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[囚 I] (57) Abstract In a machine tool and a working method,
a column base (12) is supported so that it can eely
mo e on a bed ( 11) m a orizontal direction A column
(13) is erected on the column base (12), and a saddle

タ
(14) is supported by a side of the column (13) so that it
can freely move in a vertical direction A ram stock (15)
is supported by the saddle (14) so that it can freely move
in the horizontal direction A main axis (16) is supported
by the ram stock (15) so that it can be driven and rotat
ed A damper (21) is arranged in the ram stock (15), an
O ring (22) is disposed between the ram stock (15) and
the damper (21) and the O ring (22) can be deformed by
a crushing member (23) An NC device (24) can adjust a
deformation degree of the O ring (22) by the crushing
member (23) in accordance with mass of an attachment
(17) Thus, vibration of a machine tool can effectively
be attenuated by changing the number of peculiar vibra
tions in accordance with conversion and movement of
the attachment

(57) エ作機械及び加エ方法にお て、
べツ ド （ ）上24 NC DEVICE 1 1 にコ うムべ一ス （1 2 ） を
水平方向35 OIL PRESSURE SOURCE に移動自在に支持 し、コ ラムべ一ス
（ ）

AA WORK DATA 1 2 上にコ うム （1 3 ） を立設 し コ ラ
ム （1 3 ）の側面にサ ドル （1 4 ） を 直方
向に移動自在に支持 し、サ ドル （1 4 ） にう

ムス トツク ( 1 5 ) を水平方向に移動自在に支持 し、ラムス トツク （1 5 ） に主軸 （1 6 ） を駆動回転
可能に支持 して構成 し、ラムス トツク ( 1 5 ) にダンパ （2 1 ） を設 げ、うムス トツク （1 5 ） とダン
パ ( 2 1 ) との間にO 1Jング ( 2 2 ) を設 げ、このO リング （2 2 ） を押 しつぶ し部材 （2 3 ）によ り
変形可能とし、N C装置 ( 2 4 ) は、アタ ツチ メ ン ト （1 7 ）の質量に応 じて押 しつぶ し部材 （2 3 ）
による O リング ( 2 2 ) の変形度合 を調整可能とすることで、アタ ツチ メ ン トの交換や移動に応 じて固
有振動数を変化させることでエ具の振動を効果的に減 。 とす



