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 研 修 機 関    中 村 留 精 密 工 業 株 式 会 社 

 研 修 期 間    平成１９年９月３日～１１月３０日 

 所属 ･ 氏名    石川県立工業高等学校 金子 伸二 

 

Ⅰ 研修目的 

本県の高校において機械系の専門技能の指導を担当する教員として、派遣先企業にて技

能者としての心得や技能を習得する。 

そして、自ら教育観や指導観を見つめ直し、急激な社会の変化に適切に対応できるよう

に資質の向上を図ることで、将来を担う心豊かで創造性あふれる生徒を育成できる力を身

に付けることを目的とする。 

 

Ⅱ 研修内容 

  1 工業見学  各プラントの説明、サンプルワークの説明 

   2  製造現場での実生産を体験（第１生産部） 

    ① 工程内容 

②  丸物加工（主軸・他） 

旋削、ＭＣＨ（タップ）、熱処理、ＣＢＮ、キー溝、ネジ、研削、測定 

③  角物（マシニングセンター） 

            システム説明、ハンドリング可能なワーク、段取り体験、工具管理 

   3 組立検査（第２生産部） 

ＳＣ測定（真円度）、経時変化、組立（バランス、組み付け） 

   4 部品図で公差説明、要素解析（技術部） 

①  新製品開発設計等の流れについて 

②  ＤＣＡＤ 

   5 主要加工機と加工工程の説明（第１生産部） 

         ５面加工機、 ベット研削、 横マシニングセンター、ジグボーラー、 

円筒研削、  縦型研削 

6 外注先を見学（第１生産部・調達課） 

        熱処理、表面処理 

熱処理の概要と役割について学習 

   7  汎用機実習（技能検定２級、３級レベル）普通旋盤、フライス盤、ボール盤 

   8  汎用機で多工程になる部品の工程設計 

   9  三次元測定、真円度測定、表面粗さ測定、形状測定、計測方法（品質管理部） 

計測器の仕組みと補正方法 

  10  ＩＳＯ９００１製造者証明 

11  ＮＣ旋盤作業 

①  ＮＣ旋盤のプログラム実習 

      ②  実機（複合機）での機能説明 

      ③  複合旋盤加工プログラム実習 

      ④  基本操作実習 

      ⑤  工程設計（ツール選択、加工条件） 
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      ⑥  複合旋盤の機能を理解、自動化装置・周辺装置の理解 

      ⑦  ＣＡＤ／ＣＡＭの種類、データの流れ、利便性の理解 

      ⑧  課題切削 

  12   安全作業と心得 

           安全めがね、通路と作業場所、５Ｓ活動、ヒヤリハット 

 

Ⅲ 研修成果 

   初日の会社見学で、会社全体の生産工程を把握することができた。その後、各部署で

詳細に生産・品質管理・工程管理・ＮＣ複合旋盤の操作と課題ワークの加工実習を行う

研修があった。 

  ３ヶ月間に研修を終えて複合旋盤の優れた加工能力とその生産性の高さを知ることが

出来た。また、「機械設計」、「素材の調達」、「関連企業との連携」、「加工ノウハ

ウ」、「組立ノウハウ」、「高い品質を維持するための部品管理と測定技術」、「完成

品の性能試験」、「複合旋盤を活用する工程設計・ツール選択・プログラム」という一

連の流れを詳細に体験できたことは非常に有意義であった。単に知識のレベルから体験

し知っているレベルになったことで、授業においてもより具体的に指導が出来ると思わ

れる。更に、実際の生産現場でのものづくりの心構えと安全作業の心得についてもより

的確な指導が出来るようになった。 

  汎用機械とＮＣ機械を使い同じ課題の加工を行うことで、それぞれの加工段取りの違

いや、利点が把握できた。 

 

