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5 軸マシニングセンタにおける S 字加工試験の検討
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Study on the “S” Shaped Test Piece of 5-Axis Machining Center
Osaka Institute of Technology，Tatsuo NAKAI，Yukitoshi IHARA
近年，複雑で高速かつ高精度な加工が要求される金型製造分野において 5 軸マシニングセンタが注目されている．5 軸マシニングセン
タの工作精度検査規格である ISO10791-7 は，2014 年に改正されたが，追加で中国から航空機部品用の精度検査規格として S 字加工試験
片が提案されており，現在は審議中である．本研究では，附属書として追加で 2015 年 5 月に提案された S 字加工試験に基づき，S 字加工
試験片モデルの作成における問題点について検討する．
1．緒

言

した．

近年の工作機械は技術の発展にともない高速かつ高精度な加

4×12 点の制御点から 4 本の B スプラインを作成し，上下の曲

工が要求される金型製造分野において 5 軸マシニングセンタが

線を繋ぎ，2 面のルールドサーフェスを作成する．次にサーフェ

注目されている．5 軸マシニングセンタの工作精度検査規格であ

スの端点を結び，S 字加工試験片の S 字形状部分を作成する．図

る ISO10791-7 は，2014 年に改正され，附属書に中国から提案さ

2 は 1 面のルールドサーフェスを作成するための制御点を示す．

れた S 字加工試験が追加されようとしている ．現在は
ISO/TC39/SC2 で問題点について審議中である．
本研究では，旋盤形の複合加工機で S 字加工試験を行った．そ
の際，モデルの作成から加工するまでにいくつかの問題が発生し，
それらの問題点について検討した．
2． S 字加工試験
S 字加工試験は傾斜のある S 字形状の立ち壁をエンドミル
で同時 5 軸制御による加工を行い，形状誤差を測定すること
により 5 軸マシンニングセンタの工作精度を評価する方法で
ある．図 1 に示すように試験片を水平面に投影すると，一面
の立ち壁を作成するための 異なる高さのスプライン曲線は平
行ではなく，試験片の中心で交わっている．このようなスプ
ライン曲線によって作成された試験片は S 字形状部分にねじ
図2

れ角を生じる．つまり，S 字形状部分の傾斜角は常に変化して
おり，最大傾斜角は 15.5°，最小傾斜角は 0°である．そのため，5

3.2

S 字形状部分の制御点座標

加工方法

軸マシンニングセンタで S 字加工試験を行うと，工具軸の姿勢は

本研究では図 3 に示すような混合形の 5 軸マシニングセンタと

S 字形状部分の側面に沿って常に変化する．よって，S 字加工試

同じ軸構造を持つ旋盤形の複合加工機で実験を行った．また表 2

験は 5 軸マシンニングセンタの直進軸と旋回軸の同期運動精度

に示すように実験対象機の可動範囲が限られているので，試験片

を検査することができる．

を 0.4 倍に縮尺し，加工を行った．加工条件や使用工具は表 1 に
示すように規格に推奨されたものを使用した．
試験片の S 字形状部分は複雑な曲面であるため，加工には
CAM システムが必要となる．そこで本研究では DP Technology
社の CAM システム ESPRIT を用いて，3 軸荒加工は 1mm×16 回
の加工パス，5 軸中仕上げ加工は 0.5mm×9 回の加工パス，5 軸仕
上げ加工は 0.3×3 回，0.1×1 回の加工パスの NC プログラムを作
成した．
表1

図1

送り速度

S 字試験片の水平面投影図

工具回転速度
3．実験方法
3.1

使用工具

モデルの作成方法

使用材料

加工条件
1000mm/min
5000rpm

フラットエンドミル

直径 10mm

A2017 (規格推奨：A7075)

