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「大分国体炬火受け皿の製作について」 

       
大分工業高校定時制 
発表者 和田  弘 

須崎 哲郎 
1． はじめに 
本校は，県下で 2校しかない工業の定時制高校

の一つであり，昨年度の生徒数は機械科 44 名，
電気科 33名，計 77名だった。3年前より徐々に
学校は落ち着きを取り戻し，昨年度は生徒会行事

も充実して生徒たちの意欲も高まっていた。 
また，大分県は，次年度の大分国体をにらんで

各方面でその準備が少しずつ進められていたので

あろう，あちらこちらで国体準備に関わる話題を

耳にすることも増えてきていた。しかし，まさか

本校がその国体準備の中でこれほど大きな役割を

担うことになろうとは，当時まだ夢にも思ってい

なかった。 
本研究発表では，大分国体になぜ本校が関わっていくことになったのか，その経緯と炬火受け皿の

製作過程，それによる教育的効果，そして今後の課題について述べていく。 
 
 

2． 炬火受け皿の製作に至るまで 
a.発端 

話の発端は，一昨年度の 2月であった。大分国体事務局から，そして大分県高等学校教育研究会工
業部会から，降って湧いたように本校機械科に炬火受け皿の製作依頼があった。国体事務局としては，

今回の大分国体を県民の力でつくっていくという趣旨から，また厳しい財政を背景に経費を少しでも

抑えるために，工業高校への協力を依頼したもので，工業部会はそれを受けて，炬火トーチを県下の

全日制工業高校に，炬火受け皿を同じく定時制の工業高校に製作してもらおうという意図があったら

しい。 “炬火受け皿”とは，大会炬火を県下各地でおこすのでそれを受けるもの。そしてその火を国
体間近になって大分市に集めるので，その時も使うとか使わないとか…当時はまだよくわからない状

態でのスタートであった。 
 

b.デザインコンペ 

初めての炬火受け皿というものを

どういうものにするか，全く白紙の

状態からデザインを考えることとな

った。 
機械科管理室で職員 8名が頭を付

け合わせ，考えた末に行なったのは，

職員と生徒達によるデザインコンペ

だった。3 月，機械科の当時の 3 年
生全員と職員が炬火受け皿のデザイ

ンを持ち寄る。本来ならば国体会場

【本校玄関風景】 

【国体事務局提出デザイン作品】 
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の炬火台のデザインがあって，それに似せて製作するはずの受け皿を，本末転倒，受け皿のデザイン

が先行した。チューリップのような花をイメージしたデザインがあったり，知事が「大分はやはり竹

のイメージでしょう」との発言から竹ひごを編んだデザインがあったり，中にはその模型を製作して

アピールする力作もあった。そして，選ばれたデザインは 4点，竹かご，竹のパイプと円盤，等々の
デザインが中心であった（前頁 4枚の写真）。コンセプトは“18市町村の和”。「18」という数字にこ
だわったものとなった。そして“竹”。実際に製作できるのか？別府の竹工芸訓練支援センターまで研

修に出かけたりもした。 
 

c.デザイン決定 

3 月末，機械科で考えた 4 つのデザインを国体事務
局へ提出。そしてデザインは 2つに絞られた（右写真）。
一つは竹の編みかごを使ったもの，もう一つは竹をイ

メージした 18 本のアルミパイプを二重の円盤（これ
は，下の小さい円盤が前回の大分国体を，そして上の

大きな円盤が今回の国体を表わし，発展しているイメ

ージにした）で包んでいるもの。 
そして待つこと１か月余り，昨年度の 5月当初にや

っと，その２つのうち，最終決定が知事から下される

ことになった。以前の知事の言葉から竹のイメージが

強かっただけに，我々はおそらく竹の方が採用される

と思っていた。ところがふたを開けてみれば… 
製作のしやすさ，機械科の製作を考慮したところか

ら，何と最終的に選ばれたのは 18 本パイプの二重円
盤の方だった！ 
このとき，我々は製作を甘く見ていた。「デザインは単純。18本のパイプを 2つの円盤で括れば良

