
01 本扉

本扉3級技能検定 機械加工・機械保全 共通編

＜技能検定・機械保全　3級機械系保全作業＞
区分：国家資格・職業能力開発促進法【厚生労働省】
受験資格：機械保全に関する業務に従事している者および従事しようとしている者。
※実務経験の有無、年数は問いません。
受検者数／合格率：6,422 名／ 74.24％　(2019 年度 )※日本プラントメンテナンス協会調べ

＜技能検定・機械加工 7　3級普通旋盤作業＞
区分：国家資格・職業能力開発促進法【厚生労働省 )】
受験資格：不問
受検者数／合格率：6,024 名／ 73.77％　( 平成 29年度 )　※中央職業能力開発協会調べ
試験の概要
・学科：工作機械加工一般、機械要素、機械工作法、材料、材料力学、製図、電気、安全衛生、旋盤加工法
・実技：普通旋盤作業
受検申請期間：４月上旬～中旬 (技能検定前期）
試験日：学科試験日／ 7～ 9月　実技試験日／ 6～ 9月　それぞれ指定された日（年１回 )
問い合わせ先
中央職業能力開発協会
〒160-8327
東京都新宿区西新宿７-５-2　5　西新宿プライムスクエア 11階　技能検定部
03-6758-2859・2861　　www.javada.or.jp/
各都道府県の職業能力開発協会
※試験の詳細、及び、随時 3級につきましては、中央職業能力開発協会にお問い合わせください。

・学科：機械一般、電気一般、機械保全法一般、材料一般、安全衛生、機械系保全作業
・実技：機械系保全作業
受検申請期間：4月上旬～中旬
学科・実技試験日：7月（午前／学科　午後／実技）

