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第 1章 緒論 

 

１．１ 研究の背景 

18 世紀末の産業革命以降の近代文明の進歩は，機械加工技術の発達によって初めて可能

になったと語られるほど，機械加工技術の貢献は認知されている．たとえば，ウィルキン

ソンによる中ぐり盤の発明(1774)があって初めて近代文明の基であるワットの蒸気機関の

発明(1776)が完成した．それまでのシリンダを削る中ぐり盤の加工精度は，スミートンが

1760年に発明したもので直径 460mmに対し 15mmの誤差であった．これに対し，ウィルキ

ンソンの中ぐり盤は直径 1450mmに対し 1.5mmの誤差という画期的な工作機械であった 1-1)．

この高精度の内径加工が可能となって，Watt は強力な蒸気機関を完成することができた．

そして，この強力な蒸気機関は，機関車，船舶，工場などの動力源として使用されるよう

になり，近代文明（産業革命）が始まった． 

 一方，日本においては戦後、良い品を早く安く提供する優れたものづくり技術があった

ことから，世界の中で一流の工業国に成長していった。そして，工作機械技術と工具技術

は，このものづくり技術の代表として挙げられ，工作機械技術についてみれば，1952 年に

発明された NC（数値制御）技術が最も大きく貢献し，同時に工作機械の精度や剛性などハ

ードウェア技術の絶え間ない技術の向上が今日の加工技術の基盤となっている．切削工具

についてみれば，1962 年に開発された超硬合金工具の製造技術である高圧焼結技術の格段

の進歩によって，各種超硬合金，セラミック，cBN，焼結ダイヤモンド工具など新たな工具

材量が次々と開発され，さらに CVD（化学的蒸着法），PVD（物理的蒸着法）に代表される

各種のコーティング技術の進歩が大きく貢献している．これらの技術の進展に伴い「高速・

高能率加工」，「精密・超精密加工」，「複合加工・無人加工」が実現されてきている． 

「高速・高能率加工」の現状では，例えば航空機に使用されているアルミ合金に関して

は，切削速度に上限が無いと言われるところまで来ている．そして高硬度材や耐熱合金な

どのいわゆる難削材の切削加工においても切削速度に各段の進歩がみられ，金型や高強度

部品の分野に限らず，航空宇宙産業や医療機器などの新たな分野での需要が見込まれてい

る．高能率加工を実現するためには，単に切削速度を上げるだけでは不十分であり，送り

速度や切込み量を上げることで材料除去率を上げ，加工能率を向上する．しかし，そのた

めには，高剛性で高速・高出力主軸を持つ高価な工作機械が必要で，クーラント装置が欠

かせなくなるなど，高コストになりがちである．そこで，例えば，焼入れ鋼金型をエンド
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ミルで高速加工する場合では，半径方向切込みを小さくして切取り厚さを減らすことで切

削抵抗を減らし，この切取り厚さの能率減少分を補う以上の高速回転と高送りを行うこと

によって高能率加工を実現する取り組みも行われている． 

「精密・超精密加工」の現状では，超精密工作機械技術と単結晶ダイヤモンド工具に代

表される工具技術の進歩により，アルミニウムや銅などの軟質金属の超精密ダイヤモンド

切削加工が可能となった．これにより，レーザープリンタのポリゴンミラーなど各種の光

学部品の超精密加工，さらに液晶用導光板用金型や各種プラスチックレンズ用金型の超精

密加工に大きく貢献している．これらの技術は，最近の高度なメカトロ機器やオプト・メ

カトロ機器の実現には不可欠な技術となっている．更には，光学部品で，より付加価値の

高い光学ガラスの成形に用いられる超硬合金製金型や，人工関節などの医療分野での応用

も高まりつつある． 

「複合加工・無人加工」の現状では，代表的な工作機械である旋盤やフライス盤が，タ

ーニングセンターやマシニングセンター，更には CNC複合加工機や 5軸制御マシニングセ

ンターへと進化してきている．一度工作物を取り付けて，各種の複雑な加工が一度ででき

るということは，高精度・高能率で，しかも複雑な形状の部品加工を可能にしている．こ

うした部品は，要素部品を組み立てた部品に比べて，強度や大きさの点で優れており，機

械製品の高度化やコンパクト化に貢献している．更に加工の省力化，無人化につながると

伴に，加工費の低減にも貢献している．例えば，5軸制御マシニングセンターでは，インペ

ラーに代表される複雑な形状の部品加工に広く用いられ，今後この流れはますます加速す

ると考えられる．そして工作機械単体の複合化からさらにシステムとして進化した工作機

械は，工場内の物流を担う AGV(Automated Guided Vehicle)，工作物のハンドリングを行う産

業ロボットなどの助けを借りて，FMS(Flexible manufacturing System)， FMC(Flexible 

manufacturing Cell)，更には無人化工場へとつながっている 1-2)． 

現代社会において我々は，自動車，高速鉄道，航空機，コンピュータ，テレビ，人工衛

星など 100 年前には考えられない様々な文明の恩恵を受けている．これら様々な文明の産

物を作ることに欠かすことのできない工作機械技術と工具技術はすべての産業において使

用されており，これら切削加工技術の発展は現代文明の発展と密接に関連している．そし

て現在でも，産業界において，新しい技術を導入する場合、同時に必要になってくるのが

切削加工技術であり，依然として切削加工技術開発が非常に重要な位置を占めている． 

 ここで世界における日本の工作機械産業について触れてみると，アメリカの Gardner 
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Publications 社が調査した 2011 年の世界 28 ヵ国の工作機械生産額の速報値が公表されてい

る．成形型を含めた工作機械の世界総生産額は，92,745 百万ドルとなり，2010 年の 68,839

百万ドルから大きく伸長している．こうした工作機械市場の成長は新興国，とりわけ中国

の発展がけん引している．その中で切削型工作機械の主要生産国別生産額を図 1-1
1-3)に示す．

生産額トップは，巨大な自国市場の中で，安価な工作機械を望むユーザー層を中心に大量

の工作機械を供給している中国が 19,100.0 百万ドルで 2009 年以降，3 年連続のトップとな

っている．一方，日本は 16,311.2百万ドルで 2位を堅守しており，依然として日本が世界の

切削加工技術の基盤を占めていることがわかる． 

 

 

 

 

Fig. 1-1  Turnout of cutting machine tool in the world
1-3)
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更に詳しく，日本の工作機械受注額に触れてみると，2011年は 1兆 3,262億円で，内需は

4,216 億円，外需は中国を中心としたアジア地域で顕著な伸びを見せ，9,046 億円となって

いる．主要 3 極の状況ではアジア 5,055 億円，欧州 1,569 億円，北米 2,219 億円となってい

る 1-3)．このように工作機械市場が世界的に拡大する中で，世界市場における製造業の競争

は激しさを増しており，部品生産の短納期，低コストを指向した生産技術は急速な変化を

遂げつつある．そして，世界規模で製品開発，部品生産のスピードアップが進んでいるこ

とから，現在の製造業に求められることは迅速生産であり，型生産における 24 時間，365

日稼働，部品生産の自動化など，その対応は既に始まっている 1-4)．そして，自動車，家電，

コンピュータなど，従来の技術で対応できるような量産製品は中国，タイなどの海外生産

が加速しており，国内製造業の空洞化は避けられない状況になっている 1-5)．従って国内製

造業は，高度な生産技術力を活かした特別な加工に対応していくことが重要である． 

 

１．２ 切削／切断加工の現状 

 国内製造業における，切削／切断加工の取り組みとその課題について自動車産業から一

つ，航空機産業から一つ、事例を示す． 

１．２．１ 自動車産業における課題の例と関連する研究 

自動車産業において，世界の自動車メーカーが最も重視している技術領域はこの数年は

環境分野と言われている．過去 100 年以上に渡って利用してきた化石燃料は可採量が減少

して価格が高騰しつつあり，また二酸化炭素排出による地球温暖化を招いている．そして，

世界的に燃費規制が強化される中で，自動車メーカー各社は燃費改善に取り組んでいる．

ハイブリットシステムの搭載やエンジンのダウンサイジング化が進むが，これら駆動系の

燃費改善とともに重視されているのが，自動車の「軽量化技術」である．日系自動車メー

カー各社は，燃費改善に向けて自動車に使用する材料を置換えして軽量化する取り組みを

行っている 1-6)． 

 最近の各種使用素材の動向について，最大構成比率を持つ鉄鋼材料では，高張力鋼が一

般鋼材を用いる場合と比べ，同じ強度を確保するにあたり，薄肉化が可能なため，フレー

ムなどの主要構成部の軽量化に貢献している．非鉄金属では，低比重のアルミニウムの採

用増加により軽量化が進行している．こうした各素材の軽量化の取り組みの中で，最近の

自動車の軽量化の主役は，鉄鋼などの金属を代替したプラスチックである．プラスチック

の長所は，軽量，優れた成形加工性，薬品への耐性，大きいデザインの自由度等が挙げら
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れ，一方短所は，低い機械的性質（強度、剛性），劣る耐熱性，低い寸法安定性等が挙げら

れている．このような欠点があるものの，プラスチックは，自動車の軽量化の要請に適し

た材料として多く採用されてきている 1-7)．一般社団法人日本自動車工業会が，1973年から

2001年までの 30年近くにわたって乗用車メーカーから提供されたデータを集計した普通・

小型乗用車における原材料構成比推移を表 1-1
1-8)に示す．プラスチック全体では，1973年ら

2001 年までの 29 年間で 2.8 倍に増加している．この 29 年間で車両重量が 63%増加したの

で，1台当たりの使用料は 4.6倍になったと計算でき，プラスチックの比率が増加してきて

いる傾向を示している 1-8)． 

 

 

 

 

Table 1-1  Change of raw materials constitution ratio of  car(wt%)
1-8)
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ここでは、燃料タンクの事例について記述する．燃料タンクは従来から、鉛・スズ合金

や亜鉛などをメッキした鋼板を使用しており、分割してプレス加工した後溶接して組み立

てている．鋼板を使用する理由は，比強度の高さ，弾性係数の高さ，プレス加工性の良さ，

溶接性の良さ，素材コストの安さ，メッキ性や塗装性の良さ等が挙げられている．しかし，

軽量性，耐食性，衝突安全性そして形状自由度の利点からヨーロッパではブロー成形法に

よるプラスチック製燃料タンクが 1970年代初頭より普及し始め，2009年において乗用車に

おけるプラスチック製燃料タンクの採用率は，ヨーロッパ 90%，北米 70%，日本 60%とな

っている．近未来において，軽自動車への採用検討の動きもあり，採用拡大が期待されて

いる．そして，プラスチック材料においては最近，アメリカなどで燃料の蒸散排出規制が

施行され，ポリエチレン単独での燃料バリア性は不十分となった．そこで，EVOH 樹脂や

ポリアミドのような燃料バリア性の良好な材料とポリエチレンの積層品が供給されている

1-7) ,1-8),1-9)． 

プラスチック製燃料タンクの製造工程の概要を図 1-2に示す．タンクの形状はブロー成型

法で作られる．その後，穴あけ加工，部品の熱溶着，異物残留の目視検査，ホース取付け，

ポンプ等の取付け，気密検査を経て完成となる．鋼板製燃料タンクでの穴あけ加工はプレ

ス加工工程時に含まれるのに対し，プラスチック製燃料タンクでは別途穴あけ加工工程が

必要となる．逆に鋼板製燃料タンクでは洗浄・塗装工程があるのに対しプラスチック製燃

料タンクの場合はその工程がないといった違いが出てくる． 

プラスチック製燃料タンクの穴あけ加工法を検討した場合．一般に薄い板に穴あけを行

うには，プレスによるせん断加工が加工効率の良い加工方法と考えられる．しかし，ポン

チとダイスによるプラスチック板の冷間せん断加工では製品切り口面のだれ，かえり，わ

ん曲等の欠陥や寸法精度の悪さが指摘されている．そこで，紙，布，皮革などの切断に利

用されるような剛体の下敷きの上にプラスチック材料を固定し，ナイフ状の円筒刃具をこ

のプラスチック材料に押し込むことで切断する研究が行われている 1-10)．しかし，タンクと

いう剛性の低い中空形状に対しナイフ状の円筒刃具を押し込む切断断加工は困難となる．

このことから，現在のプラスチック製燃料タンクの穴あけ加工は，ナイフ状刃物を回転さ

せる方法が普及している．ところが，図 1-3に示すように，タンクの固定する場所に限りが

あり，剛性の低い状態で加工するため，穴あけ加工時に働く力により穴周辺部に変形を与

え，後工程の部品溶着不良を発生させる問題がある．この対策として，加工力を小さくし

たいことから刃物を薄くすると，逆に刃物の強度低下を招き、折損するといった問題があ
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る．また，加工時に発生する屑のタンク内残留といった問題が挙げられている． 

このようなナイフ状刃物を回転させる方法の問題解決を目指すためには，切断プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.刃の折損
刃具の過剰保管・作業の危険

1.タンクの変形
部品の溶着不良

3.加工時に発生する屑の残留
検査・除去の工程が必要

Fig. 1-2  Manufacturing process of resin automobile’s fuel tank 

Fig. 1-3  Problem in boring of resin automobile’s fuel tankwith knife edge tool 
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メカニズムの理解に立ち返る必要があると本研究では考えている．そこで，ナイフ状刃物

による切断加工に関する研究事例を調査した．Mahtab らは，すべり線場解を用いてナイフ

状の刃物による押切り切断加工プロセスを解析している 1-11)．石川らは，軟質高分子材料を

切断する，いわゆる引き切りの機構について考察している 1-12)．次に，この機構の理解のも

と被加工材と工具刃物との問に作用する固体摩擦低減による切断抵抗の軽減, 変形・たわ

みを伴わない高精度,高能率な切断等を特徴とする振動切断法の解析結果を実証している

1-13)．金沢らは，ナイフ状刃物を用いて甘藷を押切り切断するプロセスの有限要素法解析を

試みている 1-14)．これらの研究事例を見てみると，ニッパーで針金を切断する場合，包丁で

南瓜や薩摩芋のように厚い材料を切断する場合，そしてカッターナイフで薄く軟らかいプ

ラスチック板を切断する場合といった一般にナイフ状刃物を用いて工作物を切断する刃の

動作を対象としていることがわかる．しかし，今回の課題であるプラスチック製燃料タン

クの穴あけ加工のように切断する材料が厚く，しかもタンクが変形するという剛性の低い

状態で，ナイフ状刃物を回転させ，タンク材料を切断したいというニーズが出ているこの

加工方法は，新しいプロセスであることがわかる． 

つまり，この新しいプロセスに取り組むことで，タンクの変形，刃の折損，加工時に発

生する屑の残留といった問題が出ている．そして生産現場では，タンク穴周辺部の変形に

よる後工程の部品溶着不良の問題に対しては穴周辺部の変形の監視を行う工程の追加，ナ

イフ状刃物の折損の問題については刃物の過剰保管，加工時に発生する屑のタンク内残留

の問題に対しては後工程で検査および除去を行う工程の追加という，非効率な対応を行っ

ている． 

このため，能率的，経済的な生産が可能な切断プロセスメカニズムの理解に基づく加工

プロセスの高度化が必要と本研究では考えている． 

１．２．２ 航空機産業における課題の例と関連する研究 

 航空機産業における国内での加工の取り組みとその課題について，事例を記述する．現

在の航空機産業は，飛行機の構成がアルミニウムから炭素繊維強化プラスチック材料

(CFRP: Carbon Fiber Reinforced Plastics)に変わる「技術の革新期」、燃料費の高騰により旧型

機の更新の加速と 13～15年ごとに新機種が開発されるサイクルに当たる「民間旅客機の機

種交代期」，そして約 10 年ごとに来る「旅客輸送サイクルのピーク期」の 3 つのサイクル

が重なった半世紀に一度しかない激変期を迎えている．この激変期を迎えた一番の要因は，

急激に燃料費が高騰したことであるが，その他にもエアライン同士の競争激化，CO2や 
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NOｘの排出や騒音といった環境問題に対する規制が厳しくなっていることも挙げられてい

