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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
設計された加工形状に基づくデータを生成するＣＡＭ装置と、
前記ＣＡＭ装置より出力されるデータを用いてＮＣプログラムを作成するＮＣプロ
グラム作成装置と、
前記ＮＣプログラム作成装置によって作成された前記ＮＣプログラムによって制御
を行うＮＣ制御装置と、
前記ＮＣ制御装置によって制御されるものであり、被削材に対してボールエンドミ
ルがチャックと一体に配置されたまま用いられる工作機械装置と、を備えるボールエンド
ミル加工システムであって、
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前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動の原因として、前記
被削材及び前記ボールエンドミルの中から１つを特定する原因特定部と、
前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することで前記被削材と前
記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部を、さらに備
え、
前記びびり振動抑制部は、前記原因特定部によって前記びびり振動の原因として前
記被削材が特定された場合、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボールエン
ドミルに対向する面の法線の角度が大きくなるように、前記被削材に対する前記ボールエ
ンドミルの角度を調整することを特徴とするボールエンドミル加工システム。
【請求項２】
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前記原因特定部は、操作者による入力に基づいて前記びびり振動の原因を特定する
ことを特徴とする請求項１に記載のボールエンドミル加工システム。
【請求項３】
前記びびり振動抑制部は、前記原因特定部によって前記びびり振動の原因として前
記ボールエンドミルが特定された場合、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記
ボールエンドミルに対向する面の法線の角度が小さくなるように、前記被削材に対する前
記ボールエンドミルを調整することを特徴とする請求項１又は２に記載のボールエンドミ
ル加工システム。
【請求項４】
前記工作機械装置に発生するびびり振動を検出するびびり振動検出部をさらに備え
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、
前記原因特定部は、前記びびり振動検出部による検出値に基づいて前記びびり振動
の原因を特定することを特徴とする請求項１又は３に記載のボールエンドミル加工システ
ム。
【請求項５】
前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルが前記被削材に対してダウンカッ
ト方向とアップカット方向のいずれの方向に切削しているかを検出し、検出結果及び前記
原因特定部によって特定されたびびり振動の原因に基づき、前記被削材に対する前記ボー
ルエンドミルの角度を調整することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の
ボールエンドミル加工システム。
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【請求項６】
ＣＡＭ装置によって出力されるデータに基づき作成されたＮＣプログラムを用いて
制御を行うＮＣ制御部と、
前記ＮＣ制御部によって制御されるものであり、切削工具としてのボールエンドミ
ルがチャックと一体に配置されたまま用いられる工作機械部と、
を備えるボールエンドミル加工装置であって、
前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動の原因として、前記
被削材及び前記ボールエンドミルの中から１つを特定する原因特定部と、
前記ボールエンドミル加工装置は、被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を
調整することで前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制する
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びびり振動抑制部を、さらに備え、
前記びびり振動抑制部は、前記原因特定部によって前記びびり振動の原因として前
記被削材が特定された場合、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボールエン
ドミルに対向する面の法線の角度が大きくなるように、前記被削材に対する前記ボールエ
ンドミルの角度を調整することを特徴とするボールエンドミル加工装置。
【請求項７】
設計された加工形状に基づくデータを生成するステップと、
生成されたデータを用いてＮＣプログラムを作成するステップと、
作成されたＮＣプログラムによって制御を行い、被削材に対してボールエンドミル
がチャックと一体に配置された状態で切削を行うステップと、
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を備えるボールエンドミル加工方法であって、
前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動の原因として、前記
被削材及び前記ボールエンドミルの中から１つを特定する原因特定ステップと、
前記ボールエンドミル加工方法は、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角
度を調整することで前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制
するびびり振動抑制ステップを、さらに備え、
前記びびり振動抑制ステップは、前記原因特定ステップによって前記びびり振動の
原因として前記被削材が特定された場合、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前
記ボールエンドミルに対向する面の法線の角度が大きくなるように、前記被削材に対する
前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とするボールエンドミル加工方法。
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【請求項８】
設計された加工形状に基づくデータを用いて作成されたＮＣプログラムを用いて、
被削材に対してボールエンドミルがチャックと一体に配置された状態で切削を行うボール
エンドミル加工方法であって、
前記ボールエンドミル加工方法は、前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生
するびびり振動の原因として、前記被削材及び前記ボールエンドミルの中から１つを特定
し、前記びびり振動の原因として前記被削材が特定された場合、前記ボールエンドミルの
軸線と前記被削材の前記ボールエンドミルに対向する面の法線の角度が大きくなるように
、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とするボールエ
ンドミル加工方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ボールエンドミル加工に関するシステム、装置および方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
機械加工において、切削工具として剛性の低い工具を用いる場合等に、切削工具と被削材
との間に、いわゆるびびり振動とよばれる異常（あるいは望ましくない）振動が発生する
場合がある。この現象について、図２０を参照して説明する。図２０は、エンドミル加工
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を行う場合のエンドミルと被削物におけるびびり振動の発生を説明するための模式図であ
る。エンドミル５０が被削物５２を削り取ることにより、被削物５２の仕上げ面に起伏（
アウターモジュレーション）が転写される。この一刃前の起伏と現在の切削による振動（
インナーモジュレーション）との間に位相遅れが生じることにより、被削物５２の切取り
厚さが一定とならず、切取り厚さが変動することによって機械系が加振され、この結果と
してびびり振動が発生すると考えられている。このびびり振動は再生型びびり振動と呼ば
れ、切削加工で重切削を行う場合や、被切削物が高硬度の場合、剛性の低い工具やワーク
（被切削物）を用いる場合に発生しやすい。
【０００３】
このようなびびり振動は、切削加工の加工精度を低下させたり、切削加工工具を破損させ
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るといった問題を引き起こすため、できるだけびびり振動を抑制させることが望ましい。
一般的には、びびり振動を抑制させるために、切削速度の低減や切削幅の低減といった対
策が採られているが、これらの対策は切削加工の生産性を低下させるという背反事項があ
る。また、機械加工工具のシャンク材質の改善によってもびびり振動は低減できるが、そ
の低減効果は大きくなく、汎用的な対策には至っていない。
【０００４】
びびり振動を低減させる技術に関しては、特許文献１に示すような対策が行われている。
特許文献１は、切削工具の回転数を変更したり、不等ピッチ角のエンドミル（切削工具）
を用いることにより、びびり振動を低減するものである。また、本出願の発明者らは、非
特許文献１において、低剛性工作物のボールエンドミル加工における再生型びびり振動に

40

関する研究を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７−４４８５２号公報
【非特許文献１】AKAZAWA, SHAMOTO, IEEE Catalog Number:CFP08768‑CDR ISBN 978‑1‑42
44‑2919‑6 Library of Congress:2008908396
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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近年、被削物に対して切削工具の角度を変えることが可能な工作機械装置、いわゆる５軸
による切削加工が可能な工作機械装置が実用化されてきている。しかしながら、びびり振
動に関して、被削物に対する工具の姿勢の影響を明らかにした研究は未だ発表されておら
ず、被削物に対して、びびり振動を考慮してボールエンドミルの最適姿勢を求めることは
、びびり振動低減の効果が高いものであると期待される。
【０００７】
そこで、本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、被削材に対するボール
エンドミルの姿勢を制御するシステム、装置および方法を提供し、びびり振動の少ない切
削加工を可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明は上記目的を達成するために創案されたものであり、設計された加工形状に基づく
データを生成するＣＡＭ装置と、前記ＣＡＭ装置より出力されるデータを用いてＮＣプロ
グラムを作成するＮＣプログラム作成装置と、前記ＮＣプログラム作成装置によって作成
された前記ＮＣプログラムによって制御を行うＮＣ制御装置と、前記ＮＣ制御装置によっ
て制御されるものであり、被削材に対してボールエンドミルがチャックと一体に配置され
たまま用いられる工作機械装置と、を備えるボールエンドミル加工システムであって、前
記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動の原因として、前記被削材及
び前記ボールエンドミルの中から１つを特定する原因特定部と、前記被削材に対する前記
ボールエンドミルの角度を調整することで前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生
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するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部を、さらに備え、前記びびり振動抑制部は、
前記原因特定部によって前記びびり振動の原因として前記被削材が特定された場合、前記
ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボールエンドミルに対向する面の法線の角度
が大きくなるように、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを
特徴とするボールエンドミル加工システムによって構成される。

