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まえがき＝自動車のエンジンやトランスミッションなど
に使用される棒鋼は，軽量化のための高強度化や製造コ
スト低減のための鍛造性向上が求められる。多くの部品
は，製造される際に切削加工が行われるが，高強度化に
伴う刃先負荷の増加や，鍛造性の向上に伴う材料の延性
が高まる。このため，切削加工時の工具摩耗や切りくず
処理性などの被削性が悪化し，生産性を阻害することが
一般的に知られている。材料面の対策として，硫黄やカ
ルシウム，鉛などの快削性元素が微量添加され，被削性
の向上が図られている。しかしながら，環境への配慮か
ら鉛の使用が避けられる場合があるほか，強度や鍛造性
と被削性の両立が困難な場合も多く，切削条件や工具面
の対策が要望される。
　従来は，切削実験の実施および過去に蓄積されたデー
タの活用によって対応してきた。しかしながら，より効
果的な対策を迅速に提案するためには，有限要素法

（FEM）解析や理論モデルなどの活用による切削メカニ
ズムの解明，および被削性の予測・改善技術が必要と考
えられる。本稿では，ホブの摩耗メカニズムを解明した
例に加え，旋削加工向けに開発した工具摩耗の予測技術
および切りくず分断の予測技術について報告する。

1 ．ホブ切りにおける工具摩耗メカニズム

　自動車部品などに多用される歯車の加工においては，
ホブ切りが主流となっている。ホブ切りとは，ウォーム
ギヤに切れ刃を設けたホブと呼ばれるフライスカッタを
用い，切れ刃であるウォーム（ホブ）と被削材であるウ

ォームホイールとの噛（か）み合うような同期動作によ
って歯車を加工する切削方法である。しかし，加工効率
向上のための高速化や材料の高強度化に伴う工具寿命の
低下が問題となっており，工具の長寿命化を実現するた
めに摩耗メカニズムの把握が必要となっている。そこ
で，旋盤を用いたホブ切りの模擬実験と有限要素法解析
を組み合わせ，ホブ切りにおける工具摩耗メカニズムを
調査した 1 ）。
1. 1　有限要素法解析および模擬切削実験
　刃先に生じる現象を単純化するため，ホブ工具と同等
の刃先形状に成型したフォームドカッタを用いた溝加工
によりホブ切りを模擬した。実験に使用したフォームド
カッタ（三菱マテリアル㈱製）の外観写真を図 1 に示す。
ここで，切れ刃から回転方向に向かって（図 1（b））右
の刃は右切れ刃（Right cutting face），左の刃は左切れ
刃（Left cutting face），先端部は歯先切れ刃（Top land）

（図 1（c））と呼ばれる。
　実際のホブ切りにおける切れ刃ごとの切取り厚さを解
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図 1  実験に用いたフォームドカッタ
Fig. 1  Formed cutter used for experiment
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析した結果を図 2 に示す。この解析には，ホブ切りにお
ける切取り厚さが計算できる市販シミュレーションソフ
トHob Chip Software（アムテック㈲製）を用いた。ホ
ブ切りでは切れ刃ごとに切取られる量が異なるのに加
え，左右の切れ刃で切取り厚さに差がある。このため，
左右の切れ刃において切取り厚さを変えて切削状態を検
討することとした（図 3 ）。
　まず，フォームドカッタを用いた切削において，両材
料での切りくず形状や刃先温度，せん断応力，静水圧の
解析を行った。この解析には，温度連成有限要素法によ
って切削時の刃先状態および切りくず生成状態を解析す
ることができる市販ソフトAdvantEdge FEM3D（THIRD 
WAVE SYSTEMS, Inc. 製）を用いた。
　さらに，解析結果と比較するために，フォームドカッ
タを用いた模擬実験（図 4 ）を行った。実験ではオーク
マ㈱製NC旋盤LS30-Nを使用し，旋盤の回転軸に取り

付けたフォームドカッタを回転させ，横送り台上に固定
した板形状の被削材を旋盤の送り機能により溝加工を行
った。実験条件を表 1 にまとめた。被削材は浸炭焼入れ
用鋼であるJIS SNCM420Hおよび高周波焼入れ用鋼を
想定したJIS S55Cの 2 種類とした。
1. 2　実験と解析による摩耗メカニズムの推定
　実験に用いた 2 種類の材料それぞれの加工後の工具摩
耗状態を図 5 1 ）に示す。SNCM420Hが右切れ刃の逃げ
面摩耗が主体であるのに対し，S55Cはすくい面のクレ
ータ摩耗が主体となっている。実験および有限要素法
解析による切りくず形状を図 6 に示す。いずれも
SNCM420Hの切りくずは比較的平らで短い形状である
のに対し，S55Cの切りくずは比較的伸びており，左右
の切れ刃によって生成された部分と歯先切れ刃から生成
された部分の間で折れ曲がった形状となっている。さら
に図 7 に示すように，実験と有限要素法解析で得られた
切りくずはいずれも絶対値に差はあるものの，S55Cに
比べてSNCM420Hのほうが20～25％ほど厚い切りくず
となっており，有限要素法解析により実際の切削現象が
再現できていると考えられる。
　つぎに，各材料の切りくず生成状態に着目すると，