第１生産部における研修では、機械の特性・工具の特性などから、加工誤差内のどこ

を「ねらい」にすべきか、どのように補正をかけることで精度を出すことができるかを

体験することができた。図面から設計者の意図を読み取り、どの面から加工すべきかを

考えて工程を組むプロセスは生産現場において重要である。学校教育では、実習時間が

短いために機械の操作方法を習得させることに重点が置かれているが、機械の操作方法、

加工方法を理解させた次の段階として、どのように加工すべきかを自分で考える教育が

必要であると感じさせられた。 

機械を２４時間稼働させるためには工具寿命の的確な判断が必要であり、その管理方

法を理解することができた。高速切削を可能にするオイルホールドリル、超寿命で高精

度なフィックスドリル（チップドリル）などが商品として流通しているのは知っている

が、高価な工具のため学校では切削を体験できない。それらの工具を使った切削を見る

たり、研修で自ら切削することにより、現場における加工と学校における加工の違いを

知ることができた。 

焼きが入った面と、焼きが入っていない面をＣＢＮチップで削ったときの切り屑と切

削面の違いから、チップとワーク材質に興味を持つことができた。精度と加工時間を最

良にするためには、工学書籍で理論を学び基礎を習得した上で、最新のカタログや商品

説明会に参加し、絶えず最新の情報を収集しなければならないと感じさせられた。ＭＥ

Ｘ金沢（機械工業見本市）などにおいて、教職員である私は、企業の顧客ではないとい

う遠慮からカタログをもらうことためらいがあったが、生徒に最新の知識を提供するた

めにはカタログやホームページに目を通し、先端技術に触れていなければならないと感

じた。 
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様々な熱（加工時の切削熱、測定時の人間の熱、運転時の機械の移動による熱）が精

度に及ぼす影響を体験することにより、温度の怖さを体験すると同時に、その熱を克服

し精度を出す工夫に驚かされた。研磨では、人間の熱による測定器の誤差をなくすため

の迅速な計測技術に驚かされた。加工時と常温時ではわずかな寸法変化が生じる。この

変化を考慮し、常温になったとき寸法精度がでているように過去のデータから変化を予

測し加工する技術には感動した。さらに３次元測定機のデータをフィードバックし次回

の加工に備え、常に品質の向上を目指す真摯な姿勢には工業人としての心意気を感じた。 

５面加工機や門型研削盤コブルグなど様々な工作機械を見せていただき、各機械の役割と

その工程を学べ、幅広い加工の知識を身につけることができた。 

組立検査では、機械の運動により発生する熱の影響を無くすために、ボールネジに引

張りの初期応力をかけ、温度が上昇しても精度が狂わないなど様々な工夫がされている

ことが分かった。また、名称や役割は知っているが実際に使ったことのない計測器を用

いた検査で、その機器の具体的な使い方が理解できた。真円度検査や表面粗さ検査のデ

ータから機械のどの部分の精度を上げればよいかなど、データの読み方を知ることがで

きた。これらの体験から授業においても単に公式を利用して変形量を求めさせるのでは

なく、実際の機械精度の問題として出題することで授業の深みが増すように思う。 

鋳物材料に関して、日本の技術の高さを感じると同時に、ＦＭＳを導入し、人件費を

抑えた鋳物工場を日本に数多く創設するか、仕入れ先を多くの国に分散しリスクを減ら

すかしなければならないことを知った。また、これからの工業人は、製造技術だけでな

く語学を習得するとともに、国際政治と国際経済をも理解できる能力が必要であると感

じた。さらに原価管理意識を持ち、作業を行わなければならないということを感じた。

学校の授業の中では技術しか教えていないが「いくらで」という感覚も身につけさせな

ければならないということに気づかされた。 

汎用旋盤・ボール盤・汎用フライス盤を用いた加工実習においては、加工方法、段取

りの仕方、測定方法、精度の出し方を習得することができた。最初は仕上げしろが 0.3

mm 残っていても非常に少なく感じ、何度も計測し直して加工に膨大な時間をかけたが、

最後には0.1mmの仕上げしろでも、自信を持って加工を行うことが出来るようになった。

「0.3mm しかない」から「0.1mm もある」という加工に対する感覚が変化した。特級技能

士である方々の指導を受けることで、短時間で技能検定３級レベルの技能を習得できた。

この研修で得た感触（音、振動、熱、機械ダイヤルのあわせ方、測定技術）は、機械加

工を生徒に教える上で大きな要素である。汎用機には加工の限界があるが、汎用機で体

験させることも必要であると感じた。 

 

