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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータの回転位置を検出する第１位置検出器と、前記モータによる駆動対象の位置を直
接検出する第２位置検出器とを有し、入力された位置指令値と、前記第１位置検出器から
得られる前記モータの回転位置と、前記第２位置検出器から得られる前記駆動対象の位置
とに基づいて前記駆動対象の位置を制御するフルクローズドループ位置制御機械において
、機械の損傷を診断する機械診断方法であって、
　前記位置指令値から得られる前記モータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推
力変換係数とに基づいて駆動対象駆動力を推定する駆動対象駆動力推定ステップと、
　前記駆動対象駆動力と前記駆動対象側の弾性体のバネ定数とから駆動対象の弾性変形誤
差を推定する弾性変形誤差推定ステップと、
　前記モータの回転位置と前記駆動対象の位置とから位置偏差を演算する位置偏差演算ス
テップと、
　前記弾性変形誤差と前記位置偏差とを用いて機械損傷係数を演算し、得られた機械損傷
係数を予め設定されている閾値と比較して前記駆動対象の損傷状況を診断する機械損傷診
断ステップと、
　を有することを特徴とする機械診断方法。
【請求項２】
　モータの回転位置を検出する第１位置検出器と、前記モータによる駆動対象の位置を直
接検出する第２位置検出器とを有し、入力された位置指令値と、前記第１位置検出器から
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得られる前記モータの回転位置と、前記第２位置検出器から得られる前記駆動対象の位置
とに基づいて前記駆動対象の位置を制御するフルクローズドループ位置制御機械において
、機械の損傷を診断する機械診断装置であって、
　前記位置指令値から得られる前記モータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推
力変換係数とに基づいて駆動対象駆動力を推定する駆動対象駆動力推定部と、
　前記駆動対象駆動力と前記駆動対象側の弾性体のバネ定数とから駆動対象の弾性変形誤
差を推定する弾性変形誤差推定部と、
　前記モータの回転位置と前記駆動対象の位置とから位置偏差を演算する位置偏差演算部
と、
　前記弾性変形誤差と前記位置偏差とを用いて機械損傷係数を演算し、得られた機械損傷
係数を予め設定されている閾値と比較して前記駆動対象の損傷状況を診断する機械損傷診
断部と、
　を備えたことを特徴とする機械診断装置。
【請求項３】
　モータの回転位置を検出する第１位置検出器と、前記モータによる駆動対象の位置を直
接検出する第２位置検出器とを有し、入力された位置指令値と、前記第１位置検出器から
得られる前記モータの回転位置と、前記第２位置検出器から得られる前記駆動対象の位置
とに基づいて前記駆動対象の位置を制御するフルクローズドループ位置制御機械において
、機械の損傷を診断する機械診断方法であって、
　前記位置指令値から得られる前記モータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推
力変換係数とに基づいて駆動対象駆動力を推定する駆動対象駆動力推定ステップと、
　前記モータの回転位置と前記駆動対象の位置とから位置偏差を演算する位置偏差演算ス
テップと、
　前記駆動対象駆動力と前記位置偏差とに基づいて機械損傷係数を演算し、得られた機械
損傷係数を予め設定されている閾値と比較して前記駆動対象の損傷状況を診断する機械損
傷診断ステップと、
　を有することを特徴とする機械診断方法。
【請求項４】
　モータの回転位置を検出する第１位置検出器と、前記モータによる駆動対象の位置を直
接検出する第２位置検出器とを有し、入力された位置指令値と、前記第１位置検出器から
得られる前記モータの回転位置と、前記第２位置検出器から得られる前記駆動対象の位置
とに基づいて前記駆動対象の位置を制御するフルクローズドループ位置制御機械において
、機械の損傷を診断する機械診断装置であって、
　前記位置指令値から得られる前記モータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推
力変換係数とに基づいて駆動対象駆動力を推定する駆動対象駆動力推定部と、
　前記モータの回転位置と前記駆動対象の位置とから位置偏差を演算する位置偏差演算部
と、
