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旋削加工における工具摩耗と加工誤差の関係
岩永 翔太
The relationship between tool wear and machining errors in turning
Shota Iwanaga
Abstract
In this research, it verified about the about a processing error in the cut phenomenon in the circumference cutting based on external
form dimensions of cover cut materials to be provided by the cutting with the CNC lathe, and the tool abrasion data which are
provided by tool length revision. In the measurement, I use a laser scan Mai black meter. The geometry error of the machine tool is
canceled by this by moving a measuring machine by a course same as the course that I cut. In addition, I became clear that cover cut
materials and the tool displacement error could exclude you by the calculation of the experiment preceding paragraph floor.
In the experiment, it aimed at solving the remaining errors by a cutting phenomenon focusing on analyzing from the data which
are provided by changing a cut condition . It was recognized that heat strange displacement and tool abrasion error influenced the
processing error in the circumference cut of the CNC lathe as an experimental result. When cut speed increased, the thermal
influence decreased and understood that I tended to increase when forwarding increased. if sending increases.Furthermore, when
cutting oil was used, the concrete conclusion of being very effective for being able to decrease thermal influence and tool wear and
decreasing an error was also able to be obtained.
Key words : CNC lathe, laser scan Mai black meter, Tool abrasion, Heat displacement, Cutting oil
1．緒言

本研究では、切削加工によって得られる被削材の
外形寸法と、CNC 旋盤に装備された工具長補正機能
によって得られる工具摩耗データを基に、切削現象
における加工誤差について着目する。今回は切削加
工の中でも特に外周切削においての検証を行う。外
周切削において CNC 旋盤で加工される被削材は、チ
ャック中心とセンタ中心を結ぶ回転軸に対して対象
である。このことを利用し、加工後の被削材の外形
を測定することにより、被削材の外形寸法を得るこ
とができる。
切削加工においての加工誤差には様々な要因が含
まれているのは言うまでもない。本研究ではこの要
因を加工誤差と工具長の測定、更に切削条件を変更
することで得られるデータより、解析することを中
心にして切削現象による誤差を、解明することを目
的とする。
２．実験
２.1 実験装置

【CNC 旋盤】
三菱製の M-L8B を使用した。CNC 旋盤の基本構成
は、作業者の左側に主軸台があり、主軸先端に取り
付けられたチャックに、加工物をチャッキングして
加工物を回転させる。刃物台は、多数の工具を取り
付けることができるようターレット形式になってお
り、これらの工具をクロス方向、長手方向へ自在に
動かすことによって加工を行う。作業者の右側には
心押し台があり、センタ作業において加工物の一端
を支えるのに利用される。
図 1 は、本研究で使用した CNC 旋盤である。
【レーザスキャンマイクロメータ】
今回測定に用いたものであり、主に外径寸法測定
用としてレーザを用いた非接触測定機である。測定
力の影響が無く、個人誤差が軽減されるため、高精
度の測定が可能である。外形測定は、加工後被削材
をチャックに固定したままの状態で、旋盤のターレ

ットの工具が装着されていない箇所に、レーザスキ
ャンマイクロメータを取り付ける。
図 2 は、旋盤に取り付けた状態である。

図 1 CNC 旋盤
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2.2 実験方法
外周切削における加工誤差は以下の四つに大別す
ることができる。
ⅰ)工作機械の幾何誤差
ⅱ)被削材及び工具の変位による誤差
ⅲ)被削材及び工具の熱変位による誤差
ⅳ)工具摩耗による誤差
今回は測定原理により工作機械の幾何誤差につい
ては除外する。そこで他の三つにおいて、被削材及
び工具の変位による誤差は計算により検証し、被削
材及び工具の熱変位による誤差は実験により検証す
る。実験においては、単に切削現象による誤差測定
を繰り返すだけでは、被削材の変化しか読み取るこ
とができないので、本研究では工具長補正機能を利
用して、工具摩耗についても同時に測定することと
した。
具体的な手順としては、CNC 旋盤を使用し、ター
レットに装着したバイトによって被削材を切削する。
その後レーザスキャンマイクロメータをターレット
の工具が装着されていない部分に装着し、被削材を
測定していく。また被削材の加工と測定とは別に、
毎回工具長補正を行うことで切削毎の工具摩耗のデ
ータも抽出する。切削加工においては、同一条件で
何度か切削を繰り返し、更に送りや速度を変更する
等して数パターンについてのデータも測定する。

