






第 5版に際して

「JIS機械製図の基礎と演習：第４版」が出版されたのは2003年11月であ

る。2000年頃から JISの大きな改正が行われたが，本書（第４版）に十分に

反映はされなかった。さらに JISの製図に関する規格は2010年以降，さらに

大きく変わった。それに伴い本書も改訂を行うこととなった。主な改正点は次

のとおりである。

第９章 寸 法：

JIS製図は2010年に寸法記入時における大幅な変更を行っている。例えば

「コントロール半径CRの記号」，「円弧記入方法」「ざぐり，又は深さの記号」

「皿ざぐり記号」「重複寸法の記載」が追加されているので修正と改正を行っ

た。

第11章 寸法公差とはめあい：

JIS B 0401-1,2：2016では寸法公差はサイズ公差に変更となり，その他，

基本寸法は図示サイズなどに変更されている。JIS Z 8318：2013ではまだ寸

法はサイズなどのように改正されていないが，本書では JIS B 0401の記述に

従った。

第13章 表面粗さ，表面うねり及び面の肌の表示方法：

2001年に JIS B 0601「製品の幾何特性仕様（GPS)―表面性状：輪郭曲線

方式―用語，定義及び表面性状パラメータ」では，表面粗さ，表面うねり及び

面の肌の表示方法を「表面性状」と名称を改め，表面性状パラメータが改正さ

れた。また2013年にはさらに改正が行われた。JIS B 0031「製品の幾何特性

仕様（GPS)―表面性状の図示方法」は2003年に改正が行われた。算術平均

の表し方としては，算術平均粗さを ，算術平均うねりを ，断面曲線の

算術平均高さを として用いるように改められ，表面粗さでよく用いられる

パラメータとして，高さ方向での表面粗さについては「最大高さ粗さ 」，



「算術平均粗さ 」，「二乗平均粗さ 」が使用される。また，横方向での粗

さパラメータとして「粗さ曲線要素の平均長さ粗さ 」，複合パラメータ

としては，「粗さ曲線の負荷長さ率 ( )」などが定義された。従来の十点

平均粗さ の記号はこの改正によって最大高さを表すこととなり，そのため

従来の十点平均粗さは として残すことになった。

表面仕上げ記号にも節目が粒子状のくぼみ，無方向又は粒子状の突起を表す

記号として が追加された。また，表面性状に最大値ルールの他に16％ルー

ルが適用される。その他，変更箇所が多数あり，この第13章は JIS規格を基

に新規に書き改めた。

第14章 材料記号：

JISの最新版では材料記号について2000年から2016年に改正があり，多数

の材料が規定に含まれ新規に追加された。第５版ではその記述を追記した。

第15章 ねじの設計：

ねじの製図においては，規定から削除されたものもあり，JIS B 1051「炭

素鋼及び合金鋼製締結部品の機械的性質―強度区分を規定したボルト，小ねじ

及び植込みボルト―並目ねじ及び細目ねじ」は従来の2000年版から2014年に

改正された。2001年には JIS B 1015「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」が制

