山形県立米沢工業高等学校
平成 28 年度 全校課題研究発表会 要旨

鍛造による包丁製作
機械生産類
指導者
村山禎一
研究者 3 年金子正紀 松岡哲平 香田竜人
近野智琉 中川祐斗 土田拓人
川村聡太
1．はじめに
修学旅行で日本の伝統ある包丁を見る機会が
あった。今まであまり興味を持つことは無かっ
たが、改めてそのすばらしさを知り、製作工程
や仕上げるまでの大変さを体験したいと思いこ
のテーマを選定した。
また、自分自身で製作した包丁で料理をし、
切れ味や扱い易さなどを検証すると共に、おい
しく料理を食べてもらうことによって人に役立
つ研究にしたいと思った。
2．研究の概要
1)進め方
・鍛造の基本練習
鍛造の基本を習得するために文鎮や切り
出しナイフを製作した。加工温度、加工工
程、熱処理、研ぎなど、体験を通して理解
すると共に技術を習得した。
・包丁の製作
各自、どんな料理にどのように使うのか、
そのために必要なことは何なのか、明確な
目的を持って製作を進めた。
2)包丁製作
・鍛接
地鉄と鋼の形を整え、間に鍛接材を付け
る。炉の中で約８３０℃位まで熱し、一気
に打ち合わせて刃物の原形を打ち出す。
・荒延ばし、鍛造
鍛接した刃物の原形を再び炉の中で熱し
て寸法に合わせて大まかな形と厚さに整え
る。
・型ずり
必要な寸法より大きく伸ばした刃物をグ
ラインダーなどの切削工具を使い、刃物の
形へと形を整えていく。
・焼き入れ
熱した皮物を水や油の中に入れ、急冷さ
せ鋼を硬化させ、切れ味が維持する刃物に
する。焼き入れ温度は８６０℃にする。

・歪み取り
焼入れの際、鋼の収縮で生じる歪みを銅の小
槌などで叩きながら丁寧に修正していく。
・刃付け
鉄工やすりで丁寧に刃を出していく。その際、
焼入れで出来た黒皮も落とす。
・研磨
刃物の表面に切削痕が残っていると目に見え
ないゴミが溜まったり、水分が残り錆びやすく
不衛生になってしまうため、鏡面に近い状態ま
で研磨する。
・柄付け
角材から切り出し、カンナやヤスリで形を整
え自分の製作した刃物に合うように加工する。
3.まとめ
初めは、なかなか
真っ直ぐに伸ばす
ことができなかっ
たが、回を重ねる毎
により上達した。
完成イメージを頭
の中に浮かべ、製作
する事でより良い製品に仕上げる事が出来た。柄
部分を角材から切り出し、カンナややすりで形を
整え自分の製作した包丁に合う柄を作る事ができ
た。
料理をするときなどに何気なく使用している包
丁が、いかに苦労して作られているのかが身にし
みて経験できました。また、自分自身で製作した
包丁で食材を
切って、綺麗に
切れたことに、
とても感動し
た。
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平成 29 年度南東北インターハイソフトボール競技 BSO カウント表示板製作
電気情報類 電気コース・意匠コース
指導者 佐藤 忠博
研究者 3 年 1 組 大友 順平 中村 琴美
3 年 2 組 漆山 綾真 金子 達哉
佐藤 諒彦 佐藤 裕太 渡邉 千紘
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1．はじめに
山形県全国高校総体推進室から平成２９年度南
東北インターハイ時に活用する「ソフトボール競
技 BSO カウント表示板」製作の依頼を受け、電気・
制御の知識を生かし、手作り BSO カウント表示板
を作ることになった。
また、構想期間を使って米工ソフトボール部用
の手動 BSO 表示板も製作することにした。
2．研究の概要
【ソフトボール部用手動 BSO 表示板製作】

設計図
ⅠBSO 移動カウント板金加工
表示板内部で BSO それぞれの穴を移動する板金
をシャーリングで切断し、スライドさせるときに
持つ取っ手部分を糸のこで切断した。
ⅡBSO 本体の加工
ベニヤ板を寸法どおりに切断し、BSO の色のつ
いた板金を見せる穴を７つあける。
Ⅲ塗装作業
BSO 移動板金、本体を油性ペンキで塗った。
Ⅳ移動穴空け作業と板金取り付け
BSO 移動板金をスライドさせるための取っ手が
移動する穴をドリルとジグソーを使ってあけ、組
立、修正し、最後にアルミフレームを付け完成。

