
ルーターテーブル RTJ300

この製品はトリトンMK3＆2000ワークセンター又はトリトンルータースタンドに取りつけて使用します。

組み立て取り扱い説明書
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重要！
スペーサーリングを取り
つける必要があります。
３ページの注意をお読み
下さい。



数量番号

パーツリスト

ルーターテーブル
バキュームホース
マイターゲージ
※小物部品袋1
テーパーホースアダプタ
ワークセンター２０００ロック
ホック
M４× ３４皿ネジ
M４ナット
インサートリング(小)
インサートリング(大)
アライメントツール

ルータープレート部品
ルータープレート
サブプレート
※小物部品袋2
プレートクランプベース
プレートクランプノブ
スペーサーリング
M６× ４５皿ネジ
M６フランジナット
M６× ６０コーチボルト

M６× 1６皿ネジ
プレートスペーサー
ワッシャ
クランプ
クランプベース
クランプスプリング
クランプノブ

スライドテーブル部品
MDFスライダー
※小物部品袋3
インナーベアリング
インナークランプノブ
アウターベアリング
ホールドダウン
M６× ４５皿ネジ
M６× ２０皿ネジ
M６フランジナット
M６ナット

フェンス部品
フェンス
MDFサブフェンス
リアガード
フロントガード
※小物部品袋4
フェンスブラケット
M４ロックナット
M４× ２５皿ネジ
1.5mmシム
1mmシム
マイクロアジャスタ
M４× ４５皿ネジ
フェンススプリング
フェンススプリングベース
フェンススプリングプレート

プレッシャーフィンガー部品
ストレートフィンガー
ベントフィンガー
スペーサー
プラスチックワッシャ
フィンガーポスト

数量番号 数量番号

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

4
4
2
4
12
4

4
4
4
4
4
4
4

1

2
2
2
1
2
3
2
3

1
2
1
1

2
10
2
2
2
2
8
8
4
4

2
2
2
4
4

テーブルの取りつけ
ルーターテーブルの組み立ては、ワークセンターまたはルーター
スタンドに取りつけておこないます。

ワークセンター2000への取りつけ
ワークセンター2000ロックホック(5)をテーブル(1)フロント側の
穴にM4× 35皿ネジ(6)、M4ナット(7)を用いて取りつけます。
(図１参照)

ルーターテーブル(1)後方を持ち上げながらロックホックをワー
クセンターフロントパネルの穴に差し込み、テーブル後方をベ
アリングチャンネルの上に置きます。(図２参照)

スライドキャッチの丸いつまみ部をリアパネル側に回しておき
ます。次に、丸いつまみ部を内側に回して外側いっぱいにスライ
ドし、キャッチ部をベアリングチャンネル内に確実に差し込ん
で固定します。(図３参照)

ワークセンターMK3への取りつけ
ルーターテーブル(1)をワークセンターの上に置き、ルーターテー
ブルフロント側両端の穴をワークセンターフロントパネルの穴に
合わせます。MK3のテーブルロックピンを差し込みテーブルを
ロックします。(図４参照)

テーブル後方についているスライドキャッチの丸いつまみ部を
内側に回して外側いっぱいにスライドし、キャッチ部をベアリ
ングチャンネル内に確実に差し込み固定します。(図３参照)

トリトンルータースタンドへの取りつけ
ルータースタンドパネルの円錐状のピンをルーターテーブル(1)
フロント部内側にある２つの穴に差し込みます。テーブル後方の
丸いつまみを外側に回してスライドキャッチを内側いっぱいに
スライドしておきます。テーブル後方をいっぱいに下げ、スラ
イドキャッチを外側にスライドして固定します。(図５参照)

新型ルータースタンドRSJ300への取りつけ
新型ルータースタンドRSJ300には、４つの吊り下げ用フック(マ
ウントロケーターF)が付属しています。２つの幅の広いフック
をスタンド右側の下段フレームに外に向けて取りつけます。ルー
ターフェンスのスケール窓を掛けて収納できます。幅が狭くせり
出した側のフックをスタンド左側の下段フレームに外に向けて取

ルータープレートの組み立て
４つのプレートクランプベース(12)をルータープレート(11)の
裏にM6× 45皿ネジ(21)、M6フランジナット(26)を用いて取り
つけます。まだ締めつけないでください。(図６参照)
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りつけます。プレッシャーフィンガーの溝に掛けて４つを収納で
きます。スタンドリアパネルには、ルーターテーブルのマイター
ゲージを取りつける穴があいています。取りつきがあまり緩い
ようであれば、プライヤーなどで穴上側の縁を下方向にわずか
に曲げてください。

