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要旨 

 大気プラズマを照射した超硬工具でφ50×150 mm の S45Cの丸棒を切削速度約 80 m/min，送り量 0.08 mm/rev

および切込み量 0.5 mm で切削し，切削抵抗の測定および工具刃先の観察を行った．その結果，工具表面へのプラ

ズマ照射は切削抵抗を増加させたが，工具摩耗を抑制する効果が確認できた．  

1111．．．．緒言緒言緒言緒言     

通常，金属の切削加工を行うときは，工具摩耗の抑

制，被削性向上等の目的で切削油剤を使用する場合が

多い．しかし，製品の洗浄のコスト増加，作業環境の

悪化等が懸念される．さらに，工場における消費電力

の 4 割が切削油剤に関連すると言われており，切削油

剤に関わる問題は多岐に渡る 1)．特に，Ti-6Al-4V のよ

うなチタン合金の切削加工では，被削材の熱伝導率が小さ

く工具材料との親和性も高いため工具摩耗が顕著に現れ

ることから，切削油剤の使用は必要不可欠であると考えられ

ている 2)． 

著者らのグループは，切削油剤に関わる問題を解決

するための一つの方法として，切削油剤を使用しない

完全乾式切削の実用化に向けた基礎研究を行っている．

この完全乾式切削の一つの方法として，工具表面に大

気プラズマを照射する方法で，結果として照射した超

硬工具で S45C の丸棒を切削することにより，切削抵

抗，逃げ面摩耗幅 VBおよび境界摩耗幅 VNがプラズマ

照射していない工具に比べわずかではあるが減少する

ことを確認している．これは工具すくい面にプラズマ

照射することにより工具すくい面の濡れ性が向上し，

構成刃先が生成されやすくなり，その結果，工具刃先

が保護され，工具摩耗が抑制され切削抵抗が減少した

と考えている 3)．しかし，切削用試料として使用した

丸棒の切削では，繰り返し切削することで切削速度が

切削開始時の約 90 m/minから切削総距離約 3500mで

の 65 m/min と大きく減少する．このとき切削距離の

増加に伴い切削抵抗は切削速度が 90～85 m/min で増

加傾向を，85～80 m/min では減少傾向を，65 m/min

以下では変化が確認できなかった．同様の試料で 140 

m/min 以上の切削速度領域でも増加傾向を示している

ことから，増加傾向を示していない 85～80 m/min の

領域で切削工具表面へのプラズマ照射の効果が期待で

きるものと考えられる． 

そこで，本研究では S45Cの丸棒を旋削用試料とし，

切削工具表面に大気プラズマを照射し従来と同様の方

法で切削を行うが，同一試料を繰り返し切削すると切

削速度を 85～80 m/min の範囲で一定とすることが難

しいため，同一試料の切削は二回までとし，切削総距

離を約 3500 m とするために，無照射及びプラズマ照

射用の試料をそれぞれ 7 本準備した．このときの切削

抵抗の測定および切削後の切削工具の顕微鏡観察から

S45C の切削に及ぼす切削工具表面への大気プラズマ

照射の影響を調べる． 

2222．．．．実験方法実験方法実験方法実験方法     

 切削用試料は S45C の丸棒で，その形状はφ50×150 

mm である．本実験の予備切削および本切削の切削条

件を表 1 に示す．いずれの切削も卓上精密旋盤で行い，

本切削を行う前に加工変質層などの状態を同一にする

ため，予備切削を行った．予備切削の切削条件は本切

削の直前に切削速度約 130 m/min，送り量  0.08 

mm/rev および切込み量 0.1 mm で，切削油剤を使用せ

ずに切削し仕上げた．その後，本切削は切削速度約 80 

m/min，送り量 0.08 mm/rev，切込み量 0.5 mm で工

具すくい面および逃げ面にプラズマ照射した工具ある

いは照射していない工具で行った．プラズマ照射時は

切削工具表面に大気プラズマをキーエンス製のプラズ

マ照射器（ST-7000）を用い，照射器と工具表面との

距離を 10 mmとし，照射時間 10 secで照射を行った．

切削工具へのプラズマ照射は試料（丸棒）の同一径を

切削するごと（切削距離約 230 m）に行った． 

以上の条件で本切削した時の切削抵抗（主分力：FT，

送り分力：FAおよび背分力：FN）を工具動力計で測定

し，切削工具は光学顕微鏡で観察を行い，S45Cの切削

に及ぼす大気プラズマの影響を調べた．切削工具は光

学顕微鏡で観察を行い，S45C の切削に及ぼす大気プラ

ズマの影響を調べた． 