初校 2020.9.11



三校 2020.9.14

05 目次104 概要2

1第 1章　安全衛生

1.1　作業する場所の安全　… 2

1.1.1　機械の安全　… 2

　（1）一般的な機械の安全　（2）工作機械の安全　（3）研削盤の安全

　（4）プレスの安全　　　　（5）電気事故の防止　（6）電動工具の安全

1.1.2　機械を大切に、安全に使うことについて　… 6

1.1.3　片付け・整理・きれいにしておくこと　… 8

1.1.4　作業する場所の状態　… 9

　（1）作業する場所の環境を良くしておくこと

　（2）じゅうぶんに明るいこと　　（3）休む場所とたばこ

1.2　労働安全衛生の法律　… 11

1.2.1　機械設備のチェック　… 11

　（1）予防保全　（2）定期点検（3）日常点検（＝毎日のチェック）

　（4）設備履歴簿

1.2.2　事故が起こらないようにするために　… 14

　（1）事故の原因　（2）機械による危険をなくすために

　（3）機械設備を管理するときに注意すること

章末問題　第 1章　… 16

章末問題　第 1章　解答　… 20

技能検定 3 級「機械保全」「機械加工」 － 共通学科

41

45

55

59

63

67

71

9 章　火花試験

10章　油圧装置

11章　空気圧装置

12章 密封装置

13章　キー，ピン

14章　伝動部分

15章　弁栓（バルブ）

1. 火花試験の目的と試験器具 〉〉〉 42　　
2. 火花の形と名称および試験条件 〉〉〉 42

1. 油圧装置の基本的構成 〉〉〉 46　
2. サイクル線図 〉〉〉 48　　

1. 空気圧装置の基本 〉〉〉 56　　
2. 空気圧の主なトラブル原因と対策 〉〉〉 57

1. 密封装置の種類 〉〉〉 60　　
2. 密封装置の特徴・用途 〉〉〉 61

1. キーの特徴 〉〉〉 64
2. ピンの特徴 〉〉〉 65

歯車の種類，特徴と用途 〉〉〉 68

1. 弁栓の分類と特徴 〉〉〉 72　　
2. 配管の腐食 〉〉〉 73

CONTENTS

概要 2・目次 13級技能検定 機械加工・機械保全 共通編

25第 2章　材　料

2.1　金属材料と非金属材料の種類・成分・使い道　… 26

2.1.1　鉄鋼材料の種類・成分・使い道　… 26

　（1）機械構造用鋼　（2）工具鋼　（3）特殊用途鋼　（4）鋳鉄　（5）鋳鋼

初校 2020.9.8 

資格取得の概要

中央職業能力開発協会

技能検定・機械加工  3 級 普通旋盤作業

区　分 国家資格・職業能力開発促進法【厚生労働省】

受 験 資 格

受検者数／合格率

不問

6,024 名／ 73.77％　（平成 29年度）
※中央職業能力開発協会調べ

試験の概要

※試験の詳細、及び、随時 3 級につきましては、中央職業能力開発協会に

　お問い合わせください。

〒160-8327　

東京都新宿区西新宿７-５-2　5　西新宿プライムスクエア 11階　技能検定部

03-6758-2859・2861　各都道府県の職業能力開発協会　

www.javada.or.jp/

問い合わせ先

【学科】

　工作機械加工一般、機械要素、機械工作法、材料、材料力学、製図、電気、

　安全衛生、旋盤加工法

【実技】

　普通旋盤作業

【受検申請期間】

　4月上旬～中旬（技能検定前期）

【学科・実技試験日】

　7～ 9月　実技試験日／ 6～ 9月　それぞれ指定された日（年１回 )

