
 
砥粒加工学会誌 61 巻 7 号 ／ 目次 

Journal of the Japan Society for Abrasive Technology (JSAT) Vol.61 No.7 Contents 

  

論文賞 

こぼれ話 

金沢工業大学 

諏訪部 仁 ············································································································································ 355 

中村留精密工業株式会社 

益子直人 ··············································································································································· 357

特  集 
 

全国の職業能力開

発大学校での開発

課題への取り組み 

総論：職業能力開発大学校のものづくり教育について -課題解決型課題学習-  

來住 裕，垣本 映 ······························································································································ 361 

若年者ものづくり競技大会への参加取組み -北海道職業能力開発大学校における取り組み-  

木村寛路 ··············································································································································· 365 

探索型レスキューロボットの開発  

-東北職業能力開発大学校と関東職業能力開発大学校における取り組み- 

小林 崇，乾 勝典 ······························································································································ 367 

地域企業と連携した農業機械装置開発の取組み -関東職業能力開発大学校における取り組み- 

小島 篤，永野善己，中村正美 ········································································································ 369 

事業主推薦入校試験制度を活用したものづくり教育の取り組み  

-北陸職業能力開発大学校における取り組み- 
村田 暁 ················································································································································· 371 

多焦点合成による三次元形状認識システムの開発  

-東海職業能力開発大学校における取り組み- 

北 正彦，森川敏幸，平本 剛，佐々木 耕 ·················································································· 373 

障害者支援の部品検査装置の開発 -近畿職業能力開発大学校における取り組み-  

作 成一郎，藤井昌之 ························································································································ 375 

難削材切削加工技術スキルアップ研修の取り組み  

-中国職業能力開発大学校における取り組み- 

亀山寛司 ··············································································································································· 377 

NC フライス盤精度診断装置の開発－指導員から見た開発課題－  

-四国職業能力開発大学校における取り組み- 

成田義也 ··············································································································································· 379 

自律型海中ロボット開発を課題としたものづくり教育の取り組み  

-九州職業能力開発大学校における取り組み- 
西井一史，大薗宏幸，岡田正之 ······································································································ 381 

ガストーチを用いた自動切断装置の開発 -沖縄職業能力開発大学校における取り組み- 

仲宗根 喜長 ········································································································································ 383 

論  文 

両面同時研磨における上定盤研磨パッド表面性状測定装置の開発と研磨特性の評価 

畝田道雄，早川光祐，澁谷和孝，中村由夫，市川大造，石川憲一 ········································· 385 

GaN のスクラッチ加工おけるクラック発生機構の研究 
鷹巣良史，嶋田慶太，水谷正義，厨川常元 ·················································································· 392 

フラクタル次元に基づく切削工具の寿命予測 

ユザイリ アブドゥル ラヒ-ム, 清水 毅, 萩原親作 ····································································· 398 

会告・その他 

専門委員会／分科会報告····················································································································· 404
会報       第 36 回グラインディング・アカデミー開催報告························································· 405 
会告       2017 年度砥粒加工学会学術講演会（ＡＢＴＥＣ２０１７） ·········································· 406 

砥粒加工学会 学会活性化フォーラム in ABTEC2017 ·········································· 409 
第 37 回 グラインディング・アカデミー ······································································· 410 
平成 29 年度(公社)砥粒加工学会賛助会員会 第 1 回技術交流会 ·················· 411 
加工知識のメイクアップセミナー in 北信越 ご案内 ············································· 412 
(公社)砥粒加工学会 関西地区部会 平成 29 年度第 2 回研究・見学会 ·········· 413 
平成 29 年度 第 1 回見学・講習会 ············································································· 414 

カレンダー ·················································································································································· 415 
編集後記 ···················································································································································· 416 
新技術・新製品紹介コーナー（東芝機械㈱） 

 



 

Journal of the Japan Society for Abrasive Technology (JSAT) 

Vol.61 No. 7 Contents 

 
 

Episodes of �SAT 
Paper Award 

Kanazawa Institute of Technology 

Hitoshi SUWABE ·································································································································· 355 

Nakamura-Tome Precision Industry 

Naoto MASUKO ··································································································································· 357

Special Issue 
 

Efforts in 
development sub�ect 

at Polytechnic 
Colleges 

About monodzukuri education for polytechnic colleges -Problem based learning- 

Hiroshi KISHI and Akira KAKIMOTO ····························································································· 361 

Action of a young fellow manufacturing tournament 

Hiromichi KIMURA ····························································································································· 365 

Development of search and rescue robot 

Takashi KOBAYASHI and Katsunori INUI ·················································································· 367 

