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教育支援

複雑な板金展開図は日本伝統の折り紙技術と相通ずるとこ
ろがあります。折り紙技術は実用面への応用も進んでおり、
折る角度や位置を工夫することで、人工衛星の太陽電池パ
ネルにも使われ宇宙空間での伸縮実験にも成功しています。

このように折り紙はアイデア次第でいろいろなものが作れ、
これを金属薄板の折り曲げ（メタクラフト）に応用することで、
ものづくりを通し学生の技術的・芸術的センスを磨き感性を育
む教育を目指しています。

ファイバレーザ加工機

～金属薄板の高速微細精密切断加工システム～

最先端技術加工機のファイバレーザ加工機は、金属薄板の
高速切断を実現しています。マーキングも可能で、オリジナ
ルのキーホルダーや金属で折り紙も作れます。

折り目

金属薄板

ピアシング
穴径60μm

折り紙

函館高専マスコット
ベンゼン君

切断加工 3D折り曲げ

<折り曲げ例>
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板金加工には、切断、折り曲げ、溶接などがあります。コン
ピュータ数値制御（NC加工）による自動化された最先端技術

加工機を利用して、高度な板金加工製作が容易にできます。
製作例のペン立て、ブックエンド以外に、アイディアを膨らま
せて、オリジナルの板金製作物を作ってみませんか？

高精度の板金加工
～切断、曲げ、溶接加工による “ものづくり”～

最先端技術加工機の①シャーリングマシン、②プレスブレー
キ、③スポット溶接機により、金属板の切断、折り曲げ、溶接
までの一貫した板金加工が可能です。

製作例
ブックエンド

ペン立て
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上図の溶接試験片以外にも、自動車部品、遺跡から出土し
た土器、古銭などの遺物品の透視検査もおこなっています。
これらのX線照射による検査は、物体を壊さないで検査す

るので非破壊検査と云います。

物体の内部を透視する

～X線照射TVシステム～

X線照射TVシステムは、物体の内部を透視して鮮明に観察

することができます。溶接金属は外観が良くても内部に欠陥
きずがある場合があります。

白い斑点が
欠陥きず

溶接部

X線装置
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電気・電子回路作製

プログラム作成・基板製作

こんなことが出来たら便利だなと思ったら、
初めの一歩をサポートします。
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粘性土のフォールコーンによる
コンシステンシー限界測定

粘土の“ボロボロ”“ネバネバ”“ドロドロ”になる境界の水の量
（液性・塑性限界）をフォールコーン試験機で同時に測定。

試料を加水
して練り返し、
容器に密に
詰めて表面
を平滑にし
ます。

詰めた試料中央表面にコーンの
先端を接触させ、5秒間自由落下
させ、貫入量を測定し、含水比を
測る。水加してこれを繰返し、貫
入量の測定範囲4mm～10mmを
目指します。

○ コンシステンシー限界
＝アッターベルグ限界

○ 細粒土に含まれる水の
状態変化

液体・塑性体・半固体・固体
に性状が変化する境界の含水
比と定義。

両対数紙上へ直線の適合

フォールコーン試験で得ら

れた含水比ｗと貫入量ｐ

の値から、両対数紙上に

直線を適合して求めます。

土のコンシステンシー限界とは
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直径0.03～0.3㎜の真ちゅう製ワイヤーと加工

物に電気を流し、数千度の高温を発生させ非
接触で溶かして切断します。
0.01mm単位の精度での加工ができます。

ワイヤーカット放電加工機
～複雑な形状の高精度加工ができる！～

刃物による切削と違い加工物の硬さに関係なく、導電体（電
気を通す材料）であれば加工ができます。
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ネットワークの仕組みを知ろう！

～世の中はネットワークでつながっている～

今現在、パソコンのみならず携帯電話、タブレットを通して世
界中「ネットワーク」でつながっています。その「ネットワーク」
は、どのような仕組みやルールで作られているのだろう？