【完成】

【南東北インターハイソフトボール競用
BSO 表示板・操作盤製作】
Ⅰ操作盤製作
□使用した照光押しボタンスイッチ
突形白熱球オルタネイト形 AC100/110V
ⅰ配線作業
BSO７個のスイッチを連結し端子につなぐ。
ⅱ仮操作盤製作
ベニヤ板を使い、仮の操作盤を作成した。
ⅲ組立
スイッチとハーネスを接続操作盤に取付け。
Ⅱ操作盤～表示板 【中継ケーブルの検討】
150m の中継ケーブルを決めるため 1 本の線に
どれだけの電流が流れるか実験した。ランプ 1
個当たり 110 ボルト 88 ミリアンペア流れる事が
分かり、7 本分に換算しても 0,616 アンペアし
か流れず、充分細いケーブルでも対応できるこ
とが分かった。
以上の実験結果から
実験値
中継ケーブルは 10 芯で
1本あたり
0.088A 細くて軽い VCTF1.25 を
7本分 0.088×7=0.616A
使用。
表示部ー操作部中継ケーブル（150ｍ）
ケーブル 芯数 外径 [ｍｍ] 許容電流[Ａ] 概算質量[㎏/km]
235
VCTF 1.25 10C
12.7
6.4

Ⅲ表示板製作・組立
ベニヤ板を使い、仮の表示板本体を作成した。
ドリルとジグソーを使い BSO の穴を開け、塗装
した。スイッチ側からケーブルへ、LED ランプ
側からケーブルへそれぞれ端子台に接続し完成。
3.まとめ
7 人それぞれの得意分野を生かし、手動 BSO
とインターハイ用 BSO 表示板の電気制御まわ
りを完成させることができた。想像以上に手間
がかかり、設計通りにものを作る難しさを改め
て実感した。
LED は予想以上に省電力で輝度も高かった。
後輩には最終的な完成・ソフトボール場設置ま
でがんばってもらいたい。期待してます。
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環境土木への応用「コケ植物による環境緑化づくり」
建設環境類 土木コース 土木材料班
指導者 白石栄治
研究者 １組 佐藤和徳 １組 遠藤直哉 ２組 竹田紅音
２組 長岡なお美 ２組 秋生直之 ２組 坂野瑞樹
２組 伊藤晃生
1．はじめに
20 世紀後半の 1980 年代には、温暖化やオゾン
層破壊など地球規模の環境問題がはっきりと現れ
るようになりました。温暖化は、人々が石油や石
炭などの化石燃料を大量に消費するなどして、二
酸化炭素などの温室効果ガスを大気中に大量に放
出したために生じつつある環境問題です。温暖化
を止めるには、原因である温室効果ガスの排出量
を削減することが重要です。 地球温暖化は、環境
問題の中でももっとも解決が難しい問題の 1 つで
す。それは、エネルギーを使う人間活動のほとん
どすべてが原因となっているからです
この環境問題に、緑化の観点から「気温を緑で
冷やす緑化技術を探る」研究をします。
2．研究の概要
①温室効果ガスが人間及ぼす影響は図りしれない。
温暖化は、簡単には改善できないが、森林の多い
日本ならではの環境づくりが「緑化」であると考
えて研究テーマを模索する。
②個別に「調べ学習」を通じて緑化技術について
３点の研究テーマを抽出。この中から「コケ植物」
が気温を下げることに焦点をあてる。
③コケの特性や種類を学校周辺で観察しながら、
緑化に最適なコケを探す。コケ植物は、日陰に育
つコケと日差しの当たる場所を好むコケがあり、
水分を吸収して育つため、土の養分がなくても日
光があれば育つ。乾燥しても、仮死状態になり、
水分を吸うことでまた、コケが成長できる。
これらコケの種類や特性・育成ポイントを調べる。
④コケを活用している緑化技術を調べながら、ア
スファルト舗装面にコケマットを敷設して生育さ
せるため、下地部分の透水について研究する。
アスファルト実習は初めての経験のため、学校
内の補修も兼ね骨材の配合や練りまぜ、粒度によ
る透水性能をチェックして、アスファルト舗装面
に施工可能な骨材の粒度を調べる。
（透水性がある
下層路盤に施工される配合がよいと判断できた。）
⑤コケは、どの程度水分を吸収膨張するか？
乾燥した３種類のコケを使い２時間水に浸けて実