注意！　ルータープレートスペーサーリング
この製品には、新部品ルータープレート
スペーサーリングが付属しています。
スペーサーリングは、図のようにプレー
トクランプベースとプレートクランプノ
ブと共に同じ合成樹脂製型の一部になっ
ていますので、はさみやカッターナイフ
などで注意深く切り離してください。

サブプレート（51）をルータープレート（11）に取りつける時
は、スペーサーリングをサブプレートとルータープレートの
間に入れてください。
スペーサーリングの切り目
をルータープレートの盛り
上がった細長い小さな穴に
合わせてください。フラン
ジナットでプレートを締め
つける時に、リングの位置
が変わらないように注意し
てください。

サブプレートをルータープレートにM6× 16皿ネジ(56)、プレート
スペーサー(57)、M6フランジナット(26)を用いて緩まないよう
にしっかりと取りつけます。インサートリング(小)をルータープ
レートに取りつけます。

ルータープレートをクランプを下向きに、そして細長い穴がス
イッチ側から見て左側になるようにテーブル中央部の枠内に入
れます。４つのクランプベースをテーブル裏のフレームにしっか

　※スペーサーリングは１つしか使用しません。
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■他社のルーターを取りつける場合
ルーターをいっぱいに下げてロックします。アライメントツー
ル(10)をチャックに取りつけて、ルーターをサブプレート(51)
の上に置き、インサートリング(小)に差し入れます。

※注意：ほとんどのルーターの場合、ルーターのハンドルを斜
めに取りつけます。(図７参照）

ルーターの操作を妨げることのないクランプを取りつける４つ
の溝を選択します。４つの溝が無理な場合は、３ヶ所でも固定
できます。やむを得ない場合は、ルーターベースについている
付属品を取り外してください。M6×50コーチボルト(53)の
頭を選択した溝に差し入れてクランプベース(62)を通してフラ
ンジナット(26)で軽く締めつけます。

クランプベースをルータールーターベースを押し当ててフランジ
ナットを締めつけます。クランプスプリング(63)、クランプ(61)、
ワッシャ(59)の順に通してクランプノブ(64)を取りつけます。
ルーターベースの厚さなどによりクランプの向きを選択し、ク
ランプをベース深くにスライドしてクランプノブをしっかりと
締めつけます。

ルーターの取り外し方：クランプノブを緩め、クランプを後方
にスライドします。

ポーターケーブルルーター：もし必要であればサブフェンスの
4つの穴にボルトを通し、直接ルーターベースの穴に固定して
ください。

フェンスの組み立て
リアガード(35)をフェンス(33)に取りつけます。まず前方の爪
を差し込み、後方の赤いスライドつまみを持ち上げて爪を差し
込んだ後、押し下げて固定します。

MDFサブフェンス(34)をM4×45皿ネジ(65)を用いて取りつけ
ます。この時、サブフェンス端の2つの穴が上を向くように注
意してください。

フェンスの裏側にフェンススプリングプレート(68)(平らな面を
フェンスに向けて)、フェンススプリング(66)、フェンススプリ
ングベース(67)の順に通して、ロックナット(38)を用いて取り
つけます。作業中にサブフェンスが動くことがないようにナッ
トを締めつけます。

※使用方法：サブフェンスは、ビットのサイズに応じて前後に
スライドし、できるだけビットに近づけてセットします。作業
中にサブフェンスが動くことのないよう締めつけ、トルクに注
意してください。とくに大きな材料を扱う時や複雑な作業をお
こなう場合は、必要に応じてネジをいっぱいに締め付けてくだ
さい。

フェンスの角度調整
ブレースの調整ネジを回すことで、フェンスの角度を微調整で
きます。垂直定規(MDFスライダー使用可)をフェンスに当てて
フェンスが直角であるか確認します。

必要であれば、まずフェンス後方、横のロックネジを緩めた後、
微調整ネジを回して角度を調整します。調整が終わればロック
ネジを締めておきます。

前後２ヶ所ずつのブレースをそれぞれ同時に調整します。
(６ページの図14参照）
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ルーターの取りつけ