ネットワークの仕組みを学べば、自分の家に小規模ネット
ワークを構築することも可能になります。
いざチャレンジしてみよう。

ネットワークは様々な
機器でつくられるよ

シミュレータでも手軽に
学習できます

自分でLANケーブルを
作ることも可能
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電子顕微鏡を使って、いろいろな
物質の観察をしてみませんか？
どんな元素からできているのかも
調べることもできますよ。

物質の観察と分析

こういう像が
見られます
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金属の旋盤加工

～鉄だって形を変えられる～

身の回りに金属でできた製品はいろいろありますね。
例えば、ねじ、軸、つまみ、歯車等‥‥。

かたい金属だって削って形を作れます。

独楽

過去の製作品の例

例えば丸い棒を
こんな形に

ＣＮＣ旋盤で…、 あるいは普通旋盤で…、

機械部品
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3Dプリンタの登場で今まで難しかったこと、出来なかったこ
とが出来るようになりました。月の砂で月面基地をつくる？3D
プリンタから料理が出てくる？ 3Dプリンタはまだまだ可能性
があります。

3Dプリンタで“ものづくり”をサポート！

話題の3Dプリンタでアイデアをカタチに！
技術や技能が不足していても大丈夫です。3Dプリンタがあれ
ば、制約の少ない自由な発想で“ものづくり”ができます。
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マイコンで動かしてみよう！

～身近なものにマイコンは入っているよ～

町中にある『文字が動く看板』のパターンは、どうやって考え
られているのか？マイコンボードを使って「文字」や、「出現パ
ターン」やその速さを自分で考えて作ってみよう！

H E L L O

H E L L O

H E L

H

たとえば・・・
『HELLO』が、右から左へ移動する動きです。

L L O

自分で、どのように動作させるかを考えることがポイント
です。文字を点滅させたりすることも可能です。表示結果を
見ながら納得いくまで、何回でも調整することができます。

O

マイコンボード ND80

パソコンから、こ
のボードへプログ
ラムを転送して動
かします。
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創造工房は、学内のものづくりの場として設けられた作業室です。
さまざまな道具・部品を使って、思い思いのものを作ることができます。

材料加工や電子工作、木工工作などができ、自由な創造の場として用
いられています。

創造工房の紹介
～誰でも利用できる作業室！～

函館高専には、学校関係者なら誰でも、いつでも利用できる
『創造工房』という作業室があります。
どんな部屋なのか、ちょっと見てみましょう。

パソコンもあります！

いろいろな道具が使えるよ！

工作機械がいっぱい！

83



教育支援

小さな一つの部品も使い方いろいろ。

だんだん使い方が分かってくると面白い。

作ってみたいと思ったイメージを手元に触れる実物に。

イメージを触れる実物に

作ってみたい、やってみたいを自分の手元に。
工作から研究まで作りたい気持ちをお手伝いします。

小さな部品も集まれば
いろいろな意味がある

思いついたイメージを
触れる実際の形にする

走る、光る、制御できる。
実際に触れる形を現実に。
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いろんなものを測ってみよう

定規で測れないものも測れます。
定規より正確に測れます。

44mm？45mm？
これで44.65mmなんです。

定規では
難しい？

ノギスなら
測れそう！

円盤の直径はいくつかな？
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0

土木の基本となる「測量」は様々なシーンで必要となります。

建物を作るとき、地図を作るとき、自分の土地のことを調べるとき。

私たちは測量のやり方や器械の使い方を教育・支援しています。

はかって、つくる

みなさんの身の回りには橋やビルなどの
巨大な構造物があります。

それらの構造物は測量により得られたデータから作られます。

距離と角度を測定中・・・

器械で簡単に測れる！

～土木の基本「測量」を学ぶ～
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R03年度公開講座「プログラミング体験！」の様子

小中学生向け公開講座の企画・実施

地域の小中学生にものづくりのたのしさを伝える公開講座の
企画・実施に取り組んでいます

ロボットカー

公開講座の一例(開講年度)
・ブラシロボット工作(H21)
・スターリングエンジン工作(H22)
・手回し発電機工作(H25)
・LEDライト工作(H27)
・ミニ消波ブロック工作(R01)
・ロボットカーのプログラミング体験(R03)
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