現在の学校における実習内容は、機械を操作し製品を作ることに重点がおかれている

が、機械の構造と特性、ワーク材料と工具の関係、測定技術の分野にも時間をかけなけ

ればならない。単に製品を作るのではなく、生徒が製作段階での切削屑や表面粗さ、音、

自励振動などに充分意識が行き届き、目・耳・指先で切削状態を感じ、製品の精度にフ

ィードバックできる授業を行うことが重要であろう。 

最新の三次元測定機を用いた計測精度の高さを知り、それを使いこなす方の技術の高

さに驚かされた。測定の研修で製造している方々の精度（機械の公差・表面粗さ・形状

について）のねらいが改めて理解できた。学校にもある測定器具（ブロックゲージ、マ

イクロメータ、ピック）を用いた測定方法も習得できた。また、マイクロメータを分解

しての計測器の仕組みと補正方法の講義を受けたことで、測定器を最適な状態に保つこ

とができるようになった。 
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写真１ 素材    写真２ 課題１ 

写真３  課題２ 

ワーク３－１   ワーク３－２ 

写真４ 課題３ 

3-1（L）+3-2(R)  3-2（L）+3-2(R) 

写真５ 課題３ワークの組み合わせ 

 外注企業の見学では焼き入れ工場等の見学を行った。熱処理は、前処理さえ行っておけば焼

き入れ後も大きなひずみがでないなど、各種焼き入れ方法について説明していただいた。また、 

ＮＣ複合旋盤のプログラムの研修（基礎編・中級編）では、基本的な G00～G04 から始まり

複合固定サイクル・ミーリング・極座標補間・待ち合わせについて学んだ。 

 

実機を使用したＮＣ複合旋盤加工実習では、４つの課題（６種類のワーク）を切削した。 

最初に機械の電源投入の仕方、操作盤の各ボ

タンの意味、工具の取りつけ方、工具補正の仕

方、切削条件などについて学んだ。 

課題１（外形切削、溝加工、Ｃ面取り、テー

パー加工）では、加工前に工程順序、切削条件、

形状補正、摩耗補正、ワーク座標原点、硬爪・

生爪の違い、生爪の切削について学び、加工後

に削ったワークの表面粗さを測定して頂き、切

削条件と表面粗さの関係を理解した。この課題の加工を通して、補正値の入れ方、座標原点

の取り方、”ねらい”どおりの寸法に仕上げるノウハウを習得し、切削条件により表面の光沢

や表面粗さが変化することを体験することができた。 

 

課題２（外径切削、外径･内径Ｃ面取り、外径ねじ切り、極座標

補間、端面タップ、側面穴加工、内径加工）では、ストレートとク

ロスのミーリングの使い分けとドリルサイクル、タップサイクル、

ねじ切りサイクルについて学習した。ＮＣ複合旋盤はＣ軸・Ｙ軸と

ミーリングを利用することで従来は旋盤とフライス盤の両方を使

用しなけばできなかったワークが短時間に製作でき、取りはずす必

要がないので高精度を出せることを体験した。このワークの加工を

通し、ＮＣ複合旋盤の基礎を習得することができた。 

 

課題３・「２級機械加工（数値制御旋盤作業）

技能検定」 

ワーク３－１（外径切削、外径･内径Ｃ面取り、

外径Ｒ面取り、外径溝加工、内径切削、内径テー

パー加工、内径溝加工、内径ねじ切り加工） 

 ワーク３－２（外径切削、外径テーパー加工、

外径溝加工、外径･内径Ｃ面取り、外径ネジ加工） 

このワークの加工では、テーパー部のあたりと

組立長さを出す技術、更にねじ部の評価方法を習

得することができた。どちらのワークのどの面か

ら加工を行う方が良いかなど、段取りの考え方と、

爪を成形する技術を習得することができた。 
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素材 と ワーク 4-1 

