
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ NC 装置「OSP」製品モデルの変遷 

 

当社は工作機械メーカとして 1898 年の創業で、

その後他社に先駆けて NC 技術の開発に着手し、

1963 年に自社 NC 装置「ＯＳＰシリーズ」が誕生し

た。今年で記念すべき 50 周年を迎えることができ

たのも、多くに方々に支えられたためであり、心か

ら感謝したい。  

当社は工作機械メーカでありながら、NC 装置ま

で事業領域を広げている背景には、『トータルレス

ポンシビリティ（総合一貫責任）』の企業理念があ

る。責任を持って『もの造りサービス』を担い、世

の中に無い 高のサービスを提供したいという熱い

思いから、ＮＣ装置の開発を行っている。  

さらに、妥協を許すことがないように『絶対値の哲

学』もある。相対的な評価は許さず、絶対的なもの

さしであるべき姿を考え、常に現状を上回る他社に

ないＮＣ装置を創出し続けている。  

図 1 に示すように、この 50 年間を振り返ると以

下のようになる。  

1963 年にＮＣ装置の開発に成功し、当時はハードワ

イヤードの回路で主に位置決め用ＮＣ装置であった。 

1980 年頃からは、コンピュータ技術の躍進により

複雑で高度な制御が可能となった。当社は機械設計

と電気制御との一体化した技術開発の取組を強化し、

より高剛性な機械の上で、高精密なデジタルサーボ

システムや高速・高精度で金型加工を可能とする高

速 NC 制御技術、さらには熱変位補正技術など、多

くの機･電  融合技術を創出した。  

1990 年頃からは、イントラネットによるネットワー

クが普及した。当社は機・電  融合技術に情報を一体

化した技術開発の取組を強化し、ネットワークによ  
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写真１ ミニコンピュータを用いた NC 装置｢OSP2000｣ 

るプログラムのダウンロード，生産管理システムと

の連携，各機械の状態監視など工場全体の情報を管

理する機･電･情  融合技術を確立した。  

2000 年以降は、ＰＣベースＣＮＣの対応により、

Windows 上で作動するアプリケーションの使用が

可能となり、ユーザでの拡張性が大幅に向上された。

さらに、機・電・情  融合技術に知識創造技術が加わ

り、機械衝突を未然に防止する機能や、 適加工条

件を探索する機能などが開発され、これまでに四つ

の知能化技術を製品化している。  

機械設計，電気制御，情報，知能化の各々の技術

が時代とともに進化し、さらにそれらを融合した技

術が創造されており、その中でも当社が自負するオ

ンリーワン技術のいくつか紹介する。  

写真 2 ｢IGF｣対話形プログラミング機能を搭載した NC 装置｢OSP5000｣ 

 

＜オンリーワン技術の紹介＞  

① 絶対位置検出（1963 年～）  

  「OSP」初号機の開発当時、業界で用いられてい

た「インクリメンタル方式」は、特定の位置を「原

点」とし、その位置からモータにパルス信号を与え

て駆動すると同時にパルスをカウント累積して可動

部の位置を検出する方式である。当然、NC の電源

を切るとパルスカウントが消失するので電源を入れ

た際には必ず、可動部を特定の位置に移動させる「原

点復帰」操作が必要になり、また、パルスカウント

を誤ると検出位置がずれたまま制御されるという問

題があった。  

  一方、当社が「OSP」の初号機からこだわりを持

って開発した「絶対位置検出方式」は、ギアトレイ

ンのメカニカルな状態を検出することによって、電

源を投入した直後から全可動範囲のどこでも位置を

特定して検出することができる。よって、電源投入

時の「原点復帰」操作が不要で、絶対位置検出であ

るので位置がずれたまま制御されることはなく、高

い信頼性を持った制御方式といえる。  

② ソフトウエア可変（1972 年～）  

  工作機械は導入後 10 年以上使用される。当時の

NC は数値制御ロジックを全てハードウエアで実現

した「ハードワイヤード NC」であったため、導入

時の機能を更新することができなかった。  

 当社は「ソフトウエア可変」をコンセプトに、自社

開発した NC 専用高速ミニコンピュータ上に数値制

御ソフトウエアを搭載した「ソフトワイヤード NC」

を他社に先駆けて実用化した（写真１）。数値制御

ロジックのソフトウエア化により、円弧補間、工具

径 /ノーズ R 補正、各種の自動サイクルといった高度

な制御が可能になったことで高機能化が進み、NC

工作機械が工場へ本格導入され、生産性の向上に大

きく寄与した。   

③ 対話形プログラミング機能（1981 年～）  

  1980 年代に入り、NC 工作機械の導入が進むにつ

れ NC オペレータが不足し、NC の高機能化にとも

ない、それらの機能を簡単に使える NC が望まれる

ようになった。  



 

 

写真 3 ｢らくらく対話アドバンス｣対話形プログラミング機能  

 

