
研究レポート 回転体バランス修正ツールの開発

回転体バランス修正ツールの開発
Development of Rotor Balancing Tool

We developed an application “Rotor Balancing Tool” that supports attaching some weights on rotor balancing.
Based on mass and position of unbalance are computed by Balancing Machine, this application computes mass 

and position of weights optimized for balance with unbalance. Using Genetic Algorithm as computation method, 
they can be computed effi  ciently.

On the target process, time required and quality has depended on skill of workers. However, anyone using this 
application can operate like a skilled worker.

In this paper, we discuss ideas and eff ects of this application.
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１．まえがき

錘の取り付けによって回転体のバランス修正を行う工程で
は，作業者が図1のようなバランシングマシンで測定した修
正量と修正角度から錘の質量と取り付け位置を決定する必要
がある。ここが作業者の経験に左右されるところで，作業時
間や錘の質量と位置に差が生じてしまう。
そこで，錘の取り付け方を自動で計算できるツールがあれ
ば経験による差を低減可能であると考え，バランス修正ツー
ル（以下，当ツール）を開発した。なお，本稿で紹介するもの
は当社グループ会社の株式会社ティーディー・ドライブの
モーター生産ライン向けの仕様となっている。

■ 図1   バランシングマシン
Fig.1 Balancing Machine

（撮影協力：株式会社ティーディー・ドライブ）

修正量と修正角度が
表示される

２．対象の工程

図2にバランス修正の流れとイメージを示す。今回対象とし
た工程では一つのワークにつき二つの面のバランスを修正す
る。各面についてバランシングマシンで測定した結果にした
がってアンバランスを打ち消すように錘を取り付ける作業を繰
り返し，アンバランスが基準値以下になるように調整する。
錘は図3のようなバランスピースと呼ばれる錘とワークの
取り付け穴に固定するためのボルトの組み合わせによって質
量を選択することができる。

■ 図2   バランス修正作業の流れとイメージ
Fig.2   Flowchart and illustration of balancing

■ 図3   錘と取り付け方法
Fig.3   Weights and mounting method

３．問題のモデル化

３．１　解の表現

図2「取り付ける錘とその位置の決定」での計算のために問
題のモデル化を行った。解は錘の質量と取り付け位置の組み
合わせである。図4に解の表現の例を示す。「取り付け可能錘」
は図3のようなボルトとバランスピースの組み合わせで実現
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可能な錘の質量の一覧を表す。取り付け穴は識別番号を振り，
中心からの距離と角度とともに一覧化する。解は穴の識別番
号と錘の質量を結びつけた錘の取り付けパターン（取り付け
穴と錘の組み合わせ）である。図4の例を解 として数学的
に表現すると以下のようになり，左から … の穴に取
り付ける錘の質量を表している。

３．２　計算手法

３．１節で定義したデータに基づいて最適な錘の取り付けパ
ターンを計算する方法としてパターンを総当たりで評価し最
も釣り合うパターンを得ることが考えられる。しかし，取り
付け穴の数と錘の種類が増えるほどそのパターンの数は膨大
となってしまう。そこで，当ツールでは「遺伝的アルゴリズム
（GA）」を採用した。GAを採用したのは，簡単なプログラム

の実装で膨大な組合せを効率良く最適化できるからである。
図5にGAによる計算の流れを示す。これは一般的なGAと

ほぼ同様の手法で，評価関数による解の評価および交叉・突
然変異による新しい解の生成を繰り返す。当ツールでの解
の評価関数を とし，ワークをある回転数で回転させた
ときに錘とのアンバランスによって生じる遠心力の合力 の
水平成分 と垂直成分 ，および錘の個数 と錘の質量合計
を用いて以下のように定義した。なお はほかの項の合計
に対して十分大きい定数， と は重み付け係数である。

■ 図6   作成したツールの概要
Fig.6   Overview of Rotor Balancing Tool

■ 図6   作成したツールの概要
Fig.6   Overview of Rotor Balancing Tool

■ 図4   解の表現の例
Fig.4   Individual example

■ 図5   GAによる計算の流れ
Fig.5   Flowchart of computation by GA
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４．作成したツール

図6に当ツールの概要を示す。当ツールはWebアプリケー
ションで作成しているため，Webブラウザが使えるデバイス
なら何でも使用可能である。使用方法は以下のとおりである。
（1）  作業者がバランシングマシンで測定した「修正量」と 
「修正角度」を入力。

