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論文要旨 

わたしは大学に入学し、ものづくりの研究を行う中で電子工作の勉強は必要

不可欠だった。高校までは文系学生で、電気の勉強をしたのは電気分野がテスト

範囲になっている定期テストの前だけだった。そこで改めて電子回路を学ぼうと

した。世の中にある電子工作のテキストは多くが専門向けで、分からない単語ば

かりが連なり、プログラムや回路は何度も失敗した。しかし実際動くものができ

たときの喜びと達成感はこれまでに感じたことがないほど大きいものだった。そ

れまで絵を書くことや小さなアクセサリーをつくったりすることは好きだった

が、つくったものは動かないものばかりだったため、自分のデザインしたものが

動きを持つというのは新鮮さがあった。電子工作はつくるものの幅がとても広が

ると感じた。 

近はテクノ手芸など女性向けの電子工作が増え、以前よりは女性のユーザ

ーも増えている。しかし国内では電子工作のホビーユーザーは男性が大半でまだ

まだ女性への浸透が薄い。そこで女性や電子工作初心者をターゲットにした新し

い電子工作のかたちである「電子手芸」を提案する。 

新しい電子手芸というものづくりを紹介するためのサンプル本の制作をす

る。またファブラボのMake : Learn : Shareによる DIWO（Do It With Others）

の可能性を参考に、オープンソースによるユーザーとの共創の実践を狙い、オー

プンなレシピ集型のウェブサイトの制作をおこなった。 
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第１章	 はじめに 

 

 

近年、デジタル工作機械のデスクトップ化が進み、2014年現在、

電気量販店では三次元プリンタが販売されるようになった。工場で

行われていたような素材加工が家庭で出来るようになり、個人のも

のづくりが発展していくといわれている。こうして進んでいく個人

のものづくり、パーソナルファブリケーションについて解説しなが

ら、自由にものをつくるために電子工作とプログラミングの重要性

を説明し、本研究の研究背景と研究目的を述べる。 
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1.1	 パーソナルファブリケーション 

工場などにあった大きい工作機械がデスクトップ化し始めることで、個人の

ものづくりが活性化すると言われている。この個人のものづくりのことを、パー

ソナルファブリケーションという。ここでの工作機械は昔ながらの町工場の職人

の熟練した経験が必要とされる旋盤（図 2.1.a）などではなく、デジタルデータ

を送信すると機械がデータ通りに素材を加工してくれるデジタル工作機械のこ

とを指す。 

レーザーカッター（図 2.1.b）は、デジタル工作機械のひとつだ。レーザー

光をレンズで集め照射することで木材や樹脂を加工できる。直線や曲線に沿って

切断することや、写真の濃淡をデジタルで読み取らせて素材に模様として焼き付

けることなどが可能だ。デジタルデータがあればどんなに難しい模様でも加工が

できるので、作り手は自分で切断する手間などを考えずにデザインをすることが

できる。また木材やアクリル板といった加工に手間がかかる素材でも、レーザー

カッターがあれば 1分で切断加工をすることができる。ものづくりにおいて時間

のコストや手間はとても大きい。短時間でアイデアを形にすることができる環境

があれば、時間がない人でも気軽にものづくりをすることができるようになるの

だ。 

こうしたデジタル工作機械を使用したものづくりを、デジタルファブリケー

ションという。そして自分の体型に合った世界ひとつだけのワンピースが欲しい

などパーソナルな理由によっておこなわれたデジタルファブリケーションを、パ

ーソナルファブリケーションという。 
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図 1.1.a 旋盤1 

 

 

 
図 1.1.b レーザーカッター 
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1.2	 パーソナルファブリケーションの事例 

パーソナルファブリケーションの例として、実際わたしが製作したものを紹

介し、つくるに至った動機や製作方法を紹介する。 

1.2.1	 世界でひとつだけのトートバッグ 

（A）動機	 

	 	 わたしは当時２年ほどトートバッグが欲しいと思っており、買い

物にいけば常に理想のトートバッグがないかチェックしていた。しか

し形が理想でもデザインが理想とは違う、デザインがよくても形や容

量がイメージと違う、形もデザインも好みだけど高すぎる、と私の理

想のトートバッグはなかなか見つからなかった。そこで思いついたの

が、自分でつくることだった。インターネットを開けばトートバッグ

の型紙データがたくさんあったし、トートバッグは比較的シンプルな

形をしておりミシンに慣れていないわたしでもできると思ったのだ。 

（B）制作方法	 

	 	 形のイメージにあう型紙をネット上からダウンロードし、それを

Illustrator で読み込ませて自分の理想のサイズにデータを修正した。

わたしは常にパソコンを持ち歩くので、丈夫でかつ荷物がたくさん入

るようにしたかった。素材はしっかりした厚めの帆布を、持ち手のと

ころには丈夫な厚手のリボンテープを使用することにした。また持ち

手の長さは、肩にかけやすい長さを計測して決めた。そうして自分だ

けのトートバッグの型紙データができあがった。しかし問題は本当に

この型紙ができあがるのか、という不安だった。型紙はあくまでも型

紙なので完成形をみることができない。思ったより大きい不格好なも

のができたらどうしようと悩んだ。そこで、カッティングマシン（図
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1.2.1.a）を使ってスケールを小さくした型紙を切り出してみることに