前記駆動対象駆動力と前記位置偏差とを記憶する機械情報記憶部と、
　前記機械情報記憶部に記憶された前記駆動対象駆動力と前記位置偏差とに基づいて機械
損傷係数を演算する損傷係数演算部と、
　前記損傷係数演算部で得られた機械損傷係数を予め設定されている閾値と比較して前記
駆動対象の損傷状況を診断する機械損傷診断部と、
　を備えたことを特徴とする機械診断装置。
【請求項５】
　前記モータ或いは前記駆動対象の動作方向が反転した際の所定の機械情報が所定の条件
を満たさない場合は、前記機械情報記憶部において記憶処理を実行しない、或いは前記損
傷係数演算部において演算対象から除くことを特徴とする請求項４に記載の機械診断装置
。
【請求項６】
　前記機械情報記憶部では、複数の前記駆動対象駆動力と前記位置偏差とを時系列的に記
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憶し、前記損傷係数演算部では、前記機械情報記憶部に記憶されている複数の前記駆動対
象駆動力と前記位置偏差との関係を直線に近似して傾きを求め、その傾きと予め設定され
た正常時の傾きとから前記機械損傷係数を演算することを特徴とする請求項４又は５に記
載の機械診断装置。
【請求項７】
　前記損傷係数演算部では、前記駆動対象駆動力と、予め設定された前記駆動対象のガイ
ド部のガイド抵抗上限値とから第２の機械損傷係数を演算し、前記機械損傷診断部では、
前記機械損傷係数と前記閾値との比較で異常と診断されなかった場合は、前記第２の機械
損傷係数を予め設定されている前記閾値と比較して前記駆動対象の損傷状況を診断するこ
とを特徴とする請求項４乃至６の何れかに記載の機械診断装置。
【請求項８】
　前記第２の機械損傷係数を、前記駆動対象駆動力と前記ガイド抵抗上限値との比が設定
された条件を満足しない確率とすることを特徴とする請求項７に記載の機械診断装置。
【請求項９】
　前記機械損傷診断部では、前記機械損傷係数の閾値として下限値と上限値とを設定し、
前記機械損傷係数が前記下限値と前記上限値との範囲外にある場合に異常と診断すること
を特徴とする請求項４乃至８の何れかに記載の機械診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工作機械や産業機械等において部品の摩耗や作動抵抗の増加といった損傷状
況を診断するための機械診断方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば工作機械では、駆動対象となるテーブル等の位置決めを精度良く行うために、フ
ルクローズドループ位置制御装置が採用される。このフルクローズドループ位置制御装置
は、特許文献１に示すように、モータの回転位置を検出する第１位置検出器と、前記モー
タによる駆動対象の位置を直接検出する第２位置検出器とを有し、入力された位置指令値
と、第１位置検出器から得られるモータの回転位置と、第２位置検出器から得られる駆動
対象の位置とに基づいて駆動対象の位置を制御するものである。
　一方、大量生産される機械加工ラインでは、機械の停止はライン全体の停止につながり
、しかも突然の停止は部品の納期遅れにつながり問題となる。よって、工作機械の各ユニ
ットの異常や寿命が事前に把握できれば、ライン非稼動時に交換するなどの対策をとるこ
とができるため、工作機械には損傷状況の診断機能が望まれている。しかし、上記従来の
フルクローズドループ位置制御装置では、位置決め精度の向上を意図しているものの、駆
動対象の損傷状況を診断する機能は有していなかった。
　そこで、例えば特許文献２に開示の如く、モータトルクが設定された閾値を超えるか否
かで判断する機能を付加することで、送り軸の異常検知を診断することが考えられる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１５７０１８号公報
【特許文献２】特開２０００－２３７９０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　工作機械の各ユニットにおいても細部の寿命、異常が診断可能となればメンテナンス時
間を短縮することが出来る。しかし、上記特許文献２の異常検知では、送り軸の異常の有
無を判断する材料はモータトルクの大小でしかなく、診断の信頼性が高いとは言えない。
また、加工力など外部からの力が入力された場合には異常を診断することが出来ず、異常
箇所の特定も困難であった。
【０００５】
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　そこで、本発明は、フルクローズドループ位置制御装置において信頼性の高い損傷状況