る．このようにエアラインの運航する環境が変わったため、エアラインのニーズに応える

機体づくりが航空機メーカーには求められている 1-15)．図 1-4
1-16)に一般財団法人日本航空機

開発協会がジェット旅客機の運航機材構成予測を示している．これによると，2032 年の運

航機材は現在の 1.8 倍の 34,359 機で，2013－2032 年の 20 年間の需要は 29,416 機となる

と予測している 1-16)．このことからもわかるように，航空機産業は成長産業であり，市場の

拡大が期待されている． 

 軽量化として注目されている繊維強化複合材料の航空機への適用は1940年代に始まった

とされ，当初は，ガラス繊維強化複合材料を用いた舵面やフェアリングなどの二次構造へ

の適用がほとんどで，主翼，尾翼，胴体などの一次構造にはほとんど使われなかった．そ

の後出現したアラミド繊維や炭素繊維は，ガラス繊維に比べ弾性率が高く，これらを用い

た複合材料は先進材料と呼ばれ，特に炭素繊維の比強度，比弾性率は，それぞれアルミニ

ウム合金の約 5倍，約 10倍であり，航空機のように機体の軽量化と高強度，高剛性，メン

テナンス性すべてを同時に要求する用途にとって最適な材料と言われている．そして 1970

年代からは，オイルショックを背景にして民間機の燃費改善を目的とした CFRPの適用の試

Fig. 1-4  Jet fleet forecast
1-16)
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みが盛んになり，1980 年代には本格的に民間機への適用が進み始めた．エアバス社は

A310-300の垂直尾翼および A320の水平尾翼を皮切りに主要構造の CFRP化を進め，ボーイ

ング社は 1995 年就航のボーイング 777 において，垂直，水平尾翼と床桁材に CFRP を採用

した．その後，さらに CFRP化が進み，エアバス A380では、図 1-5(a)
1-17)に示すように中央

翼、尾翼、圧力隔壁に CFRPが使用され，機体構造重量に占める CFRPの割合は 22%，一方

ボーイング 787では図 1-5(b)
1-17)に示すように主翼・尾翼・胴体すべてに CFRPが使用され，

機体構造重量に占める CFRPの割合は 50%に達している 1-18)1-19)． 

 ここで，航空機向け CFRP製主要部材は，主に以下の方法で製造されている． 

① 図 1-6(a)
1-18)に示すように，炭素繊維に未硬化のエポキシ樹脂を含浸させ，シート状とし

たプリプレグと呼ばれる中間基材を所定の寸法に裁断し，型の上に何枚も積層した後，

全体をバックフィルムで覆い，真空に引き，積層面を圧着させた後，全体をオートクレ

ーブに入れて所定の温度と圧力を加えてエポキシ樹脂を硬化させるオートクレーブ成

形と言われる方法． 

② 図 1-6(b)
1-18)に示すように炭素繊維を織機で製織し，その炭素繊維織物基材を所定の寸法

に裁断し，樹脂を含浸させずに織物基材のまま型の上に積層し，バックフィルムで覆い，

真空引きした状態で液状のマトリックス樹脂を炭素繊維織物基材中に注入し，樹脂が行

き渡った後に，全体をオーブン加熱し，樹脂を硬化させる VaRTM (Vacuum assisted Resin 

Transfer Molding)と言われる方法． 

これらの製造方法によって成形された CFRP部材は，原則として板厚を変えるような切削

加工は行わず，部材ごとに所定の寸法（板の幅と長さ）へのトリミングや穴あけ加工を行

い，各部材をフィルム接着剤や，金属と同様のボルト／ナットタイプのファスナーによっ

て接合・締結し機体構造を仕上げている 1-18) ,1-19),1-20)． 

このように CFRPは「炭素繊維」と「プラスチック材料」といったそれぞれ性質の異なる

材料から構成された異方性を強く持った複合材料である．そして，切削加工分野では難削

材に分類され，適用できる加工条件幅が狭いという欠点がある．そこで，ウォータージェ

ットなどの衝撃破砕エネルギやレーザーによる熱エネルギを利用した高エネルギ加工法も

採用されている．しかし、成形後の部材のトリミングや穴あけ加工において，製造工程上

切削加工を選択する方が有利な場合も多く，その場合，CFRP部材の炭素繊維が硬いことに

よる工具寿命の短さの問題，CFRP部材がプリプレグや織物基材の積層体で構成されている

ため，層間剝離や表層剝離が発生しやすい問題が挙げられている 1-18),1-19),1-20),1-21),1-22)． 
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(a) A380 

 

 

(b) B787 

 

 
Fig. 1-5  CFRP parts of plane

1-17)
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これらの切削加工の問題解決を目指すためには，切削プロセスメカニズムの理解に立ち

返る必要があると本研究では考えている．そこで，切削力を予測するという視点で切削加

工に関する研究事例を調査した．二次元切削におけるせん断角を理論的に推定する基本的

なものにKrystofの最大せん断応力説(maximum shear stress principle)
1-23)とMerchantの最小エ

ネルギ説(minimum energy principle)
1-24)がある。これらの説は定量的には予測値と実験値は一

致しているとは言い難いが，傾向として見ればそれぞれの説はすくい角と摩擦角がせん断

角に及ぼす影響をよく表しており，基礎的な切削機構を理解するうえで有効である．この 2

説以外にも最大せん断応力説と同じ式を導く Lee-Shafferのすべり線場解 1-25)，せん断応力が

垂直応力によって影響されるという内部摩擦説を採用した Merchant の第 2 方程式 1-26)など

の研究が行われている．しかしこれらの諸説においても予測値と実験値が一致していると

は言い難い．また，有限要素法 1-27)についても研究が行われているが，削らずに被削性を予

測するには多くの検討課題が残っていることが指摘されている．つまり，より複雑な解析

を試みたとしても、予測値と実験値を一致させることは難しく、むしろ、大まかな予測値

であるが簡便さを持って切削力を予測しこれにより切削加工プロセスを理解し、生産現場

で起きている諸問題の解決にあたる方が良い場合も多いと考えられる．なお，実際の生産

(a) Autoclave molding 
1-18)

 

 

 

 

(b) Vacuum assisted resin transfer molding
1-18)

 

 

 

 

Fig. 1-6  Examples of molding method of CFRP  
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現場では，三次元切削がほとんどであることから，次に三次元切削の切削力を予測する手

法を調査した．傾斜切削プロセスに対して上記の二次元切削と同様にせん断面モデルを仮

定し，最大せん断応力説または最小エネルギ説を適用して，せん断方向や切りくず流出方

向，さらに切削力や切削エネルギの予測が可能となった手法 1-28)1-29)や，実際の切削プロセ

スでは，刃先の丸みを無視することができず，この丸みに起因する力をエッジフォース成

分とし，このエッジフォース成分と切取り厚さに比例する切削力成分を足し合わすことで

工具に加わる力を推定する手法がしばしば利用されている 1-30)．そして，これらは広く生産

現場での加工技術開発に役立てられている．ただし，これらの解析の対象となる被削材は

等方性の金属材料で行われているために，異方性を持つ CFRPに対しても適用できるかの検

証が必要である． 

次に，異方性を持つ複合材料に対して切削プロセスメカニズムを理解する視点で，CFRP

や GFRP といった繊維強化プラスチック(FRP)の切削に関する研究事例について調査した．

ガラス強化繊維とプラスチック母材の変形と破壊に着目し切削過程の繊維方向依存性を有

限要素法によってシミュレートする手法の提案 1-31)，CFRP 中の繊維と母材および刃先に丸

味をもつ工具をモデル化し、有限要素法を用いて工具食い付き時の繊維の破壊挙動を解明

する研究 1-32)，CFRP の繊維角ならびに工具すくい角の切削抵抗や加工面に及ぼす影響の調

査ならびに動的観察から加工面生成機構を解明する研究 1-33)1-34)，この続編として切削残留

量ならびに加工変質深さの発生機構を解明する研究 1-35)，さらに，工具刃先丸味ならびに逃

げ角が切削残留量，加工変質深さ，加工面性状等に及ぼす影響を調査した研究 1-36)が行われ

ている．これらの研究により，繊維強化プラスチックの切削プロセスにおける繊維の破壊

現象，およびそれに及ぼす工具形状の影響について理解が進んだが，加工法の発展や加工

条件の改善等の実用的成果には至っていない． 

そこで，生産現場での問題を解決するという視点で，CFRP の切削加工方法，加工装置

および切削工具に関する研究開発事例を調査した．まず切削加工方法ならびに装置の研究

開発について，穴あけ加工においてスクエアエンドミルまたはボールエンドミルを用いた

マシニングセンターのヘリカル加工を行うことで，加工中のスラスト力を低減し層間剥離

を防ぐ加工方法の研究 1-37)1-38)，また、ヘリカル加工と基本的な切削原理は同じであるがエ

ンドミル状の工具が工具中心軸回りの回転である自転運動を行うことに加え，工具中心軸

に平行な偏心軸回りの回転である公転運動を行いながら穴の軸方向に送る加工方法の研究

1-39)，この動きを実現するスピンドルユニットの開発 1-40)，さらに，工具の自転軸に傾斜を



16 

 

付け偏心することでボールエンドミル底刃中心部を避けて切削し切削力の軽減を期待した

加工方法の研究 1-41)，工具に超音波振動を付与して切削加工を行う研究 1-42)が行われている．

続いて切削工具に関して，穴あけ加工において，ボールエンドミルを利用することで工具

中心よりも外周部の切取り厚さが軽微になることで，外周部で単位切れ刃長さあたりの加

工負荷を小さくして良好な穴を創成する研究 1-43)，ドリル最外周の先端角を小さくすること

で、切削抵抗の反力を軸方向ではなく半径方向に分散させ、削り残し部に加わる力を大き

く下げるドリルの開発 1-44)1-45)，同様な考え方でドリル角部を R 形状にすることで切削負荷

分散をねらったドリルの開発 1-22)1-46)が行われている．また，トリム加工において，エンド

ミルのシャンク側を左ねじれに，先端側を右ねじれとし，ねじれ切り替え部を板厚の間に

挟みこんで切削することで，上面は左ねじれで表層を母材に押し付けるように，下面側は

引き上げるように作用させて，反力を上下面から相殺するように分散させ層間剥離を押さ

え込むエンドミルの開発 1-44)1-45)が行われている．その他工具摩耗に着目した研究 1-47),1-48),1-49)

が行われている．これらの研究開発成果により，生産性向上が期待できるが，個別の限定

的な事象の対応に留まっている．そのため，製品の形状，製品の把持等の生産現場で生じ

る様々な条件に変化が生じた場合，切削プロセスメカニズムの理解が不足しているため，

新たな加工方法や適切な加工条件を検討するための応用展開が行き届いていない． 

以上をまとめると，今までの切削プロセスメカニズムの理解に関する研究では，繊維強

化プラスチックの切削プロセスにおける繊維の破壊現象，およびそれに及ぼす工具形状の

影響について理解が進んだが，加工法の発展や加工条件の改善等の実用的成果には至って

いない．一方，切削加工方法，加工装置および切削工具に関する研究開発では，個別の限

定的な事象に対応できたとしても，切削プロセスメカニズムの理解が不足しているため生

産現場で生じる様々な条件変化に対し，新たな加工方法や適切な加工条件を検討するため

の応用展開が行き届いていない．そのため実際の生産現場では工具摩耗に対しては一律に

高価なダイヤモンド工具やダイヤモンドコ－ティング工具の使用，剥離問題に対しては加

工能率を低くした対応といったコスト高の生産活動を実施している． 

このため，能率的，経済的な生産が可能な切削プロセスメカニズムの理解に基づく加工

プロセスの高度化が必要であると本研究では考えている． 

 

１．３ 本研究の目的 

従来の技術，例えば延性金属材料の切削加工といった加工技術が国外へ流出している現
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状において，国内では上記 2 つの事例で挙げたような，新たな切断加工の取り組みや異方

性をもつ材料の切削加工といった特別な加工が残されている状況である．つまり，これら

の特別な加工技術を高度化していくことが日本の製造業の存続に繋がると言っても過言で

はない．そのためには，新たな加工方法を検討するにあたって，そのプロセスメカニズム

の理解に立ち返り，加工プロセスを高度化していくことが重要と本研究では考えている．

ここで，切削／切断加工に影響を与えるパラメータを列挙してみると，工作物の材質，工

作物の形状，工作物の把持の方法，工具の材質，工具のコーティング，工具の形状，工具

の姿勢，加工の軌跡，回転数，切込み量，送り量，切削液使用の有無等とその数は多く存

在する．そして，これらのパラメータが複雑に絡み合って，加工結果の良し悪しが決まる．

しかし，上記パラメータのすべての影響を考慮してプロセスメカニズムを理解していくこ

とは困難である．本研究では，加工力の被加工材に対する作用と，加工結果への加工パラ

メータの影響を考慮し，加工時の力を中心としたプロセスメカニズムを理解することで，

工具形状と姿勢および送り量の加工パラメータを適切に選択可能となり，加工プロセスを

高度化できることを 2つの具体例を通じて示す． 

 ここで上記 2 つの具体例を示す．一つ目は自動車の燃料用タンク材料である高密度ポリ

エチレンを中心としたプラスチック材料に対するナイフ状刃物を用いた切断による穴あけ

加工を例に取り上げる．この加工では，タンク自身の低剛性による加工時のタンクの変形

や刃物の折損の問題がある．そこでまず，加工時の力を中心としたプロセスメカニズムの

理解に取り組んだ結果，加工力は切れ刃側面が被加工材を押しつぶす力と，その面に作用

する摩擦の合力となっていること，切れ刃と被加工材の関係は，切れ刃通過後に加工部近

傍の被加工材が弾性回復するため，一度は開いた加工部先端部の一部は閉じ，それ以外の

加工部の幅も切れ刃の幅に比べて若干狭くなっているといったプロセスメカニズムを理解

した．この理解から刃物の背分力方向に見た断面積を減少することで背分力を小さくし加

工時のタンクの変形を抑えるコンセプトを示し，続いて，切れ刃の内側の側面と外側の側

面に加わる力を打ち消しあうようにすることで刃の折損を防ぐコンセプトを示した．そし

て，工具形状や加工時の工具姿勢を上記コンセプトに沿って適切に選択することで問題を

解決していく改善指針を打ち出だした。これが一つ目の加工プロセスを高度化できた例で

ある． 

二つ目は航空機の機体材料である CFRP に対するエンドミルを用いたトリミング加工を

例に取り上げる．この加工では，仕上げ面の剥離，低い加工能率，工具寿命の問題がある．
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そこでまず，加工時の力を中心としたプロセスメカニズムの理解に取り組んだ結果，CFRP