がい  よう

ぎ  のうけんてい き かい か こう きゅう

く

さふ つうせんばん ぎょう

こっ か  し かく しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう こうせいろうどうしょう

ふ もん

ぶん

じゅ けん し かく

めい ねん ど

ちゅうおうしょくぎょうのうりょくかいはつきょうかいしら

せんばん か こうほう

じゅけんしゃすう ごうかくりつ

し けん がいよう

がっか

こうさく き かい か こういっぱん きかいようそ き かいこうさくほう ざいりょう

じつ ぎ

ふ つうせんばん さ ぎょう

でん きせい ず

じゅけんしんせい き かん

がつじょうじゅん ちゅうじゅん

がっか じ つぎ し けん び

がつ ひじつ ぎ  し けん び かいし てい

と あ さき

とうきょう としんじゅくくにししんじゅく にししんじゅく かい ぎ のうけんてい ぶ

かく と どう ふ けん

し けん しょうさい およ ずいじ きゅう

と あ

しょくぎょうのうりょくかいはつきょうかい

へいせい

ざいりょうりきがく

あんぜんえいせい

ぎ のうけんていぜん き

がつ ねん

ちゅうおうしょくぎょうのうりょくかいはつきょうかい

ちゅうおうしょくぎょうのうりょくかいはつきょうかい

し   かく しゅ  とく

だい

ぎ のうけんてい きゅう き かい か こう きょうつうがっ かき かい ほ ぜん

しょう あんぜんえいせい

さ ぎょう ば しょ あんぜん

あんぜん

あんぜん あんぜん あんぜん

あんぜん あんぜん

あんぜん

き かい

き かい

き かい

いっぱんてき こうさく き かい けんさくばん

でん き  じ  こ ぼう し でんどうこう ぐ

たいせつ つか

かた づ せい り

さ ぎょう ば しょ じょうたい

よかんきょうさ ぎょう ば しょ

あか やす ば しょ

ろうどうあんぜんえいせい ほうりつ

き かいせつ び

よ ぼう ほ ぜん てい き てんけん にちじょうてんけん まいにち

せつ び  り れき ぼ

じ  こ お

じ  こ げんいん き かい き けん

き かいせつ び かん り ちゅう い

しょうまつもんだい

かいとうしょうまつもんだい

だい しょう

だい しょう

だい しょう ざい     りょう

きんぞくざいりょう ひ きんぞくざいりょう しゅるい せいぶん つか みち

てっこうざいりょう

き かいこうぞうようこう

せいぶんしゅるい つか みち

こう ぐ こう とくしゅよう と こう ちゅうてつ ちゅうこう

初校 2020.9.4

再校 2020.9.11



三校 2020.9.14

07 目次306 目次2

技能検定 3 級「機械保全」「機械加工」 － 共通学科

41

45

55

59

63

67

71

9 章　火花試験

10章　油圧装置

11章　空気圧装置

12章 密封装置

13章　キー，ピン

14章　伝動部分

15章　弁栓（バルブ）

1. 火花試験の目的と試験器具 〉〉〉 42　　
2. 火花の形と名称および試験条件 〉〉〉 42

1. 油圧装置の基本的構成 〉〉〉 46　
2. サイクル線図 〉〉〉 48　　

1. 空気圧装置の基本 〉〉〉 56　　
2. 空気圧の主なトラブル原因と対策 〉〉〉 57

1. 密封装置の種類 〉〉〉 60　　
2. 密封装置の特徴・用途 〉〉〉 61

1. キーの特徴 〉〉〉 64
2. ピンの特徴 〉〉〉 65

歯車の種類，特徴と用途 〉〉〉 68

1. 弁栓の分類と特徴 〉〉〉 72　　
2. 配管の腐食 〉〉〉 73

CONTENTS

目次 2-33 級技能検定 機械加工・機械保全 共通編

77第３章　電 気 一 般

3.1　電気用語の意味　… 78

3.1.1　電流　… 78

3.1.2　電圧　… 79

3.1.3　電気抵抗　… 80

3.1.4　電力　… 81

2.1.2　非鉄金属材料の種類・成分・使い道　… 38

　（1）アルミニウムとアルミニウム合金　（2）銅と銅合金

　（3）非金属材料　（4）粉末冶金製品

2.2　金属材料の熱処理　… 46

2.2.1　熱処理の方法と効果、応用　… 46

　（1）焼入れ　（2）焼戻し　（3）焼なまし　（4）焼ならし

2.2.2　表面処理　… 50

　（1）塗装　（2）ショットピーニング　（3）湿式めっき　（4）溶射

2.3　材料試験　… 54

2.3.1　金属材料、非金属材料の性質　… 54

　（1）金属の融点　（2）熱膨張　（3）熱伝導　（4）電気抵抗

2.3.2　金属材料試験　… 57

　（1）引張試験　（2）曲げ試験　（3）衝撃試験　（4）硬さ試験

2.3.3　非破壊検査　… 62

