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(57)【要約】
【課題】従来の加工異常検出方法は、加工異常が発生し
てから異常検出信号を出力するので、必ず１つは不良ワ
ークを発生させてしまうといった課題があった。また、
所定の時間間隔における振幅データの移動平均値などを
異常検出信号に使用していたため、工具破損時に発生す
る周波数の特徴なども消されてしまい、検出精度が低い
といった課題も有していた。
【解決手段】本発明による加工異常検出装置ないし加工
異常検出方法は、検出機器に感度の高い加速度センサ１
Ａ，１Ｂを用い、この加速度センサ１Ａ，１Ｂの振動デ
ータから得られる波形をＦＦＴ解析し、リニアスペクト
ル特性を算出するとともに、異常検出の判定に工具破損
ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数スペクトルの
平均値を使用する。さらに事前に測定した工具破損ない
し工具摩耗時に発生する平均スペクトル値を基に閾値を
自動設定するようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工時に被削材から発生する振動を測定する加速度センサによる振動データから得られ
る波形をＦＦＴ解析する解析手段と、前記解析手段による解析結果からリニアスペクトル
特性を算出するスペクトル特性算出手段と、前記スペクトル特性算出手段により算出され
たリニアスペクトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数につい
ての平均スペクトル値を算出する平均スペクトル値算出手段とを備え、前記平均スペクト
ル値算出手段により得られた前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検出し加工状
態が異常であるか正常であるかを表示するようにしたことを特徴とする加工異常検出装置
。
【請求項２】
　加工時に被削材から発生する振動を加速度センサにより測定し、前記加速度センサによ
り得られた振動データを演算手段に入力する入力手段と、前記演算手段により前記振動デ
ータの実効値を算出して加工開始のトリガとする加工開始手段と、前記振動データから得
られる波形をＦＦＴ解析する解析手段と、前記解析手段によるＦＦＴ解析後にリニアスペ
クトル特性を算出するスペクトル特性算出手段と、前記スペクトル特性算出手段により算
出したリニアスペクトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数の
スペクトル値を選択し、さらに選択した複数のスペクトルの平均値である平均スペクトル
値を算出する平均スペクトル値算出手段と、事前に測定した工具破損ないし工具摩耗状態
における平均スペクトル値から加工異常検出の閾値を設定する閾値設定手段と、前記閾値
と前記加工時の平均スペクトル値を比較する比較手段と、前記加工時の前記平均スペクト
ル値が前記閾値を超えた場合に加工異常信号を出力し加工異常状態であることを表示し、
前記加工時の前記平均スペクトル値が閾値を超えなかった場合は正常な加工状態であるこ
とを表示する表示手段とを備えたことを特徴とする加工異常検出装置。
【請求項３】
　前記平均スペクトル値算出手段により算出する前記平均スペクトル値を工具破損時ない
し工具摩耗時に発生する前記振動データから得られる波形の周波数とその7倍までの整数
倍の周波数のスペクトル値の平均とすることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の加工異常検出装置。
【請求項４】
　前記平均スペクトル値算出手段により算出する平均スペクトル値を工具破損時ないし工
具摩耗時に発生する周波数とその7倍までの整数倍の周波数のスペクトル値と各周波数の
前後２点の５点のスペクトル値とを合わせた合計３５点のスペクトル値の平均とすること
を特徴とする請求項１から請求項３までの何れかに記載の加工異常検出装置。
【請求項５】
　前記加速度センサで測定した振動データを前記解析手段により1秒毎にＦＦＴ演算し前
記解析手段による解析結果を得ることを特徴とする請求項１から請求項４までの何れかに
記載の加工異常検出装置。
【請求項６】
　加工時に被削材から発生する振動を測定する加速度センサによる振動データから得られ
る波形をＦＦＴ解析するステップと、前記ＦＦＴ解析するステップによる解析結果からリ
ニアスペクトル特性を算出するステップと、前記リニアスペクトル特性を算出するステッ
プにより算出されたリニアスペクトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複
数の周波数についての平均スペクトル値を算出するステップとを含み、前記平均スペクト
ル値を算出するステップにより得られた前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検
出し加工状態が異常であるか正常であるかを表示するようにしたことを特徴とする加工異
常検出方法。
【請求項７】
　加工時に被削材から発生する振動を加速度センサにより測定し演算手段に振動データを
入力するステップと、前記演算手段により前記振動データの実効値を算出して加工開始の
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トリガとするステップと、前記振動データから得られる波形をＦＦＴ解析するステップと
、前記ＦＦＴ解析するステップによるＦＦＴ解析後にリニアスペクトル特性を算出するス
テップと、前記リニアスペクトル特性を算出するステップにより算出したリニアスペクト
ル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数のスペクトル値を選択し
、さらに選択した複数のスペクトルの平均値である平均スペクトル値を算出するステップ
と、事前に測定した工具破損ないし工具摩耗状態における平均スペクトル値から閾値を設
定するステップと、前記閾値と前記加工時の平均スペクトル値を比較するステップとを含
み、前記加工時の前記平均スペクトル値が前記閾値を超えた場合に加工異常信号を出力し
て加工異常状態であることを表示するとともに、前記加工時の前記平均スペクトル値が前
記閾値を超えなかった場合は正常な加工状態であることを表示するようにしたことを特徴
とする加工異常検出方法。
【請求項８】
　前記平均スペクトル値を算出するステップで算出する平均スペクトル値を工具破損時な
いし工具摩耗時に発生する前記振動データから得られる波形の周波数とその7倍までの整
数倍の周波数のスペクトル値の平均とすることを特徴とする請求項６または請求項７に記
載の加工異常検出方法。
【請求項９】
　前記平均スペクトル値を算出するステップで算出する平均スペクトル値を工具破損時な
いし工具摩耗時に発生する周波数とその7倍までの整数倍の周波数のスペクトル値と各周
波数の前後２点の５点のスペクトル値とを合わせた合計３５点のスペクトル値の平均とす
ることを特徴とする請求項６から請求項８までの何れかに記載の加工異常検出方法。
【請求項１０】
　前記加速度センサで測定した振動データから得られる波形をＦＦＴ解析するステップに
おいて1秒毎にＦＦＴ演算し解析結果を得ることを特徴とする請求項６から請求項９まで
の何れかに記載の加工異常検出方法。
【請求項１１】
　事前に工具破損ないし工具摩耗状態における平均スペクトル値を測定し、工具破損ない
し工具摩耗状態における平均スペクトル値が正常加工時の平均スペクトル値に対して何倍
の倍率となるかを設定しておき、加工開始から所定時間経過して安定した状態の平均スペ
クトル値を正常加工時の平均スペクトル値として取得し、事前設定しておいた前記倍率と
正常加工時の前記平均スペクトル値の積を加工異常検出の閾値としたことを特徴とする請
求項６から請求項１０までの何れかに記載の加工異常検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスロット加工やフライス加工などの切削加工に関し、特に切削加工時の振動を
随時監視して、工具破損ないし工具摩耗による加工異常を検出する加工異常検出装置及び
加工異常検出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　切削加工は、金属等の被削材をエンドミルや、スローアウェイチップ、バイト等の切削
工具で加工し、所定の形状に加工するものであり、工業製品の金型や部品の製造に必要不
可欠な加工技術である。このように、切削加工では被削材を上述のような切削工具で加工
するため、加工するにつれて工具摩耗が徐々に進行していく。また、切削工具は疲労や突
発的な過負荷により、加工中に破損することがある。加工中に工具摩耗が許容範囲を超え
たり、工具破損が発生したりしたまま加工を継続すると被削材の形状精度や表面粗さが悪
化して製品不良となる。また、加工機にも大きな負荷が発生するので好ましくない。
【０００３】
　従来、このような工具摩耗や工具破損といった加工異常に対して、工具寿命の管理や工
具破損の検出といった対策が取られてきた。工具の寿命を管理する場合の従来技術として