積層面に対し他の層に支えられない表層を引剥がす向きに切削力を働かせる削り方では剥

離が生じること，一方，表層を押さえつける向きに切削力を働かせる削り方では剥離が生

じないといったプロセスメカニズムを理解した．この理解から表層を押さえつける向きに

切削力を働かせる削り方を行うことで剥離を防ぐコンセプトを示した．そして，このコン

セプトを実現するための 2 分割傾斜加工方法を提案し，加工実験によりエンドミルの送り

量を従来条件に比べ数 10 倍の向上，工具寿命は 10 倍程度延長する成果を得た．これが二

つ目の加工プロセスを高度化できた例である． 

 

１．４ 課題の選定 

ここ東海地区は製造業が盛んな地区である．とりわけ，自動車産業，航空機産業が大き

い．そこで，本研究で扱う課題は，自動車産業から一課題，航空機産業から一課題を選定

する．自動車産業からの課題は，自動車の燃料用タンク材料である高密度ポリエチレンを

中心としたプラスチック材料のナイフ状刃物を用いた切断による穴あけ加工，航空機産業

からの課題は，航空機の機体材料である CFRPのエンドミルによるトリミング加工を選定し

た．自動車産業からの課題は，切断加工による穴あけを行いたいが，タンク自身が低剛性

であること，加工力を小さくしたいために刃物を薄くすることで、逆に刃物が折損しやす

くなること，加工時の屑が発生しタンク内に残留するといった問題を抱えている．航空機

産業からの課題は，軽量化と高強度，高剛性，メンテナンス性の良さからから選ばれてい

る CFRP について，切削加工における剝離や工具摩耗そして低能率加工といった問題を抱

えている．本研究では，産業も違い，かつ抱えている問題も違う課題を選定することで，

加工時の力を中心としたプロセスメカニズムの理解が，加工プロセスの高度化に広く適応

できる可能性を示したい． 

 

１．５ 本論文の構成 

 本論文は全 4章から成り立ち，その構成を図 1-7に示す． 

 第 1章では，「緒論」として本研究の背景と目的について述べる．既に従来の加工技術が

国外へ流出し，国内製造業の空洞化は避けられない状況になっている現在，国内製造業は，

高度な生産技術力を活かした特別な加工に対応していくことが重要であることを述べる．

次に，切削／切断加工において新たな加工方法を検討するにあたっては，そのプロセスメ
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カニズムの理解に立ち返り，加工プロセスを高度化していくことが重要であり，これまで

に行われてきたプロセスメカニズムの理解に関する研究と技術開発例をまとめる．そして，

本研究では，加工力の被加工材に対する作用と，加工結果への加工パラメータの影響を考

慮し，加工時の力を中心としたプロセスメカニズムを理解することで，工具形状と姿勢お

よび送り量の加工パラメータを適切に選択可能となり，加工プロセスを高度化できること

を 2つの具体例を通じて示すことを目的とする．なお，2つの具体例は広く適応できる可能

性を示すために，産業も違い，かつ抱えている問題も違う課題として，自動車の燃料用タ

ンク材料である高密度ポリエチレンを中心としたプラスチック材料のナイフ状刃物を用い

た切断による穴あけ加工，航空機の機体材料である CFRPのエンドミルを用いたトリミング

加工の 2課題を選択したことを述べる． 

 第 2 章では，自動車の燃料用タンク材料である高密度ポリエチレンを中心としたプラス

チック材料に対するナイフ状刃物を用いた切断による穴あけ加工について，タンク自身の

低剛性による加工時のタンクの変形や刃物の折損の問題を示す．次に，この問題点に対し，

簡便に加工力の大きさと方向を概算するとともに，切断プロセスメカニズムを理解し，ナ

イフ状刃物による加工の改善指針を導き，加工プロセスを高度化できたことを示す．具体

的には，加工実験と解析結果を通じて，加工力は切れ刃側面が被加工材を押しつぶす力と，

その面に作用する摩擦の合力となっていること，切れ刃と被加工材の関係は，切れ刃通過

後に加工部近傍の被加工材が弾性回復するため，一度は開いた加工部先端部の一部は閉じ，

それ以外の加工部の幅も切れ刃の幅に比べて若干狭くなるといったプロセスメカニズムの

理解を示す．次に，これらの理解から刃物の背分力方向に見た断面積を減少することで背

分力を小さくし加工時のタンクの変形を抑えるコンセプト，また，切れ刃の内側の側面と

外側の側面に加わる力を打ち消しあうようにすることで刃の折損を防ぐコンセプトを示す．

そして，工具形状や加工時の工具姿勢を上記コンセプトに沿って適切に選択することで問

題を解決していく改善指針を打ち出した．この章の主な内容は文献 1-50)に掲載されている． 

 第 3章では，航空機の機体材料である CFRPに対するエンドミルを用いたトリミング加工

について，異方性を持つ材料を切削加工するときの仕上げ面の剥離の問題および加工能率

と工具寿命の問題を示す．次に，この問題に対し，加工力を中心とした切削プロセスの理

解から，剥離を防ぐ方向に力が働くような工具姿勢を選ぶことで，加工能率と工具寿命を

飛躍的に向上する手法を提案し，加工プロセスを高度化できたことを示す．具体的には，

加工実験と解析結果を通じて異方性を持つ材料の切削加工特性の理解から，CFRP積層面に
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対し他の層に支えられない表層を引剥がす向きに切削力を働かせる削り方では剥離が生じ

ること，一方，表層を押さえつける向きに切削力を働かせる削り方では剥離が生じないと

いったプロセスメカニズムの理解を示す．そして，表層を押さえつける向きに切削力を働

かせる削り方を行うことで剥離を防ぐコンセプトを示し，このコンセプトを実現するため

の 2 分割傾斜加工方法を提案し，加工実験によりエンドミルの送り量を従来条件に比べ数

10倍の向上，工具寿命は 10倍程度延長する成果を得た．さらに，このコンセプトに基づい

た工具形状の提案も行っており実験的検討から送り量を従来条件に比べ 5 倍以上に向上し

たことを示す．この章の主な内容は文献 1-51)1-52)に掲載されている． 

 第 4章では，「結論」として，本研究により得られた成果をまとめる． 

 

 

 

 

 

  

Chapter 1

【緒論】
・研究の背景（現状・課題・研究開発事例など）
・研究の目的

「加工時の力を中心としたプロセスメカニズムを理解することで，工具形状と姿勢およ
び送り量の加工パラメータの適切な選択は可能となる．これらの適切な加工パラメータ
により加工プロセスを高度化できることを2つの具体例を通じて示す」

Chapter 2

【研究テーマ 1】
・加工方法：ナイフ状刃物による切断加工
・対象：「自動車用プラスチック製燃料タンクの穴あけ

加工」
・概要：プロセスメカニズムを理解することで，ナイフ

状刃物による加工の改善指針を導く．
具体的には刃物の背分力方向に見た断面積を
減少させることでタンクの変形を抑えるコンセプ
トや，切れ刃の内側の側面と外側の側面に加
わる力を打ち消し合うようにすることで刃の折
損を防ぐコンセプトを示す．これらのコンセプト
は工具形状や工具姿勢を適切に選択すること
で実現できる．

Chapter 3

【研究テーマ 2】
・加工方法：エンドミルによる切削加工
・対象：「航空機用機体材料であるCFRPのトリム加工」
・概要：プロセスメカニズムを理解することで，高能率加

工を実現する．具体的には，CFRPの積層面に対し
切削力が表層を押さえつける向きに働く削り方の
コンセプトを示す．次に，このコンセプトを実現する
2分割傾斜加工法を提案し，エンドミルの送り量を
従来条件に比べ数10倍向上し，工具寿命では10
倍程度延長する成果を得た．

Chapter 4

【結論】
・まとめ

Fig. 1-7  Flow chart of this study 
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第２章 ナイフ状刃物によるプラスチックの切断加工プロセス 

 

２．１ 緒言 

近年，車両用燃料タンクの素材として従来の鋼板に対して，軽量性，耐食性，衝突安全

性そして形状自由度の利点からプラスチック化が進み，2009 年において乗用車におけるプ

ラスチック製燃料タンクの採用率は，ヨーロッパ 90%，北米 70%，日本 60%となっている．

近未来において，軽自動車への採用検討の動きもあり，採用拡大が期待されている．なお

プラスチック材料は燃料バリア性の問題から，EVOH 樹脂やポリアミドのような燃料バリ

ア性の良好な材料とポリエチレンの積層品が供給されている 2-1) ,2-1),2-3)． 

このプラスチック製燃料タンクの形状はブロー成型法で作られる．その後，穴あけ加工，

部品の熱溶着，異物残留の目視検査，ホース取付け，ポンプ等の取付け，気密検査を経て

完成となる．穴あけ加工について，鋼板製燃料タンクではプレス加工工程時に含まれるの

に対し，プラスチック製燃料タンクでは別途穴あけ加工工程が必要となる．ここで図 2-1に

示すように，鋭利なナイフ状の刃物を用いた穴あけ加工が問題になっている．具体的には，

刃物を回転させて円形スクラップを切り抜く際，加工力によるタンクの変形と刃物の欠損，

加工時に発生する屑のタンク内残留が主な課題である．そこで，素材や刃物に負荷を極力

与えずに加工時に発生する屑を制御し得る条件の解明が望まれている． 

これまでに，ナイフ状刃物による切断加工に関する研究が行われている．Mahtab らは，

すべり線場解を用いてナイフ状の刃物による押切り切断加工プロセスを解析し，実験結果

とも一致することを確認している 2-4)．石川らは，軟質高分子材料を切断するプロセスに対

して，刃先稜線方向に刃物を移動しながら切断する，いわゆる引き切りの機構について考

察している 2-5)．次に，この機構の理解のもと被加工材と工具刃物との問に作用する固体摩 

 

 

 

 

2.刃の折損
刃具の過剰保管・作業の危険

1.タンクの変形
部品の溶着不良

3.加工時に発生する屑の残留
検査・除去の工程が必要

Fig. 2-1  Problem in boring of resin automobile’s fuel tank 

with knife edge tool 
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擦低減による切断抵抗の軽減, 変形・たわみを伴わない高精度,高能率な切断等を特徴とす

る振動切断法の解析結果を実証している 2-6)．金沢らは，ナイフ状刃物を用いて甘藷を押切

り切断するプロセスの有限要素法解析を試みているが，切断力の推定値と実測値は正確に

は一致していない 2-7)．このように調査をしてみると，これらの研究はニッパーで針金を切

断する場合，包丁で南瓜や薩摩芋のように厚い材料を切断する場合，そしてカッターナイ

フで薄く軟らかいプラスチック板を切断する場合といった一般にナイフ状刃物を用いて工

作物を切断する刃の動作を対象としていることがわかる．しかし，今回の課題であるプラ

スチック製燃料タンクの穴あけ加工のように切断する材料が厚く，しかもタンクが変形す

るという剛性の低い状態で，ナイフ状刃物を回転させ，タンク材料を切断したいというニ

ーズが出ているこの加工方法は，新しいプロセスである．そして，ナイフ状刃物が曲面を

含む複雑形状を有すること，穴あけを行うために切れ刃の軌跡が円弧であること等の点で

複雑である．一方，燃料タンクに主に使用される高密度ポリエチレン（HDPE）は，加工

硬化性が小さく，比較的単純な材料特性を有している 2-8)． 

本研究では，このプラスチック製燃料タンクの穴あけ加工プロセスの改善を最終的な目

的とし，その第 1 段階として，プラスチックをナイフ状の刃物で切断する加工プロセスを

理解することを目的とする．これにより，例えば刃物の折損を引き起こす加工力の大きさ

と方向の概算が可能となる．また，それらに対する加工条件や刃物形状・姿勢の影響が明

らかとなり，より適切な加工方法や条件を検討し得るものと考えられる．そこで，上記の

穴あけ加工プロセスを理解するため，ナイフ状刃物の姿勢と切込みを変化させて加工実験

を行い，加工力，加工後の被加工材形状，切れ刃形状等の測定を行う．同時に解析を試み

るが，上記のように有限要素法解析を行っても必ずしも正確な推定結果を得られないこと，

逆により単純なモデルの方がプロセスの理解には有用な面も多いこと，対象とする被加工

材の加工硬化性が小さいこと等を考慮し，ここでは刃面上の圧力と摩擦係数を一定と近似

する単純な解析を行う．これにより，簡便に加工力の大きさと方向を概算するとともに，

加工プロセスの理解を試みる．そしてその理解に基づき，上記の課題を解決する方法につ

いて考察する． 

 

２．２ 実験装置および実験方法 

 ２．２．１ 被加工材 

本実験に用いた被加工材の写真を図 2-2に示す．被加工材は，実際に成形された燃料タン
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クから切り出されたもので，高密度ポリエチレン黒（HDPE+カーボンブラック 1%以下），

タンク成形時に発生するバリの再生材（主に HDPE），接着樹脂，エバール樹脂（EVOH），

接着樹脂そして高密度ポリエチレン白（HDPE）の 6層構造になっている．ここで，接着樹

脂，エバール樹脂，接着樹脂の 3 層は相対的に薄いため，全体厚さで見たタンク材の切断

加工性に及ぼす影響は小さいと考えられる．次に，予備的な切削試験により，高密度ポリ

エチレン黒およびバリ再生材，高密度ポリエチレン白の特性を調査した結果，すくい面上

の平均摩擦係数ならびにせん断面せん断応力のいずれについても，ほとんど差異が無いこ

とを確認している．そこで，本実験では高密度ポリエチレン黒からタンク材バリ再生材ま

での 2 層を実験対象とし，その前加工面の平面度を向上するために予めフライス加工を施

した． 

高密度ポリエチレン（HDPE）は，前述したように加工硬化性が小さい 2-8)．このことか

ら，硬さ試験によって被加工材の圧縮強さを簡便に概算できるものと考えられる．そこで，

微小硬さ試験機（(株)アカシ製 HMV-125）を用いてビッカース硬さ試験を行った．ビッカー

ス硬さは，正四角錘ダイヤモンド圧子を材料表面に押込んだ後に残る永久くぼみの表面積

で，押込み荷重を除した値で表される．しかし本研究では，より材料の圧縮強さに近い値

を得るため，くぼみの表面積ではなく，荷重方向に見たくぼみの投影面積で荷重を除した．

試料としてバリ再生材を使用し，押込み荷重を 0.098 Nとして測定を行い，上記によって同 

 