  当社では、G・M コードを用いて NC プログラム

を作成することなく、加工図面を見ながら加工方法、

形状、工具、切削条件を、順次対話形式で入力する

だけで簡単に NC プログラムが作成できる対話形プ

ログラミング機能「 IGF」を開発した（写真２）。  

  以降、加工形状のみを入力するだけで全加工工程

を自動決定したり、工作機械の複雑化や加工法の進

化に同期させて各種の複雑な加工もこの機能「らく

らく対話アドバンス」を用いて簡単に行えるように

なった（写真３）。  

 

④ 高精密デジタルサーボ（1982 年～）  

 当時の主流であった直流サーボモータは、タコジ

ェネレータの出力するアナログ速度信号によって制

御を行っていたため、温度ドリフトによる位置決め

誤差や、タコジェネレータのリップル電圧による振

動などの課題があった。  

 そこで、当社はマイクロプロセッサを用い

た高精密デジタルサーボシステムを開発した。

このシステムは、モータ 1 回転あたりの 16 万

分割の高分解能位置検出器を採用し、デジタ

ルに検出された絶対位置を基にしてソフトウ

エア処理によってサーボ制御を行うため、高

精密な制御を安定して行うことができる。ま

た、制御をソフト ウエ ア化したことは後に

様々な高精度化サーボ技術を構築する礎とな

った。  

  

図 2 ブラシレスサーボモータ  

 また、直流サーボモータは、ブラシから火花が発

生するフラッシュオーバによって高速化に限界があ

り、ブラシの交換作業ができるよう機械構造の設計

制約になっていた。そこで当社は、高精密デジタル

サーボの一環として、ブラシレスサーボモータを世

界に先駆けて開発した。ブラシを持たないシンプル

な構造であり、高速回転が可能である（図２）。当

社のブラシレスモータは、コギングトルクリップル

(モータトルクリップル )が 0.5％以下と小さいこと

が特長であり、滑らかな送りによって高い加工面品

位を実現している。  

 

⑤ 高速輪郭加工制御機能「Super-NURBS」  

（1987 年～） 

  1980 年代の後半には、高性能化したマイクロプロ

セッサを複数個用い、前述のデジタルサーボ技術を

活かし、自動車のプレス金型やプラスチック金型の

形状特徴である自由曲面を、高速かつ高精度に加工

する高速輪郭加工制御を開発した。  

  この制御は自由曲面を加工する NC プログラムを

構成する膨大な量の微小直線指令を高速かつ大量に  

写真 4 高速輪郭加工制御機能｢Super-NURBS｣を用いた加工状況  



 

 

 

図 3 ｢Super-NURBS｣高速輪郭加工制御機能の速度制御  

 

読込んで加工曲線を内部で生成し、曲率に応じて自  

動的に加減速制御を行うことにより、加工精度を補

償しつつ高速に曲面形状を加工する技術である。近

年では、XYZ 基本 3 軸制御から回転軸 2 軸を加えた

同時 5 軸の高速輪郭加工制御に進化させている（写

真 4 と図 3）。  

⑥ 絶対位置リニアエンコーダ「アブソスケール」

（1988 年～） 

 一般的にボールねじは、動作時に熱膨張するため

加工精度が悪化する。この対策として直線位置検出

器による可動部位置の直接検出が行われる。一般的

にインダクトシンや、リニアエンコーダが用いられ

図 4  絶対位置リニアエンコーダ｢アブソスケール｣ 

ていたが、前者は組付け作業や信号の調整作業が大

変であること、後者はインクリメンタル方式のため、

ノイズ等に対する信頼性上の課題があった。  

 当社では、これらインダクトシンとリニアエンコ

ーダの欠点を補完する「アブソスケール」（図 4）

を開発した。すなわち、精彩な位置を検出する高分

解能桁と、絶対位置桁の 2 トラックを併せ持った光

学式エンコーダである。この 2 トラックによる検出

方式は、後に絶対値桁が不規則循環コードに進化し、

今日ではエンコーダメーカ各社が絶対位置リニアエ

ンコーダとして製品化している。  

⑦ 加工管理（1993 年～）  

  機械加工の生産性を向上させるには、段取り時間

を削減し実際に加工している時間の割合を上げる必

要がある。1993 年、当社は「加工管理機能」として、

機械の加工実績（どのような部品を、いつ、何個加

工したか）、稼動実績（通電時間、切削時間、段取

り時間など）を自動的に収集しグラフ表示する、ネ

ットワークを通じて管理コンピュータにリアルタイ

ムに報告する機能を開発した。  

⑧ 「PREX」モータ（1997 年～）  

 一般的に旋盤の刃物台には、刃物台の旋回と位置

決めを行うサーボモータと、回転工具を高速回転で

駆動する誘導モータの２つが搭載される。当社は、

位置決め用のサーボ性能と高速回転を両立可能なシ

ンクロナスリラクタンスモータを開発し、刃物台の

１モータ化を実現した（図 5）。このモータは永久

磁石を使用せず、励磁電流によって界磁を制御する

ため、高速回転まで自在に制御できる。  

⑨ 高精度化サーボ技術（2000 年～）  

・象限突起抑制制御  

 曲面の凸部頂点など象限反転部分では、サーボモ

ータの追従遅れが突起となり、金

型加工においては、この突起がス

ジとなって加工面に現れる（図 6）。

従来はミガキと呼ばれる手作業に

よって修正 されていたが、近年

はミガキを不要とする要求があり、

象限反転突起を抑制する加速度に

   応じた反転補償制御を開発した。  



 