(4) JP 2016-135511 A 2016.7.28

10

20

30

40

50

、工具の使用時間や切削距離を集計して、予想の寿命時間と比較し、その比較結果により
予備工具との交換や使用停止を指示するものが知られている。また、工具破損を検出する
従来技術としては、加速度センサを用いて、その検出結果に基づき工具の破損を検出し、
運転停止指令を出すものや主軸にかかる負荷電流を検出して、切削抵抗を推定し、工具破
損を検出するものが知られている。
【０００４】
　特許文献１には、切削加工時に生じる振動データを加速度センサで測定し、加工異常を
検出する方法が示されており、切削加工前に生じる空転振動データを取得するステップと
、前記空転振動データの絶対値を基に空転振幅値を算出ステップと、前記空転振幅値を基
にして空転振幅上限値を算出するステップと、切削加工時に生じる振動データを取得する
ステップと、前記振動データの絶対値を基に振幅データを算出するステップと、前記振幅
データを所定の時間間隔にて移動平均処理を行うことにより短期平均振幅値を算出するス
テップと、前記振幅データを前記時間間隔よりも長い時間間隔にて移動平均処理を行うこ
とにより長期平均振幅値を算出するステップと、前記長期平均振幅値を基にして閾値を算
出するステップと、前記短期平均振幅値と前記閾値とを比較して異常が検出され且つ前記
短期平均振幅値が前記空転振幅上限値を超えている場合に異常検知信号を出力し、前記短
期平均振幅値が前記空転振幅上限値を下回っている場合には前記閾値による異常検出を無
効とするステップと、を有することを特徴とする切削加工における異常検出方法が示され
ている。
【０００５】
　また、特許文献２には、回転切削工具に作用する切削トルクをトルクセンサによって測
定し、その測定結果をウェーブレット変換し、ウェーブレット変換したデータの絶対値を
積分した値と切削加工前の工具摩耗が進行していない時の積分データを比較して工具の摩
耗状態を検出する方法が示されている。
　特許文献３には、エンドミル加工において主軸モータと運動軸モータの電流値、エンド
ミル工具の半径値及び切削関与角を用いて、工具移動接線方向切削抵抗及び工具移動法線
方向切削抵抗を検出することで、切削抵抗の検出精度を高める方法が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４８６０４４４号
【特許文献２】特開平９－３２３２３９
【特許文献３】特許第３６９９４５８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１では、切削加工時のデータのばらつきに対して、リアルタイムに加工異常の
閾値を設定することで、データのばらつきによる影響を少なくし、加工異常の誤検出を減
らしているが、リアルタイムに閾値を設定することで、閾値自体も工具摩耗の影響で大き
くなるので、急激に振動振幅データが増加したときにしか加工異常が検出されず、必ず１
つは不良ワークを発生させてしまうといった課題があった。また、所定の時間間隔におけ
る振幅データを移動平均しているため、工具破損時に発生する周波数の特徴なども消され
てしまい、検出精度が低いといった課題も有していた。
　特許文献２では、事前にテスト加工しておくことで、工具破損前のトルクパターンを閾
値に設定でき、工具破損による不良ワークの発生を未然に防ぐことが期待できるが、工具
が数ｍｍ以下だと切削トルクの変動も小さく、モータの加減速や切粉の絡まりなどによっ
て生じる負荷変動と区別することができず、異常が検出できないといった課題を有してい
た。
　特許文献３も同様に、加工機の主軸や運動軸は非常に剛性が高いので、主軸モータや運
動軸モータの電流値に小さな負荷が反映されず、検出精度が低いといった課題を有してい
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た。
【０００８】
　本発明は上記のような課題を解決するためになされたものであり、工具破損ないし工具
摩耗による不良ワークの発生を未然に防ぐことができ、加工異常の検出精度を高くするこ
とができ、かつ、小さな負荷変動であっても加工異常を検出することができる加工異常検
出装置及び加工異常検出方法を得ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る加工異常検出装置は、加工時に被削材から発生する振動を測定する加速度
センサによる振動データから得られる波形を高速フーリエ変換（以下、ＦＦＴという）解
析する解析手段と、前記解析手段による解析結果からリニアスペクトル特性を算出するス
ペクトル特性算出手段と、前記スペクトル特性算出手段により算出されたリニアスペクト
ル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数についての平均スペクト
ル値を算出する平均スペクトル値算出手段とを備え、前記平均スペクトル値算出手段によ
り得られた前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検出し加工状態が異常であるか
正常であるかを表示するようにしたことを特徴とするものである。
　また、本発明に係る加工異常検出方法は、加工時に被削材から発生する振動を測定する
加速度センサによる振動データから得られる波形をＦＦＴ解析するステップと、前記ＦＦ
Ｔ解析するステップによる解析結果からリニアスペクトル特性を算出するステップと、前
記スペクトル特性を算出するステップと、前記スペクトル特性を算出するステップにより
算出されたリニアスペクトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波
数についての平均スペクトル値を算出するステップとを含み、平均スペクトル値を算出す
るステップにより得られた前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検出し加工状態
が異常であるか正常であるかを表示するようにしたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明による加工異常検出装置では、加工時に被削材から発生する振動を測定する加速
度センサによる振動データから得られる波形をＦＦＴ解析して算出したリニアスペクトル
特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数についての平均スペクトル
値を算出し、前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検出し加工状態が異常である
か正常であるかを表示するように構成したので、加工異常の検出精度を高めることができ
、しかも、加工異常検出の信頼性を向上できるものとすることができる。
　また、本発明による加工異常検出方法では、加工時に被削材から発生する振動を測定す
る加速度センサによる振動データから得られる波形をＦＦＴ解析して算出したリニアスペ
クトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数についての平均スペ
クトル値を算出し、前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検出し加工状態が異常
であるか正常であるかを表示するようにしたので、加工異常の検出精度を高めることがで
き、しかも、加工異常検出の信頼性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る実施の形態１における加工異常検出装置の概略構成図である。
【図２】同実施の形態１における加工状態検出部の概略斜視図である。
【図３】同実施の形態１における加速度センサの設置条件を示す図表である。
【図４（ａ）】同実施の形態１における測定条件１での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｂ）】同実施の形態１における測定条件２での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｃ）】同実施の形態１における測定条件３での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｄ）】同実施の形態１における測定条件４での各設置状態の振動データとＦＦＴ