した。カッティングマシンは、レーザーカッターと似ていてレーザー

光が小さなカッターナイフになっているデジタル工作機械である。カ

ッターナイフなのでカッターで切れる素材であればカットすること

ができる。わたしはカッティングマシンに型紙のデータを送り、画用

紙をカットして立体的に組み立てプロトタイプを作成した。こうして

立体的にしてみることで、カバンのシルエットがはっきりと分かるの

だ。幸いプロトタイプはわたしが欲しいシルエットを再現していたの

で、そのまま型紙のデータを使用することにした。型紙通りに布を裁

断し、中学生の家庭科の授業ぶりにミシンで縫った。出来上がったト

ートバッグは（図 1.2.1.b）である。 

（C）まとめ	 

	 	 数年ぶりに使ったミシンは難しく、縫い目はガタガタ、返し縫い

も雑なところが多かった。しかし、長い間欲しがっていたデザイン・

しっかりした生地・自分の体にぴったりあった持ち手のトートバッグ

は、どんな他のものよりも特別に感じるものとなった。縫い目の雑さ

も含めて、世界にひとつだけの自分のためのバッグができあがった。

このようにパーソナルファブリケーションは、一見価値のないものが

個人にとっては非常に価値があるものになっているという、不思議な

事態が起こりやすい。参考までに、このトートバッグの材料はすべて

ユザワヤで買いそろえ、材料費は 2000円ほどであった。2000円で使

い心地もデザインも理想のトートバッグと、5000 円で使いにくくて

デザインも好みじゃないトートバッグだったら、どちらが欲しいだろ

うか。たとえ縫い目が汚くても、わたしがつくったという達成感と満

足感を感じられる前者を選ぶに違いない。 
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（図 1.2.1.a）カッティングマシン 

 

 

（図 1.2.1.b）実際製作したトートバッグ 
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1.2.2	 似顔絵ぬいぐるみ 

（A）動機	 

	 	 似顔絵ぬいぐるみは、特定の人の顔と特徴を取り入れたぬいぐる

み版似顔絵である。つくった動機には、欲しいものをつくる、かつ欲

しいと思われるものをつくるという思いがあった。わたしは音楽が好

きなのでどこでも音楽を気軽に聴くことができるかわいいポータブ

ルスピーカーが欲しいと思っていた。調べている内に 近ではぬいぐ

るみが踊りながら音楽を鳴らしてくれるぬいぐるみスピーカー（図

1.2.2.a）があることを知った。しかし店頭で鳴らしてみたところスピ

ーカーの音がかなり悪く、ぬいぐるみのデザインにも愛着を覚えられ

なかった。これならば、自分が欲しいデザインでつくったぬいぐるみ

にもうちょっとよいスピーカーを取り付けたほうがよさそうだと感

じた。では、みんなに欲しいと思われる愛着のもたれるぬいぐるみと

は何か。そこで思いついたのが似顔絵だ。自分の似顔絵には愛着を

持たないわけがないと思い、似顔絵のぬいぐるみをつくることに

した。 

 

図 1.2.2.a 市販のスピーカーぬいぐるみ 
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（B）制作方法	 

	 	 初に紙でプロトタイプをつくりながら、型紙をつくり、

Illustratorのデータにおこしていった。そこで型紙（図 1.2.2.b-1）を

作成した。型紙はレーザーカッターでフェルトをカットした。手縫い

でパーツを縫い、髪の毛のみ毛糸を使用し作成した。スピーカーの部

品は、雑誌の付録についてきたポータブルスピーカーを解体し、外装

だけ取り外し、コードとスピーカーをそのまま取り出し、人形の中へ

埋め込んだ。こうして完成したのが（図 1.2.2.b-2）である。 

 

 

図 1.2.2.b-1 型紙 
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図 1.2.2.b-2 研究室メンバーの似顔絵ぬいぐるみ 

（C）応用：パラメトリックモデリング可能な型紙	 

	 	 終的に田中浩也准教授と研究室のメンバー全員の似顔絵ぬい

ぐるみを制作した。感想を本人たちからいただいたが、多くの人に似

ていると言っていただけた。しかし、今回のぬいぐるみは顔以外すべ

て同じサイズのパーツで出来ており、パーソナライズされているのは

顔と洋服の色のみだった。そこでその人の体の特徴に合わせて型紙を

リサイズできるパラメトリック型紙作成ツールを 3Dモデリングソフ

ト Rhinocerosのプラグイン Grasshopperで作成した。頭の大きさ（縦

横）、腕の長さと太さ、足の長さと太さ、胴体の長さと太さ、腰の位

置を変更可能にした。スライダー（図 1.2.2.c-1）を動かすことで、（図

1.2.2.c-2）の三次元上のぬいぐるみ変形し、完成形をみながら型紙（図

1.2.2.c-3）を変更できるので感覚的にサイズを変えることができる。 
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	 	 こうして作成した型紙は、Illustratorに読み込み、レーザーカッ

ターでフェルトを切断して、すばやくぬいぐるみを手縫いする段階に

いくことができる。 

 

 
図 1.2.2.c-1	 型紙を変換するスライダー 

 

 

図 2.2.2.c-2	 三次元上のぬいぐるみ完成モデル 
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図 2.2.2.c-3 生成された型紙 

 

 

図 2.2.2.c-4	 レーザーカッターでカットした型紙 
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図 2.2.2.c-5 手縫いによって完成したぬいぐるみ 

1.3	 ファブラボ 

デジタル工作機械は 近発明されたものではなくかなり昔から存在してい

たが、近年こうして話題となっているのは、身近で誰でも体験できるようになっ

たからだろう。そこにはファブラボというコミュニティの存在が大きい。 

ファブラボは世界中に存在するものづくり工房であり、コミュニティであり、

研究施設である。デジタル工作機械を備え、市民にひらかれている。あるファブ

ラボでは、地元の人によるワークショップが開かれ、ある大学の建築学科内につ

くられたファブラボでは、デジタル工作機械で建築物を作る研究が行われ、ある

アフリカ地域のファブラボでは、水を濾過するための道具を大人子ども混ざって

つくっている。運営の仕方も、そこでものをつくる人も多種多様である。ただフ

ァブラボに共通することがある。それは先生も生徒もいない、全員がフラットで
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教え合い学び合う人々のコミュニティだということだ。職業も生い立ちもつくり