明 細 苫

工作機械及び加工方法

技術分野

０００1 本発明は、例えば、横中ぐりフライスなどの工作機械に関し、特に、主軸を有する移

動体に発生する振動を抑制する振動減衰機構を有する工作機械及び加工方法に

関するものである。

背景技術

０００2 例えば、横中ぐりフライスにおいて、ベッドにはコラムベースがこのべッドの長手方

向に沿って移動自在に支持されており、このコラムベースにはコラムが鉛直方向に沿

って設置されている。そして、このコラムにはザドルが鉛直方向に沿って移動自在に

支持されており、このザドルにはラムストックがコラムベースの移動方向と直交する水

平方向に沿って移動自在に支持されている。また、ラムストックには、主軸が駆動回

伝可能に支持されており、この主軸の先端部に工具が装着可能となっている。

０００3 従って、主軸の先端部に所定の工具を装着する一方、テーブルの側方に被加工

物を保持し、この状態で主軸を駆動回伝し、コラムベースを水平移動すると共にザド

ルを鉛直移動し、且つ、ラムストックを水平移動することで、工具により被加工物に対

して所定の加工が行われる。

０００4 ところで、横中ぐりフライスなどの工作機械では、ラムストックなどが鋳造により製作さ

れたものであることから、バネ定数と質呈によって決まる固有振動数を有している。そ

のため、主軸が回伝すると、この固有振動数に応じて特定の回伝数で共振が生じ、

また、工具による切削力が発生すると、主軸の振動が大きくなる。主軸の振動が大き

くなると、主軸に装若される工具先端の振れが大きくなり、加工精度が低下してしまぅ

０００5 そこで、主軸の振動を低減するものとして、下記特許文献 、2に記載されたものが

ある。この特許文献 に記載された工作機械では、第一ザドルの四角枠体及び第二

ザドルの四角枠体内や水平誘導枠内に適宜コンクリートを密封充填して制振構造体

となし、主軸ヘッド等の振動を抑制して高精度の加工を可能としている。また、この特



井文献2に記載された主軸の支持構造ては、マシニンクセンタの主軸を、工具を装

着する先端部側を2つの軸受けにょって剛に支持し、終端部側をタンパ部を有した

つの軸受けにょり支持することて、特に工具を装着する先端部側ての振動を有効に

抑制している。

０００6 特井文献1 特詐第3256879号公報

特井文献2 特開2００4 5０563号公報

発明の開示

発明が解決しようとする裸題

０００7 上述した特井文献 に記載された工作機械ては、各構成部材の内部にコンクリート

を密封充填して制振構造体としているため、装置の重呈か増加して移動させるため

に大きな駆動力か必要となり、装置か大型化、高コスト化してしまぅ。

０００8 また、上述した横中くりフライスなとの工作機械ては、ラムストノクに主軸を回伝自

在に支持し、この主軸に工具を装着していたか、このょぅな構成ては多面加工や5軸

加工等の複雑な加工には不向きてあるため、ラムストノクにアタノチメントを介してエ

具を装着する構成とし、複雑な形状の加工を可能としている。そのため、アタノチメン

トの重呈や移動位置に応して固有振動数か変化する。すると、上述した特井文献2

に記載された主軸の支持構造のょぅに、マシニンクセンタの主軸をタンパー部を有

する軸受けにょり支持しても、アタノチメントを交換して重呈か変わったり、ラムストノク

か移動してアタノチメントの位置か変わることて、固有振動数か変化すると、タンパー

部にょり振動を抑制することか困難となる。

０００9 本発明は上述した探題を解決するものてあり、アタノチメントの交換や移動に応して

固有振動数を変ィヒさせることて工具の振動を効果的に減衰可能とする工作機械及

ひ加工方怯を提供することを目的とする。

裸題を解決するための手段

００1０ 上記の目的を達成するための請大項 の発明の工作機械は、工作機械本体と、咳

工作機械本体に対して移動自在に支持される移動体と、核移動体に駆動回伝可能

に支持される主軸と、前記移動体の先端部に着脱可能なアタノチメントとを有するエ

作機械てあって、前記移動体に設けられる振動減衰部と、前記移動体と前記振動減



哀部との間に設けられる弾性体と、該弾性体を変形させる変形手段と、前記アタッチ

メントの質呈または移動位置に応じて前記変形手段により前記弾性体の変形度合を

調整する変形度合調整手段と、を備えることを特徴とするものである。

００11 請求項2の発明の工作機械では、前記工作機械本体に対して鉛直方向に沿って

鉛直移動体が移動自在に支持され、該鉛直移動体に水平方向に沿って水平移動体

が移動自在に支持され、前記水平移動体の先端部に前記アタッチメントが着脱可能

であり、前記変形度合調整手段は、前記アタッチメントの質最または前記水平移動体

による前記アタッチメントの移動位置に応じて前記変形手段により前記弾性体の変形

度合を調整することを特徴としている。

００12 請求項3の発明の工作機械では、前記水平移動体の内部に前記弾性体を介して

前記振動減衰部としてリング形状をなすダンパが支持されると共に、前記水平移動

体の内部に前記変形手段として前記弾性体を押しつぶして変形させる押しつぶし部

材が設けられ、前記変形度合調整手段は、前記押しつぶし部材により前記弾性体を

押しつぶして変形度合を調整することで、前記ダンパの固有振動数を調整することを

特徴としている。

００13 請求項4の発明の工作機械では、前記弾性体は、前記ダンパに接触するよぅに保

持された リングであり、前記押しつぶし部材は前記 リングを押しつぶすことで、前

記ダンパの固有振動数を調整することを特徴としている。

００14 請求項5の発明の工作機械では、前記移動体の振動を検出する振動検出手段が

設けられ、前記変形度合調整手段は、前記振動検出手段の検出結果に応じて前記