い…」しかし，事はそう簡単にはいかなかったのである。 
 
3． 製作過程と生徒の関わり 
a.予算問題 

 5～6 月からの試作品，そして 7月からの量産製作に当たって，まずその製作費が問題になった。国

体事務局からは，必要経費を 6月に提示するよう要請されたが，まだ試作品も完成していない状況で，

いったいどのくらいの費用が 1台についてかかるのか，正直見当もつかない状態だった。とりあえず

5～6 月中に試作品を製作しつつ，同時に材料の見積もりも検討していくことにした。【資料 1参照】 

しかし，実際にどういった材料を使うか，その材料はどこで手に入れることが出来るか，加工に必

要な工具，接着剤，等々難しい問題が山積した。しかも，この材料見積もり額は，今後試作の段階で

改良，工作法の見直し等が加わるたびに不足していくこととなる。 

 

b.設計と製作のギャップ 

誰がこの炬火受け皿を設計するのか…当初安易に考えていたデザインだが，実際に設計するとなる

と，誰もがその難しさに手を出せないでいた。そのとき，一人の職員が CAD を駆使してこの難題に
取り組み，精度の高い設計製図を完成させた。18本のパイプの角度，高さ，二つの円盤の大きさ，内
径と外径，台座に固定する板にあける穴の位置と大きさ，接触するパイプとの力関係，どれもが微妙

なバランスで支え合うため，製作にはコンマ 01の精度が必要である。 
製作は，機械科の生徒諸君。4 年課題研究で，この“課題”に取り組むが，生徒がどこまでこれら

の製作に精度を出せるか，これまでの実習経験をもってしてもかなりの困難が予想された。さらに，

【最終デザイン 2作品】 
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この先実際に試作品を製作するようになって，設計段階では思いもしなかった課題が立ちふさがって

行くことになる。 
なにはともあれ，早速職員による試作品の製作に取り掛かった。部品毎に担当ペアを決め，各々21

台という大量生産のために冶具製作から始めた。 
 

C.材質・材料 

実際に製作に入るには，材質や材料にもこだわりが必要だった。 
外周の斜めパイプは，アルミニウム材ではすぐに傷が入るため，またパイプが抜けないために弾性

変形を利用して穴にねじ込むようにして固定するため，その肉厚も薄くする必要があり，最も薄い直

径 22㎜の SUS430ステンレス材に変えた。そのパイプを支える 2つの円盤は，アルミニウム材を使
用。台座も大分県産の杉材を使うため，日田林工高校の林産工学科に依頼した。 
また，炬火受け皿の上部金属部分と台座を分解できるように，台座の上にステンレス板で固定する

ようにしたが，そのステンレス板にパイプを入れる穴を加工するのがまた難しい。寸分の狂いもなく，

しかも硬いため工具も考えなければならない。しかも時間がかかる。課題であった。 
中央の火受け皿にはちょうど良い材料がなく，何と 100 円ショップのケーキ型を採用，これを 30

個近くかき集めなければならなかった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.冶具と工夫 

試作品の製作にかかってすぐに判明したことがあった。何と部品製作の難しさとデリケートさだっ

た。大きい円盤を製作するには，6 尺旋盤が要る。しかも，正確な円形に切り抜くためにはその冶具
の製作が必要となる。そこで，下図のようなアルミ製の 8角形板を作り，そこに正確にガイド穴を開
けて大きな円盤と小さいほうの円盤を同時につくった。パイプにしても，1台に 18本要るということ
は，その 21倍，つまり 18×21の 378本要る。それらを，正確に高さを揃え，さらに先端は斜めにカ
ットしなければならない。一度に 10 本カット出来る冶具の製作をするが，どうしても部品が揃わな
い。そこで下図のような精密な 4本カット台を製作，それも形削り盤の刃物取り付け台にグラインダ
ーを角度 73.5度で縛り付けるという離れ業を行なって，4本まとめてカットするという高効率を達成
した。 

 
 

 
 
 
 
 

【日田杉の台座部品】 【ケーキ型を加工した火受け皿】 

【外周斜めパイプを 4本ずつカットする冶具】 【パイプを包む２つの円盤を作る冶具】 
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d.精度の限界 