(6) JP 2016-135511 A 2016.7.28

10

20

30

40

50

測定結果を示す特性図である。
【図４（ｅ）】同実施の形態１における測定条件５での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｆ）】同実施の形態１における測定条件６での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｇ）】同実施の形態１における測定条件７での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｈ）】同実施の形態１における測定条件８での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｉ）】同実施の形態１における測定条件９での各設置状態の振動データとＦＦＴ
測定結果を示す特性図である。
【図４（ｊ）】同実施の形態１における測定条件１０での各設置状態の振動データとＦＦ
Ｔ測定結果を示す特性図である。
【図４（ｋ）】同実施の形態１における測定条件１１での各設置状態の振動データとＦＦ
Ｔ測定結果を示す特性線図である。
【図４（ｌ）】同実施の形態１における測定条件１２での各設置状態の振動データとＦＦ
Ｔ測定結果を示す特性線図である。
【図４（ｍ）】同実施の形態１における測定条件１３での各設置状態の振動データとＦＦ
Ｔ測定結果を示す特性図である。
【図５】同実施の形態１における工具破損時の振動データを示す特性図である。
【図６】同実施の形態１における図５のＦＦＴ分析結果を示す特性図である。
【図７】同実施の形態１における加工異常検出方法を示す特性図である。
【図８】同実施の形態１における切削工具の破損状態を示す撮像図である。
【図９】同実施の形態１における工具破損状態と平均スペクトルの関係を示す特性図であ
る。
【図１０】同実施の形態１における１回目の工具の大破損が発生したときの加工中の平均
スペクトルの推移を示す特性図である。
【図１１】同実施の形態１における２回目の工具の大破損が発生したときの加工中の平均
スペクトルの推移を示す特性図である。
【図１２】同実施の形態１におけるＦＦＴ演算のイメージ図である。
【図１３】同実施の形態１における実効値の演算イメージ図である。
【図１４】同実施の形態１における摩耗工具で加工したときに発生する周波数を示す図表
である。
【図１５】同実施の形態１における摩耗した工具による加工実験中の切削条件を示す図表
である。
【図１６】同実施の形態１における摩耗した工具による加工実験中の工具の摩耗状態を示
す図表である。
【図１７】同実施の形態１における耐力６７ｋ級ワークを加工深さ７０ｍｍで加工したと
きの平均スペクトル値の推移を示す特性図である。
【図１８】同実施の形態１における耐力６７ｋ級ワークを加工深さ７０ｍｍで加工したと
きの実効値の推移を示す特性図である。
【図１９】同実施の形態１における耐力６７ｋ級ワークを加工深さ５０ｍｍで加工したと
きの平均スペクトル値の変化を示す特性図である。
【図２０】同実施の形態１における耐力６７ｋ級ワークを加工深さ５０ｍｍで加工したと
きの平均スペクトル値の変化を示す特性図である。
【図２１】同実施の形態１における耐力６７ｋ級ワークを加工したときの閾値を示す図表
である。
【図２２】同実施の形態１における耐力８１ｋ級ワークを加工深さ４０ｍｍで加工したと
きの平均スペクトル値の変化を示す特性図である。
【図２３】同実施の形態１における耐力８１ｋ級ワークを加工深さ４０ｍｍで加工したと
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きの閾値を示す図表である。
【図２４】同実施の形態１における耐力８１ｋ級ワークを加工深さ５０ｍｍで加工したと
きの平均スペクトル値の変化を示す特性図である。
【図２５】同実施の形態１における耐力８１ｋ級ワークを加工深さ５０ｍｍで加工したと
きの閾値を示す図表である。
【図２６】同実施の形態１における耐力８１ｋ級ワークを加工深さ７０ｍｍで加工したと
きの平均スペクトル値の変化を示す特性図である。
【図２７】同実施の形態１における耐力８１ｋ級ワークを加工深さ７０ｍｍで加工したと
きの閾値を示す図表である。
【図２８（ａ）】同実施の形態１における加工異常検出装置に組込むソフトウェアの正常
状態における画面表示を示すものである。
【図２８（ｂ）】同実施の形態１における加工異常検出装置に組込むソフトウェアの設定
画面を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
実施の形態１．
　本発明によるスロット加工やフライス加工、エンドミル加工などの切削加工における異
常検出装置の実施の形態を図１から図２８に基づいて説明する。
　図１は、本発明に係る異常検出方法をスロット加工機に適用した加工異常検出装置の構
成を示す概略図である。なお、図１では、スロット加工機における概略図を図示したが、
適用できる装置はこれに限られるものではない。
【００１３】
　実施の形態１における加工異常検出装置は、スロット加工が行われ、加工異常検出部と
なる加工機のハウジング９および測定した振動データからその異常判定と判定結果の表示
が行われる加工異常判定部である制御ボックス１０から構成される。加工機のハウジング
９は切削工具であるディスクカッター１１と、加工時の振動を測定する加速度センサ１Ａ
および加速度センサ１Ｂにて構成され、加工異常判定部である制御ボックス１０は、加速
度センサ１Ａ，１Ｂの信号を増幅する加速度センサ用のアンプ２Ａ，２Ｂと、装置を駆動
させる電源３と、電源３から加工異常検出装置に電気を供給する無停電電源装置４と、無
