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研究レポート� 鋳物歯車箱の自動バリ取りシステムの開発

１．まえがき

鋳物製品を対象としたバリ取り作業の自動化の試みは1970
年頃から行われているが，多品種少量製品のバリ取りはいま
だに人手によって行われている［1］［2］。既存のバリ取り自動化
の手法としては，産業用ロボットに人間が教え込んだ動作を
そのとおりに繰り返し動作させるティーチングプレイバック
方式や，三次元CADデータの製品形状から工具経路を自動的
に生成して加工を行う方式［3］，二次元変位センサまたはカメ
ラで取得した画像を用いてバリの位置を検出して加工する方
式�［4］［5］などが提案されている。産業用ロボットを用いた組み
立て作業で利用される力センサをバリ取りにおける対象部品
の設置誤差や個体差を吸収するために応用した提案もある［4］
［5］［6］。しかし，バリ取りは基本的に切削加工であることから
位置決め制御による方式が推奨されている［4］［5］。カメラで取
得した画像と深度センサで取得した距離データを用いた産業
用ロボットのティーチング手法も提案されている［7］。また近
年，三次元センサの高精度化が進んでおり，ピッキング作業
などの産業用ロボットに適用されつつある。
バリ取りの対象部品である鋳物歯車箱は歯車装置に用いら

れている。歯車装置は図１に示すように鉄道車両下部に取り
付けられており，モータの回転数を減速して動力を車輪に伝
えるための装置である。歯車装置の外観を図２に，歯車箱の
一部の外観を図３に示す。歯車箱の形状は二分割できる「割り
型」と分割できない「一体型」に分類され，型番は合わせて百種
類以上存在する。割り型は一型番につき，上下二つの歯車箱
が存在する。

■ 図1 歯車装置の取り付け位置
Fig.1   Mounting positions of driving gear units

■ 図2 歯車装置
Fig.2 Driving gear unit

鋳物歯車箱の自動バリ取りシステムの開発
Development of automatic deburring system for cast gear boxes

This report introduces an automatic deburring system for cast gear boxes, which are high-mix low-volume 
products. In the automation of deburring work for high-mix low-volume products, we recognize the problem is that 
robot teaching becomes more frequent which placing a burden on the worker, and that the number of positioning 
jigs increases as the number of product types increases. In order to solve these problems, we propose a teaching 
system with a visual function as a concept. The user interface of this system has been developed to be simple and 
easy to operate, considering the high frequency of robot teaching. The visual function is realized using a 3D sensor 
which is utilized to modify the path of the teaching data to address the position of the gear box at the time of 
execution. This eliminates the need for positioning jigs. 

By using this system, we can solve the problem of automation of high-mix low-volume products and realize 
automation of deburring work for cast gear boxes.
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■ 図3 鋳物歯車箱（割り型）
Fig.3 Cast gear box (split type)

図３は割り型の歯車箱の一例であり，歯車箱の黄色のマー
カで塗られた箇所が主なバリ取り箇所である。褐色部分は錆
止めの色である。加工後のバリの大きさと出かたは多種多様
である。バリの一例を図４に示す。

■ 図4 バリの一例
Fig.4 An example of burr

歯車箱のバリ取り作業は，後工程の組み立て作業において
歯車装置の部品に傷を付けさせないことや，歯車装置の内部
や隙間への破片混入防止，作業者の安全確保のために必要に
なる。図５に作業者が工具を使って歯車箱のバリ取りを行っ
ている様子を示す。鋳物歯車箱のバリ取り工程は騒音・粉塵・
振動などの悪環境での重労働な手作業であり，作業者の負担
となっている［1］［2］。バリ取り作業はさまざまな形状の角を整
える必要があるため，作業者の経験によっても作業時間に差
が生じる。

■ 図5 鋳物歯車箱のバリ取り工程での作業
Fig.5 Work in the deburring process of cast gear boxes

多品種少量製品である鋳物歯車箱のバリ取り作業を自動
化・省力化するための課題を以下に示す。

●�多くのロボットティーチングが必要となること。
●�多くの位置決め治具が必要となること。

本研究レポートでは，重労働な手作業である鋳物歯車箱の
バリ取り作業を代替するため，自動バリ取りシステムを提案・
開発している。

２．研究目的

本研究では多品種少量製品に対応できる鋳物歯車箱の自動
バリ取り装置を開発する。課題を基にした，研究目的を以下
に示す。

●��多くのティーチング作業が必要になることから，操作が単
純かつ容易なティーチング手段の開発。

●��バリ取り動作実行時に，事前に作成したティーチングデー
タと比較し，経路を修正する機能の付加。それにより固定
用治具だけでのシステム運用を可能にし，位置決め治具を
不要にすること。
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３．システム構成