変形手段により前記弾性体の変形度合を調整することを特徴としている。

００15 請求項6の発明の加工方法では、工作機械本体と、該工作機械本体に対して移動

自在に支持される移動体と、該移動体に駆動回伝可能に支持される主軸と、前記移

動体の先端部に着脱可能なアタッチメントとを有する工作機械において、前記移動

体と振動減衰部との間に弾性体を設け、該弾性体を変形手段により変形可能とし、

前記アタッチメントの質呈または前記アタッチメントの移動位置に応じて前記変形手

段により前記弾性体の変形度合を調整しながら、前記アタッチメントに装若されたエ

具により加工を行ぅことを特徴とするものである。



発明の効果

００16 請求項 の発明の工作機械によれば、移動体に設けられる振動減衰部と、移動体

と振動減衰部との間に設けられる弾性体と、弾性体を変形させる変形手段と、アタッ

チメントの質呈または移動位置に応じて変形手段により弾性体の変形度合を調整す

る変形度合調整手段とを設けるので、変形度合調整手段は、アタッチメントを交換し

て質呈が変化したり、アタッチメントが移動してその位置が変化すると、変形手段によ

り弾性体の変形度合を調整することで、振動減衰部の固有振動数が移動体と同調し

、両者の共振現象により振動を減衰し、工具の振動を効果的に減衰することで加工

精度を向上することができる。

００17 請求項2の発明の工作機械によれば、工作機械本体に対して鉛直方向に沿って鉛

直移動体を移動自在に支持し、鉛直移動体に水平方向に沿って水平移動体を移動

自在に支持し、水平移動体の先端部にアタッチメントを着脱可能とし、変形度合調整

手段は、アタッチメントの質呈または水平移動体によるアタッチメントの移動位置に応

じて変形手段により弾性体の変形度合を調整するので、工作機械本体に対して、鉛

直移動体が鉛直方向に移動したり、水平移動体が水平方向に移動するとき、アタッ

チメントも同方向に移動することとなり、このとき、変形度合調整手段は、アタッチメント

の移動位置に応じて変形手段により弾性体の変形度合を調整することで、振動減衰

部の固有振動数を移動体と同調させ、共振現象により振動を減衰することができる。

００18 請求項3の発明の工作機械によれば、水平移動体の内部に弾性体を介して振動

減衰部としてリング形状をなすダンパを支持すると共に、水平移動体の内部に変形

手段として弾性体を押しつぶして変形させる押しつぶし部材を設け、変形度合調整

手段は、押しつぶし部材により弾性体を押しつぶして変形度合を調整することで、ダ

ンパの固有振動数を調整するので、水平移動体の内部に弾性体、ダンパ、押しつぶ

し部材を設けることで、装置の大型化を抑制することができる。

００19 請求項4の発明の工作機械によれば、弾性体をダンパに接触するよぅに保持された

リングとし、押しつぶし部材が リングを押しつぶすことで、ダンパの固有振動数を

調整するので、簡単な構成でダンパの固有振動数を調整することができ、構造の簡

素化及び紙コスト化を可能とすることができる。



００2０ 請求項5の発明の工作機械によれば、移動体の振動を検出する振動検出手段を

設け、変形度合調整手段は、振動検出手段の検出結果に応じて変形手段により弾

性体の変形度合を調整するので、事前に、アタッチメントの質呈または移動位置に応

じた弾性体の変形度合を把握する必要はなく、変形度合調整手段は、オンライン状

態で振動検出手段の検出結果に応じて変形手段により弾性体の変形度合を調整す

ることとなり、工具の振動を効果的に減衰することができる。

００2 1 請求項6の発明の加工方法によれば、移動体と振動減衰部との間に弾性体を設け

、弾性体を変形手段により変形可能とし、アタッチメントの質呈またはアタッチメントの

移動位置に応じて変形手段により弾性体の変形度合を調整しながら、アタッチメント

に装若された工具により加工を行ぅよぅにするので、アタッチメントを交換して質呈が

変化したり、アタッチメントが移動してその位置が変化すると、変形手段により弾性体

の変形度合を調整することで、振動減衰部の固有振動数が移動体と同調し、両者の

共振現象により振動を減衰し、工具の振動を効果的に減衰することで加工精度を向

上することができる。

図面の簡単な説明

００22 図 図 は、本発明の実施例 に係る工作機械としての横中ぐりフライスにおける概

略構成図である。

図2 図2は、実施例 の横中ぐりフライスにおけるダンパ装着部を現す断面図である

図3 図3は、図2の11 断面図である。

図4 図4は、実施例 の横中ぐりフライスを表す概略図である。

図5 図5は、 リング押しつぶし呈に対するばね定数を表すグラフである。

図6 図6は、 リング押しつぶし呈に対する可動質呈系の固有振動数を表すグラフ

である。

図7 図7は、周波数に対するコンプライアンスを表すグラフである。

図8 図8は、本発明の実施例2に係る工作機械としての横中ぐりフライスにおける概

略構成図である。

図9 図9は、本発明の実施例3に係る工作機械としての横中ぐりフライスにおける概



略構成図てある。

図 1 ０図 ０は、実施例 3 の横中くりフライスの作動状態を表す概略図てある。

図 1 1 図 は、本発明の実施例 4 に係る工作機械としての横中くりフライスにおける

概略構成図てある。

図 1 2 図 2 は、周波数に対する振動の振幅を表すクラフてある。

符号の説明

００2 3 ヘノト

2 コラムヘ一ス

3 コラム

4 ザトル ( 鉛直移動体 )

5 ラムストノク ( 水平移動体 )

6 主軸

7 アタノチメント

2 4 タンパ ( 振動減衰部 )

2 2 42 リンク ( 坤性体 )

2 3 43 押しつふし部材 ( 変形手段 )

2 4 C 装置 ( 変形度合調整手段 )