停電電源装置４と組み合わせることで、装置電源のＯＮ／ＯＦＦの自動化を可能にするコ
ンピュータ６と、無停電電源装置４とコンピュータ６に接続し、装置の加工状態や各種設
定の入力値、加工異常時の表示などを行うタッチパネルディスプレイ５と、コンピュータ
６に接続し、各種設定値などを入力する入力機器７であるキーボードやマウスと、コンピ
ュータ６に接続され、加工機の稼働状態や加工異常の発生を告知するパトライト（登録商
標）からなる加工異常表示器８により構成される。
　コンピュータ６により構成される演算処理装置は、本発明における中枢機能を遂行する
下記（１）～（８）項の各演算処理手段に係る機能を有するアプリケーションプログラム
からなるソフトウエアおよび前記ソフトウエアに応じたリソースを具備したハードウエア
を保有している。
（１）入力手段：加工時に被削材から発生する振動を測定する加速度センサ１Ａ，１Ｂに
より得られた振動データをコンピュータ６により構成される演算処理装置からなる演算手
段に入力する。
（２）加工開始手段：加速度センサ１Ａ，１Ｂにより測定して得られた振動データの実効
値を算出して加工開始のトリガとする。
（３）解析手段：前記振動データから得られる波形をＦＦＴ解析する。
（４）スペクトル特性算出手段：前記解析手段による解析結果からリニアスペクトル特性
を算出する。
（５）平均スペクトル値算出手段：前記スペクトル特性算出手段により算出したリニアス
ペクトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数についての平均ス
ペクトル値を算出する。
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（６）閾値設定手段：事前に測定した工具破損ないし工具摩耗状態における平均スペクト
ル値から閾値を設定する。
（７）比較手段：前記閾値と前記加工時の平均スペクトル値を比較する。
（８）表示手段：前記比較手段の出力に応じて加工状態が異常であるか正常であるかを表
示する。
【００１４】
　次に、本発明に係る加工異常検出装置の検出部の設置状況を説明する。図２は、スロッ
ト加工機の軸受ハウジング１２にマグネットマウント１３に取付けた加速度センサ１Ａ 
と、マグネットマウント１３に取付けた加速度センサ取付冶具１４と加速度センサ１Ｂを
示している。軸受ハウジング１２は上面部１２ａと側面部１２ｂを有し、加速度センサ１
Ａおよび加速度センサ１Ｂは上面部１２ａにそれぞれマグネットマウント１３を介して取
付けられている。また、図２には示していないが、加速度センサ１Ａ，１Ｂを軸受ハウジ
ング１２の側面部１２ｂにマグネットマウント１３を介して取付ける場合がある。
　加速度センサ１Ａ，１Ｂは、扁平な截頭円錐状を成す軸受ハウジング１２における環状
の水平面を形成する上面部１２ａおよび軸受ハウジング１２における周面を形成する側面
部１２ｂに取り付けられるものである。水平に延在する上面部１２ａにおける東西南北に
相当するＸＹ二次元座標位置に加速度センサ１Ａ，１Ｂがそれぞれ配置される。また、上
下方向に延在し上面部１２ａとはＺ軸位置が異なる周面をもつ側面部１２ｂに加速度セン
サ１Ａ，１Ｂが配置される。そして、加速度センサ１Ａ，１Ｂはそれぞれ、その測定方向
をＲ：半径方向、Ｔ：周方向およびＺ：鉛直方向のいずれかに設定できるものである。
　これらの加速度センサ取付位置を決めるため図３に示す条件で、加速度センサ１Ａ，１
Ｂをそれぞれ取付け、軸受ハウジング１２の南西側をハンマで打撃した場合の加速度セン
サ１Ａ，１Ｂの振動データとＦＦＴ（高速フーリエ変換）解析結果を図４に示している。
【００１５】
　図４の解析結果から、加速度センサ１Ａ，１Ｂの位置が軸受ハウジング１２のＢ：北側
で、軸受ハウジング１２のＲ：半径方向及びＴ：周方向を測定したとき、軸受ハウジング
１２の固有値が最も感度良く測定できていることが分かる。軸受ハウジング１２のＲ：半
径方向とＴ：周方向の２方向の振動データを測定することで、異常検出精度を向上できる
効果もある。上記説明でスロット加工機における加速度センサの設置方法を示したが、加
速度センサの設置位置や設置数、振動の測定方向、ハンマの打撃位置などは、各加工機の
構成によるのでこれの限りではない。
【００１６】
　図５は、軸受ハウジング１２に加速度センサ１Ａ，１Ｂを前述した設置位置に取付け、
ディスクカッター１１（図１参照）に取付けた２４枚のスローアウェイチップ中の１枚が
破損した状態でスロット加工を行ったときに出力された振動データの波形を示している。
図５の波形は、２周期分の波形であり、図５中に示している破損工具の振動波形が、この
後も１．５５秒間隔で周期的に発生する。
【００１７】
　図６は、この加工振動の測定データ４０９６個、約２０．５秒分（サンプリングタイム
０．００５秒×４０９６データ）をＦＦＴ解析した結果を示している。このＦＦＴ解析手
段によるＦＦＴ解析結果により、スペクトル特性算出手段によって周波数範囲０～２０Ｈ
ｚの周波数範囲において各周波数におけるスペクトル値が算出されリニアスペクトル特性
が導出されるものである。
　図６中に示すように、ディスクカッター１１（図１参照）において破損したスローアウ
ェイチップがない通常の加工時には、５．１Ｈｚと１５．２Ｈｚの周波数でピークが発生
する。これは、スローアウェイチップを取り付けたディスクカッター１１が３８ｒｐｍで
回転しているからである。しかし、破損したスローアウェイチップがある場合、０．６３
Ｈｚとその整数倍の周波数でピークが発生していた。これは、スローアウェイチップ２４
枚を取付けたディスクカッター１１で工具回転数を３８ｒｐｍとしたときのスローアウェ