本システムは視覚機能をロボットに付加することによって，
多品種少量製品のバリ取り作業を自動化するコンセプトであ
る。本システムは図６に示すように，三次元センサとバリ取
り工具を産業用ロボットの先端に取り付け，三次元センサで
歯車箱を撮影し，位置合わせを行い，バリ取り工具でバリ取
りを実行する仕組みである。操作用PCは主にユーザインタ
フェース，三次元センサの制御，バリ取り経路の処理の役割
をもつ。表１と図７には今回使用した三次元センサである
YOODS社製YCAM3D-10Lの仕様を示す。表１の精度（%）は
40�mmを基準とした最大バラつき量である。撮影距離370 ～
500�mmの場合，40�mm×0.5% = 0.2�mmで最大バラつき量±
0.2�mmである。図８は産業用ロボットの先端に取り付けた三
次元センサで歯車箱を撮影している様子である。

■ 図6 鋳物歯車箱の自動バリ取りシステム構成
Fig.6 Automatic deburring system for cast gear boxes

■ 表１ YCAM3D-10L 仕様
Table1 YCAM3D-10L specifications

項　目 仕　様

サイズ（mm） 115（W）×69（H）×108（D）

重量（g） 940

解像度 640×480, 1280×1024

撮影距離（mm） 370 ～ 500 370 ～ 750

精度（%） ±0.5 ±1.0

LED色 赤

画像データ 点群データ，RAW画像，レクティファイ画像

保護構造 IP54

耐振動 3G

■ 図7 YCAM3D-10Lの計測範囲
Fig.7 Measurement range of YCAM3D-10L

■ 図8 先端工具と三次元センサ
Fig.8 Tool and 3D sensor
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■ 図9 開発したユーザインタフェース
Fig.9 Developed user interface

■ 図10 バリ取り箇所の指定方法
Fig.10 Possible choices for a deburring line

■ 図11 目標点の編集
Fig.11 How to edit a target point
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■ 図12 工具の移動速度設定
Fig.12 Tool speed setting

４．ユーザインタフェース

操作が単純かつ容易なティーチング手段として，ユーザイ
ンタフェース（以下，UI）を開発した。UIにはティーチングと
バリ取り作業の二つのモードがある。図９にUIのティーチン
グモード画面，表２にUIの主な機能一覧を示す。このUIは専
門知識を有する設計者ではなく，現場作業者でも扱える単純
な見た目と容易な操作性を目指している。図10から図12に
バリ取り箇所を指定する操作をまとめて示す。詳しくは４．１．

２項で説明する。
歯車箱のバリ取り動作を具体例として，次の４．１節では

ティーチング，４．２節ではバリ取り作業について説明する。

■ 表２ ユーザインタフェースの主な機能一覧
Table2 List of functions of the user interface

モード 機　能 仕　様

ティーチング 歯車箱撮影 バリ取り箇所を指定するための形状データ
取得

バリ取り箇所
指定 形状データに対してバリ取り箇所の設定

バリ取り試行 指定したバリ取り箇所のバリ取り動作試行

バリ取り作業 ティーチング
データ登録

歯車箱撮影経路や位置合わせ処理，
バリ取り箇所の指定データの登録機能

歯車箱撮影 位置合わせ処理に使うための形状データ
取得

位置合わせ 実行時の対象位置に合わせて，
ティーチングデータの経路を修正する機能

バリ取り実行 修正した経路でのバリ取り動作実行

４．１　ティーチング

UIを使って，バリ取り箇所の指定を行う。歯車箱のバリ取
り作業のティーチングの流れを図13に示す。図13において，
橙色で示した箇所は人が作業し，それ以外は操作用PCによっ
て自動的に動作・処理される。

４．１．１　歯車箱撮影

バリ取り動作のティーチングを行うためには歯車箱の形状
データが必要になる。そのため，バリ取り箇所の指定を行う
前に，歯車箱を三次元センサで撮影する。図14に歯車箱を，
産業用ロボット先端に取り付けた三次元センサで撮影してい
る様子を示す。歯車箱上部の赤く照らされている箇所がおお
よその計測範囲である。撮影する際は歯車箱の形状データに
欠落がないように，複数の撮影地点と角度から行う。複数の
撮影地点で保存された形状データは図15のように最終的に
合成された一つの形状データとしてUIに表示される。三次元
センサで歯車箱撮影を実行し，形状データを取得するまでは
UIのメイン画面には何も表示されていない。三次元センサで
歯車箱撮影を行ったあとは，取得した形状データに沿ってバ
リ取り箇所を指定できる。形状データの品質は三次元センサ
の性能や撮影対象の表面材質，撮影環境に依存する。

■ 図13 ティーチングの流れ
Fig.13 Robot teaching flow
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■ 図14 三次元センサで歯車箱を撮影している様子
Fig.14 Measuring a gear box with the 3D sensor