Efforts to develop agricultural machinery equipment in cooperation with regional companies 

Atsushi KOJIMA，Yoshiki NAGANO and Masami NAKAMURA ············································ 369 

Efforts of manufacturing education utilizing company recommendation  

entrance examination system 

Akira MURATA ····································································································································· 371 

Development of three-dimensional shape recognition system  

by multifocal synthetic method 

Masahiko KITA, Toshiyuki MORIKAWA, Tsuyoshi HIRAMOTO and Kou SASAKI ············ 373 

Development of the inspection equipment for persons with disabilities 

Seiichiro SAKU and Masayuki FUJII ································································································ 375 

Approach of the difficulty cut materials cutting technology skill up training 

Kanji KAMEYAMA ····························································································································· 377 

Development of diagnostic equipment of accuracy for NC milling machine  
-Development issues for the instructor- 

Yoshiya NARITA ·································································································································· 379 

Report on manufacturing training by development of autonomous underwater vehicle 

Kazufumi NISHII Hiroyuki OZONO and Masayuki OKADA ···················································· 381 

Development of gas automatic cutting device 

Yoshinaga NAKASONE ······················································································································ 383 

Papers 

Development of measurement device for polishing pad surface asperity on the upper platen  

of a double-sided polisher and its application for evaluation of polishing characteristics 

Michio UNEDA, Kosuke HAYAKAWA, Kazutaka SHIBUYA,Yoshio  
NAKAMURA, Daizo ICHIKAWA and Ken-ichi ISHIKAWA ······················································ 385 

Study of crack generation process in scratching of gallium nitride 

Yoshifumi TAKASU，Keita SHIMADA，Masayoshi MIZUTANI  
and Tsunemoto KURIYAGAWA ········································································································ 392 

Prediction of cutting tool life by fractal dimension 

Y. ABDUL RAHIM, Tsuyoshi SHIMIZU and Shinsaku HAGIWARA ······································· 398 

Information  ··························································································································································· 404～416 

 

 



４. 失敗のなかにこそ発見あり 

私が研究を通して学ぶことができたもうひとつのことが，失

敗をすることで発見できるものもあるということである．それは，

研究室の先輩が本研究と同様に，微細構造金型の欠陥を抑

制するために超音波振動を援用した超精密切削について研

究していたことのことである．超音波振動の条件によっては加

工した微細構造上に微小な凹凸が生じてしまっていた．これ

は欠陥抑制という観点からすれば失敗ということになる．しかし，

これは見方を変えると，マイクロオーダの構造とサブミクロンオ

ーダの構造が複合化されたナノ・マイクロ複合構造ということと

なる．このことに気がつかせてくれたのは，これも同じく厨川教

授の受け売りとなるが，「一見失敗に見える現象でも面白いと

感じることが重要」という言葉である． 

本研究においても，そのように失敗のなかから発見できたこ

とがある．それが，レーザによるデバリングの効果である．レー

ザの出力が高すぎる場合，金型材の溶融が生じて構造が崩

れてしまう．この溶融を積極的に利用できないかと発想の転換

を行い，バリを選択的に除去できないかという考えに至った．

このレーザデバリングに関しては，私の後輩である後輩高柳

俊氏が研究を行い，学位論文としてまとめている． 
「転んでもただでは起きない」の精神は研究をさらに奥深い

ものにすることを知ることができた．うまくいかない場合におい

ても，有益な情報が隠されていないか注意し，常にアンテナを

張っておくことは非常に重要だと感じている． 
 

５. 切削とレーザの複合加工の持つ可能性 

本研究のように切削加工とレーザ加工を組み合わせた加工

を実現した工作機械といえば，昨年の日本国際工作機械見

本市 JIMTOF2016 において多数のメーカのブースにおいて展

示，加工実演されていたことが記憶に新しい．レーザ加工の

用途もさまざまであった．切削加工後に焼き入れやマーキング，

溶接などの後工程まで行うものや，今流行の 3D 積層造形を

行った後に仕上げとして切削加工を行う物など，複数の工程

を集約することで高品位の加工をより短いリードタイムで高精

度に実現可能な非常に魅力的な機械ばかりであった．非接触

であるため工具摩耗が生じない，集光により局所的な処理が

可能，また超短パルスレーザでは材料に熱影響を与えずに加

工が可能など，レーザの利点を挙げるときりがない．単なる切

削加工からの置き換えではなく，切削加工ではできない加工

がレーザを用いることでできる．切削とレーザ，それぞれの利

点を最大限に活かすことでより加工技術の幅は広がるだろう．

今後もこのような切削・レーザ複合型の加工機の開発が工作

機械メーカ各社で進んでいくだろうと予想（というか期待）して 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

