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1.1

緒論

緒言

機械加工は，工作を目的として作られた機械に，材料，工具を設置し，両者に相対運
動を与えながら，工具を材料に接触させて変形・破壊を誘起し，その破壊や変形の方向
を制御しながら設計者の所望の形状を得る方法のことである．この機械加工において，
工
具摩耗の低減は，過去から未来まで永劫のテーマである．
材料（素材）と工具は盾と矛の関係に等しい．新しい素材は旧来の物よりも付加価値
が高められる．よって自ずから軽量，強靱であるように開発される．素材，すなわち盾
が強靱になれば，盾を変形させるためにそれを貫く矛，すなわち工具が必要になる．工
具は材料に接触し寸法精度や表面品位の創製に直結するもであるが故に，できる限り長
持ちしたほうが良い．
機械加工の歴史においては，工具長寿命化のために，工具素材が強靱な物へと進化し
てゆく一方で，加工中に加工油剤を供給するという手法が編み出された．この方法によ
り，加工点を潤滑，冷却し寿命を向上させつつ，切りくずを速やかに加工点から流し去
り，再度工具がそれを噛み込んで摩耗してしまうことを防げるようになった．しかし，現
在この加工油剤の使用が制限されつつある．環境問題への意識の高まりから，油剤中の
成分の人体への影響のみならず，油剤の付着した切りくずやウエスの廃棄処理に関わる
コストが増大しているからだ．
これらの廃棄コストを考慮すると，できれば油剤を使わずに被削材と工具の二つの要
素のみで加工を行う乾式加工が望ましい．乾式加工で工具の寿命を向上させてゆくには
切削工具の場合は，コーティング技術が，そして砥粒加工工具については超砥粒の効果
的な利用が第一に挙げられる．
一方，油剤が利用できないという制約条件に対して他に何か解となりうるものはない
のであろうか．そして工具摩耗を抑制するための方法とは一体何なのであろうか．本研
究は，このような考えの下で，工具摩耗抑制のための新たな手法を模索するために行わ
れる．
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1.2.2

研究の背景
生産加工における環境問題

1990 年代のはじめ頃にドイツにおいて環境対問題が意識されるようになった．これに
より切削，研削油剤の人体への影響や，廃液処理にかかる費用が憂慮されて，可能な限
りの乾式加工への移行が求められるようになった．そして 1997 年の国際生産加工研究会
議(CIRP)において，この課題が取り上げられてから油剤削減の動きが本格的された．
我が国においては 1998 年 3 月 16 日の毎日新聞による報道 1‑1)の影響が加工油剤の利用
に大きな影響を与えた(図1‑1)．この報道では，大阪府の機械工場から高濃度のダイオキ
シンが検出されたことが伝えられた．ダイオキシン発生の原因となったのは加工油剤中
に含まれる塩素系の極圧添加剤と言われており，切削油を拭いたウェスを一般の焼却設
備で処理するとダイオキシンが生成されてしまうのだと言う．また生産量が増加すれば，
それにともない排出される切りくずも増加し，加工油剤の付着した切りくずが廃棄処理
され，再処理工程においても有害物質を生成すると考えられている．
その後，通産省（現在の経済産業省）が 2000 年 12 月に JIS を改訂し，機械加工用油剤
の脱塩素化を求めた 1‑2)．その結果有害廃棄物排出規制法（PRTR(Pollutant Release and

Fig. 1‑1 News about environmental issue1‑1)
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Fig. 1‑2 Toyota

緒論

s plan to reduce industrial waste1‑3)

Transfer Register)法）が制定され，具体的な規制となった．
そして，高まる世論に呼応するようにトヨタ自動車（株）1‑3） では，生産工程で生じる
研削砥石からの鉱さい・汚泥，切削加工から生ずる切りくずなどを含めた廃棄物発生量
を 2000 年度は 1990 年レベルの 1/4 に削減するという取り組みが始められた(図 1‑2)．一
方で，切削油剤，研削油剤に対しては塩素フリークーラントの要求があり，日石三菱石
油（株）などの石油メーカを中心に脱塩素化の取り組みが続けられている．
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Fig.1‑3 Design trend for green
machining from JIMTOF1‑4)

緒論

Fig. 1‑4 Study trend for green ma‑
chining from JSPE meetings1‑4)

日本の学術研究における動向を見ると，精密工学会においては，加工油剤を低減でき
る加工法全般について環境対応型加工として取り扱われており，そのような加工法を議
論するセッションが学術講演会に設けられている．このセッションのオーガナイザーで
ある松原が調査した資料を図 1 ‑ 3 に示す．これは，2 0 0 2 年日本国際工作機械見本市
（JIMTOF）
に出品された高圧給油装置を組み込んだ工作機械と環境対応加工を取り入れた
工作機械の出品台数の変化を調査したものである 1‑4）．
90 年代の中頃までは，高能率加工を実現し，かつ工具の寿命を維持するために高圧給
油装置を利用して大量の油剤を加工点に供給する手法に，工作機械の開発の重きが置か
れていたが，それ以降は工作機械メーカも年々環境対策，すなわち油剤使用削減を念頭
においた開発に力点を置き始めた．図 1‑3 を見るとこのことが明確に理解できる．図 1‑
4は同じく松原による精密工学会での講演内容の調査結果であるが，
環境対応加工を唱っ
た講演が 1998 年以降飛躍的に増加しており，この分野で加工油剤に依存しない様々な研
究が加速されていることがわかる．
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工具資源の高騰

現在使用されている主な機械工具材料には，高速度工具鋼，超硬合金，セラミックス，
サーメット，cBN 焼結体，ダイヤモンド焼結体などがある．これらのうち，切削工具を中
心に広く使われているのは高速度工具鋼と超硬合金である．高速度工具鋼の原料成分と
しては W，Mo，Cr，V，Co が使われており(表 1‑3)，また超硬合金の主成分としては W，Co，
Ti，Ta，Nb が使われている(表 1‑4)．ここに挙げた W，Mo，Cr，V，Co，Ti，Ta，Nb はい
ずれもレアメタルと呼ばれる元素である(図 1‑5)．
「マテリアルの事典」1‑9)によると，こ
れらの元素の確認資源余命は表1‑5の通りであった．もちろん，確認資源余命は鉱脈の探
索等により変動する流動的な数値ではあるが，Ti の 27 年をはじめとして，その他の元素
も数十年しかもたないと見積もられている．しかもこれらのレアメタルは枯渇の不安だ
けでなく，
産出国の政情などにより供給状態が変動するという不安定要素も抱えており，
その対策として日本は資源の備蓄やリサイクルに努めている 1‑11)．(表 1‑6)
表1‑7は文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンターに掲載されていた
「文部科学省として取り組むべき元素戦略」中の資料である 1‑12)．各レアメタルの今後の
需給リスクが網羅されているが，上記切削工具に利用されるレアメタルのみならず，研
削工具の砥粒固定に使われる Ni なども対象物質となっていることがわかる．
中でも，超硬工具材料でもあるタングステンについては輸入を 100% 中国に依存してお
り，中国国内における工業発展にともないその供給価格はここ五年で二倍へと高騰して
いる．したがって，我が国の産業競争力を維持するためにも工具寿命の向上が今まで以
上に求められるようになって来ており，文部科学省は平成 19 年度から，産業に不可欠な
希少金属(レアメタル)の代替材料研究に乗り出すことを決定した．これにともない，レ
アメタルの使用量を極力減らす技術を 2015 年までに実用化し，日本の産業競争力を支援
する方針を打ち出している．
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Table 1‑3 Composition of high speed steel1‑6)

Table 1‑4 Composition of cemented carbides1‑7)

‑7‑

緒論

第一章

Fig. 1‑5 31 Rare metals on the periodic table1‑8)

Table 1‑5 estimated life and recycle ratio of resources1‑9)

W
Mo
Cr
V
Co
Ti
Ta
Nb

確認資源
余命[year]
59
50
116
129
76
27
58
258
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原料リサイ
クル率[%]
19
25
27
24
23
50
32
0.6
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Table 1‑6 Supply stability of rare metals1‑10)

Table 1‑7 supply,demand, and risk about each rare metal
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本研究の目的

このような背景の下で，本研究では，
機械加工油剤に依存せずに，機械加工工具の長寿命化を達成する技術の開発
を行う．
ここであらためて考察するが，切削・研削加工油剤の役割とは何なのであろうか，ま
たその使用を止めればどのような不都合が生じるのであろうか？
加工油剤の役割は，冷却，潤滑，清浄（切りくず処理）である．もしも完全な乾式加
工を行うと加工油剤で補われていたこの 3 つの効果が失われてしまうことになる．
一般的な切削加工や研削加工においては，基本的に加工点において加工に関与してい
る媒体は，工作物・工具・加工雰囲気（切削油剤等）の三つしかない．このうち加工雰
囲気に該当する加工油剤がなくなれば，工具に対する負担は極めて甚大なものとなる．
た
とえば S30C の鋼材を，切り込み 1mm 送り 0.2mm，切削速度 100m/min で加工すると刃先の
0.2 平方ミリメートルあたりに 0.74 〜 1.44kW の電力が消費されていることになる．この
とき消費されたほとんどのエネルギーは熱へとかわってしまうので，0.74〜1.44kW電熱
器を加工点のわずかな面積に押し当てて加熱しているのに等しい．これに対する冷却機
能が失われるのである．
また，加工点には 2500 〜 4000MPa という苛烈な加工圧力が作用している．このような
高温高圧下では，工具は機械的な摩耗と熱化学的な摩耗を引き起こす．摩耗した工具は，
工作物の加工面の品位を低下させ，切りくずの折断を阻害する．結果として，加速度的
にこれら悪条件の相乗効果で工具の寿命や工作物の寸法精度が著しく低下することにな
る．
前述したように加工油剤は , 自身が有する冷却と潤滑効果により工具，工作物を保護
し，切りくずを洗い流す役割を有している．加工油剤の使用をやめて乾式加工に移行を
はかるということは，ただでさえ苛烈な条件に曝された工具に現状以上の負担を強いる
ということになる．
その負担を減らすためには，工具，被削材，加工雰囲気について
・工具の強靱化を追求する．
・被削材を快削化する．
・新たな加工雰囲気を探索し利用する．
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という三つの方策を検討するしかない．
このうち被削材の快削化については，快削性を誘起する物質を被削材の成分として混
入させる手法と，熱などの場を利用して一時的に快削化を図る方法がある．しかし，被
削材の快削化については，被削材は加工する側にとっては与えられた制約条件の一つと
なってしまうため本研究では取り扱えない．したがって，工具の強靱化を図る技術と，新
しい加工雰囲気によって工具の長寿命化を図ることにする．

1.4

本論文の構成

本論文の構成を図 1‑6 に示す．
第一章では，環境問題から機械加工油剤の利用が制限されつつある一方で，工具寿命
を確保しなければならない現状と，年々高騰する工具資源を如何に有効利用しなければ
ならないかを研究の背景として述べた．そして本研究の目的が加工油剤に依存しない工
具の長寿命化の達成であることを示した．

第二章では「機械加工工具の長寿命化を目的とした場の制御と再生技術の提案」と題
して，従来機械加工技術において，工具の長寿命化をキーワードに取り組まれた研究課
題を振り返り，その動向を調査する．加工点には，工具，被削材，加工雰囲気（加工油
剤）が関与しており，主にこの三つの要素が加工の成否を左右する．そして調査の結果
を利用して，研究戦略を提案する．
提案する研究戦略においては，大きくは場，すなわち外部エネルギーの制御技術と補
材，すなわち加工を補助する物質の利用技術に分けられる．
場の利用においては，まず，第三章「場を利用した工具強化と被削材の快削化」にて，外
部から遠隔的に磁場を加えて工具成分の流失を抑制したり，あるいは被削材の快削化を
図るなどを行う．
次に，第四章では，
「場を利用した潤滑物質の吸引」と題して，静電場を利用して潤滑
物質の加工点への吸引を試みる．機械加工においては，加工油剤を低減するために，加
工油剤の噴霧供給法や代替加工剤の様々な供給法が提案されているが，そのいずれもが
効果的に加工剤を加工点に導くための手法について検討がなされていない．そこで，静
電場を利用して固体潤滑物質を遠隔操作し加工点に供給できる手段を検討し，供給方法
の問題点に対する解を見出すことにする．
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次に補材の利用技術としては，これまでの補材利用の考えを一歩進めて，補材を強化
し切れ刃としての役割を担わせることを検討する．供給する補材が切れ刃並に強靱にな
り，工具母材表面に固定化されれば，それを利用して切削加工が実現できる．そして，そ
の強化された補材層の摩耗が母材層に達する前に補材層を再生できれば工具の寿命が永
遠の物となる．このような考えの下で，第五章では，
「切削工具の部分補修と再生技術」
に取り組み，第六章では，補材層を砥粒層に転換し「研削工具の部分補修と再生技術」を
検討する．
また，補材層を有効に利用するためにも，補材層の状態をインプロセスで監視する技
術が求められる．そこで，第七章では，
「工具・被削材間熱電流による工具状態の監視」
と題して，切削工具と被削材との間に生ずる熱電流に着目し，その熱電気特性を利用し
て工具の異常が検出が可能かどうかを検討する．

そして，第八章は本研究のまとめとして得られた成果から長寿命化の指針を導く．
以上をもって，加工油剤を使用しない新たな機械加工工具の長寿命化技術の構築を図
ることとする．
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Fig. 1‑6 composition of thesis
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2.1

機械加工工具の長寿命化を目的とした場の制御と再生技術の提案

長寿命化に関する従前の研究とその問題点

本章においては ,

本研究の目的を達成するために，まず工具，被削材，加工雰囲気の

三つについて取り組まれた従前の研究課題や，参考すべき技術開発について代表的な開
発を概観する．
そして，機械加工工具の長寿命化に関して文献調査を行い，どのような領域の研究が
比較的多く取り組まれたか，また取り組みの少ない研究領域はどこかを調べる．そして
それらの調査を基に長寿命化のための戦略を提案する．

2.2

工具に関する研究

2.2.1 工具のコーティング
コーティング工具は超硬合金を母材とし，その表面に数ミクロンの厚さの，炭化物，窒
化物，酸化物などのセラミックスの薄膜を被覆している．母材である超硬合金の強靭性
と，表面物質であるセラミックスの耐摩耗性，耐酸化性，耐焼き付き性などをあわせも
つ．さらにコーティング膜の多層化などのコーティング技術の進歩，コーティング工具
の母材として使用されることを前提とした強靭な専用母材の開発，冶金技術の向上によ
る切りくず処理性能に優れたスローアウェイ工具の開発により図2‑1に示すように，
従来
の超硬合金に比べ耐欠損性，耐摩耗性がともに向上した．
近年の使用量を図2‑2に示すが，環境問題を受けたドライ切削加工への要望増により近
年急増していた使用量は，さらに伸びてゆくと推測される．完全ドライ切削加工実現に
最も大きな役割を果たす技術と言える．

Fig. 2‑1 Cemented carbide V.S. coated2‑1)
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Fig. 2‑2 Shares of cutting tools
production2‑1)
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Table 2‑1 Classification of surface treatments2‑2)

2.2.2

工具コーティングの方法

表 2‑1 に主たる表面処理の方法を示す．セラミックス薄膜の被覆方法に関しては種々研
究，開発が行われている．しかし実際に工業化されているものは，気相からセラミックス
を母材表面に被覆させる化学蒸着法（chemical vapor deposition，CVD 法）とイオンプ
レーティング法に限られる．CVD 法は熱エネルギーを外部から供給し，化合物を熱分解し
たり，化学反応させ，母材の表面に被覆物質を析出させ被覆する手法である．図 2‑3 に，
CVD 装置の概念図を示す．
イオンプレーティング法は，被覆物質を電子ビームなどで加熱気化させるとともに，補
材ガスに外部から電気エネルギーを加え，プラズマ状態へ励起することによって，イオン
化を促進し反応させ被覆する手法である．図 2‑4 にイオンプレーティング法の 1 つである
直流アーク放電イオンプレーティング法の設備の模式図を，表 2‑2 に CVD 法とイオンプ
レーティング法の比較を示す．
両者はそれぞれ一長一短があるが，基本的にCVDは厚い膜を作りやすく低コスト，PVDは
付き周り性がよいためエンドミルなどの複雑形状向きだが，
厚い膜を形成するのには向か
ないためコストは CVD より高いと考えておけばよい．
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Fig. 2‑3 Illustration of CVD process2‑3)

Fig. 2‑4 Illustration of PVD process2‑4)
Table 2‑2 Comparisons of PVD and CVD of cutting tools2‑5)
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コーティングの種類およびその母材

図 2‑5 に工具の摩耗機構と実用化されている各種コーティング物質の特性を示す．
コーティング膜は，硬さ，耐酸化性，鋼との反応性などから摩耗の進行を防ぐとともに，
超硬母材への熱遮へいの働きをしている．しかし，摩耗機構への寄与度は同図中に示す
ようにコーティング物質に依存するためにそれぞれ違う．
図 2‑6 に各種膜の鋼切削時の工具摩耗の進行状況を示す．Al203 が，クレータ摩耗，フ
ランク摩耗ともに高速切削において少ないことから，高速切削に適することがわかる．
次
に，図 2‑7 にコーティング膜質と耐欠損性の関係を示す．先ほどとはうってかわり TiN，
Ti（CN）などのほうが Al203 より若干耐欠損性に優れていることがわかる．これらのこと
から，アルミナは（Al203）高温（高速切削）形の摩耗に強く，ついで窒化チタン（TiN）
が強い．一方，炭化チタン（TiC）は高硬度であるため，すきとり摩耗に強いという一般
的な傾向を知ることができる．

Fig. 2‑5 Wear characteristic of coating layers2‑4)
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また，コーティング工具の切削特性は，母材にも大きく左右される．コーティング工
具の耐欠損性を改善するためには，靭性に富む超硬合金母材が望まれる．具体的には，結
合相部には Co の含有量が多いか，あるいは WC の粒子径の大きな材種が好ましい．しかし
ながらこのような超硬合金を母材とすると，高温下強度が低くなりがちで変形しやすく
なってしまうため，高速での切削ができなくなる．
これとは逆に，結合相たる Co の含有量が少ない，もしくは WC の粒子径の小さな材種で
は，塑性変形性に富み，高速で切削が可能だが，耐欠損性は大幅に低下してしまう．こ
の矛盾を解決する方策として超硬合金母材の表面数十ミクロンに，靭性に富む強靭層を
設け，その内部は，耐塑性変形に優れているという複合構造を有する超硬合金母材が開
発されている．複合母材を用いることで，強靱性が確保され耐欠損性が著しく改善され
るとともに，高速切削時には，内部の優れた耐塑性変形性が発揮されて耐欠損性と高速
での耐摩粍性を両立したコーティング工具が実現できる 2‑7）．

Fig. 2‑6 effect of coatings type on wear resistance of tool2‑4)

Fig. 2‑7 Effect of coatings type on chipping rate of tool2‑4)
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2.2.4 最近のコーティング動向
PVD技術の向上により最近のコーティング工具は多層化が行われている．
一例として図
2‑8に最新の多層アルミナコーティング工具の組織を示す．
Al203 コーティングの優れた
耐摩耗性，耐溶着性に加え，TiN と Ti（CN）の多層膜をその下地に配することによって，
Al203

コーティング最大の欠点である耐欠損性の低下をおぎなっている．さらに母材に

表面直下数十ミクロンの強靭層を設け，耐欠損性を大幅に向上させるとともに，その内
部は，高速での切削を可能とする耐塑性変形性の優れた複合構造を有する専用母材が採
用されている．そのための高速での耐摩耗性に優れるとともに，卓越した耐欠損性を有
している．図2‑9にその切削性能を示す．今後もこの多層化の傾向は継続されることは間
違いない．

Fig. 2‑8 Multi‑layered Al2O3 coatings2‑5)

Fig. 2‑9 Cutting performance of multi‑layered Al2O3 coatings2‑6)
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Fig. 2‑10 Illustration of Silver White Metal Cutting tool2‑8)

2.2.5

構成刃先による工具コーティング

星らは被削材が工具先端に凝着する現象を利用してSWC切削法とその工具を開発した．
図 2‑10 に工具を示す．工具先端への凝着物は構成刃先と呼ばれ，かたさが被削材の 2 〜
3倍にもなる．通常は不安定に生成脱落を繰り返すが，この構成刃先が発生してもそれを
安定的に凝着させることができれば，この切刃の一部となって刃先を保護することがで
きる．SWC切削法はこの効果を実現したものである．この構成刃先を利用した切削法を行
なうと，刃先のすくい角が大のため切削による熱の発生が少なく，工具にチッピングが
おきにくく，切削熱は付随切りくずが大部分吸収してしまうなどにより刃先の寿命が長
い．また，動力が JIS バイトに比べて 10 〜 20％低く旧式機械でも鋼材を重切削できる．
一方で，この大きな負のすくい角が切れ刃先端に設けられているめに，切削開始時に
大きな切削抵抗変動が生じるという欠点を有している．また，近年は超硬合金の品質が
向上して欠損が少なくなり，
超硬合金にコーティングが施されるようになったことから，
構成刃先が消出する再結晶温度以上の切削温度になる高負荷加工条件で工具を使うこと
が普通になったために，あまり注目を浴びることはなくなった．
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切削工具コーティングのまとめ

コーティング工具に関しても各超硬合金製造業者は，種々のコーティング膜構造，お
よび種々の母材を開発しており，その組合せとしてのコーティング材種はかなりの数に
のぼる．イオンプレーティング法によるコーティング工具と，CVD法による薄膜コーティ
ング工具の適用領域が急速に拡大していくものと考えられる．
しかし，
このように切削加工に明るい未来をもたらすコーティング技術とコーティング
工具にも欠点はある．コーティング膜の密着性を確保するためには超硬母材表面の Co を
比較的豊富にしておく必要があるからである．このことは工具コーティングが剥がれて
しまうと，そこから一気に摩耗が進行するということを暗示している．ところが，現在
用いられているコーティング手法を考えてみると，一度剥がれたコーティングを補修す
るような技術はない．スローアウェイ工具であればチップを交換すれば済むが，ドライ
切削用のドライカットホブなどの特殊なコーティング工具ではその補修はできない．実
際にコーティングホブなどは再研削はできるがコーティングができず，新品のコーティ
ングがなされた物と比較して再研削工具では超硬母材が直接被削材と接触するために新
品の 1/3 の寿命になるという 2‑9） .
他社との競争に曝される産業活動の動向としては，能率の向上は終わりのないテーマ
である．よって切削条件の高速化は今後も不可避であり，ますます高速，高負荷が工具
に付与されることを考慮すると，何らかの形でコーティングの密着性を補強したり，ま
た剥がれたコーティングを即時に補修できるような技術が望まれる．
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Fig.2‑11 Grinding system with chilled‑air‑cooling2‑10)
2.3 補材に関する研究
2.3.1 冷風加工
冷風加工は横川らにより提案され，我が国では最も早くから環境を意識した加工法と
して位置付けられてきた．加工油剤の代わりに，図 2‑11 のように冷凍機を用いて零下 30
℃以下の冷風を作り，それを加工点に大量に吹き付けて加工点近傍や工具を冷却して工
具寿命を延ばそうとする方法である．これまでの研究では，従来のエマルジョンを大量
に供給して加工する方法に比べても工具摩耗，加工面性状等に関して優れた結果が得ら
れており，実際の工場にも適用も試みられている．
しかし，冷風加工では数 kW 容量の空気冷却装置が必要であり，システムのイニシャル
コスト，およびそのランニングコスト，全加工エネルギー消費，配管および被削材表面
での結露，さらには加工点近傍での騒音の問題が残されている．
また，マシニングセンタの場合には，主軸から冷風を吹き付ける必要があり，このと
きに図 2‑12 のようなスピンドルスルー方式をとる方法が必要になる．しかし，冷風が主

Fig.2‑12 Milling center equiped with spindle for chilled‑air‑cooling2‑10)
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Fig. 2‑13 Milling center with N2 cooling sytem2‑12)
軸を経由している間に主軸結露や機械本体からの熱の伝達による温度上昇が生じるため
断熱などの措置が必要となる．そのための主軸のセンタースルー部をニ重のパイプ構造
にする必要があり，多大なコストが避けられない問題もある．

2.3.2 窒素ブロー加工
乾式切削における工具摩耗の進行を抑制するため、エンシュウ株式会社では窒素ガス
を使用した窒素ブロー加工システムを開発している（図 2‑13）
．このシステムは、マシニ
ングセンタなどにおいて切削工具の切れ刃近傍に窒素ガスを噴射しながら加工を行うも
ので、工具周辺を窒素補材下に置くことにより、切削工具の酸化による摩耗・損傷を抑
制し工具寿命を約2〜3倍に延ばすものである．このシステムに用いられている窒素生成
装置は、窒素ボンベを使用せず、大気中の窒素を酸素と分離して取り出す装置で、分離
された酸素は装置周辺に排出されるので、環境への悪影響も少ない．ただし，窒息の危
険性とコストの増大は避けられない問題と考えられる．
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Fig. 2‑14 MQL system2‑13)
2.3.3 MQL 加工
植物油，あるいは合成エステルのような環境負荷の低い切削油剤を用い，従来の湿式
加工に比べて加工液の量を極端に少なくして霧状に加工点に噴霧するのが MQL 加工法
（Minimal Quantity Lubrication）である．その装置の概要を図 2‑14 に示す．
通常の湿式切削では加工液，特にエマルジョン等の水溶性切削液供給量は数十l/hから
数百 l/hにもなるが，MQL加工法では油量としては高々数十ml/h程度で，場合によっては
数 ml/h と極端に少なく加工油剤の使用量は従来の湿式加工に比較して，1/10000 〜 1/
100000 となる．
当然のことながら MQL の場合でも，重要な切削性能である工具寿命，加工面粗さ，切削
動力，加工能率等が従来の湿式加工に比して悪化することは実用的には許されない．ま
た，アルミ材料の高速切削や鋼材の高速研削加工においては切削温度の低減が重要と考
えられ，MQL 加工においても切削温度を抑制することが必要とされる．しかしながら，絶
対的な供給量が少ないため，
ノズルの噴霧方向が確実に加工点を捉えなければならず，
自
動化という観点から考えるとその点が難しい．また，植物系の油剤などを用いていると
はいえ，ミスト状にして油を噴霧するため，ミストが機械付近に充満しやすいだけでな
く，工具や被削材の回転速度によっては加工液が工具や工作物の連れ回り流により加工
点に上手く付着せず効果が得られないなど調整の困難さを指摘する声も多い．
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Fig. 2‑15 Concept of Oil Film on Water for Metal working Fluid

Fig. 2‑16 Concept of Oil Film on Water for Metal working Fluid

2‑14)

2‑14)

Fig.2‑17 Comparisons of tool wear in different cooling method2‑14)
そこで，図 2‑15 のように冷却性の高い水に油膜を付けた油膜付き水滴加工法（Oil on
Water 法）が中村らにより提案された．中村らによると，水が加工点を冷却し，水滴の表
面に付けたわずかな油膜が工作物の表面への付着を促進すること意図しているという．
図
2‑16，2‑17 に示すように良好な加工結果も得られているようであるが，やはり工具周囲
の連れ周り風によって噴霧粒子が影響を受けることは避けられない．また，この水滴表
面に油膜が形成されているかどうかなどコンセプトが実際に成り立っているかはこれか
らの研究を待たねばならないだろう．
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Fig. 2‑18 Subjects of cutting solutions for environmental issue
2.3.4

環境対応機械加工油

本研究課題は加工油剤を使わずに工具の長寿命化を達成することを目的としている．
こ
のため加工油剤の開発動向については直接の関連はないが，主流の補材としてその動向
は把握しておくことは重要である．
加工油剤の環境問題とその課題について，図 2‑18 に示す 2‑15)〜 2‑18)．油剤が関与する環
境問題は，ひとつは，地球規模での環境保護であり，もうひとつは，油剤を使用してい
る作業現場の環境改善である．地球規模での環境保護については，塩素，窒素およびPRTR
法対象物質などに代表される有害物質の削減，水溶性切削油剤の廃水処理性の向上や長
寿命化による廃液量の削減が挙げられる．作業環境の改善については，ミストの抑制や
腐敗による悪臭の防止，
また機械周りの汚れの低減などが要望されるようになっている．
機械加工油剤は，鉱油を主成分とし原液のまま使用する不水溶性切削油剤と，水に
希釈して使用する水溶性切削油剤に大別される．さらに水溶性切削油剤は，希釈した際
の外観によって分類される．一般にエマルションタイプと呼ばれる物は，JIS 分類で 1 種
に当たり希釈液外観が牛乳のように白濁するものである．ソリューブルタイプは A2 種半
透明もしくは透明で，ソリューションタイプは A3 種で透明という特徴を有する．
シンセティックタイプの水溶性切削油剤は，一般に潤滑成分として合成潤滑剤を使用
したものである．そのため，A1 種，A2 種および A3 種に対応したものがあり，それぞれを，
シンセティックエマルション，シンセティックソリューブルおよびシンセティックソ
リューションとそれぞれ呼ぶ．
開発動向としては，塩素に代わる潤滑添加剤，例えば硫黄系極圧添加剤や合成潤滑剤
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等に変更され，塩素フリー油剤化が実現したことが大きく挙げられる．2000 年 12 月に切
削油剤のJISが塩素系添加剤を含む不水溶性および水溶性切削油剤を，JIS規格外とした
ことがその最大の要因である．近年では脱塩素化に留まらず，PRTR 指定物質はもちろん
のこと， PRTR法で指定された化学物質は使用禁止物質ではなくとも大気汚染や水質汚濁
など環境への負荷が大きいと判断される物質であれば積極的に使用しない傾向にある．
また，容器包装リサイクル法および家電リサイクル法の成立，また生産現場では，
ISO14000 シリーズに代表される環境管理基準の導入により，世の中すべての製品につい
て廃棄せずに再生利用を考慮していこうとする風潮が高まっており，
現在，
油剤メーカー
では水溶性油剤について廃棄物量の削減を目的として，腐敗の少ないロングライフ（長
寿命）型切削油剤に研究の力が注がれつつある．この型の場合，6 カ月から 1 年に一度更
液していた油剤が，3 年から 5 年は無更液になる．したがって，この期間の廃液量が削減
でき，企業の廃液処理負担を軽減できることになる．
ただし，水溶性油剤を長寿命化するには，ユーザでの管理も重要な要素であり，常に
pH，濃度を一定の基準に管理することが必要である．水溶性切削油剤が使用されている
環境は，作動液のように閉鎖された環境ではなく，常に切りくず，潤滑油その他の混入
物がある．また，加工熱や微生物等による油剤の劣化，希釈水水質の影響を考慮する必
要もある．したがって，油剤にとってはただでさえ水溶性油剤使用液の劣化を促進させ
る過酷な環境といえるため最終的には極力油剤を使わずに加工できるのが理想である．
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固体潤滑

固体潤滑の利用については，上原らのゲーレナイト(図 2‑19)の提案以降は停滞してい
ると言える 2‑19)．近年では Caスルホネートをホブ切り利用した例が報告されてはいるが，
2‑20)

，固体潤滑物質は流動性をもたないために油などに混練し，刷毛やノズルで工作物に

供給するしかないため，あくまでも加工油の助剤としての利用に留まらざるを得ないの
が現状である．しかし，山根，鳴瀧らを中心とした（社）精密工学会難削材加工専門委
員会等で快削鋼の開発が継続的に行われており，快削鋼に用いられている成分によって
は固体潤滑材としての利用も十分見込めることは間違いない 2‑20)〜 2‑23)．

Fig.2‑19 Comparisons of tool life using different kinds of sulfonates

2.3.6

代替加工油剤供給に関するまとめ

以上の結果より，代替油剤供給に関する研究においては，それ自身の開発と適切な供
給方法の開発について二つの開発要素が含まれているのが理解できる．油剤の開発動向
としては，油以外では主として気体の適用が試みられている．しかし，気体の場合は，油
のように，水質汚濁・地質を引き起こすことはないが，大気汚染や騒音が問題となる．
また供給方法の開発については，微量の油剤を噴霧する方式に力が注がれている．し
かし，
噴霧供給においては噴霧後の油剤を適切に加工点まで導くことができなければ，
そ
の効果が得られにくいという欠点を有している．
これらのことを考慮すると，適切に加工点に潤滑機能を有する加工助剤を効率よく導
くという方策が必要ではないかと考えられる．
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Fig. 2‑20 Effect of input current on tool life2‑24)
2.4

場の利用

場を利用して工具を長寿命化する試みとしては，熱，応力，電力，磁力に関する場が
考えられる．長寿命化とも関連が深いトライボロジーの研究においては，運動をともな
う固体接触部への電力供給，電場供給，磁場供給をした場合の摩擦・摩耗の改善例が報
告されている 2‑24)〜 2‑27)．

2.4.1

熱電流の制御による工具摩耗の抑制

切削加工時の工具刃先部分を高温接点と考えると、工具と工作物との間に熱電対が構
成され、工作機械を通じて熱電流が流れる．様々な研究により、工具と工作物との間に
発生した熱起電力による熱電流に対して外部から順方向または逆方向に電圧を印加する、
もしくは熱電流が流れないように工具および工作物を工作機械から絶縁すると、工具摩
耗量が変化し、工具寿命に影響を与えることが報告されている．2‑24 〜 2‑27）
工藤らは、工具SKH4を用いた工作物S45Cの切削加工中に外部より印加した電流と工具
寿命との関係について調べている．この組み合わせの場合、熱電流は工具から工作物に
向けて流れており、それを助長する向き（プラス方向）および打ち消す向き（マイナス
方向）それぞれの方向で工具寿命が延びる印加電流の最適値が存在することが分かって
いる（図 2‑20）
．この理由として、
●プラスの向きに電流を印加した場合は、工作物中の炭素の工具側への拡散（浸炭）
が抑制されるため、変質劣化による工具の脆弱化を防ぐことができる．
●逆にマイナスの方向に電流を印加した場合、工具界面で硬度の高い Fe 系の複炭化
物が生成するため、工具摩耗が抑制される．
ということが挙げられている．
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Load: 11N
Speed: 110 m/min
Magnetic strength: 3700 Oe

Fig. 2‑21 Magnetic effect on Ni‑Ni pin on disk experiment2‑28)
このような工具摩耗に対する電場の影響を利用し、熱電流をアクティブに制御して工
具寿命を延ばすことが期待されるが、印加する電流の最適値は工具材種により異なるな
ど不明な点も多く，また電流を供給する回路をどのように構成するかなど付帯設備も検
討する必要があり，機械加工分野への応用には更なる検討が必要である．

2.4.2

磁場による酸化作用と摩擦・摩耗の改善

磁場の摩擦摩耗への利用例としては，摩擦試験においてどちらか一方，あるいは両方
の材料に強磁性体を用いて磁場を供給すると摩擦状態に変化が起きているとの報告が多
い．磁場中にある鉄鋼やニッケルなどの強磁性材料の結晶はいくつかの磁区に分かれて
いる．この磁区の境界を磁壁というが、ここに交流磁場を印加すると磁壁が振動し、固
着状態の転位を解放して可動の状態にし、材料内の可動転位密度を増加させる．
したがっ
て、交流磁場は材料の変形抵抗を小さくするのではないかと考えられている．
熊谷らはこれを実験的に確認した．また直流磁場によっても、磁化により磁区の大き
さが大きくなり磁壁の長さが短くなった結果、磁壁が転位を固着する度合が少なくなる
ため、材料の変形抵抗が小さくなることが指摘されている．平塚ら 2‑30)は強磁性金属であ
るニッケルを供試材として，大気下でピンオンディスク型摩擦試験を行う際，摩擦面に
対して電磁石で垂直に直流磁場を与えてみた．すると，図 2‑21 のようにピン及びディス
クであるニッケルの摩耗が劇的に改善されたと報告している．平塚らはこの原因を，摩
耗粉の酸素吸着および酸化が促進されて摩耗粉の微細化が進み，摩擦形態がシビアーか
らマイルドに変化したためで

はないかとしている．このような効果は鉄においても認

められたとのことで，磁場には材料の硬さを下げ、アブレシブ摩耗を増加させる何らか
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の作用があると考えられている．
工具の長寿命化を図る策として，被削材を一時的に快削化したり，あるいは工具の耐
摩耗性を強化できる可能性があり，興味深い．

2.4.3

外部エネルギーの供給による摩擦・摩耗改善のまとめ

トライボロジーの分野においては，このように運動をともなう固体同士の接触点にお
ける電場，磁場などの影響を調べ，摩擦摩耗の改善を行おうとする試みがある．いずれ
も，比較的小さな試験片を使い，軽い荷重で行った実験結果であるので，それが機械加
工のような高加重，高応力下における環境下でどの程度効果が得られるのかは全く見当
がつかない．しかし，付帯設備が大きくならないという前提条件を満足できれば実用性
も高く，それらの利用も有益である．

2.5

工具長寿命化のための戦略

加工油剤の利用を止めるという前提条件の下で，工具の長寿命化をどのように推し進
めるかということを焦点にして，環境対応として広く認知されている加工技術を概観し
た．
これらの研究動向をさらに定量的把握するために，切削工具，研削工具，工具寿命を
キーワードにして，Engineering Village および Jdream Ⅱの日欧の二大論文データベー
スから工具の長寿命化に関係のある文献を検索した．すると，特に本研究課題と関連が
深い研究課題が 114 件抽出できた．
文献を整理してみると，大きくは工具を強化するための研究か，加工雰囲気に関する
研究に大別できることが明らかになった．
ここで，加工雰囲気については，TRIZ（物質 ‑ 場の分析による発明問題解決理論）2‑113)
の考え方を導入すると，さらに場（熱，電，磁，応力）を利用したものと補材（固体，液
体，気体）を利用したもののふたつに分類できる．そこで，工具，場，補材という三つ
の領域で検索結果を分類し，マッピングしたところ図 2‑22 のように分類できた．なお，
この図中の番号は本章の最後にある参考文献リストにおける引用番号を表す．そして赤
字については各研究文献で工具の長寿命化を図るためにどのような手段を用いたのかと
いうことを示している．
その結果，工具寿命に関する研究においては，工具強化や工具のコーティングを強化
して工具の寿命を向上させようとする研究が5割，液体の加工剤に関する開発や提案が2
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Fig 2‑22 map of researches on long tool life
割であった．つまり，工具寿命を延ばすには，この二項目に関して研究が集中的に行わ
れてきたことが改めて浮き彫りとなった．特に工具強化に関する研究については，圧倒
的な数量でありこれ以上の新しい提案は困難な状況になりつつあると言える．
本研究については，加工雰囲気，すなわち場と，加工油剤を除外した補材の利用に力
点を置く．図中の各領域毎に，研究提案の疎密を見ると，1，2，3 の境界領域において研
究が疎であることが理解できる．つまり，

