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1. はじめに 

厳しい経済状況が続く中、製造業では

ますますのコストダウンが要求されてい

る。その実現手段として、生産を海外へ

シフトする企業が増加し、国内で生産す

る製品は、付加価値の高いもの、短納期

のもの、少ロットで複雑な加工のものだ

けとなっている。 

このような市場の背景に伴い、工作

機械の商品も 2 極分化が進んできてい

る。付加価値の低い製品を加工するた

めには、設備投資も抑える必要があり、

必要最小限の機能に絞り込んだ機械が要求される。これの対極に位置するのが複合加工機である。 

複合加工機とは、その名のとおり、1 台の機械にさまざまな工程を取り込むことを目的としてつ

くられた機械であり、工程間の待ち時間の削減や、1 サイクルの加工時間が比較的長く、オペレー

タの多台持ちが可能となるといったメリットがある。 

結果的に国内を含む先進諸国からは「旋盤機能＋α」の部分の充実要求が大きくなってきている。

当社はこの要求に応えるため、本格的なミーリング機能を合わせ持つターニングセンタとして

「MACTURN シリーズ」をラインナップさせている。 

ここでは、新しく高速・高精度加工を目的に開発したターニングセンタ「MACTURN250」（カット

写真）について以下に紹介する。 

 

2. MACTURN シリーズの特徴と機能 

MACTURN シリーズは NC旋盤をベースに、図 1に

示すような制御軸を持つ構造の機械として、以下

のような特徴を持っている。 

①MC（マシニングセンタ）と同等の強力なミーリ

ング加工が可能。 

②大きな Y軸加工範囲を有する。 

③標準機として ATC（自動工具交換装置）を装着

しているので多工程加工、長時間の連続自動運

転が可能であり、多品種少量生産に適する。 

④B軸機能を有し、斜め穴加工、傾斜面加工が可能。 

 

MACTURN250-W（対向主軸仕様） 

 

図１．MACTURN250 の制御軸構成 



 

 

