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放電加工用加工液としての水の利用
The Application of Water as Inter-Electrode Medium for EDM

増　沢　隆　久*

Takahisa MASUZAWA

放電加工用加工液としては一般に灯油が用いられているが,可燃性であるなどの

欠点がある.これに代わるものとして水を用いることが考えられ,その実用化が国

際的関心を高めつつある.そこでこれに関する研究の現状と展望について解説した･

緒

金型,プラスチック型をはじめ,各種の三次元形状加

工に多用される放電加工法では,加工は絶縁性の液体

(加工液と呼ばれる)の中で行われる.この加工液として

紘,ほとんどの場合灯油類を主に,鉱油が用いられてい

る.しかし,灯油等を加工液として用いることにより,

いくつかの問題点が生ずる.たとえば,パルス状である

とはいえ,局部的高温を伴うアーク放電が加工の主役で

あることから,灯油等の可倣物を利用することによる火

災の危険性をゼロにすることはできない.また,石油を

原料とし,白灯油より高い精製皮を要する放電加工油は,

資源面からも,価格面からも将来の見通しは明るくない･

さらに,加工に伴う各種の分解生成ガスや蒸気による作

業環境の汚染,人体への直接接触によるカプレや荒れな

ど,環境･衛生上の問題点も今後ますます無視できない

ものになっていくと思われる.

このように灯油系加工液が多くの問題点を有すること

から,これに代わる加工液の出現が強く望まれるように

なってきた.そして,この要望に応えうると目される加

工液の一つに水がある.

以下に,放電加工f舶日工液としての水の利用について,

実用化に開通する諸点を中心に解説してみる.

加工液の要件

放電加工においては次のような機構で加工が行われる.

1 )媒体中で対向した工具電極と工作物の間に放電(過

渡アーク放電)が発生する.2)放電により放出されたエ

ネルギにより工作物の局部が加熟され,溶融または気化

する. 3)媒体の局部が加熟され,発生した高圧により溶

融部が飛散,除去される.4)以上が繰り返され,クレー

タの集掛こより工具電極にならった形状が加工される.

以上のような除去織横から,媒体としては少なくとも

次のような条件を満たすものが必要となる.
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1)絶縁性流体であること. 2)(急な)加熱により局部

に高圧を発生すること. 3 )絶縁性の固体を生成しないこ

と.

気体は2)の要件を満たすのが難しいが,大部分の絶縁

性の液体は上の必要条件を満足する.したがって,たと

えば炭化水素,アルコール,エーテル,エステル,水な

ど,多くの液休中で放電加工を行うことが可能である.

しかし,それらのうち,どれを選ぶかは,次のような適

性を比較検討のうえ決定されることになる.

4)経済性, 5)供給の安定度, 6)加工性能, 7)人体への

有害性, 8)安全性, 9)装置類-の有害胤10)取扱いや

すさなど.

放電加工法発展の初期に各種の加工液が試みられた中

から,以上の諸点を一応満足するものとして定着してき

たのが灯油類,もしくはそれよりやや粘性の高い絶縁油

類で,型彫り加工用の加工液としては世界的にはぽ100

%この加工液が使用されている.

灯油類が選ばれるようになったのは主として条件4)～

6)に関して他の液体より優れているという判断があった

ためである.しかし,その後の情勢変化から,4),5)に

ついては必ずしも優位を保てなくなっており,また7),

8)項がだんだん重視されるようになってきている.こ

のような状況において加工液の選択は再検討を迫られる

こととなった.

一方,放電加工法の一方式として,ワイヤ放電加工が

近年著しい普及を見せている.これは細いワイヤを工具

電極とし,工作物を相対的にXY軸のNC制御で移動さ

せることにより,ちょうど糸鋸による切抜き加工と同様

の加工を行う方式である.このワイヤ放電加工では,チ

ーブル移動を伴うことや,ワイヤ繰出しのため大きなふ

ところを必要とするなど,加工液中に浸潰して加工を行

いにくい面がある.そのため,加工液を加工部にかけ流

す方式が採られている.したがって可燃性の加工液は使

用できないので,水が一般的に使われるようになった.

