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要旨  

パイプフレーム工作機械はフレーム斜材の取り外しや締め付けトルクにより，剛性が変更可能である．本研究では，

工作機械の剛性制御によるびびり振動回避を目的として，剛性を様々に変更してハンマリング試験を行い，得られた

動特性から安定限界線図を作成した．その結果，剛性の変化により安定限界線図が変動し，びびり振動が発生する加

工条件の推移が確認でき，剛性制御によるびびり振動回避の可能性を示した．  
 
1．緒言  

製品の多くは工作機械によって製造され，それらの製

造業では高効率，高精度が求められている．しかし，高

効率を求めるあまり，多くの材料を除去しようとすると，

ある一定以上の切込みで，大きな自励びびり振動が発生

する．この自励びびり振動の発生によって，加工精度が

落ちるだけでなく，工具寿命の低下も起きるため，加工

する際にはびびり振動を回避する必要がある 1 )．自励び

びり振動発生の目安となるのが安定限界線図 2 )であり，

安定限界線図はびびり振動の発生しない領域を工具回

転数と限界切り込み深さの関係で示している．この切り

込み深さ限界は工作物や工具，切削条件，工作機械の剛

性によって変動する．現状では安定限界線図を基に切削

条件を変えることでびびり振動を回避しているが，切削

条件の変更によって生産性も変動するため望ましくな

い．  
本研究では先行研究で開発されたデスクトップ工作

機械を用いて，切削条件を変えずに機械剛性を変えるこ

とで，びびり振動の回避を試みる．本工作機械はブレス

バーの有無やその締め付けトルクによって機械剛性の

変更が可能であり，まずは剛性変更によって周波数応答

関数および安定限界線図への影響を，ハンマリング試験

から検証する．また，どの方向にブレスバーを取り付け

ればびびり振動回避に効果的かを検討するために，取り

付け方向を変更し，ハンマリング試験により剛性および

安定限界線図の変化を確認した．これらの結果から，び

びり振動回避可能な剛性の変更量および方向を検討し

た．  

なお，先行研究ではブレスバー取り付けによる動特性

の変化の確認と安定限界線図を作成し，実際に加工を行

うことで，安定限界線図の有用性を確認した．本研究に

おいて登壇者は，ブレスバーの取り付け方向や締め付け

力の変更による，デスクトップ工作機械の剛性と安定限

界線図がどのように変化するかを確認した．その中で，

ハンマリング試験の実施，安定限界線図の作成および解

析の部分を担当した．また，加工中に剛性を変更して，

びびり振動を回避する方法について検討した．   
 

2．安定限界線図を利用したびびり振動回避手法  
2.1．デスクトップ工作機械  

本研究で使用するデスクトップ工作機械の外観を図 1
に示す．パイプフレーム構造を有する本工作機械は，前

後左右に取り付けられたブレスバーの締め付けトルク

や，それ自体の付け外しにより機械剛性の変更が可能で

ある．  
 
2.2．安定限界線図の作成方法  

切削力係数行列と伝達関数行列 [𝐴𝐴0][𝐺𝐺(𝑖𝑖𝜔𝜔𝑐𝑐)]より，固有

値𝛬𝛬を算出し，安定限界線図の縦軸である切込み深さ al i m

を求める．また，横軸である主軸回転数 n も算出する．

安定限界線図を作成する式を以下に示す 2 )．  
 

 
 
ここで，𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑖𝑖𝜔𝜔𝑐𝑐)：各方向の伝達関数行列，ω：各方向の

固有角振動数，ω c：びびり振動周波数，ζ：各方向の減衰

比，𝛬𝛬𝑅𝑅𝛬𝛬𝐼𝐼：行列 [𝐴𝐴0][𝐺𝐺(𝑖𝑖𝜔𝜔𝑐𝑐)]における固有値の実部と虚部，

𝜀𝜀：位相差， n：回転数，  N：工具刃数， 𝑘𝑘𝑤𝑤：波数 (0,1,2,
… )を示す．  

式 (2),(4)より，切込み深さと主軸回転数は式 (1)の伝達

関数によって変化する．式 (1)の伝達関数は動剛性によっ

て変化するため，動剛性の値によって安定限界線図の縦

軸と横軸が変化する．  
本工作機械における安定限界線図の一例を図 2 に示

す．安定限界線図は工作機械の動特性に基づく伝達関数

とびびり振動の発生しない切削条件の領域を工具回転

数と限界切り込み深さの関係で示している．図 2 の曲線

より下部が安定領域で上部が不安定領域である．例えば，

主軸回転数 23000rpm，切込み深さ 5mm で加工する場合，

図 2 の安定限界線図上では自励びびり振動が発生する

ことになるが，剛性を変えて安定限界線図をずらすこと

ができれば，安定領域に入れることができる．つまり，

加工条件が安定領域に入るように剛性変更により安定

限界線図を動かし，びびり振動を回避するという手法を

提案する．  
 

 
Fig.1 Desktop mill ing machine.  