発明を実施するための最良の形態

００2 4 以下に添付図面を参照して、本発明に係る工作機械及ひ加工方怯の好適な実施

例を祥細に説明する。なお、この実施例により本発明か限定されるものてはない。

実施例 1

００2 5 図 は、本発明の実施例 に係る工作機械としての横中くりフライスにおける概略構

成図、図2 は、実施例 の横中くりフライスにおけるタンパ装着部を現す断面図、図3

は、図2 の1 1
11断面図、図4 は、実施例 の横中くりフライスを表す概略図、図5 は、

リンク押しつふし呈に対するはね定数を表すクラフ、図6 は、 リンク押しつふし呈

に対する可動質呈系の固有振動数を表すクラフ、図7 は、周波数に対するコンプライ

アンスを表すクラフてある。

００2 6 実施例 ては、工作機械として、横中くりフライスを適用して説明する。実施例 の



横中ぐりフライスにおいて、図4に示すように、所定の位置に設置されるべッド は、

その上面に一対のガイドレール aが形成されており、コラムベース 2がこのガイド

レール aによりべッド の長手方向に沿って移動自在に支持されている。コラムベ

ース 2は、上面に箱型形状をなすコラム (工作機械本体 ) 3が鉛直方向に沿って配

置されている。そして、このコラム 3は、その側面に一対のガイドレール 3aが形成さ

れており、ザドル (鉛直移動体 ) 4がこのガイドレール 3aにより鉛直方向に沿って移

動自在に支持されている。ザドル 4は、その側面に一対のガイドレール 4aが形成

されており、ラムストック (水平移動体 ) 5がこのガイドレール 4aによりコラムベース

2の移動方向と直交する水平方向に沿って移動自在に支持されている。

００27 このラムストック 5には、ラムストック 5の移動方向と平行をなす方向に沿って主軸

6が貫通し、図示しない軸受により回転 自在に支持されると共に、このラムストック 5

に内蔵された駆動モータにより駆動回転可能となっている。そして、この主軸 6は、

端部がラムストック 5から外方に突出しており、図示しない工具が装着可能となって

いる。また、ラムストック 5の先端部には、図 に示すように、アタッチメント 7が装若

可能となっており、このアタッチメント 7の駆動軸 8に図示しない工具が装着可能と

なっている。この場合、アタッチメント 7は、ラムストック 5に着脱 自在であり、被加工

物に対する加工に応じて交換可能となっている。

００28 なお、図示しないが、コラムベース 2、ザドル 4、ラムストック 5は、図示しない駆

動装置により移動可能となっている。

００29 従って、主軸 6の先端部に所定の工具を装着する一方、ベッド の側方に被加

工物を保持し、この状態で、主軸 6を駆動回転し、コラムベース 2を水平移動する

と共にザドル 4を鉛直移動し、且つ、ラムストック 5を水平移動することで、工具によ

り被加工物に対して所定の加工を行うことができる。

００3０ また、図 乃至図3に示すように、ラムストック 5は、中空形状をなし、内部に振動減

衰部としてリング形状をなすダンパ2 が支持されると共に、ラムストック 5とダンパ2

との間にこのダンパ2 に接触するように弾性体としての リング22が設けられている

。また、ラムストック 5 、内部にこの リング22を変形させる変形手段として、この

リング22を押しつぶして変形させる押しつぶしき日材23が設けられている。そして、ア



タッチメント 7の質呈に応じて押しつぶし部材23により リング22の変形度合、つま

り、押しつぶし呈を調整する変形度合調整手段として C装置24が設けられている。

この場合、押しつぶし部材23により リング22を押しつぶして変形度合を調整するこ

とで、ダンパ2 の固有振動数を調整する。

００3 1 即ち、ラムストック 5にて、ハウジング3 におけるアタッチメント 7が装若された側

の近傍に位置して、その内面に周方向に所定間隔をもって円筒形状をなすシリンダ

32が固定されており、この各シリンダ32内にはピストン形状をなす押しつぶし部材23

がラムストック 5の径方向に沿って移動自在に支持されている。そして、この各押し

つぶし部材23の先端部により リング22を介してダンパ2 が支持されている。この

場合、 リング22は、押しつぶし部材23とダンパ2 との間に、ラムストック 5の軸方

向 (長手方向) に複数 (本実施例では、2個 )介装されている。

００32 また、ラムストック 5の内部には、ハウジング3 と各シリンダ32と各押しつぶし部材

23とにより区画された複数の圧力室33が区画されており、ハウジング3 には、外部

からこの各圧力室33に速通する速通孔34がそれぞれ形成されている。そして、仙圧

源35の連結された仙圧配管36の端部がこの各速通孔34に連結されており、仙圧配

管36に流呈調整弁37が装若されている。

００33 従って、流呈調整弁37を開放してその開度を調整すると、仙圧源35の仙圧が仙圧

配管36を通して各速通孔34から各圧力室33に供給され、各押しつぶし部材23が

前進して リング22を押しつぶすことでその形状が変形し、この リング22のばね定

数が変化し、ダンパ2 の固有振動数を調整することができる。なお、図示しないが、

圧力室33には図示しない流呈調整弁を有する排出配管が連結されており、この流

呈調整弁を開放して開度を調整することで、圧力室33の仙圧が排出され、各押しつ

ぶし部材23が後退して リング22の押しつぶし呈が減ることでその形状が変形し、

リング22のばね定数が変化し、ダンパ2 の固有振動数を調整することができる。

００34 C (Nume ca Con o mach n ng)装置24は、予め設定された Cフ㌧グラムデー

タ (加工データ) に某づいて、コラムベース 2、ザドル 4、ラムストック 5、主軸 6な

どを数値制御可能である。即ち、 C装置24は、 Cプログラムデータに某づいて駆

動装置を駆動制御することで、ラムストック 5の移動を制御可能となっている。また、



装置24は、 プログラムデータ (加工データ) に某づいて、図示しない自動工

具交換装置を駆動制御することで、加工に必要なアタッチメント 7を選定してラムスト

ック F に装着することができる。

「00 そして、 装置 は、ラムストック に装若されたアタッチメント 7の質呈に応じ

て、流呈調整弁 の開度を調整し、各圧力室 に供給される仙圧を制御することで

、各押しつぶし部材 3 による リング の押しつぶし呈を調整し、その変形度合を調

整してダンパ の固有振動数を調整することができる。

「00 6 アタッチメント17が装若されたラムストック 側の質呈を 、ダンパ2 側の質呈を

とすると、両者の質呈比 は は、下記数式 ( ) により求めることができる。

数 1

m
片 二 ( )