定され2008年には ISOの改正に伴ってさらに2018年版として改正されてい

る。2018年には2004年に制定された JIS B 1107「ヘクサロビュラ穴付き小

ねじ」，2015年に JIS B 1136「ヘクサロビュラ穴付きボルト」が改正されて

いる。このため本書では第４版になかったヘクサロビュラ頭を追加した。ま

た，JIS B 1189のフランジ付き六角ボルトは1977年に制定されたが2015年

に改正されたので，多く使用されているフランジ付き六角ボルトも追加した。

JIS B 0216「メートル台形ねじ」は2013年に廃止され，同年 JIS B 0216-

1～3及び JIS B 0217-1～2として制定されているので第28章「付表」に掲載

した。

第16章 歯車の製図：

歯車の製図は JIS規格の改正はないが，読者に理解されやすいように一部

追加記述を行った。
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第17章 溶接記号：

JIS B 3021「溶接記号」は2016年に改正された。「スポット溶接及びシー

ム溶接の記号」が従来とは異なる表記となった。また，裏波溶接記号，止端記

号等を追加し第４版を大きく改正した。

第28章 付 表：

付表６の JIS B 0216の「メートル台形ねじ」は2013年に細部が変更され

た。付表７の「六角ボルト」，付表８「植込みボルト」も規格が若干変更され

た。付表18の「平座金」は表示に 記号が追加となった。これまで本書に

記載がなかった「ヘクサロビュラ頭」のボルトは多く使用されているので第

15章と同様に追加した。また「フランジ形固定軸継手」を追加し，多く使用

されているフランジ付き六角ボルトも追加した。

以上のように多くの項目の規定が変更となり，上記に記さなかった他の章に

関しても細かな箇所を改正し，この度本書の改訂版を発行することになった。

いろいろとアドバイスを頂いた共立出版㈱の瀬水勝良氏及び関係各位に厚くお

礼を述べる。

2018年８月

武田信之
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は じ め に

製図を学ぶことは，新しい知識や記号でもって，ある立場より，一つのものを

まとめてゆくこととか，また，ある一つのものに関して，その構造，加工，機能な

どについて情報をよみとり，それを具体化してゆく姿勢を育てることである。

機械製図は，機械関係技術者にとっては日常の言葉と同じであって，機械関

係の技術者を志すものは，少なくとも JIS規格に基づく機械製図法を十分理

解し，図面を正しく判読する力を養うとともに，正確に，迅速かつ美しく図面

を描く技術を身につけておくことが大切である。

しかし，実際に役立つ図面を描くためには，単に機械製図法に関する規格を

理解し，図面を描く技術を習得しておくのみでは不十分であって，機械観とも

いえるような関連する広範囲な知識を修めていなければならない。

本書は，機械製図を初めて学ぶ人を対象として，主に次の方向でまとめたも

のである。

⑴ 機械製図に関する JIS規格を中心にし，できるだけ多くの図例をあげ

て説明し，また図例は実際に役立つ図とするために，機械加工を考慮して

描かれている。

⑵ JIS規格の図の模写にとどめず，独自に作成した図例を多く採用した。

⑶ 製図法の理解を一層深め，実力を身につけるようにするために，独自に

作成した演習問題及び製図例を多く載せた。

⑷ 各項目はできるだけ一頁にまとめるようにした。

⑸ 設計・製図に役立てるために，比較的多く使用される機械要素などの

JIS規格（抜粋）を付表にまとめた。

⑹ 索引に英語を記載した。

なお執筆にあたっては，多くの著書を参考にさせて頂いたことを記し，ここ

に，深く感謝の意を表す。また，チェーンブロックの図面をご提供いただいた

象印チエンブロック(株)及び本書の刊行にあたり特別の配慮をいただいた，共

立出版(株)の各位に厚くお礼申し上げる。

1983年４月

著 者
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1. 1 総合について

機械の定義については種々のものがあるが，フランツ・ルロー は理論運動

学において，『機械とは，抵抗力を有する物体の一組の結合で，その助けによ

って自然の機械的力に一定の運動を生ぜしめ得るように組み立てられたもので

ある』（1875年）。ダニレフスキーはこの規定について『ルローは，機械をそ

の社会的応用から切り離して観察し，これを専ら運動学的見地から，単に抽象

的機械としてのみ分析している』と指摘し，更に『部分的な問題を解決する場

合のみ効果を挙げ，一般的本性の根本的問題には答える術を知らず……』と評

している。一般に現象とかも
・
の
・
は２つの世界とかかわりあいをもっている。１

つは，その現象とかも
・
の
・
が自らが存在してゆくに必要な生物学的な生命を実現

している世界であり，他はそれらが生命現象を実現している環境の中において

自らを維持してゆくための社会的な世界である。そこにおいては，自然的な法

則が相互に関係しつつ存在し，その上になお社会的法則を満足した状況になけ

ればならない。いわゆる物概念による説明と関係概念による説明である。