表 1 切削条件 

本切削 

切削速度 80 m/min 

送り量  0.08 mm/rev 

切込み量 0.5 mm 

切削油剤 なし 

予備切削 

切削速度 130 m/min 

送り量 0.08 mm/rev 

切込み量 0.1 mm 

切削油剤 なし 

切削工具 

工具材種 K-10（WC） 

すくい角 0° 

逃げ角 11° 

前切刃角 30° 

横切刃角 0° 

刃先先端の丸み  5μm 
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3333．．．．実験結果実験結果実験結果実験結果および考察および考察および考察および考察     

図 1 に切削速度が約 80 mm/min，送り量が 0.08 

mm/rev，切込み量が 0.5 mm の条件でプラズマ照射し

ていない工具（以下，無照射工具）およびプラズマ照

射した工具（以下，照射工具）で，それぞれ約 3500 m

切削したときの主分力，送り分力および背分力の変化

を示す．主分力，送り分力および背分力はそれぞれ約

30 N の変動があるため最大値で示している．切削距離

は切削用試料の外周を 1 度切削すると約 230 m となり，

1 回目は予備切削面を切削することになる．同試料の 2

回目の切削は一度切削した面を切削することになる．

そのため，図 1 のプロットの奇数回は予備切削面を偶

数回は一度切削した面の切削となり，これらを 7 回（そ

れぞれ 7 本の試料）繰り返し切削した距離を合計した

ものを切削距離とする． 

まず，無照射工具で切削したときの主分力は切削距

離の増加に伴いわずかではあるが増加傾向を示してい

るが，約 140 Nという値を示している．送り分力はほ

とんど変化せずに約 90 N という値を示している．背分

力は逆にわずかではあるが減少傾向を示しているもの

の，約 40 N という値を示している．一方，照射工具で

切削したときは主分力および送り分力がほとんど変化

せず，それぞれ，約 150 N および約 95 N を示してい

る．また，主分力および送り分力に関しては，予備切

削面の切削抵抗の方が一度切削して面より大きな値を

示している．この傾向は切削距離の増加に伴い小さく

なっている．背分力は主分力および送り分力とはこと

なり，わずかに増加傾向を示しており，約 50 N の値を

示している． 

以上の結果より，切削抵抗への工具表面へのプラズ

マ照射の影響は，主分力，送り分力及び背分力のいず

れに関してもプラズマ照射により増加している．これ

は，工具表面にプラズマ照射することで工具表面の濡

れ性が向上したために，工具すくい面と排出する切り

くずのすくい面側との摩擦力が増加したためであると

考えられる．これは濡れ性を変化させたコーティング

ドリルで穴あけ加工を行い，切削角が大きいほど，つ

まり，濡れ性が悪いほど切削抵抗が小さくなったとい

う研究報告と一致する 4)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2および図 3に約 460 m切削するごとに切削工具

のにげ面の光学顕微鏡観察を行い，逃げ面摩耗幅 VB

および境界摩耗幅 VNを測定した結果を示す．にげ面摩

耗幅に関しては，プラズマ照射の有無に関わらず切削

距離の増加に伴い増加しており，無照射工具では約

3500 m の切削で約 0.06 mm となっているが，照射工

具では約 0.05 mm と工具摩耗幅が抑制されており，こ

の傾向は切削距離にかかわらず確認できる．境界摩耗

幅に関しても同様の傾向が確認できる．以上の結果か

ら，工具表面へのプラズマ照射は工具表面の濡れ性を

向上させ切削抵抗を増加させるが，一方で，この効果

により生成される構成刃先より工具が保護されること

によって工具摩耗が抑制されるものと考えられる． 
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図 1 切削抵抗に及ぼす切削工具へのプラズマ

照射の影響 
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図 2 にげ面摩耗幅 VBに及ぼす切削工具へのプ

ラズマ照射の影響 
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図 3 境界摩耗幅 VNに及ぼす切削工具へのプラ

ズマ照射の影響 
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