■トリトンルーターTRJ001の場合
サブプレートはトリトンルーターを直接取りつけることができ
るようにデザインされています。

ルーターベースについている２つのマウンティングノブを緩めてボ
ルトの頭を10�程度ベースから突き出します。ルーターをサブ
プレートにのせてルーター本体を下げ、チャック部分をインサー
トリング(小)に差し入れます。マウンティングノブをサブプレー
トについている小さな丸い穴に合わせます。(図8参照）

マウンティングノブを押し込んでボルトの頭をサブプレートの
鍵穴に差し入れ、三角穴の位置までルーターを左に回して固定
します。(図9参照）

マウンティングノブを強く締めつけます。

り押し当てネジを締めて固定します。ルータープレートが動か
ないことを確認してください。

プレートクランプノブ(13)をねじ込んで取りつけ、ルータープ
レートをテーブルにしっかりと固定します。(図６＆７参照）

※使用方法：クランプを半回転緩め平らな面を外側に向けると
プレートを取り外すことができます。半回転締め内側に向けると
固定できます。ルーターを取りつけるために、プレートをルー
ターテーブルに上下逆さにのせておきます。

ナット(26)を用いて取りつけます。まだインナーベアリングの
ネジは締めつけないでください。(図11参照）

MDFスライダー裏のホールドダウンを、先にルーターテーブル
端のトラック(アウタートラック)に差し入れて、ルーターテーブ
ルにセットします。

インナーベアリングの溝を内側のトラック(インナートラック)
にのせます。インナーベアリングのネジを締めて、MDFスライ
ダーを前後に動かしてスムーズにスライドするか確認します。

横に揺すってがたつきがあれば、ネジを緩めてインナーベアリ
ングにわずかに角度をつけてネジを締めます。

インナークランプノブ(29)をインナーベアリングのネジにねじ
込んで取りつけます。(図11参照）

※クランプノブについて：クランプノブで3通りのセットがで
きます。
㈰ ノブの平らな面を内側のトラックに向けると、テーブルは
　 スライドし、そして取り外せます。
㈪ ノブを回して内側のトラックを締め付けると、テーブルが
　 固定されます。
㈫�㈪の状態からノブを約1回転緩めると、テーブルはスライドし 
    そして外れません。

インナートラックを取りつけている3つのネジを緩めて、MDF
スライダーの面がルーターテーブル面と同じ高さかもしくは
わずかに高くなるようにその高さを微調整してください。

MDFスライダーの組み立て
アウターベアリング(30)とホールドダウン(31)をMDFスライダ
ー(27)の穴にM6×20皿ネジ(41)、M6ナット(32)を用いて取
りつけます。

インナーベアリング(28)をM6×45皿ネジ(21)、M6フランジ
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図15

残り２つのフィンガーポストをスライドテーブルの穴に差し込
みプラスチックワッシャを通し、ストレートフィンガー(46)を
差し込みます。(図12参照)

フィンガーポストは、作業の内容によりテーブルの穴に直接セ
ットすることもできます。この時、スペーサー(48)をルーター
フェンスの時とは逆向きに通してセットします。
(図13参照)

ベントフィンガー、ストレートフィンガーは、作業の内容により
取り替えたり反転したりして使用できます。

■ルータービットの回転方向に相対する向きに加工材を送り、
決して回転と同じ方向に送り込まないでください（ビットの
回転の向きはテーブル面にプリントされています）。加工材は
必ずワークセンターまたはルータースタンドのフロントパネ
ル側（スイッチがついている側）から送り、ビットの左側に当
てて作業してください。
■手を加工材の後に添えて作業しないでください。いかなる場
合も決して手を刃に近づけないでください。

■コロ付きビットを使用するとき以外は、必ずフェンスを正し
くセットして作業をおこなってください。
■セーフティーガード（安全カバー）は可能な限り取りつけて高
さを正しく調整し作業してください。
■刃の交換や調整をおこなうときは、必ずルーターのプラグを
電源から抜いてください。
■ルーターの電源を入れる前に、刃がMDFサブフェンス、インサ
ートリング、セーフティーガード、加工材などに接触していな
い事を確認してください。
■作業時は、必ず保護メガネを使用して下さい。防塵マスク、耳
栓の使用をお勧めします。
■だぶだぶの衣服や軍手、ネックレスなどの装身具は、回転部に
巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。長い髪は、
後で束ねたり帽子等で覆ってください。
■ルーターの振動等でネジがゆるんでいないか定期的に確認し
てください。
■作業時は、振動により刃に巻き込まれる事がないようテーブ
ル上に物を置かないでください。

