2015 年 6 月 26 日プレスリリース

ショーケース型イベント

山口情報芸術センター［YCAM］ショーケース型イベント

「 Yamaguchi Mini Maker Faire 2015 」
2015 年 9 月 19 日（土）12:00-18:00、20 日（日）10:00-18:00 入場無料
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A ほか
創造性に富んだ作り手たちによる DIY の祭典が 2 年ぶりの復活！
ものづくりの新しい潮流や YCAM の取り組みを紹介
山口情報芸術センター［YCAM］では、DIY（Do It

Yourself ＝個人による創作）の祭典「Maker Faire
（メイカー・フェア）
」の山口版「Yamaguchi

Mini Maker

Faire（ヤマグチ・ミニ・メイカー・フェア）」を開催します。
「Maker Faire」とは、2006 年にアメリカの O'Reilly

Media（オライリー・メディア） によってスタートした、
DIY に携わる個人や組織の〈発表と交流の場〉です。
作品やツールなどの展示を通じたノウハウの共有
が活発におこなわれるこのイベントは、
〈ものづく
り〉が持つ根源的な楽しさに溢れており、これまで
日本を含む世界 131 ヶ所以上で開催されてきまし
た。
今 回 開 催 す る「Mini Maker Faire」は、こ れ を 地
域のコミュニティが主催するもので、西日本では

2013 年に YCAM で開催して以来 2 度目の開催と
なります。
本イベントは、山口を中心とする幅広い地域の技術
者や開発者、教育機関や企業が集い、それぞれの展
示や発表をおこなうことで、
〈ものづくり〉を通じ
た交流をおこなうまたとない機会です。この機会
にぜひご参加ください。

2013 年に開催した「Yamaguchi Mini Maker Faire 2013」の様子
（2013 年 8 月 10 日・11 日／ YCAM）

出展について
出展方法、出展料などのガイドラインについては、7 月 4 日にオー
プンする公式ウェブサイトでご案内します。

http://ymmf.ycam.jp

この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ 山口情報芸術センター［YCAM］
TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216 メールアドレス：press@ycam.jp
〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7 http://www.ycam.jp
取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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「消費者」から「作り手」へ―世界的な広がりをみせる Maker ムーブメント
2000 年代後半以降、3D プリンターやレーザーカッターなどの
汎用性の高い工作機械が、個人や数人のグループで入手できる
レベルまで安価になりました。これにより、大量生産された工業
製品に合わせて、私たちのライフスタイルや環境を改変するの
ではなく、ライフスタイルや環境に応じて自分自身の手でもの
づくりをおこなう「パーソナル・ファブリケーション（工業の個
人化）」という新しい〈ものづくり〉の在り方が生まれました。
そして、自宅のガレージや地下室でおこなわれていた従来の個
人のものづくりに、こうしたスタイルが加わり、さらにはそのア
イディアやテクニックがインターネットを介して広く拡散して
いくことで、これまで「消費者」とされていた人たちが「作り手」
へと変貌を遂げる「Maker ムーブメント」と呼ばれる大きな潮
流が出現。いま世界を席巻しつつあります。
DIY の祭典「Maker Faire（メイカー・フェア）」

Make:
アメリカの出版社 O'Reilly Media（現在は分社
化し Maker Media）が季刊で発行する DIY 専門
誌。ハードウェアのハッキング方法を始めとす
る様々な DIY 情報が掲載されている。日本では、
オライリー・ジャパンから 1 年に 2 回ほどのペー
スで日本語版が発行されている。

この潮流を支えるのがアメリカの出版社 O'Reilly Media（オラ
イリー・メディア） が 2005 年から発行する雑誌「Make（メイク）
」と、

その読者を中心とするコミュニティの発表と交流の場として

2006 年にスタートしたイベント「Maker Faire（メイカー・フェア）」
です。Maker Faire はアメリカ以外にも、アジアやヨーロッパな
ど世界 131 ヵ所で開催されており、日本では 2008 年以降毎年
開催されています。昨年 11 月に、東京で 2 日間に渡って開催さ
れた「Maker Faire Tokyo 2014」では、約 300 組が出展、2 日間
で約 1 万 3000 人の来場者が訪れ、大きな注目を集めました。

Maker Faire
「Make:」の読者を中心としたコミュニティの発
表と交流の場として 2006 年にスタートしたイ
ベント。第 1 回はサンフランシスコのベイエリ
アで開催され、現在まで世界 131 ヶ所以上で開
催されている。最も規模の大きいベイエリアで
の Maker Faire は、2 日間で 10 万人以上の来場
者が訪れる。
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2 年ぶりにあの熱狂が帰ってくる！―Yamaguchi Mini Maker Faire 2015
Yamaguchi
Mini Maker Farire 2013
開催日：2013 年 8 月 10 日、11 日
会場：山口情報芸術センター［YCAM］
出展者数：108 組
動員：約 5300 人