００37 そして、

とすると、固有振動数白 は、下記数式 (2) により求めることができる。

数2

虻臼 二 ， (2)二 主振動系の固有振動楼

００38 一方、ダンパ2 及び リング22側 (動吸振器) のばね定数を とすると、固有振動

数 O は、下記数式 (3) により求めることができる。

数3

。， ， (3)

００39 従って、主振動系と動吸振器との最適な振動数比は、下記数式 (4) により求めるこ

とができる。

数4

の
(4)

㏄。 1十 レ

００4０ 即ち、ラムストック 5に装若されたアタッチメント 7の質最が変化すると、数式 ( ) の



ばね定数 が変ィヒするため、それに応じて数式 (3) にある リング22のばね定数 を

調整することで、上記数式 (4)を成り立たせればよい。つまり、 C装置24は、アタッ

チメント 7の質呈変ィヒに応じた リング22の押しつぶし呈のマップに基づいて制御

すればよい。

００4 1 図5に示すように、 リング22の押しつぶし呈が増加すると、 リング22のばね定数

が増加するように変ィヒすることから、図6に示すように、 リング22の押しつぶし呈が

増加すると、ダンパ2 の固有振動数が増加するように変ィヒする。そのため、ラムストッ

ク 5に装若されたアタッチメント 7の質呈が変ィヒすると、ばね定数 が変ィヒして固有

振動数白 が変化するため、それに応じて、 リング22の押しつぶし呈を変動してば

ね定数 を調整し、ダンパ2 の固有振動数 の を調整することで、ラムストック 5側の

振動が効率良く減衰されることとなる。

００42 従って、 C装置24は、入力された Cプログラムデータ (加工データ) に基づいて

、アタッチメント 7の質呈がわかるため、このアタッチメント 7の質量に応じて、流呈

調整弁3 7の明度を調整し、各圧力室33に所定の仙圧を供給 (または排出)すること

で、各押しつぶし部材23が前進 (または後退 ) して リング22の押しつぶし呈が変動

することでその形状が変形し、 リング22のばね定数が変ィヒしてダンパ2 の固有振

動数が調整される。

００43 そのため、従来のように、ラムストック 5にダンパ2 が装若されていない横中ぐりフ

ライスにより加工を行うと、図7の実線に示すように、例えば、周波数 のときにコンプ

ライアンス ( )が大きくなり、大きな振動が発生する。アタッチメント 7が交換され

て周波数 に移行しても大きなコンプライアンスが発生することとなる。一方、実施例

のように、ラムストック 5にダンパ2 が装若された横中ぐりフライスにより加工を行うと

、図7の点線に示すように、例えば、周波数 のときにコンプライアンスが 、さくなり、

アタッチメント 7が交換されて周波数 に移行してもコンプライアンスが適正に低減さ

れることとなる。

００44 このように実施例 の横中ぐりフライス及びその加工方法にあっては、ベッド 上に

コラムベース 2を水平方向に移動自在に支持し、コラムベース 2上にコラム 3を立

設し、コラム 3の側面にザドル 4を鉛直方向に移動自在に支持し、ザドル 4にラム



ストック 5を水平方向に移動自在に支持し、ラムストック 5に主軸 6を駆動回転回

能に支持して構成し、ラムストック 5に振動減衰部としてダンパ2 を設け、ラムストッ

ク 5とダンパ2 との間に弾性体として リング22を設け、この リング22を変形手段

としての押しつぶし部材23により変形可能とし、変形度合調整手段としての C装置

24は、アタッチメント 7の質量に応じて押しつぶし部材23による リング22の変形度

合を調整可能としている。

００45 従って、 C装置24は、アタッチメント 7を交換して質呈が変化すると、このアタッ

チメント 7の質量に応じて、流呈調整弁3 7の明度を調整し、各圧力室3 3に所定の

油圧を供給 (または排出)することで、各押しつぶし部材23が移動して リング22の

押しつぶし呈が変動することでその形状が変形し、 リング22のばね定数が変化して

ダンパ2 の固有振動数が調整される。そのため、ダンパ2 の固有振動数がラムスト

ック 5の固有振動数と同調し、両者の共振現象によりラムストック 5の振動を減衰し

、工具の振動を効果的に減衰することで加工精度を向上することができる。

００46 また、実施例 の横中ぐりフライスでは、単，性体として リング22を用い、この リン

グ22をダンパ2 に接触するように保持し、押しつぶし部材23が リング22を押しつ

ぶすことで、ダンパ2 の固有振動数を調整可能としている。従って、簡単な構成でダ

ンパ2 の固有振動数を容易に調整することができ、構造の簡素化及び紙コストィヒを

可能とすることができる。

実施例 2

００47 図8は、本発明の実施例2に係る工作機械としての横中ぐりフライスにおける概略構

成図である。なお、本実施例の工作機械における全体構成は、上述した実施例 と

ほぼ同様であり、図4を用いて説明すると共に、この実施例で説明したものと同様の

機能を有する部材には同一の符号を付して重複する説明は省略する。

００48 実施例2の横中ぐりフライスにおいて、図 及び図8に示すように、ラムストック 5は、

内部に振動減衰部としてリング形状をなすダンパ4 が支持されると共に、ラムストック

5とダンパ4 との間にこのダンパ4 に接触するように弾性体としての リング4 2が

設けられている。また、ラムストック 5は、内部にこの リング4 2を変形させる変形手

段として、この リング4 2を押しつぶして変形させるリング形状をなす押しつぶし部材



4 3が設けられている。そして、アタッチメント 7の質呈に応じて押しつぶし部材4 3に

より リング4 2の変形度合、つまり、押しつぶし最を調整する変形度合調整手段とし

て C装置が設けられている。この場合、押しつぶし部材4 3により リング4 2を押し

つぶして変形度合を調整することで、ダンパ4 の固有振動数を調整する。

００49 即ち、ラムストック 5にて、ハウジング3 におけるアタッチメント 7が装若された側

の近傍に位置して、その内面に周方向に所定間隔をもって円筒形状をなす一対の

取付リング5 が配置されており、この取付リング5 に隣接してダンパ4 が配置され

ており、このダンパ4 に隣接して押しつぶし部材4 3が配置されている。この取付リン

グ5 はハウジング3 に固定され、押しつぶし部材4 3は、ハウジング3 の内面に付

設されたレール52によりラムストック 5の軸方向 (長手方向) に沿って移動自在となっ
ている。そして、取付リング5 とダンパ4 の間、このダンパ4 と押しつぶし部材4 3の