 

 

 

Fig. 2-2  Workpiece of plastic used for automobile tank 
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定した結果，圧縮強さ 34.5 MPaを得た． 

次に，被加工材と刃物材料との間の動摩擦係数を同定するため，ピン（ボール）オンデ

ィスク方式摩擦摩耗試験機（(株)レスカ製 FRP-2100）を用いて摩擦試験を行った．摩擦面

としてバリ再生材を準備し，圧子には刃物材質に近いステンレス鋼製の球（4.76 mm）を

用いた．負荷荷重 1.96 N, 設定摩擦速度 100 m/minで測定を行い，動摩擦係数 0.17を得た．

なお，この負荷による接触応力は被加工材の硬度に対して高く，被加工材の摩擦面は塑性

変形して圧子の断面形状にならった滑らかな溝形状になった．このことから，表面粗さの

影響は小さいものと考えられる． 

 ２．２．２ ナイフ状刃物 

加工実験に用いたナイフ状刃物を図 2-3に示す．本刃物は曲面形状側と平面形状側を持ち，

材質は SKH51 である．真空焼入れ処理により 65 HRC の硬度を有する．図 2-4(a)は，その

刃先形状をレーザー顕微鏡（(株)キーエンス製 VK9700）により測定した結果である．測定

された 3次元形状を解析モデルに入力するため，図内 z方向に刃先先端から 0.1 mmピッチ

で xy 平面に平行な面で切断し，各断面曲線を図 2-4(b)に示すように 5 次の回帰曲線により

近似した． 

 ２．２．３ 実験装置および実験方法 

加工実験の方法を図 2-5に示す．図のように，本実験では被加工材を旋盤（オークマ(株)

製 LS旋盤）の主軸に固定して回転させ，刃物側に送り運動を与えて徐々に切込みを増加さ

せた．被加工材の寸法は切削位置の回転直径に比べて小さいため，断続的な加工となる．

工具と送りテーブルの間には動力計（KISTLER製 9257B）を設置し，加工力を測定した． 

 

 

 
Fig. 2-3  Geometry of knife edge tool 
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ここで xは半径方向，yは主分力方向（回転の接線方向），zは背分力方向（切込み方向）を

表す．なお，送りテーブルに対する動力計の固定部は，鉛直軸回りの回転位置を任意に設

定可能な機構を持つ． 

ナイフ状刃物の姿勢は，図 2-6(a)に示すように平面側が外側を向く場合 A と，図 2-6 (b)

に示すように内側を向く場合 B の 2 種類について試験した．いずれの場合も，図のように

内側の面が背分力方向（回転軸と平行）と成す角度を傾斜角（Tilt angle）iと定義する．ま

た，被加工材の前加工面は，回転軸と垂直ではなく，半径方向の回りに 3 度の傾斜を持た

せて主軸に固定し，加工が進むに伴って切込みがほぼ線形に増大するようにした．つまり，

主分力方向の被加工材の幅が 35 mmであることから，被加工材の両端での切込みの差は， 

Fig. 2-4  Shape of knife cutting edge measured with laser microscope 

(a) Three dimensional image of knife cutting edge 

 

 

(b) Profiles measured and fitted at z=1 mm 
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Fig. 2-5  Machining experiment using conventional lathe 

(a) Cutter orientation A:  

plane side is facing outward. 

 

 

(b) Cutter orientation B: 

plane side is facing inwards. 

Fig. 2-6  Two settings for machining experiments 



31 

 

35 × sin(3º) =1.8 mmと算出される．本実験では，主軸 1回転当たりの刃物送り量（切込みの

増加量）を 0.2 mm/rev で一定とした．このように，加工面の傾斜を切込みの増加より大き

く設定することで，常に切込み量が 0 の状態から加工を開始する．主軸回転速度はほぼ一

定であるため，加工後に，加工力測定データを分析する際，加工力の立ち上がり（加工開

始）からの時間経過より切込み量を算出することができる．切削動力計から得られた加工

力測定結果の一例を図 2-7 に示す．ここで，設定上の z 方向切込み量を Zsとし，この Zsを

下記のように求める．主軸の回転周期を正確に測定した結果 0.18927 s（回転数の設定値は

317 min
-1）であったことから，この周期毎に切込み量は 0.2 mmずつ増加する．そこで，図

2-7の拡大図に示すように，切込み開始時から回転周期（0.18927 s）を 1単位として，時間

経過より設定上の切込み量 Zsを算出した． 

 本加工実験の条件を表 2-1にまとめる．表に示すように，加工速度は 100 m/minで一定と 

 

 

 

 

Fig. 2-7  An example of cutting force measured with dynamometer 



32 

 

 

 

 

した．5回の加工実験で変化させたパラメータは刃物の向きと角度だけであるが，前述のよ

うに毎回の加工において切込み量が連続的に変化する．なお，本実験では被加工材を 2つ 

に分断するまでは工具を送らず，切込み量が 2mmになる前に送りを停止して高密度ポリエ

チレン黒の層およびバリ再生材の層の 2層のみを加工した． 

 

２．３ 加工力の解析 

 ２．３．１ ナイフ状刃物による切断加工プロセスの解析モデル 

 緒言で述べたように，本研究ではプロセスの理解と大まかな加工力の予測を実現するた

めに単純な解析を試みる．Mahtabらのすべり線場解 2-4)が軟質金属に対して概ね実測値に一

致したこと，ここで対象とする HDPEの加工硬化性は小さい 2-8)ことから，次のように大胆

な仮定が近似的に可能であると推定される． 

①ナイフ状刃物と被加工材である HDPE の接触面では，全ての位置で HDPE の圧縮強さと

して一定の接触応力 σが法線方向に作用する． 

②上記接触応力に対して，一定の摩擦係数 μ を掛けた摩擦応力（微小面積を掛けると力と

なる）が加わり，その方向はその位置での刃面に対する接線方向であって，かつ切込み

方向に垂直である． 

③上記接触応力と摩擦応力の合成ベクトルを接触面の全面にわたって積分することで加工

力のベクトルを概算し得る． 

以上より，接触面を同定することができれば，材料特性（圧縮強さと摩擦係数）から加工

力を概算し得える． 

上記解析の前に，参考までに材料を切り分ける力を表面エネルギから予測する．破断ま

Table2-1  Machining conditions 
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でに外力がなす仕事は表面エネルギの 2倍に等しい 2-9)ことから，高密度ポリエチレンの表

面エネルギの値 2-10) 
0.031 J/m

2に今回の実験条件である切込み量 0.2 mmあたりの力を算出す

ると 2×0.031×0.2×10


=1.24×10


 Nとなる．この値は後述する加工力に比べて無視できるほ

ど小さい．このことから，一般的な金属の切削加工と同様に材料を切り分ける力は無視で

きる程度であり，加工力は被加工材の塑性変形と被加工材－刃物間の摩擦に対して生じる

ものと考えることができる． 

 本研究の解析モデルにおける座標系は，実験（2.2.3 項）と同様である．ナイフ状刃物の

姿勢を A（平面側が外側を向く場合）の条件で加工した被加工材の断面を図 2-8に示す．太

い実線で示されるナイフ状刃物の刃先は，前述の加工力測定結果の分析（図 2-7参照）から，

図 2-8に示される断面の溝が加工された時点での切込み量を予測し，その刃先位置と設定さ

れた刃物姿勢に基づいて描かれている．ここで，Zs は上記のように予測される設定上の z

方向切込み量，Ztは図 2-8 に示される断面から測定される加工後の溝の z 方向深さである．

本実験では，刃物を図 2-8 に示されるz 方向のみに送って切込みを与えている．しかし，

薄いナイフ状の刃物が板厚方向（x方向）に低剛性であるため，加工力の x方向成分が無視

できない場合，x方向変位を伴って z方向に切り込むことになる（図 2-8参照）．この x方向

変位 Xtについても断面観察に基づいて推定した．i は前述の工具傾斜角，Fxzは主分力方向

（y方向）に垂直な面内の加工力成分，は Fxzの方向を示す角度である（図 2-8参照）． 

加工力は，ナイフ状刃物の刃先の曲面形状側および平面形状側が受ける力の合力である

と考えられる．ここで，工具傾斜角 iと力 Fxzの角度との関係を実験的に測定した結果を図

2-9 に示す．図より，i が増加するに従ってが i に近づいていることが分かる．これは，i

が大きな領域では，ナイフ状刃物の刃先の曲面形状側のみで被加工材を加工するプロセス

へ移行していることを示している．実用的には両側で均等な力を受けて加工することが望

ましいが，加工機構を考察する上では片側のみで力を受けるプロセスの方が実験的検証に

は明瞭である．そこで，本研究ではまず片側のみで力を受けるプロセスについて実験およ

び解析の比較を行い，その後両側から力を受ける実用的なプロセスについても比較・考察

を行う． 

ナイフ状刃物の刃先の曲面形状側のみが被加工材から力を受けて加工を行っているプロ

セスを模式的に図 2-10 に示す．本解析では，ナイフ状刃物の刃先の刃面を微小領域（図で

は分かりやすいように大きな領域に分割している）に分割し，それぞれの面に働く力のベ

クトルの和として加工力を推定する．すなわち，前述の通り，被加工材の圧縮応力 σに微小 
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領域の面積を掛けた力   が法線方向に作用する（①の仮定）．次に，この法線方向の力に一

定の摩擦係数 μを掛けた摩擦力   がその位置での刃面に対する接線方向であって，かつ切込

み方向に垂直に作用する（②の仮定）．そして，①の法線方向の力と②の摩擦力の合成ベク

トルを接触面の全面にわたって積算することで加工力のベクトルを概算する（③の仮定）．

ここでは，ナイフ状刃物の刃先は設定どおりに被加工材に対し切込みを行うものと仮定す

る．加工後には，被加工材の弾性回復のため，一度は開いた加工部先端は閉じ，押し広げ

られた被加工材も狭まるものと考えられる． 

Fig. 2-8  Cross section of workpiece after machining and definition of 

some parameters 

Fig. 2-9  Relationship between tilt angle i and resultant force angle 
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 具体的には，図 2-11 に示すように，ナイフ状刃物の刃先側面を yz 方向に 0.1 mm間隔に

分割し，各微小面で被加工材を圧縮する力のベクトル     
は，その中心位置に対して上下左

右の 4点の位置ベクトルを利用して次のように求められる（①の仮定）． 

 

   
)1()1()1()1(

4
  kjkjkjkjn ppppf
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                  (2-1) 

 

次に，微小面に働く摩擦力を     
，z 方向の単位ベクトルを   とする．まず，摩擦力の方

向は，各位置での     
と   の外積によって求められる．これを単位方向ベクトルとした後，

摩擦係数 μ および圧縮力の大きさ      
 を掛けることによって，各微小摩擦力ベクトルを得

ることができる（②の仮定） 
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次に工具に働く合力   は，各微小面に働く圧縮力と摩擦力の和を全接触領域で積算するこ

とで求められる（③の仮定）． 
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Fig. 2-10  Model of knife-cutting process 

 

Fig. 2-11  Close-up of contact area 
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 ２．３．２ 設定切り込みと実切り込みの関係 

 上述の加工プロセスのモデルには，ナイフ状刃物の刃先によって切り広げられる被加工

材の加工前後の形状，および被加工材に対する刃先の相対位置が必要である．被加工材形

状については，次項で述べるように加工後の被加工材を直接観察して同定することができ

る．一方，加工中の刃先の相対位置については，直接計測することが困難である．しかし，

プラスチックである被加工材に比べて機械構造の剛性は極めて高く，設定通りに刃先が被

加工材に切り込まれるものと推測される．ここでは，下記のようにこの推測が概ね正しい

ことを確認する．ただし，半径（x）方向のみについては，薄いナイフ状刃物の剛性が低い

ため，加工力に依存して変位するものと推測される．このため，刃先の半径方向位置につ

いては，次節で述べるように加工条件に応じて仮定するものとする． 

 まず実験機を含む被加工材周辺の剛性を調べた．図 2-12 に示すように加工実験と同様に

動力計および被加工材を取付け，ナイフ状刃物をダミー工具（□20 mm の四角柱状）に取

り換える．この際，ダミー工具に渦電流式変位計（(株)電子応用 S-06），被加工材にターゲ

ットを固定し，両者の間の相対変位（押込み量）を測定した．押込み量と背分力方向に働

く力の関係を図 2-13 に示す．この結果から，接触開始時の非線形性が強い領域を除き，機

械のループ剛性は概ね 21.5 N/μmと求められる．次に，この剛性値を利用し，設定した切込

み深さ Zsと被加工材断面から測定した実切込み深さ Ztの差 Zs－Ztについて考察する．この

差は，切れ刃近傍の被加工材に発生する弾性変位 Ewと機械ループ全体の背分力方向の弾性

変位 Emに分けることができる．この内，機械ループの弾性変位 Emは，加工中に測定され

た背分力を上記剛性値 21.5 N/μmで除することにより推定される．さらに，その推定値 Em

を切込みの差 Zs－Ztから差し引くことで，切れ刃近傍の被加工材の弾性変位 Ewを推定する

ことができる． 

 以上の推定結果，および上記実験の設定切込み Zsと実切込み Ztとの関係を図 2-14に示す．

図に示されるように，設定切込み Zs =1.4～1.8 mm において，機械ループの弾性変位 Emは

0.016 mm程度以下と小さく，切れ刃近傍の被加工材の弾性変位 Ewが 0.34 mm程度で支配的

になっていることがわかる．以上より，剛性の高い工作機械とナイフ状刃物でプラスチッ

クを切断する本加工プロセスのモデルでは，図 2-10 に示す被加工材の弾性のみを考慮すれ

ば十分であることがわかった． 

 上記の切れ刃近傍の被加工材弾性変位 Ewは，被加工材が圧縮強さ以上の応力を受けて塑

性変形した後に弾性回復する量に相当するため，材料特性と刃先角度に依存して概ね一定
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であることが予想される．実際に，図 2-14に示す 3つの Ewの値は 0.34 mm程度でほぼ一定

であることから，本研究では設定切込み深さが変化しても切れ刃近傍の被加工材弾性変位

Ewは一定であるものと仮定する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-12  Set up to measure loop-stiffness of machine in z direction 

 

Fig. 2-13  Relationship between z displacement and thrust force 
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 ２．３．３ 加工前後の被加工材形状と刃先の x方向変位 

