
機械設計製図（第一回目：ガイダンス）
• 授業進め方：

火曜日（3-4時限）：講義時間（出欠を取るので、必ず出席）

水曜日（1-2時限）：図面練習時間（できるだけ出席、出欠を取らない）

場所： 総理３号館 ６１７製図室

• 成績評価：

（１）15回全数出席：10点

最大欠席数＝4回； 減点：-2.5点／1回欠席

欠席5回＝未修（単位が貰えなくなる）

（２）練習図面の完成度：40点

（３）中間テストか期末テスト 一回 30点

（４）設計・製図課題 一回 20点

• テキスト：

• 初心者のための機械製図（第４版） 藤本 元／御牧 拓郎 監修；植松・高
谷・深井 共著 森北出版（株）出版（ISBN978-4-627-66434-0)

• 参考書：

「実践・機械製図（第２版）」 藤本・御牧・植松・高谷共著，森北出版（株）出版

合計：100点



１．15回の授業の内容

1. ガイダンス
2. 組立図・部品図の描き方及び線種
3. 寸法記入法の基本
4. 寸法記入法（基準面、直列寸法、並列寸法、矢示法な

ど）
5. 断面の描き方
6. エッジ、テーパと勾配及び穴と溝の表し方
7. ねじの製図
8. 寸法公差とはめあい
9. 幾何公差（形状公差、姿勢公差、位置公差と振れ公差）
10. 表面性状（機械部品の表面粗さの定義及び表現方法）
11. 図面実例分析： 軸の設計図面の解説など
12. 歯車装置の基本知識（幾何学的な寸法計算）
13. 歯車装置の加工、精度測定、寸法管理と大減速比歯車

装置及びその応用
14. 軸受の基本知識
15. 密封要素（オイルシールとOリング）の基本知識

機械製図
基本知識

機械要素
基本知識



２．製図用具

製図板

コンパスとディバイダ 鉛筆及び削り方



３．T定規及び使い方

T定規

横線（おうせん）の描き方 縦線（じゅうせん）の描き方



４．三角定規を使って斜線の引き方

T定規 T定規

T定規 T定規

（１） ３０°線 （２） ４５°線

（３） ６０°線 （４） １５、７５°線



５．ディバイダの使い方

コンパスの使い方



６．製図用紙の貼り方

テープの端を少し折っておくと
はがしやすい

使用しないときの位置

製図用図



７．図面作成演習に必要な用具

1. 製図用紙（ケント紙）（予め、生協で購入）

A3用紙：６枚程度

２．コンパス

３．三角定規

４．鉛筆（H・2H・3H）

５．シャープペンシル（0.3・0.5・0.7mm）

６．消しゴム

７．ドラフティングテープ



８．機械製図の必要性

• 設計者の意思を図面で記録する

• 図面で設計者の意思と考え方を製造・使用者に伝える

• モノづくりの根拠（DNA）

（図面がないと、モノづくりができない）

• 製品の大量生産時代において、部品の流通性・互換
性を保つために、必要な共通文書



９．部品図の図枠について

表題欄
図番

注記欄
部品図

表面性状記号

普通寸法公差欄（不要可）

注記欄

用紙範囲

図枠

𝒅 𝒄

𝒄

𝒄



表題欄に記入すべきもの

 部品名（組立図の場合には、製品名となる）
 用紙サイズ（例えば、Ａ３、Ａ２など）
 製図用尺度（例えば、 1:1 or 1/1）
 図面番号（図番、例えば、SHIMAHE-2018-00）
 数量（例えば、１か２など）
 使用材料の名称（組立図の場合には空欄にする）
 投影法（例えば、第三角法記号（国内の場合））
 製図者の名字と作成日（日付）
 点検者１の名字と点検日（日付）
 点検者２の名字と点検日（日付）
 承認者の名字と承認日（日付）
 社名

（会社で製図する場合）



表題欄に記入するもの

① 学生番号
② 氏名
③ 部品名（組立図の場合には、機械名）
④ 用紙サイズ（例えば、Ａ３、Ａ２）
⑤ 製図用尺度（例えば、 1:1 or 1/1）
⑥ 図面番号（図番 例えば、課題１－１）
⑦ 投影法（例えば、第三角法記号）
⑧ 作成日（日付）

（大学で製図練習の場合）



部品図の製図例：



カップリングの分解図



１０．正式な図面の体裁

正しい体裁

図番を逆向
きに記入



正式な体裁ではない図面



１１．いろいろな図枠の具体例

弱電企業の例

精密分析機器
製作企業の例

工作機械製作企業の例

図面訂正記号（三角訂正）：

3

2

1

4 四回目の訂正

三回目の訂正

一回目の訂正

二回目の訂正



１２．図面用紙の大きさ（JIS規定）

横置き図面
サイズ：A0～A4

縦置き図面

図枠
（図枠）

呼び方 a b c(最小) d（最小）

A0 841 1189 20 20

A1 594 841 20 20

A2 420 594 10 20

A3 297 420 10 20

A4 210 297 10 20

図面における寸法の単位：mm

用紙

用紙



１３．図面配置の具体例

図面配置バランスの良い例

用紙
範囲

図枠
範囲



図面配置バランスの悪い例



第三角法の図面投影関係

投影法の記号

第三角法：

第一角法：

第三角法による図面
作成実例

左側面図
１

３
平面図

２
正面図 右側面図

６

背面図
５

下面図
４

１４．投影の種類と作図のコツ

日本国内では大三角法を使用

立方体の展開図
と同じ



１５．第三角法の描き方
レバーの立体図

第三角
法記号：



１６．2次元図面と3次元図面

２次元図（平面図） ３次元図（立体図）

たくさんの情報を記入することが
できる。

形状がよく分かる。

特徴： 特徴：



2次元図と3次元図の例

2次元図に3次元
を書いてもよい。



１７．正面図の選び方

正しい図例



図面描き習慣１：安定感が大切

安定感の
ある図面

安定感の
ない図面

安定感の
ない図面



（ａ） フランジ （ｂ） 歯車

フランジや歯車は、必ず軸に直角な方向から見た図を正面図とする。

図面描き習慣２：正面図が決まっている部品

正面図 右側面図 正面図 右側面図

軸 軸



１８．１面図、２面図、３面図

１図面で表現できる部品の例

厚みの変化がない部品

同心円状の部品

部品

部品



２図面で表現できる部品の例

３図面で表現できる部品の例

部品

部品



授業資料のDownload:
http://www.ecs.shimane-u.ac.jp/~shutingli/

「授業資料」から

授業資料のパスワード：8888