この実験によって得られた被削材直径のデータと
工具摩耗のデータから、逃げ面摩耗幅や熱的影響等
を考え、計算によって検証できる誤差要因とともに、
切削現象による誤差について検証していく。

(実験及び誤差の検証Ⅲ)
・試験材料：S35C
・切削速度：200m/min
・送り：0.1mm/rev

・工具：Cermet
・切込み：0.5mm
・切削油無し、有り

３．実験結果

被削材の変位誤差は不静定はり、工具の変位誤差
は片持ちはりと考えて算出する。本研究に使用する
旋盤の最小設定単位 1μm を考慮すると、計算の結
果、最小設定単位以下の値となり、本研究におい
ては切削現象における加工誤差の要因としては、
除外してよいと考える。
熱変位誤差と、工具摩耗誤差については、計算
によって求めることは非常に難しい為、実際に実
験でデータを取り考察することとした。
（実験及び誤差の検証Ⅰ）
・試験材料：S35C
・切削速度：200、300m/min
・送り：0.2mm/rev

・工具：Cermet
・切込み：0.5mm
・切削油無し
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被削材直径差
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累計工具摩耗
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熱的影響による誤差
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図 3 被削材直径差
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累計工具摩耗

熱的影響による誤差
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逃げ面摩耗幅

(実験及び誤差の検証Ⅱ)
・試験材料：S35C
・切削速度：200、300m/min
・送り：0.2mm/rev

・工具：Cermet
・切込み：0.5mm
・切削油有り

図 7 被削材直径差
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累計工具摩耗

熱的影響による誤差
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逃げ面摩耗幅

逃げ面摩耗幅

４．結果と考察

以上のことより、誤差の種々の要因がどのように影
響し、どのような傾向があるかを解明することがで
きた。また、以下の結論を得られた。
ⅰ)外周切削における加工誤差は、幾何誤差、被削材
及び工具変位誤差、被削材及び工具熱変位誤差、工
具摩耗誤差に分けることができ、今回使用した CNC
旋盤においては、変位誤差はほぼ影響せず、熱変位
誤差と工具摩耗誤差によって、切削現象による誤差
が発生していることが分かった
ⅱ）切削現象による誤差は、熱的影響が大半を占め、
この熱的影響は切削速度が増すと減少し、送りが増
すと増加する傾向にあることが分かった。
ⅲ)切削油を使用すると、熱的影響や工具摩耗を減少
させることができることが分かった。
ⅳ)切削油は熱的影響に強く影響し、切削現象による
誤差を減少させるのに非常に効果的であると言える。
ⅴ)通常の精密加工において、逃げ面摩耗幅の限界は
0.2mm となっているが、今回の切削加工においては、
最大のものでも限界の半分程度の摩耗幅にしか達し
ていない。よって工具の寿命には達していないこと
が言える。
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鋼中の介在物欠陥と疲れ特性に関する力学解析
松島 一毅
Mechanical analysis of inclusion defect in steel and fatigue property
Kazuki Matsushima
Abstract
Generally,mechanical property of steel materials used a machine structure or amachine part influenced by inclusion,demixing and
Pinhole in the materials inside. Above all,they occupy 80 percent or more of the materials destruction accident,and materials
destruction by a fatigue phenomenon is an extremely important problem.
In this study,used test piece comprehended inclusion that a shape,aprpperty,the size is different and tested about the influence of
fatigue property and inclusion defect by using push-pull fatigue tests.
Furthermore, performed the mechanical analysis based finite element method and performed consideration about relations fatigue
property and inclusion
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1．緒言
一般に機械構造物あるいは機械部品に使用される鉄鋼
材料の機械的な性質は、材料内部に存在する介在物、偏析
あるいはピンホールなどの欠陥に大きく影響されること
が分かっている。中でも、材料破壊事故の８割以上を占め、
発生すれば大事故につながる恐れのある疲れ現象による
材料破壊は極めて重要な課題である。
本研究では溶鋼の脱酸方法を変化させることによって、
形状・性状・大きさの異なる介在物を内在する材料から試
験片を作成し、引張圧縮試験法を用いて疲れ特性に及ぼす
介在物欠陥の影響について実験を行う。さらに、有限要素
法に基づく力学的な解析も行い、疲れ特性と鋼中介在物の
関係について普遍的な考察を行った。
２．実験
図１に示す製造プロセスを経て、作成された表１に示す
脱酸条件の異なる圧延材から試験片を作成し実験を行う。
なお、圧延による介在物の変形を考慮して、試験片の切
り出しは、圧延方向に対して平行と垂直の 2 方向から行う。
また今回は、シャルピー衝撃試験の結果から Si 脱酸と Al
脱酸の試料を用いた。