領域 1. 工具 ‑ 場
領域 2. 工具 ‑ 場 ‑ 補材
領域 3. 工具 ‑ 補材

といった相互が関連し合う領域の利用が比較的手薄であり，それらの領域に長寿命化に
向けた新たな設計解が残されていると予想できる．
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それぞれの領域について長寿命化の構想を述べると，

領域 1

工具 ‑ 場:

場を使った工具保護という構図が考えられる．工具保護には，工具を強化する，ない
しは被削材を一時的に削り易くするの二つが考えられる．
工具の摩耗はなぜ生じるのかを考えると，加工点で工具は高温高圧環境下に曝されて
おり，熱化学反応が工具と被削材に生ずるからである．特に超硬合金では，高負荷の加
工条件で拡散反応が生じ，工具中の成分（バインダ）が被削材へと拡散し，摩耗が進展
する．これまでは切削油剤が加工点の潤滑と冷却で温度を低下させることで熱化学反応
を抑制していた．この領域 1 に対する長寿命化の戦略としては
・場を利用した工具成分の流出抑制
・場を利用した材料の一時的快削化
の二点を検討する．

領域 2

工具 ‑ 場 ‑ 補材:

先にも述べたように環境対応技術として，加工油剤という補材の利用を削減するため
に様々な手法が提案されている．
従来の補材の供給方法としては，大量の補材を加工点周囲に注いでいた．その後MQL法
などの補材の噴霧方式が提案され採用されているが，粒子状に噴霧される油剤は，工具
回転で発生する連れ周り風等の影響を受けやすく，適切に加工点に粒子を吸引できなけ
れば用をなさない．
よって場を利用して補材の吸引を行い，適切な補材供給を実現する．場を使い補材を
吸引するためには，電場の利用が考えられる．場によって吸引できる補材としては，固
体潤滑物質が好適である．そこで固体潤滑物質の適用と静電吸引を検討する．

領域 3

工具 ‑ 補材:

これまで補材はあくまでも工具に塗るなどして表面を被覆しそれを補う役目しかなかっ
た．この被覆にある程度の強度が持たせられれば，補材自身が工具と成り得る．そして，
補材を工具表面上に繰り返し形成し，補修できれば，工具自身の寿命は再生ができうる
限り永遠である．
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このとき，このような補材による工具がどの程度摩耗して，そしていつ再生すれば良
いかが判断できれば，効率よく加工が継続できる．よって本領域においては，補材によ
る工具切れ刃の形成と補修，そして状態の監視技術について検討する．

このような戦略の下で工具の長寿命化を検討するが，領域 1，領域 2 については場を利
用して遠隔的に加工域に工具の寿命を向上させるように何らかの作用を生じさせる場の
制御技術と言える．また領域 3 については，補材利用技術で補材を強化して切れ刃を再
生しようとする再生技術と言える．本章では，大きくはこの二つの技術について下記の
章構成にて新たな長寿命化手法を提案する．

遠の制御技術の提案：
（第三章）場を利用した工具強化と被削材の快削化 （領域 1）
（第四章）場を利用した潤滑物質の吸引

（領域 2）

補材強化による再生技術の提案：
（第五章）切削工具の部分形成と再生技術

（領域 3）

（第六章）研削工具の部分形成と再生技術

（領域 3）

（第七章）工具・被削材間熱電流による工具状態の監視 （領域 3）

改めて全章の概要を述べる．
第一章は序論として，本論文の着想に至った背景と本論文の目的，そして各章の構成
を述べた．

第二章では，機械加工工具の長寿命化を目的とした場の制御と再生技術の提案と題し
て，本研究において取り組む課題を提示する．まず，従来の機械加工技術において，工
具の長寿命化をキーワードに取り組まれた研究課題を振り返り，
その動向を調査した．加
工点においては，工具，被削材，加工雰囲気（加工油剤）が関与しており，主にこの三
つの要素が加工の成否を左右する．そして調査の結果を利用して，研究戦略を提案する．
調査の結果，これまでの研究においては，工具の強化と切削油剤の供給に関する研究が
大部分を占めていることが明らかになった．一方で，工具と加工雰囲気に関して研究が
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比較的行われてこなかった領域があることも明確になった．最終的には，先述したよう
に 3 つの領域に関して研究戦略を提案した．

第三章では，
「場を利用した工具強化と被削材の快削化」という題目にて，工具，被削
材，補材の三つの要素の中で，切削工具の母材と被削材の磁気特性に注目し，油剤の使
用を低減した場合に切削工具への負担を軽減できるような加工技術を模索する．具体的
には，工具成分の熱化学反応による流失を外部から磁場を利用して固定化したり，被削
材の快削化を図るなどを行う．

第四章では，場と補材の利用を目的として，潤滑機能を有する補材を効果的に加工点
に導く潤滑供給方法を検討する．従来の加工油剤においては，加工点に大量の油剤を供
給していた．これを見直すために MQL法（極微量供給）などの噴霧供給法が提案されはい
るが，ノズルから噴霧された油剤は工具や被削材の回転による連れ周り風などの外乱を
受けやすい．そこで，場を利用して加工用の補材の吸引を検討する．ここでは，静電場
を利用して固体潤滑物質を移送供給できる手段を検討し，供給方法の問題点に対する解
を見出すことにする．具体的には，微細シリカ微粒子の静電特性を利用して工具への吸
着を行い加工点へ供給する．そしてシリカ微粒子が有する固体潤滑機能を利用して加工
特性を向上させる．

このように第三章，第四章においては場の制御を行いながら，工具成分の固定化や補
材の供給を試みるが，第五章，第六章においては補材供給の考え方を一歩進めて，供給
した補材層自身を強化して切れ刃とし，繰り返しその補材層を工作機械上で再生しなが
ら切れ刃の役割を担わせ続けようとすることを試みる．このような考え方を工具機上再
生技術と定義し，第五章では，
「切削工具の部分形成と再生技術」と題して，工具インサー
トを交換するのではなく，コーティング膜自体を工具として考え，その成膜と剥離を機
上で行い工具交換を代替する手法を検討する．コーティングの方法としては機上で迅速
かつ簡便に強固な硬質膜が得られるように，複合めっきと電解剥離を組み合わせた手法
を検討する．そして，開発した基礎工程を利用して試作機を製作する．
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第六章では第五章と同じ概念の下で補材層に砥粒層の機能を持たせることを検討する．
ここでは「研削工具の部分形成と再生技術」と題して，研削工具の機上再生法を模索す
る．研削工具は主として結合材によって，レジンボンド工具，ビトリファイド工具，メ
タルボンド工具に大別される．このいずれの工具においても工具の成形には焼成工程が
利用される（めっきを利用した電着工具は除く）
．このため，これらの工具を再生するた
めには，小型でかつ短時間に砥粒層の焼成を行えるかが重要になる．この章では急速加
熱技術に着目し，その技術を利用して砥粒層の形成を機上で速やかに実現することを試
みる．

第七章では，
「工具・被削材間熱電流による工具状態の監視」と題して，切削工具と被
削材との間に生ずる熱電流に着目し，その熱電気特性を利用して工具の異常が検出が可
能かどうかを検討する．工具の長寿命化を行うために，工具や被削材に関する検討も重
要であるが，工具の摩耗状態をできる限りインプロセスで認識し，適切なタイミングで
工具を再生できる技術も望まれる．よって，工具と被削材に流れる熱電流を詳細に調べ，
摩耗との相関からセンサとしての機能を検証する．

そして，第八章は本研究のまとめとして得られた成果，および今後の課題を展望を交
えて論じる．
以上をもって，加工油剤を使用しない新たな機械加工工具の長寿命化技術の構築を図
る．
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第三章
3.1

場を利用した工具強化と被削材の快削化

緒言

本章においては場を利用して工具を強化したり，被削材の快削化を図ることを検討
する．利用する場については，熱，電場，磁場が主として考えられるが，本章におい
ては磁場が物質に与える様々な影響に着目する . これまで，トライボロジーの分野など
では , 接触界面に磁場を印加することで摩耗形態が変化するなど興味深い報告が相次い
でいる . 本章では特に
1.

切削工具を構成する成分の磁気特性を利用して耐摩耗性を向上させる．

2.

被削材の磁気特性を利用して加工時に一時的に快削化を図る．

ことを検討する．

3.2 工具摩耗の抑制を目的とした磁場援用切削加工法の提案
3.2.1

超硬工具の組成・特徴

近年の切削加工においては，超硬合金が工具母材の主力となり，広く利用されている．
超硬工具に用いられる超硬合金は , 主に炭化タングステン（WC）, 必要に応じて炭化チタ
ン（TiC）および炭化タンタル（TaC）といった硬質物質とコバルト（Co）とを混合して
焼結した材料である . ここにおいて ,Co は硬質物質を結合するバインダとしての役割を
担う . 図 3.1 に , 超硬工具断面の顕微鏡写真を示す . また表 3.1 に , 超硬工具の主な組成
を示す .3‑1)
上表のように , 超硬工具は主に P 種 ,M 種 ,K 種の 3 種に分類されている .P 種は TiC や
TaCを多く含んでおり ,耐熱性および耐溶着性に優れているので,主に鋼の切削加工に用
いられる .K 種は WC 主体の合金であり ,TiC や TaC をほとんど含んでおらず , 機械的な損
傷に強いことから , 鋳鉄 , 非鉄金属および非金属の切削加工に用いられる .M 種は P 種と
K 種の中間の性質を有する材種で , 熱的損傷および機械的損傷の両方に強く , 鋼 , 耐熱合
金および鋳鉄の切削加工に用いられる .3‑2)
超硬工具は , ビッカース硬さ（HV）が 1200 〜 1800（高速度鋼の約 2 倍）, ヤング率が 500
〜 700GPa（高速度鋼の 2 〜 3 倍）という機械的性質を持っており , 高速度鋼等と比べ , 硬
く , 変形し難い . その反面 , 靭性の低さから , 欠けやすいという欠点も指摘されている .
しかし近年 ,CVD 法や PVD 法などのコーティング技術を用いたコーテッド超硬工具や , 超
微粒子WCと高Coを用いた超微粒子超硬工具などが多種開発されており,脆くて欠けやす
いという欠点は著しく改善されている .3‑2),

3‑3)
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Table 3‑1 Composition of cemented carbide tools
使用分類記号
POl
P10
P20
P30
P40
MlO
M20
M30
M40
KOl
KlO
K20
K30

金属成分
Co
4〜8
4 〜 10
5 〜 10
7 〜 12
7 〜 15
4〜9
5〜1
7 〜 12
8 〜 20
3〜6
4〜7
5〜8
6 〜 11

硬質相成分
W を主体とした硬質相
硬質相中の Ti，Ta（Nb）
92 〜 96
20 〜 50
90 〜 96
20 〜 40
90 〜 95
10 〜 30
88 〜 93
5 〜 25
85 〜 93
2 〜 20
9l 〜 96
5 〜 25
89 〜 95
2 〜 20
88 〜 93
1 〜 15
80 〜 92
1〜3
94 〜 97
0〜5
93 〜 96
0〜3
92 〜 95
0〜3
89 〜 94
0〜3

Co
WC

10 μ m
Fig.3‑1

Structure of cemented cabide
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超硬工具の摩耗の特徴とその抑制方法について

切削工具の摩耗には,大別して,機械的な作用による摩耗と,熱化学的な反応による摩
耗の二つがある.一般に広く用いられている工具は,WCの粉体を主成分として焼結された
超硬合金製であり ,WC 粒子を結合させるために Co バインダが 3‑20wt％添加されている .
バインダである Co は融点が 1490℃であるが , 切削工具の工具すくい面は , 圧力数百 MPa,
摂氏千数百度の過酷な環境に曝されている.そのため,超硬工具の摩耗原因の一つとして
, 図 3‑2 のように Co が溶融して滲み出す場合 , ないしは半溶融状態で結合力が弱まり , 被
削物の擦過により流出する摩耗プロセスが生じていると考えられる 3‑4)．特にCoは鉄系材
料と親和性が高く , このような Co の滲み出しが生じ易いと考えられる . 一方 ,Co は強磁
性体である . したがって , 磁界を工具に付与して Co を吸引し，その移動を抑制すること
で工具の長寿命化が図れると予想される . 無論，この Co の滲み出し抑制効果は，基本的
に被削材が工具に印加した以上の磁気を帯びていないことが前提となるであろう．

WC

Work

Co
Chip

Tool
Fig.3‑2 Wear mechanism of cemented carbide tool
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磁場の供給方法

3.3.1

磁場を援用した従前の研究

本研究において，最も重要なのは磁界の強度とその与え方と言える．これまで，工具
に磁界を供給し，磁力により工具摩耗を抑制した開発例としては，米イノベックス社の
フラクサトロンと（株）東芝の特許特開平 10‑0249601 二つがある．本節ではこれら二例
の磁場の印加方法を検討し，その特徴や問題点を明確にしながら供給方法を検討する．

3.3.2

磁気パルスによる工具寿命の延長

工業的磁性材料のうち , 強磁性をもつ鉄 , コバルト , ニッケルおよびガドリウム材料
などをコアとした物質に交流磁場を与えると , 磁気歪みによって磁区の規則性を保っ
ていたコアはその磁区の規則的構造が乱され , 機械的性質は脆い（硬い）性質が靭性の
ある性質に変化する ．米イノベックス社は , このような交流磁場の効果を工具材料の
表面層の応力解放に応用し , 工具の内部応力除去装置として実用化し，図 3‑3 に示す
「フラクサトロン U102」として商品化を行った 3‑5)．この装置は , コーティングの有無
に関わらず , 超硬 , ハイスなど , 原料として強磁性材料を含む切削工具に対して 1 秒間
に数回のサイクルで伸び縮みおよびねじれの磁力を与えることができる．その結果 , 工
具表面層の内部応力が解放され , 工具の初期チッピングが抑制されるとともに , 工具と
被削材との摺動抵抗が減少する．
米国における実験では , 図 3‑4 のような実験装置を用い ,SNCM‑8 のシューに磁場処理
を施したものと未処理のものについて , 摩擦係数とスライド距離との関係を調べている
. いずれの場合も時間とともに摩擦係数は連続的に低下するが , 両者の間には約 17% の
差が見られ , 磁場処理を施した方が摩擦係数が小さくなっている．
しかし，このように工具の摩耗やチッピング抑制にある程度効果を見込めそうな本装
置ではあるが，装置自体はあくまでも工程間の合間に工具を取り外してから装置内に工
具を挿入し，交流磁場を工具に供給し，工具に蓄積されたストレスを解放するような装
置になっている．したがって，装置自体も当然工作機械に搭載できるようなことは考慮
されておらず加工中の Co 流失を抑制する本研究には参照とはならない .
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Fluxatron
Endmill

Roller

Shoe

Fluxatron U1023‑5)

Coefficient of friction

Fig.3‑3

Non‑treatment

magnetic treatment
Rubbed distance

Fig.3‑4

Wear experiment3‑5)
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交流磁場による加工点の摩擦形態の制御

（株）東芝は特開平10‑02496013‑6)を通じて交流磁場を利用した磁場の加工点への影響を
紹介している．この特許では，図 3‑5 のように工具周辺にコイルを設置し，交流磁場を加
工点に与えながら加工する実施例が紹介されている．図 3‑6 は SWRH62A および FCD70 のピ
ンオンディスク摩耗試験において磁場の摩擦および摩耗への影響を調べた結果であるが，
どちらの試験片においても磁場の増加により摩耗量が抑制されていることがわかる．
この試験においては，磁場により加工点の酸化が促進され，摩擦形態がシビアー摩耗か
らマイルド摩耗に変化させられることで工具の摩耗が抑制されているとその効果を結論
付けている．しかしながら , このような方法を実際に利用するには，コイルを工具周辺
に巻き付ける必要がある．したがって，エンドミル加工のような転削加工への対応が難
しく，ATCに対応した装置を考慮すると莫大な付帯設備の設計変更が必要となるために実
用化には大きな問題が残っていると言えるだろう．
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1:Coil & Power supply
2:Cutting tool
3:Work piece

Fig.3‑5

Wear experiment3‑6)

Distance l (m)
(a) SWRH62A pin on disk test
Fig.3‑6

Distance l (m)
(b)FCD70 pin on disk test

Comparisons of wear rate under dry or magnetic condition3‑6)
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Magnetic properties of utilized Ne‑Fe‑B magnets3‑7)

固定磁石による磁場供給とその利点

先述の二例の場合はいずれの場合においても交流磁場を利用した工具の摩耗抑制法で
あった．本研究の摩耗抑制の基本概念を考慮すると，工具母材中の Co の流出を切削加工
中に如何に磁場の作用で防ぐかが重要になると考えられる．そのようなことを考えると，
磁場の方向は常に一方向で，かつできるだけ強い磁界が Co を固定化できる状態が望まし
い．また，実際の機械での利用を考慮すると，付帯設備が小さくなることが望まれる．そ
こで，本研究においては固定磁石を用いて磁界が常に同一方向に作用することを採用し
た．
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磁界を発生させる固定磁石にはNd‑Fe‑B磁石(住友特殊金属製NEOMAX‑41H,5.0×2.3×
1.0t)を用いた．3‑8)磁石の基本的な磁気特性を図 3‑7 に示す．磁石の発生する磁界の大き
さは，最大磁気エネルギー積で表す．この値が大きいほど，体積あたりの磁界の強度が
大きい．本研究で使用した Nd‑Fe‑B 磁石は 334kJ/m3(42MGOe) 程度の最大磁気エネルギー
積を有し，実験当時においては同じ体積の磁石と比較して最も強力な磁石であった．
この磁石を用いながら被削物や切りくずと磁石の干渉を避けることが可能であり,かつ
切れ刃にできるだけ強い磁場を印加できる個数,ならびに位置を検討し，図3‑8のように
してバイトシャンク部に磁石を固定して磁界を供給することとした．このとき切れ刃近
傍の垂直方向の磁束密度を計測したところ 5 〜 7mT であった．また , 参考としてこのよう
な磁場を印加した場合の磁力線の FEM 解析をした結果を図 3‑9 に示す . 図では , 工具の前
逃げ面の方向から,工具切れ刃へかかる磁力線の状態を示しているが，
同図の磁石設置状
態でコンセプト通りに磁界がCoを工具母材側に引きつけるような方向を向いていること
が理解できる.なお,この解析では切りくず流出による磁力線への干渉等はない静的な状
態を示しており，実際の加工では切りくず折断が適切に行われることが重要な要素とな
る．
先にも述べたようにCoの流失を抑制するためにはできるだけ強力な磁界をかけること
が重要な要素と成りうる．そこで，さらにできるだけ磁石を積層すればよいと考えられ
よう．しかし，この解析結果から磁石をこのまま単純に積層しても，磁界の強度は増加
するがその方向が切れ刃に効果的な方向とはならないことが判明しており，最大でも 10
枚程度が妥当な磁石の枚数であることがわかった．
最後に,以降このように磁場を加工点付近に印加しながら切削する方法を磁場援用切削
法と呼ぶこととする．
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Nd‑Fe‑B magnets

Insert

Holder

Fig.3‑8 Tool holder and insert with Nd‑Fe‑B magnets

5 〜 7mT
N

S

Tool edge

Front flank face

Fig.3‑9 FEM analysis of magnetic field
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磁場援用切削による工具摩耗の抑制

3.4.1

切削実験とその結果

3.2.2項の考え方を参考に，磁場が加工点におよぼす影響を実験的に明らかにする．主
な実験条件を表 3‑2 に示す . 実験においては , 図 3‑10 のように無段変速旋盤(オークマ製
LS450, 振り 450mm, 芯間距離 800mm,5.5kW)に，φ 50 × 400 の SUS304 を被削材を取り付け，
図3‑11に示す P30のスローアウェイチップ(三菱マテリアル製SNGA120408)を用いて行っ
た．
SUS304 を被削材として選定した理由は，耐食性，高温強度，靭性があるので幅広い用
途に用いられ需要が大きいからである．しかし，
・加工硬化性が大きく，工具の境界摩耗やチッピングが生じやすい．
・熱伝導率が低いので，刃先温度が上昇しやすい．
・靭性があるため切りくずの凝着が生じやすく，
マイクロチッピングにより欠損が生じや
すい．
などの被加工特性を有するために基礎的な難削材として広く認知されている．
図3‑8は各
種工具材料でSUS304を切削した場合の工具寿命を示した物であるが，特にSUS304は超硬
工具に対して顕著な寿命低下を引き起こすことがこの図からも判断でき，磁場の作用を
確認するのに好適と考えられたからである．
次に切削条件については切削速度が加工点での切削温度，ひいては工具摩耗に最も影
響を及ぼす因子であるためその決定を最優先に検討した．実験における切削速度は,あら
かじめ SUS304 の切削温度を工具被削材間熱電対法で計測して決定することにした . これ
は,Coのキュリー点が1117℃であるため,Coが強磁性体から常磁性体へと変化してしまう
可能性があり,工具摩耗が抑制されたとしても,その効果が磁場によるものであるか判断
が難しいと考えられたからである . その結果 , 切削速度 120m/min において , 工具と切り
くずの接触点における切削温度が 896℃であることがわかった . 工具･被削材間熱電対法
においては,切削温度は接触部分の平均温度として計測される3‑9).したがって,工具すく
い面の温度分布としては実際には最高で平均温度の 1.2 〜 1.5 倍と考えられる . また , 文
献 3‑10)においては ,SUS304 を切削断面積 0.4mm2/rev, 切削速度 100m/min で加工する時の切
削温度は,切れ刃から0.4mmの位置において最高約1100℃の温度が記録されている.よっ
て,これらの結果を勘案し,表3‑2(1)に示すように切削速度120m/minとして,切込み,送
りは比較的高い負荷になる条件とした.また,中切削から軽切削時の磁場の効果を検討す
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Table 3‑2 Cutting conditions
Experiment No.
Cutting speed m/min
Feed mm/rev
Depth of cut mm
Work
Tool material
Insert
Holder
Coolant

Fig.3‑10

(1)
(2)
120
80
0.5
0.2
2
1
SUS304
P30
SNGA120408
ESBNR2020
None

Experimental Set‑ups

Fig.3‑11 Insert tips and holder
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P10
P30
Coated(P30)
Cermet

Work:
Tool type:
Conditions:

Ceramic
cBN
Tool life
P10
P30
Coated(P30)
Cermet

Work:
Tool type:
Conditions:

Ceramic
cBN
Tool life
Fig.

3‑12 lives V.S. tool materials in cutting SUS3043‑8)

るため同表(2)の条件でも実験を行った . このような切削条件にすることで ,Co の磁性の
変化による実験結果への影響を排除している . なお , 実験は本研究の主旨を考慮しつつ，
かつ磁場の効果を見極め易いように全て乾式切削で行った .
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通常の乾式切削(以降通常切削とする)と磁場援用切削の代表的な工具の摩耗状態を
図 3‑13 に示す .(a‑1),(a‑2)はそれぞれ通常切削と磁場援用切削によるすくい面の摩耗
状態 ,(b‑1),(b‑2)は同様に逃げ面の摩耗状態になる . なお，切削条件は比較的負荷の
大きい表 3‑2(1)である．図から , 磁場の有無によりすくい面摩耗 , 逃げ面摩耗の双方に
大きな差があることが判断できる . 図 3‑14 にこのときの切削距離に対する工具の逃げ
面摩耗幅の変化を示すが，磁場を印加した場合には工具逃げ面摩耗の進行が緩やかで
あり , その差が 1.2 〜 1.5 倍程度あるとわかる . すなわち , 磁場の存在により工具寿命
が向上したと判断できる .
次に比較的負荷の軽い表 3‑2(2)の条件において , 磁場による切削特性の変化を調べた
が，この範囲においては図 3‑15 に示されるように工具摩耗に大きな差は認められなかっ
た.これは,今回の実験条件が除去能率が低い条件設定になっていたために，工具先端の
切削温度が Co の軟化や流出を引き起こすほどには上昇せずに工具の摩耗がほどんどな
かったためである.切削温度が低かった証拠に工具には，
加工後に構成刃先が観察されて
おり，図 3‑16 の乾式切削における仕上げ面粗さが非常に不安定であることからも判断が
できる．
ここで，興味深いことに磁場援用切削においては軽負荷の条件においては加工面の粗
さが 10 〜 40% 向上していた．そこで，この実験で用いた超硬工具の逃げ面を SEM にて観
察することとした . 図 3‑17(a)は乾式切削 , 同図(b)は磁場援用切削による工具逃げ面の
SEM写真である.両者を比較すると明らかに磁場援用切削の方が逃げ面溶着物質が少ない
と言える.この原因等については後述するが，
軽負荷の切削条件下においても磁場を加工
点付近に加えると何らかの作用が生じて工具への構成刃先の凝着が減少し，加工面粗さ
を向上させることができるという新たな効果が判明した．この結果は，磁場を援用する
ことで被削性を変化させる可能性を示唆するものと言える .
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1mm

1mm

1.72mm

1.91mm

(a‑1)without magnets

(a‑2)with magnets
(a)Rake wear

1mm

1mm
0.26mm

0.19mm

(b‑1)without magnets

(b‑2)with magnets
(b)Flank wear

Cutting condition,Table 3‑1(1), Cutting distance,360m
Fig.3‑13 Difference of tool wear by the existence of magnetic field
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Fig.3‑14 Difference of flank wear with or without magnets under the condition
of Table 3‑1(1)
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Fig.3‑15 Difference of surface roughness with or without
magnets under the condition of Table 1(2)
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Surface roughness Ry μ m
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Fig.3‑16 Difference of surface roughness with or without magnets
under the condition of Table 1(2)
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50 〜 60 μ m

(a)Without magnetic‑field

30 〜 40 μ m

(b)With magnetic‑field
Fig.3‑17 Difference of adhesion of work material to flank face of tool by existence
of magnetic field
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With magnets
Without magnets
Blank tip

Co density Wt%
Fig. 3‑18 Co density in each condition
3.4.2

工具表面分析による Co 流失抑制の検証

磁場を印加することにより工具中の Co の流出を抑制することができるのであれば ,
加工後の工具表面の Co の濃度に差が出ているはずである . そこで ,Co の流失が抑制さ
れたのかを検証するために SEM‑EDX を用いて工具表層の Co 濃度を測定した．
SEM‑EDX は , 走査型電子顕微鏡（SEM:Scanning Electron Microscopy）にエネルギー
分散型 X 線分光分析装置を取り付けたもので , 試料の SEM 像を観察しながら , 特定部位
から放出される特性 X 線のエネルギーを検出し , 試料表層の希望の部位に含まれる元素
の点分析 , 線分析および面分析を行うことのできる装置である．
今回 ,3.4.1 項の実験 2 で用いた超硬チップ（磁場あり , 磁場なし）, および新品のブ
ランクチップについて ,SEM‑EDX 分析を行った . 工具すくい面は溶着物で被われている
ので , 逃げ面の溶着部の下部の点分析を行った結果を図 3‑18 に示す .
磁場を印加した場合の加工後の工具表面 Co 濃度はブランクチップ表面の Co 濃度とほ
ぼ同じなのだが , 磁場を印加しなかった場合の Co 濃度は 1.5 倍程度と , 高い値を示し
ていることが分かる．
なお SUS304 は通常非磁性であるが，加工後に組織変態を起こし磁性を生じる．この
ときに材料自体の磁性が工具摩耗に影響を及ぼした可能性も考えられる．そこで非磁
性のチタン合金を切削し，その効果を調べた．結果を図 3‑19，図 3‑20 に示す．ここで
は純チタンを切削しているが，磁場を印加すると Co の表出が抑制でき，工具摩耗が低
減できていることが確認できる．
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Cutting speed 200m/min f=0.1mm/rev d=1.0mm

(a)with magnets

(b)dry

Fig.3‑19 Difference of tool wear by the existence of magnetic field

Before

After

12
Co density wt%

10

Vb=222 μ m

Vb=189 μ m

8
6
4
2
0
With magnets

Dry

Fig. 3‑20 Comparisons of Co density in cutting alpha titanium alloy
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磁場援用切削による難削材の被削性向上

これまでの実験結果から，負荷の高い加工条件下で磁場の作用でCoの流失を抑制できる
こと以外に，軽負荷の切削条件下においても何らかの磁場の作用により工具への構成刃
先の凝着が抑制できることが明らかになった．この結果は，磁場を援用することで被削
物の工具刃先への凝着，すなわち構成刃先の不安定な生成脱落を防止する可能性を示唆
している．したがって，この効果の機構を明らかにすることができれば，被削物の被削
性を能動的に変化させることができるのではないかと考えられる．
たとえば，凝着の激しい難削材を切削する場合に，磁場援用切削により加工時にだけ
加工点付近の被削性を変化させて快削化し，加工後は磁場を除去して被削材が本来有す
る物性で製品として利用することも可能ではないかと考えられる．
そこで，磁場の摩擦接触点への影響について研究した例を，主としてトライボロジー
の分野から調査した．すると，熊谷らが，鉄鋼やニッケルなどの強磁性材料の引っ張り
試験において , 磁場中に供試材の応力が低下すること確認した報告 3‑14)や，平塚らによる
乾燥摩擦摩耗試験において，少なくとも一方が強磁性体である材料を組み合わせて磁場
を加えたところ摩耗が劇的に減少する報告3‑15)などが散見された．特に平塚らの報告にお
いては,磁場により摩耗粉の酸素吸着および酸化が促進されて摩耗粉の微細化が進み,シ
ビアー摩耗からマイルド摩耗へと摩耗状態が変化することが原因として挙げられていた
. これは，先述の（株）東芝の特開平 10‑0249601 における実施例にて確認された作用と
ほぼ同一のものと類推される．いずれにしても，磁場を利用した難削材の局所的かつ一
時的な快削化への可能性は高いと予想される．
構成刃先の生成脱落は,加工面粗さに悪影響をおよぼすだけでなく，
構成刃先の生成脱
落に伴い切削抵抗に切削条件によっては大きな抵抗変動をもたらす.このことは，切り込
みが浅く送りも小さい仕上げ加工のような軽切削加工では生じやすく，工具剛性の確保
し難い中ぐり加工や，切削速度が低速になり切削温度の上昇が見込めない小径工具によ
る加工では容易にびびりを励起する可能性がある.したがって,磁場により凝着現象が緩
和されれば,粗さが向上するだけでなく，
余計な切削抵抗の変動が少なくなり仕上げ加工
時の再生びびりを防止できる可能性があり，更なる仕上げ加工の高精度・高品位化を実
現できると考えられる .
そこで,本節においてはこの凝着減少の防止によるびびりの抑制効果を検証し，
磁場援
用切削により難削材の快削化が図れるのかを確認することとした .
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実験方法

最初に，磁場によって切削抵抗にどのような変化が生ずるのかを確認し，その変動か
ら構成刃先の生成脱落状態を推定した．ここでは，凝着により切削抵抗に変動が生じた
場合に，その変動を増幅しびびりとして検出できるように , 工具の突き出し量を，図 3‑
21のように通常20mmであるのを37mmと大きくしながら表3‑2(2)の条件で切削実験を行っ
た．
ここで，切削工具をツールポストに固定された片持ち梁として考えると，片持ち梁の
バネ定数は，

k=3EI/l3
E ：ヤング率 I：梁の断面二次モーメント l:突き出し長さ
で求められる．したがって，今回突き出し量を通常より 17mm 増やしたことで，約 1/6.3
に剛性が低下したことになり，僅かな抵抗の変動でもびびりが生じやすくなったことに
なる．
切削抵抗の測定は，3 軸工具動力計(
（株）キスラー，9257A)により，主分力，背分力，
送り分力の3軸の切削抵抗の測定を行い，各分力の周波数解析をFFTサーボアナライザー
（（株）ADVANTEST 製 R9211B）で行った．そして，同時に，加工後の被削物の長手方向加
工面粗さの計測も行った．

Cutting force
Tool post

Tool

1

Κ
:

1/6.3

Fig.3‑21 Relationship between tool overhang and stiffness
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切削抵抗への磁場の影響

図 3‑22 は，得られた工具動力計の出力である．これまでの 20mm の突き出しでは , 磁場
の有無に関わらずびびりを引き起こすような激しい切削抵抗の変動は起きていなかった
のだが , 今回突き出し長さを大きくしたところ ,(a)のようにびびり振動が生じるように
なった.そこで,ツールホルダに永久磁石を吸着させて工具切れ刃近傍に磁場を印加した
ところ，(b)のように切削抵抗の変動が緩和された .
図 3‑23 に，工具動力計出力の FFT 解析の結果を示すが，乾式切削の場合 6kHz 付近に大
きな一次振動モードのピークが確認できる.また，びびり振動が起きていた場合の被削物
加工面には , 図 3‑24 のように明瞭なびびりマークも認められる . びびりマークは円周方
向に均等間隔に残されており ,1cm 当たり 47 個の波があった . 切削速度が 80m/min である
ので , このびびりマークから振動の周波数を算出すると，

周波数 =80 × 100(cm/min)

× 1(min)

× 47(min)

/

60(sec)=6266.7(Hz)

200N/div

Cutting force

Thrust force

Feed force
Cutting force

Time

24ms/div

200N/div

Cutting force

(a)Dry
Thrust force

Feed force
Cutting force

Time
24ms/div
(b) Magnetic‑field assisted cutting
Fig.3‑22 Wave forms of cutting forces in each method.
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3.3
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6.6
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100

Amplitude

N(RMS)

With Magnetic field

0

3.3
Frequency
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6.6

Fig. 3‑23 FFT of thrust cutting force in each cutting

Dry

With Magnetic field
Fig. 3‑24

Chattering marks
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Dry

With Magnetic field

Fig. 3‑25

Profile curve in each cutting

となり , ほぼ FFT 解析の結果と一致する . 図 3‑25 には磁場の有無による加工面の断面
曲線の違いを示すが，明瞭な違いが出ていることがわかる．

3.5.3

びびり振動源の特定

もし，これまでの磁場によるびびり振動の緩和が，機械，あるいは被削物の剛性不
足やアンバランスに起因するものであるのなら , 主軸回転数を変化させると振動の周波
数が変化したり , 振動自体が収束したりするはずである . そこで , 問題の 6kHz 付近の
振動に注目し , 同一径（φ 42mm）の被削物に対して切削速度を 60 〜 100m/min まで , す
なわち主軸回転数 455 〜 758rpm まで連続的に変化させながら再び切削実験を行った .
図 3‑26 に , 切削速度 60,80,100m/min それぞれの場合の背分力の振動成分の FFT 解析
の結果を示す . この図より , 切削速度が変化しても , 問題の 6kHz 付近の振動の周波数
に変化はなく , 振動が収束することもないことが分かる .
よってびびり振動の緩和は機械あるいは被削物の固有振動数やアンバランスを原因
とするものではないことが分かった . すなわち , 振動しているのは工具の部分であり ,
その振動が磁場の何らかの作用により抑えられていると推察できる．したがって，こ
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0

3.3
Frequency
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6.6

(a) 455 rpm (V=60m/min)

Amplitude

N(RMS)

100

0

3.3
Frequency

6.6
kHz

(b) 607 rpm (V=80m/min)

Amplitude

N(RMS)

100

0

3.3
Frequency

6.6
kHz

(c) 758 rpm (V=100m/min)
Fig. 3‑26 Influence of spindle revolution on FFT of thrust forces
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Overhang 20mm
With magnets
Dry

Overhang 37mm
With magnets
Dry

Surface roughness Ry μ m
Fig. 3‑27 comparisons of surface roughness

の結果が磁場が構成刃先の凝着を抑制しているために生じているのかは現時点では判
断できないが，磁場援用切削により加工点での工具と被削物との摩擦状態が変化して
いることは確かであろう .