診断が可能となる機械診断方法とその装置とを提供することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、フルクローズドループ位置制御
機械において、機械の損傷を診断する機械診断方法であって、位置指令値から得られるモ
ータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推力変換係数とに基づいて駆動対象駆動
力を推定する駆動対象駆動力推定ステップと、駆動対象駆動力と駆動対象側の弾性体のバ
ネ定数とから駆動対象の弾性変形誤差を推定する弾性変形誤差推定ステップと、モータの
回転位置と駆動対象の位置とから位置偏差を演算する位置偏差演算ステップと、弾性変形
誤差と位置偏差とを用いて機械損傷係数を演算し、得られた機械損傷係数を予め設定され
ている閾値と比較して駆動対象の損傷状況を診断する機械損傷診断ステップと、を有する
ことを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項２に記載の発明は、フルクローズドループ位置制御
機械において、機械の損傷を診断する機械診断装置であって、位置指令値から得られるモ
ータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推力変換係数とに基づいて駆動対象駆動
力を推定する駆動対象駆動力推定部と、駆動対象駆動力と駆動対象側の弾性体のバネ定数
とから駆動対象の弾性変形誤差を推定する弾性変形誤差推定部と、モータの回転位置と駆
動対象の位置とから位置偏差を演算する位置偏差演算部と、弾性変形誤差と位置偏差とを
用いて機械損傷係数を演算し、得られた機械損傷係数を予め設定されている閾値と比較し
て駆動対象の損傷状況を診断する機械損傷診断部と、を備えたことを特徴とする。
【０００７】
　上記目的を達成するために、請求項３に記載の発明は、フルクローズドループ位置制御
機械において、機械の損傷を診断する機械診断方法であって、位置指令値から得られるモ
ータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推力変換係数とに基づいて駆動対象駆動
力を推定する駆動対象駆動力推定ステップと、モータの回転位置と駆動対象の位置とから
位置偏差を演算する位置偏差演算ステップと、駆動対象駆動力と位置偏差とに基づいて機
械損傷係数を演算し、得られた機械損傷係数を予め設定されている閾値と比較して駆動対
象の損傷状況を診断する機械損傷診断ステップと、を有することを特徴とする。
　上記目的を達成するために、請求項４に記載の発明は、フルクローズドループ位置制御
機械において、機械の損傷を診断する機械診断装置であって、位置指令値から得られるモ
ータへのトルク指令値と、予め設定されたトルク推力変換係数とに基づいて駆動対象駆動
力を推定する駆動対象駆動力推定部と、モータの回転位置と駆動対象の位置とから位置偏
差を演算する位置偏差演算部と、駆動対象駆動力と位置偏差とを記憶する機械情報記憶部
と、機械情報記憶部に記憶された駆動対象駆動力と位置偏差とに基づいて機械損傷係数を
演算する損傷係数演算部と、損傷係数演算部で得られた機械損傷係数を予め設定されてい
る閾値と比較して駆動対象の損傷状況を診断する機械損傷診断部と、を備えたことを特徴
とする。
【０００８】
　請求項５に記載の発明は、請求項４の構成において、適正な機械情報を得て正確な診断
を可能とするために、モータ或いは駆動対象の動作方向が反転した際の所定の機械情報が
所定の条件を満たさない場合は、機械情報記憶部において記憶処理を実行しない、或いは
損傷係数演算部において演算対象から除くことを特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、請求項４又は５の構成において、機械損傷係数をより正確に
算出するために、機械情報記憶部では、複数の駆動対象駆動力と位置偏差とを時系列的に
記憶し、損傷係数演算部では、機械情報記憶部に記憶されている複数の駆動対象駆動力と
位置偏差との関係を直線に近似して傾きを求め、その傾きと予め設定された正常時の傾き
とから機械損傷係数を演算することを特徴とする。
　請求項７に記載の発明は、請求項４乃至６の何れかに記載の構成において、機械診断の
信頼性の向上を図るために、損傷係数演算部では、駆動対象駆動力と、予め設定された駆
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動対象のガイド部のガイド抵抗上限値とから第２の機械損傷係数を演算し、機械損傷診断