たいものも違う人々が集まることによって起こるのは、教え合いだ。 

MAKE, LEARN, SHAREという３つの単語がある。これはファブラボの理

念である。ものをつくり、そこから新しい知識を学び、発見した知識をシェアす

る。ファブラボは、パーソナルファブリケーションつまり自分のために自分でも

のづくりをする場であるが、誰しも完璧な知識を持ち合わせていない。周りの人

と情報共有することで、ものづくりが完成する。 

例えば、レーザーカッターを使用する際、必ずパラメーターをセットする必

要がある。レーザー光のパワー・カットのスピードが中でもカットの質に影響す

るパラメーターだ。パワーが 100のときは、スピードが遅ければ遅いほどレーザ

ーの照射時間が長くなるので、分厚い素材の加工ができるというわけである。素

材によってキレイにかつ確実に切断できるパラメーターを探すことは、レーザー

カッターを初めて触る人には難しいだろう。ファブラボでは、独自に個々人が作

業中に見つけた理想のパラメーターをリスト化し、次に利用する人が参考にでき

るようにしている。知識をシェアすることは他の人の助けになるのだ。こうした

ものづくりは DIY（Do It Yourself）ではなく DIWO（Do It With Others）とい

われる。ファブラボは、ネットワークで世界中と繋がり、情報共有をしながら各

ラボの発展につとめている。 

1.4	 ほぼなんでもつくる方法 

アメリカのマサチューセツ工科大学では、ニール・ガーシェンフェルドによ

る人気講座「（ほぼ）なんでもつくる方法」（How to Make (Almost) Anything）

が毎年開講されている。この授業は、当初デジタル工作機械を研究するような専

門の学生がデジタル工作機械の使い方を学ぶイントロとして想定されていた。し

かしながら、初回講義では予定受け入れ人数に反して 10 倍以上の学生が集まっ
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た。それは“欲しいものをなんでもつくる”というパーソナルなものづくりへの

欲求を多くの人が持っていたという現れであった。 

ニール・ガーシェンフェルド教授は「ほぼなんでもつくる」ためのツールと

して次のツールをあげている。まずはデジタル工作機械で、もうひとつ重要なの

がプログラミングと電子工作である。デジタル工作機械でつくるものは全て「無

生物」である。ものに「動き」を生み出すには、プログラムを書き込んだマイコ

ンを埋め込み、知能をつける必要がある。また周りの環境とインタラクティブに

動作するプログラムを考えたい時には、環境をセンシングする必要があり、ここ

で電子工作が必要となる。外装をデジタル工作機械でつくり、それから生き物の

脳みそであるコンピューターを電子工作とプログラミングによってつくるのだ。 

ほぼなんでもつくるためのツールを学び、学生はこの授業の 終課題として

自分が一番欲しいものをつくった。彫刻科であるケリーによる「スクリーム・ボ

ディ」を例にして紹介する。 

「スクリーム・ボディ」は「人ごみの中にいると、急に大きな声で叫びたく

なる」という本人の悩みからつくられた。防音をほどこした大きなカバンに録音

機能がついており、混雑の中で叫んだあとボディを押すと、録音された声がリリ

ースされていくという仕組みだ。多くの人がいらないと思うかもしれないが、彼

女は自分がずっと欲しかったものをつくり成し遂げたのである。面白いことに、

こうしたデバイスをつくったケリー自身、いままで電子工作やプログラミングの

知識はまったくなかったという。講座を受けていく中で、ソフトウェアから外部

設計、また防音素材を学び、自らの力で作り上げたのだ。 
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図 1.1.4 スクリーム・ボディを実践するケリー2 

 

「なんでもつくる方法」の授業では、デジタル工作機械の使い方と電子工作

とプログラミングのカリキュラムで構成されている。実際、この講座を通して学

んだ知識で、ケリーは「スクリーム・ボディ」を完成させることができた。デジ

タル工作機械と電子工作とプログラミングを学ぶことで、ほぼなんでもつくるこ

とができるのである。 

 

1.5	 研究目的 

わたしは大学に入学し、ものづくりの研究を行う中で電子工作の勉強は必要

不可欠だった。高校までは文系学生で、電気の勉強をしたのは電気分野がテスト

範囲になっている定期テストの前だけだった。そこで改めて電子回路を学ぼうと

した。世の中にある電子工作のテキストは多くが専門向けで、分からない単語ば

かりが連なり、プログラムや回路は何度も失敗した。しかし実際動くものができ

たときの喜びと達成感はこれまでに感じたことがないほど大きいものだった。そ
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れまで絵を書くことや小さなアクセサリーをつくったりすることは好きだった

が、つくったものは動かないものばかりだったため、自分のデザインしたものが

動きを持つというのは新鮮さがあった。電子工作はつくるものの幅がとても広が

ると感じた。 

近はテクノ手芸など女性向けの電子工作が増え、以前よりは女性のユーザ

ーも増えている。しかし国内では電子工作のホビーユーザーは男性が大半でまだ

まだ女性への浸透が薄い。そこで女性や電子工作初心者をターゲットにした新し

い電子工作のかたちである「電子手芸」を提案する。 

新しい電子手芸というものづくりを紹介するためのサンプル本の制作をす

る。またファブラボのMake : Learn : Shareによる DIWO（Do It With Others）

の可能性を参考に、オープンソースによるユーザーとの共創の実践を狙い、オー

プンなレシピ集型のウェブサイトの制作をおこなった。 
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第 2章	 電子手芸 