3.5.4

びびり振動と加工面粗さとの関係

図 3‑27 で , 突き出し 20mm のときの乾式切削および磁場援用切削それぞれの場合の加
工面粗さと , 突き出し 37mm のときの乾式切削および磁場援用切削それぞれの場合の加
工面粗さを比較してみる . 乾式切削の場合 , 工具突き出し長さが大きい方が切削抵抗の
変動が増幅されやすいために加工面粗さが悪くなっている．しかし磁場援用切削の場
合 , 工具突き出し長さが増加しても加工面粗さが乾式切削ほど悪化していないことがわ
かる．この結果から , 軽負荷の切削条件において，磁場援用切削で加工面粗さが改善さ
れた原因は，磁場の効果によることが改めて裏付けられたと言える .
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磁場効果の工具材種への依存性

磁場援用切削により切りくずの凝着機構が改善され，構成刃先が減少し，それらにと
もなって切削抵抗の変動が抑制されそして，びびりなどが低減されるという一連の効果
が明らかになったが，この凝着機構の改善効果は磁場の作用により工具が変形するなど
して凝着が改善されるような工具の材質に依存する現象である可能性も否定できない．
そこで本節では , 超硬工具を使用したときにのみ起きる現象なのか , それとも工具材
種に依存しない現象なのか調べるため , 異なる工具材種にて同様の実験を行い FFT の結
果から判断することにした .
最初に,Tiコーテッド超硬スローアウェイチップ(三菱マテリアル（株）製，US735，P30
相当・SNMG120408）を用いることとした . 磁気により切れ刃が変形したりしたのであれ
ば，少なくとも切削抵抗の変動に多少の変化が現れてくるのではないかと思われたが，
通常の乾式切削の場合ではびびり振動が起き , 磁場を印加するとその振動が消えるとい
う , 超硬工具と同様の結果となった .
図 3‑28 に , 背分力の振動成分を FFT 解析した結果を示すが，超硬工具の場合と同様に
6kHz 付近にあった大きなピークが , 磁場援用切削の場合で消滅しているのが，理解でき
る.
そこで , 次に磁性を持たない工具材種であるセラミックス工具を選択した．これまで
の実験で用いてきた工具は,超硬チップおよび Tiコーテッド超硬チップであり,どちら
も材料に強磁性体を含んでいたが,ここで利用するセラミックス工具は(日本タングステ
ン製 NPC‑H)主成分の 99％以上がアルミナ（Al2O3）である .
しかし，本実験においても磁場による凝着抑制効果は生じている様子で , 図 3‑29 に示
すように,これまでと同様に乾式切削において,6kHz付近に大きなピークが観測され，磁
場の印加によりこのピークが消滅した .
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Fig. 3‑28 FFT of thrust forces by Ti‑coated tool
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Fig. 3‑29 FFT of thrust forces by Al2O3 ceramic tool
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磁場効果の酸化促進作用の検証

前項の結果から，
磁場援用切削による凝着減少の緩和は工具材種に依存しないものであ
るとわかった . そこで今度は，切削時の工具・被削物界面に注目することにした .
トライボロジーの分野では,磁場は強磁性体の摩擦において表面酸化を促進する化学的
効果を持ち,摩耗を激的に変化させることが報告されている.これによると,強磁性体を
用いたピン・オン・ディスク摩擦試験において , 磁場中で酸素の吸着 , その結果として酸
化膜の形成が促進され,摩耗粉の微細化による摩耗の著しい低下（シビアー・マイルド摩
耗遷移）が起こるとされる.この磁場効果は,摩擦材に強磁性体を含まないと発現しない
のだが,SUS304オーステナイト系ステンレス鋼などのように,通常は磁性を持っていなく
ても , 加工によりひずみ部分（摩擦面および摩耗粉）が強磁性になる場合では , 磁場に
よってシビアー・マイルド摩耗は促進される .3‑13)〜 3‑16)
この考えを導入すると , 本研究でこれまで行ってきた SUS304 オーステナイト系ステン
レス鋼の磁場援用切削実験においてもこのシビアー・マイルド摩耗遷移が起こっており
,磁場を印加することによりすくい面および逃げ面での摩擦状態が改善された結果,切削
振動の低減につながったという可能性も否定できない .
しかし , 一般的に磁場によるシビアー・マイルド摩耗遷移は , ピン・オン・ディスク実
験などのような比較的穏やかな摩擦条件の下で発現する現象であり , ステンレス鋼の切
削加工のような高圧・高温・高速という摩擦条件になると , 同様の現象が起きるとは限
らない . そこで , 磁場援用切削における切削振動抑制の効果が , シビアー・マイルド摩耗
遷移によるものかどうか , 実験を通じて確かめることとした .
磁場の酸化促進作用により工具刃先での摩擦状態が改善されるか否か調べるために,切
削中の工具刃先への酸素の供給を遮断する方法を用いることにした.すなわち,磁場援用
切削による切削特性の改善が,磁場による酸化促進作用の結果起きているものだと仮定す
ると,窒素ブローにより酸素を遮断しながら磁場援用切削を行った場合,磁場による効果
は現れないはずである .
エンシュウ株式会社では,切削油を使用しないドライ加工システムにおいて工具寿命を
延ばすことを目的とした , 窒素ブロー加工システムの開発を行っている .3‑17)このシステ
ムは,マシニングセンタなどにおいて切削工具の切れ刃近傍に窒素ガスを噴射しながら加
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Fig.3‑30 Photo of blow cutting system

Surface roughness μ m Ry
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Fig.3‑31 Difference of magnetic effect on machined
surface by existence of oxygen
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工を行うもので , 工具周辺を窒素雰囲気下に置くことにより , 切削工具の酸化による摩
耗・損傷を抑制し , 工具寿命を約 2 〜 3 倍に延ばすことが可能と言われている . 今回 , こ
のシステムで使われている神鋼エアーテック株式会社製の窒素発生装置チッソメイトを
利用して , 窒素ブロー，およびエアブロー下での比較を行った．
(図 3‑30)
実験では，表 3‑2(2)の切削条件のもとに下の 3 通りの雰囲気を加工点に加えた .
（1）窒素ブロー＋磁場援用
（2）エアブロー＋磁場援用
（3）窒素ブロー（磁場なし）
図 3‑31 に , 各実験条件における被削物の加工面粗さの推移を示す . また参考データと
して , 通常の乾式切削における加工面粗さの推移も示す .
（1）
「窒素ブロー＋磁場援用」および（2）
「エアブロー＋磁場援用」の二つを比較すると
, どちらもほぼ同程度の粗さで推移しており , 参考データの「乾式切削」よりも粗さが良
くなっている .（1）
「窒素ブロー＋磁場援用」および（3）
「窒素ブロー（磁場なし）」の
二つを比較すると ,（3）に比べて（1）の方が粗さが良くなっており , 参考データの「通
常切削」と比較しても , どちらも粗さは良くなっている .
この結果から,磁場援用切削加工中の工具と被削物との摩擦に関して,磁場の酸化促進
作用によるシビアー・マイルド摩耗遷移により摩擦が改善され,切削振動の低減が起こっ
たという可能性はないことが明白になった .
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磁場効果の被削材材種への依存性

最後に磁場の切りくず凝着抑制効果が,SUS304オーステナイト系ステンレス鋼を加工し
た時にのみ起きる現象なのか,それとも被削材材種に依存せずにどのような種類の被削材
を削っても生ずる現象なのかを明らかにすることとした．
まずマルテンサイト系ステンレス鋼 S U S 4 2 0 J でその効果を確認することとした．
SUS420J2は,オーステナイト系ステンレスと異なり,磁性が強く磁化される材料である.
表 3‑3 に主な組成を示す .
そして表3‑4に示す切削条件で乾式，
および磁場援用切削加工を行った場合の切削距離
に対する加工面の粗さの違いを図 3‑32 で比較した . また , 図 3‑33 にはそれぞれの場合の
1パス目の加工面の断面曲線を示す.その結果，全体的に磁場を印加したほうが粗さが悪
くなっているという結果が得られた．したがって，マルテンサイト組織の磁場援用切削
においては磁場が構成刃先の凝着に影響を与えるような作用はしていないと言える．

Table 3‑3 Compositions of SUS420J

C
0.26 〜 0.40

Si
1.00 ≧

Mn

P

S

1.00 ≧

0.04 ≧

0.03 ≧

Table 3‑4 Cutting conditions
Cutting speed m/min

80

Feed mm/rev

0.41

Depth of cut mm

1

Work

SUS420J

Tool material

P30

Insert

SNGA120408

Holder

ESBNR2020

Coolant

None
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Ni

Cr

0.6 ≧ 12.0 〜 14.00

Fe
Balance
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60

Surface roughness Ry μ m

50
40
30
20

SUS420J2(dry)
SUS420J2(magnets)
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0
00

200
400
600
0.2
0.4
0.8
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800
1.2
km

1000
1.4

Fig.3‑32 Difference of surface roughness in cutting SUS420J
Dry

With Magnetic field

Fig. 3‑33

Profile curve
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Table 3‑5 Compositions of Blass

Cu

Pb

57.0 〜 61.0

1.8 〜 3.7

Fe

Sn

0.5 ≧

Fe+Sn1.2 以下

Zn
Balance

Table 3‑6 Cutting conditions
Cutting speed m/min

160

Feed mm/rev

0.2

Depth of cut mm

0.5

Work

Blass

Tool material

P30

Insert

SNGA120408

Holder

ESBNR2020

Coolant

None

次に銅合金の一種である黄銅の切削実験を行った.材種は,表3‑5に示す快削黄銅を用
いた . 切削条件は , 表 3‑6 に示す通りである . 図 3‑34 に , 切削距離に対する加工面の粗さ
の推移を , そして図 3‑35 にそれぞれの場合の 1 パス目の加工面の断面曲線を示す．マル
テンサイトステンレスと同様に , 磁場の有無による有意な違いは見られない .
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Surface roughness Ry μ m
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Brass(dry)
Brass(magnets)
0

0.5
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Cutting distance
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Fig.3‑34 Difference of surface roughness in cutting SUS420J

Dry

With Magnetic field

Fig. 3‑35

Profile curve
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Table 3‑7 Cutting conditions
Cutting speed m/min

160

Feed mm/rev

0.29

Depth of cut mm

0.25

Work

Cu

Tool material

P30

Insert

SNGA120408

Holder

ESBNR2020

Coolant

None

そこで Cu が 99.90% 以上の純銅の切削実験を行った . 銅を用いた理由は入手がし易く，
これと黄銅での実験結果を比較することで，磁場の作用が何らかの形で生じた場合にど
の元素が磁場の影響を受けるかを把握することができる可能性があったからである．切
削条件は , 表 3‑7 になる . このときの切削距離に対する加工面の粗さの推移を図 3‑36 に
示す .また ,それぞれの場合の 1パス目の加工面の断面曲線を図3‑37に示す .結果を見る
と，やはりこれらの図からは磁場の効果は発見できない .
次にアルミニウム合金を用いたが，
切削条件を変えても,極度の構成刃先が生じて切削
面が擾乱されてしまったので,有効なデータは採取できなかった.そして，ここでも通常
切削の場合と磁場援用切削の場合で , 切り屑や音などに特に違いは見られなかった .
従ってこれらの結果から，構成刃先の凝着が減り切削抵抗の変動が抑制されるという
効果はオーステナイト系ステンレスSUS304自身が有する何らかの特性に依存しているこ
とが明確になった．
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Surface roughness Ry μ m
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Cu(dry)
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Fig.3‑36 Difference of surface roughness in cutting SUS420J
Dry

With Magnetic field

Fig. 3‑37

Profile curve
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(a) martensitic
(b) austenitic
Fig. 3‑38 Crystallographic structure of stainless steel
3.5.8

金属組織学的見地からの発生機構の検討

これまでに切削実験を行った材料のうち,非鉄系材料に関しては磁場援用切削の効果は
現れなかった．一方，マルテンサイト系ステンレス鋼では磁場の効果は確認できなかっ
た．したがって , 磁場効果の原因は , オーステナイト組織との関連性が有力と考えられ
る．
SUS304などの18Cr‑8Ni系のステンレス鋼のオーステナイト組織は常温では不安定なた
め,相変態を起こしてより安定なマルテンサイト組織を生じる場合がある.これはオース
テナイトのマルテンサイト変態と言われ,鉄系金属に多くみられる現象である.しかし,
この相変態を起こすためには,オーステナイトおよびマルテンサイト両相の間に新しい界
面が生ずるためのエネルギーや , マルテンサイトがオーステナイトに coherent に発生す
るためのひずみエネルギーなどが必要になる.このようなエネルギーのことを一般に駆動
力と呼んでいる．3‑8),3‑18)
オーステナイト組織からなる鉄系金属に冷間加工を施した場合,相変態に必要な駆動力
が加工に伴う応力により与えられ,劈開面のマルテンサイト化が起こる.このような現象
をオーステナイトの加工誘起マルテンサイト変態という .3‑8),3‑19)
オーステナイトのマルテンサイト変態は原子の拡散を伴った相変化ではないので , 非常
に高速であり , 変態の進行速度は 10‑2 秒以下である .3‑8),3‑20)
ここで,多くの鉄系金属のオーステナイト相が磁化されないのに対し,マルテンサイト
相は強磁性を示す.したがって,磁場下のマルテンサイト変態においては,変態の駆動力
として必要なエネルギーの一部が磁気的エネルギーとして供給されるので,変態が促進さ
れる . 具体的には相変態を生ずる変態点が 20 〜 30K 程度低下する現象が生ずる．これを
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3‑21)〜3‑24)
磁場誘起マルテンサイト変態と一般に呼んでいるが，
これにより加工誘起マルテ

ンサイト変態が磁場下で促進されることは容易に想像できる.これらのことを磁場援用切
削についても当てはめて考えると,磁場による切削振動抑制のメカニズムを以下のように
説明することができる .
切削作用により SUS304 オーステナイト系ステンレス鋼は塑性変形を受けるので , 前述
したように工具切れ刃先端の劈開面では応力により加工誘起マルテンサイト変態が起こ
る.ここで工具切れ刃近傍に磁場を印加すると,磁気的エネルギーにより変態点が低下し
マルテンサイト変態が促進される.ここで,一般に,オーステナイト晶およびマルテンサ
イト晶は , 図 3‑37 に示すような金属組織からなり , 以下のような性質を持っている .
オーステナイト：強くねばい . 非磁性体 . 結晶粒は粗大
マルテンサイト：硬くもろい . 磁性体 . 結晶粒は細かい針状または板状
したがって,マルテンサイト層はすべりやすいので,切り屑裏面のマルテンサイト変態
が進んでいる場合,切り屑は凝着を生じず安定して排出される.逆に,切り屑裏面の残留
オーステナイトが多い場合,切り屑のすべりは悪く,溶着が起きやすくなり,構成刃先と
して切削抵抗の変動を生じさせたのではないかと仮定される .
そこで，加工によって生じた切りくずの形態，ならびにその組織の観察を行った．図
3‑39 に結果を示す．(a)の乾式加工の場合は切りくずが比較的長く，またその組織に比較
的オーステナイトが多く見られる．一方，
(b)の磁場を印加した場合は，比較的微細なマ
ルテンサイト組織が形成され，かつ切りくずも一巻き程度で折断されているのがわかる．
また，念のため次のような実験も行った．マルテンサイト化が促進されていれば，マ
ルテンサイト組織は強磁性であるため磁化する．
したがって，
磁石を近づければ残留オー
ステナイト組織が存在する切りくずよりも吸引されやすい．そこで図 3‑40 のように一定
重量の試料を，乾式切削，ならびに磁場援用切削で得られた切りくずから作成し，磁力
による吸引実験を行った．この実験ではマシニングセンタのZ軸に磁石を，テーブル上に
切りくずの試料を設置し，離れた距離から磁石をゆっくり近づけてゆき，磁力に吸引さ
れたときの距離を座標から求めた．あらかじめ計算した値によると 13.5mg の切りくず試
料は 13mT の磁束密度の場合に吸引されることになる．実験の結果，やはり磁場援用切削
による切りくずのほうが，乾式切削の切りくずよりも短い距離で吸引された．
よって，これらの結果から磁場によりオーステナイト組織のマルテンサイト化が促進
されたものと結論付けられる．
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50μm

50μm

(a) dry
(b) with magnets
Fig. 3‑39 observation of chip and crystallographic structure

F=B2S/2 ƒÊ0
F: •¥‹ÉŠÔ‚É•ì—p‚·‚é—Í•CB:•¥‘©–§“x
S:•¥‹É‚Ì–Ê•Ï•C

ƒÊ0 •F•â‘Î“§•¥—¦

B= •ã(2F ƒÊ0/S)=13.0mT
吸引距離
乾式加工による切りくず

3.1-3.7mm

磁場下で生成された切りくず 4.1-4.6mm

Fig. 3‑40

Confirmation experiment of chip magnetization
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3.5.9 磁場強度と磁場効果との関係
これまでの結果から，磁場により被削材の被削性を変化させて構成刃先の凝着を低減で
きる見通しを得たが，その効果がどの程度の磁場強度で得られるのか，効果との関係につ
いては触れていない。そこで、一連の磁場効果はどの程度の磁場強度で発現するのか、ま
た磁場強度にどの程度比例して効果が増していくのか、実験を通じて調べてみることにし
た．
表 3‑2(2)の切削条件で SUS304 を切削しながら，磁束密度を 1mT づつ増加させたときの
背分力 FFT 解析結果の変化を図 3‑41 に示す。これらの図より、磁束密度が 0mT 〜 4mT の
時は、6kHz 付近に明瞭なびびり振動のピークが現れているが、そのピークは 3mT の時か
ら徐々に小さくなり始め、5〜6mTになるとほとんど消えることが分かる。図3‑42にこの
6kHz 近辺の振幅を各磁束密度でにまとめると、磁束密度に対する磁場の効果は線形では
なく、磁束密度がある閾値を超えたときに発現していることが分かる。本実験の場合、磁
束密度が5mTを超えたところで磁場の効果が著しく強くなったことが分かる。
もちろんこ
の原因として,磁石を工具先端に取り付けたことにより,工具の重量が増したため,工具
自身の固有振動数が変化して工具びびりが収まったとも考えられるため,磁石と同じ重量の
ダミーウエイトを工具の同じ位置に置いて同様の実験を試みた.しかし,上記のように振
動が収まることはなく，
びびりは磁場の凝着低減効果により収束したと言える.すなわち
,工具びびりは,磁石により工具の重量が増した結果,固有振動数が変化して収まったの
ではなく,磁場の作用により構成刃先の凝着が減少して,切削抵抗の変動が低減されて工
具びびりが収束したと言える．
そして以上の結果から，SUS304 の切削において凝着を抑制し被削性を向上させるため
には 5mT 以上の磁場の強度が必要と言える．
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Fig.3‑41 FFT analyses of radial cutting forces
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Chattering amplitude
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Fig.3‑42 Relationship between magnetic flux density and chat‑
tering amplitude of radial cutting forces
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Dry
Magnetic

Residual

stress(tennsile)

Fig.3‑43 Comparisons of residual stress

3.5.10

被削物表面への磁場の影響

これまでの結果から，オーステナイト組織を有する合金の加工において磁場を加工点
付近に印加すれば，磁場誘起マルテンサイト変態により，オーステナイト組織のマルテ
ンサイト化が促進され，構成刃先の凝着が減少し結果として被削性を一時的に変化させ
ることが可能との見通しを得た．しかし，一方で，そのような組織変態の影響が被削材
側にも残り，結果として被削材の機械的性質を脅かす可能性も考えられる．そこで,加工
後の被削物表面の残留応力を調べ，磁場を加工点付近に一時的に印加する影響を調べる
ことにした .
残留応力の測定には,X線応力計測法を用いた.この方法は,X線回折を用いて結晶格子
のひずみを計測することにより応力を求めるもので , 材料の最表層の残留応力の絶対量
を非破壊で測定することができる .
表3‑2(2)に示す条件にてSUS304の乾式切削加工および磁場援用切削加工を行ったサンプ
ルそれぞれについて,被削物の軸方向の表面残留応力を測定した.測定結果は,図3‑43の
通り,磁場援用切削を行った方が残留応力が小さくなる傾向にあるようにも見えるが,測
定誤差を考えると,このデータのみで残留応力に違いがあるかどうか判断は難しい．
しか
し結果的には磁場が被削材表層部に悪影響を残し，表層部を中心に機械的性質に悪影響
をおよぼしている可能性は今回の実験条件では低いと言える．
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Table 3‑8 Cutting conditions of invar alloy

100N/div

Cutting force

Cutting speed m/min
Feed mm/rev
Depth of cut mm
Work
Tool material
Insert
Holder
Coolant

80
0.2
0.25
Invar alloy
P30
SNGA120408
ESBNR2020
None

Thrust force

Feed force

Cutting force

Time

24ms/div

Cutting force
100N/div

(a)Dry

Thrust force

Feed force

Cutting force
Time

24ms/div

(b)With magnets
Fig.3‑44 Difference of cutting forces in machining invar alloy under magnetic field
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3.5.11 インバー合金の磁場援用切削
オーステナイト系ステンレス鋼の磁場による加工面粗さの向上や工具びびりの抑制効
果は,磁場誘起マルテンサイト変態によってもたらされていることが確認された．
そこで
,SUS304以外で磁場誘起マルテンサイト変態を起こす材料に磁場援用切削を適用し，
再度
その効果の発現を確認する.ここでは,インバー合金を実験に用いた.インバー合金は常
温での熱膨張率が極めて小さい材料であり，難削材として知られている .
実験は比較的低負荷の表3‑8の条件で行い,磁場援用切削と通常切削で切削抵抗の変動
を比較した . 得られた結果を図 3‑44 に示す . 図より，通常切削では各分力ともに変動が
大きいが , 磁場援用切削では各分力とも変動は小さく , 平滑な波形になっている . また，
表 3‑9 に磁場の有無による加工面粗さの違いを示すが，磁場援用切削により Ry で 11.3 μ
m から 8.4 μ m と加工面粗さが向上している .
したがって,上記の結果からも,これまでの推論が裏付けられ,磁場誘起マルテンサイ
ト変態が被削性の向上の原因と実証された.すなわち,磁場誘起マルテンサイト変態によ
り , 被削材が硬化して工具への凝着が減り , 加工面粗さが向上する . そして , 構成刃先の
凝着が減ることで切削抵抗の変動が少なくなり,仕上げ切削のような低負荷の加工条件に
おいて , 工具びびりが生じにくくなると考えられる .

Table 3‑9 Difference of surface roughness in
machining of invar alloy
Theoretical
Without magnets
With magnets

6.25 μ m Ry
11.3 μ m Ry
8.4 μ m Ry
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結論

本章では場を利用して工具の強化と難削材の一時的な快削化を行うことで工具の長寿
命化を図ることを検討した．その結果,本実験の範囲において,次のような磁場の効果が
認められた .

(1)磁場を超硬工具の切削加工点近傍に印加することで,比較的負荷の大きい粗加工切削
条件下では，切れ刃に 5 〜 7mT 程度の磁場を印加しておくと，工具寿命が 1.2 〜 1.5 倍
程度向上する .
(2)(1)の結果は , 前者は磁場により工具バインダである Co の滲み出しが抑制されたため
と考えられる .
(3)オーステナイト系ステンレス鋼に磁場援用切削を行うと,軽切削条件では工具への被
削材の凝着が減少して,切削抵抗の変動が小さくなる.その結果,工具びびりが生じに
くくなり，工具への負担が低減できる .
(4)上記(3)は,オーステナイト組織を有する被削材に磁場援用切削を適用するときだけに
生じ , 磁場誘起マルテンサイト変態がその原因である .
（5）加工後の被削物の表層部に対しての組織の変化や磁化といった磁場の影響は，今回
の実験で用いた磁場強度では全く見られなかった .

以上の結果から，切削油剤の使用を低減しても場を利用して，工具の寿命を向上させ
ることができる新しい加工方法が見出された．
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緒言

これまで機械加工においては，
加工油剤がふんだんに加工点周囲に供給されてきた．
そ
の量は毎分数l〜数十lも供給されていたために，供給用のノズルを無造作に加工点に向
けていれば良かった．しかし，このふんだんに供給された加工油剤のうち，実際に加工
点に届くのは僅かであり，工具寿命を向上させる役割を担うという意味においては，供
給のほとんどのがその用をなしていなかった．
そのような供給を見直す方法として MQL 法が提案された．MQL 法は，加工点の潤滑に必
要な最低限の加工油剤を供給するという考え方の下で，植物性の潤滑油を霧状に加工点
周囲に噴霧して，その供給量を毎分数 ml 程度にまでに削減した潤滑供給法である．しか
し，一方で，MQL 法においては，油剤が適切に加工点に運搬される要素としては，ノズル
から噴霧時に油剤粒子に与えられた運動エネルギーに依存した供給方法であるために，
工
具回転にともなう連れ周り風などの影響を受けやすく，適切に供給ノズルを加工点に向
けねばその効果が得られにくいという問題があった．そこで，本章においては，場と補
材の利用による工具保護を検討する．

4.2 TRIZ による場と物質の分析
TRIZ による場と物質の分析を，従来の加工油剤を用いる手法に対して行うと図 4‑1 の
上部になる．図中にも示されるように，油剤の加工点への運搬は，
・供給ノズルの設置方向
・噴射圧
のみに頼っている構造となっている．したがって，第三の機構，すなわち場の導入によっ
て外部から新たなエネルギーを供給し，物質（ここでは油剤）と力（ここでは噴射圧）の
二体問題を解決して，効率良く潤滑物質を加工点に導くことができれば良い．
このようなことを確実にかつ手軽にできるような場としては，磁場，電場の利用が考え
られる．このうち磁場を考えると，磁力で吸引できる潤滑物質は見あたらない．一方，電
場で吸引できる物質には従来の油剤や固体潤滑物質が挙げられる．このうち油剤につい
ては，どの程度の電場を利用して吸引するかにもよるが，比較的吸引には数百V程度の高
い電圧が必要である．このときミスト化された油剤の場合，放電が生じた場合に引火の
恐れがあり，利用は難しい．
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ＭＱＬ等

加工油剤を加工点に導く制御要素

F

Tool

ノズル

○加工ノズルの向き
○噴霧圧

噴霧
工具

Nozzle

S1

加工点

効果的に切削剤が加工点に届く可能性は低い．そこで電場を利用する．

F

ノズル

S2

S1
加工点

+

電場

Fig.4‑1 TRIZ analysis to lead lubrication particles efficiently
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したがって，固体潤滑が望ましいことになる．ところが固体潤滑の研究においては，上
原らによるゲーレナイト 4‑1)の開発以降の新しい提案はない．その理由は固体潤滑は刷毛
塗りなどに供給が限定されており，流動性がないためだ．
しかし，固体潤滑物質は良好な静電特性を有するものが多く，それら静電特性の良い
ものを利用しすれば静電場を利用した吸引も可能である．具体的には図の下部のように，
固体潤滑物質をコロイド状にするなどして若干の流動性を持たせて噴霧し，静電場を利
用すれば電気泳動により加工点に効率よく潤滑物質を導くことが可能と考えられる．
それではどのような物質が固体潤滑物質として相応しいのであろうか．次節以降は従
前の固体潤滑に関する研究を概観し，静電場を利用した吸引が可能な固体潤滑物質の探
索を行う．

‑102‑

第四章
4.3

場を利用した潤滑物質の吸引

4.3.1

固体潤滑物質の検討
切削加工における固体潤滑の利用

固体潤滑を切削剤の機能として加工に利用した例は少ない．開発の傾向としてはめっ
きや溶射を利用してインプロセスで工具表面あるいは切りくず表面に主に軟質金属の固
体潤滑膜を生じさせて，切りくずの工具すくい面での流動を促すといったものが多く見
られる．主な研究例としては次の三つが挙げられる．
Cookらは1966年に図4‑2に示すように軟質金属をめっきしながら切削を行う連続電気
めっき法を考案した 4‑2)．軟質金属としては Pb，Sn，Cd，Zn，Cu，Fe，Cu‑Pb，Zn‑Sn など
が試みられたという．
この方法では切削開始時には工具の表面に数μmの金属皮膜が形成
されるといい，図4‑3に示すように明らかに切りくず排出性の改善がなされている．この
研究では被削材にTi合金が用いられているが，PbおよびZnを皮膜として利用することで
平均して 2 〜 8 倍の工具寿命が得られている．
上原らは1969年に金属溶射によって非切削期間にフライスの刃先に固体潤滑皮膜を形
成する方法を検討した 4‑3)．ここでは S45C を超硬正面フライスで切削し，Cu，Al，Zn，Pb，
Sn，黄銅，およびホワイトメタルの溶射ですくい面における摩擦が減少するのを確認し
ている．

Fig. 4‑3 Chips milled by
Fig. 4‑2 Plating cutting(4・1)

Ti alloy

a: plating cutting, b: using water as coolant
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①

Cutter

②

Splay

③ soft metal layer
Fig. 4‑4 Metal splaying cutting

4‑2)

そして1973年には，Amariaらによって硫酸銅溶液を切削液として供給しながら工具に
無電解めっきを施し固体潤滑膜として作用させる方法が提案されている．この方法では
Inconel‑X750合金のフライス加工においては高速度工具鋼のカッター上に銅を析出させ
て切削抵抗や工具寿命の改善を確認している 4‑4)．
しかし何れの研究例にしても，固体潤滑の利用としてはインプロセスでの工具コー
ティングという開発の傾向が伺え，また実際の使用を考えると機械の腐食や汚損を考慮
して工作機械自身の大幅な設計変更を必要とすると考えられるために，検討の余地は多
い．
そのような中で，上原4‑1)らはグリースに固体潤滑効果のありそうな物質を混練させて
高速切削を主眼とした切削剤を検討をしている．その理由は，切削油剤などの流体によ
る潤滑では高温高圧化ではその作用に自ずと限界があると思われたからだとしており，
MoS2，グラファイト，MnS，Pb，Cu，Al，PbS，PbO2，PbO，ガラスなどが試されている．
この一連の試行過程において興味深いのは，ゲーレナイトが工具切りくず間の拡散防止
剤として作用し，優れた摩耗抑制効果を示すことを明らかにしていることである．
ゲーレナイトは，Ca 脱酸鋼切削時にすくい面に付着し，その組成は 2CaO・Al2O3・SiO2
で示される．ゲーレナイトは，Cao，Al2O3，SiO2 の酸化物を核とするが，図 4‑5 に示すよ
うに温度により Anorothosite, Wollastonite, Gehlenite, Mullite, C12A7 の相変化を
生じる．そこで，図 4‑6 のように電熱器でこれらの物質を溶解し，図 4‑7 のようにアセ
チレンガスを利用して余分な炭化物を燃焼させて純度を上げ，図 4‑8 のように各々の物
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Fig. 4‑5 Phase diagram of SiO2, CaO, Al2O3 system

Fig. 4‑6 Melting process4‑3)

4‑3)

Fig. 4‑7 Decarbonizing process4‑3)

Fig. 4‑8 Crushed and sifted (88 μ m)4‑3)

Fig. 4‑9 Principle of solid lubricant4‑3)
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質を作成するのに成功した．これらを 88 μ m の粒径まで粉砕し，グリースに混練して図
4‑9のように被削材への塗布を潤滑剤の主な供給手段として，
旋削による連続切削やフラ
イス加工による断続切削に供することを提案している．
図 4‑10 は S45C を切削速度 300m/min で切削し，ドライ，SiO2，ゲーレナイトを潤滑剤と
して供給したときのクレーター摩耗への影響を比較したものである．高負荷の切削条件
でゲーレナイトの効果が認められているのは明らかだが，SiO2 の供給だけでも工具摩耗
を抑制できる効果があるのが興味深いところである．
図 4‑11 は切削速度 150m/min で S50C をエンドミルにより断続切削したときのゲーレナ
イトの効果を調べたものである．逃げ面摩耗への効果はドライと同じで摩耗抑制を期待
することはできないが，
クレーター摩耗への効果は確実に期待できることが明らかになっ
ている．したがって，図 4‑10 の結果と併せて考えるとクレーター摩耗が生じやすく，通
常の切削油剤の効果があまり見込めない高負荷の切削条件下においては，個体潤滑は有
効な潤滑手段であると上原らは結論づけている．
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Fig. 4‑10 Comparisons of Crater wear (KT) at 300 m/min

4‑3)

Fig. 4‑11 Flank and Crater wear applying Gehelenite in milling 0.5%C steel
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Dummy block
Stem

Mandrel

Glass lubricant
Bullet

Fig.4‑12 Sketch of glass extrusion process4‑5)
4.3.2

異分野における固体潤滑の利用例（ガラス潤滑）

ゲーレナイトの研究からCaO，Al2O3，SiO2 などの酸化物粒子でも潤滑作用が得られるこ
とが明らかになっていることから，著者らはこのような固体潤滑物質が異なる産業分野
においても何らかの形で利用されているのではないかと考えた．そこで，切削加工は塑
性変形を利用した加工法であることから，塑性加工における潤滑剤に注目しゲーレナイ
ト中の成分と同じ固体潤滑作用を生じさせる物質が利用されていないかを調べた．する
と，熱間押し出し加工において，ガラスが比較的一般的な潤滑剤として用いられている
ことが判明した．
ここで熱間押し出しにおけるガラス潤滑の模式図を図 4‑12 に示しながら，その潤滑様
式を解説すると，熱間押し出しにおいては，ビレットとダイスの間に粉体やそれをパッ
ド状に成形した物，あるいは水ガラスのような液体でガラスが供給される．
ガラス潤滑剤の種類としては，組成により E ガラス系と呼ばれる SiO2‑Al2O3‑CaO‑B2O3‑
MgO‑K2O 系ガラス潤滑剤と，窓ガラス系と呼ばれる Na2O‑CaO‑MgO‑Al2O3 系ガラス潤滑剤に
大別される．これらの潤滑剤は，溶融時には 100 〜 1000Pa・s の粘度になりながら工具と
工作物との直接接触を防ぎながら断熱し，熱化学反応による工具の摩耗を抑制する．そ
して溶融ガラスによる流体潤滑作用と粉体の固体潤滑作用によりメタルフローの促進を
もたらすと考えられている 4‑5）．
文献 4‑6)においてその一例を示すと，SUS304 を相対速度 1m/s 以下，押し出し圧力が 100
〜130MPaと比較的切削加工で工具に加わる速度と圧力に類似した条件で押し出すときに，
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ガラス潤滑剤膜圧を 40 μ m 程度とすると押し出し抵抗の低下と良好な製品が得られてい
る．
因みにそれぞれのガラスに添加されている主成分以外の物質の添加率とその役割を記
すと，

Al2O3 化学的耐久性の付与

1 〜 2%

MgO 化学的耐久性と CaO の効果促進

2 〜 5%

B2O3 ガラスの非晶質化促進

7 〜 8%

Na2O 粘度調整

11 〜 17%

となっている 4‑7)〜4‑10)．ここで興味深いのは，ガラスの主成分であるSiO2 はもちろん，CaO，
Al2O3 といったゲーレナイトを構成するものと同じ成分が含まれていることである．この
ことから考えてもゲーレナイトの作用と類似したものと言え，これら珪素酸化物の固体
潤滑効果を切削加工においても期待することは十分可能と考えられる．
また，上述のガラス潤滑剤に関しては，潤滑剤としての実績があるために種類や流通
状態も良好で，価格も切削油剤と比較してそれほど変わりなく，無機系の酸化物を主体
とするために廃棄という観点からも多くの利点が見込める．
したがってこれらの検討結果から本章においては，ゲーレナイトとガラス潤滑剤に共
通して含まれる珪素酸化物の潤滑機能に着目し，その固体潤滑機能を明らかにしながら
切削加工への適用を検討することにする．
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適用が見込める切削加工形態の検討

では，どのような切削加工形態にガラス潤滑を適用すれば良いのであろうか．著者ら
は押し出し加工の加工条件を参照しながら，その加工形態に比較的類似した形態を考慮
した．その結果，最初に比較的小径のドリル加工に適用することが望ましいのではない
かと考えられた．理由を列挙すると次になる．
・小径工具の場合，
周速が比較的低いので構成刃先の凝着などが生じ易く凝着抑制できる
潤滑が必要．
・小径のドリルにおいては切れ刃に対してチゼル部の比率が相対的に大きく，
押し出しに
近い加工形態と予想される．
・小径穴加工，特に微細穴の加工においては，バリが生じやすいために鋭利な切れ刃が望
まれる．しかし，鋭利な切れ刃は摩耗し易く，コーティング工具が望ましく思えるが，現
状のコーティング技術では切れ刃が覆われて鋭利さを損なうという問題がある．
これらの考えを基にして，最初に平均粒径 5 μ m のガラス潤滑剤を粒子にし，加工点に
供給しながらドリル加工を試みた．しかし，ガラス粉末は，工具の回転に伴ってそのほ
とんどが吹き飛ばされてしまい，その潤滑効果を得ることはできなかった．

‑110‑

第四章

4.3.4

場を利用した潤滑物質の吸引

静電特性を利用した工具への吸引

そこで先にに述べたようにシリカ，すなわち SiO2 微粒子の静電特性に着目して，場に
よる加工点への導引を図る．ガラスなどの珪素酸化物はエボナイトと同等かそれ以上に
帯電列の上位に並び，正極に帯電しやすい性質を有する．したがって，微粒子として水
系の液体中に分散すると，粒子のまわりに電気二重層を形成し正極へ電気泳動する 4‑11)．
よって，図4‑1のように帯電したシリカをコロイド状にして加工点付近に噴霧し，工具と
工作物を電極として電圧を加えれば，能動的に工具にシリカを吸引付着させることが可
能になるのではないかと考えた 4‑12)．そして，この工具に付着したシリカ粒子自身が塑性
加工におけるガラス潤滑と同様に潤滑効果を発揮すれば，能動的に切削剤を工具に吸引
する新しい潤滑剤供給手段になると考えられた．
最初に，電気泳動による液中でのシリカ微粒子の吸引挙動を把握することとした．シ
リカ微粒子の挙動を把握するには，電気泳動を安定した状態で生じさせることが何より
重要と考えた．これには，シリカの微粒子ができる限り均質に分散されたコロイド溶液
が望まれた．そこで，本実験では基礎実験として平均粒子径数十 nm のコロイダルシリカ
溶液（日産化学工業（株）
，スノーテックス 20）を利用した．

‑111‑

第四章

場を利用した潤滑物質の吸引

そして，図 4‑14 のようにφ 1.0mm のドリルをコロイド溶液の液面から 10mm 浸し，溶液
と工具との接触抵抗を安定させた状態で，工具側を正極，被削材を負極として電気回路
を形成させながら電気泳動による工具へのシリカ粒子の吸着を試みた．実験では，5V，
10V，30V と異なる電圧条件下で粒子の泳動を観察したが，いずれの条件においても電極
であるドリルに図 4‑15 のように電気泳動によりシリカ粒子が膜状に付着していた．
シリカは絶縁体である．したがって，電気泳動現象により電極である工具にシリカ微

Drill

Fig. 4‑14 Set‑up of basic silica adhesion test on drill

Top
Adhered
SiO2

Drill

0.3 〜 0.5mm

(a)tested drill
(b) magnified photo
Fig.4‑15 Photos of drill adhered with SiO2 particles
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50

Drill : HSS φ1.0mm
Penetrating depth of drill (anode):10mm
Solution:Colloidalsilica

Current mA

40

30V

30

20

10V
10

5V

0
0

5

10
Time s

Fig.4‑16 Current duration of tested circuit in different voltage

粒子が付着すると，電極に付着した量だけ回路抵抗が大きくなり，回路を流れる電流に
付着挙動に応じた変化が生ずると予想される．そこで，シリカ微粒子を吸引するための
適切な通電時間を検討するため，回路電流の経時変化を調べた．
各電圧条件下における電流値の変動を図 4‑16 に示す．いずれの場合においても，実験
開始から 10s 程度で回路を流れる電流値が数 mA に一気に収束している．このときの電流
が収束するまでの時定数を求めたところ，どの条件でもほぼ 1s の時定数であると判明し
た．したがって，シリカの粒子を工具に付着させるには 10V の電圧を 1s 間印加すれば十
分であり，このときドリルには半径で0.3〜0.5mm程度のシリカ粒子の付着層が得られる
とわかった．なお，シリカ微粒子の付着力については定量的に計測してはいないが,主軸
4000rpm でドリル空転させても飛散することはない程度の付着力であった．
以上の結果よりシリカ微粒子を分散させた溶液と電気泳動現象を利用すれば適切に加
工点へ切削剤となるシリカを導くことができることが示された．
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実機上での吸引実験