物を考えることは１つの立場に立つことであり，その試みとして体系の構成

を行う。最も容易なことは，従来の立場の形式を継続することであるが，更に

先に進むためには，それまでの立場をつつんで，それを特殊な１つの立場とし

て見てゆくという高い次元に立たねばならない。

1. 2 設計について

設計は未限定な状態にあるものを整理して，所定の意味を与えて，納得のゆ

くように秩序だてて，人工的に自然のなし得ないものをつくり出してゆく知的

な行為である。設計の開始は，技術的関心とか社会のニーズなどさまざまな要

求が動機ともなる。これらは，学問的体系が明確な領域にあるものばかりでは

なく，未体系の領域に関する部分も多くある。設計はこのような広い領域にわ

たる要求項目を，設計者が自己の問題として内面化したとき，すなわち価値意

識として取り込んだときであり，このとき設計者は，各種の設計条件の背景に

見えかくれする沈黙の深さ，方向性，濃度などについて十分な推察をしていな

ければならない。一方，設計されたところのものは，単に空間的，時間的有用

＊ 桝本セツ 技術史 三笠書房（昭13-7），ダニレフスキー（岡，桝本訳）近代技術史 三笠書房

（昭12-10）。
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性の意味での次元で評価されることのほか，その時代に受容され得るものであ

るのみならず，時代を超えて生命と機能をもち続けるものであることが望まし

く，同時に社会で機能することによって更に高い次元の関心をあつめ，次代に

良い意味での課題を提供する要因を内包しているものであることも要求され

る。したがって，設計は要求や関心の実現という射程距離内において考えてゆ

くものでなく迂遠（うえん）性をもつものでなければならない。

設計の過程については，立場によって種々な区分が考えられるが，大きくは

現実的な部分と意識的な部分に区分して考えることができる。

これらの関係は明確にしにくい部分を多く含むものであるが，いわゆる心理

的氷山のようなもので，現実的部分は氷山の上方の部分に相当し，すでに体系

化された記号系の領域であり，意識的な部分とは，水面下の不可視なところの

未体系でアナログ的な知にあたる部分に相当し，現実的な部分をしっかりと支

えているところである。いかなるものについてみても，そのものをまさにその

ものたらしめているリアリティがあるように，１つのものが考え出されるため

には，そのものを考え出す意識が存在している。この意識は，特定のものがは

っきりとまとめられたときに，具体的には表面に出ないために一般には考える

対象となりにくい面があるが，設計において最も大切な領域である。

言語学者のN. チョムスキー は，日常会話におけるありのままの言動活動

の記録から，言い間違いや規則からの逸脱，中途における計画の変更などにも

かかわらず話者と聴者にコミュニケーションが生ずるのは，実際の言語使用の

深層に根底的な言語規則の体系が存在するためと考え，この根底の規則体系の

ことを生成文法と名付けている。

人間は，語ること以上のことをそれに先立って知っており，同時に経験は互

いに還元し得ないさまざまな領域をもつ。そして表現はメッセージの一部であ

り，残りは聞き手が補うという文化形式をもっている。この部分はかくれてい

る次元とか無次元工学の体系とでも呼び得るところである。

設計は，同一の尺度では測定できない多くの独立しているものについて，完

結性を与える相互関係の秩序を見出して，多元尺度のものを『多を貫く一』と

呼ばれる一元度空間に写像することであって，製図はその具体的な表現である。

＊ チョムスキー（安井稔訳） 文法理論の諸相 研究社（昭45-1）。
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1. 3 自 動 製 図

現在，設計・製図業務の合理化をはかるためにコンピュータの利用が盛んで

ある。設計・製図にコンピュータを利用すると，設計業務の省力化，設計時間

の短縮，設計ミスの減少，設計情報の集中管理等が可能となり，経費の節減が

できる。自動設計（CAD）は，当初，航空機産業，電子産業（IC基盤の設計

等），自動車産業等を中心に発展したが，最近では，機械，電気，建築，衣料

及び家具等，あらゆる分野においてCADの導入が行われている。特に三次元

図形を扱うCADは，単に設計図面を描かせるだけではなく，そのまま製造の

自動化に利用できるので自動生産（CAM）として導入が進められている。図

1.1はパーソナルコンピュータを利用したCADシステムの一例を示す。

なお，「JIS B 3402-2000CAD機械製図」にCADを用いた製図方法の注

意点が記載されている。また，「JIS B 3401-1993CAD用語」には下記のよ

うに定義されている。

●自動設計（automated design）：製品の設計に関する規則または方法をプロ

グラム化して，コンピュータを利用して自動的に行う設計。

図 1. 1 パーソナルコンピュータを使用したCADシステムの例

（写真提供：法政大学機械工学科 吉田一朗准教授）
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● CAD（computer aided design）：製品の形状，その他の属性からなるモデ