2013 年に開催した「Yamaguchi Mini Maker Faire 2013」の様子
（2013 年 8 月 10 日・11 日／ YCAM）

2 年ぶりの西日本開催となる今回も、萩焼や大内人形など、古来
より工芸に対する理解と関心が高い山口を舞台に、YCAM 主催
で「Yamaguchi Mini Maker Faire（ヤマグチ・ミニ・メイカー・フェア）」と
して開催します。
前回と同様、市民や企業などから広く出展を募り、DIY の精神の
もとつくられた作品や、DIY をサポートするツールやパーツの
展示およびプレゼンテーションなどを実施するほか、山口なら
ではの取り組みとして、YCAM が開発した教育普及プログラム
やオープンソース・ソフトウェア、また YCAM が支援する市民
のものづくり活動の紹介をおこないます。
YCAM の活動と Maker ムーブメント

YCAM で は 開 館 以 来、内 部 の 研 究 開 発 チ ー ム「YCAM
InterLab( ワイカム・インターラボ )」を中心に、作品制作の過程で生ま
れたソフトウェアやハードウェアをオープンソースで公開する
試みを続けてきました。 こうした「知のオープン化」の活動は、

YCAM と世界中の人を結びつけ、アート表現だけでなく、農業や
福祉、スポーツやデザインといった異なる分野で新たな知識と
共有と進化が生まれるきっかけをもたらしています。YCAM を
訪れる多くの人が、こうしたクリエイションの循環に参加し、共
に考えながら創造性を高め合える場を、Yamaguchi Mini Maker

YCAM InterLab
山口情報芸術センター［YCAM］に附属するメ
ディアアートを専門とした研究開発チーム。主
に YCAM の委嘱作品として発表するインスタ
レーション作品やパフォーミングアーツ作品の
技術開発をおこなっている。また、文化施設に
おける技術者間の交流と人的ネットワークの構
築、研究領域の拡大・普及を目的とし、国内外か
ら研究者を招聘する共同研究などにも積極的に
取り組んでいる。

Faire を通して紹介します。
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開催概要

「Yamaguchi Mini Maker Faire 2015」
2015 年 9 月 19 日（土）12:00 〜 18:00、
20 日（日）10:00 〜 18:00
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A ほか
入場無料（来場者のみ）
※出展する場合は、個人／企業の別に応じて料金がかかることがあり

出展方法
受付開始日：7 月 4 日（土）
出展方法、出展料などのガイドラインに
ついては、7 月 4 日にオープンする公式
ウェブサイトでご案内します。

ymmf.ycam.jp

ます。詳しくは 7 月に公開するガイドラインをご確認ください。
主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団
共催：株式会社オライリー・ジャパン
後援：山口市教育委員会
平成 27 年度

文化庁

文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

技術協力：YCAM InterLab

企画制作：山口情報芸術センター［YCAM］

同時期のプログラム

Think Things―「もの」と「あそび」の生態系
「あそび」を原動力に新たな学びや創造の場を生み出す、参加型展覧会
です。YCAM が展開する研究開発活動に気軽に触れることができます。
日時：7 月 18 日（土）〜 9 月 28 日（日）10 時〜 18 時
入場無料
マームとジプシー「cocoon―憧れも、初戀も、爆撃も、死も。」
人気漫画家今日マチ子が、沖縄戦に動員された少女たちから着想を得
て描いた傑作漫画『cocoon』を舞台化した演劇公演。
日時：8 月 8 日（土）14 時開演／ 9 日（日）14 時開演
チケットあり※詳しくは YCAM のウェブサイトをご覧ください。
真夏の夜の星空上映会
夏の YCAM の恒例行事となった野外上映会。すっかり涼しくなった夕
暮れ時にお友達、ご家族と芝生にゆったりと腰掛けて映画をお楽しみ
いただけます。
日時：8 月 14 日（金）〜 16 日（日）各回 19 時 30 分開始
参加無料

YCAM 爆音映画祭 2015 〜未知との遭遇！
YCAM が誇る充実の音響設備を十全に用い、繊細に調整された大音響
の中で映画を体験する映画祭です。アメリカ映画の傑作を中心に上映
します。
日時：8 月 28 日（金）〜 30 日（日）
チケットあり※詳しくは YCAM のウェブサイトをご覧ください。
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