■作業から離れる時やその日の作業が終われば必ず電源からプ
ラグを抜いてください。

マイターゲージの使用方法：マイターゲージはMDFスライダー
の3組の穴、いずれにも取りつける事ができます。通常、マイター
ゲージの前方に加工材をセットしておこないます。マイターゲ
ージのフェースには２つずつ穴があいています。適当な板を木
ネジで取りつけて延長フェンスとする事で加工材の後が欠ける
のを防ぐ事ができます。

マイターゲージの調整
マイターゲージ（3）をMDFスライダーの穴に挿し込みます。
マイターゲージ裏の小さなノブを締めてガタツキをなくします。
きつく締めつけるとMDFスライダーに固定されます。
(図12参照）

　　警告　安全に作業をおこなうために以下の注意事項を
必ず守ってください。誤った作業をおこなうと大きな事故
の原因となります。

安全に作業するために収納について
㈰ フロントガードを使用しない時は、フェンスを裏側に収納し 
    ます。(図36参照）
㈪ マイクロアジャスタ(45)を使用しない時は、フェンス裏側に
    収納します。(図10参照)
㈫ シム(43)(44)を使用しない時は、フェンス後方の溝に差し
    込んで収納します。(図10参照)
    ※㈪と㈫の使用方法については後で説明します。

プレッシャーフィンガーの取りつけ
2つのフィンガーポスト(50)をスペーサー(48)に通してフェン
スブラケットの穴に差し込みます。プラスチックワッシャ(49)
を通し、ベントフィンガー(47)をフィンガーポストの溝に差し
込みます。フィンガーポストのノブを締めつけ固定します。

図14
※マイターゲージスケールをチェックする：表のノブを緩めて
マイターゲージの縁をテーブルのアルミニュームインナートラ
ックに合わせます。スケールポインターが90° の目盛りに正し
く合っているか確認します。必要であれば中央部のネジを緩め
てスケールプレートの位置を微調整して合わせます。
（図15参照）

ルーターで美しく仕上げるためのポイント

1. 加工材を送り出す速度について
ルータービットに負荷を掛けすぎないでください。モーターの
パワー、ビットのサイズ、切削深さや幅、木の材質等により加工
材を送り出す速度は異なります。

速く加工材を送りすぎると、モーターに負荷を掛けすぎてしまい、
加工材の制御も難しくなります。また、切削面にささくれなどが
生じます。モーターやチャックの寿命を縮めるだけでなく、ルー
タービットを折ってしまうこともあります。

加工材を送り出す速度があまり遅いと、摩擦熱で切削面が焦げ
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図16

図17

エッジリベーティング（段欠き加工）
エッジリベート加工は通常ストレートビットを使用しておこな
います。ルーターフェンスをセットしておこないます。
(図17参照）

最初にビットのカッターを真横に向け、辺の真っ直ぐな木片をあ
てがいルーターフェンスの面をそれに合わせてセットします。
この時、前後のスケールが同じ値になるようにします。ノブを締
め、フェンスを固定します。

てしまいます。最適な速度は、経験に頼るしかありませんが、仕
上がりの状態、モーターの音などが目安になります。作業中に
加工材を送るのを途中で止めると、焦げ後がついたり段差の原
因になります。作業に入る前に、スイッチは切ったままで加工材
を送り、手順の確認をすると良いです。

2. 切削深さについて
基本的に軸径10 以下のストレートビットでは、1回の切削深
さは軸径以下にセットしておこなって下さい。軸の太いビット
の場合も、深く切削加工する場合は2～3回に分けておこなって
下さい。

3. ルータービットについて
ルーターの回転スピードは18000～24000rpmという高速で
回転しています。焦げ後やささくれのない美しい仕上がりにす
るために、高品質な超硬チップ（タングステンカーバイド）のル
ータービットの使用を使用してください。トリトンルータービ
ットをお勧めします。プロフィールカットなどにはコロ付きビ
ット（ボールベアリングが頭についたビット）をお勧めします。