 

 

本章では、電子手芸の関連研究や作品例を紹介しながら、電子

手芸とは何かということを明らかにしていく。また、デジタル工作

機械を活用したオリジナルの基板製作など、デジタルファブリケー

ションを活かした作品の紹介を通じて、電子手芸におけるデジタル

ファブリケーションの応用可能性を述べていく。 
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2.1	 電子工作とは 

2.1.1	 電子工作の定義 

電子工作とは、大量生産を目的としない電子機器の設計や製作のこと

である。趣味や小規模の実験・試作を目的として行われる。ユーザーは男

性が主で、近年は女性向けの書籍も増えているが、趣味として続けるユー

ザーとしては大半が男性である。	 

2.1.2	 電子工作におけるラビットプロトタイピング 

本来の電子工作は、基板（ユニバーサル基板やプリント基板など）に

電子部品を差し込み裏面ではんだ付けをして通電させて、行われるものが

一般的であった。しかし電子部品を穴に挿して配線するプロトタイピング

に特化したブレッドボードの登場により、はんだ付けの手間を省き、電子

回路の試作や動作テストに使用することができるようになり、ラビットプ

ロトタイピング（すばやく、試作を繰り返す行為）が可能になった。近年

ではPICやAVRのようなマイコンのソフトウェア制御による電子工作が増

えている。特にAVRマイコンと入出力ポートを備えた基板と、それに対応

したソフトウェアによって開発環境が整っているArduinoは、初心者でも

気軽にマイコン操作を可能にした。パーソナルファブリケーションの中で、

Arduinoとブレッドボードのようなラビットプロトタイピングのツールは、

デジタル工作機械同様に重要となっている。	 
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2.2	 電子手芸とは 

2.2.1	 手芸の定義 

手芸は個人的に行う裁縫、刺繍、編み物などの創作活動である。3基本

的には経済活動を伴わない家庭内での生産活動を指し、そのため本職の仕

事をしていない主婦が家庭内で行う趣味創作活動をイメージされること

が多い。しかし実際は、ペーパークラフトや陶芸、革細工といった工芸品

に及ぶものまで手芸というジャンルに含まれている。経済活動を伴わない

といった意味では、手芸創作はあくまでもアマチュアのものづくりであり、

経済的価値を持ったとき創作者はプロとなり工芸品や民芸品をつくる職

人という扱いになる。	 

2.2.2	 電子手芸の定義 

本研究では、電子回路を手芸の手法を使って組むものを、電子手芸と

する。裁縫は電子回路を縫い、編み物は電子回路を編み、絵画は電子回路

を描くことが、電子手芸である。具体的な作品例を通して説明する。	 

2.3	 電子手芸の作り方 

2.3.1	 裁縫の電子手芸 

一般的な糸の代わりに導電性繊維でつくられた糸を使用して行う。導

電糸（図2.3.1）の種類は豊富で、合成繊維の中に導電性のよい金属や黒

鉛を均一に分散させたもの，ステンレス鋼のような金属を繊維化したもの、

有機物繊維の表面を金属で被覆したものなどがある。それぞれ導電率に差

があるため、抵抗値を正確にあてることは難しい。そのため常にテスター

（携帯電気回路測定器）による計測が必要となる。針は導電糸の太さと布
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地の厚さをみて 適なものを決める。基本的に導電糸は導電繊維縒って作

られているものが多いので、ほつれやすい。そのため糸通しが必須である。	 

 
図 2.3.1	 導電糸 

2.3.2	 編み物の電子手芸 

導電糸があるように導電毛糸という製品がある。しかし国内で販売店

はなく海外から取り寄せるほかないため、ここでは導電糸を使用して編む

作り方を紹介する。（図2.3.2）は毛糸に導電糸を結びつけ編み物をする

ことで導電性を持たせたものである。Hannah	 Perner-Wilsonが作成したこ

のニットは、編み物の伸縮性を活かして、伸縮したときの抵抗値の変化を

つかってセンサーとして機能させている。	 
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図 2.3.2	 ニットセンサー 4 

 

2.3.3	 ドローイングの電子手芸 

導電性インクを使用したペンで回路を描く。導電性インクには、ペン

タイプから接着剤タイプ、特殊な紙だけに反応するインクペンなど種類が

ある。（図2.3.3-a）導電ペンは鉛筆で下書きするように気軽に回路を引

くことができる。（図2.3.3-b）は導電ペンで書いたロゴマークにLEDをつ

け電子回路にしたものである。このように導電ペンは普段紙に文字やイラ

ストを書くように回路をつくることができるため、デザインの自由度が高

い。非導電のペン（一般的なペン）と使い分けてイラストを描きながら、

電子回路を組んで絵本に光る仕組みを取り入れるなど、応用の可能性が高

い。	 
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図 3.3.3-a 上：導電接着剤	 下：導電ペン 

 

 

図 3.3.3-b	 導電ペンによる電子回路5 
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2.3.4	 ペーパークラフトの電子手芸 

銅箔テープをカッターナイフやカッティングマシンを使用してカッ

トし、回路をつくることができる。（図2.3.4-a）の作品は、銅箔テープ

でフクロウを描きながら回路としての機能も果たしている。	 

 

 
図 2.3.4	 銅箔テープによる電子回路6 

 

2.4	 Kit of No Parts7 

Kit of No Parts はマサチューセツ工科大メディアラボ Media Arts and 

Science の研究グループ High Low Tech Group に所属していた Hannah 

Peter-Wilsonによってつくられた、導電マテリアルとクラフト技術が融合した電

子工作をレシピ集にして紹介しているウェブサイトである。電子部品は基本的に
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シンプルに出来ているため、回路を工夫することで簡単に電子部品の機能をもっ

