
１．開発の経緯

　ドア，傘，ステッキに用いる木製の取手製品を低コ

ストで加工する技術を開発して欲しい，という要請を

受けCNC３次元木工旋盤の開発に着手しました。図１

に要請のあった取手を示します。この取手の特徴は，

握ったときに上を向ければ傘の取手となり，下を向け

ればステッキの取手，横に向けるとドアの取手となる

ようなユニバーサルなデザインという点にあります。

特に冬の北海道では玄関ドアの取手が金属製だと極度

の冷感による不快感を伴うので「ぬくもり」のある木

製取手のニーズは高いと思われます。

　従来，このような非円形断面でかつ湾曲した３次元

形状を加工する場合は①手作り②直交型のNC加工機

③機械式倣(なら)い旋盤（通称：コッピングマシン）

を用いていますが，次のような問題がありました。①

については，ユーザーの要望に合った形状を提供でき

る長所がありますが，加工時間が長いため製品が高価

になります。②については，材料を固定して加工を行

うため，片面の加工後に反転する工程が必要になり，

能率が低くなります。③については，原型を製作すれ

ば加工は容易ですが，倣いローラーから物理的な接触

を長時間に渡って受けるため，型が消耗し変形してし

まう他，急峻な登り段差には倣い動作が追従できませ

ん。また，形状変更の度に原型を作り直す必要があり

ます。

２．CNC木工旋盤の要素技術

２．１切削工具

　以上のような技術的背景を鑑みて機械的な倣い方式

をCＮＣ（Computer Numerical Control）化すること

が最適と考えシステム構築に着手しました（図２）。

　従来の木工旋盤はバイトを用いていましたが，目的

の形に至るまでわずかの切り込み毎にバイトを何往復

もさせながら材料を削り取る必要がありました。また，

そこから加工される形状は，円形断面に限られていま

した。本研究では切削工具としてチップソーを採用す

ることにより，一度に目的の形状を得ることができる

ので，加工時間の短縮が可能になり，また材料の回転

角度に対して，チップソーの切込みを変化させること

で，３次元形状の加工を実現することができました。

２．２形状データの入力

　CNC化に当たっては先ず，目標の形状をパソコン

に入力する必要がありますが，それには２通りの方法

があります。一つは３D-CAD（Computer Aided 

Design）ソフトでモデリングする方法，もう一つは

レーザー光とカメラを用いた画像処理技術である３D

スキャナーにより，実物形状を直接入力する方法で

す。図３に３Dスキャナーによって入力されたモデル

を示します。

２．３チップソー専用CAMの開発

　切削工具としてチップソーを採用したことで新たに

専用の CAM（Computer Aided　Manufacturing）ソ

フトを開発しました。開発にあたり，入力された３ D

モデルの外周をチップソーが転がる際のチップソーの

中心の位置座標を，その厚さと直径を考慮しながら幾

何学的に求める理論を構築しました。図４は，３D モ

デルの周りをチップソーが転がる際の座標（ｘ，ｚ，ｃ）を

計算している様子で，中央の白抜きの部分が３D モデ

ルであり，外周の円弧がチップソーの転がり軌跡です。

４．加工例

　図５に脚形を加工している様子を示します。全長

80ｍｍ，直径30ｍｍ，材料１回転当たりのチップソー

のZ方向送り量が0.5ｍｍのとき，加工時間は約６分で

した。送り量を多くすると，加工時間は短くなります

が，加工表面は荒くなります。形状データの入力には

３D－CADを用いましたが，詳細寸法の決定には，デ

ジカメで撮影した脚の正面と側面からの画像を用いま

した。２枚の画像から得た寸法を基に断面形状を楕円

で近似し３Dモデルを作成しました（図６）。

　図７は，キノコ（サイズは全長30ｍｍ×直径20ｍｍ）

の３Dモデルです。形状データの入力は，３Ｄ－ＣＡ

Ｄソフトで行ないました。図８は，加工品でキノコの

ストラップです。軸が自然に曲がっている形を３次元

加工により一個の材料から削りだしています。図９

は，ルアーの実物と加工品を示しています。

図１０に示すジャンボジェット機は，各部品ごとに加

工し接着して組み立てています。

５．加工方法の特徴

　５．１加工ができないケース

　チップソーを用いたCNC木工旋盤では，何でも加

工できるわけではありません。以下に加工ができない

ケースを説明します。図１１のようにイルカの形を加

工する場合，ヒレの付け根の部分では，図１２の斜線

部のようにチップソーの半径よりも小さな曲率半径を

有する部分では削り残しが生じます。

　本加工方法は外周を切削するので，図１３のように

アルファベットのAの場合，三角形の部分と台形の部

分（斜線部）はチップソーから見えないので陰とな

り，削り残しを生じてしまいます。図１４には，アル

ファベットのWのようにチップソーの厚さよりも，狭

い溝（斜線部）の部分の削り残しを示します。

　図１５の薄肉部のような薄い円盤を加工する際，薄

すぎるとチップソーからの切削力により割れが生じて

しまうケースがあります。図１６のように平面形状を

加工する際，加工機には平面の基準がなく加工機の運

動精度に頼らざるを得ないので精度の良い平面度が得

られないケースがあります。

６．得意なケース

　切削工具としてチップソーを用いることにより，従

来では困難だった加工が容易になるケースもあります

ので，以下に説明します。チップソーによる材料の切

削中にはチップソー先端に作用する力が微小であるた

め，図１７のような直径1ｍｍ程度の細い棒状の形状

を加工することがでます。この性質を応用して箸など

の細長い形状や，図１８に示すような厚みの薄いかき

凍氷用スプーンの加工が可能です。

７．３次元CNC木工旋盤の実用化

　本研究の成果は（財）旭川生活文化産業振興協会によ

るコーディネートを得て，旭川機械工業（株）と（有）エ

ーリンクシステムへ技術移転が行われ，図１９に示す

ような実用機が商品化されました。商品名は「３ D タ

ーニングマシン」です。特徴は①車椅子に乗りながら

作業が行える②音声ガイド付きで不慣れな人でも少し

の訓練で操作できる③CAD/CAM を備えている④安

全ドアにより刃物が回転中はドアが開かないようイン

ターロックされている，等が挙げられ障害者施設の利

用者への就業支援などに役立つものと期待されていま

す。

８．今後の課題

　平成１９年４月の発表以来，人形や器，アクセサリ

ーのような小さいサイズの物から風力発電用のプロペ

ラや楽器，等身大のマネキンなどの大きなサイズの物

まで様々な製品化に関する問い合わせをいただきまし

た。また，ボーリング機能などの新機能を付加する要

望も寄せられました。今後はこれらのニーズに応えら

れるよう改良を加えていく予定です。
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　かっては北海道の風物詩だった塔型サイロ。

　このサイロは、旧小川家酪農畜舎に隣接するように、

厚別の農家から移築されました。

　躯体は石の組積造ですが、屋根部分は柾ぶきとなって

おり、札幌軟石独特の模様と柾ぶきのテクスチャが違和

感なく調和していました。

北海道開拓の村　旧小川家酪農畜舎　サイロ