前項の初めに述べたように，本加工プロセスモデルへの入力情報として，ナイフ状刃物

の刃先によって切り広げられる被加工材の加工前後の形状，および各切込み深さにおける

刃先の x方向変位が必要である．これらの同定方法を，下記の加工条件での結果を例にとっ

て説明する． 

 ナイフ状刃物の姿勢 A，工具傾斜角 i=44°，旋盤 1 回転あたりの切込み深さ 0.2 mm の条

件において，図 2-9 に示したように，力 Fxzの角度が傾斜角 i に最も近づく．この条件は，

2.3.1 項で述べたように，ほぼ片側（刃物の曲面側）のみで力を受けるプロセスであり，加

工機構を考察する上で望ましいと考えられる．ただしこの場合には，刃物の曲面側のみで

受ける加工力によって薄いナイフ状刃物が x方向にたわみ，刃先の切込み運動が z方向から

傾くこととなる．この切込み運動の軌跡は，刃物の平面側に働く加工力が無視できるほど

小さい場合，加工後に，刃物の平面側の溝断面形状として残るものと考えられる（図 2-8参

照）． 

まず，被加工材の加工前後の形状を求めるため，加工を行っている刃物の曲面側の加工

後の被加工材形状を断面写真（図 2-8）より，図 2-15(a)に示すように一次の近似式を用いて

同定した．具体的には，この場合に x=0.7157×z－0.1948と同定されている．この形状が，こ

の条件における加工後の被加工材形状である．ここで，xおよび zの原点は，被加工材の断

面写真から，最後の加工時に刃先先端が通過したと予想される位置とした．なお，1回転前 

Fig. 2-14  Estimation of elastic deformation of workpiece 
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の加工を考えると，0.2 mmだけ浅い切込み深さにおいて，同様の弾性回復（前項で述べた

ように 0.34 mm）が起こり，同じ傾き（0.7157）で表わされる被加工材形状が残っていたと

考えられる． 

次に，上記の刃先の切込み運動軌跡を求めるため，ナイフ状刃物の設定切込み深さ z=Zs

と加工時の刃先の x 方向変位推定値 x=Xt（実際には加工後の平面側の溝断面形状）との関

係を，図 2-15(b)に示すように近似式 x=0.231×z＋0.0091として同定した． 

Fig. 2-15  Profile of machined groove  

 

(a) Curved surface side 

 

 

(b) Plane side 
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以上より，近似式 x=0.231×z＋0.0091 に沿って最後の被加工材断面形状を平行移動するこ

とで，次のように各切込み深さにおける加工前後の被加工材形状（刃物の曲面側）が得ら

れる．すなわち，最後から c 回前の加工後（ c1 回前の加工前）の形状は x－

0.231×0.2×c=0.7157×(z－0.2×c)－0.1948によって得られる． 

なお，各瞬間において，ナイフ状の切れ刃の各微小面上に配置した位置ベクトル    は，

先にレーザー顕微鏡測定によって得られた値（図 2-4）に，工具傾斜角の回転変換と上記の

切込み運動の平行移動を施すことで得られる． 

 

２．４ 実験結果と考察 

 ２．４．１ ナイフ状刃物の片側のみに加工力が働く場合 

 まず，前節で例として取り上げた，切れ刃の片側（曲面側）側面のみで加工力を受ける

条件（ナイフ状刃物の姿勢 A，工具傾斜角 i=44 °）において，加工力の解析を行った．なお，

被加工材上面の加工開始位置を半径 50.3 mm（表 2-1）とした． 

 

 

 Fig. 2-16  Experimental and simulated knife-cutting forces (experiment No.4)  
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加工力の解析結果と実験結果を合わせて図 2-16 に示す．図に示されるように，解析結果

と実験結果は良く一致しており，3分力のいずれにおいても，さらにどの切込み深さにおい

ても大きな誤差は見られない．このことから，HDPE をナイフ状刃物で切断する加工は，

切れ刃と接触する被加工材のほぼ全面で被加工材が塑性変形（接触応力は圧縮強さに達す

る）を起こしながら摩擦応力（前記接触応力の摩擦係数倍）を受けるという，単純なプロ

セスとして理解することができる． 

 ２．４．２ ナイフ状刃物の両側から加工力が働く場合 

 次に，ナイフ状刃物の曲面形状側および平面形状側の両側から加工力を受け，それらの

力が概ね打ち消し合う条件（ナイフ状刃物の姿勢 B，工具傾斜角 i=10°）において，加工力

の解析を行った．このような条件は，半径（x）方向の加工力が著しく減少する点で実用的

に望ましいが，打ち消し合う曲面形状側の力と平面形状側の力を個別に検証することはで

きない． 

 

 

 

 

Fig. 2-17  Experimental and simulated knife-cutting forces (experiment No.5)  
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この条件では，2.4.1項の条件（ナイフ状刃物の設置 A，押込み角 i=44 °）と基本的に同様

の解析を行うが，刃先の半径（x）方向変位が被加工材の溝断面形状として残らないため，

この刃先の x 方向変位を予測する必要がある．ここでは，図 2-15 に示される刃先の x 方向

変位で，図 2-16に示される x方向力（測定値）を除することで x方向剛性（784 N/mm）を

算出し，この値を利用して次のように x方向変位を推定した．概ね x方向の加工力が打ち消

し合うため，初期値として x方向変位はないものとして解析を行い，各切込み深さで x方向

力を算出する．これを前記剛性で除することで x方向変位を推定し，これを解析モデルに入

力して再度 x方向力，そして x方向変位を求める．これを，入力した x方向変位と求められ

た x 方向変位の差が十分に小さくなるまで，具体的にはすべての切込み深さにおいて差が

0.01 mm以下に収束するまで繰り返した．なお，切込み開始時の刃先の x方向位置は，設定

値である 50.3 mm（表 2-1参照）とした． 

本条件における加工後の被加工材形状については，2.3.3 項と同様に，一次の近似式とし

て，平面側の形状を x=0.1214×z－0.0016，曲面側の形状を x=－0.1744×z＋0.079と同定した． 

この被加工材形状を解析モデルに入力し，上記のように繰り返し計算によって x方向変位

を推定することで加工力を推定した．その結果を実験結果と合わせて図 2-17に示す．なお，

この場合に必要とされた繰返し計算の回数は 3 回であった．本条件のように曲面側と平面

側で工具が受ける加工力が打ち消し合う場合においても，図に示されるように本解析モデ

ルによる計算結果は，実験結果と良く一致している． 

 

２．５ 結言および高度化のための提案 

本研究では，ナイフ状刃物を用いたプラスチックの穴あけ加工について，簡便な加工力

推定とプロセスの理解を目的として，実験および解析を行った．それらの結果は，以下の

ようにまとめることができる． 

(1) 切れ刃側面を微小面に分割し，それぞれの面に働くベクトルの和から加工力を予測する

モデルを構築し，その妥当性を確認した． 

(2) 材料を切分ける力は無視できる程度であり，加工力は，切れ刃側面が被加工材を押しつ

ぶす力（接触応力は接触面の概ね全面で被加工材の圧縮強さとなる）と，その面に作用

する摩擦力の合力として理解することができる．工具全体としては，切断を行う 2つの

側面（この場合，曲面側と平面側の両側面）に作用する力の重ね合わせとして加工力が

働き，半径方向に打ち消し合い，主分力方向と背分力方向には強め合う． 
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(3) 半径方向力が相殺されずに残ると，薄いナイフ状刃物がたわむことで，加工される穴が

テーパ状になる．刃物が折損する問題は，このたわみが限界を超えた場合に生じるもの

と考えられる． 

(4) 切れ刃通過後に，加工部近傍の被加工材が弾性回復するため，一度は開いた加工部先端

の一部は閉じ，それ以外の加工部の幅も切れ刃の幅に比べて若干狭くなる．回転毎にこ

のプロセスを繰り返し，切込みが増加して板厚を超えると穴あけが完了する． 

 以上のように本研究で得られた知見から，対象とする穴あけ加工プロセスの課題に対し

て，次のような改善指針を導くことができる．タンクの変形を引き起こす背分力は，加工

に関与する部分の刃物を背分力方向に見た断面積に概ね比例する．従って，これを減少す

るにはその断面積を減少すれば良い．ただし刃物の折損の問題を同時に考慮すると，刃物

の径方向の厚みを減少するより主分力方向の幅を減少して断面積を減少する方が良いと推

測される．また，折損は径方向の加工力に起因するため，切れ刃の内側の側面と外側の側

面に加わる力が完全に打ち消しあうように，工具形状を設計し，加工時の工具姿勢を選択

すると良いと考えられる．具体的には，目的の穴の円筒面上に切れ刃が位置する形状・姿

勢であって，内側の側面と外側の側面の接触面積が半径方向に見て等しくなるように工具

形状を設計すると良い．加工時に発生する屑のタンク内在留については今後の課題である． 
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第３章 エンドミルによる炭素繊維強化プラスチックのトリミング

プロセス 

 

３．１ 緒言 

 近年，航空機は環境適合性および高性能化の要求にともない，これまで主要材料として

適用されていたアルミ合金に比べ，比強度（重量当たりの強度）および比弾性率（重量当

たりの弾性率）の高い炭素繊維強化プラスチック（以下，CFRP）の使用率が，増加の一途

をたどっている．この CFRPを部品として使用するためには，一体成型した後，切削，穴あ

けなどの二次加工が必要となる場合が多い．しかし，工具摩耗が非常に激しいことや，単

一材とは異なる材質のため，その切削機構も金属材料とは異なることから，良好な仕上げ

面が得にくいといった問題がある 3-1),3-2),3-3),3-4),3-5)． 

これらの問題に対して，ガラス強化繊維とプラスチック母材の変形と破壊に着目し切削

過程の繊維方向依存性を有限要素法によってシミュレートする手法の提案 3-6)，CFRP 中の

繊維と母材および刃先に丸味をもつ工具をモデル化し、有限要素法を用いて工具食い付き

時の繊維の破壊挙動を解明する研究 3-7)，CFRP の繊維角ならびに工具すくい角の切削抵抗

や加工面に及ぼす影響の調査ならびに動的観察から加工面生成機構を解明する研究 3-8)3-9)，

この続編として切削残留量ならびに加工変質深さの発生機構を解明する研究 3-10)，さらに，

工具刃先丸味ならびに逃げ角が切削残留量，加工変質深さ，加工面性状等に及ぼす影響を

調査した研究 3-11)といった異方性を持つ複合材料の切削プロセスメカニズムを理解する研

究が行われている． 

これら以外にも切削加工方法，加工装置および工具に関する研究開発も行われている．

切削加工方法ならびに加工装置については，穴あけ加工においてスクエアエンドミルまた

はボールエンドミルを用いたマシニングセンターのヘリカル加工を行うことで，加工中の

スラスト力を低減し層間剥離を防ぐ加工方法の研究 3-12)3-13)，また、ヘリカル加工と基本的

な切削原理は同じであるがエンドミル状の工具が工具中心軸回りの回転である自転運動を

行うことに加え，工具中心軸に平行な偏心軸回りの回転である公転運動を行いながら穴の

軸方向に送る加工方法の研究 3-14)，この動きを実現するスピンドルユニットの開発 3-15)，さ

らに，工具の自転軸に傾斜を付け偏心することでボールエンドミル底刃中心部を避けて切

削し切削力の軽減を期待した加工方法の研究 3-16)，工具に超音波振動を付与して切削加工を

行う研究 3-17)が行われている．続いて切削工具に関しては，穴あけ加工において，ボールエ
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ンドミルを利用することで工具中心よりも外周部の除去量が軽微になることで外周部の加

工負荷を小さくして良好な穴を創成する研究 3-18)，ドリル最外周の先端角を小さくすること

で、切削抵抗の反力を軸方向ではなく半径方向に分散させ、削り残し部に加わる力を大き

く下げるドリルの開発 3-19)3-20)，同様な考え方でドリル角部を R 形状にすることで切削負荷

分散をねらったドリルの開発 3-5)3-21)が行われている．また、トリム加工において、エンドミ

ルのシャンク側を左ねじれに、先端側を右ねじれとし、ねじれ切り替え部を板厚の間に挟

みこんで切削することで、上面は左ねじれで表層を母材に押し付けるように、下面側は引

き上げるように作用させて、反力を上下面から相殺するように分散させ層間剥離を押さえ

込むエンドミルの開発 3-19)3-20)が行われている．その他工具摩耗に着目した研究 3-22),3-23),3-24)

が行われており，生産現場での問題を解決するという視点に立った研究開発が行われてい

る． 

しかし，これらの研究開発が行われているものの，今までの切削プロセスメカニズムの

理解に関する研究では，繊維強化プラスチックの切削プロセスにおける繊維の破壊現象，

およびそれに及ぼす工具形状の影響について理解が進んだが，加工法の発展や加工条件の

改善等の実用的成果には至っていない．一方，切削加工方法，加工装置および切削工具に

関する研究開発では，個別の限定的な事象に対応できたとしても，切削プロセスメカニズ

ムの理解が不足しているため生産現場で生じる様々な条件変化に対し，新たな加工方法や

適切な加工条件を検討するための応用展開が行き届いていない．そのため実際の生産現場

では工具摩耗に対しては一律に高価なダイヤモンド工具やダイヤモンドコ－ティング工具

の使用，剥離問題に対しては加工能率を低くした対応といったコスト高の生産活動を実施

している．このため，能率的，経済的な生産が可能な切削プロセスメカニズムの理解に基

づく加工プロセスの高度化が必要であると本研究では考えている． 

本研究では，エンドミルによる CFRPのトリミング加工において，加工力を中心とした切

削プロセスの理解から，剥離を防ぐ方向に力が働くような工具姿勢を選ぶことで，加工能

率と工具寿命を飛躍的に向上する手法を提案する．本章では，加工実験と解析結果を通じ

て異方性を持つ材料の切削加工特性の理解から，削り方のコンセプトを示す．次に，この

コンセプトを実現するための加工方法の具体的な提案とその有効性を示す．また，このコ

ンセプトに基づいた工具形状の提案と実験的検討も示す． 
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３．２ 解析モデルの構築 

剥離防止のメカニズムを力から解析的に検討するため，切削力の概算を行う．エンドミ

ル加工は，切削方向が変化する点，切削と空転を繰り返す断続性，複数の刃が同時に切削

に関与する点，多くの場合に刃がねじれ角を持つために同じ刃でも切削方向や断続切削の

タイミングが異なる点など，その加工プロセスは複雑である．ここでは，繊維方向による

異方性は考慮せず，切取り厚さ h に軸方向切込み a と比切削抵抗を乗じて算出する力と切

れ刃長さに単位切れ刃長さあたりのエッジフォースを乗じて算出する力を加算する手法を

用いた 3-25)3-26)．更に，これに加え，エンドミルが前傾または後傾する姿勢を含めた時のCFRP

板を貫通しスロッティングをする場合の切削力解析モデルを構築した． 

以下に計算式を示す．なお，各パラメータについては図 3-1に解析モデルの概要および各

パラメータを示す． 
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Fig. 3-1  Geometry of end milling process 