作業方法
基本的なポイント
1．テーブル上のスケールは目安として活用できます。実際の距
離は使用するビットの径により変わります。
2．テーブルソーのリップフェンスとは異なり、ルーターフェン
スは必ずしもテーブルに対して平行にセットする必要はあり
ません。
3．可能な限りサイド＆ダウンプレッシャーフィンガーをセット
して作業してください。作業内容により使用できない場合は、
加工材をテーブル面とルーターフェンスに押し当てながら作
業してください。
4．径の細いビットを使用する場合や、比較的小さな材料を加工
する場合は、MDFサブフェンスのネジを緩め、ビットに近づ
けてセットしおこなって下さい。（図16参照）

集じんをおこなわずルーターテーブルを使用する場合は、テー
ブルインサートリング（大）を取りつけると切削屑がテーブル下
に落ちるのを助けます。フェンスと加工材の間に木屑をためな
いでください。数回の作業ごとに、ルーターのスイッチを切りビ
ットの回転が完全に止まった後、木屑を取り除いてください。

※注意：ルーターと集じん機の消費電力が合わさると延長コー
ドやコンセントの容量を越える場合があります。その場合、別々
のコードなどしてください。特にモーター起動時には瞬間的に
非常に多くの電流が流れます。必ずルーターと集じん機のスイ
ッチは別々に入れてください。決して1つのスイッチボックスで
２つのモーターを1度に起動するようなことはしないでください。

5．直径25 ～50 のビットを使用する場合は、テーブルイン
サート（小）をテーブルインサート（大）に取り替えておこなっ
て下さい。回してロックします。

集じんについて
集じん機をルーターテーブルにつないで作業する事をお勧めし
ます。一般的な掃除機を使用するとタンクの容量が小さいため
木屑ですぐいっぱいになってしまいます。別売りのダストコレ
クター（DCJ300）との併用をお勧めします。バキュームホース（2）
をセーフティーガード上部のポートに差し込み、もう一方にテー
パーホースアダプタ（4）を左回しに取りつけます。集じん機の
パイプをテーパーホースアダプタにしっかり挿し込みます。

図18

切削幅を付き合わせる板の厚さに合わせる場合
（例：キャビネットの裏板など）
1．ルーターフェンス面をカッターに合わせノブを締めて固定する。
2．マイクロアジャスタをフェンス後方のテーブル溝にセットする。
3．付き合わせる板の木片をフェンス後ろとマイクロアジャスタ
の間に置き、マイクロアジャスタのノブを締め固定する。
　（図18参照）
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図19

図20

図21

マイクロアジャスタを使って幅を決める場合
1.ルーターフェンス面をカッターに合わせノブを締めて固定する。
2.マイクロアジャスタのホイールを必要な切削幅分だけ緩める。
3.マイクロアジャスタをフェンス後ろに取りつけノブを締めて
固定する。ホイールを切削幅分締め込む。ホイールを1回転す
るごとに1 移動します。0.1 ごとに目盛りが打ってあり微
調整も簡単におこなえます。
4.フェンスをマイクロアジャスタにあててノブを締め固定する。
　加工材の幅の狭い縁を加工するときは、マイターゲージを併
　用してください。
　※「クロストレンチィング」を参照してください。その場合、必
　ずフェンスを平行にセットしておこなって下さい。

ルーターフェンスを使った幅の広いトレンチング加工は、加工
材の縁から100 の位置が限度です。それ以上の加工をおこな
うにはワークセンター2000、トリトンスライドテーブル、また
はジグ（P10参照）が必要です。

幅の狭いトレンチング加工は付属のマイターゲージを使用する
か、別売のルーター＆ジグソープレート（AJA150）を使ってワ
ークセンタ2000のオーバーヘッドルーターモードでおこなえ
ます。幅の広いトレンチィング加工は、スライドエクステンショ
ンテーブルが必要です。

トレンチング（溝堀加工）

　　警告　この作業の多くはセーフティーガードが使用で
きません。絶対に手をカッターに近づけないでください。また、
決して加工材の後に手を添えて作業しないでください。

フェンスを使ってのトレンチィング
加工材の縁から最大100 の位置までルーターフェンスを使っ
てトレンチング加工がおこなえます。（図19参照）

ワークセンター2000にセットした場合、加工材の縁から最大
610 の位置までワークセンターのフェンスを使ってトレンチ
ング加工がおこなえます。

大きな部材をトレンチィング加工するには、ワークセンター
2000にルーターテーブルをセットした場合、トリトンスライド
テーブルが必要です。（図20参照）

ルータースタンドRSA300を使用する場合、ミニスライドテー
ブル（ETJ100）を取りつけておこなえます。ジグを使った作業方
法については、図30＆31を参照してください。

