
システムデザイン　平行移動台の設計　補足資料

この授業では“平行移動台”を対象とし、与えられた目的と条件を満たすように自由な構想を定め、主な構成要素で
ある送りねじ、案内軸および軸受けなど適合するかどうかの幾何学的検討と強度計算を行って形状・寸法・公差・
はめあい・材質を決定する。その結果として強度計算書・組立図・部品図を作成する。

　　　提出物　　　授業最終日までに下記を提出すること

　　　　１．　強度計算書

　　　　２．　組立図

　　　　３．　部品図（ボルト、ナット等規格品・市販品は作図不要）

　　　設計の条件

有効移動距離　　　　  　：学番の下３桁を基準に各自設定する
テーブルに載せる負荷　  ：５ｋｇ
案内棒たわみ　　　　  　：中央（Ｌ０／２）で50μｍ以下
ブラケットサイドたわみ　：Ｌ０／２で50μｍ以下

送りねじ軸のねじれ角　  ：0.25度／ｍ以下

有効移動距離進むとテーブルのめねじ部は送りねじからはずれ、ハンドルは空回りすること。
ハンドル逆転時、テーブルはばね力で押され送りねじにかみこむことで作動すること。ハンドル逆転時、テ ブルはばね力で押され送りねじにかみこむことで作動すること。

　　　注）実際に製作する前提で設計すること
ベアリング、ばね、ボルト、ナット等の規格品は少量でも購入可能なミスミのＦＡメカニカル標準部品
より選定のこと

設計 試験問題のような公式通りの解答はない。自由な発想で設計のこと。
「設計者の意図を表現するもの」　[設計者のセンス」
構造、材料の選定など設計者の考えで決定構造、材料の選定など設計者の考えで決定
寸法や形状を決める際には、明確な根拠（理由）が必要
図面検討で寸法を決め、構造・強度が成り立つか検討
最適化には、計計算やコンピュータシミュレーションが必要

　　　ポイント
１．デザイン 　（今回は対象外）
２．構造 できるだけ単純な構造
３ 重量 出来るだけ軽いほうが良い３．重量 出来るだけ軽いほうが良い

計算で強度、剛性を検討し、必要最小限の部品肉厚
４．その他 強度、剛性、操作性、耐久性（寿命、腐食、変形）

製造原価（加工性、組立時間、市販品の流用）を考慮
　　工法、部品点数、ボルト数、サイズ、作業時の工具の方向
メンテナンス性（修理し易い、修理費用が安い）

製図 基準・ルールがある。基準・ルールに則って製図のこと。
設計者から製作者への「情報伝達手段」設計者から製作者への「情報伝達手段」
JISにより製図の描き方が細かく決められている
間違った図面を描くと正しく機械を作ることができない

　　　作図はＪＩＳに則って
１．図面の輪郭、表題欄は必ず記入
２．線は見易い太さで描くこと　(太線と細線の太さの比率は２：１）
　　推奨太さ　外形線（0.5）、中心線（0.3）、隠れ線（0.3）、寸法線（0.3）
３ 中心線は１点鎖線（点線）でサイズは見易いサイズで３．中心線は１点鎖線（点線）でサイズは見易いサイズで
４．隠れ線は破線（点線）でサイズは見易いサイズで
５．寸法は重複記入を避ける
６．寸法はなるべく計算しないですむように記入
７．関連する寸法はなるべく１箇所にまとめて記入
８．参考寸法は（　)をつけて
９．相手部品がある場合は、寸法の基準を合わせること
　　設計者の意図の明確化



平行移動台の設計補足
　

１.平行移動台の構造(例）
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　　部品構成(例）
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1.ブラケットの基本構造
機能
　案内棒を固定
　ベアリングを介して送りねじを固定