章末問題　第２章　… 64

章末問題　第２章　解答　… 70

3.1.5　電力量　… 82

3.1.6　周波数　… 82

3.2　電気機械用具の使い方　… 83

3.2.1　交流電動機　… 83

　（1）誘導電動機　（2）同期電動機　（3）交流整流子電動機

3.2.2　回転数　… 85

3.2.3　極数　… 86

3.2.4　電動機の動かし方　… 87

3.2.5　電動機の回転方向の変え方　… 89

3.2.6　開閉器の取扱の方法　… 91

3.2.7　遮断器の使い方　… 91

3.2.8　直流電動機　… 92

3.3　電気制御装置の基本回路　… 94

3.3.1　シーケンス制御　… 94

3.3.2　フィードバック制御　… 95

3.4　回路計（テスタ）　… 95

3.5　漏電　… 96

3.6　ステッピングモータ　… 96

3.7　電気分野の主な図記号　… 97

3.8　電流計・電圧計のつなぎ方　… 98

3.8.1　電流計　… 98

3.8.2　電圧計　… 98

章末問題　第 3章　… 99

章末問題　第 3章　解答　… 101

ぎ のうけんてい きゅう き かい か こう きょうつうがっ かき かい ほ ぜん

ごうきん

しゅるい せいぶん つか みちひ てつきんぞくざいりょう

どう どうごうきん

ひ きんぞくざいりょう ふんまつ や きんせいひん

きんぞくざいりょう ねつしょ り

ねつしょ り こう か おうよう

やき い やきもど やき やき

ひょうめんしょ り

と そう しっしき

ざいりょう し けん

ようしゃ

きんぞくざいりょう せいしつひ きんぞくざいりょう

きんぞく ゆうてん ねつぼうちょう ねつでんどう でん き ていこう

きんぞくざいりょう し けん

ひっぱり し けん ま し けん しょうげき し けん かた し けん

ひ  は かいけん さ

しょうまつもんだい だい しょう

しょうまつもんだい だい しょう かいとう

だい しょう でん   き   いっ  ぱん

でん き よう ご い  み

でんりゅう

でんあつ

でん き ていこう

でんりょく

初校 2020.9.4

でんりょくりょう

でん き  き かいよう ぐ つか かた

こうりゅうでんどう き

ゆうどうでんどう き どう き でんどう き こうりゅうせいりゅう し でんどう き

かいてんすう

きょくすう

でんどう き うご かた

でんどう き かいてんほうこう か かた

ほうほう

かた

かいへい き とりあつか

しゃだん き つか

ちょくりゅうでんどう き

でん き せいぎょそう ち きほんかいろ

せいぎょ

せいぎょ

かいろけい

ろうでん

でん き ぶん や おも ず  き ごう

でんりゅうけい でんあつけい かた

でんりゅうけい

でんあつけい

しょうまつもんだい だい しょう

しょうまつもんだい だい しょう かいとう

ほうほう

再校 2020.9.11

しゅう は すう



三校 2020.9.14

07 目次306 目次2

技能検定 3 級「機械保全」「機械加工」 － 共通学科

41

45

55

59

63

67

71

9 章　火花試験

10章　油圧装置

11章　空気圧装置

12章 密封装置

13章　キー，ピン

14章　伝動部分

15章　弁栓（バルブ）

1. 火花試験の目的と試験器具 〉〉〉 42　　
2. 火花の形と名称および試験条件 〉〉〉 42

1. 油圧装置の基本的構成 〉〉〉 46　
2. サイクル線図 〉〉〉 48　　

1. 空気圧装置の基本 〉〉〉 56　　
2. 空気圧の主なトラブル原因と対策 〉〉〉 57

1. 密封装置の種類 〉〉〉 60　　
2. 密封装置の特徴・用途 〉〉〉 61

1. キーの特徴 〉〉〉 64
2. ピンの特徴 〉〉〉 65

歯車の種類，特徴と用途 〉〉〉 68

1. 弁栓の分類と特徴 〉〉〉 72　　
2. 配管の腐食 〉〉〉 73

CONTENTS

目次 2-33 級技能検定 機械加工・機械保全 共通編

77第３章　電 気 一 般

3.1　電気用語の意味　… 78

3.1.1　電流　… 78

3.1.2　電圧　… 79

3.1.3　電気抵抗　… 80

3.1.4　電力　… 81

2.1.2　非鉄金属材料の種類・成分・使い道　… 38

　（1）アルミニウムとアルミニウム合金　（2）銅と銅合金

　（3）非金属材料　（4）粉末冶金製品

2.2　金属材料の熱処理　… 46

2.2.1　熱処理の方法と効果、応用　… 46

　（1）焼入れ　（2）焼戻し　（3）焼なまし　（4）焼ならし

2.2.2　表面処理　… 50

　（1）塗装　（2）ショットピーニング　（3）湿式めっき　（4）溶射

2.3　材料試験　… 54

2.3.1　金属材料、非金属材料の性質　… 54