クロストレンチング
付属のマイターゲージを使って最大200 の溝が切り出せます。
適当な板をマイターゲージに木ネジで取りつけて補助フェンス
とします。ルーターで切り込みを入れることで印をそれに合わ
せ正確な加工がおこなえます。また、バリが加工材後ろに生じる
のを防ぎます。（図21参照）

4．木片を外し、ルーターフェンスをマイクロアジャスタにあて
てノブを締め固定する。

ルーターの切削深さとフェンスの位置を正しく調整しておこな
います。フェンスとテーブルに加工材を押しつけながらスムー
ズに送り出していきます。

ワークセンターのオーバーヘッドルーターモードでは、最大610
の溝を切り出すことができます。オプションのルーター＆ジ

グソープレート（AJA150）にルーターを取りつけておこないま
す。（図22参照）

図22



9

図25

図26

図24

図23

スライドテーブルを併用すると、パネルソーモードで大きな部
材の溝の切り出しも簡単におこなえます。適当な板をフェンス
にクランプで取りつけて補助フェンスとします。ルーターで切
り込みを入れることで印をそれに合わせ正確な加工がおこなえ
ます。（図23参照）

溝を途中で止める
MDFスライダーの前、後に必要な幅の板を入れ、ストッパーに
します。（図24参照）

板の両端共途中で止める場合、板をしっかりと支え、カッターの
上から落とし込みながら前後に少しずつスライドさせて切削し
ていく必要があります。切削が終われば板はしっかりと支えた
まま電源を切り、ルーターの回転が完全に止まってから板を外
してください。

※注意：この作業は、オプションのルータースライドプレート
（AJA150)にルーターを取りつけてワークセンターにセットし、
オーバーヘッドルーターモードでおこなうのが最も良い方法で
す。

ルーターを使ったプレーニング加工（表面仕上げ）

この作業ではカッターのほとんどをフェンスの内側に隠して作
業します。

ルーターフェンスを使ったプレーニング加工
付属の1.0 と1.5 厚のシム（43＆44）の組合わせにより0.5、1.0、
1.5、2.5 厚の切削加工がおこなえます。ご自身で必要な厚さの
シムを作り使用する事もできます。

●MDFサブフェンスを止めている皿ネジをゆるめ、サブフェン
スとフェンスの間にシムを差し込みます。（シムの2股の間に
ネジを入れます）皿ネジを締めます。（図25参照）
●1.0、1.5、2.5 の切削は、リアフェンスに必要なシムをセット
します。0.5 の切削は、1 厚のシムをフロントフェンスに、
1.5 厚のシムをリアフェンスにそれぞれ挿し込んでおこな
います。
●縁が真っ直ぐな木片を使い、リアフェンスの面をカッターに
合わせてフェンスをセットしおこないます。（図26参照）

　　警告　絶対にカッター右側とフェンスの間に加工材を
送り込まないでください。ルーターの回転により加工材が
強制的に送り込まれ、加工材が前方に飛ばされるだけでなく、
手がカッターに巻き込まれ大事故につながります。

背の高い加工材の場合
使用するストレートビットより高さのある加工材では、フロン
トガードを取り外しリアガード上部をフェンス面より後ろにセ
ットし、ルーターフェンスに取りつけているプレッシャーフィ
ンガーを取り外しておこないます。

この作業では2度の切削が必要です。1 または1.5 の深さに切
削する場合、必要なシムをリアのMDFサブフェンスの裏に差し
込んでセットします。リアフェンスの面ををカッターに合わせ
てフェンスをセットします。シムを取り外して皿ネジを締め、最
初の切削をおこないます。(図27ｰA参照)

先ほどのシムをリアのMDFサブフェンスの裏に差し込んでセッ
トし、加工材を上下反転し、残りの切削をおこないます。
(図27ｰB参照)

※ヒント：0.5 切削をおこなう場合は、0.5 厚のシムをつくっ
ておこないます。
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図28

図29

図27A

図27B

幅をそろえるプレーニング加工
ルーターフェンスを取り外し、セーフティーガードをルーター
プレートに直接取りつけます。フロントガードを先に取り外し、
MDFサブフェンスの皿ネジをゆるめ外側にそれぞれスライド
します。リアガード後ろの赤いつまみを持ち上げてリアガード
を取り外します。リアガードをルータープレートに取りつけ、フ
ロントガードをセットします。

