
期 間 ：６ヶ月

開始月 ：６，９，１２，３月

CAD・NC
オペレーション科

定 員 ：24名



注文書
仕様書

製品完成

お客様 ３次元CAD ２次元CAD
O0001(ARA-1)
G50 S2500
G00 X310.0 Z200.0 T0000
(ROUGH)
T0101 ・・・刃物の番号
G96 S200 M03
G00 X52.0 Z10.0
Z0.1
/M08 ・・・油を出して
G01 X-1.7 F0.2

設計者

CAM

加工プログラム

NC加工機加工中測定・検査

再検討

製造業の仕事の流れについては、
設計者は３ＤＣＡＤでモデルを作成
し、２ＤＣＡＤで図面を作成します。

加工者は２次元図面を見てＮＣ工
作機械などで製造します。

図面を描く人も、加工する人も両方
の知識を必要とします。

図面・加工、両方の知識が必要と
されるので訓練でも、両方の内容
を盛り込んでいます。
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訓練スケジュール

図面分野

加工分野

・機械製図、JISについて・・・ 9日
・2次元CADオペレーション・・・18日
・3次元CADオペレーション・・・18日

後半約3.5ヵ月
加工基礎

・測定
・汎用工作機
・NC工作機

加工発展

・CADモデリング
・CAM
・小型マシニング
・３次元プリンタ

前半約2.5ヵ月
６ヶ月の訓練内容は、大きく分けて
「図面分野」と「加工分野」に分かれ
ています。

前半の「図面分野」では、ＪＩＳ製図
規格の理解、２次元／３次元ＣＡＤ
オペレーション（操作方法）などを行
い、機械製図の理解と、ＣＡＤシステ
ムによるモデルや製図に関する訓
練内容となっています。

後半の「加工分野」では、機械加工
と、ＣＡＤ応用＆ＣＡＭを習得し、マシ
ニングセンタや、３Ｄプリンタで、試
作課題を通して、「ものづくり」に取
組む訓練内容となっています。



正面図

下面図

左側面図 右側面図

平面図

背面図

JISによる機械製図

• JIS(日本産業規格)に基づく機械製図の知識の習得

立画面

平画面

側画面

出典：機械製図［基礎編］ 職業大基盤センター編

入所後はまず、ＪＩＳ（日本産
業規格）に基づく機械製図の
知識を習得します。

ＪＩＳ（日本産業規格）やＩＳＯ
（国際標準化機構）に基づい
て、図面を読むことや描くた
めに必要なルールや知識を
習得します。



三面図 と 立体図

出典：機械製図［基礎編］ 職業大基盤センター編

たとえば

・３Ｄモデルを、２次元（平
面）にどのように描き表わす
のか？
・寸法の入れ方は？
・基準の取り方は？・・・など

図面の読み方、描き方につ
いて学びます。



2次元CAD実習風景

2次元ＣＡＤの練習課題CAD作業風景

• ２次元ＣＡＤのオペレーション

使用ソフト：AutoCAD2019 (Autodesk社)



2次元CADによる図面作成

2次元ＣＡＤ図面の一例

これは課題の一例です。

課題を通して、徐々に
複雑な図面を描けるよ
うになっていきます。



３次元ＣＡＤによる図面作成

• ３次元ＣＡＤのオペレーション

使用ソフト：Solid Works201８

(Dassault Systemes社）

【訓練内容】

• モデリング（部品形状の作成）

• アセンブリ（部品の組み立て）

• 図面展開（モデリング部品 → ２次元図面）

• 図面展開（組立状態 →２次元図面：組立図）

続いて、３次元ＣＡＤのオペ
レーション（操作方法）と３次
元モデリング技術を習得し
ます。

使用するのはＳｏｌｉｄＷｏｒｋｓ
のバージョン２０１８を予定
しています。



３次元ＣＡＤによる・・・

パーツモデリング(部品)

図面展開

写真は、３次元ＣＡＤによる
モデリング例です。

２次元図面よりも立体を視
覚的、客観的に表現するこ
とができます。

また、３Ｄモデルから２次元
図面に展開することができ
ます。



３次元ＣＡＤによる・・・

組立図

アセンブリモデリング(組立)

