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１ はじめに 

近年、理科離れが叫ばれ、社会問題となっている。2015年の全国学力・学習状況調査（全国学力

テスト）で実施された、学習に対する関心・意欲・態度に関する質問項目に対する回答を見ると、

同一世代において小学校よりも中学校において理科に対する肯定的回答が減少していることから

も現状は深刻であると考えられる。 

これらを鑑み、筆者らはものづくりへの興味・関心を高め、専門的な知識や技術を修得するとと

もに実践的な態度を育み、調和のとれた職業人の育成を大きな目標として、高校生向けロボット競

技をターゲットにしてロボット創造開発教育を行っている。今回、従来のロボット創造開発手法の

課題を解決すべく新たなものづくり教育手法の開発に取り組んだ。 

２ 実用的なものづくり教育手法の開発 

２－１ 従来のロボット創造開発手法 

本校メカトロニクス部では、毎年ソーラーラジコンカーコンテスト、全日本ロボット相撲大会お

よび高校生ロボットアメリカンフットボール全国大会等に出場している。近年は、卒業生や OBか

らの技術伝承により、地区大会を勝ち抜いて全国大会へ出場できるようになってきている。これら

の大会に向けてロボットを創造開発するにあたり、おおむね図 1の流れに沿って進めてきた。 

図 1 従来のロボット開発手法 

 

はじめに、どのようなロボットを作りたいのか各自が考え、イメー

ジを膨らませる。イメージが固まってきたら、図 2のような 2次元CAD

を用い、脳内で描いたイメージを平面図としてコンピュータ上に描く。

2 次元 CAD では形状を指定して描くことになるため、実際に描いてい

るうちに当初のイメージ通りには作れない箇所が出てくる。また、色々

な制約を考えるうちに部品と部品の組合せがうまくいかない箇所が発

生することが常である。                       図 2 2次元 CAD  

そのため、2次元 CADでの作図作業は試行錯誤の連続であり、完成までに時間がかかる。また、

本校で取り組んでいるロボット作りは複数人のチームで進めており、製作に関わる部員が共通の理
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解をしておく必要があるが、設計者以外の部員が 2 次元 CAD からロボットの設計意図を読み取る