 

 

 

(a) Uncut chip thickness h 

 

 

(b) Judgment of cutting region 

 

 

(c) Delay by helix angle 

 

 

(d) Cutting forces acted on micro element 
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D : エンドミル直径 

 : 工具回転角 

e : 任意の工具回転角 

p : 刃のピッチ角 

γ : エンドミルの前傾および後傾の姿勢を示す角度(リード角) 

f : CFRPの表層面に沿った一刃あたりの送り量 

cγ : 工具回転軸を紙面に垂直方向と見たとき紙面に投影される一刃あたりの送り量 

h : 切取り厚さ 

a : 軸方向切込み 

t : CFRPの板厚 

be : 切削有無の境界エンドミル高さ 

Ft : 接線方向切削力（主分力） 

Fr : 半径方向切削力（背分力） 

Fa : 軸方向切削力 

Ktc : 接線方向（主分力方向）比切削抵抗 

Krc : 半径方向（背分力方向）比切削抵抗 

Kac : 軸方向比切削抵抗 

Kte : 接線方向（主分力方向）エッジフォース 

Kre : 半径方向（背分力方向）エッジフォース 

Kae : 軸方向エッジフォース 

Nf : 刃数 

j : 刃の番号 

β : ねじれ角 

 : 刃先の遅れ角 

L : 軸方向分割数 

K : 回転角分割数 
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図 3-1(a)に示すようにエンドミルが表層面に沿った進行方向に対し前傾または後傾する

とき，その傾きの角度は，板厚方向と工具回転軸とのなすリード角 γを意味する．そして，

前傾側をプラス，後継側をマイナスと定義する．この場合，工具回転軸を紙面に垂直方向

と見たとき紙面に投影される一刃あたりの送り量 cγは，CFRP 板積層面に沿った一刃あた

りの送り量 fを用いると，次式のように表わせる． 

 

 cγ = f cosγ                            

 

切取り厚さ h は，工具回転軸を紙面に垂直方向と見たとき紙面に投影される一刃あたりの

送り量 cγと回転角度の sin 関数の積で近似的に次式のように表わせる． 

 

h≒cγ sin                               (3.2) 

 

軸方向切り込み aは，CFRPの板厚 tとリード角 γを用いて次式のように表わせる． 

 

 a = 
 

    
                           (3.3) 

 

次に，ねじれ角 β をゼロとし，比切削抵抗から算出する力と単位切れ刃長さあたりのエッ

ジフォースから算出する力を加算して各刃に働く切削力を求める．スロッティング加工の

場合，刃の番号 jの工具回転角jにおいて 0 deg≦j≦ 180 degの範囲で切削を行うが，リ

ード角 γにより，工具回転角jの進行に伴い，CFRP 板の上面側および下面側においてエン

ドミルの切れ刃が切削有から切削無，あるいは切削無から切削有といった領域が存在する．

図 3-1(b)の CFRP 板の下面側に着目すると，切れ刃の工具回転角がeに到達した時の切削

有無の境界エンドミル高さ beは次式で表わされる． 

 

 be = (
 

 
sine) tanγ                                                        (3.4) 

 

しかし，ねじれ角 β がゼロにおける切削力の計算においては，常に一定の切れ刃長さ（板

厚 t の 1/cos γ倍）が切削加工を行っていることから，一定の工具軸方向切込みにて切削加
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工を行っているとみなすことができる．以上から次式のように表わせる． 

 

Ftj = Ktca(γ)h(j) + Kte a(γ) ≒Ktc

 

    
cγ sinj + Kte

 

    
                             (3.5) 

 

 Frj = Krca(γ)h(j) + Kre a(γ) ≒Krc

 

    
cγ sinj+ Kre

 

    
                             (3.6) 

 

 Faj = Kaca(γ)h(j) + Kae a(γ) ≒Kac

 

    
cγ sinj+ Kae

 

    
                            (3.7) 

 

これを工具軸座標で見たときの uv方向に変換し，また軸方向が w方向であることから次式

のように表わされる． 

 

 Fuj = Ftjcos j+ Frjsin j                                                     (3.8) 

 

 Fvj = －Ftjsinj+ Frjcosj                                                    (3.9) 

 

 Fwj = Faj                                                                 (3.10) 

 

これらの切削力をすべての切れ刃に対し積算すると次式のように表わされる． 
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一方，エンドミルにねじれ角 βをもつ場合には，ねじれ角ゼロの場合とは異なり，CFRP板

の上面側および下面側においてエンドミル切れ刃の切削領域判定が必要になり，式(3.4)を

用い境界条件を判断することになる．なお，ねじれ角 βをもつ場合には，図 3-1(c)に示すよ

うに刃先の遅れ量は次式のようになる． 

 

           
  

 
     

       

 
                                                                                                                

 

そして，工具全体に働く切削力 Fu，Fv，Fwは，図 3-1(d)に示すように工具回転軸方向に要

素分割し，各軸方向高さ w における微小要素に働く切削力 ΔFu，ΔFv，ΔFw を積算するこ

とにより，次式のように算出される． 

 

       Δ  

  

   

                                                                                                                                           

 

       Δ  

  

   

                                                                                                                                            

 

       Δ  

  

   

                                                                                                                                          

 

なお，概算を行うにあたり，ねじれ角を持つ工具の主分力，背分力そして軸方向の 3 方向

の比切削抵抗とエッジフォースを同定する必要がある．ここでは、直刃を用いてリード角

をゼロとした単純な加工実験で得られた切削力測定値から，エッジフォース成分を分離し，

さらに摩擦角およびせん断面せん断応力を同定した後，傾斜切削プロセスモデル 3-27)に代入

して，各ねじれ角における切削力係数（3方向の比切削抵抗）を求めた．なお，エッジフォ

ース（単位切れ刃長さあたりの値）については一般にねじれ角の影響が少ないため，上記

のねじれ角ゼロで同定された値をそのまま用いた． 
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３．３ 実験装置および実験方法 

 被削材の CFRP としては，180℃硬化樹脂を炭素繊維に含浸させた一方向プリプレグ 28

層とガラス繊維のクロス材プリプレグをその最外層に積層し硬化させた長方形板（厚

5.5×44×55mm）を準備した．この被削材は 3成分切削動力計（キスラー製 9257B）を介し，

5 軸マシニングセンター（ヤマザキマザック製 VARIAXIS630-5XⅡ）上に固定し，2枚刃コ

ーティング無し超硬エンドミル（直径 12 mm）を用いて，図 3-2に示すように外周切削実験

を行った．半径方向切込みはエンドミル直径と同じ 12 mm (スロッティング)，板厚方向切

込みは被削材の板厚と同じ 5.5 mm（完全にエンドミルを貫通），回転数は 6000 min
で一定

とし，エンドミルの進行方向に対する前傾および後傾の角度（リード角）を40～40 deg，

送り量を 0.02～1.0 mm/toothの範囲で変化させ，それらの影響について検討した．なお，生

産現場で現在使われている送り量 0.02 mm/toothを従来条件とする． 

 本実験では，図 3-3に示すように，1回の加工で 4箇所の仕上げ面（ダウンカット側の上

面と下面，アップカット側の上面と下面）端部が得られる．ここで，仕上げ面端部を加工

する瞬間に切削方向が表層面となす角をθcとし，刃先稜線が板厚方向となす角をθeとする．

いずれの角度も，表層を押さえつける向きを正とする．つまり，この図の工具姿勢（上面

に対して負のリード角）の場合，良好な仕上げ面端部が予測される正の θc は，ダウンカッ

ト側の上面とアップカット側の下面の 2 つである．また，ねじれ角のない直刃エンドミル

の場合は θc=θeの関係が成り立つ． 

 

 

 Fig. 3-2  Peripheral milling experiment with 5-axis machining 

center 
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 エンドミルを用いた外周切削実験では 3つに分けて行った．その実験条件を表 3-1に示す．

1つ目の実験では，送り量および工具姿勢（θcおよび θe）が仕上げ面に及ぼす影響を調べる

ことを目的とした．このため，これらの条件を変化させ，単純形状の外周すくい角 0 deg，

ねじれ角 0 degの直刃エンドミルを用いて加工実験を行った．2つ目の実験では，エンドミ

ルのねじれ角の影響を調べるため，外周すくい角 12 deg，ねじれ角 0，10，20，30 degの 4 

Fig. 3-3  Schematic illustration of peripheral milling experiment 
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種類のエンドミルを用いて加工実験を行った．そして，3つ目の実験では，工具摩耗の進行

が仕上げ面に及ぼす影響を調べるため，外周すくい角 12 deg，ねじれ角を 0 degの直刃エン

ドミルを用い，仕上げ面端部の欠陥が許容値を超えるまで加工実験を行った．各実験後の

仕上げ面を定量的に評価するため，図 3-4に示すように，仕上げ面端部における剥離，盛り

上がり，切り残された繊維の合計の長さを測定し，1パス中の最大値を最大欠陥長さと定義

した． 

 

Table3-1  Machining conditions of peripheral milling experiment 

 

 

 

Fig. 3-4  Measurement of defect length 
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３．４ 切削力の解析・実験結果および 2分割傾斜加工の提案 

 剥離防止のメカニズムを力から解析的に検討するため，切削力の概算を試みた．ここで

は，3.2節の解析モデルの構築で説明したように，繊維方向による異方性は考慮せず，切取

り厚さ h に軸方向切込み a と比切削抵抗を乗じて算出する力と切れ刃長さに単位切れ刃長

さあたりのエッジフォースを乗じて算出する力を加算する手法 3-25)3-26)に，エンドミルが前

傾または後傾する姿勢を含めた切削力解析モデルを用いた． 

 なお，概算を行うにあたり，ねじれ角を持つ工具の主分力，背分力そして軸方向の 3 方

向の比切削抵抗とエッジフォースを同定する必要がある．ここでは、直刃を用いてリード

角をゼロとした単純な加工実験で得られた切削力測定値から，下記に述べるようにエッジ

フォース成分を分離し，さらに摩擦角およびせん断面せん断応力を同定した後，傾斜切削

プロセスモデル 3-27)に代入して，各ねじれ角における切削力係数（3方向の比切削抵抗）を

求めた．なお，エッジフォース（単位切れ刃長さあたりの値）については一般にねじれ角

の影響が少ないため，上記のねじれ角ゼロで同定された値をそのまま用いた． 

以下に具体的な手順を説明する．表 3-1の I中のリード角 0 deg（θc= 0 deg），送り量 0.2 

mm/toothのときに得られた切削力測定結果を図 3-5に示す．このように各方向の切削力は常

に変動している．そして，リード角 0 degにおける送り量 0.02，0.1，0.2 mm/toothにおける

切取り厚さが最大となる瞬間の各成分の切削力から切削力係数（3方向の比切削抵抗とエッ

ジフォース）を求めた結果を図 3-6に示す．なお，この加工条件では，ねじれ角がゼロであ

るため軸方向の比切削抵抗ならびにエッジフォースは非常に小さく，ここでは利用しない．

上述したように，主分力／背分力方向のエッジフォース 0.835／21.394 N/mmについては，

切れ刃の鋭利さに大きな違いがないと判断して他の工具に対してもそのまま利用する．次

に主分力／背分力方向の比切削抵抗 481.39／64.188 N/mm
2については，そのままでは他の

すくい角およびねじれ角に対応することができない．このため，せん断面モデルを仮定し，

最大せん断応力説が成り立つものとして，上記実験でのすくい角 0 degにおいて 2方向の比

切削抵抗値が上記の値に一致するように，すくい面上の平均摩擦角およびせん断面せん断

応力を逆同定した．その結果，摩擦角 7.6 deg，せん断応力 208.6 N/mm
2を得た．これらの

値を傾斜切削プロセスモデル 3-27)に代入し，最大せん断応力説が成り立つものとして，各ね

じれ角における比切削抵抗を求めた．一例を示すと，すくい角 12 deg，ねじれ角 30 degに

おける比切削抵抗は，主分力 394.3 N/mm
2，背分力39.8 N/mm

2，軸方向 197.9 N/mm
2と算出

された． 
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ここで、表 3-1の IIのねじれ角 30 deg，リード角10 degにおける切削力の解析結果と測

定結果を図 3-7に示す．これらの結果を比較すると，解析結果の方が切削力は若干大きくな

っている．この原因としては，CFRP材料の異方性や切取り厚さによる寸法効果（切取り厚

さが小さい領域で同定された若干大きい比切削抵抗を用いた影響）が考えられる．しかし，

切削力の向きや時間変化については概ね正しく推定できていると判断できる． 

Fig. 3-5  Cutting forces measured with dynamometer at feed rate of 

0.2 mm/tooth and lead angle of 0 deg 

Fig. 3-6  Relation between uncut chip thickness h and measured cutting forces 
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次に，表 3-1の IIから 3つの加工条件 A（ねじれ角 30 deg，リード角10 deg，アップカ

ット θc=+10 deg ，θe=+40 deg ），B（ねじれ角 30 deg，リード角40 deg，アップカット θc=+40 

deg ，θe=70 deg），C（ねじれ角 30 deg，リード角0 deg，アップカット θc=+40 deg ，θe=+10 

deg）において， 0.2 mm厚（最外層 1層分）の CFRP板を仮定し，1枚の刃が切削するとき

の切削力を解析した．その結果を図 3-8に示す．ここでは，この解析結果の中で，特に剥離

の主な原因と考えられる板厚方向（z 方向）の切削力 FZ に着目する．なお，上記実験では

Fig. 3-7  Comparison of cutting forces between simulation and measurement at 

helix angle of 30 deg, feed rate of 0.6 mm/tooth and lead angle of -10 deg 

 

 

 

(a) Simulated cutting forces 

 

 

(b) Measured cutting forces 
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上面と下面の違いから，アップカット側の加工開始時（が小さい範囲）において，Aと B

では負の FZ，Cでは正の FZが被削材の表層を押さえつけることを意味している． 

加工開始直後（≒0 deg）において，FZは，Aと Bでは負，Cでは正になっている．これ

は，いずれの条件でも表層が押さえつけられていることを意味し，剥離が効果的に抑制さ

れる方向に切削力が加わっていることを示している． 

これらの実験結果と解析結果から，高能率切削を行うためのコンセプトおよび切削加工

法の提案を示す．仕上げ面両端部の剥離は，図 3-9(a)に示すように、他の層に支えられない

表層を引き剥がす向きに切削力（刃先丸みに起因するエッジフォース成分を含む）が働く

ことで生じる．そこで，図 3-9(b)のように切削力が表層を押さえつける（剥離を防ぐ）向き

になるよう工具を傾斜させ 2分割してトリミングを行う方法（2分割傾斜加工法）を提案す 

 

 

 

 

 

