
■形典研究会 のご案内 

●みなさま，大変ご無沙汰しております． Arsnote Lab. の石垣 健です． 

http://www.arsnote.com/arno/ 

 長年にわたり継続してきた形典・形譜（造形譜）の研究ですが，2014年7月から，皆様のご協

力により，新しく形典研究会が発足いたしました． 

発起人の松岡さんは，学生時代からの親友で，私のような落ち着きのない性格とは異なり，じ

っくりと仕事をやりとげる方なので，この研究会は，後戻りすることなく，持続的になると期待し

ています． 

 今後とも，どうぞよろしくご参加，ご協力の程，お願い申し上げます． 

 

●形典研究会の松岡 薫です． 

 形典・形譜の普及による，立体造形の創造的展開をめざして,プロ用三次元コンピュータグラ

フィックソフト Blender を用いたデザイン構成の実習と「形典・形譜」の講演会を企画しました． 

研究会で使用する Blender は，1989 から開発が続いてきた定評ある無償・オープンソースの３

次元 CG ソフトウエアで，いまでは世界的に使われております． 

http://www.blender.org/press/blender-foundation-exhibits-at-fmx-2011/ 

 本年 7月より，形典研究会を数度にわたって開催してきましたが,参加者のご助言により内容

を深め，楽しいワークショップも加え，より広く講習と講演の機会を用意して，皆様に開催のご

案内をする次第です． 

 

造形の表現者として,制作のためのアイデアを模索されている皆様へ, 

「形典・形譜」は，その定規やものさしとなるものであります．この Blender は，「造形譜」の 3D

レンダリングを可能にし，実制作への最短コースとなるでしょう．どうそ，ご持参いただくノート

PC にＢｌｅｎｄｅｒ （Ｖｅｒｓｉｏｎ２．６８ａ） をインストールされて，造形譜の活用を実習と共にお楽

しみください．（本年度の授業も，Ｂｌｅｎｄｅｒ（Ｖｅｒｓｉｏｎ２．６８ａ）で行います．） 

 

■形典研究会 

「ワンコイン体験入会」及び ， 

入会と「Blender 講習と形典・形譜 講演会」 開催のご案内． 

 

●「ワンコイン体験入会」のご案内 

初めての方も，これまで参加された方も進捗度に合わせた新しい実習を体験していた

だきたく，形典研究会「ワンコイン体験入会」を開催いたします． 

日時： ２０１４／９／２６（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
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 ２０１４／９／２７（土曜日）午後２時～午後５時 

場所：東京都品川区西大井 3-12-3 株式会社 駒クラフト F2 会議室 

Tel:03-3775-2223 

アクセス： 

JR 湘南新宿ライン（普通）＆横須賀線・西大井駅から 

http://arsnote.com/arno/com/cds_nishiohi.jpg 

JR 京浜東北線・大森駅から 

http://arsnote.com/arno/com/cds_omori.jpg 

 

主催：形典研究会 e-mail： keitenkenkyukai@gmail.com 

内容： 3D-CAD(Blender)実習，そのあと形典・形譜の講演と質疑・応答 

（両日とも同じ内容です） 

参加費： お一人 500円（当日徴収） 定員 各日 10 名様・先着順 

 なお，この９月の「ワンコイン体験入会」を最後に， 
１０月より会員制の研究会とさせていただきます． 

●形典研究会 入会のご案内 
 解りやすい「形典・形譜」の教材，Blender 講習，形典・形譜 講演会，懇話会，造形譜の

リリース等を，会報でお知らせし，配布していきます．どうぞ皆様の研究・創作にお役立て

ください． 
 

● 「Blender 講習と形典・形譜 講演会」 のご案内 
 １０月より，Blender の講習と実習は，個々の進捗度に合わせた動画を見ながら学習し，

具体的操作法や関連する質問に，その場でスタッフがお答えいたします．これらの方法で，

初めての方も，回を重ねた方も，質疑を交えながら，ご自分のペースで実習に集中いただ

けると思います． 
 形典・形譜の講演も，会員向けにスライドショーを順次動画化していく予定です． 
参考資料： Arsnote Lab. の 研究紹介 の ０～５ のページは，形譜(造形譜)を，この

Blender で簡便にレンダリングした画像を使っています． 

http://www.arsnote.com/arno/works/work00.html 

 

★ 「Blender 講習と形典・形譜 講演会」開催スケジュール 

開催期間：2014 年 10 月から 2015 年 3 月までの 6 ヶ月． 

毎月１回，同じ内容で，金曜日と土曜日に開催． 

ご都合に合わせて，金曜，土曜のいずれかにご参加ください． 
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開催スケジュール 
（同じ内容で金曜日と土曜日の両日開催．どちらかを選択し，受講する） 

２０１４／１０／１７（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
２０１４／１０／１８（土曜日）午後２時～午後５時 
 
２０１４／１１／１４（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
２０１４／１１／１５（土曜日）午後２時～午後５時 
 
２０１４／１２／１９（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
２０１４／１２／２０（土曜日）午後２時～午後５時 
 