た手作り電子部品をつくることができる。Kit of No Partsは、手作りでつくった

オリジナルの電子部品をレシピ集のように作り方とアイデアを紹介している。こ

の中から電子手芸に応用できるパーツを抜粋し、紹介する。 

2.4.1	 ペーパースピーカー 

スピーカーは、コイルに電気信号（音声信号）を流すことでフレミン

グの法則によってコイルにつながっている振動板が前後に振動して音を

出している。そのため基本的にはコイル、振動板、磁石があり、そこに音

声信号を流せば音を出すことができる。ペーパースピーカー（図3.4.1-a）

は、銅箔テープを渦巻き状にしてコイルをつくり、テープを貼った紙を振

動板にして磁石を近付けることで、音が鳴る仕組みである。コイルの代わ

りは導電糸や導電ペンでも代替えが可能だ。本来のスピーカー（図2.4.1-

b）と比べると平面的で、ペーパー上や布上での回路をつくりたいときは、

コンパクトで見た目も美しくすることができる。	 

 
図 2.4.1-a	 ペーパースピーカー8 
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図 2.4.1-b	 スピーカー（電子工作用） 

 

2.4.2	 ジッパーのスライド式可変抵抗 

スライド式可変抵抗は、２本の直線回路の間に接触点を置き、接触点

を動かすことで回路の長さを変えて抵抗値を変える可変抵抗のひとつで

ある。ジッパーは２本の直線を回路として、その間にあるファスナーであ

るスライダーが接触点となり、回路の長さが変わることで可変抵抗として

機能する。ジッパーにおける回路の変化は（図2.4.2）に示している。な

おジッパーのかみ合うパーツ、エレメント（務歯）は1つ1つ離れているた

め、直線に沿って導電糸でエレメントを繋ぎ合わせて回路としている。	 
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図 2.4.2	 ジッパースライダーの仕組み9 

 

2.5	 デジタル工作機械の活用方法 

デジタル工作機械を応用した電子手芸の関連の事例をあげる。 

2.5.1	 レーザーカッター（フェルトカット） 

レーザーカッターは、裁断として使用できる。ポリエステル混合率の

高いフェルトは、合成繊維のためレーザーを当てると溶ける性質がある。

一般的なコットンのフェルトは、レーザーを当てると焼け焦げてしまうが、

ポリエステル繊維のフェルトであれば溶けるため切り口がキレイになる。

（図2.5.1-a）切り口が溶けることでほつれることがない。これを利用し

て複雑な模様をカットし、コースターなどに応用することができる。（図

2.5.1-b）また彫刻モードでは、焼くことによって素材が溶け、（図2.5.1

-c）のように新しいテクスチャーで、かつ色が濃くなるので視認性を高め

ることができるようになる。	 
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図 2.5.1-a 熱で丈夫になった縁 

 

 

図 2.5.1-b フェルトのコースター 
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図 2.5.1-c	 彫刻モードで加工したフェルト 

2.5.2	 CNCミリングマシン 

CNCミリングマシン（図2.5.2-a）は、ドリルがついており二次元と三

次元のデータ加工ができる切削機である。銅板を二次元切削することでオ

リジナルの基板をつくることができる。（図2.5.2-b）はCNCミリングマシ

ンで作成したフォーク型Attinyマイコン基板である。	 

マイコンの基板として有名なのがArduinoである。小さいボードから

ピン数の多いボードまで様々な種類のArduinoが発売されており、ウェア

ラブルデバイスをつくるために縫うことができる	 Lilypad	 Arduino（図2.

5.2-c）も発売されている。しかし１台3000円〜と高額である。一方でオ

リジナルの基板は約500円作成することができる。また自分が好きな形の

ボードをつくることができるので、自由なデザインの基板づくりが可能だ。

フォーク型基板は、バースデーケーキ（図2.5.3-d）に馴染むように制作

したものである。	 
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図 2.5.2-a	 MODELA Mdx-20（Roland DG製） 

 

 
図 2.5.2-b フォーク基板 
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図 2.5.3-c	 Lilypad Arduino Embroidery10 

 

 
図 2.5.3-d ろうそくが光るバースデーカード 
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2.5.3	 デジタル刺繍ミシン 

デジタル刺繍ミシンは、データ通りに刺繍することができるミシンで

ある。アナログでつくられたイラストをデジタル化することで、アナログ

を複製することができ、気軽にイラストを刺繍としておこすことができる。	 

 

図 2.5.3	 自分で描いたイラストをスキャンしてポシェットに刺繍11 

2.5.4	 カッティングマシン 

小さなカッターナイフのついた工作機械で、デジタルデータ通りに紙

の厚さであれば基本的にカットできる。自分のイラストをスキャンして紙

に加工することや、複雑な回路基板のデータに銅箔をカットして回路をつ

くることもできる。	 
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（図2.5.4-b）はMITメディアラボのHigh	 Low	 Tech	 Research	 Groupの

研究で”Electronic	 Popables”である。紙の回路を活用してフレキシブ

ルな回路を作成し、インタラクティブな仕掛けをしかけることで新しい仕

掛け絵本を考えている。	 

（図2.5.4-a）は銅箔で作成したプリント基板である。銅箔にするこ

とでアクリルのような任意の素材で基板をつくることができる。また柔軟

性があるので、曲げたりすることが可能で、ペーパー上での回路設計など

にも応用できる。	 

 

図 2.5.4-a	 ペーパーカッターをつかった飛び出す絵本の作成12 
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図 2.5.4-b アクリル上のプリント基板13 

 