前節の結果から，オフラインプロセスでは静電的に工具にシリカなどの固体潤滑材と
なりうる微粒子を吸引できる可能性が示されたが，それが実機においても果たして可能
であるのか，またそのような吸引のためにはどのようなシステムが必要であるのか実証
する必要がある．そこで，本節では実機でのシステムを検討する．
検証をする装置としては図 4‑17 のマシニングセンタを利用した．これにφ 1.0mm のド
リルを取り付け，図 4‑18 のようにドリルの側方に設置したノズルからシリカのコロイド
溶液を液滴が工具先端に集中するような状態で噴霧する．なおノズルから噴霧される液
滴の粒度分布は，図 4‑19 のようになっている．本体には工具側が陽極，工作物側が負極
となるように配線が施され電源が供給される．工具と工作物の間には前節の実験結果を
鑑みて10Vの電位差が与えられる．そして，工作物表面にあるコロイダルシリカの水分と
接触することで回路が閉じて電流が流れ，電気的にシリカ微粒子を吸引できると考えら
れる．電流を流す時間については，やはり前節の基礎実験を参照しながら回路が閉じる
と同時に 1 秒間電流を流すことにする．この通電時間の制御は図 4‑20 左上に示すシーケ
ンスコントローラ(（株）キーエンス，KZ‑16R，平均 1.92 μ s/Step)により制御される．
機上でのシリカ微粒子吸着実験の方法を図4‑20で再度詳しく述べると次のようになる．
①側方からコロイダルシリカを噴霧供給する一方，工具と被削材間に10Vの電位差を与え
ながら工具を工作物に送る．
②工具が，工作物表面に形成されたコロイダルシリカの液だまりに接触すると工具と工
作物間に電流が流れ，シーケンスコントローラのタイマーがスタートする．このとき，工
具は工作物に接する前に送りを停止することとする．なぜならば，この実験では工具に
シリカが本システムで確実に吸着するのかを確認するのが目的であり，工作物に接触し
工作が始まれば，必然的に吸着したシリカが工具上から脱落する可能性があるからであ
る．
③ 1s のタイマーカウントの後，シーケンスコントローラのリレースイッチ SW が開放さ
れ，回路を流れる電流が遮断される．そして，工具が送り開始位置まで上昇させられて
シリカの吸着があるかどうか確認される．
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Fig. 4‑17 machining center

Nozzle
+
‑
Sequencer

Frequency

Accumulation

Fig. 4‑18 Set‑up for adhesion experiment

Particle size
Fig. 4‑19 Size distribution of splayed mist particles
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Drill
SW
Sequence

controller

Wait for Drill
Nozzle

contact to

colloidal ‑silica pool

the pool of
Work

colloidal silica

Detection of the contact
Contact!

and the circuit closed
Timer start to count 1s

After 1s,
SW off & Drill up

Silica particles are adhered by electrophoretic deposition
Fig. 4‑20 Test procedure of developed system
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このような手順で，実機上でのシリカ吸引実験を行ったところ，工具には前節での実
験結果と同量のシリカ微粒子の吸着が認められ．今回のシステムで十分静電的に吸引す
ることが可能と実証された．
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Table 4‑1 Cutting condition

4.4

Machining center

Urawa Co. Ltd. UA-53

Work

SUS304 t2.0mm

Drill

HSS φ1.0mm

Spindle Speed

1000 rpm

Feed

0.01 rev/min

切削実験と潤滑効果の確認

次に，付着させたシリカ微粒子に潤滑効果があるかどうかを確認する．実験に際して
はあらかじめ工具に電気泳動でシリカ微粒子を付着させて，コロイド溶液の水分が加工
に影響を与えないように十分乾燥をさせから表 4‑1 の加工条件で切削に供した．
潤滑効果の判断は，切削抵抗のスラスト分力の大小により判断した．これは，潤滑に
より工具と被削材との接触面における加工状態に変化が生じれば，結果的にすくい面上
の切りくず流動にもその影響が現れ，
三次元的な切れ刃形状をなしているドリルでは，
ト
ルクとスラスト抵抗が同期して変動すると考えられたからである 4‑13)．
このようにして実験を行ったところ，シリカを付着させた工具と付着させなかった工
具では図 4‑21 のようにスラスト抵抗に明瞭な差異が認められた．図より全体的な傾向と
しては約 10 〜 20% 程度，シリカ微粒子の効果による加工抵抗の低下が認められた．この
結果から，付着させたシリカ微粒子は加工抵抗を低下させる効果があり，ガラス潤滑の
ような珪素酸化物を利用した潤滑が切削加工においても有効であることが明らかとなっ
た．なお，このようにシリカ微粒子を付着させた潤滑を以降シリカ潤滑と呼ぶ．
そこで，油剤による潤滑方法と比較してどの程度の安定した効果が見込めるのか工具
寿命から判断することにした．なぜならば，切削抵抗，切削温度，切りくず状態など時々
刻々と変化する加工状態は，累積された結果として工具の寿命に顕われるからである．
図 4‑22 にその結果を示す．実験では，比較のため MQL と，通常の乾式切削における工具
寿命を併記している．なお，工具寿命の判定基準は，本実験においては工具折損までの
加工穴数としており，シリカ潤滑とMQLにおける切削剤の供給については，加工開始時に
1 回だけ供給した．なおMQLでは 10mL/hを供給の基準にして，植物性油ベースの切削剤を
噴霧している．結果としては，シリカ潤滑を行うことで乾式加工の 5 倍程度，MQL と同程
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Drill: HSS φ1.0mm,1000rpm,
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Fig. 4‑21 Comparison of thrust cutting force on each method
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Fig.4‑22 Differences of drill life in each method

Silica adhered drilling

2nd trial

1st trial

Dry

1st trial
1mm

Fig.4‑23 Photo of drilled holes in each cutting
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度の工具寿命が得られており，シリカ潤滑の効果は油剤を使う MQL 法と何ら遜色のない
安定性であると言える．
シリカ潤滑により切削抵抗の変動や工具寿命の改善効果が認められたが，このような
加工状態への好影響は加工穴の品位にも当然好影響をおよぼすと考えられる．そこで加
工穴の品位を判断する指標の一つであるバリを観察した．図 4‑23 は，シリカ潤滑，なら
びに乾式加工におけるドリル貫通部の SEM 像である．シリカ潤滑による加工穴は 1 回ご
とに潤滑剤を付着させて連続 2 回穴あけを行っているため図では 2 つの穴が示されてい
るが，2回の穴あけを行っているにもかかわらず，乾式にて1回加工した穴よりも形成さ
れたバリがいずれも小さい．また，乾式加工におけるバリは高さが高いだけでなく，バ
リが切れ刃にまとわりつくように形成されているのがわかる．これは明らかに周速度が
高い先端切れ刃コーナ部の摩耗が進んで生じたためと考えられる．一方，シリカ潤滑に
よるバリにはこのような兆候はなく，ほぼドリルの貫通方向に平行にばりが突出してい
るのが判断でき，これらの結果から切れ刃の摩耗が抑制されていると判断できる．
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4.5.1

潤滑形態の確認
切削温度の検証による潤滑形態の同定

ガラス潤滑を参考にガラス等の珪素酸化物を主剤とする新しい切削剤供給方法の可能
性を検討してきた．
これまでの結果からシリカ微粒子を工具に付着させておけば確かに
ガラス潤滑と同様に加工抵抗の低下など何らかの潤滑作用が得られるとわかった．
しか
し，その潤滑メカニズムについては，塑性加工におけるガラス潤滑と同様の作用形態を
踏襲しているものかどうか，今後の開発指針を得るためにも確認する必要がある．そこ
で本章においては種々の実験からその潤滑形態を明確にし，最適な潤滑条件を検討す
る．
最初に，
潤滑作用形態が固体潤滑と流体潤滑のどちらが支配的であるのかを明確にす
る．先述のように塑性加工におけるガラス潤滑においては，高温溶融したガラスによる
流体潤滑作用が支配的と考えられる．そこで，図 4‑24 のように工作物に熱電対を予め
埋め込み,ドリル接触時の切れ刃温度を直接計測し，この結果からシリカ微粒子が溶融
する温度であるのか把握することとした .
結果は，図 4‑25 に示すとおり乾式加工が 380K でシリカ潤滑は 363K 程度の平均切削温
度で，
乾式加工よりも僅かばかりではあるが切削温度が低く加工特性向上に寄与してい
ることがわかった . しかし , シリカ粒子の溶融温度 2003K にはほど遠く , この結果から
その作用形態が流体潤滑ではなく固体潤滑であると結論付けられた．
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Fig. 4‑25 Measured Drilling temparature
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Silica remaining area

10 μ m
Fig. 4‑26 Adhered silica particles in grooves on
4.5.2

rakeface

シリカ微粒子の潤滑メカニズム

そこで,ドリル先端の切れ刃が埋没し切れ刃長さが定常になる時に加工を凍結し,加工
後のドリルフルート部を観察した . すると図 4‑26 のように工具表面の仕上げ研削痕の間
にシリカの微粒子が入り込んだようになっているのが観察された .
すくい面上を切りくずが流動することを考慮すると，すくい面に顕著な凹凸がある場
合，切りくずとすくい面の間に過剰な摩擦が生じて，加工抵抗を増加させると考えられ
る．一方，電気泳動で工具すくい面にシリカ微粒子を吸着させた場合，シリカ粒子は蒸
着や鍍金等のコーティング技術で形成された薄膜などと比較して強固に工具表面に固定
化されていることはあり得ない.それらを考慮すると，電気泳動を利用することで，仕上
げ研削で生じた研削痕にシリカ微粒子が上手く入り込み，それらシリカ微粒子が工具表
面と切りくずの直接接触を防ぎながら，微粒子自身の転動あるいは滑りのような作用に
より切りくずの流動と排出を促進したとのではないかと推察された．仮にこの推察が妥
当であれば，その滑りあるいは転がり作用は，供給されたシリカ微粒子と，工具すくい
面の面性状の組み合わせで大きく違いが生じると考えられる．
そこで , 上記の仮説を検証するために，シリカ以外にも粒子径，ガラス転移点 Tg，形
状の異なる珪素化合物の微粒子を複数用意し(表4‑2)，
それらの因子の影響を切削抵抗変
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動から考察することにした . この 6 種類の珪素化合物微粒子の特徴を表 4‑2 に示す．各々
の粒子はそれぞれ，
A:平均粒子径がフルート部の粗さ Rz より極めて小さく，化学的に合成された真球状の微
粒子．融点は極めて高い．
B:平均粒子径がフルート部の粗さ Rz より若干小さく，低融点鉛ガラスを粉砕して作られ
た微粒子．
C:平均粒子径がフルート部の粗さ Rz より大きなビトリファイド cBN ホイール用フリット
を粉砕して作った微粒子．
D:平均粒子径がフルート部の粗さ Rz より若干小さく，ビトリファイドダイヤモンドホ
イール用フリットを粉砕して作った微粒子．
E:平均粒子径がフルート部の粗さ Rz 部より若干小さく，A と同様に化学的に合成された
真球状の微粒子．融点は極めて高い．
F:平均粒子径がフルート部の粗さ Rz 部より 1/10 程度小さく，A と同様に化学的に合成さ
れた真球状の微粒子．融点は極めて高い．
というような特徴を有する．
これらを電気泳動で工具に吸着させて加工した場合のスラスト抵抗の違いを図4‑27に示
す．図から，B,C,D はほぼ同程度の抵抗になっているものの，A，E，F は前者と比較して
圧倒的に抵抗が低減されている．A,E,F と前 3 者との明確な違いは，B,C,D がバルクのガ
ラスからボールミルで粉砕して形成されているためにどうしても最小平均粒径が5μm程
度になってしまうのに対し，
A,E,Fは化学的に合成されているために工具のフルート部の
Table 4‑2 Specifications of glass particles
Type Characteristic

Tg

mean size

Shape

Structure
Crystal

A

Chemical synthesized

1027K

20nm

Spherical

B

Pb low Tg for insulator

574K

4.7 μ m

Spherical+ Spiky Amorphous

C

Si-Al-B flit for vitrified wheel 874K

7μm

Spiky + Blocky

Amorphous

D

Si-Al-B flit for vitrified wheel 704K

4.7 μ m

Spiky + Blocky

Amorphous

E

Chemical synthesized

1027K

2 μm

Spherical

Crystal

F

Chemical synthesized

1027K

450nm

Spherical

Crystal
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Drill:HSSφ1.0mm, 1000min-1, f=0.01mm/rev, SUS304
Type A
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1 0 0
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0
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Thrust force N
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200nm
Type B

1 5 0

1 0 0

5 0

10 μ m

0

Thrust force N

2 0 0

1 5 0

1 0 0

5 0

10 μ m
0
2 0 0

Thrust force N
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1 5 0

1 0 0

5 0
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0
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0
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2
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Fig. 4‑27 Influences of particle specification on cutting force4‑14)
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Fig. 4‑28 Two dimensional dynamics of chip flow on rake face4‑15),4‑16)
粗さより小さくかつ球形の粒子であることが挙げられる．
したがって，その作用を発現させるためには，少なくとも工具仕上げ面粗さより小さ
い粒子でありことが重要と言える．このことは，工具と切りくずの間に粒子が介在する
ことによって潤滑効果が得られるということを示し，前記の仮説を支持する結果といえ
る．

4.5.3

工具側からのシリカ微粒子の作用の検討

一方，仮説のようにシリカ微粒子の転がりあるいは滑り作用が切りくず流動を促進さ
せて加工抵抗を低減したとするならば，
工具すくい面の粗さが変化するとそれにともなっ
て微粒子の転がりあるいは滑り作用も影響を受けることになり．結果として切りくずの
流動にその影響が現れてくると予想される．
そこで本節では,すくい面の粗さの違う工具
を製作し,シリカ微粒子のありなしで切りくずの流動がどのように変化するのか，
その影
響を解析する .
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切りくず流動とその評価方法

最初に切りくず流動の評価手法について検討する．文献 4‑15)を参考にして，二次元切削
における力学モデルから切りくず流動現象考えると，それはせん断面から生じるせん断
抵抗，
すなわち工具に負荷される切削抵抗Fが工具すくい面上で切りくずを滑走させる現
象と言える 4‑16)．一方，工具すくい面と切りくずの接触部においては，Rt に示される摩擦
抵抗が切りくずとの接触により生じる．したがって，切りくずの流動は，概ね工具すく
い面に対して平行の切削抵抗成分Ft とすくい面から切りくずが受ける摩擦力Rtの差に
より決定づけられていると言える．
このように考えると切りくず流動を阻害する主な因子は切りくずと工具すくい面との
摩擦ということになる．したがって，切りくず流動は動摩擦現象の一形態と考えるのが
妥当であり，その評価においては動摩擦の手法を用いるべきと考えられよう．ここで動
摩擦の一般的な評価法について述べると,それは一定荷重のもとであらかじめ工具を試料
に押しつけて,試料を一定速度で送り，このときの抵抗力を荷重から換算した垂直応力で
除して動摩擦係数を求めて摩擦状態の優劣を決める評価法となる．
ところが,この手法を切りくず流動に適用し，動摩擦係数から切りくず流動の良否を判
断しようとしても，切りくずにかかっている垂直応力をどのように捉え求めるかは判断
が難しい．そこで，先述したように切りくずの流動は，概ね図 4‑28 の Ft と Rt の差によ
り決定づけられていると考えられることから，簡便に工具動力計を利用して切削抵抗を
計測し，判断指標の一つにすることにした．具体的には工具動力計で図 4‑28 の切削抵抗
の水平成分 Ft と垂直成分 Fc が測定できるのでこの水平成分 Ft を利用する．
なお，垂直軸から切削抵抗Fがなす角を摩擦角αとし，工具すくい角をφとして切削抵
抗と各分力の関連を求めると ,
Ft

=Fsin(α + φ)

α =tan‑1(Ft/Fc) ・・・①

の関係が成り立ち，Ft が Ft に比例することがわかる．このことは，もし仮に凝着など
によって切りくず流動が阻害される現象が生じてしまい，摩擦抵抗が増大したとすれば，
当然，加工点から次々に生み出される切りくずの排出を持続させるためにも，凝着物を
排除するような切削抵抗Ft の作用がすくい面で生じ，Ftも増加することを示している．
しかし，一方で切りくず流動の阻害以外の要因で切削抵抗が増加する可能性も否定でき
ない．そこで，さらに工具動力計で得られた Fc，Ft から摩擦角αを算出しその加重の方
向を見ることにより凝着現象などの切りくず流動の阻害かどうかの判断をすることにし
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た．たとえば，きりくずの凝着が生じれたとすると，一時的に切りくずは工具表面に固
定化されることになり，摩擦角αは切りくずの流動方向に一定に傾くと予想されるから
である．
そして，
切りくずの流動状態の判断をさらに明確にするために高速度カメラを設置し，
その撮影画像と切削抵抗，
そして摩擦角を総合して工具すくい面での摩擦現象を把握，
評
価する．

4.5.3.(b)

実験に使用する工具について

工具すくい面の粗さを加工によって変化させる場合には，工具のすくい角や逃げ角を
できるだけ一定にして粗さ以外の要因を排除することが必要となる．今回の実験では市
販の工具ホルダを利用しながら，超硬インサートチップを実験に応じて交換するように
した.インサートチップは，
切れ刃の面取りがなされていない仕上げ加工用の市販品を利
用し，これらを放電加工で図 4‑29 のように粗さの異なる工具にした．このとき，機械的
性質のばらつきが少ないように同一ロットの工具の中から，形状精度の近似した物を選
出した．
切削工具すくい面の仕上げ面粗さについては，市販されている工具の仕上げ方法や現
物を調査し，試作する工具に反映させた．例えば，ノンコーティング超硬インサートチッ
プにおいては，一般にラッピング仕上げが用いられている．その最大高さ粗さは数μm程
度で，ほぼインサートチップ母材の粒子径と同程度であった．また，エンドミルや，ド
リルなどの複雑な三次元形状をした切れ刃のすくい面は，通常フルート部と呼ばれる溝
の研削加工により形成されており，このフルート研削工程では数十番から数百番程度の
研削砥石で加工が行われるためにすくい面の粗さは粗く，市販の小径ドリルにおいては
4 μ mRz 〜 17 μ mRz 程度の粗さを付与した．
粗さの付与に関しては，他にもその方向性も大きな因子となり得よう．できれば方向
性のない面のほうが純粋な粗さの影響が判断できる．そこで，粗さの付与方法について
は放電加工による工具表面のアブレージョンを採用した．このアブレージョンによる熱
影響や残留応力については，加工前の市販品と比較して比較が難しいが，切削実験にお
いて工具すくい面に与えられる負荷が今回は比較的小さいことと，その継続時間が数十
秒程度であること，更に数度の試行において表層部の急激なフレーキング摩耗やクラッ
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No.2

No.1

Fig. 4‑29 Insert tips which have different surface roughness on their rakeface
Table 4‑3 Specification of inserts
Tool holder

CTGPR2020K3

Insert

TPGN160304

Material

K10

Rake angle

+5 deg.

Surface roughness on rake face (ƒÊmRz)
Normal

No.1

No.2

No.3

1.3

17.3

5.35

3.67

(b)No.1(17.3ƒÊmRz)

(a)Normal(1.3ƒÊmRz)

Fig. 4‑30 SEM images of each Normal and No.1
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クが観察されなかったことから今回は無視しても問題がないと判断した．
次に，切削加工状態を左右する要素として切れ刃の鋭利さがある．今回のように放電
加工により工具すくい面の粗さを変化させると切れ刃の丸まりが生じることが懸念され
る．そこで，試作工具の切れ刃の SEM 観察を行った．図 4‑30(a)に通常の工具切れ刃，
(b)
に粗さ17.3μmRzのno.1工具のものをそれぞれ示す．図からチッピングなどの明かな切
れ刃の欠陥は見られず，どちらも概ね 10 μ m 以下の丸みを有する切れ刃稜線であること
がわかる．

4.5.3.(c)

観察システムと実験概要

以上のような検討のもとで，切削実験を図 4‑31 に示す実験システムで行った．
図 4‑32 は実験の様子を示す写真である．
実験は無段変速旋盤((株)オークマ・LS‑450 型)にφ 150 × 150，厚さ 5mm の SUS304 パ
イプを取り付けてこれを先述の 4 種類の超硬工具により横切れ刃のみで二次元切削して
行う．このときの切削条件は表 2 に示す．切削幅は，被削材自身の剛性低下を極力抑え
られるようにパイプの端面から 5mm 程度を 1mm の厚さに加工して拘束した．
切りくずの流動状態は，工具と対向する形で高速度カメラ(
（株）ナックイメージテク
ノロジー・MEMRECAM･ciST‑569‑J)を設置して観察した．また，工具には工具動力計((株)
キスラー･9257B)が設置されており，3 つの分力をそれぞれデジタルデータレコーダー
((株)TEAC・DAT‑135T)に記録した．撮影画像と工具動力の記録は簡単な二値化回路と自
己保持回路を利用してトリガ回路を製作し，記録の同期をとった．具体的には，切削条
件と被切削抵抗から工具にかかる切削抵抗を想定して，二値化回路に設定しておき，工
具に閾値以上の加工抵抗がかかると自己保持回路が作動し高速度カメラに撮影開始のト
リガ信号を送る．このときのトリガ信号は同時にデータレコーダーにも送られて記録さ
れる．よって，データレコーダーに記録された工具動力計の出力信号と撮影画像の同期
をとりながら切りくずの流動状態を正確に分析できる．
切削条件は実験の主旨に則り，軽負荷の乾式加工とした．なお，被削材表面はできる
だけ不純物皮膜等の影響をなくすことができるように実験前に脱脂した．
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Tool
Dynamometer
Data recorder

Trigger

Reset

Fig.4‑31 Observation system to verify the interaction between tool rakeface roughness and particles

High speed camera
Measurement Equip.
& Recording Unit
SUS304 Pipe

Tool & Dynamo

Fig.4‑32

Photograph of experimental set‑ups
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オーステナイトステンレス鋼の切りくず流動特性

工具すくい面の粗さが切りくず流動に与える影響を把握するため，最初に通常の切削
工具でこれまで被削材として用いてきたオーステナイトステンレス鋼を切削し，その基
本的な流動特性を把握する必要がある．オーステナイト系ステンレス鋼は,鋸歯状の切り
くずが生成され，その生成過程において切削抵抗に一般の鋼材と比較して著しい変動が
生じると言われている.また，加工効果や凝着も生じやすく,これらが相互に切削工具に
作用しあうことで著しく工具寿命を低下させていると考えられている 4‑19).
著者らは今回高速度撮影画像と切削抵抗の測定結果を連動させてmsオーダーで現象の
把握につとめたが，その結果，従来は切削抵抗結果や撮影画像から大まかにしか考えら
れていなかったメカニズムが明らかになった．
図 4‑33 に SUS304 加工時の切りくず流動の画像を 2ms 毎に示す．また，図 4‑34 にその
ときの切削抵抗の変動値を示し，図4‑35に摩擦角αの変化を示す．これらのデータから，
オーステナイトステンレス鋼の切削では，次のような順序で極めて短時間の間に周期的
な切りくず凝着と，それにともなう切削抵抗の変動が生じている .
A)工具すくい面に切りくずが凝着する .
図4‑33(a)の状態で切りくずの流動が停止する.これと同時に通常は図4‑34のc付近の
150N 程度であるはずの切削抵抗が , この凝着のために a 点のように 2 倍の 300N 程度にま
で高くなる . また，切削抵抗から算出される摩擦角αは，このとき 50 度前後に一定の値
を示すようになる．
摩擦角αが一定の値を指し示すということは，切りくずがすくい面に凝着したことを
意味する．なぜならば切りくずがすくい面と接触する反作用によって切削抵抗が生じる
からで，その接触が瞬間的であれば切削抵抗は一定の方向を示し続けることは難く，摩
擦角も方向性を有し難い．すなわち，摩擦角が一定の方向性を示すことはすくい面に切
りくずが強固に凝着を始めており，凝着した切りくずを介して切削抵抗が切削工具へと
伝達され始めているからである．
B)切りくずの凝着部が瘤のように隆起する .
切りくずの凝着が生じると，凝着した切りくずを排出するために通常の倍の加工抵抗
が生じ，図 4‑34 の点 a から点 b にかけての ms オーダーの切削抵抗の変動が生じる . この
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(a) Chip starts sticking to rake face (at fig. 6-0ms)

(b) Protuberance raised by chip adhesion (at fig. 6-8ms)

(c)Chip off (at fig. 6-16ms)

Fig. 4‑33

Chip flow in every 2ms by high speed camera observation

400
Cutting force N

F

e

a

e

d

f o r c

e

Ft

C

u

t t i n

g

f o r c

e

Fc

c

b

200

Tool: K10-Rake face 1.3ƒÊmRz, V=38m/min, d=1.0mm, f=0.025mm/rev, SUS304
0

4

8
Time ms

12

16

Fig. 4‑34 Cutting force of Fig. 4‑33
Each letter a, b, c is the same point of Fig.4 (a), (b), (c) respectively.

45

α

deg.

60

30
0

4
•@
•@
•@
Fig.

Time ms 8

12

4‑35 Friction angle of Fig. 4‑33
‑133‑

16

第四章

場を利用した潤滑物質の吸引

作用により，
図4‑33(b)までに切りくずの一部が通常の厚さの倍程度までに隆起し切りく
ず上に瘤のような突起を形成する .
図中の切りくずを見ると，他にも切りくず上に多数このような瘤状突起が観察される
が，これらは全て同じメカニズムにて形成された物である．
C)凝着部が離脱（剥離）する．
切りくずを排出しようとする作用が増加して図4‑33(c)のように瘤のように厚くなった
切りくずの凝着部が剥離する . 図 4‑34 点 c では凝着が解消されたために加工抵抗が低下
し，通常の 150N 前後になる . また摩擦角αは凝着が解消されると大きく変動し始める．
一方このような凝着離脱現象は，機械の送りムラによって生じている可能性もある．
そ
こで図 4‑36 のようにして送りムラの影響がどの程度あるのかを調べた．実験では，静電
容量式変位計（岩崎通信工業（株）ST‑3501，ST‑3507，分解能 0.1V/ μ m，周波数特性 DC
〜10kHz）を用い，実験条件と同じ送り速度でサドルを前後させこのときのツールポスト
での挙動を把握することにした．結果を図 4‑37 に示すが，直線近似で残差自乗和 1 とい
う極めて直線性の良い結果が得られており，切削抵抗の送り分力に影響を与えるような
送りむらや振動などはないことがはっきりと理解できる．
したがって今回観察されたオーステナイトステンレス鋼の特徴的な切りくず流動特性
は，機械の運動誤差に伴うものではなく，被削材固有のものであると言え,この一連の凝
着剥離プロセスにより，オーステナイトステンレス鋼の切削では，連続切削においても
あたかも断続切削をしているかのような大きな抵抗の変動が生じる．これが連続切削に
おいても工具欠損を誘起したり，ロングスパンで切削抵抗を観察する場合に見かけ上切
削抵抗が大きくなっているように見える原因である．
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Fig. 4‑37 Result of fig. 4‑36
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工具表面の粗さが切りくず流動におよぼす影響

本節では，工具すくい面のあらさが切りくずの凝着や，それにともなう流動状態にど
のような影響を与えるのかを明らかにする．
トライボロジーの観点から凝着現象を左右する要素を考えると，一般的に凝着は固体間
の接触部の粗さと，そして固体間の相対速度に依存することが指摘されている 4‑20)．そこ
で，工具表面の粗さと切削抵抗の平均値の関係を種々の切削速度で調べ図 4‑38 にまとめ
た．図 4‑38 では前節で示した切りくずの凝着現象の発生頻度を基準にして，凝着が頻繁
に生じていた切削速度 V=3m/min のデータ，工具の粗さによっては凝着が生じていた切削
速度V=30m/minのデータ，そして凝着現象が観察されなかった切削速度V=65m/minのデー
タを代表的に示す．
凝着が頻繁に生じていた切削速度 V=3m/min のデータでは，工具すくい面の粗さが粗い
工具ほど凝着が顕著に生じていたので，工具の粗さに比例して切削抵抗の平均値が大き
くなっている．
次に切削速度が V=30/min のときは，すくい面の粗さが 1.3 μ mRz の工具において凝着
現象が頻繁に観察されたが，それ以外の工具では凝着がほとんど観察されなかった．し
たがって平均切削抵抗では1.3μmRzの工具で特異点のように加工抵抗が大きくなってお
り，それ以外の工具では抵抗が 150N 程度と低くなっている．
そしてV=65m/minの結果においては，凝着現象がほとんど生じず，結果として粗さの切
削抵抗への影響がほとんど見られなかったために，V=30m/min の 1.3 μ mRz 以外の結果と
同程度の値になっている．
それでは，なぜ切削速度 V=30m/min の 1.3 μ m の工具では他の 3 つの粗さの粗い工具よ
りも凝着が生じやすかったのだろうか．それは，1.3 μ mRz の工具は粗さが他の工具より
も小さいためすくい面からの摩擦抵抗が少ないことが要因として挙げられる．というの
は，
前記のように凝着現象は粗さ以外にも接触点においての切りくずが流れる際の速度，
すなわち，摩擦面を切りくずが擦過することによる接触点の温度の高低，つまり切削温
度に影響されるからである．
そのように考えると，切りくずは切削速度V=30m/minを境に凝着特性が遷移し，それ以
下の低速では工具すくい面粗さに比例して顕著に凝着し，それ以上では切削温度が上昇
し，その粗さが凝着に影響しなくなるという自然な結論が導きだされる．
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Fig. 4‑38 Influence of rakeface roughness on cutting force
以上の結果から，オーステナイトステンレス鋼切削時の工具の粗さと切りくず流動の
基本的な関係を把握することができた，これまでの実験結果を考えると，シリカ微粒子
の効果は低速かつ軽切削の条件にあたると考えられ，上記の V=3m/min の条件にあたる．
このような低速条件ではオーステナイトステンレス切りくずの強固な凝着が観察され，
特
にすくい面の粗さが大きいときに凝着も頻繁に生じる．

‑137‑

第四章

4.5.4

場を利用した潤滑物質の吸引

シリカ微粒子の切りくず凝着防止効果

そこで，工具すくい面の粗さが 17.3 μ mRy と実験の範囲で最も粗さの大きい工具で
SUS304 を切削し，凝着が激しく生じるであろうと思われる切削条件で切削を行い，その
ときの切削抵抗と切りくず流動の状態を比較し，シリカ微粒子の効果を確認することと
した．図4‑39(a)は乾式加工における実験結果，
(b)はシリカ微粒子を工具に電気泳動であ
らかじめ付着させたときのものである．
まず，粗さの粗い工具で加工を行った場合，予想通りすくい面上で切りくずの激しい
凝着と剥離が繰り返し生じた．このため，この凝着剥離に同期して図4‑39(a)のように切
削抵抗の変動が大きく発生した．
また，同右側写真を見ると，凝着した切りくずを排出するために，切りくずがすくい
面上で圧縮され，全体的に分厚い切りくずが排出されていることがわかる．
一方，工具にシリカ微粒子を予め電気泳動吸着させると，凝着が生じないために，図
4‑39(b)のように切削抵抗の変動はなく，
極めて薄い良好な切りくず排出がなされていた．
両者を比較すると，切りくずが凝着することで，ほぼ倍近い切削抵抗の差が生じてお
り，切りくずの厚さもそれに比して分厚くなっていることが理解できる．
このように切りくずの凝着が生じて切りくず流動に変化が生じると，凝着した切りく
ずをすくい面から剥離させ，排出する作用が生じるために，切削抵抗には大きな変動が
生じ，結果として切削抵抗の平均値も大きくなる．したがって，このことから切削抵抗
の平均値を求めることで切りくず流動の良否を間接的に判断できることになる．
つまり，
凝着が頻繁に生じるようであれば，切削抵抗の平均値は高くなり，凝着が生じないよう
であればその値は低くなる．図 4‑40 は，工具の仕上げ面粗さと平均切削抵抗との関係を
まとめたものである．同図の乾式加工の結果を見ると，工具すくい面の粗さに比して切
削抵抗の平均値が増加している．すなわち，工具すくい面の粗さが粗いほど凝着が生じ
やすく，結果として切削抵抗が大きくなっていることを表している．
このとき，シリカ微粒子が吸着されていれば，凝着が低減できる．同図のシリカ潤滑
における結果では，工具の粗さが変化してもほぼ一定の切削抵抗となっており，切りく
ずの工具への凝着が抑制されていることが明確になっている．
ところで，工具のすくい面のあらさが 1.3 μ m のときは，シリカを付着させた場合と乾
式加工において差がみられないが，これは，工具のすくい面のあらさが小さいほど切り
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Tool:K10,Rake face 17.3μmRz,V=3.14m/min,d=1.0mm, f=0.025mm/rev,SUS304
Feed force N

400

300

200

100

0
0

1

2

3

4

5

Time s

Chip at 5.544s
(a) dry condition

Feed force N

400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

Chip at 3.920s

Time s
(b)using silica particles conditions

Fig. 4‑39 Comparison of cutting force between dry and using glass particles conditions
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Fig. 4‑40 Comparison of cutting force between Dry and silica adhesion
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くずの凝着が生じないために，シリカの付着如何にかかわらず切りくずが良好に排出さ
れ，切削抵抗の平均値が低いためである．そのようなことから考えると，シリカ微粒子
の効果は，凝着が生じやすい加工条件下であればあるほど有効である．
結論としては，工具すくい面と切りくずの流動面に微細なシリカが介在していること
で切りくずの凝着が防止されていることが，今回の潤滑効果の主要因であると結論づけ
られる．
そしてこの切りくずの凝着防止効果については，加工点の切削温度が今回の切削条件
ではシリカが溶融する温度ではないため，固体潤滑の作用のみが期待できる．よって，固
体潤滑の作用としては，粒子自身のすべりや転動による摩擦低減効果しか考えられない
ため，それらの作用が工具寿命向上の主要因と結論付けられる．
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4.6 結論
場と補材の利用を目的として，切削剤を効果的に加工点に導く潤滑供給方法を検討し
た．本研究で得られた結果を下記に記す．

(1)

シリカ微粒子を分散させたコロイド溶液を用い，微粒子の静電特性を利用すること

で，潤滑剤となるシリカ微粒子を工具に能動的に吸着できる．これにより切削抵抗を
低下させて工具寿命を向上できる．ドリル加工などにおいては，バリを低減させるこ
とができる．
(2)(1)の潤滑効果は工具表面の粗さより小さい粒子を使うと得られる．
(3)(2)の潤滑効果の要因を把握するため，
高速度カメラによる撮影画像と切削抵抗を連動
させて切りくずの流失を観察した．その結果，オーステナイトステンレス鋼の切削抵
抗変動の原因は，切りくずの工具すくい面への周期的な凝着により引き起こされてお
り，切りくずの凝着が生じたとき，加工抵抗が通常の 2 倍程度になることが明らかに
なった
(4)上記の結果は，オーステナイト系ステンレス鋼の切削においては，旋削のような連続
切削においても，断続切削のように切れ刃に負荷がかかり，工具摩耗を促進し易くす
る可能性を示唆する．
(5) (2)の潤滑効果は工具に付着させたシリカ微粒子の滑りあるいは転がりといった固体
潤滑作用により切りくずの凝着が抑制されて，その排出が促進されるために生じてい
る．
(6)本方式をオーステナイトステンレス鋼の小径ドリル加工に用いたところ，乾式加工の
5 倍，MQL と同等の工具寿命が見込めるという結果が得られた．
上記の結果から，場と補材を利用して工具の長寿命化が図れることを実証した．
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切削工具の部分形成と再生技術

緒言

近年，工程設計における大きな傾向は，ニアネットシェイプ化である．これは，金
属加工の場合，鋳造やプレス加工などの工程で，できる限り製品の成型を行い，切削
加工や研削加工などの除去加工工程を極力減らし，コストを削減しようとする動きで
ある．これにより，切削加工の傾向としては，重切削工程から中・軽切削工程への比
重が増加し，10mmの切れ刃長さを有する工具であっても通常よく利用されるのは先端
部の僅か数㎜というような状況が増えつつある．
また，近年は，高付加価値製品加工への需要の高まりから被削材が，ステンレス鋼，
チタニウム合金，耐熱合金，複合材料などへより難削化する傾向が強まっており，切
削工具の先端部により負担のかかる加工が増加すると予想される．こうなると切削工
具は，工具切れ刃長さが 10m あっても，切削に利用している部分はほんの僅かという
ことになる．この僅かな部分が摩耗幅で0.2〜0.4mm摩耗すると，切削工具は寿命と判
断され交換されることになるが，この摩耗部位を逐次機上で簡易に再生できるように
なれば，工具寿命の延長だけでなく工具の脱着にともなう位置補正の必要が低減され
る．
しかし，実際に切削工具を機上で簡易に再生することを考えると，工具本体は主に
焼結などの高温高圧によるプロセスを経て製造されるため，本体自身の再生は困難で
ある．だが，コーティング工具による切削を考えると，母材にコーティングされた硬
質膜自身が切削に多大に関与しており，このコーティング膜自身が寿命を延ばし，そ
して繰り返し機上で生成，および再生できるようになれば，結果として工具の母材部
分は全く摩耗することがなくなる．
これまで，本論文においては，第三章，第四章を通して，工具の長寿命化を促進す
るための場や補材に関して提案を行った．これら場や補材は，工具と被削材の間に介
在するエネルギーであり物質であった．このうち，介在物については，工具と被削材
の間に一時的に介在し，工具と被削材の直接接触を防ぎ両者間での熱化学反応を防止
することが大きな目的である．しかしこの介在物層がある程度の硬度を有して比較的
長く加工点に介在できるようになると，工具は新たな切れ刃としての役割を担うこと
になるのではないかと考えられる．
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そこで，本章においては，加工点で工具と被削材の間に介在する補材に対して考え方
を一歩進めて，介在層自身の強化を行い，切れ刃としての役割を担わすことを検討する
.そして，切れ刃としての役割を持たせた介在層の機上での生成，および再生技術を検討
する．換言すれば迅速なコーティング層の形成と再生である．