■ 図15 歯車箱の形状データ
Fig.15 Shape data of gear box

４．１．２　バリ取り箇所指定

歯車箱撮影で取得した形状データを基にバリ取り箇所を指
定する。バリ取り箇所の指定は，図10に示す三種類の補間動
作の選択と，図11に示す経由地点の編集ボタンで行う。また，
リンク補間を除く直線補間と円弧補間では，図12に示すスラ
イダまたは直接入力により，工具の移動速度を指定できる。
図16から図19にバリ取り箇所を指定する過程を示す。バリ
取り箇所は赤色のラインで描画されており，編集中のライン
は黄色で描画される。

■ 図16 歯車箱への工具アプローチ
Fig.16 Tool approach to gear box

■ 図17 直線部分のバリ取り箇所指定
Fig.17 Specified deburring line by linear interpolation

■ 図18 曲線部分のバリ取り箇所指定
Fig.18 Specified deburring line by arc interpolation

■ 図19 形状データへのバリ取り箇所の指定
Fig.19 Specified deburring lines in the shape data
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図16に示すように工具アプローチから始め，歯車箱の形状
データに接したところから図17に示す直線形状や図18に示
す円弧形状を合わせてバリ取り箇所を指定していくと，図19

のようにバリ取り箇所を形状データに合わせて指定できる。
バリ取り箇所を指定したあとは，それを基に動作命令が自動
で生成され，図９左下の緑色のボタン「シミュレーション」を
クリックするだけでバリ取りを実行して検証できる仕組みと
なっている。
検証が完了したあと，指定したバリ取り箇所のデータを

ティーチングデータとして保存する。保存したティーチング
データは４．２．１項で説明するティーチングデータの登録で
使用される。
すべてのバリ取り箇所のティーチングが終了したあとに，
UIをバリ取り作業モードに切り替える。バリ取り順序を指定
して歯車箱の型番ごとに登録を行う作業は４．２節のバリ取り
作業で行う。

４．２　バリ取り作業

バリ取り作業は，歯車箱撮影や位置合わせ処理，４．１節の
作業で事前に保存したバリ取り経路を実行する順番で登録
し，登録したティーチングデータをまとめて実行するモード
である。図20にバリ取り作業の流れを示す。図20において，
橙色で示した箇所は人が作業し，それ以外は操作用PCによっ
て自動的に動作・処理される。

４．２．１　ティーチングデータの登録

４．１．２項のバリ取り箇所指定で保存したティーチング
データをバリ取り作業モードで登録した様子を図21に示す。
図21は，「歯車箱撮影」，「位置合わせ」，「バリ取り経路」の三
つのティーチングデータを登録した状態である。ティーチン
グデータの登録では，複数の命令を実行したい順番に登録す
ることで，まとめて実行できる機能である。

■ 図20 バリ取り作業の流れ
Fig.20 Deburring work flow

■ 図21 登録したティーチングデータ
Fig.21 Registered teaching data
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■ 図22 三次元センサを用いた歯車箱撮影
Fig.22 Gearbox measurement using the 3D sensor

■ 図23 ティーチング時と位置合わせ後の動作比較
Fig.23  Comparison of operation during teaching and after 

alignment

４．２．２　位置合わせ処理

歯車箱の設置位置がティーチングデータを作成した時とず
れた場合は，歯車箱に対して正しくバリ取りを行うことがで
きない。そこでUIには歯車箱の位置がずれても正しくバリ取
り動作が行えるように，位置合わせ処理を実装している。こ
の位置合わせ処理は図21の0000「歯車箱撮影」と0001「位置合
わせ」を組み合わせることで，0002「バリ取り経路」を，バリ
取り動作実行時に置かれている歯車箱の位置に対応するよう
修正する。図22に図21の0000「歯車箱撮影」における三次元
センサを用いた歯車箱撮影の様子を示す。図23にティーチン
グ時の位置でのバリ取り動作と位置合わせ後のバリ取り動作
をおおよそ同じタイミングで並べたものを示す。図23では，
位置ずれが発生したことを模擬し，意図的に左側のティーチ
ング時の位置から右側のバリ取り作業時の位置へずらしてい
る。ティーチング時も位置合わせ後も，工具先端が歯車箱か
ら離れることなく，バリ取り動作が行えている。この位置合
わせ機能があることで，位置決め治具が不要になり固定用治
具のみで固定が可能になることやティーチングデータの再利
用性向上などの効果が見込める。

５．むすび

本研究レポートでは，三次元センサを用いて視覚機能を付
加した産業用ロボットと開発したティーチングシステムを利
用することで，多品種少量製品の自動化で課題となっていた
多くのロボットティーチングが必要となることと多くの位置決
め治具が必要となることを解決し，容易なティーチング作業
が行えることと位置合わせ治具を不要にできることを示した。
本研究で得た知識と開発したシステムはバリ取り工程だけ

に限らずほかの工程への応用も可能である。本システムの重
要な点は，ハードウェアに三次元の視覚能力をもたせ，その
視覚情報を基に人が介在せず加工を行うことができる汎用性
のあるシステムを構築した点にある。本研究はバリ取り工程
の省力化を具体的なテーマとして進めているが，世の中にあ
るさまざまな人手の作業の自動化への拡張も行う所存である。
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