２０１５／１／１６（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
２０１５／１／１７（土曜日）午後２時～午後５時 
 
２０１５／２／２０（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
２０１５／２／２１（土曜日）午後２時～午後５時 
 
２０１５／３／１３（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
２０１５／３／１４（土曜日）午後２時～午後５時 
 

★「Blender 講習と形典・形譜 講演会」の開催場所： 

東京都品川区西大井 3-12-3 

 株式会社 駒クラフト F2 会議室 Tel:03-3775-2223 

アクセス： 

JR 湘南新宿ライン（普通）＆横須賀線・西大井駅から 

http://arsnote.com/arno/com/cds_nishiohi.jpg 

JR 京浜東北線・大森駅から 

http://arsnote.com/arno/com/cds_omori.jpg           

 

★主催：形典研究会  keitenkenkyukai@gmail.com 

 

★必ずお持ちいただくもの：Blender (Ver2.68a) をインストールしたノートパソコン． 

 （インストールが未完の方は，開始 30 分前にお越しください） 

★ 開催内容／各会の講習及び実習の概要： 

形譜（造形譜）活用のための講習及び実習 
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Blender による造形譜の作成 

Blender による造形譜のレンダリング 

画像編集ソフト（GiMp，phtoshop）などによるレンダリングの色彩調整 

  カッティング・プロッターによる実制作 

３D プリンターによる形譜（造形譜）の立体モデル化 

形典・形譜についての講演 

形典・形譜とは？ 

形典の基礎概念 

造形構成の記譜法 

形典形譜の社会的位置づけと普及 

質疑応答による懇話会 

 

■会費について 

「ワンコイン体験入会」：会場にて  500円 お支払いください． 

 
「形典研究会／会費」：10 月より有償の会員制といたします． 

会員・会費（10 月から翌年 3 月までの半期分） 3,300 円 

 

「Blender 講習と形典・形譜 講演会」：会員制  

参加費： 各回 1,100 円  

 

 
====================以下をご記入の上,ご返送くだい===================== 

====================================================================== 

■「ワンコイン体験入会」申込書  

ご都合に合わせて各括弧内【 】に○，×で出欠をご記入ください． 

（未定の場合には未記入可）． 

ご予約は受付順といたします．お早めにお申込ください． 

日時： 

【 】２０１４／９／２６（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 

【 】２０１４／９／２７（土曜日）午後２時～午後５時 

参加費は，会場にて支払い． 

 

■ 形典研究会 入会申込書 

括弧内【 】に○，×でご記入ください． 

【 】形典研究会に，会員・会費（10月から翌年 3月までの半期分） 3,300円 
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を添えて入会を申し込みます． 

 

■「Blender 講習と形典・形譜 講演会」申込書 （会員制） 

ご都合に合わせて，各月―金曜日，土曜日のどちらかを， 

各括弧内【 】に○，×で出欠を記入してご予約ください． 

（未定の場合には未記入可）． 

ご予約は受付順といたします．お早めにお申込ください． 

 

【 】２０１４／１０／１７（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
【 】２０１４／１０／１８（土曜日）午後２時～午後５時 
 
【 】２０１４／１１／１４（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
【 】２０１４／１１／１５（土曜日）午後２時～午後５時 
 
【 】２０１４／１２／１９（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
【 】２０１４／１２／２０（土曜日）午後２時～午後５時 
 
【 】２０１５／１／１６（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
【 】２０１５／１／１７（土曜日）午後２時～午後５時 
 
【 】２０１５／２／２０（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
【 】２０１５／２／２１（土曜日）午後２時～午後５時 
 
【 】２０１５／３／１３（金曜日）午後６時３０分～午後９時３０分 
【 】２０１５／３／１４（土曜日）午後２時～午後５時 
（以上の○印の数）×（参加費： 各回 1,100 円）を添えて予約します． 
 
ふりがな 

氏 名 

住 所 〒 

電話番号 

所属 

連絡先（勤務先） 

========================================================================== 
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●予約受付の確認： 

 予約成立の場合,予約受付票がメールにて送付されます． 

予約受付票が届きましたら，お振り込みをお願いいたします． 

 

●会費振込先： 

  
ゆうちょ銀行 口座名義 ケイテンケンキュウカイ 

【店名】０１８（読み ゼロイチハチ） 

【店番】０１８ 

【預金項目】普通預金 

【口座番号】７７３２９８８ 

 
お振込みの確認ができ次第，受講票をメールにてお送りします． 

当日，会場受付にて受講票をご提示ください． 

 
以上，長くなりましたが，形典研究会のご案内でした． 

皆様のご協力により，ようやく今回の発足にこぎつけました．有償の会員制とする

には，まだまだ不慣れなところが多々あります．皆様のご意見・ご指導を仰ぎ，相応

しいスタッフを募りながら，引き続き形典・形譜の普及・活用の輪を広げていく所存

です． 

今後とも，どうぞよろしく ご指導のほど お願い申し上げます． 

2014 年 9 月 12 日 

 

形典研究会 代表 松岡 薫 

副代表 石垣 健 

keitenkenkyukai@gmail.com 
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