間に、 リング4 2が介装されている。

００5０ また、ハウジング3 の内周面には、押しつぶし部材4 3に対向して支持リング53が

固定されており、押しつぶし部材4 3と支持リング53との間には、互いに嵌合する枠

体からなる伸縮部材 54が設けられており、内部に圧力室5 5が区画され、ハウジング

3 及び支持リング53には、外部からこの圧力室5 5に速通する速通孔56が形成され

ている。そして、図示しない油圧源の連結された油圧配管の端部がこの各速通孔56

に連結されており、油圧配管に流呈調整弁が装若されている。

００5 1 従って、流呈調整弁の開度を調整すると、油圧源の油圧が油圧配管を通して速通

? 56から圧力室5 5に供給され、伸縮部材が伸縮して押しつぶし部材4 3が移動し、

リング4 2を押しつぶすことでその形状が変形し、この リング4 2のばね定数が変化

し、ダンパ4 の固有振動数を調整することができる。この場合、 C装置は、ラムスト

ック 5に装若されたアタッチメント 7の質呈に応じて、流呈調整弁の開度を調整し、

圧力室5 5に供給される油圧を制御することで、押しつぶし部材4 3による リング4 2

の押しつぶし呈を調整し、その変形度合を調整してダンパ4 の固有振動数を調整

することができる。

００5 2 ラムストック 5に装若されたアタッチメント 7の質呈が変化すると、ばね定数が変化

して固有振動数が変化するため、それに応じて、 リング4 2の押しつぶし呈を変動し



てばね定数を調整し、ダンパ4 の固有振動数 の を調整することで、ラムストック 5

側の振動が効率良く減衰されることとなる。

００5 3 このように実施例2の横中ぐりフライス及びその加工方法にあっては、リング形状を

なす取付リング5 とダンパ4 と押しつぶし部材4 3を並設し、その間に リング4 2を

設け、この リング4 2を押しつぶし部材4 3により変形可能とし、 C装置がアタッチメ

ント 7の質呈に応じて押しつぶし部材4 3による リング4 2の変形度合を調整可能と

している。

００54 従って、 C装置は、アタッチメント 7を交換して質呈が変ィヒすると、このアタッチメ

ント 7の質呈に応じて、油圧により押しつぶし部材4 3を移動して リング4 2の押しつ

ぶし呈を変動させることでその形状が変形し、 リング4 2のばね定数が変ィヒしてダン

パ4 の固有振動数が調整される。そのため、ダンパ4 の固有振動数がラムストック

5の固有振動数と同調し、両者の共振現象によりラムストック 5の振動を減衰し、エ

具の振動を効果的に減衰することで加工精度を向上することができる。

００5 5 また、実施例2の横中ぐりフライスでは、単，性体として リング4 2を用い、この リン

グ4 2をダンパ4 に接触するように保持し、押しつぶし部材4 3が リング4 2全体を押

しつぶすことで変形させ、ダンパ4 の固有振動数を調整可能としている。従って、簡

単な構成でダンパ4 の固有振動数を大きな領城で調整することができ、構造の簡素

ィヒ及び低コストィヒを可能とすることができる。

実施例 3

００56 図9は、本発明の実施例3に係る工作機械としての横中ぐりフライスにおける概略構

成図、図 ０は、実施例3の横中ぐりフライスにおける作動状態を表す概略図である。

なお、前述した実施例で説明したものと同様の機能を有する部材には同一の符号を

付して重複する説明は省略する。

００5 7 実施例3の横中ぐりフライスにおいて、図9に示すように、ラムストック 5は、内部に

ダンパ2 が支持されると共に、ラムストック 5とダンパ2 との間にこのダンパ2 に接

触するように リング22が設けられている。また、ラムストック 5は、内部にこの リン

グ22を押しつぶして変形させる押しつぶし部材23が設けられている。そして、アタッ

チメント 7の移動位置に応じて押しつぶし部材23により リング22の変形度合、つま



り、押しつぶし呈を調整する C装置24が設けられている。この場合、押しつぶし部

材23により リング22を押しつぶして変形度合を調整することで、ダンパ2 の固有

振動数を調整する。

００58 従って、流呈調整弁3 7を開放してその開度を調整すると、油圧源3 5の油圧が油圧

配管36を通して各速通孔34から各圧力室33に供給され、各押しつぶし部材23が

前進して リング22を押しつぶすことでその形状が変形し、この リング22のばね定

数が変化し、ダンパ2 の固有振動数を調整することができる。

００59 この場合、 C装置24は、ザドル 5に対するラムストック (アタッチメント 7)の突

き出し呈 (移動位置) に応じて、流呈調整弁3 7の開度を調整し、各圧力室33に供給

される油圧を制御することで、各押しつぶし部材23による リング22の押しつぶし呈

を調整し、その変形度合を調整してダンパ2 の固有振動数を調整することができる。

なお、 C装置24は、入力される加工データによりラムストック 5 (アタッチメント 7)