テーブルの穴に2つのサイドプレッシャーフィンガーを取りつ
けます。この時、スペーサー（48）は図13で説明したようにルー
ターフェンスの時とは逆向きに通してセットします。

この作業では、フェンスをカッターの左側にセットしておこな
います。ワークセンター2000かスライドエクステンションテ
ーブル、または後で紹介するジグが必要です。1回の切削深さが
3 以下になるようにセットしておこなうことをお勧めします。

算して幅を決めます。

別の方法は、まず加工材をフェンスとカッターの間に置いては
さみます。この時、フェンスを前後の目盛りがほぼ同じ値になる
ようにします。次に加工材を外して必要な切削幅だけフェンス
を内側に寄せてロックしおこないます。(図28参照)

スライドエクステンションテーブルのフェンスを使って
スライドテーブルは動かないようロックしておこないます。

スライドエクステンションテーブルのフェンスを縦にセットし直
接加工材をフェンスにあてがいながらおこないます。幅の狭い
加工材の場合は、スペーサーとなる板をフェンスと加工材の間
に入れる必要があります。

スライドテーブルの前後のスケールでフェンスを平行にセット
し、フェンスとカッターの距離を測ります。スライドテーブルの
スケール値と、実際のフェンス、カッター間の距離の差を計算し
てフェンスをセットします。

別の方法は、まず加工材をフェンスとカッターの間に置いては
さみます。この時、フェンスを前後の目盛りがほぼ同じ値になる
ようにします。次に加工材を外して必要な切削幅だけフェンス
を内側に寄せてロックしおこないます。(図29参照)

ジグを使った作業方法
19 厚の板を使ってルーターテーブル左側の空間の部分にピッ
タリと収まるサイズに、２枚の板を切り出します。ベースとな
る板はがたつきがでないように、またテーブル面と平になるよ
う注意してください。

12 （または1/2インチ）のストレートビットでベースとなる板
に2本の溝を入れます。6 （または1/4インチ）のストレートビ
ットでフェンスとなる板に2本の溝を入れます。ルーターフェン
スのクランプノブとT字ボルトを用いて2つの板を組み合わせま
す。必要であればジグを反転して使用する事もできます。
（図30参照）

加工材をジグフェンスとカッターの間に置いてはさみます。次
に加工材を外して必要な切削幅だけジグフェンスを内側に寄せ
てロックしおこないます。

マイクロアジャスタを使ってジグフェンス位置の微調整がおこ
なえます。幅の狭いジグフェンスを用意し必要に応じて取り替
えて使用します。（図31参照）

ワークセンター2000のリップフェンスを使って
リップフェンスをビットのカッター部に当てます。この時、前後
の目盛りは同じ値に合わせてください。この値を頭に入れて計



11

図32

図33

図31

モールディング加工
コロ（ベアリング）付ビットを使用する場合、ルーターフェンス
無しでも作業できますが、直線または多少の凸面の加工にはフ
ェンスを使用する事をお勧めします。形状によりフェンスが使
用できない場合はセーフティーガードをルータープレートにセ
ットしておこないます。（図32参照）

ルーターフェンスを使った作業方法
より表面を美しく仕上げるために、1度に深く切削しないで、浅
く数回に分けておこなってください。ルーターフェンスの位置
を移動しておこないます。

幅の狭い縁を加工する場合、マイターゲージを使っておこなう
のが良い方法です。（「エンドグレインワーク」の項参照）

ルーターフェンスを使わない作業方法

　　警告　フェンスを使わない作業では必ずコロ（ベアリ
ング）付ビット（またはパイロットビット）を使用してくだ
さい。その他のビットでは絶対におこなわないでください。

安全に作業するために、セーフティーガードを取りつけておこ
なってください。削り始めと終わりの部材のコントロールも容
易におこなえます。

より表面を美しく仕上げるために、1度に深く切削しないで、浅
く数回に分けておこなってください。最初はカッターを下げてお
こない、1回の作業ごとに徐々にカッターを上げておこないます。

加工材をカッターに送り込む時、セーフティーガードの縁に当て
ながらおこなうと加工材のコントロールが容易におこなえます。
削り終える手前で加工材を回してセーフティーガード後方の縁
に当てながらおこないます。（図33参照）

