
巨可
トレース技能審査基準

程　　度 領　　域 内　　容 摘　　要

複雑な図および

工業用図面を正

しく美しく速く

トレースするこ

とができ､さら

に日本工業規格

(Z8310-Z8318)

およびトレース

技能の適応する

各専門分野に関

連した知識と印

刷用原図として

使用できる程度

の高度な実技能

力をもち､該当

専門分野の技術

指導ができる｡

実

技

(1)図面用文字

(数字･ローマ字･漢字･

ひらがな･かたかな)

(2)技術上熟練を要する

複雑な図

(図形･図表･イラスト)

(3)技法上熟練を要する

複雑な工業用図面

(4)専門分野の印刷用原図

※トレースする課題図およ

び図面は線･文字など､そ

の内容について適切な判断

を要求するものとする｡

①各種の文字をゴシック体および楕書

体によって､正しく美しく速くイン

ンクがきすることができる｡

②直線･円･円弧･二次曲線及び自由

曲線によって構成された複雑な平面

または立体図をインクがきによって

正しく美しく速くトレースすることができる

③複雑な工業用図面をインクがきまた

は鉛筆がきによって正しく美しく速

くトレースすることができる｡

④次に掲げるいずれか一つの専門分野

から選択した課題図面を､印刷用原

図として使用できる程度に､インク

がきによって正しく美しくトレース

スすることができる｡

(1)機械関係(2)電気および電子関係

(3)建築および土木関係

(4)地図および一般版下関係(イラスト含)

(1)1トレース用具および用

紙に関する専門的事項

(2)用器画法に関する事項

港 (3)日本工業規格(Z8310

-Z8318)の応用的事項

(4)版下作成に関する基本

的事項

(5)専門分野に関する一般

的事項

(6) CADに関する一般的な

知識

(Dトレースに使用する用具および用紙の全

般について､その種類･性質･用法お

よび整備調整方法などに関する専門的

知識をもっている｡

②平面および立体用器画法に関する一般

的知識をもっている｡

③日本工業規格(Z8310-Z8318)全般

に関して､ある程度応用できる(2級より

高度な)知識をもっている｡

④版下作成上必要な尺度･文字および写

真植字に関する基本的知識をもっている

⑤実技の内容の④に示した専門分野のい

づれか一つについて図面作成上必要な

用語･記号･略号および作図方法等に関

する一般的知識をもっている｡

⑥製図･トレースとCADとの関連について

必要な一般的知識をもっている｡

本級に使用する

標準的用具･用

紙は次による｡

用具

2級にあげたもの

の他､テンプレー

ト･レタリングセット

･単頭および二頭

回転カラスロ･字

高割･細筆･修正

用ホワイト等専門

分野に必要なもの

用紙

(1)つや消しトレ

ース紙

(2)つや付きトレ

ース紙

(50-70g/m2)

(3)トレース用

和紙

(4)トレーシング

フイルム(ポリエス

テル製片面マット

厚さ0.07ミリメート

ル程度)



トレース技能審査基準

程度 處ﾈ暫��>�vR�摘要 

かなり複雑な図 凅��ｵ｢�(1)図面用文字 ��ｦX顗,ﾉ[h鬨/�585h6(4��ﾈ*�.h-��X���ﾂ�本級に使用する 

および工業用図 �(数字.ローマ字.漢字. �,X48984�*ｨ*ｸ,�.h,�,I�8+X*ﾙOﾈ+X*ﾒ�標準的用兵.用 

面を正しく美し 凾ﾐらがな.かたかな) �6x8ﾈ�ｸ5�+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ.薬�紅は次による○ 用具 

くかなり速くト �(2)技術上熟練を要する ��+ﾉ�ﾂ阯粨苓ﾌ｢�?�鵁ｼ�*�.h-�齷u"�

レースするこ'と 凾ｩなり複雑な図 仂��ﾈ,�.h,�,Hﾕﾉ�ﾈ+8.ｨ+ﾘ*�,�.瓜�舐�

ができ､ �(図形.図表.イラスト) (3)技法上熟練を要する �,��ﾘ/�48984�*ｨ*ｸ,�.h,�,I�8+X*ﾙOﾈ+X*ﾒ�製図板.T定規. 