3. MACTURN250 の構造と特性 

すでに当社の主力機種として販売している MACTURN30/50 は、比較的高剛性を必要とする加工機

として開発し、旋削、ミーリングともに重切削となる加工に適する機械として市場には受け入れら

れている。 

市場の要求として、アルミニウムを代表とする軽合金の増加、ニアネットシェイプによる取りし

ろの削減、非切削時間の削減によるサイクルタイム短縮の要求が大きく、より高速、高精度加工が

可能であり､豊富な仕様を持った機械として MACTURN250 を開発した。以下に MACTURN250 の特徴を

紹介する。 

①ミーリング能力の充実 

従来、オプション仕様として対応していた H1 刃物台を標準採用している。これにより、回転工

具主軸にビルトインモータを採用することが可能となり、7.5/5.5/3.7kw、6,000min-1の高出力、高

速モータを搭載し、さらに軸受スパンを高出力モータに見合った最適な数値に設定することで、さ

らなる高剛性化をはかり、ミーリング能力を充実させている。 

もちろん、旋削についても独自のロック機構を採用することにより剛性確保を行ない、従来の H2

刃物台と同等の旋削加工能力を有している。 

ツールシャンクは HSK63A を標準としており、CAPTO C5、C6、KM ツールの選択も可能となってい

る。スルースピンドルクーラントも標準とし、主軸冷却には温度調整機を採用し、熱変位の抑制を

はかっている。 

②ATC 

従来の MACTURN ではマガジン固定型の ATC を採用しており、工具交換を行なうためには、そのつ

どホームポジションへ移動する必要があり、工具交換時間が長くなり、非切削時間短縮の妨げとな

っていた。 

そこで、MACTURN250 においてはマガジンをサドル搭載式とすることにより、任意位置での工具交

換が可能となり、Chip to Chip 時間の短縮に寄与している。また、新開発の 1カム ATC 機構を採用

することによる Tool to Tool 時間の短縮と相まって、非切削時間の短縮を実現している。 

マガジンの工具収納本数は 30 本を標準としているが、オプションとして 44 本、80 本、120 本仕

様を選択することも可能である。 

③高剛性ローラリニアガイドの採用 

MACTURN シリーズの特徴のひとつである高剛性を継承しつつ、高速化をはかるため、案内面にロ

ーラリニアガイドを採用している。これにより、早送り速度 30/26/40m/min(X/Y/Z)を実現し、非切

削時間の短縮をはかっている。 

④対向主軸仕様 

標準装着される心押台(MT No.5)に換えて対向主軸を選択することも可能である。対向主軸には

φ140mm フラットノーズを持つφ80mm 主軸を採用している。この主軸には 6inch 相当のチャックを

取り付けることができ、メイン主軸で加工した半製品を受け取り、背面加工を行ない、１チャッキ

ングでの全加工が可能である。２サドル仕様との組合わせにより、左右主軸での同時加工も可能と

している。 



 

 

⑤2サドル仕様 

下サドルを取り付けた、２サドル仕様の選択も可能としている。下刃物台には V12 タレットを採

用しており、ラジアルツーリング方式とすることによって、左右主軸いずれに対しての寄り付き性

を良好としている。 

たとえば下刃物台は旋削専用とし、H1刃物台はミーリング専用とするといった使用方法も考えら

れる（通常の旋削工程だけであれば、表裏加工を行なう場合でも、12本という工具本数は十分とい

える）。工具本数の面で有利な ATC 交換式と、割り出し時間で有利なタレット式の双方の工具交換

方式の特徴を生かした使用方法といえる。 

⑥豊富な主軸仕様 

主軸の仕様としてはφ100mm/5,000min-1 仕様を標準としており、高速主軸仕様(φ

80mm/6,000min-1)、大径主軸仕様(φ120mm/3,800min-1)を選択可能としており、工作物、加工内容に

よって最適な主軸を選択することが可能である。対向主軸もφ80mm/6,000min-1を標準仕様とし、大

径主軸仕様(φ100mm/5,000min-1)、高出力仕様(φ80mm/モータ出力 11/7.5kw)を選択することが可

能である。 

⑦柔軟なレイアウト性 

チップコンベアの切りくず排出方向は、機械両側面、背面を選択することができるため、工場レ

イアウトに合わせて、機械のレイアウトをフレキシブルに変更することが可能である。 

⑧回転工具主軸高速仕様 

回転工具用モータに 12,000min-1仕様を選択可能としている。これにより、アルミ材の高速加工、

小径工具による金型加工などについても対応可能としている。 

  

4. 加工事例 

MACTURN の特徴を生かして、主に丸材を素材とした工程結合の事例を紹介する。 

①カッタボディ加工（写真 1） 

フライスのカッタボディは、チップシート面や取付けね

じがすべて軸心に対して傾斜し、オフセットしている。そ

のため、B軸、C軸、Y軸を割り出したうえで、X,Z 軸の同

時動作により加工を行なう必要がある。従来のターニング

センタでの加工は不可能であり、旋盤①、旋盤②、BC 軸ユ

ニットを取り付けた MC、裏面加工用 MC の 4 工程が必要で

あった。 

これに対して MACTURN では、前出の軸をすべて制御軸と

して有しており、1 チャッキングでの加工を可能としてい

る。とくに、チップシート面の加工については B軸を鉛直

真下よりさらに心押し台側に割り出しての加工を行なって

いる。B 軸の動作範囲は水平方向に対して 15°上向きから

210°となっており、この広い動作範囲を生かした加工といえる。 

また、対向主軸仕様を選択することにより、1 台で全加工が可能となり、1 チャッキング加工に

 

写真 1 フライスカッタボディ 

 



 

 