図 3  左右の切取り厚さの模式図
Fig. 3  Image of difference in cutting off thickness of left and right 

face

図 2  ホブ切りにおける各刃の切取り厚さ（Hobchip）
Fig. 2  Cutting thickness of each tooth in hobbing by Hobchip

図 6  実験の切りくず（左）と有限要素法解析の切りくず（右）
Fig. 6  Chip of experiment (left) and 3 D-FEM (right)

図 5  実験後の刃先
Fig. 5  Formed cutter after experiment

表 1  ホブ切りの模擬実験条件
Table 1  Condition of hobbing simulation

図 4  模擬実験の外観
Fig. 4  Appearance of simulation
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SNCM420Hでは工具すくい面に沿うように生成し，切
取り厚さの大きい左切れ刃から切取り厚さの小さい右切
れ刃へと切りくずが流動する。解析結果による工具すく
い面の温度，せん断力，および静水圧を図 8 に示す。切
取り厚さの小さい右切れ刃側のほうが温度，せん断力お
よび静水圧いずれも高くなっていることが分かる。
　いっぽうS55Cの切りくずは，切れ刃進行方向に向か
って生成している。切りくずが折れるような形状になる
歯先切れ刃と左右の切れ刃の角部分で高いせん断力，静
水圧が生じている。また，刃先温度は歯先切れ刃のすく
い面で最も高温となっている。したがって，左右の切れ
刃と歯刃先切れ刃の角部分が最も高い負荷がかかってい
る。
　以上より，ホブ切りにおける工具摩耗位置や摩耗量
は，切りくず形状や切りくずの流れ方に起因する温度分
布や応力分布の変化に影響されることが分かった。ま
た，有限要素法解析により得られる刃先温度や応力によ
って摩耗位置や摩耗量がある程度推定できると考えられ
る。解析結果を基に摩耗量を定量的に評価できれば，ホ
ブ切りの条件設計や工具選定に活用できることが期待さ
れる。

2 ．旋削加工時の工具摩耗予測

　工具が摩耗すると寸法精度の悪化や加工面性状の悪

化，びびり振動の発生などの切削トラブルを引き起こす
原因となる。このため，摩耗の程度によっては新しい工
具に交換する必要がある一方，高頻度の交換は生産性の
低下や工具コストの増加に直結する。そこで，加工効率
と工具寿命を考慮した最適な切削条件を設計するため，
工具摩耗予測技術の開発に取り組んだ。
　本開発では表 2 に示す切削条件によって外周旋削加
工を行い，工具摩耗データを取得した。工具は超硬P10 
種SNMG120405（㈱タンガロイ製TX10D）を使用し，
工具ホルダ（住友電工ハードメタル㈱製PSBN-R） に取
り付けて加工を行った。加工機械はオークマ㈱製NC旋
盤LS30-Nを使用した。被削材には構造用炭素鋼JIS 
S45Cを用い，乾式切削を行った。
2. 1　工具摩耗モデル
　工具摩耗の機構としては主に，刃先に凝着した被削材
が脱落する際に工具材の一部を持ち去る凝着摩耗，被削
材に含まれる硬質粒子によって機械的に工具刃先が削り
取られるアブレシブ摩耗，および高温・高圧環境下にお
いて，工具材成分が被削材に拡散することによる拡散摩
耗が挙げられる。このうち，凝着摩耗は低温域で生じる
ことから，現在の主流である超硬工具では高い温度域で
使用されることが多いため凝着摩耗が生じにくい。そこ
で本開発では，アブレシブ摩耗と拡散摩耗について検討
した。
　拡散摩耗は切削温度に対して指数関数的に影響を受け
ることが知られており，式（ 1 ）のようなモデルが提案
されている 2 ）。