図 2．引張圧縮試験機と試験片形状

図 1．圧材製造プロセス
図 3．万能試験機と試験片形状

３．実験結果と考察

図 6．SEM により観察した破断面進展部の組織

巨視的に破断面を観察すると、全て表面から起点が生じ
ていることが分かった。また、マイクロスコープと SEM を
用いて破断面進展部を観察すると図 5、図 6 の組織が観察
された。特に、SEM による解析で H 材には球状の、V 材に
は片状の介在物が多く観察され、Mn と S が多く検出された
ため介在物は MnS と考えられる。

図 4．Si 脱酸(上)と Al 脱酸(下)の疲れ試験結果

図４は、同じ脱酸条件での切り出し方向の違いによる疲
れ特性を比較したものを示している。
図４から分かるように、切り出し方向の異なる各脱酸の
試験片の疲れ特性は、若干平行に切り出した H 材の方が疲
れ特性が向上していることが分かるが、顕著な違いは見ら
れなかった。また、切り出し方向の違いによる比較でも、
顕著な違いは見られなかった。
脱酸方法と切り出し方向の違いが疲労特性に大きな影
響を及ぼしてないと考えられ、圧延による疲労強度の異方
性は認められないと考えられる。

1-H10(385MPa)

1-H10(385MPa)

1-V6(385MPa)

1-V2(385MPa)

図 5．試験片破面(上)とマイクロスコープで観察した破面進展部の組織(下)