部では、機械損傷係数と閾値との比較で異常と診断されなかった場合は、第２の機械損傷
係数を予め設定されている閾値と比較して駆動対象の損傷状況を診断することを特徴とす
る。
　請求項８に記載の発明は、請求項７の構成において、異常の前兆を適切に診断可能とす
るために、第２の機械損傷係数を、駆動対象駆動力とガイド抵抗上限値との比が設定され
た条件を満足しない確率とすることを特徴とする。
　請求項９に記載の発明は、請求項４乃至８の何れかに記載の構成において、異常箇所の
特定を可能として診断後の対応を容易とするために、機械損傷診断部では、機械損傷係数
の閾値として下限値と上限値とを設定し、機械損傷係数が下限値と上限値との範囲外にあ
る場合に異常と診断することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１乃至４に記載の発明によれば、フルクローズドループ位置制御装置が備える第
１及び第２位置検出器を合理的に利用して、従来に比べ大幅に信頼性の高い損傷状況の診
断が可能となる。よって、事前に異常個所あるいは寿命を検知しユーザに知らせることが
出来る。
　請求項５に記載の発明によれば、請求項４の効果に加えて、適正な機械情報を得て精度
の高い機械損傷係数の演算が可能となり、正確な機械診断に寄与できる。
　請求項６に記載の発明によれば、請求項４又は５の効果に加えて、複数の駆動対象駆動
力と位置偏差とに基づいて機械損傷係数がより正確に算出可能となる。
　請求項７に記載の発明によれば、請求項４乃至６の何れかの効果に加えて、第２の機械
損傷係数の採用により、ガイド部の異常も診断可能となって機械診断の信頼性が向上する
。
　請求項８に記載の発明によれば、請求項７の効果に加えて、確率の上昇で異常の前兆を
捕らえることが可能となり、重大なトラブルが発生する前に診断可能となる。
　請求項９に記載の発明によれば、請求項４乃至８の何れかの効果に加えて、異常箇所の
特定が可能となり、メンテナンス等の診断後の対応が容易に行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
［形態１］
　図１は、工作機械に用いられた機械診断装置の一例を示す構成ブロック図で、テーブル
の位置制御装置に設けられている。まず工作機械の位置制御装置１では、駆動対象となる
テーブル２が、サーボモータ３の駆動によって回転するボールネジ４によってスライド可
能に設けられている。サーボモータ３には、その回転位置を検出する第１位置検出器５が
設けられる一方、テーブル２には、ボールネジ４と平行なスケール６に沿ってスライド可
能な第２位置検出器７が取り付けられて、テーブル２のスライド位置が検出可能となって
いる。
【００１１】
　また、位置制御装置１には、図示しないＮＣ装置から位置指令値が入力され、減算器８
は、位置指令値から第２位置検出器７で得られた位置検出値（テーブル２のスライド位置
信号）を減算し、位置偏差を算出する。位置制御部９はこの位置偏差に基づいて速度指令
値を出力することになる。この位置ループの内側において、速度指令値は減算器１０に入
力され、減算器１０では、第１位置検出器５から得られる回転位置信号を微分器１１で微
分して得た微分値（サーボモータ３の回転速度）を速度指令値から減算し、速度偏差を算
出する。この速度ループにおいて、速度制御部１２は速度偏差に基づいてモータトルク指
令値を出力し、このモータトルク指令値が電流制御部１３で増幅されてサーボモータ３へ
出力される。
【００１２】
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　機械診断装置２０は、上記フルクローズドループの位置制御装置１での損傷状況を診断
するための装置で、ここでは、駆動対象駆動力演算部２１と、位置偏差演算部２２と、弾
性変形誤差推定演算部２３と、機械損傷診断部２４とを備えている。
　まず駆動対象駆動力演算部２１には、ＮＣ装置からの位置指令値Ｘi と、速度制御部１
２からのモータトルク指令値Ｔi と、第１位置検出器５で得られるサーボモータ３の回転
位置Ｚi とが夫々入力され、後述するルーチンに基づいて駆動対象駆動力（弾性体となる
ボールネジ４に働く力）Ｆi を演算するものである。また、弾性変形誤差推定演算部２３
は、前段の駆動対象駆動力演算部２１から入力された駆動対象駆動力Ｆi とボールネジ４
のバネ定数Ｋとから、Ｆi ／Ｋの式によって弾性変形誤差Ｅi を演算するようになってい
る。さらに、位置偏差演算部２２は、サーボモータ３の回転位置Ｚi と、第２位置検出器
