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要 旨 

パラレルリンク機構型工作機械は，従来の工作機械とは異なり，空間座標系での直線移動を行う際にすべての駆動軸が動くため，誤差

要因が多く存在する．特に寸法誤差や組立誤差の影響が大きく，位置決め精度を劣化させている．本研究では，パラレルリンク機構型工

作機械の機構誤差を考慮した運動学モデルを考案し評価する．また，対象機器でミーリング加工を行い，加工時における機体の振動特性

や工作物の加工表面性状を評価する． 

 

1．緒言 

近年，ロボットは産業用，医療用など，幅広い分野で利用され

ている．産業用では組み立て用など，形態や作業内容によって様々

な違いがある．今後は，機械加工に用いる要求が出てきている． 

産業用ロボットにはパラレルメカニズムとシリアルメカニズム

がある．ベースから最終出力であるエンドプラットフォームまで

直列なリンクで連結している機構をシリアルメカニズムという．

また，並列に複数のリンクで連結している機構をパラレルメカニ

ズムという．パラレルメカニズムは，シリアルメカニズムと比較

すると高剛性，高精度であるが，工作機械への応用を考えた場合，

精度は不十分である.これは，パラレルメカニズムが，空間座標系

での直線移動を行う際にすべての駆動軸が動き，誤差要因が多く

存在するためである．特に寸法誤差や組立誤差の影響が大きく，

キャリブレーションが必要である．太田らは逆運動学に基づいた

キャリブレーション法を提案している 1)． 

 本研究では，対象とする工具先端の位置決め機構にパラレルメ

カニズムを採用したパラレルリンク機構型工作機械の動作特性の

向上を目的とし，運動特性を評価する．まず，パラレルリンク機

構型工作機械の運動構造をモデル化し，指令値，計算値の比較を

行い，考案したモデルの精度を評価する．また，対象機器でミー

リング加工を行い，加工時における機体の振動特性や工作物の加

工表面性状を評価する． 

2．対象機器 

工作機械は(株) EXECOHN社製 XMINI²⁾を使用する．XMINIの

軸構造を図 1 に示す．対象機器はフレームに CFRP を用いられて

いるため，従来の工作機械と比べ軽量で熱変形が小さい．また，

モジュールが軽量化されているので，比較的容易に組立てが可能

である．また，本工作機械の運動学モデルを表現する上で 3 つの

座標系が存在する．1 つ目は，Base platform と第 1 軸の交点を原

点とし，内部構造を表す基準となる座標系の Internal Coordinate 

System(ICS)である．2 つ目は，Moving platform の傾きを考慮した

座標系の Moving Platform Coordinate System(MPS)，3 つ目は，空間

座標系の 3 軸に平行であり，工具の向きと座標を表す座標系の

Base Coordinate System(BCS)である． 

3. 順運動学モデル 

3.1 3次元幾何学モデル 

対象機器の 3 次元幾何学モデルを図 2 に示し，表 1 に姿勢制御

パラメータを示す．対象機器の全体構造をモデル化することで，

各軸の運動と姿勢制御パラメータを明確にする． 

3.2 順運動学モデルの作成 

順運動学モデルは同時座標変換行列を用いて，工具先端座標を

導出する．モデル化は，ICS の原点𝐴1から第 1 軸，第 2 軸，第 3

軸，直動軸と回転軸を繋ぐ部品(Moving platform)，C 軸，A軸，工

具の順に行う．駆動軸である第 1軸のストローク𝑞1,第 2 軸のスト

ローク 𝑞2,第 3 軸のストローク𝑞3と,C 軸の角度𝑞𝐶,A軸の角度 𝑞Aを

入力パラメータとする．  

①ICS の原点𝐴1から各軸と Moving platform の交点𝐵1, 𝐵2,𝐵3を導出

する．𝐵1, 𝐵2,𝐵3を導出することで，Moving platform の姿勢と， MPS

の原点𝑂Mの座標を算出できる． 

 

 

Fig. 1  XMINI 3D model 

  
Fig. 2  3D Geometric model of XMINI 

Table 1  Parameters of XMINI 

𝑂ICS Origin of internal coordinate system (𝐴1)  

𝑂M Origin of moving platform coordinate system 

𝐴𝑖 Point of intersection of base platform and the each axis 

𝐵𝑖 Point of intersection of Moving platform and each axis  

𝑞𝑖 Length of the perpendicular between 𝐴𝑖 and 𝐵𝑖 

𝑞C Angle of the C rotary axis 

𝑞A Angle of the A rotary axis 

𝛼𝑖   
𝛽𝑖 

Angle of the outer, inner universal joint at the base platform  

𝜆𝑖 Distance between O and 𝐴2, 𝐴3 along the X, Y direction  

𝜆c distance between 𝑂M and A axis 

𝑑𝑖 Distance between both rotaries of a universal joint  

e,f Possible offsets perpendicular to 2-axis at the base point 𝐴2 

φ Angle between 2-axis about its longitudinal direction  

 