図７．有限要素解析で用いたモデルと試験片破断面の応力分布

今回は、切り出し方向の違いによる疲れ特性の影響は見
られなかったため、図の左のモデルを用いて解析を行った。
図から分かるように、介在物界面よりも切り欠き部の応
力分布が高くなっていることが分かった。
以上の結果から、材料断面に介在物や表面上の傷が存在
していた場合、引張応力を加えたときの応力分布は介在物
周りよりも切り欠きなどの表面傷のほうが応力集中が起
こりやすく、そこが起点となって亀裂が進展していくと考
えられる。
５．結言
1.
本実験の疲れ試験結果は、脱酸方法や切り出し方向
の違いによって疲れ限度が大きくずれることはなく、
顕著な違いは見られないことが確認された。
2.
疲れ試験による試験片破断面には、疲労破壊によく
表れるビーチマークが確認された。また、破断面進
展部をマイクロ顕微鏡で観察すると H 材には目立っ
た特徴はなかったが、V 材には片状の介在物あるいは
介在物が抜けた空孔が観察された。さらに SEM によ
る進展部の観察では、H 材と V 材の両方に MnS を多く
含む介在物が存在していることが分かった
3.
有限要素解析による解析結果から、介在物周りより
も材料表面の切り欠き部の応力分布が高い傾向を示
し、介在物周りよりも表面傷の方が疲れ特性に影響
を及ぼしやすいことが確認された。
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α 形スターリングエンジンの製作
宮尾祐輝
Developed of an α-type stirling refrigerator
Yuki MIYAO
Abstract
This study is on the development of an α-type stirling refrigerator. In general refrigerators, although the impact on ozone layer
is small, global warming potential is not zero. Meanwhile, in stirling refrigerators harmless gasses such as helium and air can be used
as the refrigerant. Therefore the stirling refrigerator is expected to become an extremely clean refrigerator. The first model and
second models were produced for an entry in The Stirling Techno-Rally that is a game where the participants compete for the idea
and the performance of stirling machines. The rule provides that temperature decreases during 5 minutes are competed under the
input power condition of 3V. The two refrigerators are produced by using a commercially available glass syringe piston and cylinder.
In this study, according to the rule the temperature decreases were measured during 5 minutes. As a result, the effect of the phase
difference between cold side piston and hot side piston on the temperature decreases was clarified.
Keywords :Stirling cycle, Stirling refrigerator
1．緒言
近年の一般的な冷凍機は代替フロンを冷媒として利用
しているため，オゾン層への影響は小さくなったものの，
地球温暖化係数はゼロとはなっていない．一方，スターリ
ング冷凍機は作動気体に無害なヘリウムや空気などの自
然物質を利用することができるため，環境問題に対応でき
ると期待されている．特に近年では，スターリング機器関
連技術の発展，向上のためにスターリングサイクルを利用
した模型の製作が盛んに行われている（1）．
本研究では，「スターリングテクノラリー・3Vクーラー
クラス」の規格に従いα形スターリング冷凍機を製作する．
さらに，高温側ピストンと低温側ピストンの位相差と降下
温度の関係を調査し，その最適値について考察を行う．

（2） 小型・軽量である．
（3） 急速に低温まで冷却できる．
（4） 極低温を作り出すことができる．
（5） 消費電力が低い．
以上の特徴を持つことから，スターリング冷凍機は，携
帯用小型冷蔵庫，電子部分の冷却および液体窒素などの極
低温物質の製造に用いられている．
4．α 形スターリング冷凍機（1 号機）
図 2 にスターリングテクノラリーに向けて製作した 1 号
機，表 1 に仕様を示す．

2．動作原理
スターリングエンジンは，気体が膨張および収縮する性
質を利用し，動力を得るエンジンである．スターリングエ
ンジンが温度差を与え動力を得るのに対し，スターリング
冷凍機は動力を与えることで温度差を得る．
スターリングサイクルは，カルノーサイクルと同等の熱
効率を持つため，理論的に高い熱効率が期待できる（2）．図
1 に逆スターリングサイクルの p-V 線図および T-S 線図を
示す．
1-2
2-3
3-4
4-1

等温圧縮：ピストン内空気の圧縮
等容放熱：ピストン内空気からの放熱
等温膨張：ピストン内空気の膨張
等容吸熱：ピストン内空気への吸熱

図2

項目
形式
電源
ストローク長
注射器容量
位相差
回転数
温度測定箇所
図1

p-V 線図および T-S 線図

3．スターリング冷凍機の特徴
以下に，スターリング冷凍機の特徴を示す．
（1） 作動気体に空気やヘリウムなどの自然環境に無害
な物質を使用できる．

1 号機

表 1 1 号機の仕様
仕様
α形
単三乾電池 2 本（アルカリ）
10，20，30，40mm
吸熱側 3cc，放熱側 5cc
90°（調整可）
400rpm（調整可）
吸熱側ピストンの先端

