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目標は“All Development
Support Company”

大槇精機の創業は 1960 年

（昭和35）４月。当時旋盤工だ

った大町實氏（現社長・大町亮

介氏の祖父）が，東京都板橋区

で独立したのが始まりである。

創業時の社名は大町製作所。自

動車のコンプレッサ・エンジン部

品の製造を手がけていた。1969

年（昭和44），事業の拡充に伴

い，埼玉県朝霞市に工場を移転

する。その後，ミノル精機と社

名を変え，本田技術研究所との

取引を契機にNCフライス盤を

導入した。1980年（昭和55），

現在の社名へと変更する。本田

技術研究所との仕事を通じて

“品質”と“納期管理”に対す

る意識を高めていきながら，二

輪のレース部品を中心に事業を

拡大していった。

2005年には新工場が完成し，

工場の移転とともに大町亮介氏

が代表取締役社長に就任した。

同社長のもと，従業員の拡充お

よび若返り，事業の拡張，設備

投資を進めていく。工場移転当

時15名程度だった従業員は40

名に増え，若い精鋭の技術者が

揃った。設備も，DMG製５軸

マシニングセンタやオープン・

マインドテクノロジーズ社製３

次元CAM「hyperMILL」をはじ

め，三次元測定機，各種測定機

など多数の最新鋭設備を保有す

る（取材から１週間後にはさら

に設備投資が行なわれ，DMG

製５軸マシニングセンタが４台

から５台に増えた）。

それら最新設備をもって現在

同社が手がける主な事業は，二

輪部品の“試作”。最大の取引

先は埼玉県朝霞市にある本田技

術研究所である。二輪以外には

四輪部品，航空部品，そして二

足歩行ロボット「ASIMO」の

部品の試作なども手がけており，

さらにはロードレース世界選手

権（MotoGP）などのレース専

用二輪のパーツ製作も行なって

いる。

2010年４月に創業50周年を

迎える同社は，二輪・四輪業界

のみならず，すべての業界の開

発業務に携わっていける会社

― All Development Support

Company―を目指している。

2009年のEMOショーで展示され，大きな反響を呼んだ1／1ヘルメッ

ト。アルミ合金の総削り出しで加工されたこのヘルメットは，森精機

製作所が主催する第６回ドリームコンテストの「金型・造形加工部門」

で金賞を受賞した。これを製作したのが大槇（だいしん）精機である。

同社は試作部品の加工を主な事業としており，創業50周年記念モデ

ルとしてヘルメットを製作した。加工には，オープン・マインドテク

ノロジーズ社製３次元CAMソフトウェア「hyperMILL」とDMG社

製５軸マシニングセンタが使われた。

ここでは，hyperMILLを活用する大槇精機の現場をレポートする。

株式会社　大槇精機
―hyperMILLの高い自由度により，思い描いたとおりの加工を実現―
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特集１ ユーザーニーズに対応したCAMシステムの実際