エンドグレインワーク（幅の狭い縁の加工）
幅の狭い縁の加工は、フェンスを使っておこなうと加工材のコ
ントロールが容易ではありません。また、木目の方向により縁が
欠けやすくなります。この場合、マイターゲージに適当な板を延
長フェンスとして取りつけておこないます。
（「クロストレンチィング」の項参照）

この作業ではルーターフェンスを取りつけるか（「エッジリベー
ティング」の項参照）、セーフティガードを取りつけておこなっ
てください。（図34参照）

図30

図34

テンプレートガイド（型板）を使った作業について
可能な限りセーフティガードを取りつけて作業してください。
加工材の形状によりやむを得ずセーフティガードが使えない
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図36

図35

場合は、手をカッターに近づけないよう細心の注意を払いなが
らおこなってください。テンプレートガイドを使えば複雑な曲
線でも美しく仕上げることができます。また何枚でも同じ形状
に仕上げることができます。

この作業では頭部にコロ（ベアリング）のついたフラッシュビッ
トを使用します。この作業ではルーターフェンスは使用できま
せん。可能な限りセーフティーガードをルータープレートに取
りつけておこなってください。

最初にジグソーで線のやや外側を切り出します。両面テープな
どで型板を仮止めします。型板だけにフラッシュビットのベア
リングが当るようにルーターの高さを調節します。型板にベア
リングを当てながらおこなうことで型板と同じ形状に仕上がり
ます。必ずビットの回転に相対する向きに加工材を送ります。
手がカッターに近づかないよう十分に注意しながら安全に作業
をおこなってください。（図35参照）

りずストップブロックを取りつけることができない場合、MDF
フェンスを外し長い板に取り替えておこないます。（図36参照）

極端に長い材料の場合は、加工材の横にほぞ穴の位置を示す線
を引き、テーブルにカッターの位置を示す線を鉛筆で引いてお
こないます。

※ヒント：ルーターでほぞ穴を掘り出した場合、角が丸くなりま
す。ほぞ穴をノミで直角に仕上げるより、ほぞの角を丸く削る方
が簡単に短時間でおこなえます。

ルーターの選択について
1. ルーターのタイプ
ルーターには大きく分けて、プランジタイプとスクリューアジ
ャストタイプの２種類があります。

プランジタイプのルーターは切削深さの調整が素早く簡単にお
こなえます。機種によっては3段階に深さを調整できるものもあ
ります。スクリュータイプのルーターは、リングを回転させてモ
ーターを上下させるため高さの微調整が容易である反面、幅広
く上げ下げするには時間がかかります。

トリマーは構造上テーブルにセットして使用するには無理があ
りますので使用しないでください。

2. ルーターのサイズ
一般的に日本では8 、12 軸のルーターがあります。8 軸の
ルーターの場合、8 軸のビットの種類は非常に少ないのが現状
です。ルーター付属のコレットで6 に落とせば6 軸のビット
を使用することができます。

ルーターテーブルにセットする機種をお考えの場合、価格面を
気にしないのであれば12 軸（欧米では1/2インチ軸）のルータ
ーをお勧めします。軸が太く強度があるので長いビットや様々
な形状の装飾用ビットがあり、その種類も豊富です。8 軸、6
軸のビットも付属のコレットで使用できます。モーターも強力
でプロの使用に耐える造りになっています。メーカーが輸出用
の部品を持っている機種では、チャックの部品を交換すること
で1/2インチのビットが使用できます。

ほぞ穴加工

　　警告　この作業では作業内容によってはセーフティーガ
ードを使用できません。手をカッターに近づけないよう細心の
注意を払い、加工材をしっかり支えながら作業してください。

ほぞはワークセンター（またはコンパクト）で切り出します。こ
の作業では、ほとんどの場合、フロントガードとホールドダウン
フィンガーを取り外す必要があります。

ほぞ穴が加工材の正しい位置になるようルーターフェンスを調
整してロックします。加工材をビットの上において位置を確認
します。ビットを高くセットしないでください。深い穴を掘る
場合も、少しずつ数回に分けておこなってください。

加工材をフェンスにあてがいながら少しずつ送り出します。ビ
ットの回転により加工材をフェンスから離そうとする力が働く
のでしっかりと加工材をフェンスに押しつけながらおこなうこ
とが重要です。テストカットでほぞ穴の位置を確認し、必要であ
ればフェンスの位置を微調整します。

ルーターフェンスにクランプでストップブロックを取りつけて
おこなうと、同じ長さの溝が掘り出せます。フェンスの長さが足
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