験する。
（ハイコケが８６％の水分を吸収して膨張
した。緑化にはハイコケが有効である。
）

⑥これまで研究した内容を確認のするため、モス
山形（山形市）の企業訪問を実施する。
企業が取り組んできたコケ事業の経過を通して
コケ緑化技術を理解することが目的です。
農地を買取り土の入れ替えをして、畝（うね）
を作り、コケを植え農地を有効活用してコケの生
産から加工販売・施工管理する様子を見学する。
コケ緑化技術を、利用拡大するためにはコケの
育成に２年を要するため、生産部分が課題である。

※癒しのイメージで製作「繭玉コケボール」
３まとめ
コケ植物の特性やメカニズム・コケを活用する
方法を理解することで、今まで特に気にも留めて
いなかったコケ植物の持つパワーに感動した。
施工技術では、コケを用いて不織布に敷き詰め糸
で縫いつけたコケマットをアスファルトの舗装面
（通路以外）や道路の中央分離帯に施工可能。
コケには雑草が繁殖せずメンテナンスもあまりか
からない。透水性があり軽い、厚さの薄いアスフ
ァルトの舗装面に有効な活用ができるすばらしい
緑化資材である。今後は、コケの生産と施工技術・
メンテナンス管理・経費などが課題です
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３Ｄプリンタによる義手製作
機械生産類
指導者 大久保 勝典
研究者 3 年 嶋貫涼太 3 年 齋藤翔哉
3 年 金子海斗 3 年 重野慧大
１．はじめに
現在も発展しつつある３Ｄプリンタを使って人
の役に立つものを作りたいと思った。そしてその
技術を学び、実際に作ることで技術力の高さを実
感し技術を習得できるように取り組んだ。
２．研究の概要
① 駅ファブについて
山形大学工学部ライフ３Ｄプリンタ創成センタ
ーが、米沢駅２Ｆに最新の３Ｄプリンタなどのデ
ジタル工作機器を一般に利用できる施設である。
ファブスペースが駅舎内にできるのは日本初の試
みである。
② ３Ｄプリンタとは
３Ｄプリンタとは、立体物を表すデータを元に
樹脂などを加工して造形する装置のひとつ。旧来
のプリンタは、デジタルデータに基づいて紙など
の平面上にインクを吐出して文字や図形を印刷す
る。これに対して３Ｄプリンタは、空間に樹脂な
どを何層にも積み重ね、デジタルデータを立体造
形物として実体化・可視化できるするための装置。
また、そのようにして立体物を造形することを３
Ｄプリント、３Ｄプリンティングなどと言う。
③ 学校での製作
1)データの取出し
インターネットから義手のデータをＵＳＢ
に保存する。
2)データの書き出し
ＵＳＢに保存したデータを XYZwear を使い
出力したい大きさ、積層の厚さなどを設定し
書き出す。
3)３Ｄプリンタで出力する。
書き出したデータを３Ｄプリンタに読み込
ませ、出力して部品を作る。
4)部品の組み立て
出力した部品をヤスリなどで削り、組立図
をもとに組み立てる。
5)３Ｄプリンタのメリット・デメリット
メリット
企業での試作品・テストパーツ・治具が

低コストで容易に作れるようになった。
個人で使う場合にも、自分の欲しいもの作りた
いものが形になる。
デメリット
知識や技術がないとデータを作成できない。
プリントに時間がかかる。
動作トラブル、造形不良が発生しやすい。
素材を組み合わせることができない。
彩色ができない(素材の色そのもの)。

