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４－２．表面切削による表面加工技術の開発 

(1)目的  

 本研究の目的は、建材の質感、接触感の評価技術を確立し、評価の結果を反映する製

品の加工技術の開発である。 

 天然素材を使用している木質床材（フローリング材）などは、同じ色・模様等が存在

せず、その木目に沿った凹凸によって質感や接触感が向上すれば木製品の優位性が得ら

れる。しかし、現状では表面が平滑なフローリング材が流通しており、凹凸のあるフロ

ーリング材が消費者に受け入れられるかどうかの検証はなされていない。市場に受け入

れられるような木製品らしいフローリング材などを開発するために、表面の凹凸の度合

いなどが示す物性値と、質感、接触感などの性能値と、官能評価によって数値化した「好

み」の度合いとの関係を得ることが求められている。 

 木材表面に凹凸をつける加工技術としてプレスによる表面圧縮は、短時間で一度に多

くの材料を処理できることから、効率がよく木材が本来持つ木目を浮出たせて木製品ら

しさを引き出す点で最適である。 

その反面、木目の不規律さで凹凸度がばらつくことが想定されたため、比較用として

定量な凹凸を施す加工技術のひとつとし

て、あらかじめデータ化した表面の凹凸

を NC ルータで切削加工し平板に転写する

方法を試みた。本章では、作成したデー

タの紹介と NCルータの操作方法等を記述

する。 

 

(2)NC ルータの概要 

 NC（Numerical Control）ルータは、広
く普及している切削加工機で、木材加工

のほか機械加工や樹脂加工などで用いら

れている（写真４－２８）。被削物を載せ

たテーブルが動くもの、刃物が取り付け

られたヘッドが動くもの、加えて加工軸

など複数部分が動くもの、複合型などいろいろな形式があ

るが、いずれもデジタル化した数値で動作が制御され、高

精度で多彩な切削加工ができる。この制御用の数値は、NC

コードと呼ばれるものが一般的で、制御方法(G－基本動

作,M－補助動作,F－速度,S－主軸,T－工具)などと刃物と

切削部分の位置関係を X，Y，Z で示した値である（図４－

１７）。 

 NC コードの多くは、2 次元（2D）や 3 次元（3D）の CAD

（Computer Aided Design）プログラムで製造図面を作成

し、CAM（Computer Aided Manufacturing）プログラムも
図４－１７ NC コード

写真４－２８ NC ルータ  
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しくは NC ルータの制御部分で変換する。それそれの CAD プログラムで作成した図面は独

自の形式でデータ保存されるが、近年はプログラム間の互換性の高い形式でのデータ保

存が可能となっている。今回のデータは、CAD プログラムは使用せず計測データの並び替

えによって比較的汎用性のある DXF 形式のデータを作成した。 

 

1）データの解説 

 １回目の官能試験によって「好まれる」結果となったフローリング材が敷き詰められ

た中央部から 3 枚抽出して、その表面の凹凸を計測したデータを並び替えて 3 次元のデ

ータを作成し、 

3D-CAD プログラムで、凹凸のデータが表現されていることを確認した（図４－１８）。 

本データは一般に提供可能である。 

図４－１８ 作成した DXF 形式のデータと 3D-CAD プログラムによる図示化 
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2）NC ルータの操作（SNC 使用マニュアル） ＊SNC:SHINX NC SYSTEM 

 ―立ち上げ編－ 

 

① 電源 ON 

 

② [終了] 選択。 

 

③ 【起動時のメインメニュー】 

 

 

④ [F2 手動運転]選択。 

 

 

⑤ アラーム画面が出現   

     →非常停止ボタン・脱出ボタンを解除 

 

⑥ [F1 継続]選択で手動運転画面へ進む。 

 

 

 

 

 

 

F1 継続 
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⑦【手動運転画面】 

 

⑧ [原点復帰] クリックして、X，Y，Z がそれぞれ 0.00 になっていることを確認。 

 

⑨ [終了] を選択。③のメインメニュー画面に戻る。 

 

⑩ [F8 自動プロ]選択。 

 

⑪以下の SNC 自動プログラムメニュー画面が表示される。 

 

工具の設定をおこなう場合→ [工具パラメータ設定] 

 

 

 

 

加工プログラム作成をおこなう場合 

           → [加工データ入力] 
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 ―Z 軸 0 点合わせ編－ 

 

メインメニューより [F2 手動運転] 選択 

 

刃物を見やすい位置まで、キーボードを利用して操作する。 

 

Y 方向移動：8 がマイナス方向、2 がプラス方向 

X 方向移動：4 がマイナス方向、6 がプラス方向 

Z 方向移動：．がマイナス方向、3 がプラス方向 

 

移動範囲が大きいときには、[早送り]を使用してもよい。 

 

もう一度、[早送り]をクリックすると解除。 

 

刃物がテーブル面に近づいたら [ステップ量]タブを使用して移動距離を制御。 

 

テーブル面に刃先が着く程度のところで Z 方向の移動をストップ。 

 

このときに、テーブル面にコピー用紙等を敷いて Z 軸 0 点合わせを行うと刃物、テーブ

ルともに傷付かない。2 人で行うときは、１人が紙を動かしながら指示を出す。 

 

以上の手順で刃物の Z 軸 0 点合わせを行い、その時の Z 値を読み取る。 
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 －工具パラメータ設定編－ 

 