３次元CADでは、部品形状の評価や質量計算、組立モデルにおける不
具合や干渉をチェックし、最適なモデリングであることを確認します。

左の写真は、３次元ＣＡＤによるアセ
ンブリ（組立）例です。

作成した各モデルを画面上で組み立
てて、動作などの確認や分解などが
できます。

右の写真のように分解図も作成でき
ます。



訓練スケジュール

図面分野

加工分野

・機械製図、JISについて ・・・ 9日
・2次元CADオペレーション ・・・ 18日
・3次元CADオペレーション ・・・ 18日

後半約3.5ヵ月
加工基礎

・測定
・汎用工作機
・NC工作機

加工発展

・CADモデリング
・CAM
・小型マシニング
・３次元プリンタ

前半約2.5ヵ月

後半の
説明



測定器の使い方

• スケール

• マイクロメータ

1/1000㎜

• ノギス

• ダイヤル

ゲージ

など

機械加工実習の前に

ノギスやマイクロメータなどの測
定器の使い方を学び、正確に測
定する技術を身に着けます。

この後の加工実習では、精密加
工（０．０１ｍｍ）を行うので、正し
く測定することが重要になります。

ここから、後半（３か月半）の訓練
が始まります。



旋盤加工

滝澤 TAL-540

回 転

移 動

材料が回転して、刃物が移動しな
がら金属を切削する

加工実習では、まずは代表
的な汎用工作機械として旋
盤による加工実習を行いま
す。

この機械は、材料を回転さ
せて、刃物を動かしながら
削ります。

円筒形状の加工が得意な
機械です。



旋盤（実習課題例）

・機械（３人で１台）

・機械の安全な操作方法

・加工手順

・図面通りの加工ができるか

↓ねじ加工円筒形状
実習風景と、切削課題です。

複数人で１台の旋盤を使用
します。

安全な機械の操作方法を学
び、機械図面を読み取って、
図面通りに加工する方法を
習得します。



フライス盤加工

大隈豊和 STM2V

回 転

移 動

刃物が回転して、材料が移動しな
がら金属を切削する

続いて、フライス盤による加
工実習を行います。

この機械は、刃物が回転し、
材料を移動させながら削り
ます。

ブロック形状の加工が得意
な機械です。



フライス盤（実習風景・課題例）

ブロック形状

↓穴加工 ↓段・溝加工

・機械（２～３人で１台）

・機械の安全な操作方法

・加工手順

・図面通りの加工ができるか
実習風景と、切削課題です。

複数人で１台のフライス盤を
使用します。

安全な機械の操作方法を学
び、機械図面を読み取って、
図面通りに加工する方法を
習得します。



ＮＣ旋盤加工

• ＮＣプログラミング

• 機械の操作、段取り、加工
ＮＣ工作機：

プログラム（数値や記号）によってコン
ピュータが自動的に加工を行う機械

中村留 ＳＣ-250



ＮＣ旋盤（実習課題）

• ＮＣプログラミング

• 機械の操作、加工

シミュレーション ソフト(NC-View)

汎用機械が終わると、ＮＣ工作機械による加工実習を行います。

ＮＣ工作機械は、プログラムによって自動で加工を行います。プログ
ラムは、工具（刃物）の動きをＸ，Ｙ，Ｚ座標で指令します。
ＮＣ旋盤は、プログラムに従って旋盤加工を行います。

ここでは、ＮＣ旋盤加工に必要なプログラムの作り方、ＮＣ旋盤の操
作方法、材料や工具の取り付け（段取り）などを習得します。



マシニングセンタ加工

• NＣプログラミング

• 機械の操作、段取り、課題実加工

静岡鐵鋼所 ＨＳＲ－7

続いて、マシニングセンタによる加工実習
を行います。

マシニングセンタは、プログラムに従って、
フライス盤加工を行います。

こちらもＮＣ旋盤と同様に、マシニングセン
タ加工に必要な、プログラムの作り方、マ
シニングセンタの操作方法、材料や工具
の取り付け（段取り）などを習得します。



マシニングセンタ加工

取り組む課題の一例としまして、左下
の写真のような課題に取り組みます。

以上のようにＮＣ旋盤、マシニングセ
ンタにおいては、プログラムの理解、
機械の操作や段取り、および加工が
できることを目標にしています。



訓練スケジュール

図面分野

加工分野

・機械製図、JISについて ・・・ 9日
・2次元CADオペレーション ・・・ 18日
・3次元CADオペレーション ・・・ 18日

後半約3.5ヵ月
加工基礎

・測定
・汎用工作機
・NC工作機

加工発展

・CADモデリング
・CAM
・小型マシニング
・３次元プリンタ

前半約2.5ヵ月

試作実習
の説明



• ３次元ＣＡＤのオペレーション

• 自由曲面＜サーフェス＞機能でのモデリング

CADモデリング（サーフェス）

曲面形状の部品モデル

ＣＡＤを学んで２か月以上期間
があくので、ＣＡＤの復習と、もう
少し複雑な形状のモデリングを
行います。

さらに、サーフェスの機能を学び
ます。

サーフェスとは、左のピッチャー
の取手や注ぎ口のように複雑な
曲面の形状を作成する機能です。

写真は、サーフェス機能による
モデリング例です。



小型マシニングセンタを使用した試作

ＣＡＭを利用して、ＮＣプログラムを
作成し、マシニングセンタや簡易工
作機でモデルの試作を行います。

ＣＡＭを使用することによって、ＣＡＤ
データからＮＣプログラムを自動的に
作成できます。



3Dプリンタを使用した試作

訓練生の
作品

使用する３Ｄプリンタは樹脂を溶
かし、下から層を重ねて立体を
作っていく「積層タイプ型」の機械
です。

３ＤＣＡＤのデータをもとに、造形
していきます。



モデリングと試作品

実際の訓練生の作品
CADのモデリングから

マシニングセンタで加工



モデリングと試作品



モデリングと試作品

実際の訓練生の作品
CADのモデリングから
３D-Printerで造形



訓練生の試作実習作品（例）

サイズ参考：マウスパッド

・モデルが作れないと
・加工が分かっていないと
・機械が扱えないと
・ＣＡＭが使えないと
＝＞全部大切



就職と入所、関連資格など

 主な就職先

◇加工技術者（機械加工、NCオペレータ、組み立て、検査など）

◇2次元・3次元CADオペレータ、機械設計補助 など

 就職率
◇79.7％（R2年度実績）

 テキスト代 約6千円程度

 用意するもの 作業着（上下）、帽子、安全靴など

 関連資格 自己研鑽により取得可能な資格

・ＣＡＤ利用技術者試験（社団法人ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪｱ協会）

・（技能検定制度）



最後に

製造業において、ものづくりの仕事を希望される方

CADを用いた仕事を目指す方

製造業での経験がなくても、ものづくりに興味をお持ちの
方、習得意欲、就職意欲の高い方の受講をお待ちしていま
す。

基本的な内容から訓練いたしますので、未経験の方や女性
でも受講いただけます。
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