　（1）金属の融点　（2）熱膨張　（3）熱伝導　（4）電気抵抗

2.3.2　金属材料試験　… 57

　（1）引張試験　（2）曲げ試験　（3）衝撃試験　（4）硬さ試験

2.3.3　非破壊検査　… 62

章末問題　第２章　… 64

章末問題　第２章　解答　… 70

3.1.5　電力量　… 82

3.1.6　周波数　… 82

3.2　電気機械用具の使い方　… 83

3.2.1　交流電動機　… 83

　（1）誘導電動機　（2）同期電動機　（3）交流整流子電動機

3.2.2　回転数　… 85

3.2.3　極数　… 86

3.2.4　電動機の動かし方　… 87

3.2.5　電動機の回転方向の変え方　… 89

3.2.6　開閉器の取扱の方法　… 91

3.2.7　遮断器の使い方　… 91

3.2.8　直流電動機　… 92

3.3　電気制御装置の基本回路　… 94

3.3.1　シーケンス制御　… 94

3.3.2　フィードバック制御　… 95

3.4　回路計（テスタ）　… 95

3.5　漏電　… 96

3.6　ステッピングモータ　… 96

3.7　電気分野の主な図記号　… 97

3.8　電流計・電圧計のつなぎ方　… 98

3.8.1　電流計　… 98

3.8.2　電圧計　… 98

章末問題　第 3章　… 99

章末問題　第 3章　解答　… 101

ぎ のうけんてい きゅう き かい か こう きょうつうがっ かき かい ほ ぜん

ごうきん

しゅるい せいぶん つか みちひ てつきんぞくざいりょう

どう どうごうきん

ひ きんぞくざいりょう ふんまつ や きんせいひん

きんぞくざいりょう ねつしょ り

ねつしょ り こう か おうよう

やき い やきもど やき やき

ひょうめんしょ り

と そう しっしき

ざいりょう し けん

ようしゃ

きんぞくざいりょう せいしつひ きんぞくざいりょう

きんぞく ゆうてん ねつぼうちょう ねつでんどう でん き ていこう

きんぞくざいりょう し けん

ひっぱり し けん ま し けん しょうげき し けん かた し けん

ひ  は かいけん さ

しょうまつもんだい だい しょう

しょうまつもんだい だい しょう かいとう

だい しょう でん   き   いっ  ぱん

でん き よう ご い  み

でんりゅう

でんあつ

でん き ていこう

でんりょく

初校 2020.9.4

でんりょくりょう

でん き  き かいよう ぐ つか かた

こうりゅうでんどう き

ゆうどうでんどう き どう き でんどう き こうりゅうせいりゅう し でんどう き

かいてんすう

きょくすう

でんどう き うご かた

でんどう き かいてんほうこう か かた

ほうほう

かた

かいへい き とりあつか

しゃだん き つか

ちょくりゅうでんどう き

でん き せいぎょそう ち きほんかいろ

せいぎょ

せいぎょ

かいろけい

ろうでん

でん き ぶん や おも ず  き ごう

でんりゅうけい でんあつけい かた

でんりゅうけい

でんあつけい

しょうまつもんだい だい しょう

しょうまつもんだい だい しょう かいとう

ほうほう

再校 2020.9.11

しゅう は すう



01 本扉

初校 2020.10.29本扉3級技能検定 機械加工 専門編《学科》 



1第 1章　工作機械加工一般
だい しょう

1.1　工作機械の種類　… 2

1.1.1　工作機械一般　… 2

　（1）条件　　（2）いろいろなテーパ

1.1.2　工作機械の種類　… 4

　（1）旋盤　　（2）フライス盤　　（3）ボール盤　　（4）中ぐり盤　　

　（5）研削盤　　（6）立て削り盤（スロッター）　　（7）歯切り盤

1.1.3　数値制御工作機械について　… 18

　（1）方向の表し方　　（2）プログラミング　

　（3）自動工具交換装置（ATC）　　　（4）マシニングセンタ（MC）　

1.2　切削工具と研削砥石　… 21

1.2.1　バイト　… 21

　（1）バイトの種類　　（2）刃先の形

1.2.2　ドリル　… 23

　（1）ドリルの種類

1.2.3　研削砥石　… 24

　（1）砥石の 3つの要素　（2）砥石の研削作用（自生発刃）

1.3　切削油剤　… 25

1.3.1　切削油剤の作用　… 25

　（1）冷却作用　（2）潤滑作用　（3）反溶着作用

　（4）清浄（洗浄）作用

1.3.2　切削油剤の種類　… 26

　（1）不水溶性切削油剤　（2）水溶性切削油剤

1.4　潤滑剤と給油法　… 28

1.4.1　潤滑剤　… 28

技能検定 3 級「機械加工」（普通旋盤作業） － 専門学科
ぎ のうけんてい きゅう ふ つうせんばん さ ぎょうき かい か こう せんもんがっ か

こうさく き かい か こういっぱん