＜ユーザー取材＞

二輪モトクロス用のヘルメットを造形した1／1ヘルメット（左：ヘルメット全体，中央：後頭部，右：後頭部の羽根）



16 機 械 と 工 具

５軸加工環境の導入

第６回ドリームコンテスト

「金型・造形加工部門」で金賞

を受賞し，その技術力の高さを

証明した同社だが，５軸加工の

環境が整ったのは2008年５月

と意外にも最近である。「５軸

の業界ではかなり後発です」と

大町社長も認める。それまでは

３軸加工用のCAMと加工機で

本田技術研究所の仕事を100％

こなしていた。以前から５軸加

工の設備を導入しようと検討は

していたが，同社の事業は短納

期の試作やレース部品の加工が

主だったため，「導入によって

機械に何かトラブルが生じたら

いけないと思うと，なかなか踏

ん切りがつかなかった」（大町

社長）という。

そのような中でひとつの“出

会い”があった。「2007年に年

末発注・年始納品というかけ込

みの仕事が舞い込んできました。

それが３軸加工ではどうしても

間に合わない仕事だったので，

５軸加工の環境を整えている加

工業者に頼みました」（大町社

長）。

それから２か月後，大町社長

はその加工業者の工場を見学す

る機会を得た。「当時はリーマ

ンショックが起こる前でしたが，

製造業界は厳しい状況が続いて

いました」と大町社長は当時を

振り返る。「そのような状況下

にあって，その加工業者が５軸

加工の設備という当社にはない

ものを持っていたということ，

また私とそこの社長が同い年と

いう縁もあり，『それだったら

一緒にやりましょう』という話

になりました」。

それから急ピッチで話が進み，

2008年５月に営業権を譲り受

け，大槇精機の“５軸加工”が

スタートした。

技術の限りをつぎ込んだ
1／1ヘルメット

こうして始まった同社の５軸

加工。後発であるがゆえに，

「５軸加工の先駆者の度肝を抜

きたい」（大町社長）という想

いで，JIMTOF2008にアルミ合

金から削り出した1／1ヘルメッ

トを出品した。「あるセミナー

で名刺交換させていただいた講

師の方が，そのヘルメットを絶

賛してくださいました。製造業

界に“大槇精機”の名が浸透し

ていたというのはとてもうれし

いことです」と大町社長は言う。

そして2009年，輪をかけて

品質にこだわった二輪モトクロ

スの1／1ヘルメットを製作した。

このヘルメットには，航空機部

品加工の技術がふんだんにつぎ

込まれている。口元のフィン部

分には，航空機部品のブレード

をモチーフに“ねじれた形状”

を採用しており，またヘルメッ

ト後頭部には同じく航空機部品

のブリスクをあしらった羽根を

取り付けている（材質はチタン）。

そのほかにも，細かいメッシュ

状の空気孔を設けたり，薄肉形

状に削り込んだりすることで軽

量化も図っている。

こうした技術の結晶が，先に

オペレーターの面々
（左から，塚本次郎
氏，水谷耕久氏，安
永雅史氏）

ヘルメットの前頭部分とそのツールパス
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も述べたドリームコンテスト金