今回の炬火受け皿は，外周パイプを斜めに差し込んで円盤で囲んで固定するため，円盤の精度 1/100
の狂いが上に行くほど誤差を大きくし，パイプを入らなくする。そして，その誤差を埋めるため，出

来た円盤にパイプが通る穴を手作業でさらに広げることも必要となった。 
また，残念ながら斜めパイプの中央につけるはずだった“竹の節”は手間がかかる上に予算的にも

厳しく，断念！代わりに円盤との固定も兼ねて円盤上下に小リングをはめ込む工夫もした。 
 

 
 
 
 
 

e.パイプの穴を何で埋める？ 

パイプ天頂部の穴をどうやって埋めるかは，結構難しかった。当初発泡ウレ

タンで簡単に…と考えていたところ，その発泡ウレタンの上に塗ったエポキシ

剤が発泡ウレタンからの気泡で表面に穴が開いてしまうのだ。 

変成シリコン剤を埋めてみたり，発泡スチロールをそのまま詰めてみたり，

表面に塗るエポキシ剤の硬化剤にも気を使ったり，様々な挑戦がなされた。そ

して到達した結論は，どれを使うにしろ大事なのはその性質をよく知って丁寧

に仕上げることだった。 

 

 
 

 

f.試作から生徒の製作へ 

結局，職員がああでもないこうでもないと試作した炬火受け皿は３台になった。4 台目でやっと満
足のいく製品が出来上がり，そのノウハウを生徒に伝授すべき時がやってきた。 
ではその間，生徒は何をやっていたのか…彼らはこれまで学んできたマシニングセンターの技能を

用いて各市町村の市章プレートを製作していたのだ。市章をグラフ用紙に移して 1点 1点ポイントを

【外周パイプの上部円盤と下部円盤に

取り付けたリング】 

【発泡ウレタン】 

【変形シリコンでパイプ天頂部を埋めたところ】 
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読んでいく。それをプログラムにしてパソコン上

でシミュレートする。うまくいけばそのプログラ

ムをマシニングセンターに転送し，先端 R0.5 直
径 1㎜のエンドミルという工具で真鍮板を切り抜
いていく。それは非常に根気のいる作業である。

しかも工具は折れやすく，一旦折れたら最初から

やり直し。難しい局面や図形は職員の手を借りな

がら，生徒達は粘り強く製作していった。その数

18枚。いや，県章も入れて 19枚。 
そして，いよいよ生徒による大量生産が始まっ

た。と言ってもそこは定時制の悲しさ，出来る時

間は限られている。毎週 3時間の課題研究と 2時
間の実習の時間のみ。2学期は瞬く間に過ぎ，冬休みも返上しての製作は続いた。そして，11台が完
成したのは 1月の末だった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g.中津工業高校定時制との共同作業 

実は，この炬火受け皿の製作には，もう 1 校協力校があった。県下でもう１つの定時制工業高校，
中津工業高校定時制である。大分県高等学校教育研究会工業部会の計らいで，炬火受け皿の製作は定

時制工業高校で共同製作することとなったのだ。 
8 月の暑い夏休み，中津工業高校定時制より

3 名の先生方が本校に来校された。本校として
も，未完成ではあったがそれまでの製作過程，

図面はもちろん冶具やそのノウハウまで，これ

から一緒に取り組んでいく仲間への熱いメッセ

ージを込めて，全てを伝え，サンプルもいくつ

か持ち帰ってもらった。先生方は大変熱心で，

その後 10 月にも再び来校された。もしかする
と本校よりも優れた製品が出来たかもしれない

… 
本校が 11台（うち本校分 1台），中津工業高

校定時制が 11 台製作。これによりお互いの技
術交換で技能がアップしたことは言うまでもなく，製作の負担もずいぶんと軽くなった。 

 
 

【市章デザインからのポイント取り】 【市章プレートの仕上げ加工】 

【中津工業高校定時制製作製品】 

【完成した市章】 
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4． 炬火受け皿の製作で得たもの 
a.技術力の向上 