ルを，コンピュータの内部に作成し解析・処理することによって進める設

計。

● CAM（computer aided manufacturing）：コンピュータの内部に表現さ

れたモデルに基づいて，生産に必要な各種情報を生成すること，およびそれ

に基づいて進める生産の形式。

● CAD/CAM：CADによってコンピュータ内部に表現されるモデルを作成

し，これをCAM で利用することによって進める設計・生産の形式。

● CAE（computer aided engineering）：CADの過程でコンピュータ内部に

作成されたモデルを利用して，各種シミュレーション，技術解析など工学的

な検討を行うこと。

●自動製図（automated drafting）：コンピュータ内部に表現されたモデルに

基づいて，対象物の図面を自動化装置によって描くこと。

●パラメトリックデザイン（parametric design）：製品又はその部分につい

て，形状を類型化し，寸法などをパラメータで与えることによって，コンピ

ュータ内部を簡易に生成する設計方法。

これらのCAD製図の詳細については，「23章 CAD機械製図」を参照さ

れたい。

1章 製図（その総合的なもの)
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2. 1 標 準 化

図面は設計者の意図を伝える言葉であるから，ルールを定め，これによって

図が描かれることが必要である。このような製図に関する事項を定めたものが

製図規格である。

一般に製品・設備や材料・品物の形状及び性能などや用語・記号の定義など

について一定の規格を定め，これによって統一的な秩序ある体制を作り上げる

ことを標準化という。この標準化を行うとき，次のような利点がある。

1) 機械や部品などの種類が整理されて，単純化と専門化がすすみ品質の向

上がはかれる。

2) 作業能率と安全性が向上し，コストの低減ができる。

3) 部品の互換性が増し，取引きの単純化と公正化が可能となる。

4) 製品の納期が確守できるようになる。

標準化Standardization，専門化Specialization及び単純化Simplifica-

tionは三位一体のものであって，それぞれ英語の頭文字をとり“3S”として

重要視されている。

2. 2 規 格 化

規格には国際規格，国家規格，官公庁規格，団体規格及び社内規格などがあ

る。3Sの考えより，社内及び諸団体の規格はその国の国家規格を取り入れて

これを満足していることが必要であり，また国際交流の面からも国家規格は国

際規格に整合していることが望ましい。国家規格の例を表2.1に示す。

表 2. 1 国家規格の例
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(1) 国 際 規 格

国際標準化は，1928年（昭３）に万国規格統一協会（ISA）が設立されて

標準化がすすめられたが，第二次世界大戦と同時に機能を中止した。1947年

（昭22）に各国の標準化運動の情報交換と国際規格の制定，啓蒙を主眼として

国際標準化機構（ISO)と改称して復活した。日本は1952年からこの会に加

入している。ISOの規格は ISO（国際規格）の記号が付けられるが，１つの

規格が作られるまでには，WD（作業原案），DIS（国際規格案），FDIS（最

終国際規格案）の順序を経ることになっている。

国際標準化をすすめる会としては，ISOのほかに国際電気標準会議（IEC）

等がある。また，ヨーロッパでは，欧州標準化委員会（CEN ）が ISOと協

調しながら標準化活動を行っており，欧州規格（EN ）を制定している。

(2) 国家規格（日本工業規格・JIS）

日本における鉱工業品の標準化は，諸外国に比べてスタートが遅れたが，

1920年（大10）以来，政府によって推進され，日本標準規格・JES（ジェ

ス) が順次制定されていった。JES規格はその後，臨時日本標準規格・臨

JESに代わった。

第二次世界大戦後，平和産業へ急転換を行った日本の工業界では，戦前及び

戦中の鉱・工業品関係の規格がすべて再検討されることになり，1949年（昭

24）に工業標準化法（法律第185号）が公布されて，臨 JES規格に代わって

新しく日本工業規格・JIS（ジス，表2.1）が作られるようになった。

この JIS規格は日本工業標準調査会が審議して政府が制定している。現在

制定されている JIS規格は約8000件に及び，日本の工業生産の多くが JIS規

格に従って行われている。

また，JIS規格は，少なくとも５年ごとに見直しされて，技術の進歩に応じ

て確認，改正及び廃止の手続きがとられるとともに，新たなニーズに即した

JIS規格が制定されている。最近は貿易の自由化を促進するために，ISO規格

＊ International Organization for Standardization. ISOは，略語ではなく，“イコール・平等”