【発明の効果】
【０００９】
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上記の構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整することで被削材と
ボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部を備えているた
め、ボールエンドミル加工に対するびびり振動の影響を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態のボールエンドミル加工システム２の全体構成を示す概
略図である。
【図２】本発明の第１の実施形態のＮＣ制御装置８および工作機械装置１０の構成を示す
概略図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の工作機械装置１０の全体構成を示す斜視図である。
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【図４】本発明の第１の実施形態の角度決定部２５で実行される角度決定ルーチンを説明
するためのフローチャートである。
【図５】被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度の変化による被削材６６の切取
られる部分の変化を示す模式図であり、図５（ａ）はα＝３０°、図５（ｂ）はα＝７０
°、図５（ｃ）はα＝１１０°、図５（ｄ）はα＝１５０°の場合である。
【図６】本発明の第２の実施形態のＮＣ制御装置７４および工作機械装置７６の構成を示
す概略図である。
【図７】本発明の第２の実施形態の工作機械装置７６の全体構成を示す斜視図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の角度決定部８５で実行される角度決定ルーチンを説明
するためのフローチャートである。
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【図９】（ａ）はＹ軸方向から見たボールエンドミル６８と被削材６６の切削部を拡大し
た断面図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ−Ａ線における断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態の角度決定部８５で実行される角度決定ルーチンを説
明するためのフローチャートである。
【図１１】工作機械装置７６の制御系のブロック図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態の角度決定部８５で実行される角度決定ルーチンを説
明するためのフローチャートである。
【図１３】本発明の第５の実施形態の角度決定部８５で実行される角度決定ルーチンを説
明するためのフローチャートである。
【図１４】本発明の第６の実施形態の角度決定部８５で実行される角度決定ルーチンを説
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明するためのフローチャートである。
【図１５】本発明の第７の実施形態のボールエンドミル加工システム８６の全体構成を示
す概略図である。
【図１６】本発明の第７の実施形態のＮＣ制御装置９０および工作機械装置９２の構成を
示す概略図である。
【図１７】本発明の第７の実施形態の角度決定部９４で実行される角度決定方法を説明す
るためのフローチャートである。
【図１８】本発明の第８の実施形態の角度決定部９４で実行される角度決定方法を説明す
るためのフローチャートである。
【図１９】本発明の第９の実施形態の角度決定部９４で実行される角度決定方法を説明す
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るためのフローチャートである。
【図２０】加工における再生型のびびり振動の発生メカニズムを説明するための図である
。
【発明の態様】
【００１１】
以下に、本願において特許請求が可能と認識されている発明（以下、「請求可能発明」と
いう場合がある。請求可能発明は、少なくとも、請求の範囲に記載された発明である「本
発明」ないし「本願発明」を含むが、本願発明の下位概念や、本願発明の上位概念あるい
は別概念の発明を含むこともある。）の態様をいくつか例示し、それらについて説明する
。各態様は請求項と同様に、項に区分し、各項に番号を付し、必要に応じて他の項の番号
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を引用する形式で記載する。これは、あくまでも請求可能発明の理解を容易にするためで
あり、請求可能発明を構成する構成要素の組み合わせを、以下の各項に記載されたものに
限定する趣旨ではない。つまり、請求可能発明は、各項に付随する記載、実施態様の記載
、従来技術等を参酌して解釈されるべきであり、その解釈に従う限りにおいて、各項の態
様にさらに他の構成要素を付加した態様も、また、各項の態様から構成要素を削除した態
様も、請求可能発明の一態様となりうるのである。
【００１３】
（１）設計された加工形状に基づくデータを生成するＣＡＭ装置と、前記ＣＡＭ装置より
出力されるデータを用いてＮＣプログラムを作成するＮＣプログラム作成装置と、前記Ｎ
Ｃプログラム作成装置によって作成された前記ＮＣプログラムによって制御を行うＮＣ制
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御装置と、前記ＮＣ制御装置によって制御されるものであり、被削材に対してボールエン
ドミルが用いられる工作機械装置と、を備えるボールエンドミル加工システムであって、
前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することで前記被削材と前記ボー
ルエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部を、さらに備えるこ
とを特徴とするボールエンドミル加工システム。
【００１４】
この構成によれば、（１）のシステムは、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整
することで被削材とボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑
制部を備えているため、ボールエンドミル加工に対するびびり振動の影響を抑制すること
ができる。なお、（１）におけるＣＡＭ（Computer Aided Manufacturing）装置は、加工
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形状に基づいてデータを生成するものであれば良く、被削材の材質を考慮して工具の材質
や形状および加工条件（主軸回転数、切込み量（切込み深さ）、ピックフィード量、切削
送り方向、１刃あたりの送り量等）を決定し、加工形状に基づいて工具軌跡（ツールパス
）や工具姿勢または可能な工具姿勢の範囲を生成するものとすることができる。また、Ｃ
ＡＭ装置は、加工形状に基づくデータを生成するものであるが、ＣＡＭ装置の機能として
、加工形状を設計する機能（ＣＡＤ(Computer Aided Design)機能）を備えるものであっ
ても良い。また、ＣＡＭ装置は、加工形状等に基づいて各種データを生成する機能（ＣＡ
Ｍ機能）を有するソフトウェアと、当該ソフトウェアを実行するコンピュータにより構成
されても良い。また、（１）におけるＮＣ(Numerical Control)プログラム生成装置は、
ＣＡＭ装置から出力される少なくとも工具軌跡データを用いてＮＣプログラムを生成する
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ものであれば良く、ＣＡＭ装置から出力される工具軌跡、工具姿勢、１刃あたりの送り量
等に基づいてＮＣプログラムを生成するものとすることができる。また、ＮＣプログラム
生成装置は、ＮＣプログラムを生成する機能を有するソフトウェアと、当該ソフトウェア
を実行するコンピュータにより構成されても良い。また、ＮＣ制御装置は、ＮＣ制御機能
を有するソフトウェアと、当該ソフトウェアを実行するコンピュータにより構成されても
良い。また、ＮＣ制御装置と工作機械装置は双方により１つの装置を構成することもでき
るが、この場合は、構成された１つの装置は、切削加工装置、切削加工システムあるいは
単に工作機械装置と呼ぶこともでき、例えば、工作機械装置と呼ぶ場合は、工作機械装置
がＮＣプログラム制御機能部と工作機械機能部を有するものとみなすことができる。また
、被削材に対するボールエンドミルの角度は、被削材の現在加工中の面に対するボールエ
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ンドミルの軸線のなす角度ということができるが、これ以外にも、被削材の現在加工中の
面の法線に対するボールエンドミルの軸線の角度と定義することもできる。また、被削材
に対するボールエンドミルの角度は、ボールエンドミルの送り方向を基準とする送り方向
周りの角度（送り方向に垂直な平面内における被削材に対するボールエンドミルの角度）
や、ボールエンドミルのピックフィード方向を基準とするピックフィード方向周りの角度
（ピックフィード方向に垂直な平面内における被削材に対するボールエンドミルの角度）
ということもできる。また、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整するとは、ボ
ールエンドミルの主軸自体を被削材に対して傾けて、被削材に対するボールエンドミルの
角度を調整することや、被削材自体をボールエンドミルの主軸に対して傾けて、ボールエ
ンドミルに対する被削材の角度を調整することや、被削材およびボールエンドミルの両方
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を傾けて被削材に対するボールエンドミルの角度を調整すること等を含むものである。ま
た、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整するとは、被削材に対するボールエン
ドミルの姿勢を調整することと言うことができ、被削材に対する工具姿勢を調整すると言
うこともできる。また、（１）におけるびびり振動は、切削時に工作機械装置に発生する
びびり振動を意味するが、（１）では特に、被削材とボールエンドミルの少なくとも一方
が振動し、当該振動によって発生する切削断面積の増減によって、切削力が変動すること
で、大きく成長する振動と定義することができ、当該びびり振動は自励型のびびり振動と
いうことができ、この中には再生型、さらにはモードカップリング型が含まれる。また、
（１）におけるびびり振動抑制部は、被削材とボールエンドミルの間に発生したびびり振
動の程度を、程度が大きいものから程度が小さいものに抑制する機能以外にも、被削材と
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ボールエンドミルの間に発生すると予測されるびびり振動の程度を、程度が大きいものか
ら程度が小さいものに抑制したり、びびり振動が発生しないようにびびり振動の発生を抑
制する機能も含むものである。また、びびり振動の程度が大きいとは、びびり振動によっ
て振動する被削材あるいはボールエンドミルの振動幅の大きさ（振幅）が大きいものをい
う。なお、びびり振動抑制部は、ボールエンドミル加工システムに含まれていればよく、
ＣＡＭ装置、ＮＣプログラム作成装置、ＮＣ制御装置および工作機械装置のうちの少なく
とも１つに含まれていても良いし、ＣＡＭ装置、ＮＣプログラム生成装置、ＮＣ制御装置
および工作機械装置いずれにも含まれない態様とすることもできる。
【００１５】
（２）前記びびり振動抑制部は、前記ＮＣ制御装置に含まれ、前記ＮＣ制御装置は、前記
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びびり振動抑制部によって調整された角度に基づいて、前記工作機械装置を制御すること
を特徴とする（１）に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、ＮＣ制御装置内にびびり振動抑制部が備えられるため、工具軌跡（ボ
ールエンドミルのボール部分の中心が移動する軌跡）を変更することなく、びびり振動抑
制部によって調整された角度に基づいて、工作機械装置においてボールエンドミルを動作
させることが可能となる。したがって、速やかにびびり振動を抑制することができる。
【００１６】
（３）操作者の前記びびり振動抑制部への入力を可能にする操作者入力部をさらに備え、
前記びびり振動抑制部は、前記操作者入力部の入力に基づき、前記被削材に対する前記ボ
ールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（１）または（２）項に記載のボール
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エンドミル加工システム。
この構成によれば、操作者の入力に基づいて、びびり振動抑制部が被削材に対するボール
エンドミルの角度を調節するため、良好にびびり振動を抑制することが可能となる。なお
、操作者の入力の内容は、様々なものが考えられ、例えば、切削時にびびり振動が発生し
ているか否かの情報や、びびり振動が発生している場合には、びびり振動の程度の大きさ
や、発生しているびびり振動が許容できるものか、許容範囲外のものであるか、振動の方
向あるいは振動を発生しやすい低剛性の構造が、回転するボールエンドミル側か被削材側
かの判断等の情報が挙げられる。このような情報が操作者入力部を介して入力される場合
、例えば、びびり振動の発生の有無が情報として入力される場合は、びびり振動が発生し
ているときは、びびり振動が抑制されるように、被削材に対するボールエンドミルの角度
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が調整され、びびり振動が発生していないときは、角度調整を行わないことで、びびり振
動を新たに発生させることが回避されるのである。
【００１７】
（４）前記操作者入力部は、操作者が前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生する
びびり振動の原因を特定することが可能であることを特徴とする（１）から（３）項に記
載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、操作者が特定したびびり振動の原因に基づいて、びびり振動抑制部が
被削材に対するボールエンドミルの角度を、びびり振動の原因となる部分の振動を低減さ
せるように調節するため、良好にびびり振動を抑制することが可能となる。なお、びびり
振動の原因は、様々なものが考えられるが、例えば、ボールエンドミルが原因の場合、被
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削材が原因の場合、ボールエンドミルと被削材の両方が原因の場合、あるいは工作機械装
置の構造が原因の場合等が挙げられる。
【００１８】
（５）前記操作者入力部は、操作者が前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生する
びびり振動の原因を、前記被削材が原因の場合と前記ボールエンドミルが原因の場合の中
から少なくとも１つを特定することが可能であることを特徴とする（３）項または（４）
項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、操作者が、被削材が原因の場合とボールエンドミルが原因の場合の中
から少なくとも１つを特定し、特定された原因に基づいて、びびり振動抑制部が被削材に
対するホールエンドミルの角度を調節するため、良好にびびり振動を抑制することが可能

40

となる。
【００１９】
（６）前記びびり振動抑制部は、前記操作者入力部によりびびり振動の原因が前記被削材
が原因と特定された場合、前記被削材に前記被削材の板厚方向のびびり振動が発生してい
るとして、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とする
（４）項または（５）項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動抑制部は、被削材に被削材の板厚方向にびびり振動が発生
しているとして被削材に対するボールエンドミルの角度を調整するため、良好にびびり振
動を抑制することが可能となる。なお、被削材の板厚方向とは、加工形状が板状部を有す
る場合は当該板状部の厚さ方向ということができるが、加工形状あるいは被削材の加工途
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中の形状において剛性の低い方向ということもできる。
【００２０】
（７）前記びびり振動抑制部は、前記操作者入力部によりびびり振動の原因が前記ボール
エンドミルが原因と特定された場合、前記ボールエンドミルに前記ボールエンドミルの軸
に垂直な方向のびびり振動が発生しているとして、前記被削材に対する前記ボールエンド
ミルの角度を調整することを特徴とする（４）項から（６）項のいずれか１項に記載のボ
ールエンドミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動抑制部は、ボールエンドミルにボールエンドミルの軸に垂
直な方向にびびり振動が発生しているとして、被削材に対するボールエンドミルの角度を
調節するため、良好にびびり振動を抑制することが可能となる。なお、ボールエンドミル

10

の軸とは、ボールエンドミルの主軸（回転軸）であり、ボールエンドミルの形状が、先端
部が球形状でこれに続く部分が円筒形状である場合、円筒形状部分の中心軸ということが
できる。
【００２１】
（８）操作者にびびり振動の原因を特定させるための表示を行う表示部をさらに備えるこ
とを特徴とする（３）項から（７）項のいずれか１項に記載のボールエンドミル加工シス
テム。
この構成によれば、操作者は表示部の表示に基づいてびびり振動の原因を特定することが
可能となるため、びびり振動の特定が容易化される。
【００２２】
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（９）前記工作機械装置に発生するびびり振動を検出するびびり振動検出部をさらに備え
、前記びびり振動抑制部は、前記びびり振動検出部によってびびり振動が検出された場合
に、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（１）
項から（８）項のいずれか１項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動が検出された場合に、被削材に対するボールエンドミルの
角度が調整されるため、切削効率の低下を回避しつつ、良好にびびり振動を抑制すること
が可能となる。なお、（９）においては、びびり振動検出部によってびびり振動を検出し
た後に、操作者によってびびり振動の原因を特定させる構成とすることもできるし、びび
り振動検出部がびびり振動の原因を特定する構成とすることも可能である。
【００２３】
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（１０）前記びびり振動検出手段は、前記機械加工装置のボールエンドミル側に設置され
た加速度センサの値に基づきびびり振動を検出することを特徴とする（９）項に記載のボ
ールエンドミル加工システム。
【００２４】
（１１）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルが前記被削材に対してダウンカ
ット方向とアップカット方向のいずれの方向に切削しているかを検出し、検出結果に基づ
き、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（１）
項から（１０）項のいずれか１項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの切削送りの方向を検出して、被削
材に対するボールエンドミルの角度が調整されるため、良好にびびり振動を抑制すること
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ができる。なお、ダウンカット方向とは、ボールエンドミルの刃が、被削材のボールエン
ドミルに対向する面に対して、ボールエンドミル側（被削材の外側）から被削材側（被削
材の内側）に切削していく場合の切削方向であり、アップカット方向とは、ボールエンド
ミルの刃が、被削材のボールエンドミルに対向する面に対して、被削材側（被削材の内側
）からボールエンドミル側（被削材の外側）に切削していく場合の切削方向である。
【００２５】
（１２）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルが前記被削材に対してダウンカ
ット方向で切削している場合、前記ボールエンドミルが前記被削材に対してアップカット
方向で切削するように、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調節すること
を特徴とする（１１）項に記載のボールエンドミル加工システム。
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切削方向がアップカット方向の場合はダウンカット方向の場合よりも、ボールエンドミル
から被削材に及ぼされる力あるいは被削材からボールエンドミルから及ぼされる力（加工
面（切削送り方向とピックフィード方向を含む面）に垂直な方向の力の成分）が小さくな
るため、びびり振動が発生し易い。したがって、この構成によれば、被削材に対するボー
ルエンドミルの角度を調整することで、良好にびびり振動を抑制することができる。
【００２６】
（１３）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボー
ルエンドミルに対向する面の法線の角度が大きくなるように、前記被削材に対する前記ボ
ールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（１）項から（１２）項のいずれか１
項に記載のボールエンドミル加工システム。
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この構成によれば、ボールエンドミルの軸線と被削材のボールエンドミルに対向する面の
法線の角度が大きくなるように、被削材に対するボールエンドミルの角度が調整されるこ
とにより、切削時にボールエンドミルが被削材に接触する期間が短くなるため、良好にび
びり振動を抑制することができるが、特に、びびり振動の原因が被削材側にある（被削材
が低剛性の）場合に良好にびびり振動を抑制することができる。
【００２７】
（１４）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボー
ルエンドミルに対向する面の法線の角度が小さくなるように、前記被削材に対する前記ボ
ールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（１）項から（１３）項のいずれか１
項に記載のボールエンドミル加工システム。