３．まとめ
今回３Ｄプリンタによる義手製作を通して、作
った部品を組み立てて義手の形まで作ることがで
きたが、作業の途中積層が割れたり、３Ｄプリン
タが停止してしまうなどの問題があり計画通りに
進まずモーターで動かすという最終目標まで至ら
なかった。必要な部品を調達するまで時間がかか
ってしまい完成が遅れたので早く注文すればよか
ったと思う。また後輩たちには３Ｄプリンタを使
った製作をぜひしてもらいたいと思う。今後の課
題としては、造形不良が多発し、エラーが発生す
ることが多いので、プリンタ内を確認できる小型
のカメラを設置するなどして自動的な復旧ができ
るようになればいいと思う。
参考文献
www.ricoh.co.jp/3dp/what/
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エレクトロニクスバリアフリー
電

1．はじめに
健常者と障がいを持った人との間に存在する
境界（バリア）をなくすためには、どうしたら
よいかを考えていく。
まずは自分たちが学んでいる電気のことを活
かして、改善できるところを考え、本校をより
快適にすることを考える。
将来的にこの研究を発展させて老若男女、田
舎と都会などの間にある差をなくし、より住み
やすい街づくりに貢献したい。
2．研究の概要
調査をしている中で、来校者に対する対応をし
てみてはどうかということになった。
（１階が玄関入口で、２階が事務室受付のため、
初めて来た人にはわかりにくい）
【コンセプト】
・音声による案内と光での誘導
【使用したもの】
・音声再生キット
・人感センサ（赤外線）
・LED ライト
・虫眼鏡
【作業①】～調査～
・来客者の動線を確認する
・取り付け位置の寸法を測る
・音声の内容を確認する
・光を照射する方法を調べる
【作業②】
・光が矢印の形で遠くに飛ぶように筒を作る
・筒に LED ライトを取り付ける
・音声再生キットを製作する
・音声を録音する
・ライト、人感センサ、音声再生器の配線
・コンクリート壁面、ガラスへ取り付ける

気 情 報 類
指導者 金子 豊
研究者 3 年 高崎 輝 3 年 石川 岳
3 年 黄木悠斗 3 年 篠沢琢磨
3 年 新見沙菜 3 年 米山歩美

【研究成果】
完成品を正面玄関の内側の壁面に取付け、来客
者に人感センサが反応し、音声案内が流れ、床面
に誘導矢印が表示されるようにした。
音声案内キットは乾電池駆動であったが、交流
電源に対応するように付け替えた。人感センサを
使用することで、省エネになった。

3．まとめ
日頃、学習していることを活かして学校に貢献
出来るものを残すことができたので良かった。
しかし、この装置が来校者にとって使いやすい
ものかどうかは検証が必要である。
製作を進めるに当たり、光の強さが足りない、
人感センサの感度の調整が難しく、来客者の人以
外にも簡単に反応してしまう、ハンダ付け不良で
基板を壊してしまったなどの問題点もあった。感
度の調整は、人感センサに適切な大きさのカバー
を被せるなどで調整することができた。しかしラ
イトの光の強さに関しては、金銭面や用途の関係
で適切なライトが選定できなかったことから改善
することができなかった。
また使用する中で、来客の方が帰る際にも「あ
りがとうございました」などの対応があったほう
が良いという指摘を頂いた。しかし入校者と退校
者の分別が非常に難しいのが現実であった。来年
度以降このテーマを続けるのであれば、課題をぜ
ひ改善し、より完成度の高い装置を作ってほしい。
また障がい全般については、時間的なものもあ
って、詳しく調べることができなかったので残念
である。深く調べてバリアフリーを成し遂げても
らいたい。
参考資料
秋月電子通用 録音再生ボイスキット
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先人の宝を後世に伝える「南部邸の実測調査と図面化への挑戦」
建設環境類 建築コース
指導者 白石 信也
研究者
１組 後藤 星琉
１組 佐藤 堅伍
１組 佐藤 瑠香
１組 高橋 大輝
1．はじめに
上杉家二代目藩主、上杉景勝は、関ヶ原の合戦
に敗れ、１６０１（慶長６）年に会津若松から６
０００名とも言われる家臣を引き連れ米沢に移封
される。
城下に収容しきれない下級家臣団とその家族は
城下郊外に原野を開拓させ自給自足の生活をさせ
ることになる。また、城下に通じる主要道路の防
備と水利管理を兼ねており半士半農の生活であっ
た。道路に面した屋敷まわりには武家屋敷に見ら
れる土塀や板塀の代用として石垣やウコギの生垣
を設けている。この一帯は旧武家住宅成立の歴史
的景観をとどめていたが、生活環境の変化ととも
に茅葺き屋根住居は解体され現存するものは僅か
である。
2．研究の概要
米 沢 市 芳泉町の南部邸を調査する前に、米沢や
武家屋敷の歴史を学ぶことから始めた。
調査するときに必要となる道具の使い方や、野
帳の書き方などを教室や図書館などで練習した。
先生に南部邸の写真を撮ってきてもらい、野帳
を書き、調査に行く準備をした。
その後、南部邸に行きコンベックスや差し金で住
居の外回りと内部を詳細に実測調査し、寸法を野
帳に記した。
図面化には、ＪＷＣＡＤを使用した。効率よく
図面化をするため担当箇所を最小限にし統合一体
化して一つの図面とした。配置図、平面図、立面
図、展開図を作成した。
また、細部にわたり写真撮影を行い、図面作成
時の資料として利用したほか解説を入れた写真集
を製作しＤＶＤに図面とともに収録した。
3．まとめ
多くの地域の方々のお陰で南部邸の実測調査を
することができた。茅葺き屋根と囲炉裏の関係を
はじめ昔の住まいの在り方や使われ方、工夫など
を知ることができた。
また、武家の時代だったので、ウコギの生垣な
ど有事の際に対処することを念頭に置いた作りや
格式に重きを置いた間取り構成になっていること
など、さまざまな面で武士としての誇りを持ち続