いる人間は私だけではないと思う．図 1 に示したのは，レーザ

援用マイクロ切削においてワークに対しレーザを照射している

様子であるが，このような切削とレーザが組み合わされた加工

装置が世界的に普及していくと思うと胸が熱くなるのを感じる． 

そう考えると，私がいかに最先端の研究に携わることができ

たかを実感することができる．そして，その結果を論文としてま

とめ，論文賞受賞までこぎ付けることができたことを改めて誇り

に思う． 

 

６. 論文賞受賞 
思い返すと，私は本賞を受賞する前年には上述したように

水谷准教授が執筆し，平成 27 年度の論文賞を受賞した論文

の共著者として授賞式に参加していた．その贈賞式後の技術

交流会で受賞のあいさつを行った壇上の水谷准教授の姿は

いつにもまして輝いて見えたことを覚えている．この時，自分

が翌年も論文賞を受賞し，同じように受賞の喜びの声を伝える

ことになるとは全く思ってもいなかった． 

努力が認められ，賞を頂くことができるというのは本当に嬉

しく，非常に光栄なことである．贈賞式で賞状と楯を頂いた際

に改めてそう感じた．このような栄えある賞を受賞できたのは，

周りの協力があったからこそであるとしみじみと実感している．

熱心なご指導・ご鞭撻を賜った先生方，実験や分析に協力し

て頂いた先輩方，実験・解析双方の補助をしてくれた後輩諸

君，そのどれかひとつ欠けていても本研究をここまで行い，論

文としてまとめることはできなかったと思っている． 

現在私は工作機械メーカで研究開発の業務に携わってい

る．大学と企業，フィールドは変わっても，研究に対するこれま

での情熱は絶やさずにいたいと思っている．砥粒加工学会賞

論文賞の名に恥じないよう気を引き締めて臨んでいきたいと，

今回の受賞を通して決意を新たにすることができた． 
 
７. 参考文献 
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図 1 ワークへのレーザ照射の様子 
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現職：東北職業能力開発大学校  生産機械シス
テム技術科　職業能力開発教授
専門／業務：機械設計，溶接
連絡先：〒987-2223 宮城県栗原市築館字萩
沢土橋26
TEL 0228-22-6608　FAX 0228-22-2081
e-mail：Inui.Katsunori@jeed.or.jp

【木村  寛路】（きむら・ひろみち）
現職：北海道職業能力開発大学校  講師
専門／業務：機械加工
連絡先：〒047-0292 北海道小樽市銭函3丁
目190番地
TEL 0134-62-3553　FAX 0134-62-2154
e-mail：kimura@hokkaido-pc.ac.jp

【��特　集��】

全国の職業能力開発大学校での開発課題への取り組み
全国10ヶ所にある職業能力開発大学校とまとめ役・訓練指導員養成を兼ねる職業能力開発総合大学校1校の 
合計11校では，地域に根ざした開発課題と教育課題に取り組んでおり，地域振興と学術的中心の学府としてさまざ
まな取り組みを行っている．どれもがその地域に密着して展開しており，職業能力開発大学校の元の理念である高齢
者や障害者を含めた求職者の職業能力開発・支援を最大限に活用できる課題を地域とともに拾い上げ，学生・教員 
が一体となって求職者・学生の学習意欲を向上させる手助けを行いつつ，先進の開発課題にも貪欲に取り組んで 
おり，多目的な開発に挑戦して大きな成果をあげている．本特集では，全国の職業能力開発 (総合 )大学校の紹介も
兼ねてその最新の開発，教育課題とその成果をご紹介いただく．
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〔特集６〕　�多焦点合成による三次元形状認識システムの開発�
-東海職業能力開発大学校における取り組み-

〔特集７〕　�障害者支援の部品検査装置の開発�
-近畿職業能力開発大学校における取り組み-

〔特集９〕　�NCフライス盤精度診断装置の開発�
－指導員から見た開発課題－�
-四国職業能力開発大学校における取り組み-

〔特集10〕　�自律型海中ロボット開発を課題としたものづくり�
教育の取り組み�
-九州職業能力開発大学校における取り組み-

【北  正彦】（きた・まさひこ）
現職：東海職業能力開発大学校  生産機械シス
テム技術科  教授
専門／業務：機械設計・製図，放電加工
連絡先：〒501-0502 岐阜県揖斐郡大野町古
川1-2
TEL 0585-34-3603　FAX 0585-34-2400
e-mail：kita@tokai-pc.ac.jp