このようにワイヤ放電加工では水が加工液として使わ
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れているので,一般の型彫りの場合にも水を適用するこ

とが考えられる.しかし,電極形状を転写する放電型彫

り加工と,ワイヤによる切抜き加工を行うワイヤ放電加

工とはかなり性質が異なっているため,ワイヤ放電加工

では良好な加工液であっても放電型彫り加工に適用でき

るとはかざらない.

放電型彫り加工(以下EDMと略記)とワイヤ放電加工

(以下WEDMと略記)の加工方式の相違から考えられる

加工液選択上の問題点には次のようなものがある.

ア) WEDMでは工具電極(以下,単に電極と略記)で

あるワイヤが繰り出されながら加工が行われるので,電

極消耗が加工精度に及ぼす影響が比較的小さいのに対し,

EDMでは電極形状が転写されるための電極消耗率が小

さくなければ加工糖度が確保できない.

イ) WEDMではワイヤ電極と工作物が近距離で対向

しているのは放電の起こっている局部に限定され,加工

のすでに終わった部分や非加工部はほとんど電界にさら

されないが, EDMでは加工後の面や加工部周辺が長時

間にわたり強い電界にさらされる.したがって加工液の

わずかな導電性でも電解作用の原因となり,加工椅皮の

低下や加工面あるいは非加工面の性状を劣化させる恐れ

がある.

ウ) WEDMでは電極が細いため多くの場合200〟.C /

パルス以下の小エネルギパルス放電とするが, EDMで

は仕上げ加工を除き102-105LLC/パルスという,かなり

大きなエネルギの放電が主体となるため,加工現象も異

なると考えられる.したがって十分な加工能率が得られ

るかどうか分からない.

エ)電極と工作物の娩何学的関係が異なるため,加工

くずの排出などの点で,加工液の粘性や生成物(主にガ

ス)の違いの影響が異なる.

上のような問題点を別にすれば,加工液としての水は

灯油類に比べ次のように多くの利点があると考えられる.

ア)不燃性である.したがって火災の心配がないため,

夜間を含め無人運転が可能となる.また加工液保管にも

危険がまったく無い.

イ)イオン交換,の経費を含めても放電加工油に比べ低

価格である.

ウ)純国産であり,供給面での問題はほとんど無い.

ただし,イオン交換樹脂の供給が前提となる.

エ)人体に無害である.液そのものも無害であるし,

有害ガスの発生も無い.

オ)ほとんど変質しない.脱イオンと固形物のろ過の

みではぼ完全に復元する. (放電加工油は徐々に変質す

るため,加工特性も経時変化がある)

以上のように,水は多くの点で灯油類より優れており,

適性条件の6)加工性能さえ十分であれば灯油類の代わ

りに使用することができると考えられる.なお,適性粂
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件の9 )装置類への有害性についても一応検討を要する

であろう.

水のはかにも灯油類に代わる加工液は考え得るが,最

も有望なものの一つとして,水を取り上げ,さらに検討

を加えることとする.

研究の動向

放電型彫り加工用の加工液としての水の実用化を目的

とした研究は,従来あまり発表されておらず,まとまっ

たものが二,三見られるようになった1),2)のは最近のこ

とである.しかし,加工液の一つとして水についてのデ

ータが挙げられているものとしてほ, 10年ほど前に木本

らを中心に行われた電極低消耗加工に関する一連の研

究3卜桝がある.

当時は放電加工の精密な金型加工への適性を決定づけ

た電極消耗の極めて少ない加工条件の開発についての研

究が盛んに行われた時期で,灯油類を加工液とした研究

と並行する形で水中での加工実験も行われた.これら一

連の研究で木本らは水中において放電電流ピーク値II, /

パルス幅Tの比を小さくすることにより,正極性(電極

が負,工作物が正となる接続)で超硬合金,鋼の電極低

消耗加工ができることを示した.しかし,すでに主流と

なっていた灯油によっても優れた電極低消耗特性が実現

できたため,さらに実用化研究へと進展するには至らな

かった.また,これらの研究では加工電源としては静電

蓄勢式の回路が主に用いられたため,現在のトランジス

タによるスイッチング回路を主体としたものとはパルス

条件が必ずしも同一ではない.