（2）  計算開始ボタンを押下。
（3）  画面下部の結果にしたがって錘を取り付ける。
錘を取り付けたあと，再度アンバランスを測定し合格基準値
でなかった場合はそれまでに取り付けた錘の情報を保持した
まま新たな測定結果を用いて再計算が可能である。
図7に計算結果の一例を示す。黄色と青色で示されている
のが錘の取り付け位置で，黄色はこれから取り付ける錘，青
色がこれまでに取り付けた錘である。横に表示されている値
が錘の質量である。開発初期の段階で錘の表示が小さく見辛
いという問題があったので，マウスオーバーで詳細をポップ
アップ表示するようにしている。この場合，「12.91gの錘は
長さ20mmのボルトと厚さ6.5mmのバランスピース一個と
1.6mmのバランスピース（ワッシャ）二個」ということを表す。
赤色の線と値はアンバランスの方向とその大きさ（質量×距
離）である。

■ 図7   計算結果の一例
Fig.7   An example of computation result

５．実験

当ツール（5，6章では便宜上ツールと呼ぶ）の性能を評価
するためティーディー・ドライブ内の実際にバランス修正作
業を行っている現場にて実験を行った。この実験でのワーク
は「エンジン側」および「ポンプ側」と呼ばれる二つの修正面を
持つロータシャフトで，両面のアンバランスが定められた基
準値以下になるまで繰り返し測定と錘の取り付けを行う。 
基準値はエンジン側876mg，ポンプ側408mgである。

■ 図8   実験結果１
Fig.8   Experimental result 1

■ 図9   実験結果２
Fig.9   Experimental result 2

実験ではバランス修正作業の経験9年の熟練作業者協力の
もと，同じワークについて従来どおりに作業した場合とツー
ルを使用して作業した場合を比較した。評価には図2の一連
の作業を繰り返した回数を「修正回数」という指標として利用
した。図8，図9に実験結果を示す。グラフはエンジン側と
ポンプ側ごとの結果で，縦軸がアンバランス量，横軸が修正
回数を表している。青色の折れ線が従来どおりに人間が錘と
取り付け位置を考えながら作業した場合，橙色の折れ線が当
ツールを使用して作業した場合をそれぞれ表し，これらが点
線で示した合格基準を下回れば修正完了となる。グラフの下
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■ 図11   実験結果２：錘取付けパターンの比較
Fig.11   Experimental result 2: Comparation of weight mounting 

patterns

■ 図10   実験結果１：錘取付けパターンの比較
Fig.10   Experimental result 1: Comparation of weight mounting 

patterns

の表は「アンバランス量の推移」がグラフの詳細な値を示し，
「完了時の時間および錘の個数」が修正完了までの作業時間と
取り付けた錘の総数を示す。初期アンバランス量の差は計測
時の誤差である。図8は初期アンバランス量がそれぞれ約
27gと10gの場合の実験結果である。まず修正回数を比較す
るとツールのほうが早く完了している。一方で取り付けた錘
の個数と作業時間は人間のほうが良い結果となった。図9は
初期アンバランス量がそれぞれ約48gと83gの場合の実験結
果である。修正回数はツールのほうが二回も少ない一方で，
人間のほうが錘の個数は少なく作業時間は短くなった。図
10と図11は錘取り付けパターンの比較である。

６．考察

二通りの実験結果を示したが，いずれも修正回数はツール
のほうが少なくなったのに対して錘の個数と作業時間は人間
のほうが良い結果であった。ツールを使用した場合に作業時
間が多くかかってしまった原因として計測結果を手入力する
必要があることと取り付ける錘と位置をPCの画面で逐一確
認する手間があることが挙げられる。熟練作業者は計測結果
の修正量と修正角度からすぐに取り付けるべき錘を判断で
き，測定して取り付けてからさらに次の測定を行うまでの

時間が短く動作の無駄が少ない。
また，ツールを使用した場合錘が余分に取り付けられてし

まう傾向がある。対策としては評価関数を，個数を重視して
評価するように，調整することが挙げられる。
熟練作業者に劣る点はあるものの修正回数が少なく済むこ

とと，このツールの目的が技量や経験の差による作業時間，
取り付ける錘と位置のバラつきをなくすことであることを考
えると性能は十分なものである。少なくとも経験の少ない作
業者への支援効果は大いに期待できる。

７．むすび

回転体のバランス修正作業において錘の種類と取り付け位
置を自動で計算するツールを作成した。当ツールを使用する
ことで初心者であっても熟練作業者並みの工数で作業するこ
とが期待できる。また，当ツールはWebアプリケーション
なのでWebブラウザを利用できるデバイスを用意すれば使
用することができる。つまり工程そのものやそのほかの設備
や製品の設計に変更を加える必要がないという利点がある。
改善の余地はあるが，今回の開発と実験を通して当ツール

のようなアプリケーションによって現場の工程を改善できる
ことを示すことができた。
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