写真６ 

写真７ ワーク 4-2 ﾜｰｸ 4-2(左)とﾜｰｸ 4-1(右) 

写真８ 

 

課題４ 汎用機械でしたものと同形状 

ワーク４－１（外径切削、溝加工、外径Ｃ面取り、外径テーパー加工、極座標補間、

キー溝加工、端面タップ加工、側面タップ加工） 

ワーク４－２（外径切削、内径切削、内径テーパー加工、外径･内径Ｃ面取り） 

 このワークでは、新たにキー溝の加工方法とＣＡＭ（エスプリ）を利用して作成したプロ

グラムを使用して校章と名前を刻む技術を体験した。課題２と課題３で習得した技術を利用

し、所定の加工精度に仕上げることができた。 

 課題１から課題４の製作を通して複合旋盤機能を理解すると共に、複合旋盤での加工技術

を習得することができた。 

 

Ⅳ 今後の課題 

今回の研修を通して工業高校における機械加工実習は、１年次には汎用旋盤や汎用フライス

盤などで、切削条件による切り粉の出方、音、振動、精度などの加工に必要な感覚を体感させ、

加工の基礎を習得させる従来の学習方法で良いと考えるが、２年次からは汎用機の高度な加工

技術の習得を目指すと共に、ＮＣ工作機械の基礎を習得し、３年次にはＮＣ工作機械の応用的

な加工技術を習得すべきであると考える。 

しかし、工業高校での設備は、汎用機が充実しているがＮＣ工作機械は少ない。そのため、

実習時には１台のＮＣ機械を生徒１０人で操作している。そのため、生徒１人が実際に操作を

行う時間は非常に少なく、「加工できた」に留まることが多く、「使い込んだ」と感じさせる

ことはできない。この問題点を克服するために、さらにＮＣ設備を充実させる必要がある。ま

た、複合旋盤が主流であるが、学校に設備させるＮＣ旋盤はＸ軸・Ｚ軸しかない。今後導入す

るときは、予算的にはシングルスピンドル、シングルタレットしか購入できないが、Ｃ軸とＹ

軸を備えたものを購入すべきであると痛感すると共に、今後の設備導入は企業で使用されてい

る機械をリサーチし、設備更新の期間を短くすべきであると考える。そのためには、リース形

態などが必要である。 

次に、図面・加工・測定は一連の作業であるが、学校では実習時間の短さから加工に重点が

置かれている場合が多いが、最後の１ヶ月間に体験したような「図面を見て工程を考える」→

「最適切削条件を求める」→「段取り」→「加工」→「測定」→「評価」という教育が必要な

のだということを感じた。今後は教科「機械製図」・「機械工作」・「実習」を有機的に結び

つけ知識と体験をより一層融合したような教育が必要である。 

現在の教育は一から十まで教え込み、生徒の質問に素早く答えていることが多い。これは非

常に丁寧な教育であり保護者からの満足度も高い。しかし、独創性があり社会に出てから伸び
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る工業人を育てるためには、すべてを教えず途中からは自分で考えさせ、答えを導き出す手法

でなければならないと実感することができた。どこまで教え、どのように考えさせ、答えにど

う導くかという手法は多くの知識を習得させるには向かない手法であるが、社会に出てから成

長が早い手法であるので取り組む必要性がある。しかし、生徒のやる気で大きく学習に差がつ

くため、いかにして生徒を導くかが課題となる。 

 

最後に、研修のすべてのカリキュラムにおいて熱心にご指導頂き、研修生という立場でなく

数年来の同僚と接するように温かく見守って頂いた企業の方々に感謝致します。 

 