　　　　　　　　　　　　　　  ……………………（ 1 ）

ここで，dWは摩耗量の増分，dLは切削距離の増分を示
す。また，σと tempはそれぞれ工具刃先近傍の応力と切
削温度を表し，A1，A2は拡散摩耗の影響係数である。
　いっぽう，アブレシブ摩耗は図 9 に示すように，被削
材に含まれるアブレシブ粒子が工具刃先に押し付けられ
て工具材が削り取られる摩耗である。アブレシブ粒子が
十分に硬いとすると，アブレシブ摩耗量はアブレシブ粒
子が工具材に押し込まれる量に比例する。さらに，その
押し込み量は被削材の硬さに比例し，工具材の硬さに反
比例するものと考えられる。以上の仮説を基に，式（ 2 ）

dW＝dL・σ・A1・exp －
A2

temp

図 8  有限要素法による切削解析結果
Fig. 8  Results of cutting analysis by FEM

図 7  切りくず厚さの比較
Fig. 7  Comparison of chip thickness

図 9  アブレシブ摩耗のメカニズム
Fig. 9  Mechanism  of abrasive wear

表 2  工具摩耗予測技術開発のための切削条件
Table 2  Cutting condition for developping technology of tool 

wear prediction
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のようにアブレシブ摩耗をモデル化した。

　　　　　　　　　　…………………………………（ 2 ）

ここで，被削材の硬さおよび工具材の硬さについては，
切削中の刃先温度が数百℃から1,000℃を超える高温に
なることを考慮し，切削温度での工具硬さHt および被
削材硬さHw を適用する。
　実際の切削では，拡散摩耗とアブレシブ摩耗とが同時
に生じるため，従来提案されている拡散摩耗のモデルと
今回モデル化したアブレシブ摩耗を統合し，式（ 3 ）を
提案する。C1～C3はモデル係数である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 3 ）

2. 2　工具摩耗予測結果と実験結果の比較
　式（ 3 ）のモデル係数C1，C2，C3は切削実験により同
定し，C1は0.628，C2は114000，C3は11900となった。い
っぽう，工具刃先の温度は測定が困難なため，有限要素
法解析（AdvantEdge FEM2D）を使用して求めた値を
摩耗予測に使用した。また，被削材としてS45C材の高
温強度（耐力），工具材として超硬P10種材の高温硬さ
を測定し，モデル化した結果を式（ 4 ），（ 5 ）に示す。
　
　　Hw=3110・exp（－0.00538・temp） …………………（ 4 ）
　　Ht=－13.5・temp＋17100 …………………………（ 5 ） 
　
　これらのモデル係数により逃げ面摩耗量を算出した結
果を図10に示す。ここでは総摩耗量のほか，アブレシ
ブ摩耗量と拡散摩耗量の計算値を区別して示した。測定
値と計算値は良い一致を示しており，低速度から高速度
までの全速度領域における逃げ面摩耗幅が本モデルによ
って精度良く予測できることが分かる。この摩耗モデル
の活用により，所定の工具寿命となるように切削条件

（切削温度）を設計することが可能となった。

dW＝dL・C1・
Hw
Ht

＋dL・C2・exp
C3

temp－dW＝dL・C1・
Hw
Ht

3 ．旋削加工時の切りくずの分断予測

　切りくずが分断せず，装置に絡まると自動化の阻害要
因となる。そのため，処理性の高い分断した切りくずが
生成されるよう，材料，切削条件および工具形状（チッ
プブレーカ）を選定する必要がある。従来は実験によっ
てそれらの選定を行っていたが，多くの切削条件，工具
形状を組み合わせた膨大な実験を行うことは時間的に困
難であった。
　そこで，理論モデルを活用した机上計算により，材料
や工具形状，切削条件を絞り込むことができる切りくず
分断予測技術の開発に取り組んだ。表 3 に実験条件を示
す。工具はVNMG 160412-VZ AC700G（住友電工ハー
ドメタル㈱）を使用し，工具ホルダ（住友電工ハードメ
タル㈱製PCLNR2525-43） に取付けて加工を行った。加
工機械はヤマザキマザック㈱製NC旋盤QUICK TURN300 
を使用した。被削材には構造用炭素鋼JIS S45Cを用い，
乾式切削を行った。
3. 1　切りくずが分断するメカニズム
　切りくずはつぎのような過程で分断に至る（図11）。
　①チップブレーカにより一定の半径に曲げられながら

切りくずが生成する。
　②切りくずの先端が工具や被削材に当たり，それ以上

進めなくなる。しかし切りくずの生成は続くため，
一度曲げられた切りくずが再度伸ばされる（曲率半
径が大きくなる）。

　③曲げ伸ばしによって切りくずに曲げひずみが生じ，
破断ひずみ（破断限界）を超えると分断する

つまり，切りくずの分断／連続の判断は，切りくずに生
じる曲げひずみと切りくずの破断ひずみとを比較するこ
とによって判別できる。
3. 2　切りくず分断/連続の予測モデル
　切りくずに生じる曲げひずみは，梁（はり）を曲げた
ときに生じる曲げひずみと同じ考え方で算出される。す
なわち，切りくず厚さh，チップブレーカによって決定
される切りくずの初期カール径 r0，伸ばされた後の切り
くずカール径 rc により，つぎの式（ 6 ）の右辺で算出す