その後,灯油頻が加工液として使われることが一般的

となったが,前述のような各種の欠点が,防災,環境等

に対する考え方や石油資源をめぐる情勢が変化するとと

もに問題とされるようになった.

こうした状況の中で,より欠点の少ない加工液として

再び水が注目されはじめ,ヨーロッパを中心にぽつぽつ

その型彫り加工への適用が研究されるようになった.

1977年にはGodinhoらllが特定のパルス放電の場合

についての,鉱油,イオン交換水,および水道水の加工

特性の違いについて調べた.また, Stavitskijら2)は水の

導電性による電解現象を回路的に抑制する方法を示した.

国内では木本らの研究の後,しばらく研究が途絶えたが,

筆者により再開され,実用化研究が始められている.

このように,永を加工液として利用する研究は徐々に

活発になってきているが,まだその加工特性については
一部しか明らかにされていないのが現状である.

水の利用による加工特性

1.加工速度

EDMの加工性能を示す基本的パラメータの一つであ
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る加工速度についてみると,以下のような指摘ができる.

まず,同-パルスエネルギの放電について,灯油類と

の比較をしてみると,全体的に水の方が加工速度が小さ

いようである17･47･207.これは放電によって溶融した金属の

除去は主として加工液の気化分解による圧力作用によ

るものと考えられるため,灯油と水の分子塁の差が大き

いことや,潜熟の違いなどの物理的性質の違いの影響を

強く受けるためと考えられる.しかし,同一パルスでの

除去鼠が′トであっても必ずしも加工速度の上限が低いと

いうことにはならないので,水を用いることによる本質

的なデメリットではない.

次に,具体的な加工工程で比較してみると,著しい差

が見られるのは,いわゆる異常アーク(または疑似アー

ク)の発生状況である.灯油中の場合,穴あき電極を用

いて加工液を噴出させながら加工すれば問題は少ないが,

噴流できない形状の場合,加工開始後まもなく異常アー

クが発生して加工が進行不能になると同時に,電極が損

傷を受けることが多い,これを避けるために電極を周期

的に引き上げて極間をフラッシングすることが一般的に

行われており,このため加工速度は理想的な状態に比べ

大幅に減少する.特に加工凍さが大きくなると,有効な

加工時間の比率が極端に小さくなってくる.一方,水の

場合は,異常アークの発生はほとんど観察されない.し

たがって加工液の噴流無しでも加工速度の減少は少ない.

すなわち,加工液の噴流を理想的に行える形状の加工の

場合を除いては,必ずしも灯油の方が実際的な加工所要

時間が小さくなるとは言えない.このような現象の違い

は主として加工液が炭素を含んでいるかどうかによるも

のと考えられる.なぜなら,異常アーク発生時には局部

に大畠の炭素の折出が見られるからである.

水を用いた場合のU各種放電パルスによるSK 4の基本

的な加工速度酔陸を図1に示す.このグラフの平均電流

Iavはパルスのピーク電流値んの約1/10になるように電

極送りサーボが設定されているので,放電繰返しの安定

性が確保できる場合は(安定性は加工面鏡により影響さ

れる)走塁的には図の3倍程度の加工速度で加工するこ

とが可能である.

これらからみて,水中ではパルス幅の小さいところで

加工速度が向上する傾向がある.しかし,実際の加工に

おいては,電極消耗率,加工面あらさなどがある範囲内

であることが要求されるため,加工速度最大の条件が採

用できるとは限らない.