を意味するギリシャ語に由来する言葉である。なお，ISOは“イソ”とよぶことがある。

＊＊ European Committee for Standadization

＊＊＊ European Standards

＊＊＊＊ Japanese Engineering Standard
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と整合するように JIS規格の内容が改められている。

JIS規格では，表2. 2に示すように，土木及び建築Aから情報処理Xまで

の18部門に分類し，更に，その他として各部門にまたがる共通的な問題，基

本及び一般などをZにまとめている。分類番号の前２桁は各部門の分類を表

し，後２桁は原則として規格の決定した順序を示している。

また，特に主務大臣が指定した商品に対しては，国家が許可を与

えた工場（指定工場という）で作られた JIS規格合格品に JISマー

ク（図2. 1）を付けることを許可している。つまり，JISマークが

付いている商品は国が間接的に品質の保証をしているわけである。

なお，経済産業省は JISをサービス分野へ対象を拡大し，産業構造の転換

に制度を対応させるため，JISの名称を「日本工業規格」から「日本産業規

格」に2018年通常国会での改正を目指す。

(3) 機械製図に関する国家規格

我が国における最初の製図規格は，1930年（昭５）に公布された“JES第

119号（製図）”である。その後，ドイツ規格（DIN）などを参考にして改正

され，1943年（昭18）に“臨 JES第428号（製図）”が制定された。

1949年に JIS規格が JESに代わる国家規格として制定されることになり，

1952年（昭27）には“JIS Z 8302（製図通則）”として工業の各分野に共通す

る製図規格が制定された。しかし図面を最も必要とする機械工業の分野にあっ

ては製図通則のみでは十分ではなく，1956年に JIS B0002（ねじ製図），JIS
 

B0003（歯車製図），JIS B0004（ばね製図），JIS B0005（転がり軸受製図）

が制定され，1958年に JIS B0001（機械製図）が制定された。これ以来，機

表 2. 2 JISの部門分類

図 2. 1
 

JISマーク

20 参 考
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械関係の製図は，この規格に従って行われてきたが，1961年に一部が，更に

1973年，1985年及び2000年，さらに2010年～2018年に大幅に改正され今日

に至っている。JIS Z 8302は，ISO規格に整合させるために廃止され，代わ

りに規格内容を細分化して JIS Z 8310（製図総則）から JIS Z 8318（製図に

おける寸法の許容限界記入方法）までの９規格が1984年に制定された。なお，

Z8310～Z 8318はその後2010年に再改正されている。再改正された規格の名

称は表2.3を参照されたい。

機械製図の規格（B0001）の1985年における主な改正点は次の通りである。

(１) この規格だけで機械・器具の図面が製図できるように改められた。

(２) 手書きを基準とし，自動製図による方法も取り入れられた。

(３) マイクロフィルム化に適する製図方式に改められた。

(４) 同一目的の表示方法が１つに統一された。

(５) 関連規格との関連が明らかにされた。

(６) JIS Z 8310～8318との整合が図られた。など。

また，2000年の主な改正点は次の通りである。

(１) ISOとの整合性が図られた。

(２) 旧規格の不足分を補完し，不適当な図例が削除された。

(３) 注記に平仮名も使用できるように明示された。

(４) 投影法の１つとして，矢示法が規定された。

(５) 同一寸法形体の数を表示する方法が変更された。

(６) 尺度，線の太さ，用紙サイズ，文字の書体と大きさ，テーパとこう配の

記入法，形鋼の表示方法などが改正された。

特殊な製図を規定した JIS B0002～B0005は，1973年に改正された後に，

B0002は1982年と1998年，B0003は1989年，B0004は1976年と1995年，

B0005は1999年に再改正された。また，JIS B0041（センタ穴の図示方法）

が1983年に，JIS B0006（製図―スプライン及びセレーションの表し方）が

1993年に，JIS B0011-１～３（製図―配管の簡略図示方法）が1998年に新

たに制定された。また，B0041は1999年に改正された（製図―センタ穴の簡

略図示方法）。機械製図法の JISはさらに2010年～2016年にかけて大幅な変

更が行われた。その内容については巻頭「第５版に際して」を参照されたい。
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表 2. 3 機械製図に関係の深い規格