検討事項
　　工法、材料
　　分割構造

ボ ズ

案内軸

送りねじ

ベアリング 　　分割部品の結合ボルトサイズ、本数
　　案内棒の固定方法
　　ベアリングの固定方法

1-1ブラケットの分割の構想例

サイド部は サイド部は
下からボルト止め 上からボルト止め

１ ３

ベアリング

ブラケット

２ ４

ﾌﾞﾚｹｯﾄﾍﾞｰｽ

ﾌﾞﾗｹｯﾄｻｲﾄﾞ

サイド部は サイド部は
下からボルト止め 上からボルト止め
ベース部に位置決めガイド ボル長さを短くした
設定

1 2ブラケットサイド ベ スの固定方法

２ ４

ﾌ ﾚｹｯﾄﾍ ｽ

1-2ブラケットサイド、ベースの固定方法

ﾌﾞﾗｹｯﾄｻｲﾄﾞ
ねじ穴

六角穴付きボルト 六角ボルト

六角ボルトでは工具を使うスペースが
　ねじサイズに合った 必要で、座ぐり穴径が大きくなるので
　穴径とすること（ボルト穴で検索） 六角穴付きボルトを使用したほうが良い

　　結合強度を考慮して
　　サイズ、本数を決定の 　ボルトの頭は出っ張らない様に
　　こと 　ざぐりのこと

1 3案内軸の固定方法 止めねじ

ﾌﾞﾗｹｯﾄﾍﾞｰｽ

ボルト 穴

ざぐり

1-3案内軸の固定方法

止めねじ ボルト

止めねじ

案内軸
ねじ穴ねじ穴

止めねじ 　　　　　ボルト

頭付きのボルト類では
締め付けできているか判断
できないため止めねじを

はめ合い公差に注意のこと 使用すること

　すきまばめ

しまりばめ

ﾌﾞﾗｹｯﾄｻｲﾄﾞ

案内軸挿入穴

しまりばめ



2.案内軸

案内軸Ａ　面取りなし（テーブルのブッシュに挿入） 挿入容易化のため、Ｃ面取りのこと

案内軸 面取りあり（面取り部にテ ブ を載せて摺動 面取り案内軸Ｂ　面取りあり（面取り部にテーブルを載せて摺動　　　　　面取り

案内棒の径には、はめ合い公差を記入のこと

3.送りねじ

    送りねじ軸はベアリング、ばね、テーブルの送りねじ、ベアリング押さえ用のカラー、ナット、ハンドル取り付け等段階的に
　　軸の径が変わるので事前に軸径を検討のこと

　　ハンドル挿入部
ばね挿入部 ばね挿入部 ナット挿入部　　　ばね挿入部 　　ばね挿入部 　　　　　ナット挿入部

　（めねじの山径より細いこと） 　　　　　（めねじの山径より細いこと） 例　Ｍ１０
　ベアリング挿入部 　　　送りねじ部
　　ベアリング内径に合わせ 台形ねじを使用すること ベアリング、スペーサー挿入部
　　はめ合い公差を記入すること （ミスミの　30度台形ねじ両端２段タイプ　から選定） 　　ベアリング内径に合わせ

　　はめ合い公差を記入すること

　　実際の使われ方実際 使われ方



4.ベアリング
　　ベアリングは用途によりいろいろなタイプがあるが、今回の課題にでは
　　両方向のアキシアル荷重に対応可能で安価な深溝玉軸受けが良い

市販品からｄを指定して部品を選択し、
Ｂ、Ｄを決定する

　4-1ベアリング外輪の固定
ﾌﾞﾗｹｯﾄｻｲﾄﾞベアリング押え

ベアリング

ねじ穴

ボルト

ベアリングは外輪、内輪は別々に固定すること
（両方を同一部品で押さえると回転できないので注意）

　4-2ベアリング内輪の固定 参考）ボルトの頭が出っ張らないように

　　送りねじ軸はベアリングを介して、ブラケットサイドに回転可能なように固定する 　　　　した場合の形状の例
　　深溝玉軸受けには自由側と固定側がある

自由側　１ 固定側
ベ リ グ 外輪をブ ケ トサイドに固定 ベ リ グ 外輪はブ ケ トサイド

ベアリング

ベアリングの外輪をブラケットサイドに固定 ベアリングの外輪はブラケットサイド
寸法のばらつきはベアリング内輪に対し ベアリングの内輪は軸側に固定
軸側を移動可能にすることで吸収