今までに発表された S 字加工試験片に関する提案または修正
案では S 字形状部分を作成するための指示点の種類や数または
座標が指定されているが，ソフトウェアについて指定されていな
い．
そのため，
本研究では Siemens PLM Software 社の 3DCAD/CAE
ソフト NX Learning Edition (以下 NX と省略) を使用した．また，
異なるソフトで作成した試験片の形状を比較するため，PTC 社の
3 次元 CAD ソフト Creo Parametric 2.0 (以下 Creo と省略) も使用
図3
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実験対象機の軸構造と移動量
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表2

3.3

NX で作成した試験片モデル 1 における測定点の誤差は最大

実験対象機の各軸における移動量
X 軸移動量 [mm]

380

0.7μm 程度である．Creo で作成した試験片モデル 2 における測定

Y 軸移動量 [mm]

±105

点の誤差は最大 16μm の誤差がある．2 つの試験片モデルを比較

Z 軸移動量 [mm]

460

すると，異なる 3 次元 CAD ソフトで作成した試験片モデルの形

B 軸移動量 [deg]

±120

C 軸移動量 [deg]

状が異なることがわかる．規格に記載された測定点は NX で作成

360

した試験片モデルから得られたと推定している．以上のことから

測定方法

S 字加工試験を精度よく行うとすると，3 次元 CAD ソフトの指定

本研究ではリニアスケールによるフルクローズドループ制御

が必要であると考えられる．

を行っている直進 3 軸マシンニングセンタとタッチトリガプ
ローブ，Form Control という測定専用ソフトウェアを用いて試験
片の形状誤差を測定した．Form Control は工作物の形状計測を目

そのため，最新の S 字加工試験における提案では STEP ファイ
ル形式の基準試験片が示された．
4.2

的としており，3DCAD モデル上で指定した測定点の座標とタッ
チトリガプローブが実際に接触した点の座標との差を X 成分，Y
成分，Z 成分ごとに結果として出力するソフトウェアである．

実加工の測定結果

NX で作成した試験片モデル 1 では測定点との誤差がほとんど
見られないので，本研究では試験片モデル 1 を用いて実験を行い，
形状誤差の測定を行った．

形状誤差は S 字加工試験で指定されている座標について測定

加工後の試験片を図4 に，測定結果を図5 に示す．

を行う．形状誤差の測定点は 2 面のルールドサーフェスの異なる
高さ(Z=14.0mm，Z=9.2mm，Z=4.4mm)にそれぞれ 25 点が指定さ
れている．計 150 点の測定を行った．形状誤差の許容値は 100μm
である．
4. 結果及び考察
4.1

3 次元 CAD による S 字試験片モデルの誤差

図4

Form Control で試験片モデルに測定点を配置するとき，規格に

S字加工試験片

記載された測定点における 3 つの座標(X, Y, Z)のうちの 2 つを指
定することで，残り 1 つの座標は試験片モデルの形状によって得
られる．この取得値と規格に記載されたもう 1 つの座標を比較し
た．両者の差は試験片モデルを作成するときに生じた誤差である
と考えられる．このように NX で作成した試験片モデル 1 の誤差
を図 2，Creo で作成した試験片モデル 2 の誤差を図 3 に示す．

図5

S字加工試験片の形状誤差

試験片における形状誤差は 11 点目から徐々に大きくなる傾向
が見られた，そして，20 点目から形状誤差は許容値 100μm を超
えて，最大 130μm となった．
図2

11 点目から 15 点目は S 字形状部分の傾斜方向が切り替わる

試験片モデル 1 における測定点からの誤差 (NX)

箇所である．そのため，実験対象機では傾斜軸を用いて工具の姿
勢を切り替えるときに誤差が発生したと考えられる．
5．結

言

混合形5軸マシニングセンタと同じ軸構造を持つ複合加工機で
S字加工試験を行い．以下の結果を得た．
1)

現段階の問題点は，異なる3次元CADソフトを用いて，
作成したS字加工試験片モデルが微妙に異なる．

2)

結果を得られるのに時間がかかるなどの問題がある．ま
た，試験片の材料が高価である．

図3

試験片モデル 2 における測定点からの誤差 (Creo)
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