JIS B0001 機械製図
JIS B0002-1 製図――ねじ及びねじ部品――第１部：通

則
JIS B0002-2 同上――第２部：ねじインサート
JIS B0002-3 同上――第３部：簡略図示方法
JIS B0003 歯車製図
JIS B0004 ばね製図
JIS B0005-1 製図――転がり軸受――第１部：基本簡略

図示方法
JIS B0005-2 同上――第２部：個別簡略図示方法
JIS B0006 製図――スプライン及びセレーションの表

し方
JIS B0011-1 製図――配管の簡略図示方法――第１部：

通則及び正投影図
JIS B0011-2 同上――第２部：等角投影図
JIS B0011-3 同上――第３部：換気系及び排水系の末端

装置
JIS B0021 製品の幾何特性仕様（GPS）―幾何公差

表示方法――形状，姿勢，位置及び振れの
公差表示方式

JIS B0022 幾何公差のためのデータム
JIS B0023 製図――幾何公差表示方式――最大実体公

差方式及び最小実体公差方式
JIS B0024 製図――公差表示方式の基本原則
JIS B0025 製図――幾何公差表示方式――位置度公差

方式
JIS B0026 製図――寸法及び公差の表示方式――非剛

性部品
JIS B0027 製図――輪郭の寸法及び公差の表示方式

JIS B0601 製品の幾何特性仕様(GPS)――表面性
状：輪郭曲線方式――用語，定義及び表面
性状パラメータ

JIS B0610 製品の幾何特性仕様(GPS)――表面性
状：輪郭曲線方式――用語，定義及び表面
性状パラメータ

JIS B0612 円すいテーパ
JIS B0613 中心距離の許容差
JIS B0614 円すい公差方式
JIS B0616 円すいはめあい方式
JIS B0621 幾何偏差の定義及び表示
JIS B0701 切削加工品の面取り及び丸み
JIS B0702 機械部分の丸み(プレス加工品)
JIS B0703 鋳造品の丸み
JIS B0706 熱間・温間型鍛造品の丸み
JIS B0711 研削しろ
JIS B0712 切削仕上げしろ
JIS B1015 おねじ部品用ヘクサロビュラ穴
JIS B1015 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性

質
JIS B1136 ヘクサロビュラ穴付ボルト
JIS B1189 フランジ付六角ボルト
JIS B3401 CAD用語
JIS B3402 CAD機械製図
JIS B8601 冷凍用図記号
JIS C0303 構内電気設備の配線用図記号
JIS C0617-2 電気用図記号――第２部：図記号要索，限

定図記号及びその他の一般用途図記号
JIS G 鉄鋼関係 材料規格

JIS B0028 製図――寸法及び公差の表示方式――円す
い

JIS B0029 製図――姿勢及び位置の公差表示方式――
突出公差域

JIS B0031 製品の幾何特性仕様（GPS）―表面性状
の図示方法

JIS B0041 製図――センタ穴の簡略図示方法
JIS B0121 歯車記号
JIS B0122 加工方法記号
JIS B0123 ねじの表し方
JIS B0124 転がり軸受用量記号
JIS B0125-1 油圧・空気圧システム及び機器――図記号

及び回路図――第１部：図記号
JIS B0125-2 同上――第２部：回路図
JIS B0138 産業用ロボット――図記号
JIS B0143 ねじ部品各部の寸法の呼び及び記号
JIS B0401-1 寸法公差及びはめあいの方式――第１部：