調査研究班
那須
学
１組
２組
２組
２組

高橋
安藤
猪野
岩瀬

萌恵
和輝
良輝
恒大

２組
２組
２組
２組

大場 由葵
小田 愛佳
菅野 智暁
手塚
翼

けるための知恵や工夫を学ぶことができた。
南部邸は取り壊されてしまうかも知れないが、今
回私たちが調べた南部邸の姿や歴史的背景などを
後世に伝えるとともに、これからの建築に少しで
も参考になれば幸いです。
○感想
１ 南部邸が取り壊されることは非常に残念に
思うが、この実測調査で学んだことを違った形
で残しておくことができて嬉しかった。ただ単
に古いだけではなく、古いものにもいいところ
がたくさんあって、この武家屋敷がなければ今
の住宅の形式はなかったかもしれない。この調
査班のみんなで学ぶことができて良かった。
２ 初めて茅葺屋根の家に入って、今の生活は
とても恵まれているなと感じた。改めて今の生
活ができていることに感謝したいと思えた。今
回貴重な体験ができて良かった。
３ 南部邸を調査し、今より道具が少ない中で
建物を建てる昔の人の工夫を知ることができた。
また、南部邸の歴史を資料に残すことができて
良かった。

参考文献
伝統的建造物群保存対策調査報告書
（米沢市教育委員会）
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山形県立米沢工業高等学校
平成 28 年度 全校課題研究発表会 要旨

挑戦！技能五輪全国大会
建設環境類 建築コース 大工施工班
指導者 田中知宏
研究者 3 年 川村沙音里 3 年 佐藤 新
1．はじめに
技能五輪全国大会への挑戦
①技能五輪を通して大工技術の向上に努める。
②全国のプロの技術を知る機会にする。

3．まとめ
（１）結論
①今年度は２年に１度の国際大会につながる大会
で課題の難度も高く、参加選手の多くが苦戦し十
名近くの選手が未完成に終わる大会となった。多
少のミスはあったが、これまでの練習の成果を発
揮して時間内に完成させることができた。入賞は
ならなかったが、プロの大工職人と同じ舞台で戦
えたことは大きな刺激となった。
②大工という仕事の大変さ・物事に取り組む姿勢
等、とても貴重な経験をすることができた。

山形県選手団結団式

開会式 山形県総合運動公園
2．大会概要
①日
時 平成２８年１０月２１日～２４日
②場
所 開会式：
「山形県総合運動公園」
競 技：
「寒河江市市民体育館」
③参 加 者 ２３歳以下の都道府県代表者８６名
④課
題 「ひし屋形小屋組」の製作
⑤競技時間 １１時間４５分
⑥支給材料 「スプルス」上小無節材
⑦作業内容 現寸図、削り、墨付け、加工、組立

