学章銘板の加工と製品の紹介
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はじめに
はじめに
ものづくりにおける教育・研究支援を行うこと

を目的とした全学の共用施設である「ものづくり

今回，平成 25 年度に対応した，記念品に付ける
ための“広島大学学章を模様とする銘板”につい
て加工方法の紹介を行う．

プラザ」に配属される技術職員は，主に本学構成
員からの依頼に応じた製品の加工を行う依頼工
作と工作設備や機械に関する技能を活かした実
習や学生の創作活動の支援を行っている．
依頼工作での製作品の例を図 1 に示す．
依頼工作で製作する製品の多くは，その研究に
使用するための特別な機器であり，機能的な用途
を満たしているかどうかが重要である．
この一方，最近では学内行事などで利用する台

2

製品による設計の流れの違い
製品による設計の流れの違い
機能的な用途を持つ装置等と装飾的な使用を

目的にした製品では，加工するための作業手順書
と言うべき部品図に大きな違いがある．
装置等の設計の流れを図 2 に示す．
一般的な設計においては，検討段階で目的・仕
様を決定し，「①構想図で全体の大まかな形状や
機構・動きなどを検討する．」
「②検討図で寸法を

座やメダルなど装飾的な意味合いが強い“見た目

確認しながら，各部品の形状を決定していく．」

を重視した”製品についての依頼も増えてきてい

「③確定した各部品の設計図を製図する．」とい

る．装飾的な視点から考えられた製品は，機能的

う流れに沿って設計を進める．このとき構想図を

な用途を満たすための設計とは異なり，その形状

描く段階において，いくつかの検討項目や製品の

を寸法（数値）であらわすことが難しい場合があ

使用目的を踏まえた制約条件を考える必要があ

る．そのため数値を基準にして図面を作成し製作

る．計算結果を踏まえて，大きさや形状を数値で

に当たるのでなく，画像データから直接，加工用

決めていくことになるため，出来上がる部品の形

プログラムへ変換するなど従来と異なった手法

状は寸法，つまり数値であらわすことができるこ

を用いる必要がある．

とになる．

図 1. 依頼工作（ex.研究機器）

図 2. 一般的な設計の流れ
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加工用のプロ
グラムに変換
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画像データへの処理（手直し）

5.2

画像データの手直し

前章で加工に要する時間は合計で 2 時間程度

テ スト カッ トで 削り残し や過 干渉 が発 生し

であったと記述したが，これは機械が動いて材

た原因は，CAD ファイルは線を組み合わせて

料に加工している時間である．実際には画像デ

図形 を描くため 形状に制限 はないのに 対し，
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