
担当科目名 自動設計製図

受講生の所属学科 電気電子システム工学科

学年 4年

期間 通年

番号 日本語(Japanese) 英語(English)
記号
（Symbol）

単位
(Unit)

1 製図 engineering Drawing

2 規格 Standard

3 日本工業規格 Japanese Industrial Standard：JIS

4 国際標準化機構 International Organization for Standardization：ISO

5 国際電気標準会議 International Electrotechnical Commision：IEC

6 実線 continuous line , solid line

7 破線 dashed line , broken line

8 一点鎖線 long dashed short dashed line , chain line

9 二点鎖線 long dashed double short dashed line

10 投影法 projection

11 投影面 projection plane

12 投影線 projection line

13 投影図 projection drawing

14 平行投影法 parallel projection

15 直角投影法 right projection

16 正投影法 orthographic projection

17 第三角法 third angle projection

18 第一角法 first angle projection

19 軸測投影法 axonometric  projection

20 斜投影法 oblique projection

21 中心投影法 central projection

22 透視投影法 perspective projection

23 第三角図 third angle drawing , orthographical drawing

24 正面図 front view

25 平面図 plane view , top view

26 側面図 side view

27 背面図 rear view

28 下面図 bottom view

29 等角投影図 isometric projection drawing

30 等角図 isometric drawing

31 キャビネット図 cabinet  projection drawing

32 カバリエ図 cavalier projection drawing

33 テクニカルイラストレーション TI：technical illustration

34 断面図 sectional view

35 切り口 section

36 ハッチング hatching

37 スマッジング smudging

38 尺度 scale

39 現尺 full scale

40 倍尺 enlarged scale

41 縮尺 reduction scale

42 寸法 dimension

43 寸法線 dimension line

44 寸法補助線 projection lines

45 引出線 leader line

46 寸法補助記号 symbol for dimensioning

47 C chamfer

48 寸法公差 dimensional tolerance

49 基準寸法 basic dimension

50 はめあい fit

51 はめあい方式 system of fits

52 すきま clearance

53 しめしろ interference

54 すきまばめ clearance fit

55 しまりばめ interference fit

56 中間ばめ transition fit

57 公差等級 international tolerance

58 表面性状 surface texture

59 幾何公差 geometrical tolerance

60 データム datum

61 輪郭線 borderline

62 中心マーク centering mark

63 表題欄 title block

64 部品欄 item block

65 照合番号 reference number

66 標準部品 standard parts

67 CAD Computer Aided Design

68 CAM Computer Aided Manufacturing

69 CAE Computer Aided Engineering

70 レイヤ layer

71 配線図 wiring diagram

72 IV線 indoor vinyl

73 ポリ塩化ビニール PVC:polyvinyl chloride

74 ビニル絶縁ビニルシースケーブル vinyl insulated vinyl sheathed cable

75 キャブタイヤケーブル cabtyre cable

76 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル crosslinked polyethylene insulated vinyl sheathed cable

77 ビニール平形コード vinyl flexible flat:VFF

78 同軸ケーブル coaxial cable

79 単線接続図 skeleton diagram

80 系統図 block diagram

81 シミュレーション simulation