７で得られるテーブル２の位置Ｙi とから両者の差分を算出して位置偏差Ｄi を得るもの
である。
【００１３】
　サーボモータ３の回転位置Ｚi とテーブル２の位置Ｙi との差分である位置偏差Ｄi は
、ボールネジ４の弾性変形量であり、弾性体に働く力、すなわち駆動対象駆動力Ｆi に比
例する。よってここでは、推定した駆動対象駆動力Ｆi と既知のバネ定数Ｋとを用いて弾
性変形誤差Ｅi を推定するようにしている。
　そして、機械損傷診断部２４では、弾性変形誤差推定演算部２３で算出された弾性変形
誤差Ｅi と、位置偏差演算部２２で算出された実測弾性変形量である位置偏差Ｄi とを用
いて機械損傷係数ηを演算し、予め設定されている閾値η0 との比較により、機械の損傷
状況を診断する。この機械損傷係数ηは、例えば、η＝Ｅi－Ｄiや、η＝(Ｅi－Ｄi)／Ｄ
i の式によって演算される。
【００１４】
　以上の如く構成された機械診断装置２０においては、位置制御装置１で速度制御部１２
からモータトルク指令値Ｔi が出力されると、駆動対象駆動力演算部２１では、図２のフ
ローチャートに基づいて駆動対象駆動力Ｆi を演算する。なお、ここでは、初期設定値と
して、トルク推力変換係数Ｐ、回転体イナーシャＪm 、正常時回転体回転トルクＴi0とが
予め記憶されている。
　まず、Ｓ１においては、取得したモータトルク指令値Ｔi にトルク推力変換係数Ｐを乗
じて駆動対象駆動力Ｆi が演算される。このままＳ２の判別で加減速トルクの補正がなく
、Ｓ３の判別で正常時駆動トルクの補正もなければ、当該ルーチンを終了して駆動対象駆
動力Ｆi が弾性変形誤差推定演算部２３へ出力される。
　一方、Ｓ２の判別で加減速トルクの補正がされていれば、Ｓ４において、位置指令値Ｘ
i から加速度Ａi を演算し、以下の式１によって駆動対象駆動力Ｆi を修正する。
　Ｆi ＝Ｆi－Ｊm×Ａi×Ｐ ・・式１
【００１５】
　また、Ｓ３の判別で正常時駆動トルクの補正がされていれば、Ｓ５において、反転動作
時トルク変化の補正がされたか否かを判別する。ここで当該補正がされていなければ、Ｓ
６において、位置指令値Ｘi から速度Ｖi を演算し、以下の式２によって駆動対象駆動力
Ｆi を修正する。
　Ｆi ＝Ｆi－sign(Ｖi)×Ｔi0×Ｐ ・・式２
　一方、Ｓ５の判別で反転動作時トルク変化の補正がされていれば、Ｓ７において移動方
向が反転したか否かを判別し、反転していなければＳ９へ移行し、反転されていれば、Ｓ
８で反転位置Ｘr を更新した後、Ｓ９へ移行する。Ｓ９では、位置指令値Ｘi と反転位置
Ｘr とから以下の式３によって反転からの距離Ｒi を演算する。
　Ｒi ＝Ｘi－Ｘr 　・・式３
　そして、Ｓ１０では、位置指令値Ｘi から速度Ｖi を演算し、以下の式４によって駆動
対象駆動力Ｆi を修正する。
　Ｆi ＝Ｆi－sign(Ｖi)×Ｔi0(Ｒi)×Ｐ 　・・式４
【００１６】
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　こうして得られた駆動対象駆動力Ｆi が弾性変形誤差推定演算部２３に入力されると、
弾性変形誤差推定演算部２３では、先述のように駆動対象駆動力Ｆi とボールネジ４のバ
ネ定数Ｋとから弾性変形誤差Ｅi を算出し、機械損傷診断部２４へ出力する。
　一方、位置偏差演算部２２では、サーボモータ３の回転位置Ｚi とテーブル２の位置Ｙ
i とから位置偏差Ｄi を算出し、機械損傷診断部２４へ出力する。よって、機械損傷診断
部２４では、弾性変形誤差Ｅi と位置偏差Ｄi とから機械損傷係数ηを演算して閾値η0 
と比較する。機械損傷係数ηが閾値η0 を超えていれば、機械の損傷が進んだものとして
、操作画面への表示によって報知を行う。この場合、通信手段を利用して機械管理者や機
械製造会社へ通知することも可能である。
【００１７】
　このように、上記形態１の機械診断方法及びその装置によれば、フルクローズドループ
位置制御装置が備える第１及び第２位置検出器を合理的に利用して、従来に比べ大幅に信
頼性の高い損傷状況の診断が可能となる。よって、事前に異常あるいは寿命を検知しユー
ザに知らせることが出来る。
【００１８】
　なお、上記形態１では、機械損傷係数ηを単一の閾値η0 と比較して損傷程度を診断し
ているが、閾値を複数設けて損傷程度を段階的に通知することも可能である。
　また、位置偏差演算部２２で瞬間の差分を利用して診断を行うと、診断が不安定となる
可能性があるため、図示しない記憶部に予め設定された期間の差分を記憶して平均値を求