水を用いる場合,その脱イオン処理の程度によって加

工液としての電気的特性に差があるをめ,加工速度にも

影響が現れる. Godinhoらが水道水(比抵抗約1.1 × 104EI

cm)とイオン交換水(約2.3×105flcm)で比較した例を

図2に示す.また,イオン交換水(約7×105ncm)と,

それにNaN03を加えて比抵抗を約3.5× 104S2cmにした

(u!uJBtu)観潮TEq 10
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3　　　　10　　　　30　　　100

パルス幅(〝S)

300　　　1000

(a) (水中, 7 ×1050cm,Iap≒0.1Ip,CuJ-SK4+)

3　　　　1 0　　　30　　　100

パルス幅(βS)

300　　　1000

(b) (水EFl, 7 ×105flcm,Iav≒0.1Ip,CuTISK4~)

図1パルス幅, Ipによる加工速度の変化

(a)正極性　　　(b)避極性

水で比較した例21)を図3に示す.これらの図からは脱イ

オン処理の差が加工速度に影響を与えることは明らかで

あるが,比抵抗に関しての一致した傾向は見られない.

これは電極形状の相違,水道水のイオンとNaN03の違

いなどが異なった影響を与えたためと思われる.

2.　電極消耗率

塑彫りの場合,電極の消耗は加工精度に直接影響を与

えるので,電極低消耗の加工ができなければ実用性が低

い.水を加工液としたときにも灯油中と同じように低消

耗で加工できる条件が存在することは木本らによって指

摘された.その消耗率特性の1例を図4に示す.これは

コンデンサ放電によるもので,放電回路にそう入したイ
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イオン交換水 

水避水 

100　　　101 102　　　103　　　104

パルス幅(〝S)

陳12　イオン交換水と水道水の加工速度の比較(Godlnho& Noble)

(電柚:鍋,工作物:高速度鋼, Ip-22.5A)

(U!uEJMu)　轡類丁貫

30

≡=IT:≡…3芸i 7XIO50cm

=二三f:≡…3芸13･5×1040cm
_一･.▲_________._⊥ ⊥

5　10　　　30　　　100　　　300　　1000

パルス幅(〃S)

図3(a)加工液の比抵抗による加工速度の速い(lF二極性)

(工作物:SK4+,唱梅:舶-)

5　10　　　30　　　100　　　300　　　1000

パルス幅(FLS)

図3(b)加工液の比抵抗による加工速度の違い(逆梅性)

ンダクタンスLが大きいとき,つまりIpが小さくパルス

幅(T)が大なるほど低消耗となっており,木本らは正極

性でIp/T<0.1 (A/LLS)のとき, 1%程度以下の消耗率

になるとしている.

最近ではコンデンサ式の回路は仕上,微細加工以外は

ほとんど使われないので,トランジスタスイッチングに

よる矩形波で加工した場合の電極消耗率特性を調べた例

を図5に示す.このように,正極性と逆極性では消耗率

の傾向はまったく異なっており,正極性の場合,電極消

耗率をゼロにすることも可能であるが,パルス幅に対し

24
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図4　Cu/Stの消耗特性に対するLの巌轡

300

3　　　　1 0　　　　30　　　1 00　　　300　　　1 000

パルス幅(〝S)

図5(a)パルス幅. Ipによる電極消耗率の変化

(図1 (a)と同条件)
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10003　　　1 0　　　30　　　1 00　　　300

パルス幅(〃S)

図5(b)パルス幅, Ipによる電極消耗率の変化

(図1(ち)と同条件)
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図6(a)加工液の比抵抗による電極消耗率の違い(正極性)

(図3と同条件)
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図6 (b)加工液の比抵抗による電極消耗率の逢い(逆極性)

てややクリティカルな特性となっている.一方逆極性で

は電極消耗率がゼロにはならないが,割合ブロードであ

り,数%の消耗率なら容易に実現できる.

電極消耗率は使用した水の比抵抗によっても変化する.

その違いを示した例21)を図6に掲げる.このように,正

極性では比抵抗が小なるほど,逆極性では比抵抗が大な

るほど電極消耗率が小さくなる傾向がある.これはGod-

inhoらの実験結果とも一致しており,比抵抗は電極消耗

nU
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図7　あらさ一加工速度での比較

(E. Cu,W. SK4,▲EDF･逆極性,●水･逆極性,○水･正極性)

率に直接影響するパラメータであることがわかる.