20

この構成によれば、ボールエンドミルの軸線と被削材のボールエンドミルに対向する面の
法線の角度が小さくなるように、被削材に対するボールエンドミルの角度が調整されるこ
とにより、切削時にボールエンドミルがボールエンドミルの軸に垂直な方向への力を被削
材から受けにくくなるため、良好にびびり振動を抑制することができるが、特に、びびり
振動の原因がボールエンドミル側にある場合に良好にびびり振動を抑制することができる
。なお、被削材のボールエンドミルに対向する面とは、ボールエンドミルが現在加工を行
っている被削材の切削部を含む面であり、加工面ということもできる。また、被削材のボ
ールエンドミルに対向する面は、ピックフィード方向と切削送りの方向の両方を含む面で
ある。
【００２８】
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（１５）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミル加工プロセスのゲイン、すなわ
ち、びびり振動による前記被削材と前記ボールエンドミルの間の微小変位によって切削力
が増大する割合が、平均的に小さくなるように、前記被削材に対する前記ボールエンドミ
ルの角度を調整することを特徴とする（１）項から（１４）項にのいずれか１項に記載の
ボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、被削材とボールエンドミルの間の振動によって、その振動を成長させ
る加振力を発生する不安定な閉ループのゲインが小さくなるように、被削材に対するボー
ルエンドミルの角度が調節されるため、良好にびびり振動を抑制することが可能となる。
なお、（１５）のゲインは、再生型びびり振動を伴うボールエンドミル加工におけるプロ
セスゲインということもできる。
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【００２９】
（１６）前記びびり振動検出部は、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度が調
整された後にもびびり振動の検出を行うものであり、前記びびり振動抑制部は、前記被削
材に対する前記ボールエンドミルの角度が調整された後にびびり振動が検出された場合に
、再度前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（９
）項から（１５）項のいずれか１項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動抑制部によって被削材に対するボールエンドミルの角度が
調整された後にびびり振動が発生している場合も、再度被削材に対するボールエンドミル
の角度が調整されるため、良好にびびり振動の発生を抑制することができる。
【００３０】
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（１７）前記びびり振動抑制部は、前記びびり振動検出部がびびり振動を検出していない
状態の前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度に基づき、前記被削材に対する前
記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（９）項から（１６）項のいずれ
か１項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動が発生していない被削材に対するボールエンドミルの角度
を参照して被削材に対するボールエンドミルの角度が調整されるため、良好にびびり振動
を抑制することができる。
【００３１】
（１８）前記びびり振動抑制部は、前記ＣＡＭ装置に含まれ、前記ＣＡＭ装置は、前記び
びり振動抑制部によって調整された角度に基づいて前記ＣＡＭ装置の出力データを生成す
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ることを特徴とする（１）に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、ＣＡＭ装置内にびびり振動抑制部が備えられるため、びびり振動を考
慮したデータ（ツールパス）を生成することができ、びびり振動を良好に抑制することが
できる。
【００３２】
（１９）前記操作者入力部は、操作者が前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生す
るびびり振動の原因を特定することが可能であることを特徴とする（１８）に記載のボー
ルエンドミル加工システム。
この構成によれば、操作者が特定したびびり振動の原因に基づいて、びびり振動抑制部が
被削材に対する角度を、びびり振動の原因となる部分の振動を低減させるようなツールパ
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スが生成されるため、良好にびびり振動を抑制することが可能となる。
【００３３】
（２０）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルが前記被削材に対してダウンカ
ット方向とアップカット方向のいずれの方向に切削するかを検出し、検出結果に基づき、
前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整することを特徴とする（１９）ま
たは（２０）のいずれか１項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの切削送りの方向を検出して、ボー
ルエンドミルのツールパスが生成されるため、良好にびびり振動を抑制することができる
。
【００３４】
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（２１）前記びびり振動抑制部は、前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するび
びり振動の原因を、前記被削材が原因の場合と前記ボールエンドミルが原因の場合の中か
ら操作者によって特定された少なくとも１つの原因に基づき、前記被削材に対する前記ボ
ールエンドミルの角度を調整し、前記ＣＡＭ装置は、調整された角度に基づいて前記ＣＡ
Ｍ装置の出力データを生成することを特徴とする（１９）項または（２０）項に記載のボ
ールエンドミル加工システム。
この構成によれば、操作者が被削材が原因の場合とボールエンドミルが原因の場合の中か
ら少なくとも１つを特定し、特定された原因に基づいて、被削材に対するボールエンドミ
ルの角度が調整され、調整された角度に基づいてツールパスが生成されるため、良好にび
びり振動を抑制することができる。

40

【００３５】
（２２）前記びびり振動抑制部は、操作者によりびびり振動の原因が前記被削材が原因と
特定された場合、前記被削材に前記被削材の板厚方向にびびり振動が発生するとして、前
記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整し、前記ＣＡＭ装置は、調整された
角度に基づいて前記ＣＡＭ装置の出力データを生成することを特徴とする（２０）項また
は（２１）項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動抑制部は、被削材に板厚方向にびびり振動が発生するとし
て被削材に対するボールエンドミルの角度を調整し、ＣＡＭ装置は、調整された角度に基
づいてツールパスを生成するため、良好にびびり振動を抑制することが可能となる。
【００３６】
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（２３）前記びびり振動抑制部は、操作者によりびびり振動の原因が前記ボールエンドミ
ルが原因として特定された場合、前記ボールエンドミルに前記ボールエンドミルの軸に垂
直な方向のびびり振動が発生するとして、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角
度を調整し、前記ＣＡＭ装置は、調整された角度に基づき前記ＣＡＭ装置の出力データを
生成すること特徴とする（１９）項から（２２）項のいずれか１項に記載のボールエンド
ミル加工システム。
この構成によれば、びびり振動抑制部は、ボールエンドミルにボールエンドミルの軸方向
と垂直な方向にびびり振動が発生するとして、被削材に対するボールエンドミルの角度を
調整し、ＣＡＭ装置は、調整された角度に基づいてツールパスを生成するため、良好にび
びり振動を抑制することができる。

10

【００３７】
（２４）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボー
ルエンドミルに対向する面の法線の角度が大きくなるように、前記被削材に対する前記ボ
ールエンドミルの角度を調整し、前記ＣＡＭ装置は、調整された角度に基づいて前記ＣＡ
Ｍ装置の出力データを生成することを特徴とする（１８）項から（２３）項のいずれか１
項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、ボールエンドミルの軸線と被削材のボールエンドミルに対向する面の
法線の角度が大きくなるように、被削材に対するボールエンドミルの角度が調整されるこ
とにより、ボールエンドミルが被削材に接触する期間が短くなるため、良好にびびり振動
を抑制することができる。
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【００３８】
（２５）前記びびり振動抑制部は、前記ボールエンドミルの軸線と前記被削材の前記ボー
ルエンドミルに対向する面の法線の角度が小さくなるように、前記被削材に対する前記ボ
ールエンドミルの角度を調整し、前記ＣＡＭ装置は、調整された角度に基づいて前記ＣＡ
Ｍ装置の出力データを生成することを特徴とする（１８）項から（２４）項のいずれか１
項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、ボールエンドミルの軸線と被削材のボールエンドミルに対向する面の
法線の角度が小さくなるように、被削材に対するボールエンドミルの角度が調整されるこ
とにより、ボールエンドミルがボールエンドミルの軸に垂直な方向への力を被削材から受
けにくくなるため、良好にびびり振動を抑制することができる。
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【００３９】
（２６）前記びびり振動抑制部は、伝達関数、比切削抵抗および切削条件よりびびり振動
が発生しない角度を演算し、びびり振動が発生しない角度に基づいて前記被削材に対する
前記ボールエンドミルの角度を調整し、前記ＣＡＭ装置は、調整された角度に基づいて前
記ＣＡＭ装置の出力データを生成することを特徴とする（１８）項から（２５）項にのい
ずれか１項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度が、びびり振動が発生しない
角度に調整され、調整された角度に基づいてツールパスが生成されるため、良好にびびり
振動を抑制することができる。なお、切削条件は、切込み量、ピックフィード量、１刃あ
たりの送り量およびボールエンドミル先端部の半径、切削送り方向および調整する前のボ
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ールエンドミルの角度の内の少なくとも１つを採用することができる。
【００４０】
（２７）前記びびり振動抑制部は、被削材の素材形状および加工形状に基づく形状データ
を用いて有限要素法により振動しやすい方向（振動モードの方向）を解析し、その振動方
向の情報に基づいてびびり振動が発生しない角度を演算し、びびり振動が発生しない角度
に基づいて前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調整し、前記ＣＡＭ装置は
、調整された角度に基づいて前記ＣＡＭ装置の出力データを生成することを特徴とする（
１８）項から（２６）項に記載のボールエンドミル加工システム。
この構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度が、有限要素法による振動解
析を利用して、びびり振動が発生しない角度に調整され、調整された角度に基づいてＮＣ
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プログラムが作成されるため、良好にびびり振動を抑制することができる。
【００４１】
（２８）ＣＡＭ装置によって出力されるデータに基づき作成されたＮＣプログラムを用い
て制御を行うＮＣ制御部と、前記ＮＣ制御部によって制御されるものであり、切削工具と
してボールエンドミルを用いる工作機械部と、を備えるボールエンドミル加工装置であっ
て、前記ボールエンドミル加工装置は、被削材に対する前記ボールエンドミルの角度を調
整することで前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するび
びり振動抑制部を、さらに備えることを特徴とするボールエンドミル加工装置。
この構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整することで被削材とボ
ールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部を備えているため
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、仕上げ面性状や工具寿命などに対するびびり振動の影響を抑制することができる。
【００４２】
（２９）設計された加工形状に基づくデータを生成するＣＡＭ装置であって、前記ＣＡＭ
装置は、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整することで前記被削材と前記ボー
ルエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部をさらに備え、調整
された角度に基づいて前記データを作成することを特徴とするＣＡＭ装置。
この構成によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整することで被削材とボ
ールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するびびり振動抑制部を備えているため
、調整された角度に基づくデータを生成することにより、切削加工に対するびびり振動の
影響を抑制することができる。なお、（２９）のＣＡＤ装置は、ＣＡＭデータを生成する
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ソフトウェア（プログラム）とすることもできるし、ＣＡＭデータを生成するソフトウェ
アと当該ソフトウェアを実行するコンピュータより構成することもできる。
【００４３】
（３０）設計された加工形状に基づくデータを生成するステップと、生成されたデータを
用いてＮＣプログラムを作成するステップと、作成されたＮＣプログラムによって制御を
行い、被削材に対してボールエンドミルを用いて切削を行うステップと、を備えるボール
エンドミル加工方法であって、前記ボールエンドミル加工方法は、前記被削材に対する前
記ボールエンドミルの角度を調整することで前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発
生するびびり振動を抑制するステップを、さらに備えることを特徴とするボールエンドミ
ル加工方法。
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この方法によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整することで被削材とボ
ールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制するステップを備えているため、切削加
工に対するびびり振動の影響を抑制することができる。
【００４４】
（３１）設計された加工形状に基づくデータを用いて作成されたＮＣプログラムを用いて
、被削材に対してボールエンドミルを用いて切削を行うボールエンドミル加工方法であっ
て、前記ボールエンドミル加工方法は、前記被削材に対する前記ボールエンドミルの角度
を調整することで前記被削材と前記ボールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制す
ることを特徴とするボールエンドミル加工方法。
この方法によれば、被削材に対するボールエンドミルの角度を調整することで被削材とボ

40

ールエンドミルの間に発生するびびり振動を抑制しているため、切削加工に対するびびり
振動の影響を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
本発明を実施するための実施の形態について以下に詳細に説明する。図１は、本発明が適
用された第１の実施形態の全体構成の概略を示す図である。
【００４６】
図１に示すように、第１の実施形態のボールエンドミル加工システム２は、ＣＡＤ／ＣＡ
Ｍ装置４、ＮＣプログラム作成装置６、ＮＣ制御装置８および工作機械１０より構成され
ている。ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４は、部品設計や金型設計等を行うＣＡＤ機能部と、これら
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の３Ｄデータよりツールパス（工具軌跡）、送り量、切込み量等のＮＣデータを決定する
ＣＡＭ機能部より構成されており、例えば、ＣＡＤ機能およびＣＡＭ機能を有するソフト
ウェアと当該ソフトウェアを実行するパーソナルコンピュータよりＣＡＤ／ＣＡＭ装置４
は構成される。なお、本実施形態では、ＣＡＤ機能部とＣＡＭ機能部を有するものを１つ
の装置として説明するが、ＣＡＤ機能部とＣＡＭ機能部はそれぞれ別のコンピュータ上で
実行される別のソフトウェアとして構成されていても良い。
【００４７】
ＮＣプログラム作成装置６は、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４で決定されたツールパス等のＮＣデ
ータから、後述するＮＣプログラム制御装置８を制御するためのＮＣプログラムを作成す
るものであり、例えば、ポストプロセッサとよばれるソフトウェアと当該ソフトウェアを
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実行するパーソナルコンピュータよりＮＣプログラム作成装置６は構成される。
【００４８】
また、ＮＣ制御装置８は、ＮＣプログラム作成装置６で作成されたＮＣプログラムに従い
、工作機械装置１０を制御するものである。なお、本実施形態では、ＮＣ制御装置８と工
作機械装置１０が分離されたものとして説明するが、ＮＣ制御装置８と工作機械装置１０
が一体とされていても良く、ＮＣ制御装置８と工作機械装置１０が一体となって工作機械
装置とよばれることもある。工作機械装置１０は、ＮＣ制御装置８によって制御されるこ
とにより、ボールエンドミルによる被削材の加工を行う装置である。
【００４９】
次に、ＮＣ制御装置８および工作機械装置１０の構成の詳細について、図２および図３を