め、その平均値を閾値と比較するようにしてもよい。また、閾値との比率を算出してこれ
を診断パラメータとし、診断パラメータの積算或いは別途設定した関数を用いて求めた値
を機械要素寿命カウンタとして利用することも考えられる。この場合、機械要素寿命カウ
ンタの値が別途設定された寿命カウンタ閾値を超えた際に寿命と判断される。
　さらに、駆動対象駆動力Ｆi と位置偏差Ｄi とからバネ定数Ｋn を算出することが可能
であるため、算出されたバネ定数Ｋn と既知の装置固有のバネ定数Ｋ0 とを比較すること
によっても装置の損傷状況を診断することは可能である。
【００１９】
［形態２］
　次に、本発明の他の形態を説明する。なお、テーブルの位置制御装置等、形態１と同じ
構成部には同じ符号を付して重複する説明を省略する。
　図３に示す機械診断装置２０ａにおいては、駆動対象駆動力演算部２１で得られる駆動
対象駆動力Ｆi と、位置偏差演算部２２で得られる位置偏差Ｄi とが、位置指令値Ｘi と
共に機械情報記憶部２５に入力され、機械情報記憶部２５で後述する機械情報記憶処理を
行った後、各値を記憶する。そして、ここで記憶された駆動対象駆動力Ｆi 、位置偏差Ｄ
i 、位置指令値Ｘi とに基づいて、損傷係数演算部２６が後述するルーチンで機械損傷係
数ζを算出し、その機械損傷係数ζに基づいて機械損傷診断部２４が損傷状況を診断する
構成となっている。
【００２０】
　機械情報記憶部２５における機械情報記憶処理は、図４のフローチャートに従って実行
される。なお、ここでは初期設定値として、反転距離の最小値Ｒimin、指令速度の最小値
Ｖimin、最大値Ｖimax、加減速度の最大値Ａimaxが夫々予め与えられている。
　まず、Ｓ１１で移動方向が反転したか否かが判別される。移動方向が反転していれば、
Ｓ１２において反転位置Ｘr を更新した後、反転していなければそのまま反転位置を更新
せずに、Ｓ１３において現在位置Ｘi を取得して、Ｘr との差によって反転からの距離Ｒ
i を演算する。
　次に、Ｓ１４で、演算して得た距離Ｒi の絶対値|Ｒi| がＲiminより大きいか否かを判
別し、Ｒiminより小さければ、当該記憶処理を行わずにＳ１１へ戻る。一方、Ｒiminより
大きければ、Ｓ１５で、以下の式５，６に基づいて指令速度Ｖi 、指令加速度Ａi を夫々
演算する。
　Ｖi ＝(Ｘi－Ｘｉ－１)／ｔ　・・式５
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　Ａi ＝(Ｖi－Ｖｉ－１)／ｔ　・・式６
【００２１】
　同様に、Ｓ１６では、指令速度の絶対値|Ｖi| が設定範囲(Ｖimin～Ｖimax)にあるか否
かを、Ｓ１７では、加減速度の絶対値|Ａi|がＡimax より小さいか否かを夫々判別し、夫
々範囲外の場合は当該記憶処理を行わずにＳ１１へ戻る。
　そして、指令速度の絶対値|Ｖi| が設定範囲(Ｖimin～Ｖimax)にあり、且つ加減速度の
絶対値|Ａi| がＡimaxより小さければ、Ｓ１８において、駆動対象駆動力Ｆi 、位置指令
値Ｘi 、位置偏差Ｄi を夫々記憶する。
　このように、駆動方向の反転からの距離、速度、加減速度に対して夫々所定の条件で判
別を行い（Ｓ１４，Ｓ１６，Ｓ１７）、当該条件を満たさない場合には当該記憶処理を行
わないようにしたのは、反転時や高速移動の場合には機械情報にばらつきが発生するおそ
れがあるからである。
【００２２】
　こうして記憶された駆動対象駆動力Ｆi 、位置指令値Ｘi 、位置偏差Ｄi に基づいて、
損傷係数演算部２６では、ζ＝(Ｆi／Ｄi)や、ζ＝(Ｆi／Ｄi)／Ｋ0 （Ｋ0 ：装置固有の
バネ定数）、さらにはζ＝(Ｆi／Ｄi－Ｋ0)／Ｋ0等の式により演算する。そして、機械損
傷診断部２４では、得られた機械損傷係数ζを閾値ζ0 と比較して、機械の損傷状況を診
断する。
【００２３】
　このように、上記形態２の機械診断方法及びその装置においても、フルクローズドルー
プ位置制御装置が備える第１及び第２位置検出器を合理的に利用して、従来に比べ大幅に
信頼性の高い損傷状況の診断が可能となり、事前に異常個所あるいは寿命を検知しユーザ
に知らせることが出来る。特にここでは、テーブル２の移動方向が反転した際の反転から
の距離、速度、加減速度といった機械情報に所定の条件を夫々設定し、各所定の条件を満
たさない場合は機械情報記憶部２５に記憶しないようにしたことで、適正な機械情報を得
て精度の高い機械損傷係数の演算が可能となり、正確な診断に寄与できる。
【００２４】
［形態３］
　図５に示す機械診断装置２０ｂにおいては、図３に示す形態２と比較して、まず機械情