5.2

工作機械上での切削工具コーティングによる工具機上再生の概念

5.2.1

成膜と剥離による工具再生方法の提案

一般的に切削工具の再生といえば再研削のことを指すが，本研究で提案する機上再
生の基本的な考え方は 成膜と剥離による再生である (図 5‑1)．工具表面のスロアウェ
イ化とも言える．理想的には，母材の摩耗や損傷が全く無ければ，一度チャッキングし
た工具は半永久的に使えることになる．また，成膜精度の再現性が確立されれば常に同
じ精度の工具を使うことができる．
ただし，機上再生には時間という大きな制約条件がある．加工時間は加工コストに直
結するため，少なくとも工具本体の交換よりも 成膜と剥離 に要する時間のほうが短
くなければならない．また，工作機械上で行うことを考えると処理装置の簡易さも制約
条件の一つである．そのため成膜の手段として，切削工具コーティングとして一般的な
CVD や PVD のような方法を用いることはできない．

Fig. 5‑1 Basic concept of On‑the‑machine cutting‑edge re‑generation
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図5‑1のような工具表層の交換という考え方では，
切削工具にコーティングして工具寿
命を延ばすのではなく，コーティング膜自体を工具として切削加工しようとするところ
が従来と異なる考えである．そのため，工具母材が露出する前に加工を止めて工具の再
生を行うということが必要になるだろう．
機上再生をする利点とその意義としては，
・ 交換前後で工作機械と工具との相対的な位置関係が変化しにくい
・ 交換前後で工具の幾何学的形状が変化しにくい
・ 交換する部分の体積が小さいので省資源が期待できる
という点が挙げられる．
通常の工具交換方式では，再現性よく高精度に工具を交換するためには特殊なチャッ
クを用いる必要がある．沢田ら 5‑1)は三次元マイクロマシニングを高精度に行うために，
シリコンゴムを圧力媒体とした工具チャック(図 5‑2，図 5‑3，図 5‑4)を開発し，既存の
三爪チャックと比較して図5‑5のような着脱誤差の改善結果を得ている．しかし，彼らの
用いた工具はダイヤモンドチップをツールシャンクに取り付けたものであり，チップと
シャンクの位置合わせについては顕微鏡を用いた目視によって行っている．この点が高
精度な三次元マイクロマシニングを行う上での問題点のひとつであるとしている．それ
に対して，成膜と剥離による再生では工具母材をチャックしたまま表面の膜のみを交換
するので，チャッキングによる工具位置決めの繰り返し誤差は関係なくなる．そして，工
具膜の剥離処理が理想的に行われれば，工具母材に関しては軸心ズレや形状の変化など
は全く起こらない．したがって，工具の軸心ズレや形状変形は成膜時の不均一性と剥離
時の母材変形(摩耗など)に影響を受けるため，高精度な成膜および剥離技術が必要であ
る．
また，この方法の短所として，工具再生中は切削加工を行うことができないという点
が挙げられる．しかし，結局は工具膜の再生に要する時間が短縮でき，工具膜の寿命が
長ければ解決できる課題である．この点は制約条件として次節にて述べる．
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Fig. 5‑2 Precision tool chuck5‑1)

Fig. 5‑4 Deformation analysis of the
chuck sleeve5‑1)
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Fig. 5‑3 : Structure of the chuck5‑1)

Fig.5‑5 Improvement of tool center
displacement by the chuck5‑1)
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切削工具として具備すべき特性

一般的に切削工具材料として求められる特性5‑2)を表5‑1に示す．このうち，(1)〜(3)
は工具全体に，(4)〜(8)は特に工具表面について求められる特性である．また図5‑6の
ように，切削加工を正常に行うために，工具材料は被削材の少なくとも 4 倍の硬さが
必要である 5‑3)．ただしこれは均一な材料組成からなる工具についての結果であり，本
研究の提案する方法のように工具表層材とその下の工具母材とが異なる場合には，膜
の硬度と同時にその膜を強固に保持できる母材との密着性が重要な要素となるであろ
う．
工具表面に求められる特性は先に述べたように，表 5‑1 の(1)〜(8)に相当する項目
である．そのほとんどが耐摩耗性に関する特性であり，工具寿命に直接結びつく因子
であるが，耐凝着性（被削物との化学的親和性）は工作物の仕上げ面粗さにも影響の
ある因子である．その一方で，工具母材については被削材と直接触れることがないた
め要求される特性も異なり，耐塑性変形性(表5‑1(1))や耐折損性(表5‑1(2))などの切
削動力を支える構造体としての機能が重視されるべきであろう．
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Table 5‑1 Requirements for cutting tools5‑2)
(1)Ultimate hardness
(2)Ultimate toughness
(3)High thermal conductivity
(4)Chemical stability
(5)Stability for oxidation or deoxidation
(6)Difficult to defuse
(7)anti‑adhesive to work material
(9)Good grindability to make its shape

Fig. 5‑6 Hardness of cutting tool and its available work hardness
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機上再生を実現する方法に対する制約条件

機上でコーティングを行い工具の再生を図るには時間という大きな制約条件がある．
加
工時間は加工コストに直結するため，少なくとも工具本体の交換よりも成膜と剥離に要
する時間のほうが短くなければならない．さらに工具膜の寿命も考慮すると，
(通常の工
具の寿命)／(交換に要する時間)に対して(工具膜の寿命)／(膜の再生に要する時間)のほ
うが大きいことが望ましいだろう．再生方法として，工作物の交換時に膜の再生を完了
させる，というかたちが理想的である．
処理の自動化というのも制約条件のひとつである．再生を高速に行うためにも人手に
頼らない方法が必要である．
また，工作機械上で処理を行うことを考えると装置の簡易さも制約条件のひとつであ
り，成膜の手段として CVD や PVD のような方法を用いることはできない．さらに，切削加
工に耐えうるような硬質膜を除去(剥離)する方法にしても，工具研削盤をそのまま工作
機械上に載せるというわけにはいかない．
そして前節でも述べたように，膜質としてはもちろん切削に耐えうる硬質膜でなけれ
ばならない．
したがって，機上再生を実現するための方法に対する制約条件は以下の二点となる．
・処理の高速性
・装置の簡易さ
また，要求項目としては，次が挙げられる．
・硬質膜の形成
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機上再生に利用しうる技術

前節で述べたように，機上再生には処理の高速性，自動化，装置の簡易さ，そして
切削に耐え得る膜の硬さが制約条件として与えられる．このような条件を満たし，機
上再生に利用し得ると考えられる複合めっき，放電加工，紫外線硬化樹脂，陽極火花
放電の 4 種類の成膜方法について，特に工具分野への適用例と共にまとめる．
5.2.4.(a)

複合めっきによる成膜

電気めっきや無電解めっきの浴から微粒子や繊維物質を金属の析出と同時に金属皮
膜中に取り込ませて得られる複合皮膜は，複合めっきあるいは，分散めっきと呼ばれ
る．本研究では結果として工具膜として複合めっき膜を採用する．複合めっきについ
てのは 5.3 節で，その剥離方法については 5.4 節で述べる．
複合めっきの工具への適用例として，電着砥石がある．その製法は所定の形状の金
属母体に超砥粒をのせ(細目の場合は液に分散)台金を陰極にしてめっき液中で砥粒を
固定する 5‑4)というものである．超硬，難削金属などの内面研削や総型研削などに用い
られ，切れ味はよいが，一般的には単層なので切れ味の変化や寿命に問題がある．そ
のため，砥粒層が多層の砥石も検討されている 5‑5)．

Fig. 5‑7 Illustration of High speed electroplated wire‑saw
making experiment5‑6)

‑152‑

第五章

切削工具の部分形成と再生技術

Fig. 5‑8 Growth speed of plated layer thickness

Fig. 5‑9 Wire‑saw by developed plating method

Wire velocity
Wire length
Load for wire
Wire tention
Dead load
Coolant
Test piece

5‑6)

mm/min
m
tention
N
N

N

Fig. 5‑10 Comparison of conventional electroplated wire saw and one by
developed method5‑6)
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通常の電着砥石の製法(沈降共析法)では成膜速度が遅く，
機上再生には向いていない．
電着砥石製造の高速化方法として，千葉らによる，ブラシめっき法を用いた電着ワイヤ
工具の高速製造の例 5‑6)がある．彼らは図 5‑7 のようなブラシめっき装置を用いて，ダイ
ヤモンド砥粒を共析させながら 30μm/min の成膜速度(図 5‑8)で複合めっき膜をワイヤ上
に成長させている．そして試作した工具(図 5‑9)の加工性能は従来品を上回っている(図
5‑10)．
複合めっきを利用した研削砥石は広く実用化されているが，切削工具の例はほとられ
ない．
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放電による成膜と剥離

放電現象を利用した加工法としては除去加工が広く知られている 5‑7)が，堆積加工
(付着加工)も可能であり，
その成膜速度は条件によって3mm/20minにも達する(図5‑11)
5‑8)

．この成膜方法の工具への適用は，切削工具への「EDCOAT」5‑9)として実用化されて

いる．その原理を図 5‑12 に，堆積加工用電極の製造方法を図 5‑13 に示す．火花放電の
熱エネルギーで電極材料が溶解してTiが溶けだし，同時に加工油が分解して遊離炭素
を放出する．そしてそれらが結合した TiC 膜が被加工物表面に付着するという原理に
なっている．図 5‑14 のように EDCOAT 膜は CVD による TiC 膜に匹敵する硬さを持ち，切
WC‑Co layer

S45C
Fig. 5‑11 WC‑Co layer on S45C steel 5‑8)

Fig. 5‑12 Principle of EDCOAT5‑9)

Fig. 5‑13 method to make pole5‑9)

Fig. 5‑14 Hardness of EDCOAT5‑9)

Fig. 5‑15 Wear comparison of the
bottom edges of endmills5‑9)

‑155‑

第五章 切削工具の部分形成と再生技術
削工具用のコーティング膜として適用されている(図 5‑15)．この方法で切削工具の機上
再生までを実施した例はまだみられないが，技術的には十分可能と考えられる．
工具の再生ではないが関連技術として，放電加工による形状フィードバック型加工シ
ステム 5‑10)が成膜と剥離を利用した加工方法として興味深い．図 5‑16 のように，機上で
測定した工作物の形状をフィードバックして加工し，目的の形状に近づけるというシス
テムである．切削，研削，研磨といった除去加工を用いた従来のシステムと大きく異な
る点は，放電による付着加工を行う点である．付着加工と除去加工を使い分けることに
よって，図5‑17(b)のように既存の除去加工のみからなる加工システムに比べて加工時間
の短縮を図ることができる．図 5‑18 は形状フィードバック加工ではないが，切削痕の上
に放電付着加工を施し，それをさらに放電除去加工によって平坦化したものである．放
電による付着・除去加工技術，機上測定技術などを用いることによって図 5‑19 のような

Fig. 5‑16 Illustration of shape‑feedback system5‑10)

Fig. 5‑17 Comparison of a conventional system and the shape feedback one.5‑10)
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この加工技術を利用した研削砥石の機上再生 5‑11)〜 5‑13)が砂田らによって報告されてい
る．彼らは放電付着加工時に砥粒を混合した圧粉体電極を用いて堆積層中へ砥粒を共析
させ(図 5‑20)，その膜による研削加工を行っている(図 5‑21)．また，図 5‑22 のような砥
石の形状フィードバック修正(砥石の機上再生と考えられる)を検討するために，機上で
再生した砥石による評価を行い，新規砥石と性能が大きく変わらないという結果を得て
いる(図 5‑23)．

Fig. 5‑18 removing and adhering process by electrodischarge5‑10)

Fig. 5‑19 Shape compensation machining by the shape feedback process5‑10)
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Fig. 5‑20 Grinding stone making process by
electrodischarge in EDM solution5‑11)
Fig. 5‑21 Grinding performance5‑12)

Work：aluminum

Fig. 5‑22 Recycle flow chart5‑13)
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このように，放電加工はすでに切削工具へのコーティングとして実用化され，また
研削砥石の機上形状修正方法として用いられようとしており，切削工具の機上再生へ
の適用は十分可能であるといえる．
5.2.4.(c)

紫外線硬化樹脂による成膜

成膜の速さという点では紫外線硬化樹脂も有力だろう．ラピッドプロトタイピング
の発展にともない様々な特性を有した紫外線硬化樹脂が開発されている 5‑14)〜 5‑16)．し
かし樹脂単体では機械的強度が切削工具に用いるには余りにもかけ離れており，砥粒
加工工具の結合剤などへの利用は期待できるが，切削加工への適用はプラスチックな
どの一部の加工に限定されるであろう．
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陽極火花放電法による成膜 5‑17)

ある金属を陽極として酸化し，さらに酸化膜の成長による絶縁を破壊するほどの高電
圧を与えて火花放電をおこしながら酸化物層を成膜する方法であり，
ディップソール(株)
による「セラメッキ」処理という名称で知られている．陽極火花放電膜の母材となる金
属種はアルミニウム，マグネシウム，チタン，ジルコニウムなどに限られる．いわゆる
陽極酸化膜との相違点は，
図5‑24のように皮膜形成成分が浴中から供給される点である．
シリケートもしくはアルミナを基本浴成分とし，
浴中に表5‑2のような無機質の塩を混合
することによってその無機質の酸化物として共析する．皮膜の特徴を以下に記す．
(1) 用途に応じてシリケートあるいはモリブデン ‑ タングステン系などの
皮膜種類が選択できる．
(2) 高温から低温にいたるまで皮膜の密着性は極めて良好である．
(3) 比較的フレキシビリティのある皮膜なので折り曲げが可能である．
(4) 皮膜厚さが自由に調節できる．
(5) 耐食性，耐候性に優れている．
(6) 多孔質である．
(7) 複雑な形状のものでも容易に加工できる．
陽極火花放電膜の工具への適用としては，影山らが研磨用固定砥粒工具の作成に用い
た例 5‑18)がある．彼らは SiO2 系の膜を形成した工具(図 5‑25)によりシリコンの研磨加工
(図 5‑26)を，SiO2 系の膜に CeO2 を共析させた工具(図 5‑27)により石英ガラスの研磨加工
(図 5‑28)を行っている．その膜の特性を表 5‑3 に示す．

Table 5‑2 materials list for coating
主成分
SiO2 系
Al2O3 系

5‑17)

添加無機物例
SiO2, Mo, Fe, Fe‑P, Cr, Co, Ni, V, etc
P, B, Sd, Mo‑P, Mn‑B, Mo‑P, Mo‑W, etc
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Fig. 5‑24 Illustration of anodic
spark deposited layer5‑18)
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Fig. 5‑25 deposited SiO2 layer

Fig. 5‑26 Si wafer surface polished by deposited abrasives

Fig. 5‑27 deposited CeO2 layer

5‑18)

5‑18)

Fig. 5‑28 polished Crystal glass5‑18)

Table 5‑3 anodic spark deposited layer specifications
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アルミニウム酸化物(アルミナ)の焼結体については，すでにセラミックス工具として
切削に用いられているが，陽極火花放電膜は焼結体とは特性が異なり，また膜自体の機
械的性質が明らかになっていないため切削工具として用いた場合の特性については未知
である．
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機上工具コーティングのための複合めっき膜の検討

5.3.1

マトリックスの検討

本研究では工具膜の形成と剥離という形で機上再生を行うことを目的としており，
最終的には複合めっきの採用を行うことにした．
トライボロジーに関するめっきの利用法としては，
・耐摩耗性膜としての硬質金属膜
・固体潤滑膜としての軟質金属膜
という 2 通りの考え方ができる．本研究ではめっき膜による切削加工を行おうとして
いることから，基本的には前者の観点からめっき膜を捉えることになるだろう．硬質
金属の代表的なものとして Ni‑P，Ni，Cr，Ta，Mo，W が挙げられ，なかでも Cr めっ
き(電着)，Ni‑Pめっき(無電解)が高硬度，耐食性に優れることから広く実用されてい
る 5‑19) ．しかし，めっき膜の耐摩耗性については「極めて長時間を費やして決定した
摩耗データであっても，試験機・試験方法によって摩耗量に差が出てきて，実際に適
用した場合を試験機による結果から的確に予測することは困難である．めっき皮膜の
場合には，さらに密着性の問題，厚さの影響，下地および皮膜材料の物性の影響など
が加わるので事情はさらに複雑となる」5‑20)ので，これまで報告されている耐摩耗性の
データは参考にはなるが，切削工具として考えた場合にどのめっき膜が優れているか
は一概にはいえない．したがって，実際の使用による摩耗量を測定するのが確実な方
法であろう．
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p : 軟質金属の硬さ
L : 荷重
Δx : 摩擦距離
ΔV :

摩耗量

相手材 : 52,100 軸受鋼 ,
硬さ 800 [kgf/mm 2]
すべり速度 : 6 [cm/s]
荷重 : 1 [kgf/mm 2]
非潤滑
Fig. 5‑29 Relation between plating thickness and wear resistance5‑21)
めっきの膜厚と耐摩耗性に関して，J. M. Georges らにより，軟質金属上の硬質
めっき膜は図 5‑29 のように，ある臨界厚さを超えない領域においては膜厚の減少と
共に耐摩耗性が低下する 5‑21) と報告されている．これは軟質金属(Cu，Ni)上の硬質
めっき(Cr めっき，Ni‑P めっき等)の場合であり，膜厚の減少と共に硬さや弾性係数
などの機械的特性が母材の軟質金属に近づいていくためであると考えられる．つま
りこれから分かることは，硬質めっき膜に十分なめっき厚さがない場合(＜数 100μm
のオーダー)には，めっき膜のみでなく母材の機械的特性も十分考慮する必要がある
ということである．したがって，工具母材として硬い材料を用いることは，切削抵
抗を支える構造体としての役割だけでなく，めっき膜の耐摩耗性を補うと考えられ
る．
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複合めっきは「金属被膜中に微粒子を共析させることによって被膜の性質が飛躍
的に向上し，金属や微粒子が単独では持ち得ない特性が発現するのが特徴」5‑22)であ
る．複合めっき膜の特性を決定するのは，マトリックス金属と共析粒子との組み合
わせである．マトリックス金属としては単体だけでなく合金の析出も可能であるの
で，マトリックス金属の成分組成比も膜の性能を決定する要素となる．共析粒子と
しては金属や無機物の単体，酸化物，炭化物，窒化物，ホウ化物，フッ化物，硫酸

Table 5‑4 Combination example of matrix and
dispersed phase3‑6)

Table 5‑5 Characteristic of
dispersed phase3‑6)
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Fig. 5‑30 wear comparison of engine cylinder sleeve

3‑7)

塩，ケイ酸塩，燐酸塩，ジルコン酸塩，チタン酸塩，硫化物，有機高分子(PTFE，フェ
ノール樹脂，メラミン樹脂，マイクロカプセルなど)など，原理的には，めっき浴の
中で安定な粒子( 不溶性粒子，難溶性粒子) は，すべて用いることができる 5‑22) ．ま
た，共析させる粒子も 1 種類とは限らず，場合によっては 2 種類以上の共析も可能
である 5 ‑ 2 3 ) ．したがって，共析粒子に関する設計パラメータとして，粒子材料，粒
子形状(球状，破砕片，ウィスカなど)，粒子サイズ，共析量といった要素があげら
れる．複合めっきによって得られる具体的なマトリックス ‑ 微粒子の組み合わせを
表 5‑4 に示す．
切削工具としてみた場合に重要なのが耐摩耗性であるが，微粒子の共析によって
めっき金属の耐摩耗性を補うことができる．共析粒子の耐摩耗性への効果として，第
一はマトリックス金属に比較して共析粒子が高い耐摩耗性を有すること，さらにマト
リックスはある程度の柔軟性を保持し，めっき皮膜は柔軟性と靭性とを兼ね備えるこ
とが重要である 5‑24)．表 5‑5 に耐摩耗性および分散強化合金めっきに用いられている
分散材を示す．
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複合めっきによる耐摩耗性膜としての実用例として，石森らによるエンジンシ
リンダ内面への Ni‑P‑SiC 複合めっき 5‑25) がある．マトリックスとして Ni‑P 合金
を用いているが，Ni ではマトリックスの硬さが足りず，摩擦時に SiC が埋め込ま
れてしまって共析の効果が得られなかったと報告している．図 5‑30 のように従来
の鋳鉄スリーブと比較して優れた結果が得られている．

このように複合めっき膜の膜質は自由度に富んでいるため，切削工具として用
いた場合には様々な被削材や加工条件に対応できる可能性がある．たとえば，硬
い被削材に対しては硬い微粒子を，凝着しやすい被削材に対しては凝着しにくい
微粒子をそれぞれ共析させることで対応することができると考えられる．
切削工具使用時における摩擦条件の大きな特徴は，
・数 100℃という高温環境
・相手材が清浄な金属面
という点であり，特に後者は他の摩擦環境にはあまり見られない特徴である．その
ため切削工具の摩擦条件に近い条件での摩擦試験の例があまりなく，どのような膜
を用いればいいかという指針が少ないので，本研究ではたたき台としてエンジンシ
リンダの例 5‑25)に倣って Ni‑P‑SiC を切削工具膜として用いることとした．
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5.3.2 めっき前処理に関する検討
めっきは金属を析出させる処理であるから，母材とめっき膜との界面で金属結合
を形成することによって密着している．しかし，図 5‑31 のように，一般的に金属
の表面には油脂や酸化物が存在しているため，そのままでは母材とめっきとの界面
に密着力(すなわち金属結合)が発生しない．したがって，めっき前処理の目的は母
材の清浄な金属面を露出させることにある．一般的な前処理方法を表5‑6に示すが，
金属によって反応性が異なるため母材に応じて適当な前処理方法を選択する必要が
ある．また，本研究では機上再生を目的とするため，時間的な制約から前処理も短
時間で行われるものを選択しなければならない．

Fig. 5‑31 image of metal surface condition under atmosphere3‑8)
Table 5‑6 Pretreatments for plating3‑8)
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前節で述べたように，薄いめっき膜の耐摩耗性には母材の機械的特性も影響を
及ぼし，硬い母材を用いた方が耐摩耗性が向上すると考えられるので，本研究で
はめっき工具の母材として超硬合金を用いることにした．ただし，めっき膜との
密着性が確保でき，ある程度硬い材料であれば超硬合金である必要はなく，省資
源という観点からも他の代替材料を探すことは有意義であるといえるだろう．
切削工具用超硬は JIS B 4104 により K 種，M 種，P 種の 3 種類が定められてい
る．一般的に超硬といえば WC‑Co であるが，鋼の加工に用いられる P 種超硬には WC
と Co だけでなく TiC 等が添加されている．これには，連続切屑による切削温度の上
昇に対して，TiC等の添加が超硬の耐酸化性を向上させることで摩耗を抑制すると
いう目的がある 5‑27)．TiC 等の添加による耐酸化性がめっき前処理の障害になるの
ではないかと考え，本研究では基本的に K 種超硬を工具の母材として用いた．
超硬へのめっき前処理を考える上で，超硬表面の酸化物層の挙動について知って
おく必要があるが，文献 5‑28)によると WC‑Co のアノード反応は酸性溶液中で，
（5‑3‑1）
（5‑3‑2）
となり，中性およびアルカリ性溶液中で，
（5‑3‑3）
（5‑3‑4）
（5‑3‑5）
特に強アルカリ性溶液中で，
（5‑3‑6）
となる．すなわち，Co は酸性，中性，アルカリ性溶液中で溶解するが，WC は酸性
溶液中で WO 3・H 2O の不働態膜を形成する．
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そこで，酸化膜除去と高速処理の二点を考慮して，NaOHのアノード電解による酸
化膜の除去を検討した．(5‑3‑1)〜(5‑3‑6)式から，超硬は中性およびアルカリ性溶
液中でアノード電解することにより溶解するため，アルカリ性溶液中でのアノード
電解で清浄な金属面が得られるのではないかと考えられるからである．
さらに，酸化膜を還元しながら Ni を析出させる Ni Strike めっきを併用する
ことで密着性を確保することを考えた．Ni Strike めっきはステンレスなど，表
面の酸化膜が強固で密着性の得難い金属へのめっきの前処理として一般的に使用
されている．
このように，超硬へのめっき前処理としては，NaOH アノード電解と Ni Strike
めっきを行うこととした．めっきの密着不良については JIS H8504 を参考に，テー
プによる簡易剥離テストにて確認したが，密着性の定量的な評価は行っていない．
そのため，密着性の強弱は実際の切削加工を行って加工に耐えうるか否かによって
判断した．
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硬質 Ni‑P めっき膜の設計

石森らの報告 5‑25) を参考に，Ni‑P‑SiC 複合めっきの試作を行うことに決めたが，
まずはPの添加量について検討を行った．本研究では将来的にめっきを高速化する
ことも視野に入れているため，Niめっき浴の基本組成は千葉らによる高速複合めっ
き 5‑29) の浴組成と同一のものとした．この浴は一般的なスルファミン酸Niめっき浴
であり，浴組成は表 5‑7 の通りである．また，Ni‑P 合金化のための添加剤としては
亜りん酸を用いた．これは竹内らによるスルファミン酸浴からの Ni‑P‑SiC 複合
めっき 5‑30)を参考にした．Ni‑P 合金めっきは Ni 金属結晶中に P 原子が固溶析出する
5‑31)

ことで結晶格子のひずみが大きくなり硬くなるといわれている．

そこで，亜りん酸添加の効果を確認するため，亜りん酸の添加量によるめっき膜
硬さの変化を測定する実験を行った．めっき用電源として(株)中央製作所製 直流
電源装置(PMD1‑120‑200)を用いた(図 5‑32)．めっきの母材として P 種超硬チップ
(住友電気工業(株)製 TPGN160304‑ST20E)を用い，図5‑33のようにマスキングテー
プ(住友スリーエム(株)製 No.470)によりマスキングを行った．めっき条件はカ
ソード電流密度 15A/dm 2，膜厚約 100μm とし，めっき膜の表面を鏡面研磨してビッ
カース硬さを測定した．測定には松沢精機(株)製デジタル式微小硬度計DMH‑2を用
いた．試験力は 0.5kgf(4.9N)とし，試験力の保持時間は 10s とした．硬さ試験方
法は JIS Z 2244 に準じた．

Table. 5‑7 Sulfamate nickel bath
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Fig. 5‑32 programmable power supply (Chuo seisakusho Co. ltd. PMD1‑120‑200)

Fig. 5‑33 Tool insert masked with tapes

Fig. 5‑34 Hardness of Ni‑P plated alloy layer
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測定結果を図 5‑34 に示す．亜りん酸の添加量 0.2g/L で既に効果が現れ始めて
おり，Ni めっきの硬さが 200HV 程度であるのに対し，Ni‑P 合金めっきでは 600HV
程度まで硬さが増加した．0.2 〜 5g/L の間に硬さのピークがあると予想されるが，
竹内らの結果 5 ‑ 3 0 ) にもあるようにこの付近の添加量では引っ張り電着応力が大き
いためにめっき膜にクラックや剥離が生じており，めっき膜として不適当であっ
た．したがって複合めっき浴への亜りん酸添加量は，めっき操作による消費も考
慮して 20g/L と決定した．
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複合めっき膜による黄銅の切削加工

めっき膜自身の切れ刃としての機能は切削試験により確認する．まずは，市販
の超硬チップ上にめっきを施した．使用した超硬チップの諸元は表 5‑8 の通りで
ある．Ni‑P‑SiC 複合めっきを施す前に NaOH アノード電解と Ni Strike めっきに
よる超硬への前処理を行った．各溶液の組成と電解条件を表 5‑9 に，前処理装置
を図 5‑35，図 5‑36 に示す．エンジンシリンダ内面に Ni‑P‑SIC 複合めっきを施し
た例 5‑25) では，添加する SiC 粒子の粒径が大きいほど耐摩耗性が向上するが，相
手材への攻撃性も増大するため 4μm 程度の粒径が適当だと報告されている．その
ため，本研究ではそれよりも粒径の大きい G C 研磨剤 # 2 0 0 0 ( 南興セラミックス
(株)製・平均粒径 6.7μm)を用いた．Ni‑P‑SiC 複合めっき浴の組成とめっき条件
Table 5‑8 Specifications of tool insert

Table 5‑9 Pretreatment conditions for Ni‑P‑SiC plating
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Fig. 5‑35 Illustration of NaOH anodic electrolysis

Fig. 5‑36 Illustration of Ni Strike plating
Table 5‑10 Condition of Ni‑P‑Si composite plating
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Fig. 5‑37 Photo of Ni‑P‑SiC composite plating

Fig. 5‑38 Illustration of Fig. 5‑37

を表 5‑10 に示す．浴の撹拌と保温はホットプレートスターラーによって行った．
実験装置の写真を図 5‑37 に，概略図を図 5‑38 に示す．
図 5‑39 にめっき後のチップ表面の SEM 像を示す．倍率は異なるが図 5‑39(b)と
めっき前の超硬(図 5‑40)とを比較すると，めっき前の超硬チップの切れ刃稜の丸
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(a) X200 (nose)

(b) X400 (edge)

(c) X100

(d) X4000

Fig. 5‑39 めっき後の表面 SEM 像

Fig. 5‑40 Original edge before plating

‑ 177 ‑

第五章

切削工具の部分形成と再生技術

みは半径 2 〜 5 μm であるが，8 μ m 程度のめっきを施すと切れ刃稜の丸みは半径
30μm 程度に若干大きくなる．なお，前処理として NaOH アノード電解もしくは Ni
Strike めっきを行わなければ，先述したテープによる簡易剥離テストでも剥離し
てしまうほど密着力が弱かった．したがって，前処理の必要性と行った処理の有
効性が確認された．
この Ni‑P‑SiC 複合めっき膜が持つ切削工具としての能力を評価するために，ま
ずは軟質材料である黄銅を被削材として切削実験を行った．工作機械はオークマ
(株)製 LS 旋盤を用いた(図 5‑41)．切削加工条件を表 5‑11 に示す．図 5‑42 のよ
うに正常に加工を行うことができた．非めっき超硬チップと比べて切れ刃稜の丸
みが大きいためか，図 5‑43 のように非めっき超硬チップと比較して切り屑の形態
が若干異なっていた．図 5‑44，図 5‑45 のように切削後の切れ刃には凝着物が残っ
ているが、凝着物の外れた部分からはほとんど摩耗していないめっき膜が見える．

Fig. 5‑41 Okuma LS‑450 Lathe
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Table 5‑11 Cutting experiment of brass with Ni‑P‑SiC plated insert

Machined

Fig. 5‑42 Machined blass shaft

(a) Ni‑P‑SiC plated tool

(b) non‑plated

Fig. 5‑43 Chips by plated tool and non‑plated one
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Fig. 5‑44 Rake face of plated insert after experiment

Fig. 5‑45 Flank face of plated insert after experiment

Fig. 5‑46 Rake face of non‑plated insert after experiment
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このとき，すくい面，逃げ面ともに密着不良による異常な剥離や摩耗はみられな
かった．したがって，Ni‑P‑SiC 複合めっき膜は少なくとも 15 秒程度の黄銅の切
削加工は耐え得るといえる．

5.3.5

Ni‑P‑SiC 複合めっき膜による S45C の切削加工

前節で述べたように黄銅の被削材に対しては，複合めっき膜によって問題なく切
削加工をすることができた．次に，より硬く，一般的な材料である S45C を被削材
として切削実験を行った．
まず，表 5‑12 と表 5‑13 条件で複合めっきを行い図 5‑47 のめっき膜を得た．外
観上は図 5‑39 の従前の実験で使用した工具と大きな違いはないことがわかる．こ
の膜を図 5‑48 のようにして加工実験により評価した．実験条件は表 5‑14 になる．
低速による加工条件のため構成刃先が凝着するが，その構成刃先を除去すると刃
先にはめっき膜が，すくい面(図 5‑49)，逃げ面(図 5‑50)とも剥離せずに残って
いた．したがって，めっき膜によって S45C の切削が行われたとみなせる．このと
きのめっき切れ刃の逃げ面摩耗幅は，100μm 程度であった(図 5‑50)．この結果よ
り，1 5 秒程度の加工時間であれば鋼材の加工は行えることが分かった．
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Table 5‑12 Pre‑treatment for layer of S45C cutting

Table 5‑13 Ni‑P‑SiC plating condition for S45C cutting

切れ刃

Fig. 5‑47 SEM image of rake face before S45C cutting
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plated tool

feed direction

Fig. 5‑48 orthogonal cutting experiment by cutting S45C pipe

Table 5‑14 condition of cutting S45C with Ni‑P‑SiC plated insert
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edge

Fig. 5‑49 Remaining plated layer on rake face beneath built‑up edge

edge

Fig. 5‑50 Flank face after removing built‑up edge
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5.4 複合めっき膜の剥離
5.3では，Ni‑P複合めっき膜によって炭素鋼の切削加工が可能であるということ
を示した．本章では，その複合めっき膜を完全に剥離し，母材となっている超硬合
金を再び露出させる剥離方法について検討する．

5.4.1

剥離方法 5‑34)に関する検討

めっき膜の剥離方法は大きく分けて機械的剥離法，化学的剥離法，電解剥離法
の三種類に分類することができる．それぞれの方法の特徴を表 5‑15 に示す．めっ
き剥離技術は「重要な要素技術であるにも関わらず失敗品の再生に使用するとい
うイメージが強く，学術的にはあまり詳細な検討が行われていないのが現状」5 ‑
34)

であるため，技術的な改良の余地は大きく残っているものと思われる．ちなみ

にめっき膜の理想的な剥離方法とは，母材の損傷無くめっき膜のみを完全に除去
するという方法である．
めっき膜は基本的には金属であるので，切削，研削および研磨の機械的除去加
工によって剥離することが可能である．一般的なめっきの剥離方法としてはサン
ドペーパー，サンドブラスト，バフ，ホーニングなどが挙げられる．めっき膜を
自動かつ高精度に剥離するためには，CNC 工具研削盤が必要になるだろう．また，
被加工物の形状によって加工の難易が大きく左右され，特に凹部の剥離が難しい
という欠点がある．以下に述べる二つの化学（もしくは電気化学）的方法と比べ
Table 5‑15 Advantages and disadvantages of various stripping methods5‑34)
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て，めっき膜成分のみを選択的に除去することは非常に難しい．そのため，めっき
膜金属を完全に剥離するためには，ある程度の母材の除去は避けられない．
次に挙げられるのは化学的な剥離方法である．化学的剥離とは酸化剤を用いて
めっき金属を溶液中に酸化溶解する方法である．母材とめっき膜とが同一金属でな
いかぎり，適切な剥離剤を選択することでめっき膜のみを選択的に剥離することが
可能である．しかし，外部からの電気的なエネルギーを用いて酸化反応を起こす電
解剥離法とは異なり，溶液中の酸化剤が反応と共に消費されるため剥離液の劣化が
進みやすい．剥離溶液中には酸化剤以外にめっき金属イオンを受け取る陰イオンや
界面活性剤などが必要である．
そして最後に考えられるのは電気的なエネルギーを利用した電解剥離であろう．
電解剥離法は，外部からの電気的なエネルギーによってアノード酸化を起こし，
めっき膜を溶解させる方法である．電気的な操作により，剥離の状態を制御もしく
は監視することが可能である．また，化学的剥離法との大きな違いは，その剥離速
度である．表 5‑16 のように化学的剥離方法に比べて電解剥離法の剥離速度は 2 桁程
度速くなっている．デメリットとしては，表 5‑15 のように水の電解によるミストの
発生対策としての排気設備と電解のための電源が必要になることが挙げられる．も
ちろん，めっき用の電源と併用することは可能である．
以上の中で本研究の目的である機上再生の実現を考慮すると，処理装置が簡易で
あり，再生処理が短時間で終了する必要がある．その点を考慮すると，N i ‑ P 複合
めっき膜の剥離には電解剥離法を用いることが望ましいといえる．また，成膜プロ
セスに電気めっきを用いているので，その電源を併用することができるという利点
点からも電解剥離が望ましいと結論付けられる．
Table 5‑16 Stripping speed by chemical or electrical5‑36)
剥離剤

剥離速度

化学的剥離剤 （アサヒリップ S‑1/S‑2）

約 10 μ m/hr （0.2 μ m/min）

SUS ジグ用剥離剤 （アサヒリップ UR‑1）

約 20 μ m/min
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硫酸電解剥離による Ni‑P めっき膜の剥離

Ni めっき膜の電解剥離方法としては硫酸の電解による剥離方法 5‑37) が知られてい
る．本来はアルミ，黄銅，銅，鋼，亜鉛母材上の Ni めっきを剥離する方法であるが，
超硬母材上の Ni めっきの電解剥離についてはどのような挙動が生じるのか不明であ
る．そこでまずは最初に各種濃度の硫酸中で，Ni‑P 膜の剥離速度を調査することに
した．
剥離速度測定用の試料は，図 5‑51 のように 6mm 角の銅角棒を母材として Ni‑P めっ
きおよび Ni‑P‑SiC めっきを施したものを用いた．めっき条件を表 5‑17 に示す．こ
のめっき面を #1500 サンドペーパーで研磨し，図 5‑51 のようにマスキングテープで
マスクしたものを剥離速度測定用の試料とした．電解剥離前の Ni‑P‑SiC めっき膜表
面の様子を図 5‑52 に示す．電解剥離液として，8.8%，25%，44%，73% の硫酸を用い
た．カソードには鉛板を用い，6V 定電圧にて電解を行った．硫酸電解用の電源はめっ
き時と同じ(株)中央製作所製 PMD1‑120‑200 を用いた．剥離時の電流値をデジタル
マルチメータ（(株)アドバンテスト製 TR6846）によって測定し，GPIB インタフェー
スにより PC に取り込んだ．実験装置の概略を図 5‑53 に示す．剥離速度はマスキン
グ部との段差を表面粗さ計((株)テーラーホブソン製タリサーフ)を用いて測定した．

Fig. 5‑51 specimen to observe electrolysis speed
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実験によって得られた硫酸濃度と剥離速度の関係を図 5‑54(硫酸電解液の導電率
4‑5)