イチップ１枚における周波数に一致する。上記特徴より、０．６３Ｈｚは破損したスロー
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アウェイチップが発生させている周波数のピークだといえる。なお、上記説明では破損し
たスローアウェイチップが発生させている周波数について記述したが、ディスクカッター
１１の振れなどの影響でスローアウェイチップの摩耗状態に偏りが発生した場合なども同
様に特徴的な周波数が検出可能である。
【００１８】
　次に、本発明による異常加工検出方法を図７で説明する。図７はディスクカッター１１
（図１参照）における破損したスローアウェイチップにより発生する振動波形の周波数０
．６３Ｈｚ付近を拡大した特性図である。
　図７に示すように、０．６３Ｈｚと整数倍７倍の周波数４．４３Ｈｚまでの周波数のス
ペクトル値と、それぞれの前後２点の５点、合計３５点のスペクトル値の平均である平均
スペクトル値を導出する。
　すなわち、ディスクカッター１１における破損したスローアウェイチップにより発生す
る周波数０．６３Ｈｚと、それに関連する複数の周波数が検出され、各周波数におけるス
ペクトル値が検出されて、平均スペクトル値算出手段によりそれらの平均スペクトル値が
導出されるものである。
　ここで、図８にスローアウェイチップの破損状態を示す。
【００１９】
　このように、異常検出の判定に工具破損ないし工具摩耗時に発生する周波数とその７倍
までの整数倍の周波数スペクトルの平均値を使用することで加工異常の検出精度が高くな
り、加工異常検出の信頼性を向上できる効果が得られる。また、異常検出の判定に工具破
損ないし工具摩耗時に発生する周波数とその７倍までの整数倍の周波数のスペクトル値と
各周波数の前後２点の５点、合計３５点の平均値を使用することで加工異常の検出精度が
さらに高くなり、加工異常検出の信頼性をさらに向上できる効果が得られる。
【００２０】
　図９は、図８に示したディスクカッター１１（図１参照）におけるスローアウェイチッ
プの逃げ面の破損部の高さＨと、逃げ面の破損部の幅Ｗと、すくい面の破損深さｔの積と
、平均スペクトルの関係を示している。図９より、スローアウェイチップ破損部の積が大
きいほど平均スペクトル値が高いことが分かる。
　また、図１０に加工中の平均スペクトルの推移を示す。図１０はスローアウェイチップ
が大きく破損したときの平均スペクトルの推移で、平均スペクトルが増加している原因は
、加工の進行とともにスローアウェイチップの破損部が拡大しているためだと考えられる
。破損部の拡大と切削抵抗の増大により、スローアウェイチップが負荷に耐えられなくな
ったところで大きな工具破損が発生したと考えられる。
　図１１には、工具が大きく破損した２回目の平均スペクトルの推移を示している。図１
１と同様に平均スペクトルの値が増加していることが確認できる。上記、平均スペクトル
の特性より、閾値を設定することで、工具が破損するのを未然に防ぐことが可能であると
いえる。
【００２１】
　次に、図１２を用いて本発明におけるＦＦＴ演算方法を説明する。図１２は、本発明に
おけるＦＦＴ演算のイメージ図である。本発明では、前記設置方法で被削材ないし加工工
具付近に設置した加速度センサ１Ａ，１Ｂ（図１参照）から加工中の振動を測定し、周波
数の分解能０．００６１Ｈｚで1秒毎にＦＦＴ演算結果を更新する。そして、ＦＦＴ演算
後に算出するリニアスペクトル特性から、破損した工具で発生する周波数のスペクトル値
を読み取る。そして、読み取った複数のスペクトルから平均スペクトル値を算出し、閾値
と比較し、加工異常を判定する。周波数の分解能は破損した工具が発生させる周波数によ
るが、破損工具が発生させる周波数の１／１０以下であることが望ましい。また、図１２
ではＦＦＴ演算の信頼性を確保するため、２～１４のデータ数をＦＦＴ演算に使用してい
る。周波数分解能０．００６１Ｈｚで２～１４のデータ数を確保するためには、１６．３
８４秒間を要するので、１秒毎のＦＦＴ演算処理及びリニアスペクトル特性の算出をする
ために、１５．３８４秒分のデータは、次のＦＦＴ演算処理と重複させて使用している。
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【００２２】
　前記スペクトル値の算出時に重複データを使用することで、ＦＦＴ演算時のデータ数を
確保し、ＦＦＴ演算結果の信頼性を向上させる効果があり、さらに１秒毎にＦＦＴ演算と
リニアスペクトル特性の算出から導出することで、リアルタイムな加工状態の監視を可能
とする効果が得られる。
【００２３】
　図１３は、実効値の演算方法を示した図で、1秒毎に1秒間の加速度データを二乗平均し
た値を算出している。算出した実効値を加工開始のトリガとして使用することで、加工異
常判定が加工開始時に自動的に起動することが可能となっている。具体的には、トリガ設
定値とトリガ判定時間を事前に設定しておき、上記算出方法で出力された実効値がトリガ
設定値をトリガ判定時間より長い時間超えていた場合、加工が開始したと判断して、デー
タの取得を開始するようにしている。
【００２４】
　ここで、ディスクカッター１１（図１参照）における摩耗したスローアウェイチップを
用いた閾値の求め方を示す。図１４は、切削工具としてのディスクカッター１１で加工し
たときに、摩耗した工具で発生する周波数を示しており、０．６７１Ｈｚとその２～７倍
の周波数である。平均スペクトル値の算出には、図１４に記載の周波数と、各周波数±０
．０６１Ｈｚ、±０．１２２Ｈｚの７×５＝３５データの和を用いる。耐力６７k級の被
削材を使用し、図１５に示す切削条件で加工する。また、図１６にスローアウェイチップ