報記憶部２５に、工作機械の主軸モータ制御装置２７から主軸モータトルクＴsiが入力さ
れる点が異なる。よって、機械情報記憶部２５による機械情報記憶処理においては、図６
に示すように、Ｓ１８において、主軸モータトルクの絶対値|Ｔsi|が、これも初期設定値
として予め与えられている主軸モータトルクの最小値であるＴsminより小さいか否かがさ
らに判別される。絶対値|Ｔsi|がＴsminより大きい場合は当該記憶処理を行わないように
して、小さい場合にのみＳ１９で、駆動対象駆動力Ｆi 、位置指令値Ｘi 、位置偏差Ｄi 
、主軸モータトルクＴsiを夫々記憶するようにしている。すなわち、形態２による駆動方
向の反転時、加減速時、高速移動時の３つの条件に加えて、加工力が大きい場合にも得ら
れる機械情報にばらつきが発生するおそれがあるため、この条件も満たさない場合は機械
情報記憶部２５に記憶しないようにしたものである。
【００２５】
　また、ここでは、損傷係数演算部２６における機械損傷係数の演算を、図７に示すフロ
ーチャートに従って行っている。
　まず、Ｓ２１では、機械情報記憶部２５で時系列的に記憶されている駆動対象駆動力Ｆ
i と位置偏差Ｄi との関係を、以下の式７に基づいて近似し、最小自乗法により傾きＫn 
、オフセットδを演算する。
　Ｆi ＝Ｋn ×Ｄi ＋δ　・・式７
　次に、Ｓ２２において、演算された傾きＫn と、初期設定値として予め与えられている
正常時の傾きＫ0 とから、機械損傷係数ζを演算する。この演算は、ζ＝(Ｋn－Ｋ0)／Ｋ
0 や、ζ＝Ｋn／Ｋ0等により行えばよい。
【００２６】
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　そして、Ｓ２３では、駆動対象駆動力Ｆi と、これも初期設定値として予め与えられて
いるガイド抵抗上限値Ｆimaxとから、第２の機械損傷係数γを演算する。この第２の機械
損傷係数γの演算は、γ＝Ｆi／Ｆimax や、γ＝(Ｆi－Ｆimax)／Ｆimax 等により演算さ
れる。また、駆動対象駆動力Ｆi と、ガイド抵抗上限値Ｆimaxとの比が、予め設定された
条件（例えば設定定数Ｃ以下である）を満足しない（Ｆi／Ｆimax ＞Ｃとなる）確率を第
２の機械損傷係数γとすることもできる。このようにすれば、確率の上昇で異常の前兆を
捕らえることが可能となり、重大なトラブルが発生する前に診断可能となる。
　最後にＳ２４において、得られた機械損傷係数ζ及び第２の機械損傷係数γを夫々記憶
して終了する。
【００２７】
　さらに、機械損傷診断部２４での機械損傷診断は、図８に示すフローチャートに従って
行われている。
　ここでは、初期設定値として、正の閾値ζmax と負の閾値ζmin 、さらには閾値γmax 
が夫々予め与えられており、まずＳ３１では、機械損傷係数ζが正の閾値ζmax より大き
いか否かを判別し、大きければＳ３２において、軸受、ナット等の回転抵抗が増加したこ
とに起因する損傷の度合いが進行しているものとして、当該内容を報知する機械異常パタ
ーンＡを実行する。
　一方、Ｓ３１の判別において機械損傷係数ζが正の閾値ζmax より小さい場合、今度は
Ｓ３３において、機械損傷係数ζが負の閾値ζmin より小さいか否かを判別し、小さけれ
ばＳ３４において、軸受、ナット等の摩耗が進行しているものとして、当該内容を報知す
る機械異常パターンＢを実行する。
【００２８】
　このように大小２つの閾値ζmax、ζminを設定して機械損傷係数ζと夫々比較するよう
にしたのは、モータなどの軸受が損傷した場合、演算される駆動対象駆動力Ｆi は正常時
に比べ大きくなるため、ζも大きくなる一方、ボールネジナットなどが摩耗によりガタが
生じた場合、位置偏差Ｄi は正常時に比べ大きくなるため、ζが小さくなることから、２
つの閾値と比較することで異常を原因別に診断可能としたものである。
　そして、Ｓ３３の判別において機械損傷係数ζが負の閾値ζmin よりも大きい場合、Ｓ
３５において、第２の機械損傷係数γが閾値γmax より大きいか否かを判別し、大きい場
合はＳ３６において、ガイド抵抗の増加が進行しているものとして、当該内容を報知する
機械異常パターンＣを実行するようにしている。機械損傷係数ζに異常が見られず、第２
の機械損傷係数γに異常が見られる場合はガイド部の異常と判断できるからである。
【００２９】
　このように、上記形態３の機械診断方法及びその装置においても、従来に比べ大幅に信
頼性の高い損傷状況の診断が可能となり、事前に異常個所あるいは寿命を検知しユーザに
知らせることが出来る。特にここでは、テーブル２の移動方向が反転した際の反転距離、