を併記)に，電解時の電流密度変化を図 5‑55(Ni‑P)，図 5‑56(Ni‑P‑SiC)に示す．

全体的に Ni‑P‑SiC 複合めっきの方が剥離速度が速く，硫酸濃度 25% では毎分 25μm
の速度で複合めっき膜を剥離することができた．基本的には，定電圧電解のため電
解液の導電率により電流密度が変化し，それによって剥離速度が変化したと考えら
れる．複合めっきの方が剥離速度が速い理由として，粒子の脱落による体積減がま
ず挙げられる．また，図 5‑55，図 5‑56 を見ると全体的に複合めっきの方が電流密
度が高いため，粒子の脱落後にめっき膜の実際の表面積が増加したこともその理由
であると考えられる(図 5‑57)．
電解剥離時のアノード反応は Ni の酸化反応だけでなく，水の分解反応も起こって
おり，
(5‑4‑1)
(5‑4‑2)
これらの二つの反応量の総和として電流密度が測定されている．そこで，電解剥離
時におけるめっき膜電解の電流効率は次のように求めた．理論剥離速度はファラ
デーの法則より，
(5‑4‑3)
となる．ここで i は電流密度，d は理論剥離厚さ，z は Ni の電荷数，F はファラデー
定数， ρ は Ni の密度， M は Ni の原子量である．理論剥離厚さはこれを積分して，
(5‑4‑4)
となる．したがって剥離時の電流効率は，
(5‑4‑5)
として求めた．なお，理論剥離厚さはめっき膜が Ni であると仮定して計算している．
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このようにして求めた剥離時の電流効率を図 5‑58 に示す．Ni‑P‑SiC の電流効率
は硫酸濃度 40% 付近で極大値をとるような形をとっている．Ni‑P の硫酸濃度 44% で
の値が傾向から外れているようにもみえるが，これに関してはさらに詳細な実験が
必要だろう．Ni‑P‑SiC に限って言えば，電流効率に関する硫酸濃度の最適値は 44%
と 73% の間にあると考えられる．
これらの結果を考慮すると，剥離速度からは 25%，電流効率からは 44% の硫酸濃度
が望ましいと考えられ，概ねこの 2 者の範囲で濃度を選択するのが望ましいと言え
る．
Table 5‑17 Ni‑P(‑SiC) plating condition for stripping test
型番

TPGN160304 (HTi05T)
三菱マテリアル 製

超硬材種

K01種

すくい角

5o

逃げ角

11o

コーナ半径

0.4 mm

チップブレーカ

なし

Fig. 5‑52 Ni‑P‑SiC plated surface before the test
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Fig. 5‑53 sketch of electro‑etching speed measurement test

Fig. 5‑54 Effect of H2SO4 concentration on Ni‑P and Ni‑P‑SiC layer removing
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Fig. 5‑55 Duration of current density in Ni‑Player removing

Fig. 5‑56 Duration of current density in Ni‑P‑SiC layer removing
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Fig. 5‑57 Image of SiC composite layer electro‑etching

Fig. 5‑58 Current efficiency in plated layer removing
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Table 5‑18 Specifications of insert
型番

TPGN160304 (HTi05T)
三菱マテリアル 製

超硬材種

K01種

すくい角

5o

逃げ角

11o

コーナ半径

0.4 mm

チップブレーカ

なし

Table 5‑19 Pre‑treatment condition
NaOH アノード電解液

Ni Strike めっき浴

組成

NaOH : 5 [wt%] (室温)

電解条件

電流密度 : 15 [A/dm2]
(アノード電解)
電解時間 : 60 [s]
カソード : 銅板

組成

NiCl2‑6H2O
HCl

: 1 [mol/L]
: 1 [mol/L]
(室温)

電流密度 : 15 [A/dm2]
めっき条件 電解時間 : 60 [s]
アノード : ニッケル板
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超硬チップに施した複合めっき膜の電解剥離

前項の結果より 4 4 % 硫酸を電解剥離液として用いると，毎分 2 5 μm の速度で複合
めっき膜を剥離することがわかった．次にこれを超硬チップ上の Ni‑P‑SiC 複合めっ
き膜に適用する．
試料母材の超硬チップ諸元を表 5‑18 に，前処理条件を表 5‑19 に，Ni‑P‑SiC 複合
めっき条件を表 5‑20 に示す．これは S45C の旋削を行ったものと同一の条件である．
電解剥離液として 44% 硫酸を用い，剥離速度測定実験と同様，カソードには鉛板を
用いて 6V 定電圧電解にてめっき膜の剥離を行った．実験装置の概略を図 5‑59 に示
す．
剥離時の電流密度は図 5‑60 のように，めっき膜の剥離とともに自然と小さな値に
落ち着いた．これは(5‑3‑1)式のように，酸性溶液中で超硬の W 成分が不働態化した
ことに起因する．母材の不働態化による反応停止は，母材の保護という意味とめっ
き膜剥離完了の判定が可能ということを意味し，工程の自動化には極めて都合の良
い特長と言える．いずれにしてもこれらの結果から，複合めっき膜の剥離が 30 秒程
度でできることがわかった．
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Table 5‑20 Condition of Ni‑P‑Si composite plating

Fig. 5‑59 Stripping experiment of Ni‑P‑SiC layer on cemented carbides

Fig. 5‑60 Current density of Ni‑P‑SiC layer stripping（40A/dm2，60s）
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再生サイクルの検討

本章では，これまで検討した複合めっきと電解剥離を組み合わせて切削工具の再
生サイクルとする場合に考慮すべき点，および工作機械上での再生を実現するため
に検討すべき点について述べる．
5.5.1

硫酸電解液の濃度と超硬母材の反応性

5 . 4 で述べたように，硫酸の定電圧電解によるめっき膜の剥離では，母材である
超硬チップの表面が不働態化して電流がほとんど流れなくなることで剥離の完了が
確認できた．この不働態膜は酸化物層であり，めっきの密着性を低下させる要因で
あるので，めっき前処理の N a O H アノード電解によって溶解させている．したがっ
て，工具の再生により超硬母材表面がエッチングされて減耗することになる．工具
を繰り返し再生して使用することを考えると，母材はなるべく減耗しない方が望ま
しい．
そこで，まずは硫酸濃度による超硬の反応性を見るために，非めっき超硬チップ
の電解実験を行った．試料として三菱マテリアル(株)製 TPGN160304‑HTi05T(K01 種
超硬)超硬チップを用いて，表 5‑21 の条件で電解を行った．実験装置は図 5‑59 と同
様である．電解後の超硬チップの写真を図 5‑61 に示す．電解液として 73% 硫酸を用
いたもの以外は超硬表面が青く変色していることが確認でき，また 44% 硫酸では 25%
硫酸，8.8% 硫酸と比べて変色の程度が少ないことが分かる．さらに，8.8% 硫酸での
電解時には超硬チップ表面から不働態膜だと思われる黄色い膜が剥がれ落ち( 図 5 ‑
6 2 ) ，電流密度変化にもそれが原因だと考えられる振動成分が現れている( 図 5 ‑ 6 3
(c))．図 5‑63 によると，定常状態での電流(不働態維持電流)は硫酸濃度が低いほど
大きいことが分かる．これからも，硫酸濃度が低いほど超硬の反応性が高いことを
示している．
5.5.2

繰り返し再生にともなう母材の減耗量 ‑ 硫酸濃度の影響 ‑

次に，めっき前処理，複合めっき，電解剥離という工具再生サイクルを 10 回繰り
返して，超硬表面がどれだけエッチングされているかを測定する実験を行った．
めっき前処理条件，複合めっき条件，電解剥離条件をそれぞれ表 5‑22，5‑23，5‑24
に示す．硫酸濃度によってめっき膜の剥離速度に違いがあり，完全剥離するために
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Table 5‑21 Electrolysis conditions
電解液

H 2SO 4: 8.8, 25, 44, 73 [wt%]

電圧

5 [V]

電解時間

50

カソード

Pb

[s]

73%

8.8%

25%

44%

Fig. 5‑61 Insert etched in different H2SO4 concentrations

Fig. 5‑62 Yellow flakes peeled in 8.8% condition
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(a) full records(0‑30s)

(b) 0‑5s

(c) magnified (b)
Fig. 5‑63 Current densities in different electrolysis condition
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要する時間が異なるため，電解時間を 25% 硫酸と 44% 硫酸の場合は 30s，73% 硫酸の
場合は 3 0 0 s とした．試料として使用した超硬チップは三菱マテリアル( 株) 製
TPGN160304‑HTi05T(K01 種超硬)であり，図 5‑33 のようにマスキングして実験に用
いた．減耗量は処理面とマスキング面との段差を表面粗さ計(テーラーホブソン(株)
製タリサーフ) を用いて測定した．8 . 8 % 硫酸による電解では前項で述べたように，
電解剥離中に超硬から黄色い膜が剥がれ落ちるのを肉眼で確認できるほどエッチン
グが激しいので除外した．
電解剥離液として 25% 硫酸を用いた場合の段差形状の測定結果を図 5‑64 に，硫酸
44% を用いた結果を図 5‑65 に，硫酸 73% を用いた結果を図 5‑66 に示す．硫酸濃度と
減耗量との関係を図 5‑65 にまとめた．また，剥離時の 10 回分の電流密度変化を図
5‑68，図 5‑69，図 5‑70 にそれぞれ示す．44% 硫酸および 73% 硫酸の場合は 25% 硫酸
に対して超硬母材のエッチング量が約半分であった．7 3 % 硫酸は，めっき膜の剥離
速度が遅いにも関わらず母材の減耗量が 44% 硫酸と同程度であったが，これは図 5‑
61 にみられた反応性の結果とも反するようにみえる．この理由を次のように考察し
た．
まず，めっき膜がエッジやマスクとの境界付近に厚く付く傾向にあり，電解時に
は全面から均一に電解されるためか，エッジ以外の部分から母材が露出しはじめる．
そして母材が露出しはじめてからめっき膜が完全に剥離するまでの時間(図 5‑69 中
の 10s 〜 30s 付近，図 5‑70 中の 100s 〜 300s 付近)が 73% 硫酸は 44% 硫酸と比べて
10 倍程度であったことに起因すると考えられる．つまり，母材自体の電解される時
間が長かったということである．
図 5‑68 と図 5‑69 から，25% 硫酸と 44% 硫酸とはめっき膜の剥離に要する時間はほ
とんど変わらないことが分かる．図 5‑54 の結果では 25% 硫酸のほうが 1 割ほど剥離
速度が速かったが，超硬上のめっき膜の場合，剥離速度はほとんど同じという結果
になった．これは，超硬上のめっき膜を完全に剥離する場合，その電流値には図 5‑
6 3 ( b ) のような超硬の反応によって流れる電流も含んでいるため，電流値の収束と
めっき膜の剥離完了とが完全に対応していないことに起因していると考えられる．
また，10 回繰り返したときの剥離電流密度にはある程度のばらつきがあるが，徐々
に剥離速度が低下していく，というような傾向は見られなかった．
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Table 5‑22 Pre‑plating conditions for 10 times repeat test
NaOH アノード電解液

Ni Strike めっき浴

組成

NaOH : 5 [wt%] (室温)

電解条件

電流密度 : 15 [A/dm2]
(アノード電解)
電解時間 : 30 [s]
カソード : 銅板

組成

NiCl2‑6H2O
HCl

: 1 [mol/L]
: 1 [mol/L]
(室温)

電流密度 : 15 [A/dm2]
めっき条件 電解時間 : 60 [s]
アノード : ニッケル板

Table 5‑23 Ni‑P‑SiC plating condition for 10 times repeat test

めっき浴組成

Ni(H2NSO3)24H2O: 450 [g/L]
: 30 [g/L]
NiCl2
H3PO3
: 20 [g/L]
: 30 [g/L]
H3BO3
SiC(GC#2000) : 200 [g/L]

浴温

60 [oC]

カソード電流密度

40 [A/dm2]

めっき時間

60 [s]

Table 5‑24 Anodic electrolysis condition for 10 times repeat test
電解液

H2SO4 : 25, 44, 73 [wt%]
(室温)

電圧

6 [V] (定電圧電解)

カソード

鉛板

‑ 200 ‑

第五章

切削工具の部分形成と再生技術

(a) center

(b) edge
Fig. 5‑64 Step etched by 10 cycles re‑generating in 25% H2SO4 condition
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(a) center

(b) edge
Fig. 5‑65 Step etched by 10 cycles re‑generating in 44% H2SO4 condition
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(a) center

(b) edge
Fig. 5‑66 Step etched by 10 cycles reforming in 73% H2SO4 condition
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Fig. 5‑67 Etching rate after 10 cycles re‑generating

Fig. 5‑68 Current duration at every 10 cycles
in 25% H2SO4 anodic electrolysis
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Fig. 5‑69 Current duration at every 10 cycles
in 44% H2SO4 anodic electrolysis

Fig. 5‑70 Current duration at every 10 cycles
in 73% H2SO4 anodic electrolysis
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再生後のめっき膜による切削加工

5 . 4 では，超硬チップ上の複合めっき膜が硫酸電解によって剥離できることを示
した．剥離後の超硬表面には不働態膜( 酸化膜) が形成されていると考えられるが，
新品の超硬チップに対する前処理と同じ方法で密着性が確保できるかを調べた．そ
の方法として，新品の超硬チップと，めっき膜を電解剥離によって剥離した後の
チップとで，めっき膜の密着性に問題がないかどうかを S45C の切削実験により確か
めた．
前処理条件を表 5‑25 に，めっき条件を表 5‑26 に，電解剥離条件を表 5‑27 にまと
めた．切削後の工具逃げ面の顕微鏡写真を図 5‑71，図 5‑72 に示す．再生後の工具
Table 5‑25 Pre‑plating condition
NaOH アノード電解液

Ni Strike めっき浴

組成

NaOH : 5 [wt%] (室温)

電解条件

電流密度 : 15 [A/dm2]
(アノード電解)
電解時間 : 30 [s]
カソード : 銅板

組成

NiCl2‑6H2O
HCl

: 1 [mol/L]
: 1 [mol/L]
(室温)

電流密度 : 15 [A/dm2]
めっき条件 電解時間 : 60 [s]
アノード : ニッケル板

Table 5‑26 Ni‑P‑SiC Composite plating condition

めっき浴組成

Ni(H2NSO3)24H2O: 450 [g/L]
: 30 [g/L]
NiCl2
H3PO3
: 20 [g/L]
: 30 [g/L]
H3BO3
SiC(GC#2000) : 200 [g/L]

浴温

60 [oC]

カソード電流密度

40 [A/dm2]

めっき時間

60 [s]
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Table 5‑27 電解剥離条件
電解液

H2SO4 : 44, [wt%] (室温)

電圧

6 [V] (定電圧電解)

カソード

鉛板

Fig. 5‑71 Divergence interference image of just plated tool

Fig. 5‑72 Divergence interference image of re‑generated tool
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に異常な摩耗や剥離は見られず，再生前と再生後で大きな変化は特に見られなかっ
た．硫酸電解剥離によるめっきの密着性への影響は特にないようである．
5.5.4

構成刃先の電解剥離

S45C の切削において実験で用いた切削条件では，通常工具すくい面に構成刃先が
付着する．前節ではあらかじめそれを取り除いてから電解剥離を行っていた．通常
このような凝着物とめっき膜とは異種材料であるため，被削材によってはこの凝着
物のために電解によるめっき膜の剥離が阻害される可能性がある．そこで，構成刃
先が残ったままのめっき工具を電解剥離し，その挙動を確認した．めっき条件，切
削条件，電解剥離条件は前節と同様である．
構成刃先の有無による剥離時電流密度の違いを図 5‑73 に示す．構成刃先がない場
合は 30s で剥離が完了するが，構成刃先がある場合は 150s と 5 倍程度の時間を要し
た．このように，S45C 切削時の構成刃先を電解剥離により除去することは可能であ
るが，処理時間の高速化を考えると機械的な方法で除去するほうが望ましい．

Fig 5‑73 構成刃先の有無による剥離時電流密度の違い

‑ 208 ‑

第五章

切削工具の部分形成と再生技術

Table 5‑28 Required cycle time

処理

時間
[s]

硫酸電解剥離

30

NaOH アノード電解

30

Ni Strikeめっき

60

Ni‑P‑SiC複合めっき

60

合計

180

Fig. 5‑74 Ratio of re‑generation cycle

5.5.5

再生サイクルに要する時間

これまで述べてきたことを考慮すると，表 5‑28 の再生サイクルが今のところ最も
適当だと考えられる．結局，工具の再生サイクルに要する時間は 180s であった．再
生サイクルに占める各処理の時間割合を円グラフで示す(図 5‑74)．ただし，電解剥
離 ‑NaOH アノード電解間と，NaOH アノード電解 ‑Ni Strike めっき間には水洗が，工
具使用後の電解剥離前には切削油の使用状況によって脱脂および水洗が必要である．
したがって全ての処理を行うと，5min 程度になると見積もられる．もちろん，加工
の形態，被削材，加工条件等によって多少の増減は生じると考えられる．
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5.6.1

切削工具の機上再生装置の試作
装置設計における要求項目

前章の研究結果から，Ni‑P‑SiC複合めっきと電解剥離を行うことで5分以内で工具
の機上再生が可能との見通しを得た．本節においてはこれらの結果を元に機上再生装
置を具現化する．
5.6.1.(a) めっき操作における要求項目
機上再生においては表 5‑29 に示 4 つの工程が必要になる．工程としては複合めっ
きにより切れ刃を形成する工程が 3 つ，電解剥離による摩耗切れ刃の除去工程が 1 つ
と計4つの工程になっている．それぞれの工程での要点を示すと複合めっきでは図5‑
75 のように，電解剥離では図 5‑76 のようになる．
工程の自動化を考慮した場合，これらの工程で重要な要素となるのは次の四点にな
ると考えられる．
①浴の品質維持（洗浄工程の確保）
めっき膜の品質，析出速度の確保は浴の品質を如何に安定させておくかに他ならな
い．不純物や，卑金属イオンの混入は浴の品質低下に直結する．電解液を保存する容
器は耐薬品性があり，電流を供給する電極は電解液に不溶性であることが望ましい．
また工程間に洗浄浴を設けることによりそれぞれの工程における浴の劣化だけでな
く，工程間でしっかりと薬液を取り去り次工程の浴の汚染を低減したり，装置を設置
する機械本体を電解液などで腐食させることがないようにすることが重要である．
②温度管理
めっき，および電解剥離は化学プロセスである．したがって，反応を促進するため
にはできる限り高温でプロセスを行うことが望まれる．しかし，Ni‑Pめっき工程にお
いては , スルファミン酸の分解が 70℃以上で顕著になるため，60 〜 80℃の範囲で電
解液の温度を保てる構造が望まれる．
Table 5‑29 Proposed process procedure
Edge layer forming

1. NaOH electrolysis 15A/dm2 30s

2. Ni strike plating 15A/dm2 30s
3. Ni-P SiC plating 40A/dm2 60s
Worn-out layer removing H2SO4 electrolysis 6 V
60s
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Cleanse tool
surface by solvant

Anode electrolysis
in 5% NaOH solution
15A/dm2 30s

Ni Strike

Ni‑P SiC

plating process

dispersion plating

60℃〜 80℃

60℃〜 80℃

15A/dm2 30s

40A/dm2 60s
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Rinse the chemical
solution on the tool
surface by pure water

Rinse the chemical
solution on the tool
surface by pure water

Fig. 5‑75 Illustration of plating process procedure

Anode electrolysis
in 25% H2SO4 solution

Rinse the chemical
solution on the tool
surface by pure water

15A/dm2 30s
Fig. 5‑76 Illustration of electrolysis process procedure
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③電流制御
安定してめっき膜を速やかに析出させ，また摩耗した膜を速やかに除去するために
は，電流制御は装置の要とも言える．一定の電流が淀みなく供給できる工夫や，装置
を設置する機械本体に誤って電流が流れて機械本体を破壊することがないような配慮
が必要であろう．
④攪拌の均質性
電解液の均一性を確保するだけでなく，電極付近に発生する水素の吸着を抑制しイ
オンを電極付近に供給するために適切な攪拌が必要となる．また，複合めっきの場合
は，共析粒子を適切にめっき液中に分散させて析出させる重要な役割を担う．

5.6.1.(b)

装置利用の観点からの要求事項

また，機上再生装置を実際に利用してゆくという観点においては，次の三点が加味
されていることが望ましい．

Ⅰ．堅牢性・安全性
①と共通する部分でもあるが，移設時の衝撃などにより破壊して薬液が混ざり合う
ことなどがないよう十分な強度が必要であろう．
Ⅱ．システムの柔軟性
機器に敷設した際に NC 装置など機械本来が有する制御装置と連動が可能なように
通信機能を持つ柔軟なシステムが望まれる．また，薬液，電極などの消耗材の交換が
素早く簡単にできるというメンテナンス上の柔軟性も必要だろう．
Ⅲ．可搬性
手軽に持ち運びが可能であり，どのような機械にも設置し活用できる機能があれば
便利であろう．
Ⅳ．機動性
加工の状況に応じて膜の特性をすぐに変えることができるように，薬液の交換がす
ぐに可能で，かつ薬液を交換しても短時間にめっき条件の設定変更ができると良いだ
ろう．
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試作機の概要

以上のような観点から図 5‑77 に示す装置（型式名:ER‑01）を設計，製作した．シ
ステムの概要を図 5‑78 に示す．図のように ER‑01 はめっき液などの電解液を保持す
る電槽部と，各プロセスを制御する制御部（ Process Control Unit）部により構成
されている．この電槽部に再生したい工具を挿入し，各処理を行う．以降主立った部
分の特徴について述べる．

5.6.2.(a) 電槽部
本体の構造は，安全性および堅牢性の観点から自動車用バッテリーの構造 5‑38)〜5‑40)
を参考にして，ポリプロピレン製のプラスチックを用いてに製作した．ポリプロピレ
ンは電解液に対して腐食を防止でき，電解液を保持するのには好適である．この電解
液を入れる電槽部は各工程に応じた電解液をそれぞれ入れられるように六つの槽に分
割されている．電槽部には同じくポリプロピレン性のカバーが付く．カバーには主に
φ 5 〜φ 15mm 程度のドリルやエンドミルなどの回転工具を挿入し，再生処理ができ
るように穴が設けられている．また，カバー部にはインジケーター LED が取り付けら
れており，給電中に色が変わるようになっており，作業者が処理状態や装置の異常を
確認できるようになっている．
さらに，電槽部本体には浴温を適切な温度に保てるように装置外周に巻いたシリコ
ンラバーヒーター 5‑41)（（株）スリーハイ製，K‑31 型 100V200W，0 〜 100℃）が取り付
けられている．
なお，浴の攪拌については挿入される工具の自転により攪拌を行う．

5.6.2.(b)

給電電極の選択

他方，各処理工程においては，それぞれの電解質浴および装置に挿入された工具に
電流を供給する必要がある．このため，各槽の電解質溶液に応じて耐蝕性やそれにと
もなう浴の品質劣化を避けることができるような電極を用いる必要がある．この電極
選択の基準としては，表 5‑30，表 5‑31 を参考に，Ni めっきおよび硫酸電解剥離プロ
セスに適切なものを選択することにした．(図 5‑79)
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inside looks of the developed device, named as ER‑01
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Fig. 5‑78 Illustration of the control system and sequence
最初に，複合めっき処理第一工程である NaOH アノード電解浴では，陰極に SUS304
の電極を用いることとした．アノード電解においては工具は陽極側になり，陰極側で
は水素が主に発生する．このため装置を利用していない保管時に 5% の NaOH 溶液に極
端に侵されることがなければ良いと考えられる．したがって，耐食性のみを考慮すれ
ば良いのでそのようにした．
次に第二工程の Ni ストライク浴は，下地めっきとしての役割を担う．下地めっき
では最終工程の Ni‑P めっきの密着を確保することが求められるため，母材上の不動
態化を防ぐためにも Ni を積極的に析出させておかねばならない．Ni を積極的に析出
させるためには，電解液中に積極的に Ni + イオンをとけ込ませて，電極周囲の Ni 濃度
をできる限り高くしておくことが大切である．そこで保管中においても Ni が溶出す
るように Ni 棒を陽極に採用した．
最後に最終工程の Ni‑P 浴においては，Ni‑P 浴の組成が陽極成分の溶出により変化
しないように，Pt コーティング処理を施した不溶性陽極を用いた．
また，H 2SO 4 電解剥離浴の陰極電極については，長期保存の観点から Ir コートの不
溶性電極を用いることとした．
挿入された工具に対しては，カバー部に設置されたブラシを介して電流を供給す
る．ブラシは，工具本体およびめっきされた切れ刃を損傷せず，かつ確実に工具に電
流を供給できる接触圧，また，電解液に対する耐久性が求められる．本研究において
は，φ 0.1mm の SUS304 ステンレス線を用いた図 5‑80 のブラシを開発した．これによ
り，φ 6 〜φ 12 程度のエンドミルをブラシに挿入した際に，接触抵抗 0.1 から 0.2 Ω
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Table 5‑30 Soluble and insoluble anode for electroplating5‑42),5‑43)

Table 5‑31 Soluble and insoluble anode for electrolysis5‑42),5‑43)
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Fig.5‑79 Poles

Fig.5‑80 Brush
程度の低い接触抵抗で電流を供給できる．

5.6.2.(c)

電流制御部

工具は，図 5‑80 に示すように電解液の入ったそれぞれの槽を移動して被覆形成が
なされる．めっき時の電流制御は，PCU という制御ユニットで行われる．PCU は電流
制御回路とそれを統括するマイコンで構成されており，内蔵したシリアルポートを利
用して NC 機器と連動できる．
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Fig. 5‑81 CPU5‑44) and process control system

電源については，可搬性を考慮してバッテリ駆動を採用した．バッテリ駆動を採用
することで工作機械のアースとアースを隔絶できるために，ER‑01 に工具が挿入され
めっきの電流が流されても工作機械本体には電位差が生じず，電流が流れないように
なっている．
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機能の検証

5.6.3.(a) 温度制御
まず第一に，試作した装置が要求された項目を満たしているのか動作検証を行う必
要がある．本節では，特にめっき操作において求められる四つの項目について検証す
る．
最初はめっき液の適切な浴御管理が可能かどうか取り付けたシリコンラバーヒー
ターの実験により確認することにした．
図 5‑82 に実験方法を示す．本体の 6 つの電槽それぞれに水を 500ml，合計 3L を入
れ，ヒーター出力を最大にし温度上昇を計測する．工具へのめっきは，ドリルは先端
チゼル部，エンドミルであっても端部からせいぜい数 mm 程度が再生の中心になるこ
とから，めっき液の液表面部から深さ 10mm 程度の範囲内が適切なめっき温度になっ
ていることが望ましい．そこで，温度を計測する温度センサを図のように液面付近に
設置し，インターフェースを介してその出力信号パーソナルコンピューターで計測
し，温度上昇の程度を確認する．なお，装置の構造上，内側の電槽と外側の電槽では
温度の違いが生じると考えられるので，センサを二つ設置し，外気温の変化も同時に
計測している．
最初に電槽の上部ケースを外した状態で加熱を行いどの程度まで温度が上昇するか
を確認した．結果を図 5‑83(a)に示すが，１時間 40 程度で気温とほぼ等しい 26℃前
後の水温から外側のヒーターに隣接した槽で55.7℃，中央部のヒーターに隣接してい
ない内層部で 52℃の水温に到達していることがわかる．内外槽の温度差は 3℃あるが
許容できる範囲と言えよう．しかし，上部を開蓋状態で温度計測しているため，水の
蒸発による放熱量のが大きいためか，適温である60℃付近より若干低く，上部の蓋部
分をした状態で計測する必要があると判断された．
そこで，上部の蓋部分を取り付けた状態で再度加熱実験を行った．このときに結果
を図 5‑83(b)に示す．蒸発などにともなう放熱が抑制されて温度曲線が改善され，最
高到達温度も外側の槽で 63.2℃内側の槽で 62.2℃と目標とする温度になっており，
また両者の温度差も改善されている．
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Fig. 5‑82 Temperature control test
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Fig. 5‑83 Thermo sensor outputs
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基礎めっき試験

ハイス丸棒へのめっき試験を行い，ER‑01 の電流制御部が正常に機能するかどうか
を確認する．基本的には装置にエンドミルではなくハイスの丸棒を挿入してめっきを
行う．なお，ここでは各工程において適正に給電がなされているか給電状態を把握す
るためにアナライジングレコーダ（（株）横河電機製 DL‑750, 最大レコード長 2.5MW/
Ch トータル 50MW，最高サンプルレート 10MS/s）を用いた．この装置を図 5‑84 のよ
うに ER‑01の各電極間に接続し電位差の変動を記録した．実験開始からの各三つの工
程における電極間電圧の変動を図 5‑85 に示す．各工程とも，プロセスの開始から大
きな電圧の変動もなくほぼ一定電圧で工程が終了しているのが理解できる．プロセス
が終了すると図 5‑86 に示すように丸棒の端面に半径で 2 〜 4 μ m の銀色のめっき膜が
形成される．析出する膜厚の傾向としては，端面部ほど電解が集中し易いために厚く
なる傾向にあり端面で概ね 4 μ m，端面から離れると 2 μ m 程度と漸減する．
以上の結果から，ER‑01 が問題なく動作していることが示された．
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Fig. 5‑84 ER‑01 basic plating performance test
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Fig. 5‑86 Photographs of HSS shaft
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5.6.4 機上コーティング実験
5.6.4.(a)

実験方法

前節の結果から，ER‑01の基本動作に問題がないことが確認されたことから，本節
においては ER‑01 を利用してエンドミルの機上コーティング実験を行う．機上コー
ティング実験においてはφ 6mm の超硬スクエアエンドミル（オーエスジー（株），MG‑
EXDL）を用いた．実験の様子を図 5‑87 に示す．マシニングセンタ(浦和精機（株）UA‑
53)のテーブル上には，ER‑01 が設置され，最初に工具を挿入する穴の座標，および
液面からの深さ，すなわち z 軸の座標をマシニングセンタの NC に登録する．こうする
ことにより，自動的にER‑01の穴に工具を挿入し，Ni‑P皮膜を形成できることになる．
めっき皮膜が適切に付いたかどうかは，図5‑88に示すマイクロスコープ（（株）キー
エンス製，VH‑8000，200 万画素 CCD）を ER‑01 と同じマシニングセンタテーブル上に
設置して観察する．マイクロスコープを同じく機上に設置することにより，機上で工
具のコーティング状態や摩耗状態を適切に確認できるようになった．
工具のコーティング手順については，既に図 5‑78 において解説したが，ER‑01 の工
具挿入穴にエンドミルを挿入し，工具が液中に挿入されたと同時に液の攪拌を目的に
50rpmの回転数で主軸を回転させる．そして，各電解工程において電流が供給される．

5.6.4.(b)

Ni‑P 皮膜機上コーティング

ER‑01により超硬エンドミルの機上Ni‑Pめっきコーティングを行ったところ，図5‑
89 のような電圧変動が記録された．このときのめっき膜の状態を図 5‑90，5‑91 に示
す．前者はエンドミル切れ刃を側面から観察した写真，後者は底刃の逃げ面の写真で
あるが，めっきが均一に付いていないことがわかる．この原因をプロセス中の電圧挙
動から推察すると，図 5‑85 の基礎めっき実験の状態と比較して，供給中の電圧が図
5‑89のほうが若干安定していないことがわかる．これは，液を攪拌するために工具を
回転させているので，液面が波立ち，．工具と電解液の接触面積が変化して抵抗が変
動しているためではないかと考えられた．
そこでめっきの品質を向上させるべく，工具の回転を止めて攪拌を行わず，液面を
波立たせない状態でめっきを行うこととした．すると図 5‑92 のように各プロセスの
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Fig. 5‑90 Axial view of plated edge

Fig. 5‑91 Bottom relief edge view of Plated endmill
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(a)plated edge

(b)magnified photo(a)
Fig. 5‑93 Axial view of plated edge without spindle rotation
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電圧が比較的直線的に安定し，図 5‑93 のように良好な品質のめっきが得られること
がわかった．なお，めっきの膜厚や，工具の形状の変化については，エンドミルが複
雑な形状であり，製造時の加工誤差も数〜数十μ m であるため，計測だけでなくどの
程度の範囲まで精度をめっき求めるのか妥当な指標がない．このためめっきコーティ
ング後の計測および評価は今後の課題とした．ただし，丸棒における実験結果から見
積もると厚さ 2 〜 4 μ m の膜が析出していると考えられる．

5.6.4.(c)

Ni‑P‑SiC 複合めっきコーティング

前節の結果から，ER‑01により機上でNi‑P合金めっきを工具に形成できることが示
された．しかし，攪拌により液面を波立たせると工具と電解液との接触面積が拘束さ
れずに電圧が変動し良好な品質のめっきを形成できないことが明らかになった．しか
し，本研究においては最終的には SiC 等の硬質粒子を析出させて様々な複合めっきを
機上でできるようにするのが大きな目的である．したがって，何らかの形で攪拌を行
い硬質粒子の析出を促進させることが重要と言える．
一方，めっき品質を安定させるためには電解液と工具との接触面積を拘束し，でき
る限りその変動にともなう接触抵抗の変化を無くさなければならない．工具にマスキ
ングを施し，液面との接触面積を拘束するのが最も簡便かつ確実な方法であるが，実
際の使用を考慮するとマスキング作業は作業性の低下につながり，機上再生のメリッ
トが無駄になるだろう．
そこで，最初に
1. 攪拌によりめっき液の流れを作り，共析粒子を分散させて，次に，2．攪拌を停止
し電流を供給するといった二つのステップで作業を行い，浴の攪拌と粒子の共析を両
立させることにした．
攪拌方法については，プロペラ攪拌，空気攪拌，超音波攪拌，ジェット攪拌などが
あるが，コンパクト，12V でアクチュエータ駆動が可能，価格を考慮して図 5‑94 に示
すダイアフラムポンプを利用して空気攪拌を採用した．ポンプは図 5‑95 に示すよう
にプロセスコントロールユニットの脇に設置し，ポリプロピレン製のチューブを図5‑
96 のように Ni‑P‑SiC 槽に深く挿入し，沈殿している共析粒子を巻き上げるような工
夫をしている．
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Fig. 5‑94 Utilized compact diaphragm pump for air stirring of bath

Fig.5‑95 diaphragm pump set‑ups

Fig. 5‑96 Air tube inserted into Ni‑P‑SiC bath
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Fig. 5‑97 Composite plated edge with Ni‑P‑SiC
図 5‑97 に，前記のような方法にて複合めっきを試みたエンドミルを示す．工具表
面に粒子の共析が確認できる . しかし，エンドミルの形状が複雑で，電解密度がその
形状に影響されやすいためか，比較的軸の中心部に粒子が多く共析しており , 切れ刃
のエッジ部にはあまり共析が少ないことがわかる．この粒子の共析の不均一について
は，
1．ブラシめっきを利用して，強制的に切れ刃付近への粒子の付着を促進する，
2．均一に粒子の共析が得られるように，電解密度分布を考慮した工具，および陽極
形状を検討する .
の二点について検討すべきと考えられる．今後の課題としたい．
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実験後の浴の品質変化について

最後に，浴の品質の変化について言及する．先にも述べたようにめっきの品質確保
においては浴の品質管理が有用な役割を果たす．制御因子としては pH を建浴時とほ
ぼ同じ状態に保つことが最も簡便で重要な因子と言えよう．図5‑98に各浴の建浴時，
数時間経過した実験前の値，実験直後の値，実験から 24 時間経過後の pH 変化を示す．
各浴とも，実験後に若干の pH の変動があるが，24 時間経過するとほぼ実験前と同じ
状態になっている．この原因は，実験後の溶液は加熱により60℃程度の温度になって
おり，このことが変動を生じさせていると考えられる．いずれにしても，1 回のめっ
き程度では，液の品質に影響は全くないと言える．
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結論

本章においては，加工点で工具と被削材の間に介在する補材に対して考え方を一歩
進めて，介在層自身の強化を行い，切れ刃としての役割を担わすことを検討した . そ
の中で，工作機械上で速やかに切削工具を形成および再生を可能にする工具機上再生
技術の提案を行い，その手法を検討した．この工具機上再生技術では，工具母材では
なく機上で成膜した複合めっき膜で切削加工を行い，膜が摩耗して母材層に達する前
に電解剥離を行い，再度複合めっきを施して再生をする．得られた結果を下記に記
す．

(1)Ni‑P‑SiC 複合めっきと電解剥離技術を利用して，5 分以内に切削工具上に硬質膜
を生成し，剥離する技術を開発した．そしてこの技術を利用して超硬チップ上に
めっき膜を成膜し，切削試験を行ったところS45Cが切削できることが確認された．
(2)剥離技術においては , 硫酸電解剥離を利用した．この剥離技術においては，めっ
き膜の剥離と同時に超硬母材表面に不働態被膜が形成される．この膜が形成される
と電流が流れなくなり，剥離のプロセスが自然に収束する．したがって，電流の挙
動を監視すれば適切な剥離処理の停止時間を検出でき，自動化において有利と言え
る．
(3)下地処理なしで超硬合金に成膜するとテープの粘着力程度で複合めっき膜が剥離
していたが，NaOH 電解とストライクめっきを行うと，15 秒の切削試験においても
剥離がなかったことから，その有効性が確認された．そして再生を 10 回行っても
同様に剥離が見られなかった．
(4)一回のめっきや剥離の操作程度では，析出させたり，剥離する膜の体積が少ない
ために薬液を劣化させて品質を低下させることはない．
(5) 上記の工程を基に，複合めっきと電解剥離を利用した機上再生装置の開発を行っ
た．装置は，エンドミルおよびドリル等の回転工具を再生することを想定し設計し
た．そして，マシニングセンタ機上にて Ni‑P，および Ni‑P‑SiC 複合めっき被膜の
析出を試みた．その結果，試作装置が要求機能通りに動作することが確認され，機
上再生の概念を具現化することができた．
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6.1