日本工業規格 劍*�,�.��ﾈ*ﾘ6x8ﾈ�ｸ5�+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ.薬�三角定規.直線 

(Z8310-Z8318) 劍t#8ｸ�,�*�+�+ﾘ.�,ﾈ,ﾉ�ﾊHｴ�ﾕﾈ*�.h-��引きカラス口.カラ 

全般に関する基 凾ｩなり複雑な工業用図面 俔ﾉ�(,�,x/�ｭﾈ-��ﾙlｨﾕﾉ�ﾈ,ﾈ*�,�.瓜��ス口中コンパス. 

本的知識および 凵ｦトレースする課題図および 倅x,慰鮎iw��ﾙlｨ/�48984�*ｨ*ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾒ�丸ペン.ラウンドぺ 

トレース技能が 剞}面は線.文字などその内 �ITﾘ*ｨ*ｸ,�.h,�,I�8+X*ﾙOﾈ+X*ﾙ�ﾈ*ﾒ�ン(0.5ミリメートル) 

適応する専門分 剽eについてある程度の判断 �6x8ﾈ�ｸ5�+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ.��ｲ�ニードルペン.製 

野について､図 面作成上必要な 凾�K要とするものを含む. 剞}用インク.消し 板.消し台.消し 

哩 臥 茶��6x8ﾈ�ｸ5駅�ｾ�*�.h-�w��①トレースに使用する用具および用紙 

基本的知識をも 剋�ﾉついての全般的事項 (2)簡単な立体用器画法に �,�,(*(,JH+ｸ,ﾈ顥}粳�ｸ�駢�d�*��ゴム.雲形定規 

つている○ 劍.h-��餔Y+)�饑ｹd�,�,x,亊h+x.�ｩL｢�･ガラス棒定規 

的知識をもっている○ �5�7h8ｨ984�5(987�5��

②透視図法.斜投影法など立体的器画 售3�5ｨ986�8��ｸ6x8ｲ�

関する事項 囘�,ﾈｮ馮ｹ4�&ﾘ�/�.�,�,H*(.停�スケ-ノレ 用紙 

(3)日本工業規格(Z8310- �)?ｩgｸﾔ鮎hｴｸｦ着｣�3��ﾕ｣�3�ｘ,��

Z8318)に関する全般的 舒�,8*(,Hﾞﾉ�ﾘ+8.ｨ+ﾘｬ�%�,慰鮎iw��ﾒ�

事項 (4)図面用文字に関する事 冤ｨ/�<y�ﾘ,X*ｸ.�/i7�,ﾉ�9Lｩ4�&ﾘ�/��つや消しトレース紙 

もっている｡ ④図面用文字について書体の種類.用 茶c�ﾓsVr�鋳�

項 仞�*�.h-�*�*ｹ_ｸ/�yﾘ��+X,H*(.��ｲ�
司和 茶R��ｩnYZｩnﾈ,亊h+x.舒��"�⑤次に掲げるいずれか一つの専門分野 

的事項 (6)CADに関する基本的 �,�,(*(,JI�ﾙlｨﾞﾉ�ﾈ�9Tｹwh,駅�ﾎ｢��ｴﾈﾘb騷ｨﾘh,�,x,亊h+x.舒��)4�&ﾘ��/�.�,�,H*(.��ｲ���亢�､(ｭhﾅr�"�6Hｴ8*�.h-�6H��ｭhﾅr��2佶ｩ'ｨ*�.h-�7冦渥hﾅr�ィ�&��ﾘ*�.h-�自LｩLX岑ｭhﾅr�488�5�6xｭﾂ��tY�ｹ�ﾒ�6x8ﾈ�ｸ5�,d4�H,h,ﾈｭi��,�,(*(,B�

な知識 儺ｹwh,旭馮ｹ4�&ﾘ�/�.�,�,H*(.停�



[三可
トレース技能審査基準

程　　度 領　　域 内　　容 摘　　要

やや複雑な図お

よび工業用図面

を正しく美しく

トレースするこ

とができ｣図面

表現上必要な

日本工業規格

(Z8310-Z8318)

の基本的事項を

理解できる｡

莱

技

(1)製図用文字

(数字･ローマ字)

(2)やや複雑な図

(図形､図表､イラスト)