20

参照して説明する。図２はＮＣ制御装置８および工作機械装置１０に含まれる各種センサ
や制御部を模式的に示す概略図であり、図３は工作機械装置１０の全体構成を示す斜視図
である。図２および図３に示すように、工作機械装置１０は、Ｘ軸センサ１２、Ｙ軸セン
サ１４、Ｚ軸センサ１６、主軸センサ１８、角度センサ２０および操作者入力部２２を備
えている。
【００５０】
Ｘ軸センサ１２は、図３に示す被削材（ワーク）６６が設置されているテーブル６４のＸ
軸方向（紙面と平行な方向）の位置を検出するセンサである。Ｙ軸センサ１４は、被削材
６６が設置されているテーブル６４のＹ軸方向の位置を検出するセンサである。また、Ｚ
軸センサ１６は、ボールエンドミル６８のＺ軸方向（紙面と平行な方向）の位置を検出す
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るセンサである。
【００５１】
主軸センサ１８は、ボールエンドミル６８を回転させる主軸モータ（スピンドルモータ）
の回転速度を検出するセンサである。また、角度センサ２０は、角度モータ４６内に搭載
され、水平面に対するボールエンドミル６８の主軸（回転軸）の角度を検出するセンサで
ある。本実施形態においては、ボールエンドミル送り方向を基準とする送り方向（Ｙ軸）
周りの角度（送り方向に垂直な平面内における水平方向に対するボールエンドミル６８の
角度）を検出するものである。すなわち、図３の状態では、角度センサ２０が検出する角
度は９０度であり、後述する角度モータ４６の駆動により、角度センサ２０が検出する角
度は、０度から１８０度まで変化する。なお、後述する被削材６６に対するボールエンド
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ミル６８の角度は、角度センサ２０が検出する水平面に対するボールエンドミル６８の主
軸の角度より演算されるボールエンドミル６８の主軸の方向と、ＣＡＭ装置によって生成
されるＣＡＭデータが有する被削材６６の現在加工中の加工面（被削材６６のボールエン
ドミル６８に対向する面）の法線の方向より演算されるものである。したがって、被削材
６６に対するボールエンドミル６８の目標角度が決定された場合は、被削材６６の現在加
工中の加工面の法線方向を参照することで、角度モータ４６の目標角度が演算されるので
ある。
【００５２】
操作者入力部２２は、ＮＣ制御装置８の制御開始や制御終了等を指示するためのものであ
るが、本実施形態では特に、びびり振動が発生した場合に、操作者にびびり振動の発生や
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原因（低剛性の部分）を入力させる部分を含んでいる（詳細は後述）。なお、Ｘ軸センサ
１２、Ｙ軸センサ１４、Ｚ軸センサ１６、主軸センサ１８、角度センサ２０および操作者
入力部２２の信号はそれぞれ、ＮＣ制御装置８に送られる。
【００５３】
また、図２に示すように、ＮＣ制御装置８は、ＮＣプログラム解析部２４、びびり振動抑
制部である角度決定部２５、座標変換部２７および制御部２６を備えている。ＮＣプログ
ラム解析部２４は、ＮＣプログラム作成装置６で作成されたＮＣプログラムを解析し、工
作機械装置１０を制御するための情報を制御部２６へ送るものである。なお本実施形態の
ＮＣプログラム解析部２４に入力されるＮＣプログラムは、ボールエンドミル６８のボー
ル部の中心位置の軌跡と、ボールエンドミル６８の角度指令値の情報を有するプログラム
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である。また、角度決定部２５は、後述する角度決定ルーチンにおいて、ＮＣプログラム
解析部２４から送られる目標角度を必要に応じて調整し、びびり振動を考慮した被削材６
６に対するボールエンドミル６８の目標角度を決定するものである。座量変換部２７は、
被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度が角度決定部２５で決定された目標角度
となるように、ボールエンドミル６８のボール部の中心の軌跡とボールエンドミル６８の
角度指令値を、各テーブルのＸ軸位置、Ｙ軸位置、Ｚ軸位置および角度モータ４６の角度
に変換するものである。また、制御部２６は、Ｘ軸制御部２８、Ｙ軸制御部３０、Ｚ軸制
御部３２、主軸制御部３４、および角度制御部３６を備えている。
【００５４】
Ｘ軸制御部２８はＸ軸モータ３８を制御するものであり、テーブル６４のＸ軸位置を、座

20

標変換部２７より与えられたＸ軸位置に一致させるように、Ｘ軸センサ１２の値を参照し
て、Ｘ軸モータ３８を制御するものである。また、Ｙ軸制御部３０はＹ軸モータ４０を制
御するものであり、テーブル６４のＹ軸位置を、座標変換部２７より与えられたＹ軸位置
に一致させるように、Ｙ軸センサ１４の値を参照して、Ｙ軸モータ４０を制御するもので
ある。
【００５５】
また、Ｚ軸制御部３２はＺ軸モータ４２を制御するものであり、ボールエンドミル６８の
Ｚ軸位置を、座標変換部２７より与えられたＺ軸位置に一致させるように、Ｚ軸センサ１
６の値を参照して、Ｚ軸モータ４２を制御するものである。
【００５６】
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主軸制御部３４は主軸モータ４４を制御するものであり、ＮＣプログラム解析部２４によ
り与えられた回転速度となるように主軸モータ４４を制御するものである。また、角度制
御部３６は角度モータ４６を制御するものであり、被削材６６に対するボールエンドミル
６８の角度を、座標変換部２７で決定された目標角度となるように、角度モータ４６を制
御するものである。表示部４８は操作者に各種表示を行う場合に所定の表示を行うもので
あり、制御部２６により制御されるものである。
【００５７】
また、図３において、工作機械装置１０は、本体部であるコラム６０と、コラム部６０に
下方から支持され、Ｙ軸方向へ移動可能な支持テーブル６２を備えている。支持テーブル
６２はコラム６０に形成されたレール部で支持され、Ｙ軸モータ４０によって回転させら
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れるボールねじ機構によってＹ軸方向に移動可能とされている。
【００５８】
また、支持テーブル６２の上方には、支持テーブル６２に形成されたレール部で支持され
、Ｘ軸方向へ移動可能なテーブル６４が設けられている。テーブル６４は、水平面と略並
行な面（ワーク設置面）を備えており、Ｘ軸モータ３８によって回転させられるボールね
じ機構によってＸ軸方向に移動可能とされている。テーブル６４のワーク設置面には、被
削材６６（ワーク）が固定されている。
【００５９】
テーブル６４の上方には、ボールエンドミル６８が配置されており、ボールエンドミル６
８の刃先は被削材６６（テーブル６４）と対向しており、ボールエンドミル６８の刃先と
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反対の端部は、チャック７０によって支持されている。チャック７０はボールエンドミル
６８と一体的に主軸モータ４４によって回転されるものであり、主軸モータ４４は主軸支
持部７２によって支持されている。なお、主軸モータ４４内には主軸センサ１８が設けら
れている。
【００６０】
主軸支持部７２は、一端をコラム部６０の側面に形成されたレール部で支持され、Ｚ軸モ
ータ４２によって回転させられるボールねじ機構によってＺ軸方向にコラム部６０に対し
て移動可能とされている。また、主軸支持部７２は、中間部において２つに分割され、主
軸支持部７２のコラム部６０に支持される側には角度モータ４６が設けられている。
10

【００６１】
角度モータ４６は、コラム部６０に支持される側の主軸支持部７２に配置され、コラム部
６０に支持される側の主軸支持部７２に対して、主軸モータ４４を支持する主軸支持部７
２を相対的に回動可能にするものである。角度モータ４６の内部には角度センサ２０が設
けられている。したがって、角度モータ４６を駆動させることにより、被削材６６に対す
るボールエンドミル６８の角度を自由に調整することが可能となるのである。なお、本実
施形態では、主軸支持部７２をコラム部６０に対して回動可能とすることで、被削材６６
に対するボールエンドミル６８の角度を調整可能な構成としたが、この構成に限られず、
ボールエンドミル６８の角度を変えずに被削材６６の角度をボールエンドミル６８の軸線
に対して相対的に変える構成としても良い。この構成においては、テーブル６４がＹ軸周
りに回動可能な構成を採用することができる。また、本実施形態では、ボールエンドミル
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６８の角度を１つの軸周りに回動させて、ボールエンドミル６８の角度を調整可能な構成
としたが、本発明はこの構成に限られず、ボールエンドミル６８の角度を２つ以上の軸周
りにそれぞれ回動させて、ボールエンドミル６８の角度を２つ以上の軸周りに調整可能な
構成としても良い。また、ボールエンドミル６８の角度を変えずに、被削材６６を支持す
るテーブルの角度を、２つ以上の軸周りに回動させて、ボールエンドミル６８と被削材６
６の間の角度を２つ以上の軸周りに調整可能な構成とすることもできる。
【００６２】
次に、本実施形態の作用について説明する。ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４において、金型等の形
状が設計され、この形状に対応するツールパス等のデータがＮＣプログラム作成装置６に
出力される。ＮＣプログラム作成装置６では、入力されたデータに基づきＮＣプログラム
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が作成され、作成されたＮＣプログラムはＮＣ制御装置８に出力される。ＮＣ制御装置８
では、入力されたＮＣプログラムをＮＣプログラム解析部２４で解析し、座標変換部２７
を介して、各モータの目標値（目標位置、目標角度等）を制御部２６に出力する。制御部
２６は各モータの目標値に応じて制御を行い、被削物６６のボールエンドミル６８による
切削が行われる。これにより、所望の形状の金型等を作成することができる。ここで、図
２の角度決定部２５における制御について説明する。角度決定部２５は、被削材６６に対
するボールエンドミル６８の目標角度を決定する角度決定ルーチンより構成されており、
角度決定ルーチンについて説明する。図４は角度決定部２５で実行される角度決定ルーチ
ンを説明するためのフローチャートである。
40

【００６３】
図４において、ステップ１００（以下、Ｓ１００と略称する。以下のステップについても
同様とする。）では、操作者の入力があるか否かが判断される。この判断は操作者入力部
２２の入力信号によって判断される。本実施形態においては、工作機械装置１０の作動開
始後に、図２の表示部４８には「びびり振動が発生した場合、原因を特定して下さい。Ａ
：エンドミル側

Ｂ：被削材側」と表示されており、操作者はびびり振動が発生した場合

は操作者入力部２２によりびびり振動発生を入力するとともに、その原因を特定すること
が可能とされている。切削開始後、未だびびり振動が発生していない場合やびびり振動が
発生しても操作者が何も入力していない場合は、Ｓ１００の判断は否定され、Ｓ１１０に
進み、ＮＣプログラム解析部２４による角度より演算されるＸ軸位置、Ｙ軸位置、Ｚ軸位
置および角度モータ４６の角度を、各制御部の目標値として採用する。なお、びびり振動
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の原因の特定は、被削材６６とボールエンドミル６８の構造とびびり振動の発生状況から
、振動している部材をびびり振動の原因として特定することができる。
【００６４】
切削開始後、ボールエンドミル６８と被削材６６の間にびびり振動が発生し、操作者が操
作者入力部２２を操作することにより入力がなされた場合は、Ｓ１００の判断は肯定的な
ものとなり、Ｓ１２０に進む。Ｓ１２０では、操作者によってなされた入力がエンドミル
によるびびり振動か否かが判断される。本実施形態におけるびびり振動は、ボールエンド
ミル６８がボールエンドミル６８の軸方向に垂直な方向に振動する場合（ボールエンドミ
ル６８側の低剛性が原因でびびり振動が発生している場合）、被削材６６の加工部が薄板
上であって板厚方向（被削材６６の法線方向）に振動する場合（被削材６６が原因でびび

10

り振動が発生している場合）のいずれかに大別することができる。
【００６５】
操作者は、被削材６６側の低剛性が原因でびびり振動が発生していると判断した場合は、
操作者入力部２２で「Ｂ」という入力を行い、この場合は、Ｓ１２０における判断が否定
され、Ｓ１３０に進む。Ｓ１３０では、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６のボー
ルエンドミル６８に対向する面の法線の角度が大きくなるように、被削材６６に対するボ
ールエンドミル６８の目標角度が決定される。なお、被削材６６のボールエンドミル６８
に対向する面は、現在ボールエンドミル６８が被削材６６に対して加工を行っている加工
面ということもできる。
【００６６】
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Ｓ１３０において上述のように目標角度が決定されるため、被削材６６が原因で発生した
びびり振動を抑制することができるという効果がある。これを図５を用いて説明する。図
５はボールエンドミル６８の被削材６６に対する角度の変化によって、切削を行うボール
エンドミル６８の刃先位置の変化を示す図であり、図５の紙面に垂直な方向かつ下向きの
方向がボールエンドミル６８の送り方向である。一点鎖線はボールエンドミル６８の軸線
（回転軸）を示し、破線は被削材６６のボールエンドミル６８に対向する面（現在の加工
面）の法線方向を示す。また、図５の被削材６６のハッチングで示す部分は、ボールエン
ドミル６８の刃の１回の回転によって切取られる部分を示している。例えば、図５の（ｂ
）、すなわち、被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度が７０°の場合（α＝７
０°）において、切削時に被削材６６の原因によるびびり振動が発生していた状況では、
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図５（ｂ）に示す矢印方向に薄板状の被削材６６が振動している状態と考えられる。この
状態において、図５（ａ）に示すようにα＝３０°とした場合、びびり振動は抑制される
と考えられる。これは以下のように説明することができる。図５（ｂ）の状態では、ボー
ルエンドミル６８が１回転してハッチング部分を削るのであるが、ボールエンドミル６８
の軸線に近い部分を切削する状態のため、ボールエンドミル６８が１回転する間の加工角
度範囲、すなわちボールエンドミル６８が被削材６６を加工するために必要な角度の範囲
は比較的大きいものと考えられる。一方、図５（ａ）に示すα＝３０°の状態では、ボー
ルエンドミル６８は、ボールエンドミル６８の軸線から離れた部分で被削材６６を切削す
る状態のため、ボールエンドミル６８の加工角度範囲は（ｂ）の場合よりも減少し、言い
換えれば、ボールエンドミル６８の空転角度範囲が大きくなるのである。ボールエンドミ
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ル６８と被削材６６が接触している状態では、被削材６６はボールエンドミル６８から力
を受けるため、被削材６６の板厚方向にびびり振動が発生しやすい。そこで、本実施形態
では、図５（ｂ）から図５（ａ）の状態へボールエンドミル６８の角度を調整することで
びびり振動を抑制するものである。
【００６７】
また、図５（ｃ）および（ｄ）に示すように、α＝１１０°の場合は、α＝１５０°とす
ることで上述の理由と同じ理由によって被削材６６が原因のびびり振動を抑制することが
できる。つまり、図５（ｂ）あるいは（ｃ）の状態でびびり振動が発生している場合は、
それぞれ図５（ａ）あるいは（ｄ）となるように、すなわちボールエンドミル６８の軸線
と被削材６６のボールエンドミル６８に対向する面の法線との角度βが増大するように被
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削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度を決定すれば良い。つまり、図５（ｂ
）の状態（α＝７０°）から図５（ａ）の状態（α＝３０°）にαの値を減少させる場合
と、図５（ｃ）の状態（α＝１１０°）から図５（ｄ）の状態（α＝１５０°）にαの値
を増加させる場合のいずれかの態様となるように、被削材６６のボールエンドミル６８に
対する目標角度が決定される。なお、これは、ボールエンドミル６８が被削材６６に対し
て近づく方向に移動するように目標角度を決定すると言うこともできるし、ボールエンド
ミル６８が被削材６６に対して倒される方向に移動するよう目標角度を決定すると言うこ
ともできる。なお、被削材６６の法線方向とテーブル６６の上面（被削材６６を支持する
面）の法線方向が一致する場合は、上記の「被削材６６の法線方向」を「テーブル６４の
法線方向」と置き換えることができる。