今回の製作で何より良かったことは，これ

までの一般的な実習などで学んだ通常の技能

（工作機械や工具の使い方から，加工方法）

とは違う，実際にものを製作するときに使う

生の技能，より実践的な技能を職員も生徒も

身につけたことが出来たことである。 

こうした経験は，通常の授業ではできない。

なぜなら，通常の授業では失敗が安易に許さ

れ，また何度でもやり直しがきくからである。

しかし今回は，使う材料がすべて予算へ織り

込み済みだし，無駄にできる材料はない。さ

らに時間の制約や材料の制約があるため失敗

も簡単に許されない。そうした厳しい条件の中で，なお挑戦的な工夫が求められる世界，それが実践

的な技能をより高めることになるのである。生徒もそれを知ってか自分の頭脳をフル回転させ，工夫

し，いつもとは違う緊張感のある作業をしていたように思う。 

 

 

b.自分の作ったものが製品として活かされる喜び 

「自分のつくったものが実際に国体で使われ

る」という喜びは，製作する者にとって意欲と責

任感を伴う。生徒も職員も，自分のつくった一つ

ひとつの部品がそのまま製品の一部となっていわ

ゆる市場に出ていくという経験は，これまで味わ

ったことのないものであった。それだけに緊張感

もあるがやりがいもあるものであった。製作途中

においても，「使う人がどう思うか」「セレモニー

で耐えられるか」という問いがよく聞かれるよう

になっていた。きっとこの体験は，これからのものづくりに大きな影響を及ぼすだろう。ものづくり

とは，最終的には使う身になって考える視点が重要だからである。 

 

 

5． これからの課題 
今年，大分国体は終わった。炬火受け皿もその任務を終えたが，幸いにも返品や修理の依頼は来な

かった。 

今回の炬火受け皿の製作を振り返り，課題としていくつか考えておきたい。 

 

（１） 定時制の生徒に対して，どこまで「自分たちが製作したんだ」と感じさせることが出来たか？ 

   炬火受け皿の製作依頼が来た当初，機械科の職員間ではどういう形で生徒に製作させていこう

か？とかなり悩んだ。そして，翌年の課題研究に位置づけ，4 年生にデザインから関わらせてい

くことになった。 

ところが，設計・試作の段階で，すぐに生徒にそのまま製作させることはかなり困難だとわか

った。高い精度と丁寧な加工が要求され，製作に当たっては教師がほぼ 2～3 人に一人は付いて指

【4年機械科生徒組立製作中】 

【炬火受け皿受け渡し式】 
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導しなければならない。しかも精密な部分の加工は熟練が必要となる。 

生徒が出来る部分を厳選し，しかも出来るだけ多くの作業に取り組ませたいとの思いから，あ

らかじめ準備は職員がして授業中は指導下で注意しながらの作業となった。しかし，生徒は徐々

に要領を得て最後は積極的に取り組み，あまり言わなくても出来るようになった。 

はたして，生徒諸君に達成感はあったであろうか？ここに，4 年機械科諸君が今回の炬火受け

皿製作について述べた感想がある。 

「いままで機械科で学んだことを，国体を通して活かせるのがうれしい」 

「1 年間かけて一生懸命作ってきたのでたくさんの人に見て欲しいです」 

これらの感想をみるとき，生徒たちにとっても今回の製作は自信と誇りを持てたものであり，

充分達成感を感じれたものであると思われる。 

 

（２） 今回の製作を通して学んだ技術や技能，製品製作の感性を，今後どう活かしていくか？ 

今回の製作で，旋盤の特殊な使い方，冶具の製作について，精度の厳しい製作に関して，さ

らには色々な工具や材料，補強材等の使い方，そして最も貴重であった“市場に出す製品を製

作するという意識と感性”など，日頃の授業や実習では知りえない多くのことを生徒諸君も

我々職員も学ぶことが出来た。これらのことを今後の教科指導，学習に活かさない手はない！ 

工業高校では，現代の技術の急速な発展に伴い今後ますます実践的な学びが必要となってく

るであろうし，即戦力としての実力も身に付けていかねばならなくなるだろう。そのためには

基礎的な技術技能の習得に加えて，ものづくり本来の知恵ともいうべき感性も磨いていかなけ

ればならない。 

これからの授業や実習に，今回学んだこれらの“知恵”をどのように取り込んでいくかを検

討し，具体的に実践に結び付けていきたい。 

 