 

     
②算出した𝑂M座標を用いて工具先端座標を導出する．𝜃0は対象機

器全体の傾き，𝑂MX, 𝑂MY, 𝑂MZは𝑂M座標，𝜃CYZ, 𝜃CXZは MPS に対す

る 4 軸の補正，𝑡X, 𝑡Y, 𝑡Zは A 軸からスピンドルの先端までの距離

を表す 

(1) 

(3) 

(2) 
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3.3 順運動学モデルの評価 

 順運動学モデルを用いて算出した結果を評価するために，実際

に工作機械を動かすときの指令値と比較する．X 軸方向に 5 mm

ピッチで±20 mm直線移動させた時の各軸の誤差を表したグラフ

を図 3 に示す． Y 座標と Z 座標は今回の動作範囲では常に誤差

が±0.01 mm 以下だった．しかし，X座標の誤差が大きく，X=20 

mm 地点では誤差が約 0.06 mm あることが明らかになった．この

原因として，Moving platform の姿勢の定義が不十分だったことが

考えられる． 

4. パラレルリンク機構型工作機械によるミーリング加工 

4.1 実験方法 

 本実験では，OSG 社製の AL-EDSφ6 のハイススクエアエンド

ミルを用いた．図 4 にハイススクエアエンドミルで加工を行う際

の切削範囲を示す．表 2 にハイススクエアエンドミルの加工条件

を示す．また，加工時の振動を評価する際には，図 1 の赤丸で示

した箇所に加速度測定機を固定し，測定する． 

4.2 X軸方向に加工を行なった場合の特性 

ハイススクエアエンドミルを用いて空間座標系におけるX軸方

向に直線加工を行なった際の挙動観測を行い，加工表面性状に影

響する機械要素の特定を行う．図 5 に加工面と最大高さ粗さを示

す．X 軸方向に加工を行なった際には，図 5 に示す四角の部分で

接触痕が確認できる．この接触痕の最大高さ粗さは 10.2 μmであ

る．原因を探るため対象機器の各軸の動作状況を工作機械の外部

エンコーダとコントローラの内部機能を用いて測定を行った結果，

第 2 軸と A軸に反転動作が見られた．これらの挙動が発生する時

の駆動軸のパラメータを順運動学モデルに代入し工具先端座標を

導出した結果を図 6 に示す．図 6より，Z軸方向に約 15 μmの変

位が生じていることが明らかとなった．これらの結果より，空間

座標系における X 軸方向に加工を行なった際に生じる接触痕は，

第 2 軸における反転動作時の挙動変化が影響することが明らかと

なった． 

 接触痕が生じなかった加工面の表面粗さは加工時に発生する加

速度振動が影響すると考え，加速度測定機を用いてスピンドル付

近に発生する振動を測定した．その結果をフーリエ変換したもの

を図 7 に示す．図 7 より，切れ刃通過周波数である 166 Hz付近で

最大加速度振幅が発生していることがわかる．また，このときの

加速度を変位に換算すると，空間座標系における Z 軸方向には，

3.22 µm変位していることが明らかとなった．Z軸方向に発生する

振動は，最大高さ粗さ 4.42 µm の約 76.3%の変位に相当すること

から，図 5 の赤丸で示す加工面においては切れ刃通過周波数が加

工表面粗さに影響すると考えられる．  

 
Fig. 3  Error of forward kinematics model in moving X direction 

 

Fig. 4  Cutting area 

Table 2  Machining conditions 

 

 
Fig. 5  Machined surface when processing in X-axis direction 

 

Fig. 6  Tool center point travel of Z-axis (Calculated value) 

 

 

Fig. 7  Acceleration measurement result (Z-axis) 

5．結言 

 発表者は， 3 次元幾何学モデルおよび順運動学モデルの改良し，

加工時の挙動を評価した． 

 本研究の結言を以下に示す． 

1)考案した順運動学モデルを用いて工具先端座標を算出した結果， 

Y座標と Z座標の誤差と比べてX座標の誤差が大きいことがわ 

かった． 

2)X軸方向に直線加工を行った結果，接触痕が生じ，第 2 軸にお 

 ける反転動作時の挙動変化が影響することが明らかとなった． 

3)加工時の振動を計測した結果，Z 軸方向に発生する加速度振動 

が最大高さ粗さの約 76.3%の変位に相当することが明らかにな 

った． 
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