2.6	 関連研究・活動 

2.6.1	 テクノ手芸部 

テクノ手芸部は、かすやきょうこさんとよしだともふみさん二人によ

って行われているアートユニットである。羊毛フェルトの中にLEDや電池

を入れてやわらかい電子手芸作品をつくり、電子工作の楽しさを伝えよう

と精力的に活動しているユニットだ。電子工作と手芸を融合させた新しい

クラフトの名をテクノ手芸と呼び、ワークショップを中心に活動している。	 
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やわらかい羊毛フェルトの中から光るLEDは、いままでの電子工作よ

り女性を筆頭にして人気が高い。ワークショップを覗くと比較的簡単な回

路をつくりながら見た目をいかに可愛く仕上げるか、ということに重点を

置く女性が多いと感じる。こうした羊毛フェルトを活用した作品は多くの

ハンドメイドマニアな女性たちによってつくられていたが、彼女たちには

光らせたり動かしたりという技術がなかった。電子工作を学べば作れるが、

電子工作を学ぼうとする人は少ない。テクノ手芸は、見た目のかわいらし

さから、電子工作独特のギーク感をなくし、電子工作への敬遠をなくして

いる。	 

 
図 2.6.1 テクノ手芸部 テクノうさぎ 

電子手芸との違いとしては、テクノ手芸は電子工作の回路を羊毛フェ

ルトなどの手芸によって装飾しており、回路を導電糸や導電性繊維でつく

っているわけではないという点があげられる。	 
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2.6.2	 MIT High Low Tech Research Group 

MITメディアラボ助教授のLeah	 Buechleyによるリサーチグループで、

ハイテク（科学技術）とローテク（クラフト）の素材や文化を統合した研

究を行っている。グループの公式ウェブサイトのトップページで、グルー

プの目指すことについて以下のように記載がある。	 

「我々は、未来の技術が、自らデバイスを設計し実装しハックするよう

なエンドユーザーによって大きく決められると信じている。そして彼らを刺

激し、サポートし、研究することを目的として、この目的のために、我々は、

コンピュテーション、フィジカルマテリアル、製造プロセス、職人による伝

統工芸のインターセクションを探究している。」 

Lilypad	 ArduinoはLeah	 Buechleyによって開発されたものである。Ki

t	 of	 No	 PartsのHannah	 Peter-Wilsonはこのリサーチグループに所属し、

博士号を取得している。本研究でも、多くの電子手芸のノウハウをこのリ

サーチグループを参考にさせていただいた。	 

現在は、小中学生を対象にして電子工作を裁縫の手芸で行うワークシ

ョップを科学技術教育への効果という視点からの研究や、銅箔を使ったフ

レキシブルなシール回路によるウェアラブルへの応用可能性などの研究

を行っている。回路をファブリケーションすることに重視しているところ

で電子手芸とはかなり近い。	 
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第３章	 設計・制作 

 

 

ウェブサイト電子手芸部と、見本帳である電子手芸本を、設計・

制作した。それぞれ関連研究・活動を紹介しながら、設計に至る動

機と設計、制作を説明していく。
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3.1	 ウェブサイト「電子手芸部」の制作 

3.1.1	 KOBAKANT「HOW TO GET WHAT YOU WANT」 

KOBAKANTはHannah	 Perner	 WillsonとSatomi	 Mikaによる、手芸クラフ

トと電子工作を使ってハイ・テクノロジーとロー・テクノロジーの融合し

た社会を目指した研究者グループである。	 

DIY のウェアラブルテクノロジーをシェアするためにオンラインデータ

ベース「HOW TO GET WHAT YOU WANT」を立ち上げた。個人のドキュ

メンテーションをオープンにすることで、分かりやすくアクセスしやすい保

守性のあるリファレンスとなり、多くの人に貢献することを狙っている。 

 

図 3.1.1「HOW TO GET WHAT YOU WANT」のトップページ 
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3.1.2	 オープンソース 

デジタルファブリケーションのようなものづくりはインターネット

の普及が後押ししている。インターネットは環境が整っていれば誰でも世

界中の情報を手にいれることができ、また自分自信から情報を発信するこ

ともできる。中でも注目されているのがオープンソースというワードであ

る。	 

オープンソースというのは元々ソフトウェアでのソースコードの公

開することから始まり注目されていた。それからオープンソースハードウ

ェアやオープンコンテンツへと派生していった。	 

オープンソースハードウェアとしては、ファブラボ標準機材の三次元

プリンタが有名である。パーツや作り方を公開し、組み立てれば完成する

キットとして販売している。オープンにすることでユーザーは壊れた際に

自分で修繕し、さらに自分のニーズに合わせて改良させることができる。

田中浩也准教授の著書	 Fab	 Lifeには、オープンソースハードウェアにつ

いてこう書かれている。	 

「これはオリジナルの開発者から見れば『開発の一部を委譲すること』

であるし、ユーザーから見れば『開発の一部を引き受けること』で、全体

として新しい共創の関係に再構成されつつあるのだ。	 

これまで大企業は、少しずつ機能やかたちが異なるプロダクト群を、

『プロダクトファミリー』と呼んで提供してきた。小さなチームでも、情

報をオープンにし、オリジナルの開発者以外のさまざまな市民エンジニア

がプロジェクトに参与できるようにすることで、種々のクローンを生み出

す、似た状況を作り出せるようになった。この変化によってより多種多様
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な派生系や機能拡張系、あるいは生物でいう突然変異のようなものが、無

数に生まれてくるだろう。」14	 

また音楽や映像といったコンテンツをオープンコンテンツにするこ

とに関してはこう述べている。	 

「オープンにするということは、単に公開し共有することではなく、

それぞれが主体的に継承して発展させ、オリジナルを書き換えていく機会

の創出でもある。ネット上では『集合知』というキーワードが叫ばれてい

るが、むしろ私はこれから重要になるのは、『派生知』であると考えてい

る。」	 

能動的なユーザーによる参加によって文化は発展していく。電子手芸

部はこうしたオープンソースハードウェアとオープンコンテンツの実践

を目的として制作した。	 

 