自由側　２
ベアリングの内輪を軸へ固定
寸法のばらつきはブラケットサイドに対し
ベアリング外輪を移動可能にすることで吸収

軸の段差でベアリングの内輪を受ける

スペーサー

スペーサーを介してナットでベアリング内輪を軸に固定



5.テーブル、ブッシュ
ブッシュ 案内軸Ａ 案内軸Ｂ

テーブル

案内棒と送りねじの平行度精度を出さないとテーブルの
摺動抵抗が増えるため、これらの穴、と面の位置関係は
精度が必要送りねじ 精度が必要
寸法は送りねじの穴センター基準で記入すること

送りねじ

ﾌﾞﾗｹｯﾄｻｲﾄﾞ

めねじ部は別部品挿入とすること

注)一体で加工する場合は大きな円筒から削り出しになり
　　無駄が多いため

ﾌﾞﾗｹｯﾄｻｲﾄﾞ

　　例
　　３０度台形ねじストレートタイプ
　　（ミスミ製）

　　　ブッシュ

例
　ドライブッシュ(ストレートタイプ）
　　（ミスミ製）

ブッシュはテーブルに圧入
短 も を 側から挿入も短いものを両側から挿入も可
はめ合い公差に注意

　　テーブルとブッシュ　： 　しまりばめ
　　ブッシュと案内棒　　：　すきまばめ



6.ハンドル
　6-1ハンドル本体の送りねじ軸への固定

止めねじ式 ナット固定式

　　　　　止めねじ 止めネジの使い方（参考例）
　　送りねじのハンドル取り付け部の ナット
  　一部を平らにすると良い

　6-2ハンドルノブの取り付け

ピン、止め輪、ナット等の場合は
出っ張りは極力短くすること

ピン方式 ノブが回転するように、ノブとピンの間に遊びを設けること

止め輪方式

ナット方式

　六角ボルトの場合は、締め付け作業にが可能か
ボルト方式 　工具スペース注意のこと
　　頭部形状　　六角　　頭部形状　　六角

この寸法が短いと、ノブがぐらぐらするので極力長くすること

　　頭部形状　　六角穴付き

6 3ハンドルノブの大きさ　6-3ハンドルノブの大きさ

手の大きさを考慮し、つまみやすい大きさとすること（人間工学）

　　回転半径は操作性を
考慮して決定のこと　　考慮して決定のこと

　　回転半径が小さすぎると
　　回し辛い

　　　　手と干渉しないよう出っ張りは極力小さくすること
　　　　また、干渉する場合はエッジの無い形状とすること



　７.ばね
送りねじ逆転時は、ばね力でおされてテーブルが送りねじネジに噛み込むこと

Ｆ：ねじに加わるスラスト荷重

Ｐ：ばねの反力 Ｆ

Ｐ

　　ばねの自然長、密着長、たわみとテーブルめねじ部長さの関係

Ｐ

セット長さは自然長より少し短くし
ばねのセ ト長さ

セット長さは自然長より少し短くし
ばねが遊ばないようにした方が良い

ばねのたわみ≧テーブルめねじ部
長さとすること

Ｄ

ばねのセット長さ

たわみ

参考 ばねの端末

Ｐ Ｆ

Ｄ

ばねの密着長

めねじ部 　　参考　ばねの端末

　　ばね長さは座巻を考慮すること
押しばねの両端の平らに見える部分のことで、

ばねとして作用しない巻き部分。

一般的な押しばねの場合、合計２巻きとする

ばねの密着長

めねじ部

座巻座巻