 

 図 5 シンクロナス・リラクタンスモータ｢PREX｣による刃物台の 1 モータ化  

図 7 象限突起抑制制御のブロック図  

 反転時の追従遅れの原因は、非線形に変化する摩

擦力であり、摩擦モデルの徹底的な解析に基づいて、

反転時のモータトルクを精密に補償制御している。

図 7 に加速度に応じた反転補償制御のブロック図を

示す。  

・ボールねじ撓み補償  

 自動車ボディ金型を加工する大型機では、加減速

によるボールねじの撓みは約 50μm にもなり、往復

動作を行う金型加工において加工面には写真 5 に示

すような畳目となって撓み誤差が現れる。  

図 8 ボールねじ撓み補償のブロック図  

図 6 象限反転突起の例  

写真 5 金型加工面の畳目  

 この畳目の対策として、指令加速度を元にボール

ねじの撓み量を予測演算して位置、速度、トルクに

補償を行っている。このボールねじ撓み補償制御の

ブロック図を図 8 に示す。  

⑩ 「 IT プラザ」（2000 年～）  

 1990 年代後半からのインターネットに代表される

IT 革命の影響を受け、製造業では新たな生産プロセ

スを構築するために、様々な IT ツールの導入が進

む中、当社は 2000 年に、機械・加工・制御技術に

情報技術を融合させた生産システム「 IT plaza」を

提案した。図 9 に示す「 IT plaza」の概念モデルは、

設計・生産技術プロセス、生産管理プロセス、知識

マネジメントの 3 つの基軸から「付加価値の高い製

品を、速く、安く作る」ための生産プロセスの革新

を目指すもので、その後の方向性を示したものであ

る。  

 

 

 

 

 

 

図 9 ｢IT プラザ｣の概念モデル  



 

 

写真 6 新の NC 装置｢OSP-P300｣ 

＜ 新技術の紹介＞  

新の PC 技術と当社の制御技術とを融合させ、

さらに熟練機械オペレータに代わる「知能化機能」

と、初心者でもベテランでも複雑な機械を容易に操

作できる「かんたん操作」を実現した 新 NC 装置

である「OSP-P300」について紹介する（写真 6）。 

◆知能化機能  

・熱変位制御「サーモフレンドリーコンセプト」  

 本機能は、①熱変形が単純で ②温度分布を均一

化する機械構造でかつ素直な挙動とし、③高精度な

熱変位補償制御を加えるという独自のコンセプトで

実現しており、一般的な工場環境で熱変位を気にせ

ず安定した寸法精度で加工ができる。  

・衝突防止機能「アンチクラッシュシステム」  

 本機能は機械、素材、工具の 3 次元データを用い

て機械の実動作のほんの少し先をシミュレーション

することで、実際に衝突が起きる直前に機械を停止

させることができ、動作、機構が複雑な複合・5 軸

加工機でも安心して操作できる。  

・加工条件探索機能「加工ナビ」  

「加工ナビ」は加工の状態を見える化し、熟練者で

なくとも容易に機械と工具の能力を 大限に活かす

加工条件を探索できる機能である。例えば、ミーリ  

図 10 従来型 NC 装置との操作回数の比較 

写真 7 工具登録の｢1 画面オペレーション｣ 

ング加工でびびりが発生した場合に、それを解析し

て 適な主軸回転速度が表示されるので、オペレー

タは画面ガイダンスにしたがって回転速度を変更し

て効果を確認することができる。  

◆ 新 NC 装置「OSP-P300」のかんたん操作機能  

  オペレータ作業手順を分析し、オペレータの意思

に沿ったスムーズな操作を実現したものが「かんた

ん操作」である。  

  例えば、多種多様な工具を用いる複合加工機では、

工具の準備作業に大きな負担がかかる。具体的には、

①多種多様な工具の装着、補正の設定、②対話形プ

ログラミング機能「らくらく対話アドバンス」で参

照する工具の登録、③衝突防止機能「アンチクラッ

シュシステム」で用いる工具の登録が必要になる。  

 これらの操作画面を煩雑に切り替えることなく、

スムーズな手順で行なえる「1 画面オペレーション」

を実現した（写真 7）。図 10 は当社複合加工機に搭

載した従来 NC と「OSP-P300」のキー操作回数の

比較をしたものであり、数値に表せない操作手順の

スムーズさの追求とともに、キー操作回数も大幅に

削減している。  

＜ 後に＞  

 イノベーションとは「新結合」「新機軸」です。

1963 年以来、「機･電一体」「機･電･情一体」のコ

ンセプトで技術の新潮流を創り出してきた「OSP」

は、今後とも、お客様の付加価値向上、生産性向上

に向け、ものづくりの未来を切り拓くべく「機･電･

情･知一体」で新たなイノベーションの創出に邁進

していきたいと思います。  