放熱側ピストンは表面積を大きくし，放熱性を向上させ
るために 5cc の注射器，吸熱部は表面積を小さくし，断熱
性を向上させるために 3cc の注射器を使用している．
また，
回転数，ストローク長および位相差は調整可能である．
温度測定に関しては，冷却側ピストンの先端に取り付け
た試験管に穴を開け，内部の空気温度を測定する．

図 3 の試験管内部は死容積となり圧縮比が低下するため，
この部分に綿を充填して，死容積を小さくした．また，綿
を充填することで断熱性が向上した．

図5
図3

温度測定部

4-1．実験
図 4 に放熱部と吸熱部のピストンの位相差に対する 5 分
間での最大降下温度を示す．なお，回転数は 400rpm，ス
トローク長を固定および初期温度は気温±5℃以内とする．
また，測定温度は 5 分後の温度ではなく，5 分間での最大
降下温度とする．位相差は 80°，85°，90°，95°および
100°の 5 通りの条件とした．

項目
形式
電源
ストローク長
注射器容量
位相差
温度測定箇所

2 号機

表 2 冷凍機の仕様
仕様
α形
単三乾電池 2 本（アルカリ）
10，12，14，16mm
吸熱側 3cc，放熱側 5cc
90°
吸熱側ピストンの先端

1 号機と同様に，放熱側ピストンに 5cc の注射器，吸熱
側ピストンに 3cc の注射器を使用し，温度測定部は吸熱側
ピストンの先端とした．また，T 字クランクを使用してい
るため位相差は変更させずに固定した．
1 号機と比べ，機械的損失が軽減され，ピストン内に粉
がたまらなくなり，スムーズな回転を実現できた．試運転
では，空気漏れもなく，温度降下を確認できた．しかし，
現在空気漏れが発生し，正確な回転数や降下温度を測定で
きていない．空気漏れは流路を形成しているアルミ板で発
生しており，現在改善作業中である．
6．考察
測定結果より位相差が最大降下温度に大きな影響を与
えることがわかる．理論上では，位相差
90°が望ましいが
図 4 最大降下温度
測定結果から降下温度は 90°よりやや小さい所で最も冷え
理論上では，位相差 90°が望ましいが，測定結果から最
ることがわかる．その理由として考えられることは，位相
大降下温度は 90°よりやや小さい所で最も冷えることがわ
差の変更により圧縮比も変わってしまうことである．位相
かる．
差 90°を基準として考えると，90°より小さい場合，圧縮比
は大きくなり，90°より大きい場合，圧縮比は小さくなる．
4-2．問題点
本実験の結果より，製作した冷凍機の 90°時の圧縮比は理
以下に，運転時および温度測定時に生じた問題点を示す． 想的な圧縮比より小さいと考えられる．
（1） 小径プーリー軸にゆがみがあり，運転を開始すると，
接触音がする．
7．結言
（2） ストローク長を 20mm 以上にすると，出力が足りず
本研究では，α 形スターリング冷凍機を製作し，位相差
モーターが停止する．
に対する降下温度の影響を調査した．その結果，最適位相
（3） 放熱側ピストンの温度を測定すると，約 8℃温度上
差が理論値よりも小さいことがわかり，理想的な圧縮比が
昇していた．このときの降下温度は 4.2℃であり，
明確になった．今後は，2 号機の空気漏れを改善し，スト
十分な放熱ができていない．
ローク長を変えることで圧縮比を変え，実験を行う必要が
（4） 長時間の運転により，ピストンに使用している注射
ある．
器が削れ，内部に粉がたまり停止する．
参考文献
（5） 温度測定用に設けた冷却側ピストンの先端の試験
（1） 竹田・他 2 名，第 12 回スターリングサイクルシン
管内部は全て死容積となっている．
ポジウム講演論文集，（2009），59．
（2）
大高・他 1 名，第 11 回スターリングサイクルシン
5．α 形スターリング冷凍機（2 号機）
ポジウム講演論文集，（2008），57．
図 5 に機械的損失の小さい T 字クランクを用いて製作し
た 2 号機，表 2 に仕様を示す．