Fig. 3-8  Simulated forces of cutting of CFRP with thickness of 0.2 mm 

againsttool rotation angle 

(a) θc=10 deg, θe=40 deg 

 

 

(b) θc=40 deg, θe=40 deg  

 

 

 

(c) θc=40 deg, θe=10 deg  
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る．一般のスクエアエンドミルを利用する場合には，図 3-10のように前傾させて上面を加

工した後，後傾させて下面を加工すればよい．これにより，従来条件を遥かに超える送り

速度が可能となり，高能率加工を実現する．工具摩耗については，硬質炭素繊維による機

械的摩耗が主要因であって，工具逃げ面の累積擦過距離が支配的であると考えられる．こ

のため，上記送り速度の増加によって実質の工具寿命も大幅に延長される． 

 

３．５ 傾斜の影響に関する実験的検討 

 ３．５．１ 仕上げ面の評価 

 ３．５．１．１ 送り量および工具姿勢変化の影響 

 表 3-1の Iに示すように，送り量とリード角を変化させた加工実験を行った．実験後の仕 

Fig. 3-10  "Two-section inclined end-milling" proposed for high-efficiency 

trimming of CFRP  

Fig. 3-9  Relation between cutting direction and delamination 

(a) Upward cutting 

 

 

(a) Downward cutting 

 

 

(a) Machining of upper surface 

 

 

(a) Machining of lower surface 
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上げ面評価結果を図 3-11に示す．なお，本図で示す評価結果は対数グラフ上にプロットす

るため，検出可能な欠陥が存在しないものは，0.05 mm（測定限界に対応）と表記した．ダ

ウンカット側において，θcの正の側は負の側より最大欠陥長さが小さく，広い条件範囲で最

良の評価（最大欠陥長さ 0.05 mm）が得られている．続いて，この最良の評価が得られる送

り量は，0.1 mm/toothまでで，この値は従来条件の 5倍である．アップカット側について

(a) Down-cut 

 

 

(b) Up-cut 

 

 

Fig. 3-11  Effect of cutting direction θc (θc=θein this condition of zerohelix) 

and feed rate on maximum defect length 
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も同様に，θcが正の側は負の側より最良の評価が多く得られている．アップカット側ではダ

ウンカット側に比べ，さらに送り量を大きくすることができ，θc= +40 degにおいて送り量

0.8 mm/tooth でも最良の評価が得られている．この送り量は従来条件の 40 倍であり，極め

て高い加工能率を達成し得る可能性を得た． 

以上から，仕上げ面が良好と予測される θc が正の側について，ダウンカットおよびアッ

プカットの両方で良好な仕上げ面が得られること，さらに両者を比べると，アップカット

側の方がより送り量を増大し得ることがわかった．なお，図中に示す Lagging/leading side

は，被削材上面／下面にとってリード角が負／正になることを表している（図 3-3参照）． 

 ３．５．１．２ ねじれ角の影響 

上記の直刃での実験では θc=θeの関係が固定されてしまう．そこで，これらの θcと θeを分

離して検討するため，4種類のねじれ角を持ったエンドミルを用意し，表 3-1の IIに示すよ

うに，ねじれ角とリード角を変化させた加工実験を行った．実験後の仕上げ面の最大欠陥

長さの評価結果を図 3-12 に示す．ダウンカット側およびアップカット側ともに，θcおよび

θeが負の側は不良の傾向，正の側では良好の傾向が表れている． 

なお，図 3-12(b)のアップカット側の 3 つの加工条件 A～C は，仕上げ面評価結果の高さ

（最大欠陥長さの短さ）に差異があることを示しているが，この差異は，前節 3.4の切削力

解析結果において，板厚方向（z 方向）の切削力 FZに着目したとき，いずれの条件でも表

層が押さえつけられているものの，その力の大きさに差異があることと一致している． 

次に，最良の評価である濃い青色印に着目すると，ダウンカットとアップカットの結果

に差異があり，アップカット側に最良の評価が多い．さらに，そのアップカット側の θcが 0

以上でかつ θc≦θeの範囲内で，特に θcが+30 degおよび+40 degのときに最良の評価が集中

している．このことから，θe を支配するねじれ角の影響も見られるが，θcと θe の双方を支

配するリード角の影響が大きいように思われる． 

以上のように，ねじれ角もある程度の影響を持つことから，正負のねじれ角を持つ 2 本

の工具を用意し，工具傾斜を避ける方法も可能であると考えられる．すなわち，負のねじ

れ角の工具で上面を加工した後，正のねじれ角を持つ工具で下面を加工することにより，

従来手法に比べて剥離を抑制して高い送り速度で加工可能になるものと考えられる． 
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Fig. 3-12  Effect of cutting direction θcand edge direction θe on maximum 

defect length at feed rate of 0.6 mm 

(a) Down-cut 

 

 

(b) Up-cut 
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 ３．５．２ 工具寿命の評価 

 ３．５．２．１ 工具摩耗から判断される工具寿命 

 表 3-1の IIIに示す条件，リード角40 deg，送り量 0.02および 0.6 mm/toothにおいて工具

摩耗の比較実験を行った．ここでは，CFRPを数枚加工するごとに，最大逃げ面摩耗幅を測

定することによって工具摩耗を評価した．送り量 0.02 mm/tooth，切削距離(材料除去量に比

例する工具送り距離) 440 mmにおける工具摩耗観察例を図 3-13に示す．逃げ面摩耗幅は軸

方向に沿って増減し，若干波形状になっているが，これは繊維の配向の影響と考えられる． 

 次に，切削距離に対する摩耗量の推移を図 3-14 に示す．摩耗幅が 0.2 mm に至った時が

工具寿命であるとすると，従来条件の 0.02 mm/toothに比べて 0.6 mm/toothでは，切削距離 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-13  Tool flank wear measured at feed rate of 0.02 mm/tooth 

andcutting distance of 440 mm 

Fig. 3-14  Tool wear measured at two different feed rates and various 

cutting distances 
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（材料除去量に比例する工具送り距離）が 440 mmから 2750 mm（6.3倍）に延びている．

このように，送り量を増加させることにより，工具寿命を大幅に延長し得ることがわかっ

た． 

前節 3.4でも述べたように，本加工における工具摩耗は硬質炭素繊維による機械的摩耗が

支配的であって，累積擦過距離（工具刃先の移動軌跡であるトロコイド軌跡上で工具逃げ

Fig. 3-15  Observation of machined surfaces 

(a) Area observed with laser microscope (see Fig. 3-3)  

 

(b) Photograph of surface machined at feed rate of 0.02 mm/tooth, which 

istaken with laser microscope  

 

(c) Photograph of surface machined at feed rate of 0.6 mm/tooth, which 

istaken with laser microscope  
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面が被削材を擦過する距離を累積したもの）に依存して逃げ面摩耗が進展すると予想する

ことができる．この予想に基づけば，今回の送り量が従来条件の 30倍であることから，同

程度の摩耗に至る切削距離を 30倍に延長し得るものと期待された．この期待値に比べると

6.3倍は小さい値に留まった． 

 この要因について検討するため，各切削条件において（工具摩耗については，いずれも

推定最大逃げ面摩耗幅 0.04 mm程度の初期段階），同じ炭素繊維配向位置の加工面をレーザ

ー顕微鏡で観察した．その結果を図 3-15に示す．送り量 0.02 mm/toothの加工面は滑らかで

あって炭素繊維の突き出しが見られないのに対し，送り量 0.6 mm/toothの加工面では繊維が

突き出ていることがわかる．CFRPの切削では，切り残された繊維が切れ刃の下方に弾性変

形し，工具逃げ面を擦過することで工具摩耗が促進する 3-22)との報告がある．このことから，

送り量が大きい 0.6 mm/toothでは，切削後突き出した繊維が逃げ面を擦過することにより，

0.02mm/toothの条件に比べて，擦過距離に対する摩耗が増大したものと考えられる． 

３．５．２．２ 仕上げ面から判断される工具寿命 

 前項では，一定の工具摩耗量に至るまでの切削距離について議論したが，実用上は，要

求される仕上げ面性状を維持し得る限界の切削距離を工具寿命と考える方が適切である．

そこで前項における表 3-1 の III に示す条件の比較実験に関し，切削距離の進展に伴う仕上

げ面の最大欠陥長さの推移も検討した．その結果を図 3-16 に示す．ここでは，各送り量に

おいて，ダウンカット側またはアップカット側で仕上げ面の最大欠陥長さが 0.75 mm を超

える手前の切削距離を工具寿命とした．生産現場では，トリム加工後，トリム面の状況に

より加工面を修正する場合がある．この最大欠陥長さ 0.75 mm は，その生産現場の技術者

の意見を基に，修正可能と考える限界を数値化した値である．送り量 0.02 mm/tooth，θc= +40 

degにおいては，ダウンカット側の切削距離 330 mmにおいて欠陥長さが 0.05 mmから 1.32 

mmへ急激に悪化したため，その手前の 275 mmを寿命と判断した．なお，寿命と判断した

切削距離以降は盛り上がりを主とした欠陥が生じた．一方，送り量 0.6 mm/tooth，θc+40 deg

では，アップカット側の切削距離 2750 mmから 3300 mmにおいて欠陥長さが 0.65 mmから

0.85 mmに増大したため，2750 mmを工具寿命とした．なお，寿命と判断した切削距離以降

は送り量 0.02 mm/toothの場合と同様に盛り上がりを主とした欠陥が生じた．以上から送り

量を増大することで，実用上，従来の送り量に対して工具寿命を 10倍に延長し得ることが

わかった．なお，工具を傾斜させない従来の加工条件では，図 3-11の θc= 0 deg，送り量 0.02 

mm/toothの結果に見られるように，最大欠陥長さがしばしば 0.75 mmを超えて安定せず新 
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(a) Down-cut 

 

(b) Up-cut 

 

Fig. 3-16  Relation between cutting distance and maximum defect length  
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品の工具を使用しても必ずしも良い結果が得られていない．従って，工具を傾斜させた上

で送り量を大幅に増大する本手法では，従来に比べて，上記の 10倍ではなく，実用上さら

に大きな工具寿命の延長効果が得られるものと考えられる． 

次に，上記の送り量の違いで，0.02 mm/toothではダウンカット側，0.6 mm/toothではアッ

プカット側が良好な結果が得られた原因について考察する．送り量の少ない 0.02 mm/tooth

では，アップカット側の加工開始直後では切削は行っておらず，上滑りが起き，本来切削

すべき材料を押し込むことで，盛り上がりの欠陥を生じたと考えられる．一方，上滑りを

生じにくい 0.6 mm/toothにおいては，加工途中の被削材形状（本条件では下面で鈍角，上面

で鋭角となる）の影響が大きく，加工途中の被削材形状が鈍角となる下面のアップカット

側の方が欠陥を生じにくかったものと考えられる．すなわち，アップカット側の下面およ

びダウンカット側の上面ではいずれも表層を押さえ付ける向きの切削を行うが，これらを

比較すると，前者では加工途中の被削材が鈍角であるのに対し，後者では鋭角になるため

背分力の成分が表層の欠陥を引き起こしやすいと推測される． 

３．５．２．３ 工具摩耗増大による切削力変化と仕上げ面欠陥 

 ここでは，工具摩耗に伴う切削力の変化を調べた．具体的には，工具摩耗量を測定する

と同時に，切削動力計によって測定した Fx，Fy，Fz から，それらの合力が最小となる瞬間

から工具の回転位置を推定し，合力が最大のときの主分力，背分力，軸方向分力を求めた．

その結果を図 3-17 に示す．横軸は切削距離(材料除去量に比例する工具送り距離)，縦軸は

上記 3分力である．なお，3.4節では切削力が剥離に及ぼす影響を議論するため，仕上げ面

生成時の板厚方向分力に着目したが，ここでは工具摩耗が切削力に及ぼす影響を検討する

ため，刃先の回転位置の同定に左右され難く，SN比も大きくなることから，合力が最大と

なる瞬間の各分力に着目した．図 3-17(a)に示されるように，送り量 0.02 mm/toothでは，切

取り厚さが小さいため，刃先丸みの影響が大きく，主分力に比べて背分力が大きくなって

いる．また，切削距離が増加するにつれて主分力および背分力が増加していることがわか

る．一方，図 3-17(b)に示されるように，送り量 0.6 mm/tooth では，切取り厚さが大きいた

め，刃先丸みの影響が小さく，主分力が背分力より大きい．また，切削距離が増加するに

つれて，背分力は増加するが，主分力はほとんど変化しない．これは，この条件では，主

分力の中で，切りくず生成に伴う力（切削成分）が支配的であり，刃先丸みによって仕上

げ面を押しつぶしながら擦過することに伴う力（エッジフォース成分）が相対的に小さい

ためであると考えられる．なお，背分力については，摩擦角とすくい角が近い値であって
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切削成分が小さいため，いずれの送り量においてもエッジフォース成分が支配的となり，

切削距離の増加に伴って増大していると考えられる． 

 図 3-17の結果を図 3-16と比較すると，いずれの送り量（0.02および 0.6 mm/tooth）にお

いても，欠陥長さを評価値として工具寿命と判断した切削距離（それぞれ 275および 2750mm）

において，背分力が約 200 Nに達している．このことは，工具摩耗進行に伴う仕上げ面の欠

陥は，背分力の増大に影響を受けていることを示唆している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Feed rate of 0.02 mm/tooth  

 

 

(b) Feed rate of 0.6 mm/tooth 

 

Fig. 3-17  Relation between cutting distance and cutting forces measured at 

lead angle of -40 deg 
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上記のように工具摩耗に伴って発生する仕上げ面の欠陥と，前節までに検討したように

切削力が表層を引き剥がす向きに加わることによって発生する欠陥を比較するため，典型

(a) Typical defect observed in upward cutting with new tool 

(cutting distance: 165 mm.) 

 

(b) Typical defect observed in downward cutting with worn tool 

(cutting distance: 3300mm.) 

 

Fig. 3-18  Comparison of defects on finished edges between upward cutting 

with a new tool and downward cutting with a worn tool. 