の突き出し呈 (移動位置)を把握することができる。

００6０ 即ち、図 ０に示すよぅに、ラムストック 5が前進することで、ザドル 4に対する突き

出し呈が変化すると、ザドル 4に対するラムストック 5の慣性モ一メントが変化するた

め、それに応じて固有振動が変化する。このとき、押しつぶし部材23による リング2

2の変形度合を変えて リング22のばね定数 を調整すると、ダンパ2 の固有振動

数が調整されるため、ラムストック 5側の振動が効率良く減衰される。 C装置24は

、ラムストック (アタッチメント 7) に移動位置に応じた リング22の押しつぶし呈の

マップに某づいて制御すればよい。

００6 1 このよぅに実施例3の横中ぐりフライス及びその加工方法にあっては、ラムストック 5

に振動減衰部としてダンパ2 を設け、ラムストック 5とダンパ2 との間に弾性体とし

て リング22を設け、この リング22を変形手段としての押しつぶし部材23により変

形可能とし、変形度合調整手段としての C装置24は、アタッチメント 7の移動位置

に応じて押しつぶし部材23による リング22の変形度合を調整可能としている。

００62 従って、 C装置24は、アタッチメント 7が装若されたラムストック 5の移動位置が

変化すると、この移動位置に応じて、流呈調整弁3 7の開度を調整し、各圧力室33に

所定の油圧を供給 (または排出)することで、各押しつぶし部材23が移動して リン



グ22の押しつぶし呈が変動することでその形状が変形し、 リング22のばね定数が

変化してダンパ2 の固有振動数が調整される。そのため、ダンパ2 の固有振動数

がラムストック 5の固有振動数と同調し、両者の共振現象によりラムストック 5の振動

を減衰し、工具の振動を効果的に減衰することで加工精度を向上することができる。

実施例 4

００63 図 は、本発明の実施例4に係る工作機械としての横中ぐりフライスにおける概略

構成図、図 2は、周波数に対する振動の振幅を表すグラフである。なお、前述した

実施例で説明したものと同様の機能を有する部材には同一の符号を付して重複する

説明は省略する。

００64 実施例4の横中ぐりフライスにおいて、図 に示すよぅに、ラムストック 5は、内部に

ダンパ2 が支持されると共に、ラムストック 5とダンパ2 との間にこのダンパ2 に接

触するよぅに リング22が設けられている。また、ラムストック 5は、内部にこの リン

グ22を押しつぶして変形させる押しつぶし部材23が設けられている。そして、アタッ

チメント 7の質呈や移動位置に応じて押しつぶし部材23により リング22の変形度

合、つまり、押しつぶし呈を調整する C装置24が設けられている。この場合、押しつ

ぶし部材23により リング22を押しつぶして変形度合を調整することで、ダンパ2 の

固有振動数を調整する。

００65 従って、流呈調整弁3 7を開放してその開度を調整すると、油圧源3 5の油圧が油圧

配管36を通して各速通孔34から各圧力室33に供給され、各押しつぶし部材23が

前進して リング22を押しつぶすことでその形状が変形し、この リング22のばね定

数が変化し、ダンパ2 の固有振動数を調整することができる。

００66 この場合、ラムストック 5には、振動検出手段としての加速度センザ6 が設けられ

、この加速度センザ6 の検出結果が振動検出器6 2に送られ、この振動検出器6 2は

、ラムストック 5の振動の振幅を算出して判定装置6 3に送り、この判定装置6 3は、こ

の振動の振幅が良好な範囲内であるかどぅかを判定する。ここで、ラムストック 5の振

動の振幅が良好な範囲内でないと判定されたら、 C装置24は、ラムストック 5の振

動の振幅が良好な範囲内となるよぅに流呈調整弁3 7の開度を調整し、各圧力室33

に供給される油圧を制御することで、各押しつぶし部材23による リング22の押しつ



ぶし呈を調整し、その変形度合を調整してダンパ2 の固有振動数を調整する。

００67 従って、振動検出器6 2は、加速度センザ6 の検出結果に基づいてラムストック 5

の振動の振幅を算出し、判定装置6 3は、この振動の振幅が良好な範囲内であるか

どうかを判定し、 C装置24に送信しており、この C装置24は、ラムストック 5の振

動の振幅が良好な範囲内でないと判定されたら、油圧により押しつぶし部材23を移

動して リング22の押しつぶし呈を変動させることでその形状を変形させ、 リング2

2はばね定数が変化してダンパ2 の固有振動数が調整される。そのため、ダンパ2

の固有振動数がラムストック 5の固有振動数と同調し、両者の共振現象によりラムス

トック 5の振動を減衰し、工具の振動を効果的に減衰することで加工精度を向上す

ることができる。

００68 そのため、実施例4のように、ラムストック 5にダンパ2 が装若された横中ぐりフライ

スにより加工を行うと、図 2に示すように、例えば、周波数 のときに振動の振幅が減

衰された状態から、アタッチメント 7が交換されたり、ラムストック 5が移動して周波

数 に移行しても振動の振幅が適正に減衰されることとなる。

００69 このように実施例4の横中ぐりフライス及びその加工方法にあっては、ラムストック 5

に振動検出手段としての加速度センザ6 を設け、 C装置24は、ラムストック 5の振

動の振幅が良好な範囲内となるように押しつぶし部材23による リング22の押しつ

ぶし呈を調整し、その変形度合を調整可能としている。

００7０ 従って、横中ぐりフライスによる下降中に、ラムストック 5に振動が発生した場合、

C装置24は、流呈調整弁3 7の明度を調整し、各圧力室33に所定の油圧を供給 (ま

たは排出)することで、各押しつぶし部材23が移動して リング22の押しつぶし呈が

変動することでその形状が変形し、 リング22のばね定数が変化してダンパ2 の固

有振動数が調整される。そのため、ダンパ2 の固有振動数がラムストック 5の固有

振動数と同調し、両者の共振現象によりラムストック 5の振動を減衰し、工具の振動

を効果的に減衰することで加工精度を向上することができる。

００7 1 なお、上述した各実施例では、弾，性体として リング22 42を適用したが、ゴムに

限らず、変形させることではね定数が変わるものであればよい。例えば、シリコーンを

主原料とする非常に柔らかいゲル状素材 (アルファゲル一商標 ) などを用いてもよい



産業上の利用可能，吐

本発明に係る工作機械及び加工方法は、装置の小型化及び省スペース化を可能

とするものであり、いずれの工作機械にも適用することができる。



請求の範囲

工作機械本体と、該工作機械本体に対して移動自在に支持される移動体と、該移

動体に駆動回伝可能に支持される主軸と、前記移動体の先端部に着脱可能なアタ

ッチメントとを有する工作機械であって、

前記移動体に設けられる振動減衰部と、

前記移動体と前記振動減衰部との間に設けられる弾性体と、

該弾性体を変形させる変形手段と、

前記アタッチメントの質量または移動位置に応じて前記変形手段により前記弾性体

の変形度合を調整する変形度合調整手段と、

を備えることを特徴とする工作機械。

2 前記工作機械本体に対して鉛直方向に沿って鉛直移動体が移動自在に支持され

、該鉛直移動体に水平方向に沿って水平移動体が移動自在に支持され、前記水平

移動体の先端部に前記アタッチメントが着脱可能であり、前記変形度合調整手段は

、前記アタッチメントの質量または前記水平移動体による前記アタッチメントの移動位

置に応じて前記変形手段により前記弾性体の変形度合を調整することを特徴とする

請求項 に記載の工作機械。

3 前記水平移動体の内部に前記弾性体を介して前記振動減衰部としてリング形状を

なすダンパが支持されると共に、前記水平移動体の内部に前記変形手段として前記

弾性体を押しつぶして変形させる押しつぶし部材が設けられ、前記変形度合調整手

段は、前記押しつぶし部材により前記弾性体を押しつぶして変形度合を調整するこ

とで、前記ダンパの固有振動数を調整することを特徴とする請求項2に記載の工作

機械。

4 前記弾性体は、前記ダンパに接触するよぅに保持された リングであり、前記押しつ

ぶし部材は前記 リングを押しつぶすことで、前記ダンパの固有振動数を調整するこ

とを特徴とする請求項 こ記載の工作機械。

5 前記移動体の振動を検出する振動検出手段が設けられ、前記変形度合調整手段

は、前記振動検出手段の検出結果に応じて前記変形手段により前記弾性体の変形

度合を調整することを特徴とする請求項 に記載の工作機械。



6 工作機械本体と、該工作機械本体に対して移動自在に支持される移動体と、該移

動体に駆動回転可能に支持される主軸と、前記移動体の先端部に着脱可能なアタ

ッチメントとを有する工作機械において、

前記移動体と振動減衰部との間に弾性体を設け、該弾性体を変形手段により変形

可能とし、前記アタッチメントの質呈または前記アタッチメントの移動位置に応じて前

記変形手段により前記弾性体の変形度合を調整しながら、前記アタッチメントに装若

された工具により加工を行ぅことを特徴とする加工方法。
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