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手動クランプ装置の製作 

Making of manual clamp equipment 
 

日 熊 義 隆 *1 

Yoshitaka HIGUMA 
 
要 約  生産技術科の総合制作実習のテーマとして機械製図、機械加工、測定、組立の要素を含んでいる手動

クランプ装置の製作に取り組んだ成果について報告する。 
 
１ はじめに 
一年次の総合制作実習Ⅰにおいて機械製図、機械加

工（旋盤作業、フライス盤作業）に関する基礎を習得

した。 

二年次では複数の工作機械を使い、部品を製作する

ことで切削加工に関する知識を深め、製作した部品を

組立て、装置として機能させることで、一連の工程を

経験させ、完成に至るまでの問題解決と達成感を得る

ことを目的とした。そこで製作する課題には複数の工

作機械を使い、機械製図や機械加工に関する未習得の

要素と組立・調整作業を含んだ課題を検討することに

した。 

課題を検討するにあたり、技能五輪の精密機器組立

て職種の課題は旋盤、フライス盤、研削盤などによる

部品加工があり、必要な要素が含まれていることから

過去に出題された課題の形状や寸法精度を調整し、課

題とした。図1に設定した総合製作課題の3次元モデ

ルを示す。 

 

 
図1 手動クランプ装置の完成モデル 

 

２ 課題のコンセプト 

 本課題は、図2に示すように入力部となるノブの回

転運動からカムとスライダークランクを使い直線運動

へと変換し、左右に摺動するスライダーピンの働きに

よって爪を開閉させる装置となっている。これを生産

技術科二年生の習得した技能を基礎として、9 ヶ月

（180 コマ、300 時間）で製作課題の完成を目指す。

課題製作を通して習得する要素を機械製図、旋盤作業、

フライス盤作業に分けて下記に示す。 

機械製図 

・寸法の引き方 

・普通公差、幾何公差 

旋盤作業 

・ねじ切り、ローレット、冶具製作 

・NC旋盤のC軸機能による穴加工 

 フライス盤作業 

・幾何公差を考慮した六面体加工、冶具製作 

・マシニングセンタを使った量産加工の考え方 

組立・調整作業 

・組立精度の測定方法 

 

 

図2 装置の構成 

 

ノブ カム 

スライダークランク 爪 

スライダーピン 
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仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 28 －
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３ 製作工程 

３－１ 設計、加工手順 

3 次元 CAD を使いモデリングを行い、本課題の機

構を理解させた後、モデルから図面を作成した。 
作成した図面を確認し、加工に必要な寸法が記入さ

れているかを評価した。必要な寸法がない場合、実際

に使用する工具（フライス盤であればパラレルブロッ

クの高さと幅等）と測定器をイメージさせ、測定が可

能か考えさせることを重点に置いて指導した。 

３－２ 部品加工 

就職先で加工手順書が用意されていることは少ない。

そこで自ら考え、実行する力を身につけることを狙い

として、加工手順を検討させた。これまで与えられた

手順書に沿って加工していたため、図面と用意した切

削工具を参考にしながら、切削条件の選定に切削工具

と材料が関係していることを復習する必要があった。 
加工手順の検討は、製作を進めるうえで共通する技

能となるため十分な時間を割き、加工手順を考えさせ

た。 

加工作業では旋盤におけるねじ切りやローレット、

フライス盤では幾何公差を考慮した六面体の加工方法

について反復練習させることで機械操作の技能向上に

力を入れた。まず理論を説明し、失敗した部品や学生

の作業内容を分析した。そこから考えられる原因を提

示することで改善点を明確に理解させることがポイン

トとなる。 
また、NC工作機械においてもNC旋盤のC軸機能

やマシニングセンタにおける量産加工のプログラミン

グ方法を習得するために、繰返しプログラムチェック

を行った。 
３－３ 組立・調整 

測定では部品を寸法測定と組立測定の両方で検査し、

装置を機能させるための調整を行っていく。 

寸法測定が合格であれば、組立測定も合格するもの

だと考えていたため、加工誤差の累積で寸法公差を外

れてしまうことと、組立てる順序や測定する要素等を

説明する十分な時間をとり、組立測定の重要性を理解

させる。組立測定する際は結果を記録し、得られた数

値から装置が機能しない原因を特定する。 

特定した原因は各種ヤスリや油砥石を使い、調整と

組立測定を繰り返しながら装置を組立てていく。幾何

公差を著しく外れる場合は、再加工や研削盤による研

削を行う。部品を一つずつ組立ながら測定することで、

動作不良の原因を明確にすることができる。 

 