こうさく き かい

こうさくき かいいっぱん

じょうけん

こうさく き かい

しゅるい

しゅるい

せんばん

けんさくばん

すうちせいぎょこうさくきかい

あらわほうこう

じどうこうぐこうかんそうち

かた

せっさくこうぐ けんさくといし

しゅるい はさき かたち

しゅるい

けんさくといし

と  いし ようそ といし けんさくさよう じせいはつじん

せっさくゆざい

せっさくゆざい

れいきゃくさよう

せいじょう せんじょう さよう

せっさくゆざい しゅるい

ふすいようせいせっさくゆざい

じゅんかつざい きゅうゆほう

じゅんかつざい

じゅんかつさよう はんようちゃくさ よう

すいようせいせっさくゆざい

ばん ばん

た けず ばん

なか ばん

は  ぎ ばん

さよう



CONTENTS

　（1）潤滑剤の目的　（2）潤滑剤の種類　（3）潤滑油の選び方

1.4.2　給油法　… 31

　（1）全損式給油法　（2）反復式（回転循環式）給油法

1.5　油圧装置と空気圧装置　… 34

1.5.1　油圧装置（油圧システム）　… 34

　（1）油圧機器　（2）付属機器（アキュムレータ）

1.5.2　空気圧装置　… 43

1.6　ジグ・取付け具　… 44

1.6.1　汎用取付け具　… 44

　（1）旋盤用　（2）ボール盤・フライス盤・マシニングセンタ用

1.6.2　ジグ・取付け具の材料　… 50

1.7　工作と測定　… 51

1.7.1　直接測定と比較測定　… 51

　（1）直接測定　（2）比較測定

1.7.2　測定器具の種類　… 52

　（1）ノギス　（2）マイクロメータ　（3）ダイヤルゲージ　

　（4）ブロックゲージ　（5）サインバー　　（6）オプチカルフラット

1.7.3　測定に影響する条件　… 59

　（1）温度　（2）弾性変形　（3）測定子の角度

1.8　品質管理　… 60

1.8.1　品質管理の基本　… 60

1.8.2　品質管理の仕方 ― QC 七つ道具　… 60

1.8.3　検査　… 64

　（1）検査の性質からの分類　（2）検査の方法からの分類

じゅんかつざい

きゅうゆほう

ぜんそんしききゅうゆほう

ゆあつそうち

ゆあつそうち

くうきあつそうち

ゆあつ き き

はんようとりつ

とりつ

とりつ

せんばんよう

ちょくせつそくてい

こうさく

ちょくせつそくてい

そくていき ぐ

おんど

そくてい

ひんしつかんり

ひんしつかんり

ひんしつかんり

けんさ

けんさ

もくてき じゅんかつざい しゅるい

はんぷくしき かいてんじゅんかんしき きゅうゆほう

じゅんかつゆ えら かた

くうきあつそうち

ゆあつ

ふぞく き き

ぐ

ぐ

ばん ばん よう

そくてい

ひ かくそくてい

ぐ ざいりょう

ひ かくそくてい

しゅるい

えいきょう じょうけん

だんせいへんけい そくていし かくど

きほん

しかた なな どうぐ

せいしつ ほうほうけんさぶんるい ぶんるい



技能検定 3 級「機械加工」（普通旋盤作業） － 専門学科
ぎ のうけんてい きゅう ふ つうせんばん さ ぎょうき かい か こう せんもんがっ か

章末問題　第 1 章　… 66

章末問題　第 1 章　解答　… 76

81第 2章　機械要素

2.1　機械の構成要素の種類　… 82

2.1.1　ねじ　… 82

　（1）ねじの各部の名前 ― メートル並目ねじ　

　（2）ねじ用語の意味 ― リードとピッチ　（3）ねじの種類

2.1.2　歯車　… 84

　（1）歯車各部の名前　（2）歯車用語の意味　（3）歯車の種類

章末問題　第 2章　… 89

章末問題　第 2章　解答　… 91

だい しょう

93第 3章　機械工作法

3.1　仕上げ作業　… 94

3.1.1　けがき作業　… 94

　（1）けがき作業用工具と塗料　（2）一番けがきと二番けがき

3.1.2　やすり作業　… 97

3.1.3　切断作業 ― ハンドハクソー（弓のこ）　… 98

3.1.4　リーマ　… 99

　（1）リーマの種類　（2）作業条件

だい しょう

しょうまつもんだい

しょうまつもんだい だい

きかい

しょう

ようご

しゅるい

かくぶ

はぐるま

しょうまつもんだい

はぐるま

だいしょうまつもんだい しょう かいとう

さぎょう

さぎょうようこうぐ

せつだんさ ぎょう

にばんとりょう

しゅるい さ ぎょうじょうけん

し  あ さぎょう

なまえ なみめ

い  み しゅるい

なまえ はぐるまようご い  み はぐるま しゅるい

だい しょう

かくぶ

こうせいようそ

いちばん

さぎょう

ゆみ

き かいこうさくほう

だい しょう

かいとう

き かいよう そ



CONTENTS

3.1.5　きさげ　… 100