3.1.3	 設計・制作 

今回ウェブサイトは無料ウェブサイトビルダーのWixを使用した。	 

デジタル工作機械は、機材によって使用できる素材が異なる。機材と

素材の組み合わせを誤って使用すると有毒ガスを発生させてしまう場合

もある。作り方だけでなく、素材や機材を知ることが重要なのである。	 

本サイトでは、①つくりかた②素材③道具の３つを大きく分けて紹介

する。素材を知ることで今まで知らない素材があることを知り、道具を知

ることで使用できる素材や素材を拡張する方法を知る。	 
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①つくりかたは、基本的な機能で分類した。初心者を想定としたレベル分け

でもっとも初歩として『光』、次に『音』、モーターなど動きを取り入れた

ものを『その他』とした。 

②素材は、導電性とそうでないもので分類した。そうすることで装飾として

の素材と回路設計としての素材の区別をしている。 

③道具は、基本的な道具とデジタル工作機械と電子工作で分類した。基本的

な道具は、電子手芸において使用する頻度の高い道具をリストアップして紹

介する。デジタル工作機械は、加工できる素材や使用上の注意事項をのせる。

電子工作は『無生物を生き物にするための道具』として②素材と③道具の両

方で分類した。 

ウェブサイトは現在、（http://www.denshi-shugeibu.com/）で公開

している。	 
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図 3.1.3-a	 トップページ 

 

 

図 3.1.3-b 素材を知る-導電性素材のページ 
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図 3.1.3-c 拡大し詳細を確認することができる 

 

 
図 3.1.3-d 作り方のページ
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3.2	 サンプルブック「電子手芸本」の制作 

3.2.1	 ファブラボ・アムステルダム「Sample Book」15 

ファブラボ・アムステルダムでは、見学者がファブラボにやってきた際にど

んなものがつくれるのかすぐわかるように Sample Book（図 3.2.1-a）という見

本帳を作成している。工作機械でできることの見本としてレーザーカッターの彫

刻を素材ごとに試したものや三次元プリンタでつくられたブレスレット、電子工

作のサンプルとして形状記憶合金のワイヤーをつかった作品サンプルやオリジ

ナルの PCB基板などが１ページにまとめられ本を形成している。A4サイズで統

一されており、２穴式ファイルでまとめられている。電子工作のファイルでは付

録としてサンプルをデモできる 9V 電池とボタン電池が収納できるようになって

いる。（図 3.2.1-b - 図 3.2.1-e） 

Sample Bookは見学者の見本帳としての機能だけではない。作品をみること

で刺激を受けた人が、工房で自分の作品をつくって、そのつくっている中でまた

新しいテクニックを発見して Sample Book に新しくページをつくる。Sample 

Book は常に成長し続けていくのだ。 

Sample Bookを参考に、電子手芸の見本帳として「電子手芸本」を設計・制

作した。 
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図 3.2.1-a  Sample Book 

 

図 3.2.1-b	 レーザーカッター彫刻された布 
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図 3.2.1-c	 3Dプリンタでつくられた伸縮性のあるブレスレット 

 

 
図 3.2.1-d 電子工作のサンプル 
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図 3.2.1-e	 電子工作デモ用にファイル付属の電池ケース 

 

3.2.2	 設計・制作 

一般的な板フェルトのサイズ20cm×20cmを1ページとした。１ページ

に２つの穴をあけ、リングでファイリングする。穴はISOの国際標準を参

考に、直径は6mm、位置は紙の一番近い端から12mm、また穴同士の距離は

穴の中心から計って8cmとする。16	 レーザーカッターで穴をあけ、補強の

ためにハトメをつける。	 
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図 3.2.2-a	 リングによるファイリング 

 

 

図 3.2.2-b 穴をあけてハトメで補強した板フェルト 
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一つのサンプルが①回路図と②作品の２ページで構成されている。回

路図の記号は、正規である電気用図記号は使用せず、直感的にわかるよう

にパーツをデフォルメ化した独自の記号（図3.2.2-c）で構成しているた

め、正規の回路図とは異なる。本は、①素材集②作品サンプル集の２つに

分類し制作した。	 

 

 

 

図 3.2.2-c	 独自の回路図用記号（一部） 
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第 4章	 今後の展望 

 

慶應義塾大学 SFC 研究所オープンリサーチフォーラムでの展示では、たく

さんの方々から意見をいただけた。女性からはかわいいというポジティブな意見

をいただき、つくってみたい、ワークショップを受けてみたいという意見をいた

だいた。また教職者の方に興味を持っていただき、小学生への電気の学びに応用

する可能性を感じるといった意見もいただけた。まずはワークショップを行うこ

とでさらに意見をいただいて参考にしていきたい。 

今後の具体的な課題として、本作品は手芸によってよりデザインした回路を

つくっているが、特に導電糸などは抵抗値が高くついてしまいプログラムを動か

す電圧が足りなくなるという問題がある。導電糸は距離で抵抗値が変わるため回

路のデザインによって抵抗値を計算しにくいところがある。難易度が高まる可能

性が高いので、対策として抵抗値の低い導電糸のリストアップ化、素材を加工し

抵抗値を低くする方法などを模索していきたい。 

ウェブサイトは今後運用を続け、データ量を増やしていくこととする。作り

方だけでなく、回路図用記号などオープンにし、誰でも気軽にあたらしい作り方

のレシピをつくれるようにしていきたい。 
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付録 A	 ウェブサイト「電子手芸部」 