【工具パラメータ [工具仕様設定]】 画面 

 

基準位置補正 X 軸（㎜） 0.00mm 

基準位置補正 Y 軸（㎜） 0.00mm 

基準位置補正 Z 軸（㎜） 0.00mm ← Z 軸の 0 点合わせを行い、値を入力（Z 軸 0 点

合わせ編を参照） 

 

材料上面逃げ量（㎜）：切削終了時の刃の上がり量。50.00mm 程度にする。 

 

カッター長さ（㎜）：使用する刃物による。取り付けチャック部分からの刃の出の量 

Z 軸ソフトリミット+（㎜）：  mm 程度 

Z 軸ソフトリミット-（㎜）：基準位置補正 Z 軸（㎜）の値に２～５㎜加える。符号は－。 

 

回転数（rpm）：通常 12,000～18,000 ← シンクスの基準 

切り込み切削送り速度（㎜/min）：刃物が下りていくときの速度。 

切削送り速度（㎜/min）：材料を切削するときの速度。 

表面切削送り速度（㎜/min）：切削の始まりの速度、材料に近づいた時の速度。 

カッター基準長さ（㎜）：カッター長さと同じ値にする。 

 

切削送り速度に対する割合（%）： 10R 以内の割合（%）  30.0 

                30R 以内の割合（%）  40.0 
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60R 以内の割合（%）  50.0 

100R 以内の割合（%） 60.0 

200R 以内の割合（%） 70.0 

500R 以内の割合（%） 80.0  に設定 
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 ―加工データ設定編－ 

 

①メインメニューより、[Ｆ８ 自動プロ] 呼び出し。 

 

②SNC 自動プログラムメニュー画面より、[加工データ入力] 選択。 

 

③以下の【自動プログラム加工データ管理】画面となる。 

 

 

④加工プログラムを新たに作成する場合 → [新規作成] 選択。 

 

⑤以下の、加工データ新規作成画面となる。 
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⑥任意の加工番号と加工名称を入力。 

 

⑦原点位置（ワーク上）の[左下]選択。 

⑧ワーク寸法を入力。値はテーブル寸法でも、加工する材料の寸法でもどちらでもよい。 

⑨テーブル寸法の場合は、Ｘ長さ：1300.00 ㎜、Ｙ幅：2600.00 ㎜、Ｚ厚み：材料厚さ ㎜。 

⑩以上の入力を行ったら[OK]選択。 

 

⑪以下の ＳＮＣ自動プログラム [加工番号－加工名称] ワーク[ワーク寸法] 画面

となる。 

⑫Ⅰルータ入力 Ⅱマクロ入力 Ⅲ図形入力を用いて加工データの入力を行う 
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Ⅰ．ルータ入力を選択した場合 

Ⅰ-①上記図中の→直線入力画面を例とする。 

Ⅰ-②図内 a をワーク原点として、X、Y それぞれワーク原点からの加工開始位置の座標を

入力する。 

 

Ⅰ-③図内 b [始点入力] 選択。 

 

Ⅰ-④図内 c の画面に始点位置が×により表示され、b が反転し、[終点入力]下にが表示。 

 

Ⅰ-⑤始点入力の時と同様に、加工終点の座標を入力し、[終点入力] 選択。 

 

Ⅰ-⑥[終点入力]が反転し、横に[加工設定]が表示。 

 

Ⅰ-⑦図内 d に始点加工深さ 終点加工深さを入力し、[加工設定]を選択。 

 

Ⅰ-⑧図内 c に矢印→により加工工程が示される。 

 

Ⅰ-⑨同時に図内 d に 1．ﾙｰﾀｰ（平面）と表示されていることを確認。この表示は加工工

程を追加するたびに増加していく。不必要な加工工程を入力してしまった場合にはここ

より削除できる。 

 

Ⅰ-⑩加工工程を追加したときに、工程の方向を示す→の順序が不自然でないことを確認

する。 

 

   不自然な場合には図内 d[順序変更]により修正。 

b 

c 

a 

d 
e 

→ 

f 
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Ⅰ-⑪加工工程の入力がすべて終了したら図内 e[終了]選択。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ-⑫左の確認画面になるので、[はい]選択 

 

Ⅰ-⑬加工情報が登録され、【自動プログラム加工データー

管理】画面にもどる。 
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 ―自動プログラム加工編－ 

 

①［自動プログラム加工データ管理］ 画面の [加工実行] 選択。 

 

②以下のスケジュール運転 ［自動プログラムスケジュール運転］画面が表示。 

 

③図内 a の加工面を選択。選択した加工面が赤で表示。 

④図内 b の一回実行を選択。【スケジュール運転－SNC 運転】画面が表示。 

 

a 

ｂ  

d c 
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⑤加工手順を 1 ステップずつ実行する場合、図中 c[シングルステップ]選択。 

→図中 d[起動]を選択する毎に、赤で示された G コードが一行ずつ実行される。 

⑥再度[シングルステップ]選択でシングルステップモード解除。 

⑦通常の運転の場合、[起動]選択。加工開始。 

 

(3)成果と課題 

 NC ルータによって、表面に凹凸を持つ満足度の高いフローリング材の加工技術が確立

された。しかし、多大な加工時間を要するため即時の実用化には課題を残した。本マニ

ュアルにおいては、加工に使用したデータが提供可能であること、NC ルータの使用方法

について記述した。 
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