3.あらさ一加工速度曲線

放電加工では一般に加工速度が大きくなる条件では加

工面あらさが大きくなる傾向があるため,加工の能率の

良さを比較するときは加工面あらさ一加工速度平面上

の位置で評価するとわかりやすい22).そこで,水中(正極

性および逆極性)および放電加工油EDF(灯油系)中(逆

極性)で加工したときの加工速度と加工面あらさを種々

のIp, Tの組合せについての測定しプロットしてみると図

7が得られた.このグラフ上で左上の点ほど加工の能率

が良いことになるが,実用上は電極消耗率も問題になる

ので,各測定点にはその加工条件での電極消耗率(%)を

併記した.

図からわかるように,ほぼ同じ消耗率を示す点を連ね

てあらさ-加工速度曲線としてみれば, EDFと水中

での逆極性の加工特性は近似した直線上にのっていると

判断できる.すなわち,水中で加工すると加工速度が小

さくなるが,加工面あらさもそれだけ小さくなるので,

実用上あまり問題ないということが予想される.ただし,

高い加工速度そのものが要求される場合は,より大容量

の電源が必要となり,またその場合でもあらさ一加工

速度特性が十分なものであるかどうか,現段階では不明

である.水中での正極性の加工は,あらさ一加工速度
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図8　返りの高さの比較

(加工深さ0.2mm,電極:鍋,工作物: SK4)

曲線に関してはあまり良好な特性とは言えないようであ

る.

4.そ　の　他

水中で加工を行った場合,灯油中に比べ返りが発生し

やすいようである23).加工深さを0.2mmとしたときに発

生した返りの高さを水中での正,逆極性およびEDF中

道極性について比較すると図8のようになる.このよう

に,水中,特に正極性の場合は灯油系の加工液を用いる

場合に比べかなり大きな返りが発生する.ただし,返り

の高さは加工深さとともに減少する傾向がある.こうし

た返りの発生し易さは,溶融物の除去が円滑に行われな

いという点で,加工能率の低いことと同様の基盤から発

する特徴と思われる.また,返りの成分は工作物材料そ

のものであり,電極材料が転移したものではない.

その他,正極性で加工すると,工作物面の加工部付近

が黄褐色に変色することが多い.これは電解作用により

陽極部に発生する酸素が表面酸化を引き起こすものと思

われる.しかし,この黄褐色の被膜は強固なものでない

ことが多い.また電極低消耗条件では工作物材料の電極

への転移が顕著に見られ,銅電極面は白色となる.転移

層の厚さは,たとえばIp=30A, I- 130LLSの場合で10

LLm前後である217.逆極性でも転移現象が見られるが,伝

移層表面の酸化のために白色にはならない.

展　　望

以上の加工特性から,水を加工液として用いた場合の

問題として,次の各項が挙げられる.

(1)加工速度が小さい.

(2)電極消耗率が小さくなる条件と加工速度の大き

くなる条件が一致しない.

(3)返りが発生しやすい.

など.

26

生　産　研　究

逆に灯油系加工液より優れている点として,

(4)加工面あらさが小さい.

(5)異常アークが発生し難い.

が挙げられる.

(1)については(4)から,より大きいエネルギのパル

スを用いれば同一加工面あらさに対して同等の加工速度

を得る可能性があることと, (5)から加工の安定性が優

れているため十分な性能が得られるであろう.

しかし, (2)については特に正極性での低消耗条件で

加工速度がかなり小さいことから,今後大きな障害とな

る可能性がある.解決の方法としてほ,正極性での加工

速度向上,および,逆極性での電極消耗率逓減の2つの

方向が考えられる.前者は添加物の導入,後者は電解現

象の抑制などが有効な手段と思われる.

以上のはか,表面の変色などが実際面では大きな問題

となる可能性がある.この点では特に逆極性での加工技

術の進展が重要と思われる.

ま　　と　　め

以上述べたように,放電型彫り加工用加工液としての

水の利用は,まだいくつかの未解決な点を残してはいる

が,灯油類に対して本質的に優れた特徴を多くもってい

るので,今後,放電型彫り加工における少なくともある

分野はこれに置き換えられていくものと思われる.

( 1980年8月22日受理)
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