４ 評価 

製作工程ごとに評価したところ、機械製図では作成

した図面に必要な寸法を記入することができていた。

しかし、機械に取り付けられた状態の部品を測定する

ことを前提とした寸法記入ではなかったため、記入さ

れた寸法を測定する方法が検討されていなかった。設

計・製図分野においても機械加工の知識が有効という

ことが確認できた。 

NC 工作機械のプログラミングでは、形状が難しく

なることで図3のように座標指令の誤りに気付かず試

し削りをしてしまうケースがあった。したがって、プ

ログラムの工程ごとに座標を確認させるよう徹底する

必要があると感じた。 
組立・調整では、バリが残っており、それが原因と

なり部品がわずかに傾き干渉する。または幾何特性の

平面度が公差から外れたことで部品が干渉することが

大半であった。バリ取りについては、加工実習におい

て日常的に行っていたが、均一なバリ取りができる技

能まで到達できていなかった。今後の加工実習におけ

る指導の問題として参考になった。 

 

 
図3 成功品(左)、失敗品(右) 

 

４ おわりに 
総合制作実習のテーマとして取り組む中で、学生自

らが考えることにより完成に至るまでの問題解決や、

達成感を得ることができた。学生にとってこれから身

につける技能・技術の基礎となれば幸いである。今後

の総合制作実習においても、学生の考える力を養いな

がら達成感を得られる課題の設定を心がけていきたい。 

 
参考文献 
1） ものづくり基盤強化、技能五輪全国大会、技能五

輪全国大会とは、中央職業能力開発協会

http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/03.
pdf 

2） 幾瀬康史、飯塚真次、生産技術科精密機械コース

に於ける製作実習の課題開発

http://www.uitec.jeed.or.jp/images/journal/26-3.p
df 

座標指令の誤り 

千葉職業能力開発短期大学校紀要 第 21 号 (2016 年 12 月) 
Bulletin of Chiba Polytechnic College. No.21, December 2016 

 

*1 住居環境科    
Department of Housing Environment 
 

仕事と日本人 
About Japanese Working Style 

 

木 村 泰 昌 *1 

Yasumasa KIMURA  
 
要 約  本論考は、建築生産分野を中心にしながら、「人間にとって仕事とは何か」を明らかにする試みである。

まず、厚生労働省編「平成 24 年版労働経済白書」から私が注目した情報に基づき、労働の現状を再確認した。

つぎに、いくつかの著書からヒントを得て、生産形態の歴史的変遷に伴う日本人の働き方、文化人類学からみた

日本人の特質、仕事を通じた喜びと誇り、時代を変えた科学と技術、を主要項目として考察し、論じる。 
 
１ はじめに 
数年前まで、山陰で仕事をしていた。それは、地方

の実状を垣間見る機会を得、地方における暮らしの変

遷について思いを巡らせる時間でもあった。 
 私が勤務していた所は、終戦直後は５万弱の人口を

擁する市でしたが、年々減少していき、現在は半分に

も満たない人口となっている。 
 終戦後は、地場の産業や大手メーカーの工場などが

あり、最盛期はそれなりの活況を呈していた。また、

温泉街も山陽地方から慰安旅行で多くの客が訪れてい

たと聞いていた。今日の状況は、地場産業も低調で、

家電メーカーは撤退し、縮小した形で製紙工場は存続

している。温泉客は激減し、温泉街も一頃よりずっと

淋しくなっている。 
 年を追って人口が減少している理由は何か。それは

仕事がないからである。住宅のうち、５軒に１軒が空

き家と聞き、そのまま放置され、朽ち果てようとして

いるものもみられた。地元の方々に、まちに一番賑わ

いがあった頃の写真を見せてもらったことがあった。

その時に感じたことは、「なんと昔の人々はこんなに生

き生きとしているのか」という驚きであった。戦争を

生き延びて、いま仕事があり、貧しいながらも日々の

暮らしがつつがなく送れる安心感であり、みんな楽し

そうな顔をしていた。 
 それ以来、なぜ？という疑問が、頭の片隅にあった。

首都圏で働くようになって、通勤の途上で車内の人々

の顔を見ながら、その疑問にひとつの解答を得た。そ

れは、昔のあの頃は、まだ仕事に誇りの持ちえた時代

だったからだ、という確信である。 

 今日、車内の情景は多くの人々が携帯機器を見つめ

ている姿である。これから労働へと向かう気力、労働

を終えた満足感、そういう気配が薄れてきているよう

に感じられる。身の回りはますます人工的になり、自

然から離れ、世の中から身体性が欠如しつつある。こ

れを解剖学者の養老孟司は、脳化社会と表現している。

労働からも身体感覚が失われてきている。 
 
２ 労働の現状 
2-1 若年者の失業率が高い 

以下の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24
年版）からの引用で、年齢階級別完全失業率の推移を

示すものである。2003年以降、15～19歳層、20～24
歳層、25～29歳層が上位を占め、大きな値を示してい

る。若年者の失業率が極めて高いことが再確認できる。 
職業人として一人前になるための修業時代といえる

十代、二十代の大切な時期に、その機会がこんなに多

くの若者たちから奪われていることがわかる。 

 
図１ 年齢階級別完全失業率の推移 

 
2-2 就職後３年以内の離職率が高い 

次の図は、労働経済白書（厚生労働省編平成 24 年

版）からの引用で、新規学卒者の在職期間別離職率の

－ 29 －