よる精度の安定化、工程集約によるリードタイムの削減に効果を発揮する。 

②クランクシャフト加工（写真 2） 

自動車エンジン用クランクシャフトは、量産部品では５

工程程度を必要とする加工であり、試作部品についても、

同様の製作工程を経て加工していた。丸棒からの削り出し

での対応については、従来のターニングセンタではミーリ

ング能力の不足により、旋盤と MCが必要となるが、MACTURN

により、1 チャッキングでの全加工が可能となり、リード

タイムの削減に大きな効果を発揮している。 

クランクのピン部の加工はエンドミルを用いて、C 軸と

X,Y 軸の同期運動によって行なう。エンドミルの中心では

周速が 0 となるため、Y 軸の位置をオフセットして、エン

ドミルの中心を避けての加工も可能である。 

ウエイト部端面の加工は、B 軸を利用してエンドミルを傾斜させることにより、工具側面がべた

当たりにならないため、加工位置の深さにかかわらず、同一条件での加工が可能である。 

油穴についても B軸を傾けて加工している。工作物によっては、この傾斜角度が整数値とならな

い場合があるが、B 軸割出し角度は１°と 0.001°が選択できるため、対応可能である。深穴加工

となるが、スルースピンドル工具の使用も可能であるため、とくに問題とはならない。 

③チャックボディ加工（写真 3） 

チャックボディの表裏面全加工を、従来、旋盤＋MC で行

なっていた工程を MACTURN に置き換えた事例である。特に

Ｔ溝加工における重切削への対応がターニングセンタによ

る工程集約についての障害となっていたが、MC 並みのミー

リング能力を有する MACTURN によって工程集約が可能とな

った。Ｔ溝加工時の条件は以下の通り。 

カッタ仕様 ：φ45.5×2枚刃 

切削速度 ：120m/min(830min-1) 

送り速度 ：0.2mm/rev(166mm/min) 

切込み ：10mm(径方向) 

④ボールねじナット（写真 4） 

ボールねじナットの外径、内径、内径溝、リターンチュー

ブ溝の加工事例である。とくに、内径溝で精度を要求され

る場合、C軸とZ軸との同期を取って精度確保を行っている。

OSP 制御による同期技術を活用した加工方法といえる。 

 

 

 

 

写真 2 クランクシャフト 

 

 

写真 3 チャックボディ 

 

写真 4 ボールねじナット 



 

 

5. MACTURN の活用方法 

以上、複合加工機による工程集約のメリットを紹介して

きたが、工程集約が進むに従い、プログラミング、操作も

複雑化する。当社では、ターニングセンタの普及には CAM

の充実による操作の容易化が不可欠と考え、「ADMAC」とい

う CAM システムを開発、販売している。 

ADMAC は加工部品の CAD データを基に加工プログラム、

加工工程表、工具リスト、加工指示図を自動生成する CAM

システムであり、CAD データからのダイレクトマシニング

を実現し、加工準備時間を大幅に短縮した。また、3D 画面に

よる加工シミュレーション（写真 5）を行ない、加工時間の

算出、加工前の干渉確認がより確実となる。 

ADMAC ではデータベースに基づき、プログラム、加工工程を自動生成する。このデータベースと

して KCMAC を用意している。KCMAC では工程設計、加工方法などのノウハウを蓄積することにより、

付加価値創出を可能とするシステムである。 

また、多品種少量生産に対して、柔軟な生産管理が行える MacMan システムを準備している。 

MacMan はたんなる生産管理のみならず、リモート診断機能、設備保守ガイド機能も盛り込んでお

り、ADMAC、KCMAC と加工機をつなぎ、最適な生産管理を行なうことが可能である。 

 

6. 最後に 

最近では箱物を対象とした複合加工の要求も出てきており、研削工程、ホブ加工も含めた工程結

合の要求も高まってきている。当社では、旋盤、MC、研削盤に加え、NC 装置をも自社で開発、製造

しているメリットを生かし、さらなる工程結合を開発テーマとして取り組んでいきたい。 

 

写真 5 3D シュミレーション画面 

 