10

【００６８】
図４のＳ１２０において、操作者による入力がエンドミルによるびびり振動である場合は
、Ｓ１２０の判断が肯定され、Ｓ１４０に進む。Ｓ１４０では、ボールエンドミル６８の
軸線と被削材６６のボールエンドミル６８に対向する面の法線の角度が小さくなるように
、被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度が決定される。
【００６９】
Ｓ１４０において上述のように目標角度が調整されるため、ボールエンドミル６８が原因
で発生したびびり振動を抑制することができるという効果がある。これを図５を用いて説
明する。例えば、図５の（ａ）の場合（α＝３０°）において、切削時にボールエンドミ
ル６８の原因によるびびり振動が発生していた状況では、図５（ａ）に示す矢印方向にボ
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ールエンドミル６８が振動している状態と考えられる。この状態において、図５（ｂ）に
示すようにα＝７０°とした場合、びびり振動は抑制されると考えられる。これは以下の
ように説明することができる。図５（ａ）の状態では、被削材６６からボールエンドミル
６８に及ぼされる力は、ボールエンドミル６８の軸線に垂直な方向に多く及ぼされ、図５
（ａ）の矢印方向の振動をボールエンドミル６８に生じさせやすい。一方、図５（ｂ）の
状態では、被削材６６からボールエンドミル６８に及ぼされる力は、ボールエンドミル６
８の軸線方向に多く及ぼされるが、ボールエンドミル６８は軸線方向には比較的剛性が高
いため、びびり振動は発生し難い。したがって、ボールエンドミル６８の被削材６６に対
する角度を、図５（ａ）の状態から（ｂ）の状態に変更することにより、ボールエンドミ
ル６８が原因となるびびり振動を抑制することが可能となる。
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【００７０】
また、図５（ｃ）および（ｄ）に示すように、α＝１５０°の場合は、α＝１１０°とす
ることで上述の理由と同じ理由によってボールエンドミル６８が原因のびびり振動を抑制
することができる。つまり、図５（ａ）あるいは（ｄ）の状態でびびり振動が発生してい
る場合は、それぞれ図５（ｂ）あるいは（ｃ）となるように、ボールエンドミル６８の軸
線と被削材６６の法線との角度βが減少するように被削材６６に対するボールエンドミル
６８の角度を決定すれば良い。つまり、図５（ａ）の状態（α＝３０°）から図５（ｂ）
の状態（α＝７０°）にαの値を増加させる場合と、図５（ｄ）の状態（α＝１５０°）
から図５（ｃ）の状態（α＝１１０°）にαの値を減少させる場合のいずれかの態様とな
るように、被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度が決定される。このこと
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は、ボールエンドミル６８が被削材６６に対して離れる方向に移動するように目標角度を
決定すると言うこともできるし、ボールエンドミル６８が被削材６６に対して立つ方向に
移動するように目標角度を決定すると言うこともできる。なお、被削材６６の法線方向と
テーブル６６の上面（被削材６６を支持する面）の法線方向が一致する場合は、上記の「
被削材６６の法線方向」を「テーブル６４の法線方向」と置き換えることができる。
【００７１】
Ｓ１１０、Ｓ１３０およびＳ１４０の処理が終わった後、Ｓ１５０では、被削材６６とボ
ールエンドミル６８等の干渉チェックが行われる。これは、Ｓ１１０、Ｓ１３０およびＳ
１４０でそれぞれ決定された目標角度でボールエンドミル６８の位置および角度を制御し
た場合に、ボールエンドミル６８と被削材６６が切削部以外の部分で接触するか否かをチ
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ェックするものである。このチェックはボールエンドミル６８の形状、位置、角度等の情
報と、被削材６６の素材形状／加工形状等のデータを参照することにより行われるもので
ある。Ｓ１５０において、被削材６６とボールエンドミル６８の干渉が発生しない場合は
、Ｓ１１０、Ｓ１３０およびＳ１４０でそれぞれ決定された目標角度がそのまま目標角度
として採用される。一方、Ｓ１５０で被削材６６とボールエンドミル６８の干渉が発生す
る判断された場合は、目標角度は、被削材６６とボールエンドミル６８が干渉しない範囲
に制限される。Ｓ１５０の処理が終わると本ルーチンを終了する。
【００７２】
したがって、本発明の第１の実施形態においては、図４における角度決定ルーチンにおい
て、びびり振動が発生した場合でも、びびり振動を抑制する角度にボールエンドミル６８

10

の被削材６６に対する角度が設定されるため、びびり振動を効果的に抑制することができ
る。また、びびり振動が発生した場合にのみ、ボールエンドミル６８の被削材６６に対す
る角度が調整される構成とされているため、切削効率の低下を最小限に抑えつつ、びびり
振動の発生を抑制することができる。また、操作者により、びびり振動の原因が特定され
、特定された原因に基づいて、被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度が決
定されるため、効果的にびびり振動を抑制することができる。また、被削材６６が原因の
びびり振動が発生している場合に、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６のボールエ
ンドミル６８に対向する面の法線の角度が大きくなるように、被削材６６に対するボール
エンドミル６８の目標角度が決定されるため、良好に被削材６６が原因のびびり振動を抑
制することができる。また、ボールエンドミル６８が原因のびびり振動が発生している場

20

合に、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６のボールエンドミル６８に対向する面の
法線の角度が小さくなるように、被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度が
決定されるため、ボールエンドミル６８が原因のびびり振動を良好に抑制することができ
る。
【００７３】
なお、本実施形態では、Ｓ１５０において、ボールエンドミル６８と被削材６６の干渉チ
ェックを行い、両者が干渉しない範囲で目標角度が決定されることとされていたが、Ｓ１
５０における判断に加え、あるいはＳ１５０の判断に代えて、ボールエンドミル６８の断
面直線部分（側面部分）が被削材６６の切削面に影響を与えるか否かを判断して、影響を
与える場合は影響を与えない範囲に目標角度を制限することとしても良い。ボールエンド
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ミル６８は図５の各図に示すように、先端部が球形状であり、球形状部分とこれに続く円
筒形状部分により構成されるものであるが、図５（ｄ）に示すように、αの値が大きく（
あるいは小さく）なると断面円弧形状に続く断面直線部分が被削材６６の切削面に影響を
与えることがある。ボールエンドミル６８の断面直線部分が被削材６６の切削面に影響を
与える場合は、被削材６６の切削形状がＣＡＤ／ＣＡＭ装置４により設計された形状と異
なる場合がある。この影響を排除するために、Ｓ１５０に加え、あるいはＳ１５０に代え
て、上記の制御を行うようにすることも可能である。
【００７４】
なお、Ｓ１３０およびＳ１４０における角度の調整量は適宜決めることができるものであ
り、例えば、調整量を一定値としたり、操作者の選択によって、びびり振動の程度が大き

40

い場合はびびり振動の程度が小さい場合よりも調整量を大きくしても良いし、操作者の経
験によって定められるものであっても良い。また、上述の第１の実施形態および後述の各
実施形態においては、角度決定ルーチンにおいて、すべての被削材６６に対するボールエ
ンドミル６８の角度について、角度調整を行って、被削材６６に対するボールエンドミル
６８の目標角度を決定するものとして説明されるが、次のような態様とすることもできる
。すなわち、角度決定ルーチンにおいて、びびり振動が発生しないような被削材６６に対
するボールエンドミル６８の目標角度が決定された場合は、びびり振動が再び発生するま
では、決定された目標角度を被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度として継続
して採用する。びびり振動が発生しないような目標角度を決定した場合は、びびり振動が
発生しない限り、目標角度を変更する必要が無いからである。このようにすることにより
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、びびり振動が発生していない場合に、ＮＣプログラム解析部２４の出力する目標角度を
採用することにより、びびり振動が発生してしまうという事態を回避することが可能とな
る。なお、本実施形態のＳ１３０およびＳ１４０のうちの少なくとも１つが請求の範囲の
びびり振動抑制部の一態様である。
【００７５】
次に、本発明の第２の実施形態について説明する。上述の第１の実施形態においては、び
びり振動が発生したことを操作者が判断するものとされていたが、第２の実施形態では、
びびり振動が発生したことをＮＣ制御装置が自動的に判断してびびり振動を抑制するもの
とされている。なお、第２の実施形態においては、第１の実施の形態とは異なる部分につ
いて詳細に説明し、第１の実施形態と同じ部分については説明を省略する。

10

【００７６】
第２の実施形態を図６および図７を用いて説明する。図６は第２実施形態のボールエンド
ミル加工システム２のＮＣ制御装置７４を説明するための概略図であり、図７は工作機械
装置７６の全体斜視図である。図６および図７において、工作機械装置７６は、Ｘ軸方向
加速度センサ８０およびＹ軸加速度センサ８２を備えている。図７に示すように、Ｘ軸方
向加速度センサ８０は、工作機械装置７６の主軸支持部７２に固定されるものであり、回
転主軸を工具側で支えるベアリングに近い位置に固定されることが望ましい。また、Ｙ軸
方向加速度センサ８２は、主軸支持部７２に固定されるものであり、回転主軸を工具側で
支えるベアリングに近い位置に固定されることが望ましい。Ｘ軸方向加速度センサ８０は
、主軸支持部７２に発生した振動のＸ軸方向（紙面に平行な方向）の成分を検出するもの

20

であり、Ｙ軸方向加速度センサ８２は、主軸支持部７２に発生した振動のＹ軸方向の成分
を検出するものである。
【００７７】
また、図６に示すように、ＮＣ制御装置７４の制御部７８は、びびり振動検出部８４を備
えている。びびり振動検出部８４は、Ｘ軸方向加速度センサ８０とＹ軸方向加速度センサ
８２の各加速度値より工作機械装置７８のびびり振動を検出するものである。びびり振動
検出部８４は、Ｘ軸方向加速度センサ８０とＹ軸方向加速度センサ８２の両方の加速度の
周波数分析結果を勘案し、いずれか一方の加速度または変位に換算された値（絶対値）の
最大値がが一定値を超え、あるいはその最大値に対応する周波数が主軸回転数の整数倍に
一致しない場合に、工作機械装置７８にびびり振動が発生したと判断するものである。ま
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た、びびり振動検出部８４は、工作機械装置７８に発生しているびびり振動について、被
削材６６が原因のびびり振動であるか、ボールエンドミル６８が原因のびびり振動である
かを判断することもできる。当該判断は以下のようにして行う。びびり振動と判断される
周波数成分の前記Ｘ軸方向加速度とＹ軸方向加速度、またはそれぞれから求まるＸ軸方向
変位とＹ軸方向変位との間に位相の差が所定値以上発生している場合は、ボールエンドミ
ル６８側が原因のびびり振動であると判断し、位相の差が所定値未満である場合は、被削
材６６側が原因のびびり振動であると判断する。被削材６６は通常、一方向に剛性が弱く
、当該方向に被削材６６が振動するびびり振動が発生した場合は、Ｘ軸振動とＹ軸振動の
位相差は少ないと考えられるからである。なお、本実施形態では、びびり振動をＸ軸加速
度センサ８０およびＹ軸加速度センサ８２によって検出するものとしたが、この構成に限

