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スタディ
- プラン -

Design area

Bee area

Smoking Area

N

Bee area

Design area

N

Bee area

shop

observe

Design area

N

Bee area

Smoking Area

N

ミツバチと人の動線を混在させ、東側に集中する。 ミツバチと人の動線を中央で分離させる。

ヴォイドを介しミツバチと人の動線を分離し、階段を出てすぐ分目
につきやすくする。

何も介さずミツバチと人の動線を分離、極めて近い距離とする。

N

Smoking Area
45

43
.0

3992.0

しばらく使われていない喫煙所　緊急用給水タンクも設置されている。水を使っ
た演出もしたいという案も挙げられた。

ゾーニング

小売店や小さなショールーム
を意識して一人当たり 5 ～
10㎡としたパーソナルスペー
スを設定、合計約 5 人が収ま
る空間を想定した。

2700mm

27
00
m
m
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walls

Ajusted wind

Stand

Stage

Bar

Table

Bee area

shop

observe

Design area

N

walls

Ajusted wind

Shop

Stand

Stage

Bar
Table

Bee area

Design area

N

Smoking Area

N

Smoking Area

N

Smoking Area

N

Smoking Area

N

t=10 t=12

t=15 t=18

shadow area
主に夏季を最盛期としているため、人にとってもハチにとっても直射日光は避けたい。ミツバチが巣から出てくるシーンの観察を想定して朝 10 時と帰巣時間
の目安として 18 時、さらに人が介在する時間として 12.15 時に発生する影を利用できないかと考えプロットした。

ヴォリュームと機能

ゾーニングと影のアナライズから想定される機能を挙げ、
各所に割り当ててゆく。
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2000.0

sketch

water areaplant bot

bee hive

15
00

10
0

Loft
断片的に切り取ったラインをつなぎ合わせ、身
体感覚のあるヴォリュームをつくる。

スタディ
- ビヘイヴィア -

身体感覚を断面線として列挙する。

座り込む ゆったり座る

正座する

すっぽり収まる

寝転ぶ 観察する

乗り掛かる 背もたれに寄りかかる 見上げる

sample 1　人１人を覆うヴォリュームでテスト sample 2　大、小とサイズを分けた空間ヴォリューム　シンプルなパスとする　
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全体モデルに採用したジャイロイドを人が通過するパスを設けつつ、あらゆる用途に対応する穴の径を予め設計し最終的にボリューム全体に割り当てた。　

スタディ
- アサイン -

sample 3　以上に挙げた断面線を１つの空間としてまとめる sample 4 　２種類の断面線より、人とミツバチそれぞれに専用とした２つの空間を設ける
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Cut・Symetry・Bend
全体モデルとしてジャイロイドの一部をカットしたり、
パラメトリックジャイロイドをそのまま組み合わせたり
した。

スタディ
- ヴォリューム -

Graph Mappping 

(x,y,z )

Cut

symetry

Bend
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4200

1752.6mm

13
56
m
m

876.3mm

ベース

屋上へ設置するには、
プラスチックだけでは
不安が残った。そこ
で 12mm の板材を使
用し、できるだけ簡易
に施工できるようにし
た。

１/１２を抜き出し、実際に施工した
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ウォーター・サーバー

柔らかい素材であるエラストマーを用いて、Gyroid の穴に収まるような形状をベースに 3Dプリントした。水がたまるよう、薄くラテックスを塗り込んだ。

ＰＬＡ

小石

ガーゼ

綿

ラベンダー

エラストマー

ディテール

穴の径の違いによる用途の設計 今回はプ
ランター、ハチの巣ハチが水分補給をす
るためのウォーターサーバーをジャイロ
イドの穴の形状に合わせデザインした。
プランターに水を灌ぎ、内部にろ過装置
を設け重力に乗っ取ってサーバーを伝っ
てゆく。可能な限り３Ｄプリンターで造
形可能な素材を使用した。
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ジョイント

接着のテスト

はんだごて、３Ｄペン、よる接着のテスト ラバーヒーターによる
接着面の平滑化

棒材による芯材

Gyroid の３ＤデータからＣＮＣミリングマシンで、モデリングワックスへ窪みを作成。ラテックスを流し込むことで硬化後、ジョ
イントとして機能するかどうかのテスト

本体に直接シリコーンの流し込み



23

プランター

Gyroid のジオメトリに合わせ回転させることで
挿入できるようにした。
すべて３Ｄプリントすることで、本プランターも
また、生分解される想定である。



24

オスのミツバチは既製品として販売されているプラスチックのフレームに住まわせることで、自然と巣をグリッドに合わせて生成する。

ビーハイブ

3Dプリントにより出力
したものでミツバチを
飼うことは可能である
だろうか。プラスチッ
クでできた巣枠が存在
したことから、Beehive
としてのデザインを模
索した。
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蜜蠟、はちみつ、生産される副産物と都市スケールにおける展開

熱を検知して帰巣ルートを認識するミツバチは一度に移動する距離
を２ｋｍ以上にしなければ移動前の巣の➀位置に帰ってしまう。今
後のプロジェクトの制約であり、中継地点を設定するファクターと
なる。
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