緒言

現在日本では年間 4 万数千トンの研削砥石(図 6‑1)が生産され（表 6‑1），道路工事
から精密機械加工，果ては歯科技術に至るまで幅広く利用されている．しかし，近年，
環境問題から使用済み研削砥石の廃棄が大きな問題になりつつある．
図6‑2に研削砥石の構造を示す．研削砥石には図に示すように気孔と呼ばれる空隙が，
体積にして数割ある．砥石が利用されるとこの空隙に研削油剤が染みこんでしまい，
廃棄処理が大変困難になる．
研削砥石の廃棄処理については，公表されている範囲においては日本の大手メー
カーであるノリタケカンパニーリミテド（株）が唯一使用済み研削砥石のリサイクル
事業に 10 年ほど前から取り組んでいる(図 6‑3)．しかし，その処理能力は月 100 トン
と全体の生産量に対して 3% 程度しかなく，業界全体から考えてもまだまだ不足して
いると言える．
前章においては，補材を強化して切れ刃としての役割を担わせようとすることを
行った．この中で工具機上再生技術という新しい概念を提案し，その技術の構築と統
合に取り組んだ．工作機械上で工具を取り外すことなく形成，再生ができるようにな
れば，工具の脱着にともなう位置補正の手間が省けるようになり，さらなる高精度・
高能率加工が実現できる可能性がある．また，工具を再生するということで稀少な工
具資源の浪費にも効果が期待できる．もちろん，この工具機上再生技術の考え方を研
削加工に適用すれば，前述の使用済み研削砥石の廃棄処理にも有効な解の一つを提供
できるであろう．
そこで，本章においては，前章で取り組んだ工具機上再生技術をさらに拡張し，研
削加工への適用を検討する．

Fig. 6‑1

Grinding tools6‑1)

Fig. 6‑2
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Table 6‑1 Statistics of grinding tool production6‑2)

Fig. 6‑3 Recycling system of Noritake Co. Ltd.6‑3)
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Fig. 6‑4

Illustration of the developed process

for On‑the‑Machine Grinding Tool Re‑generation Technology

6.2

提案する研削工具機上再生工程

構築を検討する機上再生工程を図 6‑4 に示す．工程は次の手順で行われる．
①機械に取り付けられたマンドレルにペースト状の樹脂が塗布される．
②樹脂をドクターブレードで整形する．
③砥粒が吹き付けられて，樹脂の粘着力で軸に付着する．
④再度，ドクターブレードで整形しつつ，吹き付けた砥粒を樹脂中に取り込む．
⑤赤外線ランプによる急速加熱装置で加熱焼成し砥粒層が形成される．
⑥焼成された砥粒層で研削加工を行う．
⑦研削加工により砥粒層が摩耗する．
⑧摩耗した砥粒層を急速加熱装置により強加熱し，結合材を劣化させて剥離させる．
⑨①に戻り， 再生サイクルが完結する．
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研削砥石の構造と種類

機上再生の概念を研削加工に適用するためには，研削砥石の構造や特徴，そして製
造方法について調べておく必要がある．
研削砥石は図 6‑2 のように，砥粒，結合剤，気孔の３要素から構成される 6‑1) ．

・砥粒：工具の切れ刃に相当する．
・結合剤：砥粒を保持する．
・気孔：研削中に切り屑の逃げを助ける．

また，研削砥石の性能は次の 5 要因によって支配される．

・砥粒の種類
・粒度（砥粒の大きさ）
・結合度（砥粒を保持している強さ）
・砥粒率（砥石容積中に占める砥粒の割合）
・結合剤の種類

一般に研削砥石の選定においては，最初に結合剤の種別で選択がなされることが多
い．研削砥石においては砥粒は結合材で保持されて工作物に作用するからである．こ
の保持力の強弱は，結合材の種類で概ね判断され，一般にはメタルボンド＞ビトリ
ファイド＞レジノイドという認識が持たれている．
図 6‑5 研削砥石における主な結合材の種類を示す．これらの結合材の主な特徴を列
挙すると次になる．
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メタル （Ｍ）

無機質系

ビトリファイド（Ｖ）
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シリケート（Ｓ）

焼結
めっき

焼成

オキシクロライド（O）
有機質系

レジノイド（B）
ラバー（R）
PVA

化学反応

Fig. 6‑5 Classification of bonding of grinding tool
ビトリファイド（V）：粘土質結合剤やガラス質結合剤を砥粒に加え，湿潤状態で
混練したものを成形して乾燥し，1300℃程度の高温で焼成したもの．砥粒の保
持力が強く，結合度と気孔を広範囲に変えたものが作りやすい．広く一般的に
使用される．
レジンボンド（B）：熱硬化性樹脂を主体として砥粒を結合した物．ビトリファイ
ドより弾性，靭性に富むため，安全性が高く，高速で使用可能なため粗研削，
超重研削に使用される．また，弾性特性を利用して，超仕上げにも用いられる．
ゴム（R）：硬質のゴムで結合した弾性の大きな砥石．
シリケート（S）：水ガラスを主体とする．
メタルボンド（M）：主にダイヤモンド砥粒の結合に用いられ，銅や黄銅，ニッケ
ルが使用される．
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研削工具の製法

このような研削工具の製造法については，めっきを利用して砥粒を固定化する電着
法と加熱により結合材を硬化させて砥粒層を形成する方法と二つある．めっきによる
電着については，前章で開発した電解による工具機上再生の複合めっき手法において
分散する粒子を適切な砥粒に置き換えれば良い．一方，加熱により結合材を溶融させ
て砥粒を固定化し砥粒層を形成させる方法については，図 6‑6 に示す工程が用いられ
る．
まず砥粒と各種結合材の粉体が混練され，製品によっては数週間熟成される．そし
て熟成を経た混練物は，大量生産用の大型の炉に入れられ，数時間の焼成が行われ
る．この焼成工程においては図中のマップに示されるように，各種ボンド材の硬化特
性を考慮した加熱が行われる．
したがって，工作機械上においてこの主たる結合材を用いた研削工具を形成し，再
生が行えるようにするためには機上で加熱処理が可能であることが求められる．
研削工具の機上再生のために加熱装置が具備すべき項目を整理すると，
・工作機械上に設置可能であること
・千数百度までの加熱が迅速に行えること
という二点が挙げられる．
一方，機上再生技術においては，機上再生には時間という大きな制約条件がある．
加工時間は加工コストに直結するため，少なくとも工具本体の交換よりも成膜と剥離
に要する時間の方が短くなければならない．さらに工具膜の寿命も考慮すると，
(通常の工具の寿命)／(交換に要する時間)
＜(工具膜の寿命)／(膜の再生に要する時間)
であることが望まれる．
このような観点から考慮すると，研究の初期の段階としては加熱時の熱エネルギー
が少なくて済む，すなわち比較的熱容量の小さい小型の研削工具をその対象とするこ
とが重要である．
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Fig. 6‑6 Production process of grinding tool
では次にどのような種類の砥石を機上再生の対象
にするかであるが，先述のように一般には
・レジンボンド
・ビトリファイド
・メタルボンド
の 3 種類の結合剤をもつ砥石が加熱により作られ，
Fig. 6‑7 Mounted points

広く利用されている．
多くのレジンボンド砥石は熱硬化性樹脂により作
成されている．

また，ビトリファイド砥石も高温で加熱して作られるが，低融点ガラスを使用すれ
ば比較的低温で焼成が行えるため，機上での再生が可能と考えられる
次にメタルボンドであるが，これも高温で溶融させて固めている．しかし，低融点
の金属を使用すれば，こちらも機上での再生が可能と考えられる．
樹脂膜の剥離方法としては，燃焼による除去，溶剤による溶解等が考えられる．ビ
トリファイドやメタルボンド砥粒層の剥離に関しては，機械的に除去することが一般
的であろう．
したがって，結論としては図 6‑7 のような軸付き砥石を対象として，主要な結合材
であるレジン，ビトリファイドボンド砥石を機上で形成，および再生できる技術を開
発することにした．
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砥粒層形成工程の検討

6.5.1

加熱方法の検討

図 6‑6 で示した研削砥石の形成工程を参考にして，機上での迅速な砥粒層の形成の
ために新たな工程を検討する．砥粒層の形成工程では，大きくは
①結合材と砥粒を混練
②型による成形
③熟成
④加熱
という工程が必要になる．しかし，機上再生ということを考慮すると，工程の迅速化
のためには③を， そして工程の簡便さを考えると
②を省略したほうが良い．
型を用いずに砥粒層を形成する場合，砥粒と結合材による混練物（ミクスチャ）を
作成した後，軸にミクスチャを塗布すれば良い．そして，このミクスチャを塗布した
軸を加熱焼成して砥粒層にする．
問題点としては，厚い砥粒層が形成できないことが想定される．しかし，砥粒層が
薄ければ焼成時間も短く済む．よって，再生するサイクルを短くすればこの問題は解
決できる．
次に加熱手法について検討する．表 6‑2 に，主たる加熱方法を示す．結論としては，
機上再生技術においては工具を周囲から加熱する方法が望ましく，赤外線ランプを利
用した加熱を採用する．
Table 6‑2 comparison of various heating methods

加熱手段

電力消費

赤外線
ランプ
対象周囲
を囲む
数kW〜

設置の制約

特になし

総合

◎

加熱手法

抵抗加熱

誘導加熱

対象物に
ヒーター埋込

軸自身を
加熱

数kW〜

10kW以上

工具設計
が複雑
×

強磁場の機
械への影響
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図 6‑8 は砥粒層形成の基礎実験用として用いた赤外線加熱ランプ式加熱炉である．
出力は 4kW と小さいが，加熱容積を 20mm × 20mm × 20mm と限定しながら温度センサに
よるフィードバック制御を採用することで 50℃/s の急峻な温度勾配で 1200℃までの
加熱が実現できる．（図 6‑9）

Fig. 6‑8

Infrared‑type rapid heating furnace（Ulbac MILA‑3000）

Temperature (℃)

1500

1000

加熱方法
温度範囲
最大昇温性能
試料サイズ

500

赤外線ランプ式
RT～1200℃
50 ℃/s
20×20×20(mm)

0
0

1
Time (min)

Fig. 6‑9

2

Heating performance of rapid heating furnace
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Properties of polyimide varnish（I.S.T Corp.，Pyre‑M.L. RC5057）

粘度

Pa・s

5.0～7.0

固形分濃度

%

14.5～15.5

比重
溶剤（NMP）

%

1.05
80

溶剤（AR.HC.）

%

20

Table 6‑4

Properties of phenol resin

(GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. XPL‑6846D)

単位

6.5.2

XPL-6846D

粘度

mPa・s

300

不揮発分

%

70

pH
遊離フェノール

%

8.0
18

加熱時の留意事項

試みとして，この加熱装置を用いて表 6‑3 に示すポリイミド樹脂を資料皿に取り出
し，メーカの推奨加熱条件を参考に最も短時間で樹脂が硬化できるような急速な加熱
をした．図 6‑10 はこのときの加熱後のポリイミドワニスを入れた試料皿である．資
料皿に満杯に入れていた樹脂が僅かに残っている程度で，かつそれらの樹脂が黒く炭
化してしまっていることが観察できる．図 6‑11 はこのときの急速加熱炉の炉管であ
る．このガラス管の中に図 6‑10 の試料皿が挿入されて加熱されるのである．本来ガ
ラス管は透明である．しかし，実験後は写真のように資料皿が挿入されていた部位を
中心にポリイミドワニスが飛散して付着していた．
そこで，樹脂の焼成時の挙動をさらに詳細に把握できるようにビデオマイクロス
コープを利用して加熱時の樹脂の挙動を調べることにした．すると焼成時には図6‑12
のように 200℃付近から樹脂中に大量の気泡が発生することが確認された．
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Polyimide

Fig. 6‑10 Oxidized polyimide on specimen dish

Fig. 6‑11

Adhesion of polyimide varnish on inner pipe of furnace

Fig. 6‑12

Boiling NMP in polyimide varnish
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今回利用した樹脂には溶剤として N‑ メチルｰ2ｰピロリドン（NMP）が 67‑73％含有さ
れている．NMP の沸点は 204℃のために急速に 200℃以上の加熱を行うと激しい NMP の
気化が生じる．したがって，NMP の激しい気化によりワニス全体が沸騰状態になり，
樹脂が飛散したと考えられる．このとき飛散した樹脂は，試料皿に集められた状態と
比較して多く酸素に曝されるため酸化され易い．結果として図 6‑10 のように試料皿
にわずかに残った樹脂が炭化してしまうと推測される．したがって，樹脂の加熱にお
いては，樹脂中の溶媒の沸点以下の温度で加熱を行い，溶媒を十分揮発させた後で樹
脂の架橋温度まで加熱する必要がある．

6.5.3

軸への塗布

機上再生においては金型を利用しない．したがって，ミクスチャの軸への塗布工程
においては，図6‑13に示すようにマンドレルの下部に滴のように集まってしまい，砥
粒層の形状が損なわれることが予想される．砥粒工具においては形状に多少の難が
あってもツルーイングによって容易に成形が可能であるために大きな問題ではない
が，ツルーイングの手間を考えると，やはりできる限り良好な形状であることが望ま
しい．それでは，軸に塗布したミクスチャの変形が起きにくくするにはどうすればよ
いのであろうか．図6‑13はミクスチャを塗布した際の皮膜形成過程の模式図である．
軸に塗布したミクスチャは重力との影響を受け，軸下端へと移動する．軸下端ではミ
クスチャの表面張力と重力のバランスにより滴が形成される．
軸の上端では，レイノルズの厚み減少則に従い，図中のように軸の垂直方向に X，
水平方向に Z をとると，水平方向の厚みは
e(x,t)= √(hx/rgt)

・・・・・（6‑1）

h:粘性 , r:比重
で表される．この式から言えることは，粘性が高く，比重が軽い物質ほど軸に塗布さ
れた物質は軸下端へと流れにくく，形状変化が少ないことを示している．
そこでミクスチャの軸への塗布実験を行ったところ，150Pa・S程度のペースト状で
あるとミクスチャが軸下端へ移動し滴を形成することもなく，軸への塗布のし易さも
良好であることがわかった．
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Ｚ

Ｘ

e0

e(x,t)= √(hx/rgt)
h:粘性 , r:比重

Fig. 6‑13 Illustration of deformation mechanism of mixture surface
6.5.4

砥粒層の結合度とその向上
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一般に，砥粒と結合材が同じ砥粒層の場合，その工具の性能は結合度の違いで判断
される．市販の軸付き砥石調べると，結合材種としては電着以外はビトリファイドと
ゴム砥石が主流であり，その結合度はビトリファイド系としてはほとんどの工具が P
であり，用途によって J あるいは Q が用意されている．一方，レジン系軸付砥石とし
ては，ゴム砥石のみが利用されており，この結合度は不明であった 6‑4）．一般に砥石
結合度については JIS R 6240

3.2.1 に規定された大越式結合度試験機 6‑5） を用い

測定される．しかし，大越式試験器は比較的大きな砥石用の試験器であるために，場
合によっては JIS

R6240

3.2.2 に規定されたロックウェル試験 6‑6）によっても代替

することができる．そこで，この方式に基づき市販の軸付き砥石を購入し，その結合
度を調査した．するとビトリファイド系では結合度 J が HRB41 〜 45，P が HRB50 〜 70,
ゴム砥石が HRH33 〜 40 であった．したがって，砥粒層の形成においてはこの数値を
目標指標とした．
ところで，本研究においては，ポリイミド樹脂については表 6‑3 に特性を示すポリ
イミドワニス（（株）I.S.T

Pyre‑M.L.

RC5057）を，フェノールレジンは表 6‑4 に

示すフェノール樹脂を用いる．フェノール樹脂については，揮発成分が 30% であるの
で問題にはならないが，ポリイミドワニスについては揮発成分が 70% もあるため，硬
化した際の結合度が弱く，砥粒層の形成を行ってはみたがHRH のスケールでも計測不
能であった．そこで，表6‑5に示す粉体のポリイミド樹脂（京セラケミカル(株)製KIR‑
30）を添加して強度向上を図った．
この添加するポリイミドの粉体は，加熱をすると105℃から軟化しはじめて溶融し，
200℃程度の温度で 60 から 120 秒でゲル状になる．そして 340‑400℃で熱分解しはじ
めるため，それ以上の温度であれば剥離することが可能である．
このポリイミド粉末をポリイミドワニスに重量比で 0，50，67,100%(100% のとき
は，すなわちワニスは 0％を意味する．)と加えてゆき，焼成を行い，焼成後の硬度な
らびに焼成後の樹脂混合物の重量減少比を調べたのが図 6‑14 である．0% すなわちポ
リイミドワニスのみで焼成を行った場合，NMP がこのワニスに 7 割も含まれているた
めにその重量分が揮発してしまう．そして 50%，67% と混合物に対するポリイミド粉
末の添加量が増加するに従い，混合物の重量減少率はリニアに低下してゆく．ポリイ
ミド粉末のみの状態，すなわち 100% のときには重量減少は 0.9％であり，ポリイミド
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のほとんどが気化せずに溶融し結合することが理解できる．
一方，結合材としての硬度はポリイミド粉末の添加に比して増加する．結合材の強
度だけで言えばポリイミド粉体のみで砥粒層を形成できるほうが良い．しかし粉体で
流動性がないため，軸に塗布して砥粒層を形成することは困難になってしまう．そこ
で HRB40 程度の硬度が期待でき，かつ結合材の流動性も確保できるように，ポリイミ
ドワニスとポリイミド粉末を 1:1 で混合し結合材として用いることにした．

Table 6‑5 Properties of polyimide powder KIR‑30
比重

1.30

成形収縮率

%

1.0‑1.2

引張強さ

MPa

60‑70

軟化点

℃

105‑125

s

60‑120

ゲルタイム(200℃)
熱分解開始温度

340‑350

80

45.0%
Hardness
Weight loss

40.0%

Hardness HRB

30.0%

50

25.0%
40
20.0%
30

15.0%

20

10.0%

10

5.0%

0

0.0%
0%

50%

67%

100%

Fig. 6‑14 Modified heating sequence for curing polyimide
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焼成工程と得られた工具

砥粒層の形成においては，
①軸に樹脂を塗布する．
②塗布した樹脂をドクターブレードで整形する．
③塗布した樹脂の粘性を利用し，軸に砥粒を吹きつけてまぶす．
④ドクターブレードで砥粒層を再整形しっつ，樹脂中に砥粒をしっかりと埋め込む．
⑤急速加熱装置で加熱し，砥粒層を得る．
という工程を経る．この工法で得られる砥粒層の砥粒率は，砥粒と結合材の比率は重
量比で 6:4 から 7:3 であり，体積比で概ね 2:3 で砥粒率 40％程度であった．また，焼
成工程においては，図 6‑15 中に示す加熱パターンを利用して焼成をした．この加熱
パターンについては，使用した樹脂の製造会社が推奨する加熱条件を参照しながら，
溶媒の沸騰が生じにくい温度を用いている．
このような砥粒層の形成工程で得られた工具のうち，代表的なものを図6‑17にす．
図中「A」はフェノール，
「B」はポリイミド，
「C」はビトリファイドを意味している．
なお，ビトリファイドボンドの形成については，その砥粒層の形成と剥離において
は工程に工夫が必要であることが想定された．というのはガラス質を結合材に持つビ
トリファイド砥石の場合，焼成は可能であるが，剥離が困難と考えられたからであ
る．そこで，図 6‑16 のように低融点ガラスとポリイミド樹脂の 2 重構造を採用した．
一般的に，樹脂とガラスでは耐熱性が違いすぎるため，ガラスの焼成を行う際に樹
脂は焼失してしまう．そこで，400℃程度で焼成可能な低融点ガラスとポリイミド樹
脂を使用する．このような構造であれば，ガラスの焼成の際にも樹脂には問題が起こ
らない．そして，剥離の際には焼成時より高温にしてやれば，樹脂は炭化し，ガラス
は軟化する．結果として後はブラシ等でこすれば比較的容易に剥離が可能である．
この下地層の上に GC ＃ 600 の砥粒と表 6‑6 の低融点ガラス粉末（日本電気硝子（株）
LS‑4081）を混合した物を塗布し焼成した．なお，混合物の作成においては塗布のし
やすさを考慮して流動パラフィン加え 100Pa・s の粘性で流動性を与えた．その後，図
6‑15 の C の加熱パターンで焼成し，砥粒層の形成に成功した．代表例を図 6‑17 の C に
示す．
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Polyimide
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0

5
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T im e m in

15
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Fig. 6‑15 Heating sequences for fabricating each abrasive layer
Table 6‑6

properties of low melting point glass（LS‑4081）
項目
封着温度
熱膨張係数
転移点
屈服点
軟化点
密度

単位
℃
× 10‑7
℃
℃
℃
× 1000kg/m3

値
410
74
300
320
365
6.89

樹脂

砥粒層

Fig. 6‑16

Duplex structure and re‑generation cycle
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A： Phenol

B： Polyimide

C: Vitrified
Fig.6‑17

Fabricated tools
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剥離工程の検討
砥粒層が形成できることが確認できたことから再生サイクルの完結に向けて本節

では砥粒層の剥離工程について言及する．図 6‑2 からも明らかなように，砥粒工具に
おいては，砥粒が結合材に保持されて砥粒層が形成されている．したがって，砥粒層
の剥離においては，この結合材を破壊すれば剥離ができる．剥離の方法を表 6‑7 に示
すが，その方法には，大別して機械的，ないしは化学的手法が考えられ，化学的手法
には熱的あるいはエッチングによる結合材の破壊が考えられる．本研究においては，
砥粒層の形成において，急速加熱装置を用いた方法を利用しているため，その付帯設
備をそのまま利用できる熱的な手法が良い．そこで，急速加熱を利用して砥粒層の剥
離について検討をする．
最初に加熱温度毎に砥粒層の剥離に必要な時間を調べることにした．ここでは目標
温度に達するまでの昇温時間は 1 分として，砥粒層の劣化のために維持すべき時間を
調べた．結果を図 6‑18 に示す．この結果から 1 分程度で剥離を行える温度を採用し，
図 6‑19 の加熱パターンをそれぞれの樹脂に対して行った．このような条件下で加熱
剥離を試みた工具を図 6‑20 から図 6‑22 に示す．いずれの工具においても(a)の強加
熱処理が終わった後では樹脂が炭化し焼失したために砥粒（ここではWA）のみが残っ
ている様子が分かる．これらの砥粒は，単に炭化した樹脂で付着しているだけなの
で，ブラシ等で簡単に除去できる．
ビトリファイド砥石についても下地にポリイミド樹脂を利用して二重構造としてい
るため，下地のポリイミド樹脂が劣化して同様に砥粒層の除去が容易に行える．下地
にポリイミドを用いているために，溶融した低融点ガラスフリットがマンドレルへ付
着するのを防止しているためである．確認のため下地層が劣化した後にさらに 5 分間
の加熱を行ったところ，ビトリファイドのマンドレルへの溶着が認められた．した
がって，ビトリファイド工具の砥粒層剥離においては長時間の加熱は禁物と言える．
以上より，強加熱処理を行えば樹脂の熱分解により樹脂が分解および炭化して砥粒
層を除去できることが証明された．
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Table 6‑7 Comparison for layer removal process

機械的

化学的

剥離手法

工具

熱

薬品

専用設備
の必要性

必要

成形工程 の
物を利用 可

必要

工程時間

短

短

長

総合

○

◎

×

10
Phenol
Polyimide

6
4
2
0
400

500

Fig. 6‑18

600
Temperature (℃)

700

800

Time for abrasive layer removal at every temperature

800
Temperature (℃)

Time (min)

8

A
B，C

600
400
200
0
0

Fig. 6‑19

5
Time (min)

10

Heating sequences for abrasive layer removal
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（b) Brushed

Fig. 6‑20

Phenol resin bonded tool

（a）Baked
Fig. 6‑21

（b）Brushed
Polyimide resin bonded tool

（a）Baked

（b）Brushed
Fig. 6‑22

Vitrified tool
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6.7

研削工具用機上再生装置の試作

これまでに開発した工程を利用して図 6‑23 の研削工具の機上再生技術用の小型急
速加熱炉を試作した．この装置は基本的には図 6‑8 の急速加熱炉をマシニングセンタ
上に搭載できるように改造したものである．したがって加熱炉の性能としては図 6‑9
に準ずるものである．
試作した炉を利用して機上での砥粒層の形成と再生を試みたが，これまで記述して
きた各種砥粒工具と全く同等の工具の形成が可能となった．

Tool

Furnace

Workpiece
Heating controller
Fig. 6‑23 Prototype of on‑the‑machine grinding tool re‑generator
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研削実験による形成砥粒層の評価

形成した砥粒層の研削能力を把握するため図 6‑24 のようにマシニングセンタを利
用して研削実験を行った．実験においてはナトリウムガラスの板をワークとして用
い，製造時に割断された端面の研削加工を行った．
評価する砥石は形状精度にやや難があったためスティック砥石を用いて，ツルーイ
ングを行い，工具表面を整えてから実験に供した．
実験後の研削比および加工面の粗さを図6‑25に示す．どの工具に関しても11μmRz
の前加工面に対して，粗さを向上できた．
このとき使用後の工具表面を観察したところ，砥粒層が軸から一気に剥離すること
もなく，徐々に砥粒層が摩耗していることが確認された．しかし，研削比については，
ポリイミド工具については一般工具と同じ程度の研削比を示したが，フェノールとビ
トリファイドについては，工具速度が比較的遅いためにボンドへの負担が大きいため
か，研削比がそれほど高くはなかった．特にビトリファイドについては，フェノール
よりも低い研削比になってしまっていた．
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Coolant:
Spindle rev.

1cm3/min

3000min-1

Workpiece

Feed

25mm

(Glass)

20mm/min

Depth of

20 passes

1mm

grinding: 5μm

Fig. 6‑24

Grinding experiment of fabricated layer

5.5
Grinding ratio

100

5

4.7

80

4

60

3

40

2
1.48

20

1

0

0
A：フェノール

Fig. 6‑25

B：ポリイミド

C：ビトリファイド

comparison of tool performance of each bonding
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Fig. 6‑26 Flaked vitrified abrasive layer in hardness test of layer
6.9

ビトリファイド工具の形成工程の再検討

そこでビトリファイド工具の研削比がレジノイド工具より低下してしまった原因を
検討する．
先述したように軸付き砥石の場合，ビトリファイド系の砥石が多く，その結合度は
HRB40 程度となっている．そこで，機上再生工程で得られた工具の砥粒層について，
ロックウェル硬度による結合度測定をおこなうことにした．しかし，圧子を砥粒層に
食い込ませようとしたところ図 6‑26 のように砥粒層が割れてしまい剥離することが
わかった．
一般的な軸付き砥石の構造を調べると図 6‑27 のようになっている．その製法を考
えると，図 6‑28 の上の図のようにカップ状にあらかじめ砥粒層が焼成され，カップ
状の中に接着剤となる樹脂が充填される．そして，軸が挿入されて軸と砥粒層（砥粒
カップ）の接着が行われていると考えられる．したがって，砥粒層は 3mm 程度以上の
厚みがあるように設計されている．

Fig. 6‑27 Conventional mounted point
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Fig. 6‑28 Comparisons of manufacturing procedure between conventional and
developed process
ところが開発した機上再生用の工程においては，下の図のようにポリイミドで作
られたプライマー層に，ビトリファイドと砥粒をエタノールで混練したミクス
チャーを塗布している．この方法の場合，塗布したミクスチャは重力の影響を受け
て次第にマンドレル下部へと流れ落ちてしまうことになる．このため砥粒層は，従
来からの製法と比較して薄くなり，不均一な厚みとなってしまう．結果として，前
加工面の面粗度が粗くて断続的な負荷が砥粒層にかかるような加工においては,砥粒
層がフレーキングを起こしてしまう可能性が高い．このことが，開発した機上再生
工程でビトリファイド工具の研削比がレジン系の物よりも低くなってしまった大き
な要因と推定される．
そこで，ビトリファイドと砥粒の混合ミクスチャを作る際にエタノールではなく，
エタノールよりも粘性が高い流動パラフィンを用いて，極力粘度と流動性のバラン
スが保てる 100Pa・s 程度の粘度に調合し砥粒層の形成を試みた．しかし，#600 とい
う細かい砥粒では塗布工程のみでは砥粒層は 1mm の厚みにも達せず，脆弱なビトリ
ファイド層しか形成できなかった．したがって，ビトリファイド層の形成において
はミクスチャの塗布による形成手法ではなく，型を使って数 mm 程度の厚みをもった
砥粒層を形成するほうが望ましいという結論に達した．
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砥粒層の再生と評価

砥粒層の機上再生サイクルが完成した．ところで，今回はマンドレルに安価なS45C
を用いている．このような鋼材をマンドレルに用いた場合には剥離のための加熱によ
り，軸表面は酸化される．そのため再び砥粒層を形成する際には表層部の酸化膜が砥
粒層の密着性を阻害する可能性がある．その場合には表面酸化膜を機械的に剥離する
などの方法も考えられるが，母材が減少することや再生工程が全体的に長くなってし
まうことを考慮すると，剥離工程が終わった後にそのまま砥粒層を形成できることが
望ましい．そこで，剥離工程を経た後のマンドレルへの樹脂の密着度を確認すること
とした．
評価方法は JISK5600‑5‑6 に規定される塗料の付着性試験（クロスカット法）6‑7）を
参考に行った．紫外線硬化樹脂を使用したワイヤソーの研究 6‑8） では，この規格の旧
規格である JISK5400 に規定される碁盤目法に準じて樹脂の密着性の検討を行ってい
る．
実験方法
・基板上に樹脂を塗り硬化させる．
・カッターナイフにより，1mm 間隔の切込みを 6 本入れる，またそれと直角を成す方

Table 6‑8

Criteria of cross‑cut experiment6‑8)
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向にも切り込みを入れる．
・粘着テープを貼り，剥がす．
・表 6‑8 の評価方法にしたがって評価を行う．
検討の結果，剥離後に脱脂を行えば，1 回目と遜色ない密着が得られた．
そこで，実際に剥離工程を経たマンドレルにフェノール，ポリイミド，ビトリファ
イドの各結合材を利用して砥粒層の形成をし，研削を試みた．結果を図 6‑29 に示す
が，再生砥粒層であっても最初の 1 回目に形成した砥粒層とほぼ同じ仕上げ面粗さ
が得られていることがわかる．さらに，このときのポリイミド工具について図 6‑30
に再生前と再生後における砥粒層の状態を示すが，図からも明らかなように工具に
は特異な砥粒層の剥離は見られなかった．今回は，入手がし易いことから S45C をマ
ンドレルに用いているが，超硬合金やセラミクッス等の機械的強度や高温での組織
の安定性が期待できる材料をマンドレルに用いれば，再生の繰り返しによる工具へ
の悪影響は減らせると考えられる．

12
10

1回目
2回目

Rz

8
6
4
2
0
before
Fig. 6‑29

A

B

C

Tolerance of re‑generation to tool performance
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(a) generated tool using modified procedure

(b) after removing process

(c) Re‑generated tool
Fig. 6‑30 Polyimide tool obtained by modified re‑generation process
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再生サイクルに要する時間

まとめとして再生に要する時間を試算すると表 6‑9 になる．工具を移動させたりミ
クスチャーを塗布したりといったハンドリング作業に数分かかったとしても，レジン
ボンド砥石の場合で約 20 〜 25 分，ビトリファイド砥石の場合で 30 分ほどで再生が行
える見通しが得られた．

Table 6‑9 Total processing time estimations
フェノール

ポリイミド

ビトリファイド

焼成

12

15

15

剥離

8

10

10

合計

20

25

25

砥粒層厚さ: 100 mm
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6.12

結論

本章では，工具資源の有効活用と高精度化，そして使用済み研削砥石の削減を目的
として，第五章で提案した機上再生技術の考え方を拡張し，研削工具の機上再生技術
の確立を検討した．得られた結果を下記に記す．

（1）工作機械上に設置可能な小型の急速加熱装置を利用して，フェノール樹脂，ポリ
イミド樹脂，ならびに低融点ガラスを利用したビトリファイドボンドの軸付き砥石
を，15 分から 30 分程度で形成・再生できる技術を開発した．
（2）(1)の工程においては，軸に結合材を塗布してから砥粒を塗布し，それら塗布層を
機上で加熱し砥粒層を形成するという工程を開発した．この工程においては型を用
いる必要がなく，素早く砥粒層の形成ができる．なお，砥粒層を形成するためには，
結合材の粘性を 150Pa・s 程度まで高くし，ペースト状にしたほうが形状の崩れが
少なくて良い．
(3)樹脂の焼成においては，結合材中の水や有機溶媒の沸騰を抑制しつつ，溶媒を蒸
発させてから加熱制御すれば，良好な砥粒層が得られる．
（4）上記の工程で形成した砥粒層を利用してマシニングセンタ上でガラスの研削加工
を行ったところ，主軸剛性が確保されていないマニシングセンタを利用したにもか
かわらず，ポリイミド工具で研削比が 100，仕上げ面粗さが 1.48 μ mRz という性能
が得られた．
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7.1 緒言

加工油剤を使わずに如何にして生産性を落とさず，かつ工具寿命を長く保ち続けら
れるかという観点から，工具，被削材，加工点に着目し種々の加工方法の提案を行っ
てきた．
これらの新しい加工方法は，個別に実加工へと適用を図ることはもちろん可能であ
るが，それぞれの加工方法が加工システムに統合的に採用されて製品それぞれの加工
工程に応じて適宜適用されることが最も有効であろう．
すなわち，工具の異常や摩耗状況をインプロセスで検知でき，その情報を利用して
適用制御が図れることが望ましいであろう．たとえば，工具機上再生技術を切削加工
で利用する場合には，工具表層部の摩耗状態に応じてその再生のタイミングが決定さ
れるのが望ましいと言える．
このようなシステム化を具現化し，システムの自動化を高度化するためには工具損
傷検出が重要な課題になってくる．工具損傷のインプロセス検出に関しては従来より
多くの研究がなされている 7‑l)〜 7‑3) ．このような中で，著者らは工具・被削材間熱起
電力には連続切削において切削温度の他に，切りくず処理情報，びびり周波数情報な
どが含まれていることを見出している 7‑4) ．
工具と被削材は異種金属であり，加工中は切削熱によりその接点で熱起電力が生じ
る．加工点に最も近いために種々の情報が含まれていることは確実ではあるが，情報
が多く含まれているだけに，得られる起電力情報から何を見出せるかは大きな課題で
ある．そのような中で，著者らは正面フライス工具を利用した断続切削において，起
電力波形の過渡応答に着目することにした．本章においてはその電気特性を利用して
工具摩耗のインプロセス検出が可能かを検討する．
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7.2.1

断続切削における熱起電力
実験条件

正面フライス工具の切削形態は多刃工具による切削であり，切削開始当初は単刃に
よる切削，次に 2 枚刃，3 枚刃による同時切削へと順次移行するのが一般的である．そ
の各時点での工具・被削材間に発生する熱起電力と特定切れ刃との対応を正確に観察
するため図 7‑1 のような実験装置を構成した．使用した機械は 3 番の横フライス盤，
被削材は S45C(幅 50mm)．また工具は，正面フライス工具：φ 100mm，6 枚刃，アキ
シャルレーキ：5°，ラジアルレーキ：1°，アプローチ角：25°，またチップは P20
相当品，4 角形チップ，逃げ角：11°，ノーズ半径：0．4mm を使用した．
熱起電力測定回路は測定ノイズを抑制するため機械のテーブルと電気的に絶縁した
被削材に接続したシールド線と，機械の主軸端から水銀接点を介して取り出した端子
で構成される．発生電圧は DC アンプで増幅し，データレコーダに記録した．記録さ
れた電圧波形は後でサンプリング周波数 50kHz でコンピュータに取り込み検討した．
発生起電力と 6 枚の切れ刃との対応を取るため主軸端にマグネットセンサを置き，同
時に記録した．
また非切削時に測定回路が開放状態となりノイズが増大するので，これを防止する
ために測定回路と並列に発生熱起電力のレベルで抵抗値をアナログスイッチ(切替時
間 0.6 μ s 以下)で切り替えるノイズ低減回路を挿入した．切削の形態はダウンカッ
ト，アップカットの 2 形態とし，工具の摩耗実験では，切削送りは 0.1mm/ 刃
切込みは 0.2，0.5，1.2mm を使用した．

Fig.7‑1 Experimental apparatus
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多刃工具における熱起電力の応答

図 7‑2 に切削速度 148m/min，切込み 0．5mm，ダウンカット(エンゲージ角:0°)の
切削条件で，工具の逃げ面摩耗幅が変化した時の熱起電力の立上がり波形の変化の様
子を示す．図(a)から図(c)まで工具逃げ面摩耗幅は VB ＝ Omm から VB ＝ 0.79mm の 3 段
階である . ただし，切削の時期は同時食込み刃数 0.8 の時点で，6 枚の切れ刃の中の
同一の切れ刃による切削で得られたものである．
1枚の切れ刃の切削時間は約13msで，切削終了時点の起電力の立下がり波形は工具
の被削材からの離脱時に発生したバリとの接触で不規則になるが，工具摩耗に伴う切
削開始時の起電力の立上がり波形には特徴が観察できる．図(a)のように摩耗のない
工具では切削開始時の起電力の立上がりは指数関数的で，立上がりは速く，滑らかで
あり，1ms 程度で定常状態になっている．しかし，図(b)の VB ＝ 0．28mm になると，
切削開始時点で定常熱起電力(7〜8mV)の半分程度の起電力の上昇には変化はないが，
それ以後の起電力の増加割合は工具の逃げ面摩耗が大きいほど遅くなっていることが
観察され，図(c)の VB ＝ 0.79mm ではこの傾向がより明確になっている．これらの波
形は一種の指数関数と考えられるが，時定数で評価すれば工具摩耗が大きいほど時定
数が大きくなるとも解釈できる．このような傾向は切削形態をアップカットにしても
同様に確認された．しかし，切込みを 2mm などに大きくすると，この傾向は同じであ
るが，変化の割合は小さくなることが観察された．
切削が進行すると，同時に切削する切れ刃が 1 枚から 2 枚となり，1 枚目の切れ刃
で発生する熱起電力に 2 枚目の切れ刃で発生した起電力が加わり，工具と被削材で構
成される閉ループ回路に逆向きの極性を持った電圧源の並列回路ができ，合成された
起電力が図 7‑1 の測定回路で観察されるようになる . その合成熱起電力と工具摩耗と
の対応を示すと図 7‑3 のようになる．ただし，縦軸の原点の電圧は 4mV であり，図 7‑
2 ではOmV である． 図7‑3 も図7‑2(a)‑(c)に示したデータと同一時系列のデータで，
6枚の切れ刃の中の同一切れ刃の摩耗が進行する各段階での熱起電力の変化を示した
ものである．工具摩耗が無い図 3(a)の場合，1 枚の切れ刃による切削から 2 枚の切れ
刃による切削に切り替わった瞬間(横軸スケールで 2msの時点)，起電力は急激に立ち
下がり，その後指数関数的に回復している . 図(b)のように