40

られず、工作機械装置７８にひずみゲージを貼り付けて検出しても良いし、ボールエンド
ミル６８あるいは被削材６６のびびり振動による変位をギャップセンサ（変位センサ）に
よって直接検出しても良い。また、角度決定部８５は、びびり振動検出部８４の検出結果
に基づき、被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度を決定するものである。
【００７８】
第２の実施形態においては、角度決定部８５の角度決定ルーチン部は図８に示すフローチ
ャートに従い、実行される。図８のＳ２００において、びびり振動が発生しているか否か
が判断される。工作機械装置７８に発生するびびり振動は、びびり振動検出部８４によっ
て検出される。びびり振動検出部８４によってびびり振動が検出されていない場合は、Ｓ
２００の判断が否定され、Ｓ２１０に進み、目標角度が決定される。一方、びびり振動検
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出部８４によってびびり振動が検出されている場合は、Ｓ２００における判断が肯定され
、Ｓ２２０に進み、検出されているびびり振動がボールエンドミル６８側が原因の振動か
否かが判断される。検出されているびびり振動がボールエンドミル６８側が原因の振動か
否かは、びびり振動検出部８４の検出結果によって判断されるものである。
【００７９】
Ｓ２２０において、びびり振動がボールエンドミル６８側が原因の振動でない場合は、Ｓ
２２０における判断が否定され、Ｓ２３０に進み、目標角度が決定される。一方、Ｓ２２
０において、びびり振動がボールエンドミル６８側が原因の振動である場合は、Ｓ２２０
における判断が肯定され、Ｓ２４０に進み、目標角度が決定される。
【００８０】

10

したがって、第２の実施形態のボールエンドミル加工システム２においては、被削材６６
に対するボールエンドミル６８の角度が、びびり振動を抑制する角度に調整されるため、
びびり振動を抑制することができる。また、本第２実施形態においては、びびり振動検出
部８４がボールエンドミル６８側が原因のびびり振動なのか、被削材６６側が原因のびび
り振動なのかを特定することが可能な構成とされているため、操作者がびびり振動の原因
を特定することなく、びびり振動を良好に抑制することができる。なお、Ｓ２３０および
Ｓ２４０における角度の調整量は適宜決めることができるものであり、例えば、調整量を
一定値としたり、びびり振動検出部８４により、びびり振動の程度が大きいと検出された
場合はびびり振動の程度が小さいと検出された場合よりも調整量を大きくしても良いし、
操作者の経験や過去の学習によって定められるものであっても良い。なお、本実施形態の
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Ｓ２２０が請求の範囲のびびり振動検出部の一態様であり、Ｓ２３０およびＳ２４０のう
ちの少なくとも１つが請求の範囲のびびり振動抑制部の一態様である。
【００８１】
次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態は図６および図７を採
用し、第２の実施形態と同様に角度決定部８５を備えるが、本実施形態の角度決定部８５
は、被削材６６に対するボールエンドミル６８の現在の切削方向がダウンカット方向であ
るのか、アップカット方向であるのかを判断することが可能なものとされている。ここで
、切削方向のアップカット方向とダウンカット方向について図９を参照して説明する。図
９（ａ）はＹ軸方向から見たボールエンドミル６８と被削材６６の切削部を拡大した断面
図であり、図９（ｂ）は（ａ）のＡ−Ａ線における断面図を示している。なお、図９（ａ
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）において、ボールエンドミル６８の切削送り方向はＹ軸と平行な方向、すなわち紙面に
垂直かつ下向きの方向である。
【００８２】
図９（ａ）において、ボールエンドミル６８はＺ軸周りに回転しており、その回転方向は
、ボールエンドミル６８の上方（Ｚ軸上方）から見て時計回り方向である場合、図９（ｂ
）のダウンカット方向で示す方向にボールエンドミル６８は被削材６６を切削する。ボー
ルエンドミル６８の回転方向が上記と逆、すなわちボールエンドミル６８の上方から見て
反時計回り方向である場合は、ボールエンドミル６８の切削送り方向が上記と同じである
場合は、図９（ｂ）のアップカット方向で示す方向にボールエンドミル６８は被削材６６
を切削する。また、図９（ａ）はα＝３０°の場合であるが、例えば、図５（ｄ）に示す
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ように、αが１５０°になった場合は、ボールエンドミル６８が時計回りに回転している
状態でも、ボールエンドミル６８は被削材６６をアップカット方向に切削することになる
。これらの考察より、切削状態がダウンカット方向の切削であるか、アップカット方向へ
の切削であるかは、ボールエンドミル６８の切削送り方向、ボールエンドミル６８の回転
方向および、ボールエンドミル６８と被削材６６の角度で求めることができるのである。
【００８３】
本出願の発明者らの実験結果および解析結果より、被削材６６の板厚方向の剛性が弱い場
合、ボールエンドミル６８が被削材６６をダウンカット方向に切削している状態は、アッ
プカット方向に切削している状態よりもびびり振動が発生しやすいことが分かっている。
したがって、、被削材６６に板厚方向のびびり振動が発生している場合、ボールエンドミ
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ル６８をアップカット方向に切削している状態とすることで、びびり振動を抑制できると
考えられる。
【００８４】
図１０に示すように、第３実施形態の角度決定ルーチンを示すフローチャートでは、Ｓ３
２０において、被削材６６側（の低剛性）が原因のびびり振動が発生しているか否かが判
断される。Ｓ３２０で否定判断がなされた場合、すなわち、びびり振動の原因がボールエ
ンドミル６８側にあると判断された場合は、Ｓ３３０に進み、ボールエンドミル６８の軸
線と被削材６６の法線の角度が小さくなるように、被削材６６に対するボールエンドミル
６８の角度が調整される。一方、Ｓ３２０において、肯定判断された場合はＳ３４０に進
み、現在の切削の状態が、アップカット状態であるか否かが判断される。Ｓ３４０におい
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て否定判断がなされた場合、すなわち、切削の状態が、ボールエンドミル６８が被削材６
６をダウンカット方向に切削している状態の場合は、Ｓ３５０に進み、ボールエンドミル
６８が被削材６６をアップカット方向に切削する状態となるように、被削材６６に対する
ボールエンドミル６８の目標角度が設定される。例えば、図５（ａ）の状態（α＝３０°
）から図５（ｄ）の状態（α＝１５０°）にαの値を調整したり、図５（ｂ）の状態（α
＝７０°）から図５（ｃ）の状態（α＝１１０°）にαの値を調整することが考えられる
。一方、Ｓ３４０において肯定判断がなされた場合、すなわち、ボールエンドミル６８が
被削材６６をアップカット方向へ切削している状態の場合は、Ｓ３６０に進み、アップカ
ットの程度が大きくなるように、被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度が
設定される。ここで、アップカットの程度について図５を用いて説明する。本実施形態で
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は、切削の状態がアップカットの状態であって、図５（ｃ）の状態（α＝１１０°）から
図５（ｄ）の状態（α＝１５０°）になることを、アップカットの程度が大きくなると定
義している。図５（ｃ）および図５（ｄ）に示すように、アップカットの程度が大きい場
合は、小さい場合よりも、ボールエンドミル６８の回転角度範囲に対する加工角度範囲は
小さくなり、ボールエンドミル６８の空転角度範囲が大きくなるため、アップカットの程
度を大きくすることで、びびり振動を抑制することができるのである。
【００８５】
したがって、第３実施形態においては、びびり振動の原因を特定し、被削材６６側に原因
がある場合に、切削の状態をアップカットの状態となるように被削材６６に対するボール
エンドミル６８の角度が調整されるため、良好にびびり振動の発生を抑制することができ

30

る。また、切削の状態がアップカットの状態の場合に、アップカットの程度が大きくなる
ように被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度が調整されるため、良好にびびり
振動の発生を抑制することが可能となる。なお、上述したように、被削材６６側が原因（
被削材６６の法線方向に振動する場合）のびびり振動は、ボールエンドミル６８の切削方
向をアップカット方向とすることで良好に抑制されることが実験結果および解析結果より
分かっているが、理論的にも以下のように説明することができる。すなわち、ボールエン
ドミル６８が被削材６６をアップカットの状態で切削している場合、ボールエンドミル６
８から被削材６６に及ぼされる主分力は、被削材６６の板厚方向の成分（主分力板厚方向
成分）を有しており、当該主分力板厚方向成分の向きは、被削材６６からボールエンドミ
ル６８に向かう方向である。また、アップカット切削に伴う背分力は板厚方向の成分（背

40

分力板厚方向成分）を有しており、背分力板厚方向成分の向きは、ボールエンドミル６８
から被削材６６に向かう向きである。したがって、切削時には、主分力と背分力とが合成
された力がボールエンドミル６８から被削材６６に及ぼされるが、切削の状態がアップカ
ットの状態の場合は、主分力板厚方向成分と背分力板厚方向成分の向きが逆向きのため、
両者は打ち消され、板厚方向に及ぼされる力は小さいものとなる。一方、切削の状態がダ
ウンカットの状態の場合は、主分力板厚方向成分と背分力板厚方向成分は同じ方向（ボー
ルエンドミル６８から被削材６６に向かう方向）となり、主分力と背分力が合成されるこ
とにより、板厚方向に及ぼされる力は大きいものとなる。したがって、切削の状態がアッ
プカットの場合はダウンカットの場合よりも、板厚方向のびびり振動を良好に抑制するこ
とが可能となるのである。なお、本実施形態のＳ３２０と、Ｓ３３０、Ｓ３４０、Ｓ３５
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０およびＳ３６０のうちの少なくとも１つが請求の範囲のびびり振動抑制部の一態様であ
る。なお、本実施形態では、ＮＣ制御装置８にびびり振動検出部８４が含まれる態様につ
いて説明したが、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４にびびり振動検出部８４が含まれる態様において
も、同様にびびり振動が抑制されたボールエンドミル加工を行うことが可能である。すな
わち、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４でデータを生成する際に、切削の状態を判断し、被削材６６
に対するボールエンドミル６８の角度を上記と同じ状態として、被削材６６に対するボー
ルエンドミル６８の姿勢を決定することができるのである。
【００８６】
次に、本発明の第４の実施形態について説明する。第４実施形態は、加工プロセスの平均
的なゲインを用いてびびり振動が発生しない目標角度を求めるものである。第４実施形態

10

の工作機械装置は図７に、ＮＣ制御装置は図６に示すものを用いる。まず、図１１に、び
びり振動を伴うボールエンドミル加工システムのブロック図を示す。ここで、Ｐｘｘ、Ｐ
ｙｘ、Ｐｙｙ、・・・・はボールエンドミル６８による加工のプロセスゲインである。

【００８７】
例えば、びびり振動が１方向であって、その方向が推定可能な場合（被削材６６や主軸頭
などの固定部が低剛性と特定される場合等）その方向のプロセスゲインが小さくなるよう
に、被削材６６に対するボールエンドミル８６の目標角度を決定する。びびり振動の方向
がｘ方向の場合、平均プロセスゲインＰｘｘは以下のように表される。
Ｐｘｘ＝ｆｘａｖｒ／Δｘ

・・・（１）

ここで、Δｘは、ｘ方向への微小変位であり、ｆｘａｖｒは、微小変位Δｘが生じると仮

20

定した際に増加する切削力のｘ方向成分を、ボールエンドミル８６の１回転にわたって平
均した値である。したがって、（１）式で表される平均プロセスゲインＰｘｘが小さくな
るような被削材６６に対するボールエンドミル８６の目標角度を決定することで、不安定
なびびり振動が平均的に見て成長し難くなり、ｘ方向へのびびり振動を良好に低減するこ
とが可能となる。
【００８８】
第４の実施形態の角度決定ルーチンをを図１２のフローチャートを用いて説明する。図１
２のＳ４００において、びびり振動が発生しているか否かが判断される。びびり振動が発
生しているが否かは、びびり振動検出部８４により判断しても良い。びびり振動が発生し
ていない場合はＳ４００における判断が否定され、Ｓ４１０で目標角度が決定される。び
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びり振動が発生している場合はＳ４００における判断が肯定され、Ｓ４２０に進む。
【００８９】
Ｓ４２０では、平均プロセスゲインＰｘｘを小さくするように被削材６６に対するボール
エンドミル８６の角度が調整される。（１）式に含まれるｆｘａｖｒは、ボールエンドミ
ル８６の角度を変化させることにより変化する値であるため、ｆｘａｖｒを小さく（最小
に）するような目標角度が演算される。
【００９０】
したがって、本発明の第４の実施形態によれば、びびり振動が発生し難い角度で切削加工
を行うことができるため、良好にびびり振動の発生を抑制することができる。なお、びび
り振動が２方向の場合（ボールエンドミル８６やローターなどの回転部が低剛性と特定さ
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れる場合）、その２方向に関わる平均プロセスゲイン行列の固有値λの逆数１／λ＝λ
ｒｅ＋ｉλ
２