A.1	 つくりかたを知る 
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A.2	 素材を知る 
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A.3	 道具を知る 
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付録 B	 サンプルブック「電子手芸本」 

 

B.1	 素材本 

 
導電糸種類別 可変抵抗の比較 
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スナップボタン・ホックを活用したスイッチ 

 

ジッパーを活用した可変抵抗 
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B.2	 作品本 

B2.1	 ろうそくがゆらめくケーキ  

（A）仕組み  

チョコレートプレートをケーキにのせると、ろうそく（LED）がつく。

AVR マイコンの ATtiny85 でだんだん大きくなりだんだん小さくな

るという光りのプログラムを書き込み、LEDを制御している。 

（B）使用した機材  

デジタル刺繍ミシン（プレート文字）／レーザーカッター（フェルト

カット）／CNCミリングマシン（基板切削） 

（C）道具  

ピンバイス（基板用）／はんだごて／テスター 

（D）材料  

フェルト／導電糸／刺繍糸（ミシン用）／LED（赤色４個）／Lilypad 

電池モジュール（1.5V-5V変換）／スナップボタン 

以下、基板用 

銅板／Attiny85／単 4電池／ピンソケット(8ピン) 

 

（E）作品写真  
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図 1-E-1 全体図 

 

 

図 1-E-2	 回路図 
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図 1-E-3	 ろうそくのように光る LED 

 

 
図 1-E-4	 フォーク基板 
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B2.2	 クリスマスツリー  

（A）概要  

コンセント箇所がスイッチとなり、LEDが光る。LEDは並列に並ぶ

シンプルな回路である。スイッチとなるコンセント箇所はマジックテ

ープになっており付け剥がしできる。電池はツリーの植木鉢とプレゼ

ントの下に隠している。もっとも基本的な回路である。 

（B）使用した機材  

レーザーカッターのみ 

（C）使用した道具  

テスターのみ 

（D）材料  

フェルト／LED（赤２個・黄２個）／黒紐（適量）／マジックテープ

／導電糸／ボタン電池 3032ケース（２つ）／木工用ボンド 
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（E）作品写真  

 

図 2-E-1 全体図 

 
図 2-E-2 回路図 
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図 2-E-3	 スイッチとなるコンセント部分 

 

図 2-E-4	 隠れている電池 
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B2.3	 ギターアンプのポータブルスピーカー  

（A）概要  

iPodなどの音楽を流すことができるポータブルスピーカーである。ギ

ターのアンプの下に増幅回路基板（アンプ）が隠されている。２つの

スピーカーは一方がスピーカー、一方が電池ケースになっている。 

（B）使用した機材  

デジタル刺繍ミシン／レーザーカッター／CNCミリングマシン 

（C）使用した道具  

はんだごて／テスター 

（D）材料  

フェルト／スナップボタン／銅線／刺繍糸（ミシン用）／スライドス

イッチ（小）／スピーカー／9V電池／9V電池用スナップ／イヤホン

ケーブル（オス-オス） 

以下、基板用 

オーディオアンプ（LM386）／電解コンデンサ（1000μF,100μF×2）

／８ピン ICソケット／イヤホンジャック 
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（E）作品写真  

 
図 3-E-1	 全体図 

 
図 3-E-2	 回路図 
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図 3-E-3	 基板（アンプ回路） 

 

 
図 3-E-4	 ギターアンプ“Marshall”を模した基板 
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 図 3-E-5	 左スピーカーは電池ケース  

 

 

 

 

 

 

図 3-E-6	 右スピーカーはスピーカーに繋がっている
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脚注 
                                                        

1 図引用 加工技術 INDEX”旋盤”
（http://www.shikoku.ne.jp/kikaidb/kako/kakoindex.html） 

2 図引用 Kelly Dobson ”Scream Body”
（http://web.media.mit.edu/~monster/screambody/） 

3 Wikipedia-手芸（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E8%8A%B8） 

4 図引用 HOW TO GET YOU WANT “Sensor Circular Knit Stretch Sensor”
（http://www.kobakant.at/DIY/?p=2108） 

5 図引用	 RECENT INNOVATION “Conductive ink by silver nanoparticles used for 
printed circuits”
（http://recent-inventions.lv2lvu.com/conductive-ink-by-silver-nanoparticles-used-fo
r-printed-circuits/#.UtmsCWSAYux） 

6 図引用MIT High Low Tech “Paper Circuit”（http://highlowtech.org/?p=2505） 

7 Kit of No Parts （http://web.media.mit.edu/~plusea/） 

8 図引用	 Kit of No Parts “Paper Speaker”
（http://web.media.mit.edu/~plusea/?p=265） 

9 図引用	 Physical Computing “Zipper Circuit”
（http://lizarum.com/assignments/physical_computing/2009/switches/zipper_curcuit
s.html） 

10 “Lilypad Arduino Embroidery” by Becky Stern
（http://fffff.at/lilypad-arduino-embroidery/） 

11 Fablab Kamakura “Family Fab Project”より 

12 図引用 High Low Tech “Electronic Popables”（http://highlowtech.org/?p=5/） 

13 MIT Center for Bit and Atoms “How to make PCBs with the vinyl cutter”
（http://fab.cba.mit.edu/content/processes/PCB/vinylcut.html） 
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14 Fab Life 著 田中浩也 p187 第三章ファブラボをつくる “4.オープンソース文化と
デザイン”より 

15 Fab丁稚 “Sample Book”より（http://fab-decchi.net/2013/06/sample-book/） 

16 Wikipedia “パンチ” 
（http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%81_(%E6%96%87
%E6%88%BF%E5%85%B7) ) 

 