のは難しい。 

2 次元 CAD で設計図が完成したら、部品別に加工方法を検討する。本校ではほとんどの部品を

図 2に示すマシニングセンタで加工しており、この加工で必要となる NCプログラム（Gコードを

用いたプログラム）を作成する作業を進めていく。加工物の形状にもよるが、複雑な形状では 1000

行以上にもなるプログラムを 1から作るのは大変な作業であるため、

プログラムを自動生成することができるソフトである CAM を活用し

ている。CAM では CAD データを読み込んだ上で、CAD に描いた形

状別に加工方法を指定することで、加工経路を示すツールパスを作成

し、自動的に言語化される。CAM により NC プログラムが完成した

ら、NC 工作機械にプログラムを送信し、部品を 1つずつ加工してい

く（図 3）。一見、簡単そうに思えるが、実際には自動生成されたプ

ログラムにミスがないかチェックし、加工中に思わぬ動作をしないか

監視するなど労力がかかる作業である。               図 3 加工の様子 

全ての部品の加工が終わったら、ロボットを組み立て、電気配線をしてロボットを動かす。この

とき、１度で想定通りに完成することはまずなく、強度不足、狙いの動きができない、部品と部品

がうまくかみ合わないといった様々な問題が発生する。そのため、ロボットを修正することになり、

再度 CAD による設計が始まり、同様に CAM や加工作業が必要となって加工者に負担がかかる。

また、実機を見て改善すべきポイントがわかっても、どのように形状や構造を変更すればよいかわ

からず、トライアンドエラーを繰り返すことも少なくない。 

このようなことから、ロボットが完成するまでには労力と時間がかかり、完成度が不十分なまま

競技に参加することも少なくない。これでは生徒は実環境での学びを得ることができず、達成感を

味わうことも難しい。 

２－２ 3次元 CADを用いた新たなロボット創造開発手法 

このような背景の元、本研究では設計の段階でできるだけ多くの問題点を検証し、解決すること

で、早い段階でロボットの完成度を高めることを検討した。これまでは設計時に 2 次元 CAD を用

いていたが、新たに 3次元 CAD を導入することにした。 

3次元 CAD は製造業を中心に活用が進んでいるソフトである。3次元 CADでは物体を立体的に

描くことから実物に近いモデルを作図でき、関係者でイメージを共有することに適している。また、

作成したモデルを用いて CAE と呼ばれる解析ソフトで物理現象を解析し、従来は実物を作らない

とわからなかった課題を事前に検証することができるという魅力がある。 

今回用いた 3次元 CADは SolidWorksというソフトである。このソフトは国内や海外で導入実績

が多く、特に国内ではシェア No.1のソフトといわれている。このソフトは CAD機能に加えて解析

機能を追加することができ、応力・熱などの解析を行うことができる。SolidWorksは民間企業だけ

でなく大学や高専などの多くの研究機関で導入されているが、教育版は通常版と同等の機能を有し

ているにもかかわらず、通常版に比べて非常に安価できる。加えて、筆者は過去に実務で使用経験

があること、Windowsライクな操作性であることから、生徒への指導に適していると考え導入する

ことにした。 

3 次元 CAD の導入に伴い、新たに図 4 に示す流れでロボットを創造開発することにした。この

手法によってどのような効果が得られたのかを次節以降で示していく。 

図 4 3次元 CADを用いた新たなロボット開発手法 
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２－３ 3次元 CADの操作教育 

今回、メカトロニクス部に所属する 2 年生 2 名の生徒を対象に、3 次元 CAD の導入効果を検証

した。2 名の生徒はこれまでに 2次元 CAD での設計経験があり、2次元 CAD の操作に充分習熟し

ている生徒である。導入にあたって、まずは簡単な形状から操作に慣れてもらおうと、市販のテキ

ストを用いて作図練習を繰り返すことにした。 

図 5、図 6に作図中の生徒の様子を示す。また、練習の過程で作成したものを図 7、図 8に示す。

図 7 の物体は 1 つの部品であり、数回の練習により 20 分程度で作成できるようになった。図 8 の

物体は複数の部品が組み合わさった羽根車である。歯車の歯の部分を正確に描くことに苦労し、ま

た歯車やアームがうまく合致せず、完成に数日を要した。さらに、苦労して完成したこともあり、

生徒は大きな達成感を得ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 3次元 CADでの作図 1         図 6 3次元 CADでの作図 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 部品                図 8 羽根車 

 

しかしながら、ロボット競技大会に向けた活動が活発な中で 3 次元 CAD 教育を進めたこともあ

り、操作に慣れるのに 1ヶ月程度を要した。そのような状況であったことから、大会で出場するロ

ボットを 1から設計することは困難であると考え、すでに出来上がっているロボットを 3次元デー

タで作成し、3次元 CADが実用的なものづくり教育に有効であるか検証することにした。 

２－４ 3次元 CADの有用性の検証 

 3 次元 CAD の有効性の検証にあたり、2 種類のアセンブリを作成した。図 9 のソーラーラジコ

ンカーは、生徒が過去に作成したマシンであり構造をよく理解していることから作図に取り組んだ。

図 10は本年度の全国大会に出場したアメフトロボットである。図 9、図 10より、実物とアセンブ

リモデルとがほぼ同様の構造を再現できていることがわかるかと思う。設計段階で高い完成度でモ

デルを作成できていれば、実物との形状の差異はほとんどないと考えられる。 



 

 

次に、作成したモデルの各部品に密度や弾性係数などの物理量を設定し、実物とアセンブリモデ

ルとの総重量と誤差を確認したところ、表 1 のようにどちらのモデルも誤差が 1%以下となった。

ロボット競技大会では重量に制限があるが、実物が制限ギリギリの重量になり、慌てて軽量化する

ことが多々ある。このことから、3 次元 CADによる重量の検証は非常に有効であると考えられる。 

しかしながら、生徒からは 2 次元 CAD に比べて操作に慣れるまでに時間がかかること、1 から

モデルを描くのはまだ難しいといった意見が出ており、3 次元 CAD の導入にあたっては指導者に

高い技量が必要であると実感している。 

図 9 ソーラーラジコンカーの実物（左）と 3次元 CADモデル（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 アメフトロボットの実物（左）と 3次元 CADモデル（右） 

 

 

 

 

 

表 1 実物と 3次元 CADモデルとの総重量の誤差 

3 まとめ 

本校で従来取り組んでいるロボット創造開発手法の課題を示し、新たに３次元 CAD／CAM／

CAE システムを用いた実用的なものづくり教育手法を提案し、導入効果を検証した結果、3 次元

CADの有用性が確認できた。今後は設計段階での CAEの活用を推進し、ロボット創造開発を通じ

て生徒のものづくりへの興味・関心を高めるとともに、本校の校訓である技術と精神（こころ）を

兼ね備え、社会で活躍できるエンジニアを育てていきたい。 
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実物の重量[g] CADモデルの重量[g] 実物との誤差[%]

ソーラーラジコンカー
（図9)

219 220.3 0.59

アメフトロボット
（図10）

2995 2967 0.94