 

 
Fig.2 Example of a stabil ity l imit  diagram. 
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3．デスクトップ工作機械の動特性の測定と  
安定限界線図の作成  

安定限界線図の算出に当たって式 (1)の伝達関数を得

るために，ハンマリング試験を行い，工具先端に発生す

る共振周波数を測定する．  
  
3.1．実験手順  

インパルスハンマーでエンドミルの先端部分を加振

し，レーザー変位計で変位を測定した．FFT アナライザ

により，サンプリング点数を 4096 として周波数応答関

数を求めた．図 3 に加振部とレーザー照射位置を示す．

実験手順としては，ブレスバーなし，ブレスバーを締め

た状態 (100N)， x 軸のみ， y 軸のみにブレスバーを取り

付けた状態でハンマリング試験を行い，デスクトップ工

作機械の動特性を得る．そして得られた動特性から安定

限界線図を作成する．  
 
3.2．実験結果  

図 4 に (a)ブレスバーを全て付けた場合， (b)ブレスバ

ーを y 軸方向 (左右 )に取り付けた場合，(c)ブレスバーを

x 軸方向 (前後 )に取り付けた状態を示す．また，図 5 に

ブレスバー無し，ブレスバー全て取り付け (100N)，ブレ

スバー左右取り付け (100N)，ブレスバー前後取り付け

(100N)の状態で X 方向に加振した際の X 方向のハンマ

リング試験の測定結果を周波数応答関数として示す．縦

軸がコンプライアンス [m/N]，横軸が周波数 [Hz]を表し

ており，コンプライアンスが最も大きくなる箇所が共振

周波数を示している．図 5 より，本実験での共振周波数

は 1645Hz 周辺であることがわかる．  
 

 
Fig.3 Measuring instrument configuration. 

 

 
           (a)All                  (b)Side 

 

 
 

(c)Top and back 
Fig.4 Installation of  the brace bar.  

 
 

 
Fig.5 Frequency response function. 

 

 
Fig.6 Change of stabil ity l imit  diagram by brace bar.  

 
図 5 より共振周波数付近のコンプライアンスの高さ

はブレスバー無し，ブレスバー左右取り付け (100N)，ブ

レスバー前後取り付け (100N)，ブレスバー全て取り付け

(100N)の順となった．コンプライアンスは剛性の逆数で

あるため，ブレスバー無しよりもブレスバーを取り付け

て 100N の引張荷重を加えた方が，剛性が高くなること

がわかった．また，ブレスバー左右取り付けよりも前後

取り付けの方がコンプライアンスは低いため，x 軸方向

に力が加わった際の x 方向の剛性は，ブレスバー前後取

り付けの方が効果的と考えられる．  
図 6 にハンマリング試験で得られた動特性を用いて

作成した安定限界線図を示す．安定限界線図はブレスバ

ー無しの状態よりブレスバーを取り付けて 100N の引張

荷重を加えた方が全体的に左へずれていることがわか

る．また，安定限界の推移が一番大きかったのはブレス

バー全て取り付け (100N)，次にブレスバー前後取り付け

(100N)，そしてブレスバー左右取り付け (100N)となった．

このことから剛性が変化すると，安定限界線図も推移す

ることが確認できた．よって，加工中にブレスバーの締

め付け荷重や取り付け方向を変更することで，安定領域

を推移させ，びびり振動を回避することが可能であると

考えた．  
 
4．結言  

デスクトップ工作機械を対象にハンマリング試験を

行い，びびり振動の安定限界線図を作成することができ

た．得られた安定限界線図より剛性の変化に伴って，加

工時の安定領域も変動することがわかった．今後は安定

限界が正しいことを検証するとともに，びびり振動回避

を試みる．  
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