の摩耗状態を示している。
【００２５】
　この実験の結果を図１７～図２０に示す。図１７は加工深さを７０ｍｍとしたときの各
加速度センサ１Ａ，１Ｂ（図１参照）で測定された平均スペクトルの推移を示している。
図１８は図１７と同様加工深さを７０ｍｍとしたときの各加速度センサ１Ａ，１Ｂの実効
値の推移を示している。また、図１９は加工深さ５０ｍｍのときの平均スペクトル値の変
化を示しており、図２０は加工深さ５０ｍｍのときの実効値の変化を示している。これら
の結果から、工具摩耗量が大きくなるにつれて、平均スペクトル値も大きくなっているこ
とが分かる。また、切削抵抗が大きい加工深さ７０ｍｍで加工深さ５０ｍｍと比較して、
大きい平均スペクトル値が得られている。
　図２１は、前記の結果から設定した閾値を示しており、正常時の１．３倍を「警告」、
１．４倍以上で「異常」を出力することで、不良ワークの発生を未然に防ぐことができる
。
　このように、閾値設定手段では、事前に測定した図１７～図２０に示す工具破損ないし
工具摩耗状態における平均スペクトル値を参照して、加工異常と判別するキーとなる倍率
ｍが例えば１．４として予め設定され、この倍率ｍを正常状態の平均スペクトル値に乗じ
た値（ｈ＝平均スペクトル値×ｍ）が閾値ｈとして設定されるものである。
【００２６】
　次に、耐力８１ｋ級の材質を加工した時の結果を示す。切削条件は図１５のとおりであ
る。図２２に加工深さ４０ｍｍのときの平均スペクトル値の変化を示しており、このとき
の閾値を図２３に示している。図２４に加工深さ５０ｍｍのときの平均スペクトル値の変
化を示しており、図２５にこのときの閾値を示している。また、図２６に加工深さ７０ｍ
ｍのときの平均スペクトル値を示しており、図２７にこのときの閾値を示している。但し
、図２６、図２７では送り速度を図１５の条件より遅くしている。
【００２７】
　これらの結果から、６７ｋ級と比較して、８１ｋ級の平均スペクトル値が全体的に大き
いことや、図２２と図２４から加工深さが深くなるほど平均スペクトル値が大きくなるこ
と、図２４と図２６から加工深さを深くしても送り速度を遅くすることで加工負荷を下げ
ることができること、図２６から加工開始時と終了時の平均スペクトルの変化が大きい加
工深さ７０ｍｍでは１スロット内での工具摩耗が激しいことなどが読み取れる。
【００２８】
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　また、図２８に加工異常検出装置で使用するソフトウェアの画面構成を示す。図２８（
ａ）は正常状態における画面表示であり、図２８（ｂ）は設定画面を示すものである。
　加工異常検出装置に通電することで、自動起動し、通電を切ることで自動終了できるシ
ステムとしている。加速度センサ１Ａ，１Ｂ（図１参照）により得られる振動データはア
ンプ２Ａ，２Ｂを含む入力手段によってアナログ入力ポートを介してコンピュータ６によ
り構成される演算処理装置からなる演算手段に入力される。
　加工開始・終了の判断は、前記したとおり加速度センサ１Ａ，１Ｂで測定した振動デー
タの実効値で加工開始手段により判断しており、「設定」画面のトリガ条件部分でトリガ
の値、トリガ起動時間などを設定できる。トリガ起動後、自動で加速度センサ１Ａ，１Ｂ
の振動データを図１２に示すようにＦＦＴ解析する。
【００２９】
　そして、加工開始５分後を正常な加工状態であるとして、ＦＦＴ解析後にその解析結果
に基づきスペクトル特性算出手段によりリニアスペクトル特性を算出し、平均スペクトル
値算出手段により平均スペクトル値を取得する。取得した平均スペクトル値と事前に設定
しておいた閾値ｈの倍率ｍを基に、「警告」と「異常」の閾値ｈを閾値設定手段により自
動で設定可能である。閾値ｈの倍率ｍは、事前に「設定」画面に登録しておく。閾値（ｈ
＝平均スペクトル値×ｍ）を自動で設定した後、閾値ｈの値とＦＦＴ解析後に得られるリ
ニアスペクトル特性を比較して、「正常」、「警告」、「異常」を判定する機能をもつ比
較手段を有する。また、「設定」画面にてＦＦＴ解析時に使用する窓関数を選択可能であ
る。
【００３０】
　なお、加工開始から５分経過した状態を正常な加工状態であるとして、ＦＦＴ解析後に
リニアスペクトル特性を算出し、平均スペクトル値を取得するようにしたが、加工対象な
どによってこの時間は変更することが可能である。所定時間経過後の安定した状態のデー
タを用いれば良い。
　このように、事前に測定した工具破損ないし工具摩耗時に発生する平均スペクトル値を
基に加工開始所定時間後の平均スペクトル値を正常時の平均スペクトル値として取得し、
事前設定しておいた倍率ｍと正常加工時の平均スペクトルの積（ｈ＝平均スペクトル値×
ｍ）を加工異常検出の閾値ｈとすることで加工異常検出の閾値を自動で設定することがで
き、工具更新時や被削材変更時に閾値を再設定するロスを削減することができる効果が得
られる。
【００３１】
　以上のように、本発明による加工異常検出装置は、加工時に被削材から発生する振動を
加速度センサ１Ａ，１Ｂにより測定し、接続したコンピュータ６に振動データを入力する
入力手段と、当該コンピュータ６により前記振動データの実効値を算出して加工開始のト
リガとする加工開始手段と、振動データから得られる波形をＦＦＴ解析する解析手段と、
前記解析手段によるＦＦＴ解析後にリニアスペクトル特性を算出するスペクトル特性算出
手段と、前記スペクトル特性算出手段により算出したリニアスペクトル特性から工具破損
ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数のスペクトル値を選択し、さらに選択した複数