 

6． おわりに 
   今回の製作に関しては，苦労を共にした中津工業高校定時制の職員の方々，そして生徒諸君，

台座を製作して頂いた日田林工高校林産工学科の皆様，別府竹工芸訓練支援センターの方々，大

分国体事務局の方等々多くの人々によって支えられました。もちろん大分工業高校定時制の職員

や生徒諸君はそれらの支えを受けて本当によく尽力してくれました。 

ここにこうして大分国体の一端を担う「炬火受け皿」の活躍を報告できますのも皆様のおかげ

と感謝しております。 
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【資料 1】 

 

品目 メーカー 規格 数量

ホールソー マルエム他 ホールカッターＴＧ24同等品　超硬 7

ドリル メーカー不問 ハイスドリル　φ8.1 10

半丸ヤスリ ツボミ 半丸細 10

ハンドグラインダー刃 ベルストーン ベルストーンBSW220 4

ハンドグラインダー刃 レジトン レジトン　金の卵105×1.0×15　ＳＵＳ用 20

フラップホイール メーカー問わず ♯320　φ20 20

リベッター ロブスター ＨＨＲ0020 1

リベット ロブスター ステンレス／ステンレスシャフトＴ3ー4　パック入り 2

ソケット ＫＴＣもしくはコーケン同等品 12mm　ディープソケット　□9.5 2

メガネレンチ ＫＴＣ同等品 10×12 2

Ｔバーレンチ メーカー問わず □9.5（軸の長いもの） 2

アルミ板 メーカー不問 Ａ5052　ｔ3.0　1000＊2000 3.5

φ22　SUS430　 ｔ0.8　L4000　磨き 54

φ25　SUS430　 ｔ1.0　L4000　磨き 2

Ａ2017　φ50　　L3000 1

A2017  φ22　　Ｌ2000 1

SUS430  t2  200*250 25

SUS430  t2  300*1000 1

真鍮板 メーカー不問 C2801P　t3 250*1000 1

フランジ付きナット メーカー不問 M8　ユニクロメッキ 100

座金 メーカー不問 8×40×2.0　ユニクロメッキ 30

座金 メーカー不問 8×18×1.2　　ステンレス 30

キーリング ニッサチェイン Pー222　ステンレス　　研磨 500

割ピン φ3　L40　亜鉛メッキ 500

ステンレス針金　 SUS304　φ1.2　（10M）　軟質 2

寸切りボルト M8　ユニクロメッキ　　L2000 8

ケーキ型 （株）ダイソー デコレーションケーキ丸形(共底4.5号用) 30

アイティーダブリュインダストリ デブコン　F－10 1

アイティーダブリュインダストリ デブコン　STー500 1

スリーボンド TB2082F 1

カンペハピオ シリコンラッカースプレー　ゴールドSP420 15

カンペハピオ シリコンラッカースプレー　クリアＳＰ420 8

ユニテックまたは同等品 ステンレスコート(装飾)SB 200ml 5

ワシン ウレタンニス（クリア） 8

ラッカーシンナー カンペハピオ ４L 1

木工用パテ コニシボンド 120ml白タモ　＃25621 4

発泡ウレタン シスタ 一液型発泡ウレタン充填専用500ml 4

総計

メーカー不問

メーカー不問

メーカー不問

ステンレス板 メーカー不問

その他

アルミ丸棒　

接着剤

ステンレスパイプ

小物
部品

材料

塗料

炬火台製作材料等一覧

＊工具

炬火台材料・工具表
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【資料 2】 

 

 

 

 

【炬火受け皿組立図】 
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【資料 3】                      【資料 4】                  

 

   

【資料 5】 

 

 

 

 

 

 

【18 本アルミパイプ部品図】 

【火受け皿止め具部品図】 

【台座部品図】 