VB ＝ 0.28mm になると，

立下がりの程度には差異はあまり認められないが，回復過程において立上がりに時間
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Fig.7‑2 Records of thermo‑electromotive force (E.M.F) in case of a single tip

Fig.7‑3 Records of E.M.F in case of double tips
‑279‑

第七章

工具・被削材間熱電流による工具状態の監視

遅れのような現象が出現している．この傾向は工具摩耗が大きいほど大きくなってい
くのが図 3(c)，(d)の波形から明らかである．この傾向は同一切削条件のアップカッ
トについても同様に確認された．しかし，切込みを大きくした同様の実験ではこの特
徴が小さくなる傾向があった．また同時食込み刃数 3 以上についてはデータはないが
後述の考察の中で検討することにする .
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熱起電力と熱電流の関係

上述のように工具逃げ面摩耗の進行と熱起電力波形の間には特徴ある対応が観測さ
れた．また 2 枚の切れ刃による切削では工具と被削材間熱起電力の発生箇所が 2 か所
となり，これを電源として工具と被削材で構成された閉ループ回路に電流が流れ，こ
れにより工具と被削材間で測定した起電力の電圧波形に影響を与えると想定される．
そこでこの閉ループ回路に流れる熱電流を観察することにした．
図7‑4(a)にその測定回路を示す．工具または被削材に流れる電流を直接測定するこ
とは難しいので，被削材を 2 分割し，これを導体(内部抵抗 1m Ωのシャント抵抗を兼
ねる)で結合し，この導体に流れる熱電流をホール素子タイプの非接触電流センサ(応
答速度 15 μ S)を用いて測定した．また，導体の端子間降下電圧の波形も同時に測定
した．図 7‑4(b),(c)はそれぞれ新工具(VB=0mm)と逃げ面摩耗工具(Ⅴ 0 ＝ 0.9mm)を用
いて切削したときの電圧，電流波形の一例である．その他の切削条件は図 7‑2，図 7‑
3の場合と同じである．図(b)の電圧波形は図3の波形とは逆に正電圧として記録して
ある．横軸の時間スケールの 1ms 時点までは 1 枚の切れ刃による切削で，この測定法
では閉ループが構成されず電圧，電流は記録できないが，この時点で 2 枚の切れ刃に
よる切削が開始されて熱電流による降下電圧が発生している．その波形は図7‑3(a)と
正負が逆であるが似たような波形が記録されている．これに対して電流波形はその立
上がりに勾配があり，ピーク電流約0.4Aで減少に転じ，電圧波形と異なる波形となっ
ている．しかし，立上がり部を別にすれば似たような波形となり，電圧波形を一旦
ローバスフィルタを通したような波形である．横軸の約 3ms 前後(切削時間で約 2ms)
で電圧，電流ともに零になっているが，これは 2 枚の切れ刃の切削点で発生する熱起
電力の極性が回路中では逆であり，2 枚目の切れ刃の起電力が 1 枚目の切れ刃の起電
力と同値になった時点で閉ループ回路に電流が流れなくなるためである．図7‑4(c)の
摩耗工具の場合も電圧波形は図3(d)の波形と酷似しており，ピーク部の拡大が観察さ
れ，摩耗のない工具の場合と大きく異なっている，また，電流波形もピーク電流が
0.7A と増大し，その持続時間も図(b)の新工具の場合よりかなり長くなっている．
このように閉ループ回路の電圧・電流特性は工具摩耗がある場合と無い場合で大き
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Fig.7‑4 Relation between electric current and voltage
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く異なり，また電流波形と電圧波形の立上がり部の特性が異なることが明らかであ
る．この実験では 1 つの切削点に起因する熱電流の大きさ自体は測定できないので図
7‑5(a)のように断続切削における熱電流測定回路を旋盤主軸と旋削バイトで構成し，
非接触電流センサで測定した．ただし工具と主軸間の結線は太い導線を用い，導線と
接続接点の電気抵抗が極力小さくなるように工夫して，閉ループを構成した．被削材
は角形で，工具形状は三角チップでフライス工具と異なるが，その他の条件は図 7‑2
の場合と同じである．
図7‑5(b)に単刃による断続切削で得られた熱電流の測定例を示す．切削条件は図中
に示すとおりである．太線は新工具(VB ＝ Omm)の熱電流で，細線は摩耗工具(VB ＝ 1．
Omm)の場合である．測定回路の直流電気抵抗はこの時点では不明であるが，切削開始
後約 10ms 経過した定常状態では新工具で 2.1A，摩耗工具では 3.6A の熱電流が記録さ
れている．率にして 80％程度の大きな変化である．しかし，切削条件は同じである．
そこで，切削速度，送りを同じにして切込みを 0.2mm から 2mm まで 4 段階に変化させ
て工具摩耗と熱電流変化の対応を調べたのが図7‑6(a)である．ただし，測定データは
切削開始後 15ms 経過した時点の定常値で，1 つの測定データは 9 回の切削データの平
均値として示してある．切込み 0.2mm の場合，工具摩耗と熱電流の変化の対応は少し
不安定な様子が見られるが，切込み 0.5mm 以上では工具摩耗の増加に対し，熱電流が
直線的に増加し，その変化の割合は切込みが小さいほど大きいことが図から判断でき
る．図7‑5(a)の電流測定回路では熱起電力が測定できないので，工具と導線の接点部
分に 510 Ωの直流抵抗を測定回路に直列に挿入し，この抵抗両端の電圧として工具摩
耗にともなう熱起電力測定を図 7‑6(a)の電流測定と並行して行った．その結果を図
7‑6(b)に示す．切込み 0.2mm，逃げ面摩耗幅 0.3mm の熱起電力のデータが少し乱れて
いるが，その他のデータは工具摩耗の増加につれ，熱起電力が増加するとも見えるが
確実な判断ができない程度の変化と観察される．また，切込みの増加による熱起電力
の増加もわずかである．
このことから新工具と摩耗工具の熱電流の大きな差の主要因は工具と被削材の接触
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Fig.7‑5(a) Experimental apparatus for measurement of electric current

Fig.7‑5(b) Comparisons of thermo‑electro currents between new tool and worn one.
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Fig.7‑6(a) Relation between tool wear and electric current

Fig.7‑6(b) Relation between tool wear and E.M.F
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電気抵抗の差であると考えるのが自然である.定常切削状態ではオームの法則が成立
するとすれば，図 7‑6(a)，(b)の両図から回路抵抗(接触電気抵抗＋回路固有抵抗)が
計算できる . 切込み 0.5mm の場合，新工具の回路抵抗は 3.1m Ωで，VB ＝ 1mm の摩耗
工具では 2.Om Ωとなる．その差は 1．1m Ωであり，工具摩耗によって接触電気抵抗
が減少し，熱電流の大きな差となって現れると考えられる．しかしながら，この熱電
流の変化の割合は測定回路の回路固有抵抗が小さいほど大きくなるので熱電流測定回
路の回路固有抵抗をできるだけ小さくすることは測定上有利である．
図7‑6(a)の熱電流測定で用いた回路の回路固有抵抗および接触電気抵抗の値を推定
するため次のような実験を行った．すなわち，工具摩耗にともなう工具と被削材の接
触面積を工具摩耗だけで広範囲に変化させることば困難なので，新工具を用い，切込
み，送りを変化させ，工具摩耗にともなう工具逃げ面と被削材の接触面積の増加を工
具すくい面と被削材の接触面構の変化で代用し，その時の熱電流と熱起電力から閉
ループ回路の回路抵抗の変化を調べた．その結果を図 7‑7 に示す．切削速度 100m/min
一定とし，切込みは 0.2 〜 3mm，送りは 0.05 〜 0.4mm/rev の範囲で変化させた．その
結果，重切削と比較して，軽切削ほど回路抵抗は大きく，また接触面積の変化に対す
る回路抵抗の変化の割合が大きいことが明らかである．また回路抵抗の変化を図から
判断すると指数関数的であり，接触電気抵抗は原理的に接触面横の増大により零に収
束することを考慮すると，図 7‑7 の重切削領域の回路抵抗は 1.4m Ω程度なので回路
固有抵抗は 1m Ω程度であったと推定できる．この値を用いれば図 7‑7 の軽切削領域
では接触電気抵抗は回路固有抵抗より大きく，図 7‑6 の実験で工具摩耗の増加により
熱電流が大きく変化することが理解できる．
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Fig.7‑7 Relation between electric resistance and cutting conditions
このようなことから正面フライス工具のような多刃工具による切削では回路固有抵
抗が微少と推定されるので工具と被削材の間に閉ループが構成されるとアンペアオー
ダの熱電流が流れること，図7‑5(b)に示したような工具摩耗による熱電流の大きな増
加の主要因は工具摩耗による被削材との接触面積の増加た伴う接触電気抵抗の減少に
よるものと判断できることがわかった．
また熱起電力自体は mV のオーダであるが，回路抵抗を微少にすれば非接触の電流
センサで，アンペアオーダの熱電流が電圧測定より低ノイズで観測できることも明ら
かになった．
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実験結果の考察

以上の実験で，工具摩耗に伴う熱起電力，熱電流と接触抵抗の変化を示したが，こ
の熱電気特性を解釈するには熱起電力を時間関数として扱い，工具と被削材で構成さ
れる閉ループ回路の電気的な過渡現象を含めて取り扱う必要がある．図7‑4(a)の測定
回路で同−の導体から検出した電圧波形と電流波形に差がある原因として考えられる
のは導体自体のインダクタンスの存在である．回路の寄生コンデンサ容量も存在する
はずであるが，ここでは微少として無視することにする．図7‑4(a)の実験回路を電気
的等価回路として表現すると図 7‑8 のようになる．図で E 0 および e(t)はそれぞれ定
常切削状態にある切れ刃の熱起電力と，これから切削を開始する工具の起電力を時間
関数で表現したもの，R と L はそれぞれ回路の全抵抗と全インダクタンスである．ま
た，R' と

L' はそれぞれ電圧・電流測定導体(シャント抵抗)自体の抵抗とインダク

タンスである．ここで図7‑4(a)を参照して工具と被削材の左右半分の抵抗とインダク
タンスを等しいとして，それぞれ R 1，L 1 とすれば

R ＝ 2R 1 ＋ R'．L ＝ 2L 1 ＋ L'
である．
測定導体の端子間電圧を V(t) , 回路に流れる電流を i(t) とし , 図 2 の波形を参考に
して , 熱起電力 e(t) を時定数 τ , 定常熱起電力 E を用いて

e(t)＝ E(1 − exp(− t/ τ))
と表現すれば，2 枚目の切れ刃が切削を開始し，図 7‑8 の回路が構成された時の等価
回路の電圧方程式は

E 0 − e(t)＝ R・i(t)+L・di(t)/dt

(7.1)

である．これに上に記した e(t) の式を代人し，ラプラス変換して回路電流 i(t) を求
めれば
(7.2)

となる．式(7.2)の第 1 項は 2 枚の切れ刃の定常切削状態における熱起電力の差分の
項であり，通常はほぼ同じ値なので，E 0 ＝ E とし，この項をここでは零として扱うこ
とにする．また導体端子間電圧 Ⅴ(t) は

Ⅴ(t)＝ R'・i(t)＋ L'・di(t)/dt より求め

られ，これに式(7.2)を代入すれば
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Fig.7‑8 Equivalent circuit
Table 7‑1 Conditions for calculation of dynamic response of equivalent circuit

Fig.7‑9 Calculated dynamic response of equivalent circuit
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Fig.7‑9 Relation between flank wear of tool and time constant of thermo‑current
(7.3)
となる．
以上は同時食込み刃数 2 の場合であるが，同時食込み刃数 3 の場合についても検討
した．この場合，図 7‑8 を参照すれば全回路抵抗 R と L は

R ＝(3/2)R 1+R' , L ＝(3/2)L 1 ＋ L'
となり，2 枚の切れ刃による切削の場合より全抵抗と全インダクタンスは減少し，
シャント抵抗で検出される電流・電圧の理論式は式(7.2)，(7.3)と同じ形になる．
この理論式を用い，図 7‑2 の波形の立上がりデータから時定数τを，図 7‑7 のデー
タから R 1 を推定し．インダクタンスは実測して理論式に当てはめた．この計算に使用
した値を表 7‑1 に示す．また計算結果を図 7‑9 に示す．図(a)は電圧の過渡現象波形，
図(b)は電流の過渡現象波形で，同時食込み刃数 2 の場合と 3 の場合の摩耗無しの新
工具と摩耗工具の場合を一緒に示してある．
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この波形から，工具が摩耗すると電圧波形は立下がりが遅くなり，電流はピークの増
加と持続時間が長くなること，同時食込み刃数 3 でも，同時食込み刃数 2 と同傾向の
過渡現象が得られることがわかる．また，この計算値は図 7‑4(b)，(c)の観測データ
ともその形がよく似ていることも判断できる．ただし，電圧波形の立下がりにおい
て，実験ではピーク幅の拡大が観察されているが，理論式ではこれが表現されていな
い．この原因は工具逃げ面と被削材の接触初期の状態を考慮すれば，切削点の接触電
気抵抗 R 1 を時間関数として扱うべきであるが，式(7.1)の解を求めることが困難にな
るため，固定値としたことにあると思われる．
ところで式(7.2)，(7.3)はともに 2 つの指数関数で表現され，その時定数は τ と L/

R である．前者は熱起電力の立上がりの速さを表し，工具が摩耗するとτが増加する
現象が観察(図 7‑2 参照)されている．また後者は回路特性を表現しており，L に対し
R が小さければ R の変化により，時定数が大きく変化する．これは測定回路の抵抗が
小さいぼど工具摩耗による接触電気抵抗の減少により，測定過渡電圧または過渡電流
波形への影響が現れることを示している．図 7‑4(b)，(c)の波形の立上がり部分がそ
の観察例であるが，工具摩耗の差による波形の差異はあるが，時定数の変化という意
味では明確な差異を判別することは難しい．そこで単刃による断続切削の熱電流につ
いて検討してみた．単刃断続切削における熱電流の理論式は式(7.2)で E 0 ＝ 0 とすれ
ばよく，過渡熱電流波形には r と

L/R の 2 つの時定数変化が影響することがわかる．

工具摩耗に伴う熱電流の観察例は図7‑5(b)に示したが，この立上がり波形を指数関数
とすれば新工具と摩耗工具では時定数にかなりの差異があることが明らかである．そ
こで図7‑6(a)の実験で使用した工具摩耗と熱電流変化の波形データを用い，波形を指
数関数として扱い，工具摩耗と熱電流の時定数変化の対応を求めたのが図 7‑10 であ
る．図のパラメータは切込みである．切込み 0．2mm の場合，データにばらつきが見
られるが，その他のデータは工具摩耗の増加につれ時定数も直線的に増加し，切込み
が小さいほうがその増加率が大きいことが観察される．この特徴は

図7‑6(a)に示し

た工具摩耗と熱電流定常値の変化の特徴とよく似ており，工具摩耗に伴い，熱起電力
の時定数(T)の増加および接触電気抵抗の減少による測定回路時定数(L/R)の増加とな
り，これが熱電流定常値および熱電流の立上がりの時定数の変化となって観察される
と解釈できる．
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次に，式(7.3)に t ＝ 0 を代入すれば

Ⅴ(0)＝(L/L)・E

となる．これより電圧波

形の初期値はインダクタンスを不変とすれば，熱起電力だけの関数となる．図 7‑2 で
は工具摩耗により E は増加するように観察されるが，平均値で整理した図 7‑6(b)の
データで判断すれば熱起電力は工具摩耗によりあまり変化せず，図7‑3 の合成熱起電
力の立下がりの大きさが，時間的にそれ以後の波形の工具摩耗による変化と比較し
て，ばらつきはあるが，あまり変化しない点はこれを裏付けている．
また，式(7.2)，(7.3)を定積分すれば
(7.4)
が得られる．式(7.4)から電圧と電流の積分値は回路抵抗 R に逆比例し，熱起電力の
時定数 T に比例すると言える．工具が摩耗すると熱起電力の定常備はあまり変化しな
いが，熱起電力の時定数が増加し，回路の電気抵抗が減少するので，過渡電流および
渡電圧の観察例(図 7‑4(b)，(c))でも工具摩耗により波形の積分値が増加することが
理解できる．
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Table 7‑2 Relation thickness of DLC coating and circuit resistance

DLC無し
加工時間（分） 抵抗（Ω）
0
0.9
DLC1μm
加工時間（分） 抵抗（Ω）
0
2.1
15
1.5
30
1.4
45
1.2
60
1
主軸回転数:445/min, 切削速度:200m/min, 切り込み:2mm, 送り:0.01mm/rev

7.5

DLC コーティング膜厚の接触抵抗による検出

工具の摩耗と熱電流の過渡特性についてその原因が，接触電気抵抗の変化よること
が明らかになった．そこで，このことを機上再生技術などに応用することを考える．
第五章の切削工具の機上再生技術においては，工具母材上に形成したコーティング膜
が加工中にどの程度残存しているかを認識できることが望ましい．もちろん，時間管
理によって工具のコーティングを再生しても良いのであるが，切れ刃再生のインター
バルをできる限り長くしたほうが工具資源の有効活用が図れることは自明である．
表 7‑2 は DLC コーティングを施したインサートを利用して，熱電流から回路抵抗を
求めてコーティング膜の有無が検出できないかを検討したものである．DLC コーティ
ングを 1 μ m 施すと，DLC 無しの工具と比較してコーティング膜の分だけ接触抵抗が
増加していることが理解できる．そして，加工時間に応じて抵抗値が減少しているの
が理解できる．ほぼ一時間で回路抵抗が DLC 膜なしと同程度になり，このとき膜は摩
耗していた．
この結果から，工具のコーティング膜の摩耗を熱電流回路から検出できることが立
証された．
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7.5 結論

本章においては，切削加工中に生じる工具・被削材間熱起電力に着目して，工具の
摩耗や異常をその熱電流の変化から検出できるようにするために，その特性を調べ
た．得られた結果は以下になる．

（1)一つの切れ刃と工作物の間で生じる熱起電力については，工具の摩耗が進行する
ほど切削開始時の熱起電力の立ち上がりが遅くなる．
(2)二枚の切れ刃による切削では，二枚目の切れ刃の切削開始時に工具・被削材間に
大きな熱電流が流れる．このとき，二つの切れ刃で発生する起電力は合成されたも
のとなり，この波形は工具摩耗の進行とともに大きく変化する．
(3)工具切れ刃と被削材を含む微小な回路抵抗の閉ループ回路を構成すると，工具摩
耗の増加により，熱起電力を電源として回路に流れる熱電流の立ち上がり時定数と
定常熱電流値が大きく増加する．
(4)上記の特徴は軽切削ほど顕著に現れる．これは原理的に端子間の接触面積が大き
いほうが接触電気抵抗が 0 に近づくため，摩耗にともなう m Ωオーダの微小な接触
抵抗変化が重切削になればなるほどわかりにくくなるためである．
(5)実験から得られたデータを用いて，等価回路による数値計算を行った．その結果，
一枚目の切れ刃が加工している際に二枚目の切れ刃が工作物に接触し加工を開始し
始めてからの過渡的な状態において，その過渡応答が接触電気抵抗の変化によるこ
とが明らかになった．
(6)上記の結果を利用して DLC コーティング工具とアルミ被削材間の接触抵抗の変化
を観察した．その結果，DLC コーティング膜の残存状況を監視できる可能性が得ら
れた．
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8.1

結論

本研究で得られた成果

本研究は，産業活動が生み出す負の生産物である環境汚染や産業廃棄物を機械加工
の分野でも極力減らし，そして工具資源の有効活用を図れることを目的として着想さ
れた．そして，機械加工用の加工油剤の利用を無くした場合に，どのようにして工具
の長寿命化を図れば良いのかを検討した．
機械加工は，高強度の工具を工作機械に取り付けて，工具あるいは材料に運動エネ
ルギーを与え，材料の破壊や変形を制御しながら材料を所望の形状を得る加工法であ
る．材料を破壊し，変形させる工具には，できる限りその形状を維持し続けられるこ
と，すなわち長い寿命が望まれる．機械加工工具の長寿命化を達成するためには，次
の二点が重要になる．
・材料に対して 4 倍以上の強度を有すること．
・熱化学反応を起こしにくい．
加工油剤は，加工点を冷却し，潤滑することで工具と被削材の間で生じる熱化学反
応を緩和し，摩耗を防ぐ役割を担っている．本研究においては，この加工油剤に依存
しない新たな加工法の設計を行うために，加工雰囲気，すなわち場と加工油剤以外の
補材の利用に注目した．その中で，従前の研究課題の調査と分類を行ったところ，図
8‑1（図中の括弧内の番号それぞれは，第二章参考文献の番号を意味している．）のよ
うに工具，補材，場のそれぞれの領域に様々な視点で研究がなされていることがわ
かった．しかしこれまでの研究は，工具材質の強化と，加工油剤とその供給に関する
研究で 7 割が占められており，結果として次の領域に新たな工具長寿命化の設計解が
存在しうることが明らかとなった．
領域 1. 工具 ‑ 場
領域 2. 工具 ‑ 場 ‑ 補材
領域 3. 工具 ‑ 補材
そしてそれぞれ領域に関して，領域 1，2 については場の利用技術として，領域 3 につ
いては補材強化による切れ刃再生技術として，次のような工程設計の戦略を立てた．
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Fig. 8‑1 Positioning of the developed technologies
領域 1

場を利用した工具保護:

場を利用した工具成分の流出抑制．
場を利用した被削材の一時的快削化．

領域 2

補材と場を使った工具保護:

場を利用した補材の吸引．

領域 3

強い補材による工具保護

補材による工具切れ刃の形成と再生，そしてその切れ刃状態の監視．
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このような戦略の下で工具の長寿命化を展開したが，各章を要約すると次になる．

第一章では序論として，本論文の着想に至った背景と本論文の目的，そして各章の
構成を述べた．1990年代以降，産業界では環境問題のために産業廃棄物を低減するこ
とが重視されるようになってきた．このため機械加工の分野においても，加工油剤を
低減し乾式加工へと移行しようとする動きが増加している．しかし，加工油剤の利用
を削減すると工具への負担は増加し，工具の寿命を確保することが難しい．
一方，機械加工工具の主原料の多くはレアメタルと呼ばれる稀少資源であり，その
多くを海外からの輸入に依存している．このため，その供給が産出国の政情に影響を
受けやすく，加工貿易を主体とする我が国ではその供給状況によっては製造業に重大
な影響を与える恐れがある．
したがって，このような背景の下で，環境に配慮しながら工具資源を有効に利用す
るためにも新たな長寿命化の方策が求められていることを詳述した．

第二章では，機械加工工具の長寿命化を目的とした場の利用技術と再生技術の提案
と題して，本研究の取り組む内容を提示した．本章では，まず従来機械加工技術にお
いて，工具の長寿命化をキーワードに従来取り組まれた代表的な研究課題を振り返
り，その動向を調査した．環境への影響を考えた場合，エネルギー消費の最も少ない
加工工程が環境負荷の低いものとなるのは論を待たない．一方，機械加工は加工点に
機械的に応力を生じさせて工作物に破壊と変形を誘起する加工法である．したがっ
て，加工点での変形効率を高めることが何よりも重要と考えられる．このとき加工点
には，工具，被削材，加工雰囲気（加工油剤）が関与しており，主にこの三つの要素
が加工の成否を左右する．調査の結果，これまでの研究においては，工具の強化と加
工油剤の供給に関する研究が大部分を占めていることが明らかになった．
一方で，工具と加工雰囲気に関して研究が比較的行われてこなかった領域があるこ
とも明確になった．そこでこれらの従来研究が疎であった 3 つの領域に関して研究戦
略を考えると，大きくは，場を能動的に利用する場の制御技術と，補材を強化して切
れ刃の役割を担わせる工具再生技術が立案できた．そこで，3 つの領域に関した技術
開発をして，工具の長寿命化を達成することを提案した．
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第三章では，場を利用して工具の強化と難削材の一時的な快削化を行うことで工具
の長寿命化を図ることを検討した．その結果 , 本実験の範囲において , 次のような磁
場の効果が認められた .

(1)磁場を超硬工具の切削加工点近傍に印加することで,比較的負荷の大きい粗加工切削
条件下では，切れ刃に 5 〜 7mT 程度の磁場を印加しておくと，工具寿命が 1.2 〜 1.5 倍
程度向上する .
(2)(1)の結果は , 前者は磁場により工具バインダである Co の滲み出しが抑制されたため
と考えられる .
(3)オーステナイト系ステンレス鋼に磁場援用切削を行うと,軽切削条件では工具への被
削材の凝着が減少して,切削抵抗の変動が小さくなる.その結果,工具びびりが生じに
くくなり，工具への負担が低減できる .
(4)上記(3)は,オーステナイト組織を有する被削材に磁場援用切削を適用するときだけに
生じ , 磁場誘起マルテンサイト変態がその原因である .
（5）加工後の被削物の表層部に対しての組織の変化や磁化といった磁場の影響は，今回
の実験で用いた磁場強度では全く見られなかった .
以上の結果から，切削油剤の使用を低減しても場を利用して，工具の寿命を向上させ
ることができる新しい加工方法が見出された．

第四章では， 場と補材の利用を目的として，切削剤を効果的に加工点に導く潤滑
供給方法を検討した．本研究で得られた結果を下記に記す．

(1)

シリカ微粒子を分散させたコロイド溶液を用い，微粒子の静電特性を利用する

ことで，潤滑剤となるシリカ微粒子を工具に能動的に吸着できる．これにより切削
抵抗を低下させて工具寿命を向上できる．ドリル加工などにおいては，バリを低減
させることができる．
(2)(1)の潤滑効果は工具表面の粗さより小さい粒子を使うと得られる．
(3)(2)の潤滑効果の要因を把握するため，高速度カメラによる撮影画像と切削抵抗を
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連動させて切りくずの流失を観察した．その結果，オーステナイトステンレス鋼の
切削抵抗変動の原因は，切りくずの工具すくい面への周期的な凝着により引き起こ
されており，切りくずの凝着が生じたとき，加工抵抗が通常の 2 倍程度になること
が明らかになった
(4)上記の結果は，オーステナイト系ステンレス鋼の切削においては，旋削のような
連続切削においても，断続切削のように切れ刃に負荷がかかり，工具摩耗を促進し
易くする可能性を示唆する．
(5) (2)の潤滑効果は工具に付着させたシリカ微粒子の滑りあるいは転がりといった
固体潤滑作用により切りくずの凝着が抑制されて，その排出が促進されるために生
じている．
(6)本方式をオーステナイトステンレス鋼の小径ドリル加工に用いたところ，乾式加
工の 5 倍，MQL と同等の工具寿命が見込めるという結果が得られた．
上記の結果から，場と補材を利用して工具の長寿命化が図れることを実証した．

第五章においては，加工点で工具と被削材の間に介在する補材に対して考え方を一
歩進めて，介在層自身の強化を行い，切れ刃としての役割を担わすことを検討した .
その中で，工作機械上で速やかに切削工具を形成および再生を可能にする工具機上再
生技術の提案を行い，その手法を検討した．この工具機上再生技術では，工具母材で
はなく機上で成膜した複合めっき膜で切削加工を行い，膜が摩耗して母材層に達する
前に電解剥離を行い，再度複合めっきを施して再生をする．得られた結果を下記に記
す．
(1)Ni‑P‑SiC 複合めっきと電解剥離技術を利用して，5 分以内に切削工具上に硬質膜
を生成し，剥離する技術を開発した．そしてこの技術を利用して超硬チップ上に
めっき膜を成膜し，切削試験を行ったところS45Cが切削できることが確認された．
(2)剥離技術においては , 硫酸電解剥離を利用した．この剥離技術においては，めっ
き膜の剥離と同時に超硬母材表面に不働態被膜が形成される．この膜が形成される
と電流が流れなくなり，剥離のプロセスが自然に収束する．したがって，電流の挙
動を監視すれば適切な剥離処理の停止時間を検出でき，自動化において有利と言え
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る．
(3)下地処理なしで超硬合金に成膜するとテープの粘着力程度で複合めっき膜が剥離
していたが，NaOH 電解とストライクめっきを行うと，15 秒の切削試験においても
剥離がなかったことから，その有効性が確認された．そして再生を 10 回行っても
同様に剥離が見られなかった．
(4)一回のめっきや剥離の操作程度では，析出させたり，剥離する膜の体積が少ない
ために薬液を劣化させて品質を低下させることはない．
(5) 上記の工程を基に，複合めっきと電解剥離を利用した機上再生装置の開発を行っ
た．装置は，エンドミルおよびドリル等の回転工具を再生することを想定し設計し
た．そして，マシニングセンタ機上にて Ni‑P，および Ni‑P‑SiC 複合めっき被膜の
析出を試みた．その結果，試作装置が要求機能通りに動作することが確認され，機
上再生の概念を具現化することができた．

第六章では，工具資源の有効活用と高精度化，そして使用済み研削砥石の削減を目
的として，第五章で提案した機上再生技術の考え方を拡張し，研削工具の機上再生技
術の確立を検討した．得られた結果を下記に記す．
（1）工作機械上に設置可能な小型の急速加熱装置を利用して，フェノール樹脂，ポリ
イミド樹脂，ならびに低融点ガラスを利用したビトリファイドボンドの軸付き砥石
を，15 分から 30 分程度で形成・再生できる技術を開発した．
（2）(1)の工程においては，軸に結合材を塗布してから砥粒を塗布し，それら塗布層を
機上で加熱し砥粒層を形成するという工程を開発した．この工程においては型を用
いる必要がなく，素早く砥粒層の形成ができる．なお，砥粒層を形成するためには，
結合材の粘性を 150Pa・s 程度まで高くし，ペースト状にしたほうが形状の崩れが
少なくて良い．
(3)樹脂の焼成においては，結合材中の水や有機溶媒の沸騰を抑制しつつ，溶媒を蒸
発させてから加熱制御すれば，良好な砥粒層が得られる．
（4）上記の工程で形成した砥粒層を利用してマシニングセンタ上でガラスの研削加工
を行ったところ，主軸剛性が確保されていないマニシングセンタを利用したにもか
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かわらず，ポリイミド工具で研削比が 100，仕上げ面粗さが 1.48 μ mRz という性能
が得られた．

第七章においては，切削加工中に生じる工具・被削材間熱起電力に着目して，工具
の摩耗や異常をその熱電流の変化から検出できるようにするために，その特性を調べ
た．得られた結果は以下になる．

（1)一つの切れ刃と工作物の間で生じる熱起電力については，工具の摩耗が進行する
ほど切削開始時の熱起電力の立ち上がりが遅くなる．
(2)二枚の切れ刃による切削では，二枚目の切れ刃の切削開始時に工具・被削材間に
大きな熱電流が流れる．このとき，二つの切れ刃で発生する起電力は合成されたも
のとなり，この波形は工具摩耗の進行とともに大きく変化する．
(3)工具切れ刃と被削材を含む微小な回路抵抗の閉ループ回路を構成すると，工具摩
耗の増加により，熱起電力を電源として回路に流れる熱電流の立ち上がり時定数と
定常熱電流値が大きく増加する．
(4)上記の特徴は軽切削ほど顕著に現れる．これは原理的に端子間の接触面積が大き
いほうが接触電気抵抗が 0 に近づくため，摩耗にともなう m Ωオーダの微小な接触
抵抗変化が重切削になればなるほどわかりにくくなるためである．
(5)実験から得られたデータを用いて，等価回路による数値計算を行った．その結果，
一枚目の切れ刃が加工している際に二枚目の切れ刃が工作物に接触し加工を開始し
始めてからの過渡的な状態において，その過渡応答が接触電気抵抗の変化によるこ
とが明らかになった．
(6)上記の結果を利用して DLC コーティング工具とアルミ被削材間の接触抵抗の変化
を観察した．その結果，DLC コーティング膜の残存状況を監視できる可能性が得ら
れた．

以上のような各章の結論のもとに，本研究では工具と場と補材の三者について戦略
的に研究を展開した．その結果，図 8‑1 に示すように比較的研究提案の疎であったそ
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れぞれの領域において新たな長寿命化の手法が示された．
さて，ここで改めて，本研究の総括として，機械加工工具を長寿命化に重要な因子
とは何なのかを考察したい．工具の寿命は，あらかじめ設定された範囲を超えて工具
が損傷したか否かで判定される．工具損傷の主要因は，切削温度と応力である．図 8‑
2 は超硬工具の摩耗の模式図である．摩耗の機構としては，
1.切りくず生成にともなう応力，あるいは切りくずの凝着や剥離にともなう応力によ
り工具の弱い部位が脱落する．
2.加工点で発生した熱が，工具と被削材の成分を双方の接触部を通して拡散反応を生
じさせたり，工具の表面を化学的に劣化させたりする．
という二つの現象が複合的に作用し合い摩耗を引き起こしている．
したがって，工具の寿命を延ばすための戦略には，
対策1：工具自身の強度を可能な限り被削材よりも強く維持し続けられるようにする．
対策 2：工具と被削材との直接接触を可能な限り防止して，両者間での熱化学反応を
抑制する．
の二つが挙げられる．
たとえば，従来の切削油剤は，工具と被削材の間に油膜を介在させることで一時的
にではあるが両者の直接接触を防ぎ，寿命向上に寄与していた．また，切削工具の
コーティングについてもこの直接接触を防止するという役割を担っている．振動切削
や高速切削も，空気を介在させて直接接触を防ぎ寿命を向上させていたと考えれば同
じ効果を利用していたと言えるだろう．つまり，工具と被削材とをできうる限り直接
接触させないように，
「補材」が加工点に介在することが工具寿命の向上には欠かせ
ない．
（このとき，補材自身に十分な強度があり，工具上に強固に固定できるのであ
れば，補材自身が切れ刃の役割をなしても構わない．）
本研究では，まず第三章で熱化学反応によって生じる工具成分の拡散を，磁場を利
用することで防止し，工具自身の強度を保つことで寿命向上を図った．次に第四章で
は静電場を利用して工具と被削材の間に同じく補材を吸引し，補材を確実に加工点に
介在させて工具の摩耗を抑制する手法を提案した．このとき補材は工具表面のあらさ
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よりも微細なものが望ましく，また，用いる補材は工具を傷つけないためにも工具の
強度より小さいものが望ましいという結論を得た．
一方，工具と被削材の間に介在させた補材が工具表面上に固定化され，しかもその
強度（主として硬さ）が向上できれば，切削工具コーティングと同様の役割を担わせ
ることができるようになる．そして，元々の工具母材表面上に形成した補材層自体を
再生できるようにすれば，工具母材自身は全く摩耗することがない．このような考え
の下で第五章，第六章，第七章の工具機上再生技術の概念が提唱された．これらのこ
とから本研究においては，遠隔場利用技術と再生技術の構築を通して次の結論を導く
ことができた．

機械加工工具の長寿命化のための指針：
(1)工具と被削材の直接接触を防ぐために補材を利用する．
（熱化学反応の抑制）
Ⅰ．補材は，工具と被削材の間に介在させ易いように微粒が良い．
Ⅱ．補材の硬度は工具の硬度に対して次であるのが望ましい．
a. 補材を工具表面に固定化できる場合，
補材≧工具
b. 補材を工具表面に固定化できない場合，
補材＜工具

(2)補材，工具成分を保持・固定化する場を利用する．
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今後の課題

第三章で提案した磁場援用切削加工については,実加工への適用を速やかに行うべ
く各種工具ホルダの設計が望まれる．ここで課題になるのは，強い磁界を加工点にか
けられるように加工点付近に磁石を設置できる工具ホルダの構造を考えつつ，また一
方で工具ホルダの強度や剛性を如何に高く保てるかということである．特に磁石は焼
結体であるために比較的脆い．切りくずが磁石に絡み，そして破壊されないような配
慮も必要である．
また，磁場援用切削を行うと微細な鉄粉が磁力で吸引されてしまうのは避けられな
い．工具チップとホルダの据え付け座面などにそれら微細な鉄粉が付着し，工具の寿
命や加工精度に悪影響を及ぼさないような対策が必要になると考えられる．

第四章で提案したシリカ微粒子を用いた固体潤滑切削法については，コロイダルシ
リカを噴霧するノズルが，使用後に洗浄を怠り長期保存すると極めて詰まりやすい．
メンテナンス性を考慮したシリカ微粒子を入れた懸濁液の組成や噴霧ノズルの形状，
噴霧条件を検討する必要がある．

第五章で提案した複合めっきによる機上工具コーティングについては，低温プロセ
スというめっきの特徴を活かした様々なコーティングの開発が望まれよう．特に，鋼
の切削においては，未だ耐摩耗性や密着性が十分ではなく，耐摩耗性．密着性の強い
マトリクスの開発，そして熱処理の適用が望まれる．
また，近年は大気圧下におけるプラズマ技術の研究に注目が集まりつつある．大気
圧プラズマによる硬質セラミックス膜の蒸着が可能となれば，切削工具の機上再生技
術もより実用的なものが現実となると考えられる．

第六章で提案した研削工具の機上再生技術については，現在のところ，加熱装置の
制約もあり，熱容量の小さい軸付き砥石においてその可能性を示したに過ぎない．紫
外線効果樹脂の適用も視野に入れて，より一般的に利用されているホイール形状の工
具への適用を図る必要がある．
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第八章

結論

特に第五章，第六章に関して言えば，具体的な加工のニーズを広く探索し，より具
体的な技術開発が望まれる．ニーズが決まり，どのような材料を，どの程度の加工時
間や精度で加工しなければならないのかという制約が決まれば，工具の母材，母形状
等はどのようにすべきか等，開発の具体的な方向性がより明確なものとなると考えら
れる．

第七章で提案した工具・被削材間熱電気特性とその利用においては，現段階で熱電
流と工具摩耗の相関が明らかにされ，切削実験から DLC 膜の膜厚監視の可能性が得ら
れたところである．今後は工具摩耗の監視システムの構築が必要になる．熱電流の検
出で重要になるのは，回転部からの電極の取り出しと工具の絶縁である．工具摩耗に
ともなう，工具と被削材の接触抵抗の変化は m Ωオーダと極めて小さい．S/N 比の高
い検出回路を，低コストで構築する必要がある．また，切り込みや送りなど，機械加
工の種々のパラメータと熱電流の増減に関する相関がより詳細に把握できれば，技術
的な有用性がより明確になると考えられる．
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