のスペクトルの平均値である平均スペクトル値を算出する平均スペクトル値算出手段と、
事前に測定した工具破損ないし工具摩耗前の平均スペクトル値から閾値（ｈ＝平均スペク
トル値×ｍ）を自動で設定する閾値設定手段と、前記閾値ｈと前記加工時の平均スペクト
ル値を比較する比較手段と、加工時の平均スペクトル値が閾値ｈを超えた場合に加工異常
信号を出力し加工異常状態であることを表示し、加工時の平均スペクトル値が閾値ｈを超
えなかった場合は正常な加工状態であることを表示する加工異常表示器８からなる表示手
段とを有することを特徴とするので、検出機器に感度の高い加速度センサを用いることで
、小さな負荷変動であっても加工異常を検出でき、異常検出の判定に工具破損ないし工具
摩耗時に発生する複数の周波数スペクトルの平均値を使用することで加工異常の検出精度
が高くなる効果が得られる。また、加工開始時に被削材から発生する振動データの実効値
を加工開始トリガとして使用することで、加工異常検出装置の自動起動ができ、さらに事
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前に測定した工具破損ないし工具摩耗時に発生する平均スペクトル値を基に閾値を自動設
定することで、加工中の平均スペクトルが閾値を超えた場合、ディスプレイやパトライト
（登録商標）で加工異常を表示でき、加工を自動停止できる機能を有するので、工具破損
ないし工具摩耗による不良ワークの発生を未然に防ぐことができる効果が得られる。
【００３２】
　また、本発明による加工異常検出方法は、加工時に被削材から発生する振動を加速度セ
ンサ１Ａ，１Ｂにより測定し、接続したコンピュータ６に振動データを入力するステップ
と、当該コンピュータ６により前記振動データの実効値を算出して加工開始のトリガとす
るステップと、振動データから得られる波形をＦＦＴ解析するステップと、ＦＦＴ解析後
にリニアスペクトル特性を算出するステップと、算出したリニアスペクトル特性から工具
破損ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数のスペクトル値を選択し、さらに選択した
複数のスペクトルの平均値である平均スペクトル値を算出するステップと、事前に測定し
た工具破損ないし工具摩耗前の平均スペクトル値から閾値（ｈ＝平均スペクトル値×ｍ）
を自動で設定するステップと、前記閾値ｈと前記加工時の平均スペクトル値を比較するス
テップとを有し、加工時の平均スペクトル値が閾値ｈを超えた場合に加工異常信号を出力
して加工異常状態であることを表示するとともに、加工時の平均スペクトル値が閾値ｈを
超えなかった場合は正常な加工状態であることを表示するようにしたことを特徴とするの
で、検出機器に感度の高い加速度センサを用いることで、小さな負荷変動であっても加工
異常を検出でき、異常検出の判定に工具破損ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数ス
ペクトルの平均値を使用することで加工異常の検出精度が高くなる効果が得られる。さら
に事前に測定した工具破損ないし工具摩耗時に発生する平均スペクトル値を基に閾値を自
動設定することで、工具破損ないし工具摩耗による不良ワークの発生を未然に防ぐことが
できる効果が得られる。
【００３３】
　本発明に係る実施の形態１によれば、加工時に被削材から発生する振動を測定する加速
度センサ１Ａ，１Ｂにより測定して得られた前記振動データから得られる波形をＦＦＴ解
析する解析手段と、前記解析手段による解析結果からリニアスペクトル特性を算出するス
ペクトル特性算出手段と、前記スペクトル特性算出手段により算出されたリニアスペクト
ル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数についての平均スペクト
ル値を算出する平均スペクトル値算出手段と、前記平均スペクトル値算出手段により得ら
れた前記加工時の前記平均スペクトル値に応じて加工異常状態を検出し加工状態が異常で
あるか正常であるかを加工異常表示器８で表示させる表示手段とを備えたことを特徴とす
る加工異常検出装置を構成したので、加工異常の検出精度を高めることができ、しかも、
加工異常検出の信頼性を向上できるものとすることができる。
【００３４】
　また、本発明に係る実施の形態１によれば、加工時に被削材から発生する振動を加速度
センサ１Ａ，１Ｂにより測定し、前記加速度センサ１Ａ，１Ｂにより得られた振動データ
をコンピュータ６で構成される演算処理装置からなる演算手段に入力する入力手段と、前
記コンピュータ６で構成される演算手段により前記振動データの実効値を算出して加工開
始のトリガとする加工開始手段と、前記振動データから得られる波形をＦＦＴ解析する解
析手段と、前記解析手段によるＦＦＴ解析後にリニアスペクトル特性を算出するスペクト
ル特性算出手段と、前記スペクトル特性算出手段により算出したリニアスペクトル特性か
ら工具破損時ないし工具摩耗時に発生する複数の周波数のスペクトル値を選択し、さらに
選択した複数のスペクトルの平均値である平均スペクトル値を算出する平均スペクトル値
算出手段と、工具破損時ないし工具摩耗時において事前に測定した工具破損ないし工具摩
耗状態の平均スペクトル値を参照して、加工異常と判別するキーとなる倍率ｍが例えば１
．４として予め設定され、通常加工時の平均スペクトル値にこの倍率ｍを乗じた値（平均
スペクトル値×ｍ）を閾値（ｈ＝平均スペクトル値×ｍ）として設定する閾値設定手段と
、前記閾値（平均スペクトル値×ｍ）と前記加工時の平均スペクトル値を比較する比較手
段とを備え、加工異常表示器８からなる表示手段により、加工時の平均スペクトル値が閾