）

ｉｍから計算される値：−（λ

ｒｅ／２）・{１＋（λ

ｉｍ／λ

ｒｅ

}が大きくなるように、ボールエンドミル８６の目標角度を決定することもできる。

平均プロセスゲイン行列は、２方向のうちの各１方向に微小変位が生じると仮定した際に
増加する切削力の２方向の成分を、工具の１回転にわたってそれぞれ平均し、仮定した各
微小変位量で割って求まる行列である。この構成によっても、図１１に示される閉ループ
のゲイン余裕が大きくなるため、加工システムの安定性が向上し、良好にびびり振動を低
減することのできる被削材６６に対するボールエンドミル８６の目標角度を決定すること
ができる。なお、本実施形態のＳ４２０が請求の範囲のびびり振動抑制部の一態様である
。また、本実施形態では、ＮＣ制御装置８にびびり振動検出部８４が含まれる態様につい
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て説明したが、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４にびびり振動検出部８４が含まれる態様においても
、同様にびびり振動が抑制されたボールエンドミル加工を行うことが可能である。すなわ
ち、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４でデータを生成する際に、平均プロセスゲインを小さくするよ
うに、被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度を調整し、被削材６６に対するボ
ールエンドミル６８の姿勢を決定することができるのである。
【００９１】
次に、本発明の第５の実施形態について説明する。第５の実施形態では、機械加工装置７
６にびびり振動が発生した場合に、ボールエンドミル６８の被削材６６に対する角度を任
意の方向に傾けてやり、その結果びびり振動が収まったか、発生し続けているかでボール
エンドミル６８の傾ける方向を決定するものである。なお、第５実施形態の工作機械装置

10

は図７に、ＮＣ制御装置は図６に示すものを用いる。
【００９２】
第５の実施形態の角度決定ルーチンを図１３のフローチャートを用いて説明する。図１３
のＳ５００において、びびり振動が発生しているか否かが判断される。びびり振動が発生
していない場合はＳ５００における判断が否定され、Ｓ５１０でＮＣプログラム解析部２
４による角度が目標角度として決定される。また、びびり振動が発生している場合はＳ５
００における判断が肯定され、Ｓ５２０でボールエンドミル６８の被削材６６に対する角
度が、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６の法線の角度が大きくなるように制御部
２６に指令が出され、指令された値に基づき角度モータ４６が駆動される。その後、Ｓ５
３０において、角度モータ４６が駆動された後においてもびびり振動が発生しているか否
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かが判断される。
【００９３】
角度モータ４６が駆動されてびびり振動が収まった場合は、Ｓ５３０における判断が否定
され、Ｓ５４０に進み、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６の法線の角度が大きく
なる角度が目標角度として採用される。Ｓ５３０にて否定されたことによって、ボールエ
ンドミル６８の軸線と被削材６６の法線の角度が大きくなる角度を目標角度とすることが
びびり振動を抑制するのに有効であると考えられるためである。また、角度モータ４６が
駆動された後でもびびり振動が収まらない（発生し続ける）場合は、Ｓ５３０における判
断が肯定され、Ｓ５５０において、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６の法線の角
度が小さくなる角度が目標角度として採用される。Ｓ５３０にて肯定されたことによって
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、ボールエンドミル６８と被削材６６の法線の角度が小さくなる角度を目標角度とするこ
とが、びびり振動を抑制するのに有効であると考えられるためである。
【００９４】
したがって、本発明の第５の実施形態においては、びびり振動が発生した後に、角度モー
タ４６を駆動して角度を調整し、角度調整によるびびり振動への影響を実際に確認した後
に目標角度を決定するため、良好にびびり振動を抑制することができる。なお、Ｓ５２０
では、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６の法線の角度が大きくなるように角度モ
ータ４６の角度を調整したが、この構成に限られず、ボールエンドミル６８の軸線と被削
材６６の法線の角度が小さくなるように角度モータ４６の角度を調整しても良い。このよ
うにした場合には、Ｓ５４０とＳ５５０の処理を入れ替えることにより、第５実施形態と
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同様の作用効果を得ることができる。また、Ｓ５２０は、ボールエンドミル６８の軸線と
被削材６６の法線の角度が大きくなるように調整するものであるが、どの程度（大きさ）
の角度を調整するかという点については、実験的に最適な値（例えば１０°）を予め求め
ておいても良いし、びびり振動が抑制されるか否かを判断するのに必要十分な値を予測し
て採用することとしても良い。なお、本実施形態のＳ５４０およびＳ５５０のうちの少な
くとも１つが請求の範囲のびびり振動抑制部の一態様である。
【００９５】
次に、本発明の第６の実施形態について説明する。第６の実施形態はびびり振動が発生し
ていない状態における角度モータ４６の角度を記憶しておき、びびり振動が発生した場合
に記憶された角度を目標角度として採用するものである。なお、第６実施形態の工作機械
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装置は図７に、ＮＣ制御装置は図６に示すものを用いる。
【００９６】
第６の実施形態の角度決定ルーチンを図１４のフローチャートを用いて説明する。図１４
のＳ６００において、工作機械装置７６にびびり振動が発生しているか否かが判断される
。びびり振動が発生していない場合はＳ６００における判断が否定され、Ｓ６１０に進み
、びびり振動が発生していない状態の角度モータ４６の角度（ボールエンドミル８６の姿
勢）およびその箇所の切削条件が制御部７８の記憶領域に記憶される。その後Ｓ６２０に
進み、ＮＣプログラム解析部２４による角度を目標角度として採用する。また、びびり振
動が発生している場合はＳ６００における判断が肯定され、Ｓ６３０に進み、制御部７８
の記憶領域に記憶された角度モータ４６の角度を目標角度として採用する。記憶された角

10

度モータ４６の角度は、びびり振動が発生していない状態の時の角度モータ４６の角度の
ため、びびり振動を抑制させるための目標角度として採用できると考えられるからである
。
【００９７】
したがって、本発明の第６の実施形態では、過去にびびり振動が発生していない角度モー
タ４６の角度をびびり振動が発生した場合の目標角度として採用する構成のため、良好に
びびり振動を抑制することができる。なお、上述の実施形態では、びびり振動が発生して
いない状態のボールエンドミル６８の角度モータ４６の角度等を記憶するものであったが
、びびり振動が発生している状態のボールエンドミル６８の角度等を記憶することとして
も良い。同じ加工を繰り返す量産可能の場合や、低剛性の工具を利用して別の加工を行う
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場合には、過去の学習結果を参照し、可能な姿勢の範囲内で、びびり振動が発生しなかっ
た姿勢に近い姿勢を選んでツールパスまたはＮＣプログラムを作成する、あるいはＮＣ制
御を行うことで、良好にびびり振動を抑制することができる。なお、記憶された角度モー
タ４６の角度値やボールエンドミル６８の姿勢が複数ある場合は、その内の少なくとも１
つを目標角度として採用すれば良く、採用にあたっては、現在の角度モータ４６の角度か
ら最も近い（差が小さい）角度を目標角度として採用しても良い。この場合は角度モータ
４６が速やかに目標角度となるように駆動されるため、びびり振動を速やかに抑制するこ
とができるという効果が予測される。また、切削条件（切込み、ピックフィード、切削送
り方向等）が最も近い条件における工具姿勢を採用しても良いし、複数のデータを平均す
る、内挿するなどしても良い。また、びびり振動が発生した姿勢も利用し、それらの姿勢
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から遠い姿勢であることも評価関数に加えて姿勢の最適化を行っても良い。さらに、ＣＡ
Ｍ装置で本学習結果を利用する場合には、びびり振動が発生しなかった条件の中で、望ま
しい切削条件を選び、その切削条件と工具姿勢を保持して加工形状の各部を加工するよう
にツールパスを作成しても良い。これらの手法により、学習結果に近い条件を選ぶ場合に
は、びびり振動を抑制することができるという効果が予測され、学習結果と同じ条件と選
ぶことができる場合は、確実にびびり振動を抑制することができるという効果が予想され
る。また、上述の実施形態においては、びびり振動が発生していない状態の角度モータ４
６の角度を記憶し、びびり振動が発生した場合は記憶された角度を角度モータ４６の目標
制御値としたが、この構成に限られるものではない。例えば、びびり振動が発生していな
い状態の角度モータ４６の角度を参照し、角度モータ４６の角度に基づく方向と、被削材
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６６の現在加工中の面の法線の方向より、被削材６６に対するボールエンドミル６８の姿
勢（被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度）を演算してこれを記憶し、びびり
振動が発生した場合は、記憶された被削材６６に対するボールエンドミル６８の姿勢（角
度）より、目標となる被削材６６に対するボールエンドミル６８の姿勢（目標角度）を求
めることとしても良い。なお、本実施形態のＳ６１０およびＳ６３０が請求の範囲のびび
り振動抑制部の一態様である。
【００９８】
次に、本発明の第７の実施形態について説明する。上述の第１乃至第６の実施形態におい
ては、工作機械装置１０で一度切削加工を行ってからびびり振動が発生した場合に、被削
材６６に対するボールエンドミル６８の角度を所定の目標角度とすることでびびり振動を
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抑制するものであったが、後述する実施形態においては、ＣＡＭ装置で工具姿勢等のデー
タを作成する段階で、びびり振動が起こりにくい工具姿勢を設定し、びびり振動の発生を
未然に防止する、あるいはびびり振動が発生したとしてもすぐにびびり振動が収まるよう
にする工具姿勢等のデータ（被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度、ツールパ
ス等）を作成するものである。
【００９９】
図１５は、本発明が適用された第７の実施形態の全体構成の概略を示す図であり、図１６
は第７の実施形態のＮＣ制御装置９０と工作機械装置９２の概略を示すものである。図１
５に示すように、第７の実施形態のボールエンドミル加工システム８６は、ＣＡＤ／ＣＡ
Ｍ装置８７、ＮＣプログラム作成装置８８、ＮＣ制御装置９０および工作機械９２より構
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成されている。ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４は、部品設計や金型設計等を行うＣＡＤ機能部と、
これらの３Ｄデータ等より工具姿勢（被削材６６に対するボールエンドミル６８の目標角
度等）ツールパス（工具軌跡）等のＮＣデータを決定するＣＡＭ機能部より構成されてい
る。また、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７は、角度決定部９４、入力部９６および表示部９８を
備えている。ＮＣプログラム作成装置８８は、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置４で決定されたツール
パス等のＮＣデータから、ＮＣプログラム制御装置９０を制御するためのＮＣプログラム
を作成するものであり、ポストプロセッサとよばれるものである。なお、本実施形態の工
作機械装置９２の構成は、図３に示す第１の実施形態の工作機械装置１０と同じであるた
め、図示および説明を省略する。
【０１００】

20

角度決定部９４は、後述するフローチャートを実行する部分であり、被削材６６に対する
ボールエンドミル６８の姿勢（被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度）を決定
するものである。なお、被削材６６に対するボールエンドミル６８の姿勢は、被削材６６
に対するボールエンドミル６８の角度で表すことができ、被削材６６の現在加工中の加工
面（ボールエンドミル６８に対向している被削材６６の面）の法線方向が分かっているた
め、ＮＣプログラム制御装置９０においては、演算により角度モータ４６の角度を算出す
ることができるのである。なお、本実施形態および後述の実施形態においては、角度決定
部９４で行われる角度決定方法について詳説するが、各実施形態における角度決定方法は
、被削材６６に対するボールエンドミル６８の姿勢（工具姿勢）を決定しているものであ
るため、工具姿勢決定方法と言うこともできる。入力部９６は、表示部９８の表示内容に
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応じて操作者が入力を行うためのものである。本実施形態においては、表示部９８には、
「びびり振動の危険性がある場合、低剛性部分を特定（予測）してください。Ａ：エンド
ミル側、Ｂ：被削材側、Ｃ：不明」と表示されるようになっており、操作者は、びびり振
動の原因を特定（予測）した場合は、ＡかＢを入力し、びびり振動の原因が特定できない
場合は、Ｃを入力する。
【０１０１】
なお、びびり振動の原因の特定（予測）は操作者によって行われるものであるが、ボール
エンドミル６８と被削材６６（加工品）の形状の組合せから総合的に判断しても良いし、
ボールエンドミル６８と被削材６６（加工品）の形状の組合せと過去の経験を勘案して判
断しても良い。また、びびり振動の原因の特定は、ボールエンドミル６８の形状を勘案し
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て行うことが可能である。例えば、ボールエンドミル６８が、ボールエンドミル６８の回
転軸に直交する方向の剛性が低い場合、ボールエンドミル６８がびびり振動の原因である
と判断することができる。また同様に、びびり振動の原因の特定は、被削材６６の形状を
勘案して行うことができ、例えば、被削材６６の板厚が薄い場合や加工品の形状が薄板状
の場合は、被削材６６がびびり振動の原因であると判断することができる。
【０１０２】
次に、図１７を用いて、第７の実施形態のＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７の角度決定部９４につ
いて説明する。図１７は角度決定部９４の角度決定方法を説明するためのフローチャート
である。なお本フローチャートは、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７がデータを作成する前に行わ
れるものであり、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７が生成する工具姿勢すべてについて行われるも
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のである。Ｓ７００において、角度決定部９４により表示部９８には「びびり振動の危険
性がある場合、低剛性部分を特定（予測）してください。Ａ：エンドミル側、Ｂ：被削材
側、Ｃ：不明」と表示される。次に、Ｓ７１０に進み、操作者による入力が行われたか否
かが判断される。操作者による入力がない場合はＳ７１０における判断が否定され、Ｓ７
００に戻り、表示部９８には引き続き表示が行われる。操作者によって何らかの入力がな
された場合は、Ｓ７１０における判断が肯定され、Ｓ７２０に進み、操作者にびびり振動
の原因が特定されたか否かの判断が行われる。
【０１０３】
操作者によって「Ｃ」が入力された場合、すなわち操作者がびびり振動の原因を特定しな
かった場合はＳ７３０に進み、ＣＡＤデータ、切削条件等より工具姿勢が決定される。ま