[Conditions] helix angle: 0 deg, feed rate: 0.6 mm/tooth and lead 

angle: -40 deg (experiment No. III).  
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的な欠陥の例を図 3-18に示す．図 3-18(a)は，新しい工具を使用し，切削力の向きが望まし

くない場合に生じた欠陥の例，図 3-18(b)は切削力の向きが望ましい条件で工具が摩耗した

場合に生じた欠陥の例である．図に示されるように，前者の場合には切り残された炭素繊

維と剥離した表層が主な欠陥を構成する傾向，後者では表層が押しつぶされて盛り上がる

傾向が強く見られた． 

以上の切削力，仕上げ面，工具摩耗の検討を合わせ考え，提案する 2 分割傾斜加工法に

よって，CFRP 表層の剥離と炭素繊維の切り残しを大幅に抑制すると同時に，実用的な工

具寿命を大幅に延長し得ることがわかった．そして，工具が摩耗した際の仕上げ面欠陥は，

切削力の背分力成分が過大になった時，表層が層と平行に圧縮されて押し潰され，盛り上

がることで発生すると考えられる． 

 

３．６ 工具形状に関する提案と実験的検討 

 ３．６．１ メタルソー形状 

 3.4 節の図 3-9(b)に示した高能率切削を行うためのコンセプトを実現する切削加工法にお

いて，上記のエンドミルを用いて外周切削を行う 2 分割傾斜加工法とは別に，新たな工具

形状の提案および実験的な検討を行った．この項では，図 3-19 に示すように市販されてい

る一般的なねじれ角を有するエンドミルを用い,  基本的なフェースミル実験を行った．実

験条件を表 3-2，実験の概要を図 3-20 に示す．図 3-20(a)は従来のトリミングを示し，チル

ト角が 0 degであり，切削力は表層を押さえつける（剥離を防ぐ）向きになっていない．一

方，図 3-20(b)はフェースミルにおいて提案するコンセプトを示している．チルト角を90 deg

とすることで，図 3-9(b)に示すように切削力が表層を押さえつける（剥離を防ぐ）向きにな

っている．実際の加工現場では，このエンドミルはメタルソー（薄い丸鋸）に置き換える

ことが可能で，これにより，被削材の材料除去量の少ないトリム加工が可能となる． 

 実験後の仕上げ面評価結果を図 3-21 に示す．チルト角が 0 deg において，従来条件に近

い低い送り量 0.025 mm/toothでもアップカット側では，最大欠陥長さ 0.6 mmと限界値（修

正可能と考える限界を数値化した値 0.75 mm）に近い値となった．一方，提案するチルト角

を90 degとすることで送り量 0.1 mm/toothにおいても最大欠陥長さが 0.1 mm以下という結

果を得た．この実験では限界の送り量までの実験が行われていないが，従来条件の 5 倍の

送り量まで最大欠陥長さの抑制に成功していることを確認した． 

 なお，この提案手法では，CFRP の上面と下面を分割して加工する方法（2 分割加工法）



73 

 

となり，上面を加工後，下面は反対方向の送りにする必要があることや，工具の逃げ面が

トリム面に干渉しないようにするためトリムの加工ラインの曲率は小さくしなければなら

ず，直線は得意で曲線は不得意といった特徴がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 4 teeth end mill with helix angle of 10 deg (tool diameter: 10 mm) 

(b) 4 teeth end mill with helix angle of 10 deg (tool diameter: 12 mm) 

Fig. 3-19  Photographs of utilized tools 
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(a) Conventional method 

 (Tilt angle: 0 deg) 

 

 Fig. 3-20  Schematic illustration of face milling experiment 

(b) Proposed method 

(Tilt angle: 90 deg) 

table3-2  Machining conditions of face milling experiment 
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 ３．６．２ ラッパ形状 

 エンドミルを用いた 2 分割傾斜加工法とメタルソーを用いた 2 分割加工法の中間的に位

置する加工プロセスを検討するために，特別に設計し製作したラッパ形状工具を準備し，

加工実験を行った．この工具を図 3-22 に示す．また，実験条件を表 3-3，実験の概要を図

3-23 に示す．ラッパ形状工具は，工具軸をチルト角方向に傾斜させている．これにより，

CFRP 板に対し垂直にトリム面ができるようになっている。なお，この提案手法において

Fig. 3-21  Relation between feed rate and maximum defect length 

at each tilt angle 
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も，CFRPの上面と下面を 2分割して加工する方法（2分割加工法）となり，上面を加工後，

下面を反対方向の送りにする必要がある． 

 

 

 

 

 

Cutting edge to generate 

trimmed surface

Fig. 3-22  Photograph of developed tool 

(4 teeth trumpet-shaped tool with helix angle of 0 deg (tool diameter: 32.3 mm) ) 

table3-3  Machining conditions for trumpet-shaped tool 
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ラッパ形状工具を用いた実験結果では，加工後の上面側の最大欠陥長さは 0.05 mm であ

ったが，下面側の最大欠陥長さでは 0.65 mm と限界値（修正可能と考える限界を数値化し

た値 0.75 mm）に近い値となった．このことはトリム面を生成する瞬間に働く切削力の方向

が原因と考えられ，適切なリード角を設定することで，切削力の方向を変えることが可能

となり，これによって仕上げ面の欠陥を抑制することが可能と考えられる．しかし，上記

検討項目が残されているにも関わらず，現段階の加工実験において，ラッパ形状工具での

実験では従来条件の 10倍の送り量まで最大欠陥長さの抑制に成功していることを確認した． 

 

３．７ 結言 

 本研究では， CFRP のトリミングに対し，加工力を中心とした切削プロセスの理解から

エンドミルを傾斜させることで仕上げ面生成時に切削力が表層を押さえつける向きに働く

ようにして剥離問題を防ぐ“2分割傾斜加工法”および，この考え方に基づいた“メタルソ

ー形状”と“ラッパ形状”の 2 つの工具形状を提案した．“2 分割傾斜加工法”では，エン

ドミルを傾斜させる角度，ねじれ角，送り速度を変化させて加工実験を行い，仕上げ面端

部の欠陥長さ，工具摩耗の評価，および切削力の測定と解析を通して本手法の有効性を確

認した．“メタルソー形状”および“ラッパ形状”では，送り速度を変化させた加工実験を

行い，仕上げ面端部の欠陥長さの測定を通じて工具形状の有効性を確認した．得られた知

Fig. 3-23  Experimental setup for trumpet-shaped tool 
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見をまとめると，下記のとおりである． 

(1) “2分割傾斜加工法”において，切削力が CFRPの表層を押さえつける向きに働くよう

に，工具のリード角（傾斜）とねじれ角の 2つの角度を設定することで，剥離等の欠陥

を防止して加工能率および工具寿命を大幅に向上することができる． 

(2) “2 分割傾斜加工法”によって剥離等の欠陥が抑制される機構は，仕上げ面生成時の切

削力の向きと大きさによって説明し得る． 

(3) 従来の手法に比べ，“2分割傾斜加工法”によって送り量（加工能率）を数 10倍に向上

し得る． 

(4) “2分割傾斜加工法”により実用的な工具寿命を大幅に（10倍程度）延長し得る． 

(5) “2 分割傾斜加工法”を適用した場合に，工具摩耗に伴って発生する仕上げ面端部の欠

陥は，従来法で切削力の向きが適切でない場合に発生する表層の剥離や繊維の切り残し

ではなく，表層を押し潰すことによる盛り上がりによって発生する． 

(6) “メタルソー形状”およびラッパ形状”の工具を用いた場合，従来手法に比べ，送り量

（加工能率）を 5倍以上に向上し得る． 
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第４章 結論 

 

本論文の緒論では，現代社会において、工作機械技術と工具技術はすべての産業におい

て使用され，切削加工技術の発展は現代文明の発展と密接に関連していることを示した．

そして現在でも，産業界において，新しい技術を導入する場合、同時に必要になってくる

のが切削加工技術であり，依然として切削加工技術開発が非常に重要な位置を占めている

こと，日本が世界の切削加工技術の基盤を占めていることを示した．一方で，従来の加工

技術，例えば延性の金属材料の切削加工などは国外へ流出し，国内では，新たな加工の取

り組みや特別な加工が残されているのみで，日本の製造業が存続するためには、新たな加

工技術や特別な加工技術を高度化していくことが重要であることを述べた．  

次に，製造現場で取り組まれている切削／切断加工の現状と課題を取り上げ，課題解決

に向けた新たな加工方法を検討するにあたって，そのプロセスメカニズムの理解に立ち返

り，加工プロセスを高度化していくことが重要であることを述べた．ここで，切削／切断

加工に影響を与えるパラメータは多く，これらが複雑に絡み合い加工が行われているため

すべてのパラメータの影響を考慮してプロセスメカニズムを理解していくことは困難であ

る．本研究では，加工力の被加工材に対する作用と，加工結果への加工パラメータの影響

を考慮し，加工時の力を中心としたプロセスメカニズムを理解することで，工具形状と姿

勢および送り量の加工パラメータを適切に選択可能となり，加工プロセスを高度化するこ

とを本研究の柱とした．そして，本研究の柱に従うことで，加工プロセスを高度化できる

ことを 2つの具体例を通じて示すことを本研究の目的とした．具体的な事例として，「自動

車の燃料用タンク材料である高密度ポリエチレンを中心としたプラスチック材料のナイフ

状刃物を用いた切断による穴あけ加工」と「航空機の機体材料である CFRPのエンドミルを

用いたトリミング加工」といった，我国の代表的な 2 つの機械産業が抱える 2 課題を選定

した．本研究により得られた結果を以下にまとめる． 

 

 第 2 章では，自動車の燃料用タンク材料である高密度ポリエチレンを中心としたプラス

チック材料のナイフ状刃物を用いた切断による穴あけ加工を事例として取り上げた．ここ

では，ナイフ状刃物を用いたプラスチックの穴あけ加工について，簡便な加工力推定とプ

ロセスの理解を目的として，実験および解析を行った．そして以下の知見を得ることがで

きた． 
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(1) 切れ刃側面を微小面に分割し，それぞれの面に働くベクトルの和から加工力を予測する

モデルを構築し，その妥当性を確認した． 

(2) 材料を切分ける力は無視できる程度であり，加工力は，切れ刃側面が被加工材を押しつ

ぶす力（接触応力は接触面の概ね全面で被加工材の圧縮強さとなる）と，その面に作用

する摩擦力の合力として理解することができる．工具全体としては，切断を行う 2つの

側面（この場合，曲面側と平面側の両側面）に作用する力の重ね合わせとして加工力が

働き，半径方向に打ち消し合い，主分力方向と背分力方向には強め合う． 

(3) 半径方向力が相殺されずに残ると，薄いナイフ状刃物がたわむことで，加工される穴が

テーパ状になる．刃物が折損する問題は，このたわみが限界を超えた場合に生じるもの

と考えられる． 

(4) 切れ刃通過後に，加工部近傍の被加工材が弾性回復するため，一度は開いた加工部先端

の一部は閉じ，それ以外の加工部の幅も切れ刃の幅に比べて若干狭くなる．回転毎にこ

のプロセスを繰り返し，切込みが増加して板厚を超えると穴あけが完了する． 

そして，これらの知見から，対象とする穴あけ加工プロセスの課題に対して，次のよう

な改善指針を導くことができた．タンクの変形を引き起こす背分力は，加工に関与する部

分の刃物を背分力方向に見た断面積に概ね比例する．従って，これを減少するにはその断

面積を減少すれば良い．ただし刃物の折損の問題を同時に考慮すると，刃物の径方向の厚

みを減少するより主分力方向の幅を減少して断面積を減少する方が良いと推測される．ま

た，折損は径方向の加工力に起因するため，切れ刃の内側の側面と外側の側面に加わる力

が完全に打ち消しあうように，工具形状を設計し，加工時の工具姿勢を選択すると良いと

考えられる．具体的には，目的の穴の円筒面上に切れ刃が位置する形状・姿勢であって，

内側の側面と外側の側面の接触面積が半径方向に見て等しくなるように工具形状を設計す

ると良い．加工時に発生する屑のタンク内在留については今後の課題である． 

 

第 3章では，航空機の機体材料である CFRPのエンドミルを用いたトリミング加工を事例

として取り上げた．ここでは，異方性を持つ材料である CFRPのトリミングに対し，加工力

を中心とした切削プロセスの理解からエンドミルを傾斜させることで仕上げ面生成時に切

削力が表層を押さえつける向きに働くようにして剥離問題を防ぐ“2分割傾斜加工法”およ

び，この考え方に基づいた“メタルソー形状”と“ラッパ形状”の 2 つの工具形状を提案

した．“2 分割傾斜加工法”では，エンドミルを傾斜させる角度，ねじれ角，送り速度を変
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化させて加工実験を行い，仕上げ面端部の欠陥長さ，工具摩耗の評価，および切削力の測

定と解析を通して本手法の有効性を確認した．“メタルソー形状”および“ラッパ形状”で

は，送り速度を変化させた加工実験を行い，仕上げ面端部の欠陥長さの測定を通じて工具

形状の有効性を確認した．そして以下の知見を得ることができた． 

(1) “2分割傾斜加工法”において，切削力が CFRPの表層を押さえつける向きに働くよう

に，工具のリード角（傾斜）とねじれ角の 2つの角度を設定することで，剥離等の欠陥

を防止して加工能率および工具寿命を大幅に向上することができる． 

(2) “2 分割傾斜加工法”によって剥離等の欠陥が抑制される機構は，仕上げ面生成時の切

削力の向きと大きさによって説明し得る． 

(3) 従来の手法に比べ，“2分割傾斜加工法”によって送り量（加工能率）を数 10倍に向上

し得る． 

(4) “2分割傾斜加工法”により実用的な工具寿命を大幅に（10倍程度）延長し得る． 

(5) “2 分割傾斜加工法”を適用した場合に，工具摩耗に伴って発生する仕上げ面端部の欠

陥は，従来法で切削力の向きが適切でない場合に発生する表層の剥離や繊維の切り残し

ではなく，表層を押し潰すことによる盛り上がりによって発生する． 

(6) “メタルソー形状”およびラッパ形状”の工具を用いた場合，従来手法に比べ，送り量

（加工能率）を 5倍以上に向上し得る． 

 

本研究では，加工力の被加工材に対する作用と，加工結果への加工パラメータの影響を

考慮し，加工時の力を中心としたプロセスメカニズムを理解することで，工具形状と姿勢

および送り量の加工パラメータを適切に選択可能となり，加工プロセスを高度化すること

を本研究の柱として進めてきた．そして，2つの具体例を通じて，切削／切断加工の新たな

加工方法を検討するにあたって，本研究の柱に従うことで，加工プロセスを高度化できる

ことがわかった． 

緒論でも述べたが，工作機械市場が世界的に拡大する中で，世界市場における製造業の

競争は激しさを増しており，部品生産の短納期，低コストを指向した生産技術は急速な変

化を遂げつつある．そして，自動車，家電，コンピュータなど，従来の技術で対応できる

ような量産製品は中国，タイなどの海外生産が加速しており，国内製造業の空洞化は避け

られない状況になっている．そして，国内では，新たな加工の取り組みや特別な加工が残

されているのみとなっていることから，日本の製造業が存続するためには、新たな加工技
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術や特別な加工技術を高度化していくことが重要である．本研究では，自動車産業と航空

機産業といった我が国の代表的な 2 つの機械産業が抱える 2 課題を選定して，加工プロセ

スの高度化の適用を論じてきたが，これら以外の機械産業が抱える課題においても加工プ

ロセスの高度化に広く適用できるものと考えている．以上のように，本研究のアプローチ

は，今後日本の製造業の存続に繋がる各種加工技術の高度化に貢献できるものと期待され

る． 
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