（２）反省、考察
①大会への挑戦により、大工の仕事の大変さや技
術を学ぶことができた。
②道具の仕込みなど、ものづくりの「心」を学ぶ
ことができたので、将来の仕事に生かしたい。
③物事に取り組む時の協力者の有難さを実感する
ことができ、支えてくれる方々への「感謝の気持
ち」を学ぶことができた。
④多くの方の協力により、大会へ出場することが
できました。本当にありがとうございました。

川村沙音里 作品

特別発表

佐藤 新 作品

山形県立米沢工業高等学校
平成 28 年度 全校課題研究発表会 要旨

Raspberry Pi を活用したモノづくり（IoT から学んだこと）
山形県立米沢工業高等学校 専攻科
指導者 岩松 秀憲
鈴木 貴彦 先生 （山形大学工学部）
研究者 1 年 丹野 一樹、松本 英大、
三瓶 尚幸
鈴木 大斗、我妻 真希
1．はじめに
今のパソコンやスマホなどの情報通信機に限ら
ず、すべての「モノ」がインターネットと繋がる
「 IoT （ Internet of
Things）＜モノのイン
ターネット＞」時代が
到来し、モノづくりに
新たな潮流が押し寄
せ、私たちを取り巻く
社会環境が変化しつ
参照：インターネットより
つあります。
私たちは専攻科での学習を通じてそのことを知
り、超小型コンピューター「Raspberry Pi」を使
い「世の中で使えそうなモノを作る」をテーマに、
山形大学工学部の鈴木先生のご指導の下、高度な
技術を教えていただきながら、二つの視点から実
際にモノを作り、その活動を通じて実践的に IoT
の学習を行いました。

Raspberry Pi

IT

Things
参照：インターネットより

2．研究の概要
（１）「誰にでも利用できる！加速度センサを使
った安否確認システム」
人は寝ているときに必ず寝返りをして動いてい
ます。これを高齢者の安否確認に生かすことがで
きないかと考えました。プログラムで、ある程度
の時間寝返りをしなければ、センサで「異常」と
捉え、カメラで写真を撮りGmailで家族の方に送っ
て知らせることや、導光板や圧電ブザーを取り付
け、周りの人に伝えることができないかと考えま
した。

寝返りをセンサで確認することができれば、常
に人の目で確認しなくてもよくなり、家族や介護、
病院での負担が軽減されると思います。
（２）
「ポータブルスマートディスペンサー」
現代の日本は「ストレス社会」と言われていま
す。このような時代をバランス良く生きるために、
観葉植物を育てている人が多いのではないでしょ
うか。植物を育成するには、光の他に必ず水や栄
養分を与えなくては育ちません。そこで、私たち
は、栽培者の負担を軽減できるモノができないか
と考えました。それが、水や栄養分を自動に供給
でき、スマホやタブレット媒体を使い、装置の稼
働の設定を、インターネットを通じて遠隔操作を
行えるディスペンサー（定量噴霧器）を考えまし
た。ディスペンサーは、市販のポンプ式スプレー
を活用するため、安価に入手でき、容器が半透明
であるため、内容物の色合いを目視できるなどの
利点があります。また、粘性の低い液体であれば
充填可能なため、今後、いろいろな用途が考えら
れます。
3．まとめ
Raspberry Pi を利用したモノの制御やインター
ネットの活用方法、デザイン思考を活用した「コ
トづくりからモノづくり」について、実学を通じ
て学ぶことができました。今後は製作したものを
ベースに、他の活用方法も検証して行きたいです。
また、今回の研究を通じて、終始、山形大学工学
部の鈴木先生頼りになってしまい、
「何を、どのよ
うに進めて行けばいいのか」を意識し、段取りや、
スケジュール設定をしっかり立案し、作業を進め
ていくことが如何に重要であるかということも学
習できました。
参考文献
interface 2008 年 8 月、12 月号
RaspberryPi で学ぶ電子工作 作 金丸隆志

専攻科 発表