3.2　その他の工作法　… 101

3.2.1　鋳造　… 101

　（1）鋳造の基礎　（2）鋳造の種類

3.2.2　鍛造　… 103

　（1）鍛造の基礎　（2）熱間鍛造と冷間鍛造

3.2.3　溶接　… 104

　（1）酸素・アセチレン溶接（ガス溶接）　（2）アーク溶接　

　（3）抵抗溶接　

章末問題　第 3章　… 106

章末問題　第 3章　解答　… 108

109第 4章　材料力学

4.1　荷重、応力とひずみ　… 110

4.1.1　静荷重、動荷重　… 110

4.1.2　応力とひずみの関係　… 110

　（1）応力―ひずみ線図　（2）弾性係数　（3）許容応力と安全率

　（4）金属の疲労

章末問題　第 4章　… 115

章末問題　第 4章　解答　… 117

だい しょう

こうさくほうた

ちゅうぞう

たんぞう

ちゅうぞう

ようせつ

たんぞう

ていこうようせつ

さんそ

しょうまつもんだい

しょうまつもんだい

しょうだい かいとう

か じゅう

きんぞく

おうりょく

しょうまつもんだい

だいしょうまつもんだい かいとうしょう

おうりょく

せいかじゅう

き  そ ちゅうぞう しゅるい

ようせつ ようせつ ようせつ

き  そ ねっかんたんぞう れいかんたんぞう

だい しょう

だい しょう

どうかじゅう

だんせいけいすう きょようおうりょく あんぜんりつ

おうりょく

かんけい

せんず

ひろう

ざいりょうりきがく



119第 5章　製 図

5.1　寸法補助記号　… 120

5.2　はめあい　… 122

5.3　幾何公差の種類とその図記号　… 123

5.4　幾何公差の表し方　… 124

だい しょう

127第 6章　旋盤加工法

6.1　旋盤のしくみと主な旋盤加工　… 128

6.1.1　旋盤のしくみ　… 128

　（１）主軸台　（２）心押し台　（３）往復台　（４）ベッド

6.1.2　主な旋盤加工　… 132

　（１）円筒削り（外丸削り）　（２）端面削り　（３）テーパ削り　

　（４）穴あけ　（５）ねじ切り

6.2　旋盤用切削工具の種類と用途　… 134

6.2.1　切削工具材料　… 134

　（１）炭素工具鋼・合金工具鋼・高速度工具鋼　　（２）超硬合金工具

　（３）コーティング超硬合金　（４）セラミックス　（５）サーメット　

　（６）ダイヤモンド　（７）超高圧焼結工具

6.2.2　バイト　… 141

　（１）バイトのしくみ（構造）と各部の名称　　（２）バイトの諸角

　（３）バイトの種類　

6.2.3　ドリル　… 146

　（１）センタ穴ドリル　（２）ドリル

だい しょう

すんぽうほじょきごう

せんばんかこう

き  かこう さ ず  きごう

き  かこう さ かたあらわ

せんばん

せんばん

おも

しゅじくだい

あな

えんとうけず

せんばんようせっさくこうぐ

せっさくこうぐざいりょう

ちょうこうごうきん

ちょうこうあつしょうけつこうぐ

しょかくかくぶ めいしょう

しゅるい

こうぞう

ごうきんこうぐこうたんそこうぐこう

しゅるい

こうそくどこうぐこう ちょうこうごうきんこうぐ

しゅるい ようと

き

そとまるけず たんめんけず けず

しんお だい おうふくだい

おも せんばんかこう

せい   ず

せんばん か こうほう

技能検定 3 級「機械加工」（普通旋盤作業） － 専門学科
ぎ のうけんてい きゅう ふ つうせんばん さ ぎょうき かい か こう せんもんがっ か

あな



CONTENTS

6.2.4　リーマ　… 149

6.2.5　ねじ切り用工具　… 149

（1）タップ　（2）ダイス

6.3　切削加工　… 151

6.3.1　切削形態と切削条件　… 151

（1）主運動と切削速度　（2）送り運動と送り

6.3.2　切削と切りくず生成　… 155

（1）切りくずの形態　（2）切りくず処理―チップブレーカ

6.3.4　切削抵抗　… 158

（1）切削抵抗の３分力　（2）切削抵抗を変化させる要素

6.3.5　構成刃先　… 160

6.3.6　切削工具の損耗　… 161

（1）工具の損耗原因　（2）工具の摩耗形態

章末問題　第 6章　… 164

章末問題　第 6章　解答　… 171

ようこうぐき

せっさくじょうけんせっさくけいたい

せっさくかこう

せっさく

しゅうんどう

けいたいき

ぶんりょくせっさくていこう

こうぐ

せっさくこうぐ

こうぐ まもうけいたいそんもうげんいん

そんもう

こうせいはさき

せっさくていこう へんか ようそ

せっさくていこう

しょり

せいせいき

き

おくうんどうおくせっさくそくど

しょうまつもんだい

だいしょうまつもんだい かいとうしょう

だい しょう


	D54－D55 共通　扉　目次.pdf
	D-55.pdf