図10  切削温度と逃げ面摩耗速度の関係
Fig.10 Relationship between measured wear rates (dW/dL) and 

cutting temperature

表 3  切りくず分断予測技術開発のための実験条件
Table 3  Cutting condition for developping technology of chip 

breaking prediction

図11  切りくず分断メカニズム
Fig.11  Chip breaking mechanism
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ることができる。また，左辺に示す切りくずの破断ひず
みεcを超えると切りくずが分断し，εcを超えなければ
切りくずは連続するとの予測ができる。

　　　　　　　　　　…………………………………（ 6 ）

3. 3　実験結果と予測結果の比較
　式（ 6 ）における各変数をそれぞれ求め，実験結果と
比較して予測式の妥当性を評価した。切りくず厚さhは，
工具のすくい角α，せん断角φ，切取り厚さ tで決定さ
れ，式（ 7 ）で表される。

　　　　　　　　　　　………………………………（ 7 ）

　材料ごとに切削速度や送り速度を変えた切削実験を行
い，そのときのせん断角平均値を各材料の代表値として
式（ 7 ）に代入し，切りくず厚さhを算出した。
　初期カール径 r0は，実験で使用する工具形状を測定
し，図12に示すいずれかのパターンで幾何学的に算出
した。図12（a）は平行型と呼ばれ，切りくずがブレー
カの頂上に接触して曲げられる形態である。図12（b）
はクランプ型と呼ばれ，切りくずがブレーカの斜面に接
触して曲げられる形態である。また，切りくずカール径
が無限大になるまで伸ばされても分断しなければ，切り
くずは分断しないという仮定のもと，伸ばされた後の切
りくずカール径 rc は∞とした。
　切りくず破断ひずみは，切りくずの引張試験により求
める方法 3 ）や，切りくずを曲げ伸ばした際に折れる曲
率から算出する方法 4 ）がある。今回は前者の文献値を
適用した。
　表 3 に示す実験条件において生じる切りくず破断ひず
みを式（ 6 ）によって算出し，図13にコンタ図で示した。
図13中の赤色の破線は切りくず破断ひずみを示してお
り，破線よりも右上であれば分断し，左下であれば連続
するという予測結果となる。また，図13には実験結果を
〇，△，×の記号で示しており，〇は10巻以内に分断し
たもの，△は分断しているものの10巻以上連続した切り
くずが生じたもの，×は分断していないものを示してい
る。一部，分断すると予測された領域に10巻以上連続し
た切りくずが生じた条件（△）もあるが，おおむね予測
結果と実験結果はよく一致しており，式（ 6 ）により切
りくずの分断を予測できることが確認された。

εc< －h
2
1
r0

1
rc

h＝t・sin（φ＋90－α）sinφ

　今回の予測式による結果はブレーカ形状が比較的単純
な場合に実験結果とよく一致する。いっぽう，三次元的
に複雑なブレーカ形状の場合や送り速度が過大な場合に
予測結果が実験結果と整合しなくなる。このような場合
の予測精度を向上させることが今後の課題である。

むすび＝切削メカニズムの解明や被削性の予測・改善の
ため，切削実験と有限要素法や理論計算を組み合わせた
シミュレーション技術の開発に取り組んだ。得られた成
果を以下にまとめる。

（ 1 ）ホブ切りの模擬実験とそれを再現する有限要素法
解析により，切りくずの生成状態が工具の温度分
布や工具に加わる応力分布に影響し，それにより
摩耗位置や摩耗状態が変化することが分かった。

（ 2 ）アブレシブ摩耗と拡散摩耗を同時に考慮した摩耗
モデルを用い，有限要素法切削シミュレーション
により求めた切削温度，被削材および工具の高温
時の硬さを入力することにより，幅広い切削速度
範囲にわたってS45Cの工具摩耗量を正確に表現し
得ることを確認した。

（ 3 ）切りくず分断メカニズムを基にした理論モデルを
用い，工具形状および切削条件に基づいて幾何学
的に求めた切りくず形状を入力値とすることによ
り切りくずの分断可否を予測し得ることを確認し
た。
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図13  切りくず分断予測結果と実験結果の比較
Fig.13 Comparison of prediction results for chip breaking and 

experiment results

図12  切りくず初期カール径 r0の算出方法
Fig.12  Calculating method of initial curling diameter r0 of chip