【作  成一郎】（さく・せいいちろう）
現職：近畿職業能力開発大学校  生産機械シス
テム技術科  職業能力開発教授
専門／業務：機械制御技術，自動化技術
連絡先：〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘
町3-1-1
TEL 072-489-2131　FAX 072-489-2195
e-mail：Saku.Seiichiro@jeed.or.jp

【成田  義也】（なりた・よしや）
現職：四国職業能力開発大学校
専門／業務：計測，制御
連絡先：〒763-0093 香川県丸亀市郡家町
3202
TEL 0877-24-6290　FAX 0877-24-6291
e-mail：narita@shikoku-pc.ac.jp

【西井  一史】（にしい・かずふみ）
現職：九州職業能力開発大学校  生産機械シス
テム技術科
専門／業務：自律型海中ロボットに関する研究
連絡先：〒802-0985 福岡県北九州市小倉南
区志井1665-1
TEL 093-963-0125　FAX 093-963-0126
e-mail：Nishii.Kazufumi@jeed.or.jp

【大薗  宏幸】（おおぞの・ひろゆき）
現職：九州職業能力開発大学校  生産電気シス
テム技術科
専門／業務：自律型海中ロボットに関する研究
連絡先：〒802-0985 福岡県北九州市小倉南
区志井1665-1
TEL 093-963-0125　FAX 093-963-0126
e-mail：Ozono.Hiroyuki@jeed.or.jp

【岡田  正之】（おかだ・まさゆき）
現職：九州職業能力開発大学校  生産電子情
報システム技術科
専門／業務：自律型海中ロボットに関する研究
連絡先：〒802-0985 福岡県北九州市小倉南
区志井1665-1
TEL 093-963-0125　FAX 093-963-0126
e-mail：Okada.Masayuki@jeed.or.jp

【藤井  昌之】（ふじい・まさゆき）
現職：近畿職業能力開発大学校  生産電子情
報システム技術科  職業能力開発教授
専門／業務：電子情報科学教育，画像処理
工学，画像認識工学
連絡先：〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘
町3-1-1
TEL 072-489-2123　FAX 072-479-1751
e-mail：Fujii.Masayuki@jeed.or.jp

【森川  敏幸】（もりかわ・としゆき）
現職：東海職業能力開発大学校  生産電子情
報システム技術科  准教授
専門／業務：デジタル信号処理，通信ネットワーク
連絡先：〒501-0502 岐阜県揖斐郡大野町古
川1-2
TEL 0585-34-3659　FAX 0585-34-2400
e-mail：morikawa@tokai-pc.ac.jp

【平本  剛】（ひらもと・つよし）
現職：東海職業能力開発大学校  生産電気シス
テム技術科  准教授
専門／業務：制御工学，電気機器
連絡先：〒501-0502 岐阜県揖斐郡大野町古
川1-2
TEL 0585-34-3606　FAX 0585-34-2400
e-mail：hiramoto@tokai-pc.ac.jp

【佐々木  耕】（ささき・こう）
現職：東海職業能力開発大学校  生産機械シス
テム技術科  准教授
専門／業務：切削加工
連絡先：〒501-0502 岐阜県揖斐郡大野町古
川1-2
TEL 0585-34-3603　FAX 0585-34-2400
e-mail：Sasaki.Ko@jeed.or.jp

〔特集11〕　�ガストーチを用いた自動切断装置の開発�
-沖縄職業能力開発大学校における取り組み-

【仲宗根  喜長】（なかそね・よしなが）
現職：沖縄職業能力開発大学校  生産技術科
専門／業務：機械，自動化機器，PCL制御
連絡先：〒904-2141  沖縄県沖縄市池原2994-2
TEL 098-934-4805　FAX 098-934-6216
e-mail：nakasone@okinawa-pc.ac.jp

〔特集８〕　�難削材切削加工技術スキルアップ研修の取り組み�
-中国職業能力開発大学校における取り組み-

【亀山  寛司】（かめやま・かんじ）
現職：中国職業能力開発大学校
専門／業務：生産技術，人材育成
連絡先：〒710-0251 岡山県倉敷市玉島長尾
1242-1
TEL 086-526-0321　FAX 086-526-3126
e-mail：k.kameyama@chugoku-pc.ac.jp
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１．はじめに 