公差，寸法差及びはめあいの基礎
JIS B0401-2 同上――第２部：穴及び軸の公差等級並び

に寸法許容差の表
JIS B0403 鋳造品――寸法公差方式及び削り代方式
JIS B0405 普通公差――第１部：個々に公差の指示が

JIS H 非鉄金属関係 材料規格
JIS K 化学関係 材料規格
JIS P0138 紙加工仕上寸法
JIS Z 3021 溶接記号
JIS Z 8114 製図――製図用語
JIS Z 8204 計装用記号
JIS Z 8206 工程図記号
JIS Z 8207 真空装置用図記号
JIS Z 8310 製図総則
JIS Z 8311 製図――製図用紙のサイズ及び図面の様式
JIS Z 8312 製図――表示の一般原則――線の基本原則
JIS Z 8313-0 製図――文字――第０部：通則
JIS Z 8313-1 同上――第１部：ローマ字，数字及び記号
JIS Z 8313-2 同上――第２部：ギリシャ文字
JIS Z 8313-5 同上――第５部：CAD用文字，数字及び

記号
JIS Z 8313-10 同上――第10部：平仮名，片仮名及び漢

字
JIS Z 8314 製図――尺度
JIS Z 8315-1 製図――投影法――第１部：通則
JIS Z 8315-2 同上――第２部：正投影法
JIS Z 8315-3 同上――第３部：軸測投影

ない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
JIS B0408 金属プレス加工品の普通寸法公差
JIS B0410 金属板せん断加工品の普通公差
JIS B0411 金属焼結品普通許容差
JIS B0415 鋼の熱間型鍛造品公差(ハンマ及びプレス

加工)
JIS B0416 鋼の熱間型鍛造品公差(アプセッタ加工)
JIS B0417 ガス切断加工鋼板普通許容差
JIS B0418 自由鍛造品の取り代
JIS B0419 普通公差――第２部：個々に公差の指示が

ない形体に対する幾何公差

JIS Z 8315-4 同上――第４部：透視投影
JIS Z 8316 製図――図形の表し方の原則
JIS Z 8317 製図――寸法記入方法――一般原則，定

義，記入方法及び特殊な指示方法
JIS Z 8318 製図――長さ寸法及び角度寸法の許容限界

の指示方法
JIS Z 8321 製図――表示の一般原則――CADに用い

る線
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8601 標準数
JIS Z 9102 配管系の識別表示
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これらの規格は，それぞれの部品の略画方法を示したもので，その部品の寸

法，精度，記号，用語及び呼び方などについては別の JIS規格を参照しなけ

ればならない。

したがって，機械の製図法を学ぶ場合は，機械製図の規格以外に表2. 3に

示すような関連諸規格を十分に理解しておかねばならない。

また，鉄鋼材料，非鉄金属材料及び非金属材料の記号，熱処理加工記号，及

びボルト・ナット，小ねじ類，座金，ピン，リベット，その他の機械要素の呼

び方などについても，JIS規格に規定されているものは，すべてその規格に従

って呼ぶので，これらの JIS規格についても理解しなければならない。

近年，CAD（１-３頁参照）の普及に伴い，1989年に JIS B3401（CAD用

語）及び JIS B3402（CAD製図）の二規格が制定され，1993年にその一部が

改正された。現状では2D―CAD製図が主流になっているので，これに対応

するために JIS B3402は2000年に規格名が“CAD機械製図”と改められ，

この規格だけで機械分野の図面が書けるように内容が再構築された。CAD機

械製図はこの規格に従って書くが，この規格に規定されていない事柄について

は他の JIS製図規格に従って図示すればよい。

機械製図を学ぶものは，これらの JIS規格をよく理解し，書かれている図

面を正確・迅速に解読できるような力をつけること及び JIS規格に従って正

確・迅速にかつ美しく図面を描く技術を身につけるようにせねばならない。い

ずれの場合にも正確であることが最も重要であることは言うまでもない。

2. 3 図面の種類

図面には種々なものがあるが，用途及び図面の内容によって表2. 4（旧 JIS

製図通則）に示すようになる。この中で製作図は最も重要で，一般に図面とい

えば製作図を指すことが多い。図面を性質から分類すると次のようになる。

1) 元図―一番最初に描く図面で，原図のもとになる図のこと。通常は白紙

のケント紙や方眼紙などに鉛筆で描くことが多い。

2) 原図―元図が制定化された図面で，複写図の原紙となる。元図にトレー

ス紙を重ねて透写することが多いが，省力化のために元図を使わず，直接

トレース紙に鉛筆で描くこともある。複写をしばしば行う場合には原図が

損傷するので，複写専用に原図から電子複写機や写真装置などを用いて原
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