(3)工業に関連するやや

複雑な図面

※トレースする課題図および

図面は線･文字などその

内容について特に判断を

必要としないものとする

①製図用文字のうち数字･ローマ字を

インクがきまたは鉛筆がきによって

正しく美しくトレースすることができる

②直線･円及び円弧によって構成され

たやや複雑な図を､インクがきまた

は鉛筆がきによって正しく美しくあ

る程度速くトレースすることができる｡

③記号(基本記号･一般図記号･符号

･略号)およびハッチングなどを含む

技法上やや複雑な工業用図面をイン

クがきまたは鉛筆がきによって正し

く美しくある程度速くトレースする

ことができる｡

(1)トレース用具の整備調

整を含む一般的事項

(2)簡単な立体用器画法に

関する事項

哩 (3)日本工業規格(Z8310-

Z8318)に関する基本

事項

①トレース用具について整備調整およ

び研磨などを含む一般的知識をもっ

ている｡

②平面用器画法の初歩的知識をもって

いる｡

③ 4級に示す内容の他日本工業規格

(Z8310-Z8318)に基づく次の事項

についての基本的知識をもっている｡

(1)図の表し方(正面図･側面図･

平面図･下面図･補助投影および

断面など)に関する事項

(2)寸法記入についての一般的事項

(3)正投影についての一般的事項

(簡単な品物の立体図から第三角法

による正投影図を作成できる)

本級に使用する

標準的用具･用

穀は次による｡

用具

4級にあげたもの

の他､耐水研磨耗

または油といし

用紙

つや消しトレース紙

(60-75g/m2)



E可
トレース技能審査基準

※程度の高いのものより順にl級､ 2級､ 3級､ 4級の4等級に分ける｡

程度 處ﾈ暫��>�vR�摘要 

簡単な図および 們��ｵ｢�(l)線の基本 (2)製図用文字(数字) (3)簡単な図 ��6x8ﾈ�ｸ5�,ﾈ�^�4�&丶ｸ,Ywhｸ�+8.ｨ.��本級に使用する 

工業に関連する 劍ｮ馮ｹ4�,��ﾈ/�H48984�*ｨ*ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾘ傳�標準的用具.用 

図面をトレース 劔Tﾘ*ｨ*ｸ,�.h,�,I�8+X*ﾘ6x8ﾈ�ｸ5�+x.��紙は次による○ 用具 

することができ､ 劍+�,h*ｨ,X*ｸ.��ｲ�

図面作成上必要 劍t��ｹ�ﾙw��H鬨/�H48984�*ｨ*ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾘ傳�

な初歩的知識を 劔Tﾘ*ｨ*ｸ,�.h,�,I�8+X*ﾘ6x8ﾈ�ｸ5�+x.��製図板.T定規. 

もっている○ 劍+�,h*ｨ,X*ｸ.薬�三角定規.直線引 

③直線.円及び円弧によって構成され �*ｸ4ｨ8�5委ｲ�4ｨ8�5��

(図形､図表､イラスト) (4)簡単な図面 �+ﾘｬ�%�,��ﾘ/�H48984�*ｨ*ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾘ傳�口中コンパス. 

筆がきによって正しくトレースする �ITﾙ(h5(987�5や�

ことができる○ �5�5��ｸ�ﾈ8ﾈ7�92��

④直線.円および円弧によって構成さ ��ｹ�ﾙw�僮Tﾒ�

※トレースする課題図および �.ｪI��d�ｴﾉ?ﾈ,ﾈ*�.豫�%�,鰻兒�,ﾉ�ﾒ�(F.2H.4H) 

図面は線.文字などその 冤ｨ/�H48984�*ｨ*ｸ-ﾈ+ﾘ,ﾘ僮Tﾘ*ｨ*ｸ,��ニードルペン.製 

内容について特に判断を 必要としないものとする �.h,�,I�8+X*ﾘ6x8ﾈ�ｸ5�+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ.薬�図用インク.しん けずり箱.消し板 ･消し台.消しゴム (鉛筆用.インク用) 

哩 論 茶��6x8ﾈ�ｸ5駅�ｾ�,亊h+x.��G)トレース用具のうち基本的なのもの 

常識的な事項 (2)図面表現に関する �,�,(*(,JH+ｸ,ﾈ顥}粳�ｸ�駢�d�,��30センチメートル 

どに関す■る常識的知識をもっている ②日本工業規格(Z8310-Z8318)に基 �5�5��ｸ8ｲ�w�鐫�

初歩的事項 �,8*ﾘ鵁,ﾈ馼ﾘ�,�,(*(,JHｮ馮ｹ4�&ﾘ��

をもつている｡ �,(.(��+X6x8ﾈ�ｸ5郁b�

(1)図面用紙の大きさ.輪郭および 表題欄に関する事項 (2)尺度に関する事項 (3)線の種類.太さ､.名称および 用途に関する事項 (4)寸法記入についての基本的事項 (5)正投影についての基本的事項 (簡単な品物の正投影図が第一角法 によっているか､第三角法によって いるかを理解することができる) 茶cbﾓsVr�"��


