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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工具又はワークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸に生
じるびびり振動の種類を判別する振動判別方法であって、
　回転中の前記回転軸の時間領域での振動及び前記回転軸の回転速度を検出する第１工程
と、
　前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を算出するとともに、算出した前記周波
数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をとるピーク周波数を複数取得する第２工
程と、
　各前記ピーク値毎に、前記びびり振動の種類を判別するための回転同期型振動判別範囲
を、自身のピーク周波数と下記式（６）により求められるオフセット値とを用い、下記式
（４）及び式（５）により夫々求める第３工程と、
　各前記ピーク値毎における前記自身のピーク周波数と前記自身のピーク周波数を用いて
求めた前記回転同期型振動判別範囲との関係にもとづき、前記びびり振動の種類を判別す
る第４工程と
を実行することを特徴とする振動判別方法。
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【数１】

【数２】

【請求項２】
　工具又はワークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸に生
じるびびり振動の種類を判別する振動判別方法であって、
　回転中の前記回転軸の時間領域での振動及び前記回転軸の回転速度を検出する第１工程
と、
　前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を算出するとともに、算出した前記周波
数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をとるピーク周波数を複数取得する第２工
程と、
　前記ピーク値同士の周波数間隔を求めるとともに、前記ピーク値のうち、前記周波数間
隔が下記式（７）及び／又は式（８）で求められる周波数となる、若しくは、その整数倍
となる前記ピーク値を判別対象から除外した上で、残りの前記ピーク値の中から前記ピー
ク値同士の周波数間隔が予め設定されている設定間隔以下となる前記ピーク値を抽出し、
それら抽出した前記ピーク値の前記ピーク周波数の平均値を求め、前記平均値を中央値と
した所定の幅の周波数帯を、前記びびり振動の種類を判別するための固有型振動判別範囲
として求める第３工程と、
　前記固有型振動判別範囲内に前記ピーク周波数が含まれる前記ピーク値の数にもとづき
、前記びびり振動の種類を判別する第４工程と
を実行することを特徴とする振動判別方法。
　回転周波数　＝　回転軸の回転速度／６０　・・・（７）
　刃通過周波数　＝　回転軸の回転速度×工具刃数／６０　・・・（８）
【請求項３】
　工具又はワークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸を回
転させた際に生じるびびり振動の種類を判別するための振動判別装置であって、
　回転中の前記回転軸による時間領域の振動及び前記回転軸の回転速度を検出するための
検出手段と、
　該検出手段により検出された前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を算出する
とともに、算出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をとるピーク
周波数を複数取得するＦＦＴ演算部と、
　各前記ピーク値毎に、前記びびり振動の種類を判別するための回転同期型振動判別範囲
を、自身のピーク周波数と下記式（６）により求められるオフセット値とを用い、下記式
（４）及び式（５）により夫々求めるとともに、各前記ピーク値毎における前記自身のピ
ーク周波数と前記自身のピーク周波数を用いて求めた前記回転同期型振動判別範囲との関
係にもとづき、前記びびり振動の種類を判別する判別部と、
　判別した前記びびり振動の種類を表示する表示部と
を備えたことを特徴とする振動判別装置。
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【数１】

【数２】

【請求項４】
　工具又はワークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸を回
転させた際に生じるびびり振動の種類を判別するための振動判別装置であって、
　回転中の前記回転軸による時間領域の振動及び前記回転軸の回転速度を検出するための
検出手段と、
　該検出手段により検出された前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を算出する
とともに、算出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をとるピーク
周波数を複数取得するＦＦＴ演算部と、
　前記ピーク値同士の周波数間隔を求めるとともに、前記ピーク値のうち、前記周波数間
隔が下記式（７）及び／又は式（８）で求められる周波数となる、若しくは、その整数倍
となる前記ピーク値を判別対象から除外した上で、残りの前記ピーク値の中から前記ピー
ク値同士の周波数間隔が予め設定されている設定間隔以下となる前記ピーク値を抽出し、
それら抽出した前記ピーク値の前記ピーク周波数の平均値を求め、前記平均値を中央値と
した所定の幅の周波数帯を、前記びびり振動の種類を判別するための固有型振動判別範囲
として求めるとともに、前記固有型振動判別範囲内に前記ピーク周波数が含まれる前記ピ
ーク値の数にもとづき、前記びびり振動の種類を判別する判別部と、
　判別した前記びびり振動の種類を表示する表示部と
を備えたことを特徴とする振動判別装置。
　回転周波数　＝　回転軸の回転速度／６０　・・・（７）
　刃通過周波数　＝　回転軸の回転速度×工具刃数／６０　・・・（８）

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工具又はワークを回転させながら加工を行う工作機械において、加工中に発
生するびびり振動の種類を判別するための振動判別方法、及び該振動判別方法を実行する
振動判別装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　回転軸を回転させて加工を行う工作機械では、切り込み量や回転軸の回転速度などの加
工条件が適切でない等に起因して加工中に所謂びびり振動が生じるおそれがある。そして
、びびり振動が生じると、加工面の仕上げ精度が悪化したり工具が破損してしまうといっ
た問題が生じることから、びびり振動の抑制が求められている。
【０００３】
　このびびり振動としては、工具とワークとの間に生じる自励振動である「再生びびり振
動」と、工作機械自身が振動源となる「強制びびり振動」との２つのびびり振動がある。
そして、本件出願人は、この２種類のびびり振動を区別するとともに、びびり振動の種類
に応じて夫々対応可能とした振動抑制装置（特許文献１）を本件出願に先立ち考案してい
る。この特許文献１に記載の振動抑制装置では、振動センサで検出した時間領域の振動加
速度をＦＦＴ解析して周波数領域の振動加速度を求め、その周波数領域の振動加速度が最
大値をとる周波数をびびり周波数ｆｃとして求めるとともに、下記式（１）～（３）から
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ｋ’値、ｋ値、及び位相差εを算出し、位相差εが０に近い（たとえば０．１以内である
）場合、すなわちｋ’値が整数に近い場合を「強制びびり振動」と判別し、それ以外を「
再生びびり振動」として判別していた。つまり、たとえば図７に示すような振動特性を有
する工具を用いて回転軸の回転速度Ｓａで加工を行ったとすると、「強制びびり振動」が
発生した場合、図６のグラフに示すように、基本周波数の整数倍の値（実加工においては
整数倍に近い値）がびびり周波数として検出される。そこで、位相差εが基本周波数の整
数倍の値に近い数値をとると「強制びびり振動」と判別していた。
　ｋ’＝６０×ｆｃ／（Ｚ×Ｓ）　・・・（１）
　ｋ＝｜ｋ’」　・・・（２）
　ε＝ｋ’－ｋ　・・・（３）
　尚、式（１）におけるＺは工具刃数であり、Ｓは回転軸の１分あたりの回転速度である
。また、式（２）における｜ｘ」は、ｘよりも小さい最大の整数を表す床関数である（つ
まり、式（２）ではｋ’値の整数部を求めている）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９０１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、回転軸の回転速度が低い場合や刃数の少ない工具を用いて加工する場合
では、たとえば図６のグラフにおける領域ａ（回転速度が低い領域）に示されるように、
基本周波数の整数倍であるびびり周波数の間隔が密になる。つまり、そのような加工条件
においては「強制びびり振動」と「再生びびり振動」とでびびり周波数に差がでにくい。
したがって、特許文献１に記載されているように、周波数領域の振動加速度において最大
値のみを用いて判別していると、上述したような加工条件において「強制びびり振動」で
あるか「再生びびり振動」であるかの判別精度に乏しくなるという問題がある。
【０００６】
　また、「強制びびり振動」についても、上述したようにびびり周波数が基本周波数の整
数倍の値をとる「回転同期型強制びびり振動」の他に、工具とワークとの間での摩擦や加
工による衝撃力によって、工作機械本体や工具、ワーク等の固有振動数付近の周波数で生
じる「固有振動型強制びびり振動」がある。このような「固有振動型強制びびり振動」の
びびり周波数は安定していない。すなわち、時間領域の振動加速度をＦＦＴ解析して周波
数領域の振動加速度を求めた際、その最大値は工作機械本体や工具系の固有振動数付近に
おいて現れる上、最大値をとる周波数も一定ではない。したがって、特許文献１に記載さ
れているように周波数領域の振動加速度の最大値のみを対象としていたのでは、「固有振
動型強制びびり振動」を判別できないという問題もある。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、従来よりもびびり振動の種
類を精度良く判別することができる振動判別方法、及び振動判別装置を提供しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、工具又はワークを
回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸に生じるびびり振動の種
類を判別する振動判別方法であって、回転中の前記回転軸の時間領域での振動及び前記回
転軸の回転速度を検出する第１工程と、前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を
算出するとともに、算出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をと
るピーク周波数を複数取得する第２工程と、各前記ピーク値毎に、前記びびり振動の種類
を判別するための回転同期型振動判別範囲を、自身のピーク周波数と下記式（６）により
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と、各前記ピーク値毎における前記自身のピーク周波数と前記自身のピーク周波数を用い
て求めた前記回転同期型振動判別範囲との関係にもとづき、前記びびり振動の種類を判別
する第４工程とを実行することを特徴とする。
【数１】

【数２】

　また、上記目的を達成するために、本発明のうち請求項２に記載の発明は、工具又はワ
ークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸に生じるびびり振
動の種類を判別する振動判別方法であって、回転中の前記回転軸の時間領域での振動及び
前記回転軸の回転速度を検出する第１工程と、前記時間領域の振動をもとに周波数領域の
振動を算出するとともに、算出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク
値をとるピーク周波数を複数取得する第２工程と、前記ピーク値同士の周波数間隔を求め
るとともに、前記ピーク値のうち、前記周波数間隔が下記式（７）及び／又は式（８）で
求められる周波数となる、若しくは、その整数倍となる前記ピーク値を判別対象から除外
した上で、残りの前記ピーク値の中から前記ピーク値同士の周波数間隔が予め設定されて
いる設定間隔以下となる前記ピーク値を抽出し、それら抽出した前記ピーク値の前記ピー
ク周波数の平均値を求め、前記平均値を中央値とした所定の幅の周波数帯を、前記びびり
振動の種類を判別するための固有型振動判別範囲として求める第３工程と、前記固有型振
動判別範囲内に前記ピーク周波数が含まれる前記ピーク値の数にもとづき、前記びびり振
動の種類を判別する第４工程とを実行することを特徴とする。
　回転周波数　＝　回転軸の回転速度／６０　・・・（７）
　刃通過周波数　＝　回転軸の回転速度×工具刃数／６０　・・・（８）
【０００９】
　また、上記目的を達成するために、本発明のうち請求項３に記載の発明は、工具又はワ
ークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸を回転させた際に
生じるびびり振動の種類を判別するための振動判別装置であって、回転中の前記回転軸に
よる時間領域の振動及び前記回転軸の回転速度を検出するための検出手段と、該検出手段
により検出された前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を算出するとともに、算
出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をとるピーク周波数を複数
取得するＦＦＴ演算部と、各前記ピーク値毎に、前記びびり振動の種類を判別するための
回転同期型振動判別範囲を、自身のピーク周波数と下記式（６）により求められるオフセ
ット値とを用い、下記式（４）及び式（５）により夫々求めるとともに、各前記ピーク値
毎における前記自身のピーク周波数と前記自身のピーク周波数を用いて求めた前記回転同
期型振動判別範囲との関係にもとづき、前記びびり振動の種類を判別する判別部と、判別
した前記びびり振動の種類を表示する表示部とを備えたことを特徴とする。
【数１】
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【数２】

　また、上記目的を達成するために、本発明のうち請求項４に記載の発明は、工具又はワ
ークを回転させるための回転軸を備えた工作機械において、前記回転軸を回転させた際に
生じるびびり振動の種類を判別するための振動判別装置であって、回転中の前記回転軸に
よる時間領域の振動及び前記回転軸の回転速度を検出するための検出手段と、該検出手段
により検出された前記時間領域の振動をもとに周波数領域の振動を算出するとともに、算
出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をとるピーク周波数を複数
取得するＦＦＴ演算部と、前記ピーク値同士の周波数間隔を求めるとともに、前記ピーク
値のうち、前記周波数間隔が下記式（７）及び／又は式（８）で求められる周波数となる
、若しくは、その整数倍となる前記ピーク値を判別対象から除外した上で、残りの前記ピ
ーク値の中から前記ピーク値同士の周波数間隔が予め設定されている設定間隔以下となる
前記ピーク値を抽出し、それら抽出した前記ピーク値の前記ピーク周波数の平均値を求め
、前記平均値を中央値とした所定の幅の周波数帯を、前記びびり振動の種類を判別するた
めの固有型振動判別範囲として求めるとともに、前記固有型振動判別範囲内に前記ピーク
周波数が含まれる前記ピーク値の数にもとづき、前記びびり振動の種類を判別する判別部
と、判別した前記びびり振動の種類を表示する表示部とを備えたことを特徴とする。
　回転周波数　＝　回転軸の回転速度／６０　・・・（７）
　刃通過周波数　＝　回転軸の回転速度×工具刃数／６０　・・・（８）
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、算出した前記周波数領域の振動におけるピーク値及び該ピーク値をと
るピーク周波数を複数取得し、取得した複数のピーク値及びピーク周波数をもとに、上述
したような回転同期型振動判別範囲（請求項１）や固有型振動判別範囲（請求項２）を求
めてびびり振動の種類を判別する。したがって、周波数領域の振動加速度の最大値のみを
用いて判別していた従来と比較すると、特に低回転速度での加工や刃数の少ない工具によ
る加工において、発生したびびり振動の種類を正確に判別することができるし、工具とワ
ークとの間での摩擦や加工による衝撃力に起因して生じる「固有振動型強制びびり振動」
についても判別することもできる。
　また、特に請求項２に記載の発明によれば、ピーク値同士の周波数間隔を求めるととも
に、ピーク値のうち、周波数間隔が回転周波数及び／又は刃通過周波数となる、若しくは
、その整数倍となるピーク値を判別対象から除外した上で、固有型振動判別範囲を求める
ため、より正確な固有型振動判別範囲を求めることができ、一層精度の高い「固有振動型
強制びびり振動」の判別が可能となる。
　さらに、請求項３及び４に記載の発明によれば、判別したびびり振動の種類を表示する
表示装置を備えている。したがって、作業者は発生しているびびり振動の種類を容易に把
握することができ、その種類に応じた効果的な対応を迅速にとることができ、ひいては加
工面精度の向上、工具摩耗の抑制、工具欠損の防止、製品の製造効率の向上等を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】振動抑制装置のブロック構成を示した説明図である。
【図２】振動抑制の対象となる回転軸ハウジングを側方から示した説明図である。
【図３】回転軸ハウジングを軸方向から示した説明図である。
【図４】振動判別制御について示したフローチャート図である。
【図５】取得された複数の周波数領域の振動加速度のピーク値及びピーク周波数を示した
説明図である。
【図６】回転同期型強制びびり振動が発生した際の回転速度と周波数との関係を示した説
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【図７】工具の振動特性を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態となる振動判別方法、及び振動判別装置について、図面にも
とづき詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、振動判別装置１０のブロック構成を示した説明図である。図２は、振動監視の
対象となる回転軸ハウジング１を側方から示した説明図であり、図３は、回転軸ハウジン
グ１を軸方向から示した説明図である。
　振動判別装置１０は、回転軸ハウジング１にＣ軸周りで回転可能に備えられた回転軸３
に生じているびびり振動の種類を判別するためのものであって、回転中の回転軸３に生じ
る振動に伴う特性値である時間領域の振動加速度（時間軸上の振動加速度を意味する）を
検出するための振動センサ２ａ～２ｃと、該振動センサ２ａ～２ｃによる検出値を解析し
て「びびり振動」の種類を判別し、その判別結果を表示する制御装置５とを備えてなる。
【００１４】
　振動センサ２ａ～２ｃは、図２及び図３に示す如く回転軸ハウジング１に取り付けられ
ており、一の振動センサは、他の振動センサに対して直角方向への時間領域の振動加速度
を検出するようになっている（たとえば、振動センサ２ａ～２ｃにて、それぞれ直交する
Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸方向での時間領域の振動加速度を検出するように取り付ける）。
【００１５】
　一方、制御装置５は、振動センサ２ａ～２ｃから検出される時間領域の振動加速度をも
とにした解析を行うＦＦＴ演算部１１と、回転軸３の回転速度を検出する回転速度検出部
１２と、びびり振動の種類を判別するための各種値等を作業者が入力するための入力部１
３と、発生しているびびり振動の種類を判別するための判別部１４と、ＮＣプログラムや
機械の現在位置に加えて判別部１４での上述したような判別の結果等を表示するための表
示部１５と、入力部１３を介して入力された各種値や判別部１４における判別結果等を記
憶する記憶部（図示せず）等とを備えている。
【００１６】
　ここで、本発明の要部となる振動判別制御について、図４のフローチャート図にもとづ
き詳細に説明する。
　まず、加工を開始する前に、入力部１３により後述するようなびびり振動の種類を判別
するための値、工具刃数等の工具情報を入力し、記憶部に予め記憶させておく。そして、
図示しないＮＣ装置による制御のもと回転軸３の回転速度が指令されて加工が開始される
と、振動センサ２ａ～２ｃにより回転軸ハウジング１における時間領域の振動加速度を常
時検出し、ＦＦＴ演算部１１においてその時間領域の振動加速度の高速フーリエ解析を行
い（Ｓ１）、周波数領域の振動加速度のピーク値とその周波数（ピーク周波数）とを取得
する（Ｓ２）。したがって、たとえば図５のグラフに示すように、複数のピーク値及びピ
ーク周波数が取得されることになる。
【００１７】
　次に、判別部１４では、各ピーク値毎に下記式（４）及び（５）を用いて回転同期型振
動判別範囲の上限及び下限を夫々求め（Ｓ３）た後、自身のピーク周波数が自身のピーク
周波数を用いて求めた回転同期型振動判別範囲内に含まれない（条件Ａ）ピーク値の数を
カウントし、その数が入力部１３により予め設定された第１設定数よりも多いか否かを判
別する（Ｓ４）。そして、条件Ａを満たすピーク値の数が第１設定数以上である場合（Ｓ
４でＹＥＳと判別）、「回転同期型強制びびり振動」が生じていると判別し、その旨を表
示部１５に表示する（Ｓ５）。
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【数１】

　尚、式（４）及び（５）における｜Ｘ」とは、上記式（２）同様の床関数である。また
、式（４）及び（５）におけるオフセット値とは、回転速度検出分解能及び周波数分解能
を考慮し、下記式（６）により求められる値である。

【数２】

【００１８】
　一方、条件Ａを満たすピーク値の数が第１設定数よりも少ない場合（Ｓ４でＮＯと判別
）、ピーク値が所定の周波数範囲である固有型振動判別範囲内に密集しているか否かを判
別することにより、「固有振動型強制びびり振動」を判別する。すなわち、まず「固有振
動型強制びびり振動」以外の原因に起因して密集する場合を除外すべく、サイドバンドと
して検出されたピーク値を除外する（Ｓ６）。つまり、加工振動のような断続的な振動を
高速フーリエ解析すると断続周期の周波数間隔でピーク値が検出されることがある。この
断続周期とは、回転軸の回転周期又は工具の刃通過周期に該当する。そこで、検出された
ピーク値同士の周波数間隔が、下記式（７）及び（８）で求められる回転周波数又は刃通
過周波数となるもの、若しくはそれらの整数倍となるものを除外する。
　回転周波数　＝　回転軸の回転速度／６０　・・・（７）
　刃通過周波数　＝　回転軸の回転速度×工具刃数／６０　・・・（８）
【００１９】
　上述したようにサイドバンドとして検出されたピーク値を除外した後、判別部１４は、
残りのピーク値の中から、ピーク値同士の周波数間隔が入力部１３により予め設定された
設定間隔以下となるピーク値を抽出し（Ｓ７）、それら抽出したピーク値のピーク周波数
の平均値を求めるとともに、平均値を中央値とした所定の幅（入力部１３により予め設定
されている）の周波数帯となる固有型振動判別範囲を設定する（Ｓ８）。そして、上記抽
出したピーク値のうち、ピーク周波数が固有型振動判別範囲内に含まれる（条件Ｂ）ピー
ク値の数をカウントし、その数が入力部１３により予め設定された第２設定数よりも多い
か否かを判別する（Ｓ９）。そして、固有型振動判別範囲内に含まれるピーク値の数が第
２設定数以上であると、「固有振動型強制びびり振動」が発生しているとして、その旨を
表示部１５に表示する（Ｓ１０）。一方、固有型振動判別範囲内に含まれるピーク値の数
が第２設定数よりも少ない場合には、「再生びびり振動」が発生しているとして、その旨
を表示部１５に表示する（Ｓ１１）。尚、Ｓ１１において「再生びびり振動」が発生して
いると表示するに際し、ピーク値同士の間隔が上記式（７）で求められる回転周波数又は
その整数倍に近い場合には「回転周期型再生びびり振動」と表示し、上記式（８）で求め
られる刃通過周波数又はその整数倍に近い場合には「刃通過周期型再生びびり振動」と表
示するように構成してもよい。
【００２０】
　以上のような構成を有する振動判別装置１０によれば、時間領域の振動加速度を高速フ
ーリエ解析して周波数領域の振動加速度を求めた際に現れる複数のピーク値を対象とし、
上述したような方法によりびびり振動の判別を行う。したがって、周波数領域の振動加速
度の最大値のみを用いて判別していた従来と比較すると、特に低回転速度での加工や刃数
の少ない工具による加工において、発生したびびり振動の種類を正確に判別することがで
きる上、工具とワークとの間での摩擦や加工による衝撃力に起因して生じる「固有振動型
強制びびり振動」についても判別することができる。
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【００２１】
　また、「固有振動型強制びびり振動」を判別するに際して、Ｓ６においてピーク値同士
の周波数間隔を求めるとともに、ピーク値のうち周波数間隔が回転周波数や刃通過周波数
となる、若しくは、その整数倍となるピーク値を判別対象から除外するため、Ｓ８におい
て固有型振動判別範囲を正確に求めることができ、一層精度の高い「固有振動型強制びび
り振動」の判別が可能となる。
　さらに、正確に判別したびびり振動の種類を表示部１５に表示するため、作業者は、び
びり振動の種類を容易且つ短時間で把握することができる。したがって、発生したびびり
振動に効果的な対応（たとえば回転速度や切り込み量といった切削条件の変更等）を迅速
にとることができ、ひいては加工面精度の向上、工具摩耗の抑制、工具欠損の防止、製品
の製造効率の向上等を図ることができる。
【００２２】
　なお、本発明に係る振動判別装置は、上記実施形態の態様に何ら限定されるものではな
く、検出手段、及びびびり振動の種類の判別に係る制御や判別後の制御等に係る構成を、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、必要に応じて適宜変更することができる。
【００２３】
　たとえば、上記実施形態では、振動センサにより回転軸の振動加速度を検出するよう構
成しているが、振動による回転軸の変位や音圧を検出し、当該変位や音圧にもとづいて安
定回転速度を算出するようにしてもよく、他には、回転軸の位置や回転を検出する検出器
、回転軸モータや送り軸モータの電流を測定する電流測定器を検出手段として採用するこ
とも可能である。
　また、振動判別装置に、回転軸の回転速度を制御するための回転速度制御手段（ＮＣ装
置）を含め、びびり振動の種類を判別した後、夫々の種類に対応した演算式（たとえば、
特許文献１に記載されているような演算式）を用いて当該びびり振動を抑制可能な安定回
転速度を算出し、回転速度制御手段が自動的に安定回転速度へと回転速度を変更するよう
にすることも可能である。
【００２４】
　さらに、Ｓ２において取得した周波数領域の振動加速度のピーク値のうち、その最大値
と所定の閾値とを比較し、最大値が閾値以上となった場合にのみ、Ｓ３以降を実行するよ
うに構成してもよく、その際、閾値を超えたピーク値のみを判別対象としてもよいし、全
てのピーク値を判別対象としてもよい。また、工作機械や工具等の固有振動数が既知であ
る場合には、該固有振動数を中央値とした所定の幅の周波数帯を固有型振動判別範囲とし
、該固有型振動判別範囲内にピーク周波数が含まれるピーク値の数をカウントすることに
より「固有振動型強制びびり振動」を判別するように構成してもよく、このような固有型
振動判別範囲を用いることで判別精度の一層の向上を期待することができる。
　さらにまた、上記実施形態では、条件Ａによる判別を行った後に、条件Ｂによる判別を
行っているが、条件Ｂによる判別を行った後に条件Ａによる判別を行ってもよい（すなわ
ち、Ｓ３～Ｓ４と、Ｓ６～Ｓ９との順序を入れ替えてもよい）し、どちらか一方の判別の
みを行うようにしてもよい。
　加えて、上記実施形態では、工作機械の回転軸における振動を検出する構成としている
が、回転しない側（固定側）の振動を検出し、びびり振動の発生の有無を検出してもよい
。また、工具を回転させるマシニングセンタに限らず、ワークを回転させる旋盤等といっ
た工作機械にも適用可能であるし、判別に係る第１設定数や第２設定数、固有型振動判別
範囲を設定するための周波数帯等を、工作機械の種類、大きさ等に応じて適宜変更しても
よいことは言うまでもない。
【符号の説明】
【００２５】
　１・・回転軸ハウジング、２ａ、２ｂ、２ｃ・・振動センサ（検出手段）、３・・回転
軸、５・・制御装置、１０・・振動判別装置、１１・・ＦＦＴ演算部、１２・・回転速度
検出部（検出手段）、１３・・入力部、１４・・判別部、１５・・表示部。
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