10

た、操作者によってびびり振動の原因が特定された場合、すなわち操作者によってＡまた
はＢが入力された場合は、Ｓ７２０における判断が肯定され、Ｓ７４０に進む。Ｓ７４０
では、操作者によって、ボールエンドミル６８側がびびり振動の原因として特定されたか
否かが判断される。操作者によって、びびり振動の原因が被削材６６にあると判断され、
そのように入力された場合は、Ｓ７４０の判断が否定され、Ｓ７５０に進み、被削材６６
に対するボールエンドミル６８の角度を、ボールエンドミル６８の軸線と被削材６６の法
線の角度が大きくなるような角度に調整し、調整された角度に基づいて工具姿勢を決定す
る。これにより、第１の実施形態で述べた理由と同じ理由によって、工作機械装置９２に
びびり振動が発生しない工具姿勢を決定することができる。また、操作者によって、びび
り振動の原因がボールエンドミル６８にあると判断され、そのように入力された場合は、
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Ｓ７４０における判断が肯定され、Ｓ７６０に進み、被削材６６に対するボールエンドミ
ル６８の角度を、ボールエンドミル６８と被削材６６の法線の角度が小さくなるような角
度に調整し、調整された角度に基づいて工具姿勢を決定する。これにより、第１の実施形
態で述べた理由と同じ理由によって、工作機械装置９２にびびり振動が発生しない工具姿
勢を決定することができる。
【０１０４】
Ｓ７３０、Ｓ７５０およびＳ７６０の各ステップで工具姿勢が決定された後、Ｓ７７０に
おいて、工具姿勢における被削材６６とボールエンドミル６８の干渉がチェックされ、最
終的な工具姿勢が決定される。その後、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７で決定されたデータに基
づいてＮＣプログラム作成装置８８によりＮＣプログラムが作成され、作成されたＮＣプ
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ログラムがＮＣ制御装置９０に入力され、所定の条件により、工作機械装置９２において
、ボールエンドミル加工が行われる。
【０１０５】
以上説明したように、本発明の第７の実施形態においては、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置で生成さ
れる工具姿勢に関するデータであって、ＮＣプログラムを作成するときに用いられる工具
姿勢が、びびり振動が発生し難い角度とされるため、びびり振動の発生を抑制することが
できる。なお、本実施形態では、Ｓ７７０において、被削材６６とボールエンドミル６８
の干渉チェックを行っているが、当該干渉チェックは必ずしもＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７で
行う必要はなく、干渉チェックをＮＣ制御装置９０によって行うこととしても良い。なお
、本実施形態のＳ７５０およびＳ７６０のうちの少なくとも１つが請求の範囲のびびり振

40

動抑制部の一態様である。
【０１０６】
次に、本発明の第８の実施形態について説明する。第８の実施形態は、予め被削材６６あ
るいはボールエンドミル６８の伝達関数や被削材６６の比切削抵抗を測定しておき、これ
らの測定結果に基づき、びびり振動が発生する可能性が少ない工具姿勢で切削を行うもの
である。なお、第８実施形態のボールエンドミル加工システム８６、ＮＣ制御装置９０お
よび工作機械装置９２は第７の実施形態と同じ構成のため説明を省略する。
【０１０７】
図１５において、本実施形態では、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７の角度決定部９４には、１０
種類の被削材に対する比切削抵抗が記憶されており、これらは近似的に工具形状に依存し
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ないものとして扱っても良く、それぞれの特定の工具形状に対するものとして扱ってもよ
く、せん断強さや摩擦係数のような材料特性として記憶しておき、その都度解析的に予測
するものであっても良い。また、伝達関数についても、ボールエンドミル６８と被削材６
６のそれぞれについて、例えば５種類ずつ記憶されている。表示部９８には、上記１０種
類の比切削抵抗と５種類ずつの伝達関数がそれぞれ表示されるようになっている。また、
操作者は、入力部９６に所定の操作、例えば、「１」という番号の比切削抵抗と「Ａ」と
いう番号の低剛性部伝達関数を選ぶことで、低剛性の方向（複数でも良い）におけるボー
ルエンドミル加工のプロセスゲインを算出することができる。なお、ボールエンドミル６
８と被削材６６のいずれかの動剛性の方が低いか明確でない場合、または両方ともに影響
があると思われる場合には、両方を入力し、両方を足し合わせたループ伝達関数として扱

10

い得るシステムとしても良い。
【０１０８】
次に、図１８を用いて、第８の実施形態の角度決定部９４の角度決定方法について説明す
る。なお本フローチャートは、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７が工具姿勢等のデータを作成する
前に行われるものであり、すべての工具姿勢のデータについて行われるものである。
【０１０９】
Ｓ８００において、角度決定部９４によって表示部９８には「比切削抵抗と低剛性部伝達
関数の組合せを番号で特定してください。特定できない場合は０を押してください。」と
表示され、それぞれが１０種類表示される。なお、表示部９８は、比切削抵抗と低剛性部
伝達関数を１０種類同時に表示できる場合はそのようにし、１０種類ずつ同時に表示でき
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ない場合は、表示できるものを表示し、表示の変更を促すメッセージを操作者に表示する
ようにしても良い。その後Ｓ８１０において、操作者より何らかの入力操作があったか否
かが判断される。操作者より入力操作がない場合はＳ８００に戻り、何らかの入力操作が
あった場合は、Ｓ８２０に進む。
【０１１０】
Ｓ８２０においては、操作者により比切削抵抗と低剛性部伝達関数が特定されたか否かが
判断される。操作者はＳ８００による表示に基づいて、１０種類ずつの中から今回切削に
使用する被削材６６とボールエンドミル６８の組合せに最も近い比切削抵抗と低剛性部伝
達関数を選択し、対応する番号を入力するか、１０種類ずつの選択肢の中に近いものがな
いと判断する場合は「０」を入力する操作を行う。操作者により「０」が入力された場合
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はＳ８２０における判断が否定され、Ｓ８３０に進み、従来の手法等によって演算された
目標角度を工具姿勢として決定する。また、操作者によって１０種類ずつ選択肢の中から
比切削抵抗と低剛性部伝達関数が選択され、該当する番号が入力された場合はＳ８２０に
おける判断が肯定され、Ｓ８４０に進む。
【０１１１】
Ｓ８４０では、操作者によって特定された組合せに対応する伝達関数および比切削抵抗が
角度決定部９４の記憶領域から読み出され、読み出された伝達関数および比切削抵抗を用
いてびびり振動安定限界解析が行われ、仕上げ面粗さや使用する工具形状等の制約条件の
基で、安定限界が高くなる工具姿勢や切削送り方向、回転速度等を探索すると同時に、そ
の安定限界（切込み量、ピックフィード量等）が求められる。その後、所定の安全率を乗
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じた切込み量やピックフィード、適切な工具姿勢（被削材６６に対するボールエンドミル
６８の角度）や切削送り方向、回転速度等の条件下でツールパスが算出される。
【０１１２】
したがって、本発明の第８の実施形態においては、工具姿勢等をびびり振動が発生しない
条件とすることができ、さらにその他の加工条件を限界近くに設定することができるため
、びびり振動を良好に抑制するとともに、高能率加工を実現することができる。なお、本
実施形態においては、比切削抵抗と低剛性部伝達関数を特定してびびり振動解析を行う構
成としたが、この構成に限られず、今回の切削に用いられるボールエンドミルと被削材の
伝達関数と比切削抵抗を測定し、測定された値を用いてびびり振動解析を行うこととして
も良い。なお、本実施形態のＳ８４０が請求の範囲のびびり振動抑制部の一態様である。
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【０１１３】
次に、本発明の第９の実施形態について説明する。第９の実施形態は、被削材６６の加工
途中の３次元形状データを利用して、有限要素法による振動解析をおこなって、その加工
時点においてびびり振動が発生し易い方向と大よその伝達関数値（動剛性）を予測し、こ
れに基づく安定限界解析と行うことで、安定限界が高くなる工具姿勢や切削送り方向、回
転速度等を探索すると同時に、その安定限界（切込み量、ピックフィード等）を求めるも
のである。その後、所定の安全率を乗じた切込み量やピックフィード、適切な工具姿勢や
切削送り方向、回転速度等の条件下でツールパスが算出される。なお、第９実施形態のボ
ールエンドミル加工システム８６、ＮＣ制御装置９０および工作機械装置９２は第７の実
施形態と同じ構成のため説明を省略する。
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【０１１４】
図１５において、本実施形態では、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７の角度決定部９４には、有限
要素法解析を行う機能（ソフトウェア）が備えられており、角度決定部９４における角度
決定方法は図１９のフローチャートに示すとおりである。なお、本フローチャートは、Ｃ
ＡＤ／ＣＡＭ装置８７が工具姿勢等のデータを生成する前に行われるものであり、すべて
の工具姿勢について行われるものである。
【０１１５】
図１９のＳ９００では、角度決定部９４に送られる被削材６６の加工後の３次元データや
切削条件が有限要素法により解析される。その後Ｓ９１０においては、解析結果に基づい
てびびり振動限界が求められ、びびり振動限界に達しない工具姿勢（被削材６６に対する
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ボールエンドミル６８の角度）が決定される。したがって、本発明の第９の実施形態にお
いては、有限要素法解析によってびびり振動が発生しない工具姿勢（目標角度）を求める
ことができるため、びびり振動の発生を良好に抑制することができる。なお、本実施形態
では、被削材６６の加工後の３次元データを用いて解析を行ったが、この構成に限られず
、例えば、予め１０種類の被削材の加工後の３次元データを用いた有限要素法解析の解析
結果を角度検出部９４に記憶させておき、被削材６６のＮＣプログラムを作成する段階で
、操作者に１０種類の中から被削材６６の加工後の形状に近いものを操作者に選択させ、
選択された解析結果を利用して工具姿勢（目標角度）を決定しても良い。なお、本実施形
態のＳ９００およびＳ９１０が請求の範囲のびびり振動抑制部の一態様である。
【０１１６】
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なお、第７乃至第９の実施形態においては、本発明の範囲内において、以下の態様とする
ことも可能である。例えば、第７の実施形態においては、操作者がびびり振動の原因とし
てボールエンドミル６８であるか、被削材６６であるかを特定した場合に工具姿勢（被削
材６６に対するボールエンドミル６８の目標角度）を調整するものとされているが、操作
者がびびり振動の原因を特定しない場合でも工具姿勢を調整するものとしても良い。また
、この場合は、Ｓ７５０に示す調整でも良いし、Ｓ７６０に示す調整でも良いが、このよ
うな調整を行った目標角度により工具姿勢等のＣＡＭデータを作成した場合は、一度切削
を行い、びびり振動が発生しない場合はそのまま切削を続け、びびり振動が発生する場合
は一旦切削をやめ、目標角度の調整の態様を別の態様に調整することでびびり振動の発生
を抑制することができる（例えば、Ｓ７５０の調整を行ってびびり振動が発生した場合は
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、再度Ｓ７６０の調整を行ってＣＡＭデータを作成し、切削を行う）。
【０１１７】
また、第７の実施形態では、操作者がびびり振動の原因を特定していたが、過去に行った
切削の結果（ボールエンドミルの形状と被削材の形状と、びびり振動が発生したか発生し
なかったかの結果）を角度決定部９４の記憶領域に記憶しておき、過去に行った切削の結
果に基づいて、角度検出部９４が自動的にびびり振動の原因を特定することとしても良い
し、過去に行った切削の結果を角度検出部９４が表示部９８に表示し、表示に基づき操作
者がびびり振動の原因を特定することとしても良い。また、第７の実施形態では、びびり
振動の原因を特定し、特定された原因に基づいて、被削材６６に対するボールエンドミル
６８の角度が調整されているが、この態様に限られず、過去に行った切削の結果に基づい
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て、被削材６６に対するボールエンドミル６８の工具姿勢（被削材６６に対するボールエ
ンドミル６８の角度）を調整しても良い。例えば、今回使用する被削材６６とボールエン
ドミル６８の組み合わせと、一致するあるいは似た組み合わせの切削結果がある場合、び
びり振動が発生しなかった工具姿勢（角度）を参照することにより、工具姿勢を調整する
ことも可能である。
【０１１８】
また、第７乃至第９の実施形態においては、ＣＡＤ／ＣＡＭ装置８７の内部に角度決定部
９４を備える構成としたが、この構成に限られるものではない。例えば、ＮＣプログラム
作成装置８８の内部に角度決定部９４を備える構成とした場合は、ＮＣプログラム作成装
置８８でＮＣプログラムを作成する段階でびびり振動が起こり難いボールエンドミル６８

10

の姿勢（被削材６６に対するボールエンドミル６８の角度）を設定し、びびり振動の発生
を未然に防止するか、あるいはびびり振動が発生したとしてもすぐにびびり振動が収まる
ようにするＮＣプログラムを作成することが可能となる。
【符号の説明】
【０１１９】
２

ボールエンドミル加工システム

４

ＣＡＤ／ＣＡＭ装置

６

ＮＣプログラム作成装置

８

ＮＣ制御装置

１０

工作機械装置

２５

角度決定部

３６

角度制御部

４６

角度モータ

６６

被削材

６８

ボールエンドミル

８４

びびり振動検出部

８５

角度決定部

８７

ＣＡＤ／ＣＡＭ装置

９４

角度決定部
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