速度、加減速度、主軸モータトルクに所定の条件を夫々設定し、各所定の条件を満たさな
い場合は機械情報記憶部２５に記憶しないようにしたことで、適正な機械情報を得て精度
の高い機械損傷係数の演算が可能となり、正確な診断に寄与できる。
　また、機械情報記憶部２５では、複数の駆動対象駆動力と位置偏差とを時系列的に記憶
し、損傷係数演算部２６では、記憶されている複数の駆動対象駆動力と位置偏差のとの関
係を直線に近似して傾きを求め、その傾きと予め設定された正常時の傾きとから機械損傷
係数ζを演算するようにしているため、複数の駆動対象駆動力と位置偏差とに基づいて機
械損傷係数がより正確に算出可能となっている。
【００３０】
　そして、損傷係数演算部２６では、駆動対象駆動力とガイド抵抗上限値とから第２の機
械損傷係数γを演算し、機械損傷診断部２４では、機械損傷係数ζと閾値との比較で異常
と診断されなかった場合は、第２の機械損傷係数γを閾値と比較して損傷状況を診断する
ようにしているので、ガイド部の異常も診断可能となって機械診断の信頼性が向上する。
　また、機械損傷診断部２４では、機械損傷係数ζの閾値として下限値と上限値とを設定
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しており、機械損傷係数ζが下限値と上限値との範囲外にある場合に機械損傷と診断する
ようにしているので、異常箇所の特定が可能となり、メンテナンス等の診断後の対応が容
易に行える。
【００３１】
　なお、上記形態３では、前述の最小自乗法による傾きの算出の際に近似誤差Ｓn を演算
し、得られた機械損傷係数ζの信頼性を評価するようにしてもよい。例えば、データにば
らつきが多い場合、すなわち近似誤差Ｓn が大きい場合は、診断の信頼性が低い可能性が
あるため、診断を実行しないなどの処理を行い、逆に近似誤差Ｓn が大きい状態が続く場
合は、機械の損傷が進行していると推定するものである。このように近似誤差Ｓn の大き
さで閾値を設定して機械の損傷状況を診断することが可能である。
　さらに、駆動対象の動作範囲を複数に分割し、分割区間それぞれで機械損傷係数ζを演
算するようにしてもよい。前述のオフセットδを傾きＫn で割った値は第１位置検出器と
第２位置検出器のオフセットを表しており、ボールネジなどの熱膨張により発生する誤差
である。この熱膨張による誤差はボールネジの位置によって変化するため、動作範囲を複
数に分割し、各区間で診断を行うものである。但し、熱膨張による誤差は時間によっても
変化するため、機械情報記憶部に記憶されている過去のデータの使用期限に注意が必要で
、熱変位の影響を受ける場合には演算利用可能期間を予め設定するのが望ましい。
【００３２】
　一方、形態２、３における機械情報記憶処理では、反転時の距離や速度等に設定して全
ての条件を満たした場合に当該記憶処理を行うようにしているが、少なくとも１つのみ条
件を満たす場合に当該記憶処理を行うようにすることもできる。
　そして、各形態に共通して、駆動対象駆動力の演算や機械情報記憶処理において、位置
指令値Ｘi を用いているが、これに代えて、第１位置検出器の出力Ｚi や第２位置検出器
の出力Ｙi を用いることも可能である。
　その他、本発明は工作機械のテーブルの位置制御装置に限らず、主軸頭等の他の駆動対
象にも適用可能であるし、搬送用ロボット等の他の産業機械にも採用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】形態１の機械診断装置の構成ブロック図である。
【図２】駆動対象駆動力演算のフローチャートである。
【図３】形態２の機械診断装置の構成ブロック図である。
【図４】機械情報記憶処理のフローチャートである。
【図５】形態３の機械診断装置の構成ブロック図である。
【図６】機械情報記憶処理のフローチャートである。
【図７】機械損傷係数演算のフローチャートである。
【図８】機械損傷診断のフローチャートである。
【符号の説明】
【００３４】
　１・・位置制御装置、２・・テーブル、３・・サーボモータ、４・・ボールネジ、５・
・第１位置検出器、７・・第２位置検出器、８，１０・・減算器、９・・位置制御部、１
１・・微分器、１２・・速度制御部、１３・・電流制御部、２０，２０ａ，２０ｂ・・機
械診断装置、２１・・駆動対象駆動力演算部、２２・・位置偏差演算部、２３・・弾性変
形誤差推定演算部、２４・・機械損傷診断部、２５・・機械情報記憶部、２６・・損傷係
数演算部。
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