平成 22 年の国勢調査の結果から第二次産業の就業者数

は 1412 万 3 千人で全就業者数の 25.9%である．しかし，平成

7 年では 2054 万 8 千人で全就業者数の 31.6%であった．こ

の 15 年間で 642 万 5 千人減少，全就業者に対して 4.7%減

少している 1)．しかし，その一方で，機械設計技術者，電気設

計技術者，電気通信技術者などの求職者倍率はそれぞれ

2.88，3.04，1.88 と高い状況にあり，技術者は不足している 

（参考：求人倍率 企画職 0.22，研究開発（機械）0.21）2)．製

造業の中小企業では，後継者・労働者不足で会社を閉鎖す

るところもある．高度な技術・技能を有する技能・技術者のニー

ズは第二次産業の就業者の減少にもかかわらず今も高いこと

がわかる． 

このような社会情勢を背景として，ものづくり教育訓練には，

実践的で高度な内容が要求されている．そこで，高齢･障害・

求職者雇用支援機構（以下 機構）が運営している職業能力

開発総合大学校(以下 職業大)，職業能力開発大学校(以下 

能開大)・同附属職業能力開発短期大学校・職業能力開発短

期大学校（以下 職業大以外を能開大等とする）で実施され

ている高度職業訓練の実践的なものづくりに関わる教育訓練

の現状と今後の展望に関して説明する． 

 

２．職業能力開発総合大学校と職業能力開発大学校の役割 
機構が運営する職業大，能開大等は全国にそれぞれ 1 校

と 25 校が存在する．これらの大学校は，役割分担を行いもの

づくりの分野の教育訓練を行っている． 
職業大は，職業訓練指導員（以下 指導員）の養成，全国

の指導員の研修，離職者訓練，在職者訓練，学卒者訓練の

カリキュラム・教材・指導技法の開発と職業能力の段階的な開

発の体系など，調査・研究・開発を行っている．これらの基幹業

務の実証の場として総合課程の高度職業訓練を行っている． 
能開大等では，職業能力開発促進法，職業能力開発促進

法施行規則および厚生労働省通達に従って高度職業訓練を

実施している．高度職業訓練には，高等学校卒業程度の学

力を有するものを受け入れて教育訓練を行う専門課程と専門

課程を修了，または，短期大学などの卒業程度の知識を有

するものを受け入れる応用課程がある．機構が運営する専門

課程は，修了した者が，ものづくり現場で現業部門と間接部

門をつなぐパイプ役を担うことができる技術者になることを目

指した教育訓練を行っている．応用課程を修了した者は，も

のづくり現場の間接部門のリーダとなる技術者を目指した教

育訓練を行っている．各校は，地元の企業の在職者に対し

て，短期の職業訓練を実施している．この訓練は，企業が時

代に合わせて技術の進展に対応していくための能力開発，

企業の中で新しい仕事を行ううえで必要となる能力開発に関

わる訓練である． 
 
３．職業大の基盤整備センターの高度職業訓練に関する研究 

職業大の基盤整備センターは，全国の職業訓練に関わる

調査･研究･開発を行っている．そのなかで高度訓練開発室

は，高度職業訓練に関わる調査・研究・開発を行っている． 
全国で運営されている専門課程，応用課程の訓練内容や

訓練時間のもとになる職業能力開発促進法施行規則の別表

第六，七 3)の教科の細目，設備の細目，技能照査の細目の

改訂に関わる基礎調査を行っている． 
また，機構が運営する能開大等が実施している応用課程・

専門課程のカリキュラム，教材に関して調査・研究・開発を実

施している．とくに，ものづくり教育のカリキュラムを時代に沿

った先端技能・技術と基礎技能・技術のバランスを取り，応用

課程・専門課程のカリキュラムが陳腐化しないように常に見直

し，時には新設する科のカリキュラム作成やカリキュラム，教材，

指導方法について検討を行う委員会を運営している． 
本年度は，能開大の応用課程が設置されてから 13 年の経

過に伴い，課題学習方式に関しての見直しの検討を実施し

ている．とくに，13 年間に蓄積した課題解決型の課題学習方

式のノウハウを系統化して，さらに進んだ教育訓練へと展開

するためである． 
 

４．応用課程の課題解決型実習の取り組み 

平成 13 年から各地域の能開大で順次設置された応用課

程は，生産システム系 3 科（生産機械システム技術科，生産

電子システム技術科，生産情報システム技術科）と建築施工

システム技術科 1 科で設置された．現在，応用課程は生産シ

ステム系 3 科（生産機械システム技術科，生産電気システム

技術科，生産電子情報システム技術科）と居住建築システム

* 職業能力開発総合大学校：〒187-0035 東京都小平市小川西町

2-32-1 
〈学会受付日：2017年 3月 8日〉
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