賞受賞につながった。そして，

その加工パスの作成で活躍した

のが「hyperMILL」である。

hyperMILLの「５軸リワ
ーク」と「５軸フリーパス」

「ヘルメットのツールパスの

大部分は，hyperMILLの『５軸

リワーク』『５軸フリーパス』

機能を駆使して作成しました」

と，ヘルメット製作に携わった

水谷耕久氏（製造部 技術課 セ

クション・マネージャー）は作

成当時を振り返る。逆にいえば，

これらの機能を使わなければヘ

ルメットのツールパスを作るこ

とはできなかったということだ。

「５軸リワーク」とは，ほか

の加工手法で作成されたツール

パス（たとえば３軸のツールパ

スなど）を参照して，そのツー

ルパスを５軸のツールパスとし

て再作成する機能である。

また，参照するツールパスの

干渉エリアにのみ，干渉しない

ツールパスを発生させることも

できる。つまり，オペレーター

が任意のパスを出したい場合，

そのパスが干渉していてもその

まま演算し，あとで干渉する部

分だけに回避の動きを与えるよ

う再演算させることで，任意の

ツールパスを作成できる。

もうひとつの「５軸フリーパ

ス」は，CADで作成された３

次元曲線に対して５軸加工のツ

ールパスを作成する機能である。

この機能を使うことで，指定し

た経路を忠実に守りながら，任

意のベクトルのツールパスを作

成することができる。

この二つの機能を用途によっ

て使い分けることで，「従来出

せなかったようなパス，そして

自分の思い描いたとおりのパス

を作成することができる」（水

谷氏）。そして大町社長は，「思

い描いたとおりのパスが出せる

ということは，つまりオペレー

ターのスキルが高くなければで

きないこと」だと言う。「リワ

ークにリワークを重ねることで

初めてパスを出せるということ

もあります。そのような自由度

の高さが hyperMILLの特徴だ

と思っています。それはつまり

オペレーターのスキルにも直結

していきます。自由度が高い分，

オペレーターの意思が反映され

るということですから，当然オ

ペレーターにも高いスキルが要

求されます」。

独OPEN MIND社の上級エン

ジニアによれば，“ハイパー使

いはリワーク使い”だという。

リワークを駆使して作成された

ヘルメットのツールパスを見て，

OPEN MIND社の方も「よくこ

れほどのパスを出しましたね」

と驚嘆の声を上げた。

間口が広く，奥も深い
hyperMILL

その一方で，ヘルメット後頭

部の羽根の加工で使用された専

用アプリケーション「マルチブ

レードパッケージ」では，非常

に簡単にブリスクなどの加工パ

スを作成することができる。

「ブリスク加工のためのパラメ

ーターが集約された専用の加工

機能なので，荒加工から仕上げ

までのパスを簡単に作成するこ

とができました」（大町社長）。

そのほかにも hyperMILLは

特集１　ユーザーニーズに対応したCAMシステムの実際

５軸リワークによって干渉回避させたツールパス

代表取締役社長
大町亮介氏
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さまざまな専用モジュールを備

え，また２軸から５軸までのパ

ス作成機能を持っている。さら

に最新バージョンでは特に２軸

加工機能が強化された。

そうした点を踏まえて，水谷

氏は「hyperMILLの間口は広い

が，奥も深い」と hyperMILL

についての印象を語る。「難し

いことも簡単にできるので，初

心者にとっても，優しいCAM

だと思います。そして，今回の

ように複雑な加工をやろうと思

った場合でもきちんとそれにつ

いてきてくれます。そういった

奥の深さがあります」。

hyperMILLを使い始めて１年

ほどになる塚本次郎氏（製造部

技術課 グループ・リーダー）

も，「使う前はhyperMILLを使

えばなんとかなると思っていま

したが，そんなことはありませ

んでした。使う側の努力がやは

り必要です。しかしある程度慣

れてくると，加工の自由度がぐ

んと広がります」と，hyper

MILLを使った感想を述べる。

「ただ，５軸CAMに関して言え

ば，hyperMILLを含めてどの

CAMも３軸に比べるとまだ発

展途上だと思っています。バー

ジョンアップでどんどん改善さ

れていくことを望んでいます」

と大町社長は付け加える。

若い人たちに“ものづく
り”の魅力を

同社が５軸加工の環境を導入

してから約１年半が経つ。それ

までは３軸ですべての加工を行

なってきた。導入後，加工の内

容も比較的難しいものが増えて

きているという。また，３軸で

できるものを５軸加工に置き換

えることで工程集約も図ってい

る。そのため，現場では５軸か

ら埋まっていくという流れにな

った。「５軸加工のものは大槇

精機さんで」という認識も広が

ってきた。

５軸では後発ながらもこのよ

うな進化を遂げてきたことにつ

いて，大町社長は次にように語

る。「今回のプロジェクトで一

番若い安永技術員は，hyper

MILL使用歴１年でOPEN MIND

社のスタッフから『もう教える

ことは何もありません』と言っ

ていただけるほど急成長しまし

た。彼だけでなく，スタッフ全

員が技術探求を本気で行ない，

成長している証だと思います」。

最後に大町社長は，「この先

日本のものづくり企業が生き残

っていくためには，高品質・高

付加価値の加工にシフトしてい

かざるを得ないと思います」と

述べた。それには，「CAMを使

う側の“スキルの向上”が必須」

だと言う。「当社には若い優秀

なスタッフが揃っていますが，

日本全体を見るといまの若い人

たちの製造業離れを感じます。

そのような若い人たちに“夢”

を与えたいという気持ちを込め

てヘルメットを製作しました。

このヘルメットを通じて，若い

優秀な人材にものづくりの魅力

を感じていただければと思って

います」。

特集１　ユーザーニーズに対応したCAMシステムの実際

DMG社製５軸マシニングセンタ「DMU 60P duoBLOCK」とヘルメットの加工風景
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