(13) JP 2016-135511 A 2016.7.28

10

20

30

40

値ｈを超えた場合に加工異常信号を出力し加工異常状態であることを表示し、加工時の平
均スペクトル値が閾値ｈを超えなかった場合は正常な加工状態であることを表示すること
を特徴とする加工異常検出装置を構成したので、加工異常の検出精度を高めることができ
、しかも、加工異常検出の信頼性を向上できるとともに、事前に測定した工具破損ないし
工具摩耗時に発生する平均スペクトル値を基に閾値設定手段により閾値を設定することで
、工具破損ないし工具摩耗による不良ワークの発生を未然に防ぐことができるものである
。
【００３５】
　そして、本発明に係る実施の形態１によれば、加工時に被削材から発生する振動を加速
度センサにより測定し演算手段に振動データを入力するステップと、前記演算手段により
前記振動データの実効値を算出して加工開始のトリガとするステップと、振動データから
得られる波形をＦＦＴ解析するステップと、ＦＦＴ解析後にリニアスペクトル特性を算出
するステップと、算出したリニアスペクトル特性から工具破損時ないし工具摩耗時に発生
する複数の周波数のスペクトル値を選択し、さらに選択した複数のスペクトルの平均値で
ある平均スペクトル値を算出するステップと、工具破損時ないし工具摩耗時において事前
に測定した工具破損ないし工具摩耗状態の平均スペクトル値を参照して、加工異常と判別
するキーとなる倍率ｍが例えば１．４として予め設定され、通常加工時の平均スペクトル
値にこの倍率ｍを乗じた値（平均スペクトル値×ｍ）を閾値（ｈ＝平均スペクトル値×ｍ
）として自動で設定するステップと、前記閾値ｈと前記加工時の平均スペクトル値を比較
するステップとを有し、加工時の平均スペクトル値が閾値ｈを超えた場合に加工異常信号
を出力して加工異常状態であることを表示するとともに、加工時の平均スペクトル値が閾
値ｈを超えなかった場合は正常な加工状態であることを表示するようにしたことを特徴と
する加工異常検出方法としたので、加工異常の検出精度を高めることができ、しかも、加
工異常検出の信頼性を向上できるものである。
【００３６】
　さらに、本発明に係る実施の形態１によれば、前項の加工異常検出方法において、事前
に工具破損ないし工具摩耗状態における工具破損するまでの平均スペクトル値を測定し、
工具破損直前などの工具破損ないし工具摩耗状態における平均スペクトル値が正常加工時
の平均スペクトル値に対して何倍の倍率ｍとなるかを設定しておき、加工開始から所定時
間経過して安定した状態の平均スペクトル値を正常加工時の平均スペクトル値として取得
し、事前設定しておいた前記倍率ｍと正常加工時の前記平均スペクトル値の積（平均スペ
クトル値×ｍ）を加工異常検出の閾値（ｈ＝平均スペクトル値×ｍ）としたことを特徴と
する加工異常検出方法としたので、加工異常の検出精度を高めることができ、しかも、加
工異常検出の信頼性を向上できるとともに、前記倍率ｍを事前に取得しておくことにより
加工異常検出の閾値を自動で設定できるものである。
【００３７】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変更、省略すること
が可能である。
【符号の説明】
【００３８】
１Ａ，１Ｂ 　加速度センサ 、２Ａ，２Ｂ　加速度センサ用のアンプ、３　電源、
４　無停電電源装置、５　タッチパネルディスプレイ、６　コンピュータ（演算処理装置
）、７　キーボード、マウス（入力機器）、８　加工異常表示器、
９　加工機のハウジング（加工異常検出部）、１０　制御ボックス（加工異常判定部）、
１１　ディスクカッター（切削工具）、１２　軸受ハウジング、１３　マグネットマウン
ト、１４　加速度センサ取付冶具、
Ｈ：逃げ面の破損高さ、Ｗ：破損部の幅、ｔ：すくい面の破損深さ。



(14) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図１】

【図２】

【図３】

【図４（ａ）】 【図４（ｂ）】



(15) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図４（ｃ）】 【図４（ｄ）】

【図４（ｅ）】 【図４（ｆ）】



(16) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図４（ｇ）】 【図４（ｈ）】

【図４（ｉ）】 【図４（ｊ）】



(17) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図４（ｋ）】 【図４（ｌ）】

【図４（ｍ）】 【図５】



(18) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(19) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】



(20) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(21) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(22) JP 2016-135511 A 2016.7.28

【図２７】 【図２８（ａ）】

【図２８（ｂ）】



(23) JP 2016-135511 A 2016.7.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  竺原　利明
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  長谷川　正彦
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  秋山　喬
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  林　智行
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
Ｆターム(参考) 3C029 CC01  DD14  FF05 
　　　　 　　  3C269 AB01  BB11  MN09  MN26  PP02  QD02  QD03  QE01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

