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(57)【要約】
【課題】　コストアップを招いたり加工時間や加工精度
に影響を与えたりすることなく、工具の摩耗を好適に抑
制して工具寿命を延長する。
【解決手段】　切れ刃４が円形となる回転工具３を軸回
りに回転させて切削液を供給しながらワークＷを切削加
工するための切削加工方法であって、回転工具３を、切
り屑６の流出方向と同じ回転方向で、且つ切れ刃４の周
速度が切り屑６の流出速度を上回る回転速度で回転させ
て切削加工を行う。これにより、動圧効果を利用して回
転工具３と切り屑６との直接的な固体接触が減少し、回
転工具３の摩耗が抑制される。
【選択図】図２



(2) JP 2011-156644 A 2011.8.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切れ刃が円形となる回転工具を軸回りに回転させて切削液を供給しながらワークを切削
加工するための切削加工方法であって、
　前記回転工具を、切り屑の流出方向と同じ回転方向で、且つ前記切れ刃の周速度が前記
切り屑の流出速度を上回る回転速度で回転させて切削加工を行うことを特徴とする切削加
工方法。
【請求項２】
　切れ刃が円形となる回転工具を軸回りに回転させて切削液を供給しながらワークを切削
加工するための切削加工方法であって、
　前記回転工具を、切削方向に対して所定角度傾斜させ、切り屑の流出方向と逆の回転方
向で、且つ切削速度をＶｗ、前記切れ刃の周速度をＶｔとしてＶｔ／Ｖｗが１を上回る回
転速度で回転させて切削加工を行うことを特徴とする切削加工方法。
【請求項３】
　前記回転工具のすくい面に、切れ刃の同心円に交差する方向の溝が複数形成されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の切削加工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切れ刃が円形となる回転工具を軸回りに回転させて切削液を供給しながらワ
ークを切削加工するための切削加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合工作機械等において、円形チップやドリル、エンドミル等の回転工具を軸回りに回
転させて切削液を供給し、主軸に把持させたワークを回転させて旋削加工を行う方法がよ
く知られている（特許文献１～３等）。このように工具を強制的に回転（能動回転）させ
ることで、工具の摩耗を均一化させて工具寿命を長くすることができるからである。
　また、このような能動回転型の切削加工方法の応用例として、特許文献４には、切削工
具のすくい面に刃先まで延びる半径方向部分またはローブを設けるか、またはローブのな
い切削工具を往復運動或いは偏心運動させるかすることで、切削帯域と工具とチップとの
間の界面に油又は潤滑流体の膜を形成するようにした発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１５２４８０号公報
【特許文献２】特表２００７－５０４０１１号公報
【特許文献３】特開昭５３－４８２８９号公報
【特許文献４】特開昭５６－４５３０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来技術のうち、特許文献４のものは流体膜の形成による工具寿命の延長効果が最
も高いと考えられる。工具と切り屑との間に流体による膜を形成することで、工具とワー
クとの凝着を防止して摩耗の抑制に繋がるからである。
　しかし、特許文献４の技術では、流体膜の形成のために切削工具にローブを形成したり
、往復運動或いは偏心運動させたりするため、特殊な切削工具を用意する必要が生じてコ
ストアップに繋がったり、切削工具の余計な運動によって加工時間が延びたり加工精度が
低下したりする問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、コストアップを招いたり加工時間や加工精度に影響を与えたりする
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ことなく、工具の摩耗を好適に抑制して工具寿命を延長することができる切削加工方法を
提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、切れ刃が円形となる回転工具を
軸回りに回転させて切削液を供給しながらワークを切削加工するための切削加工方法であ
って、回転工具を、切り屑の流出方向と同じ回転方向で、且つ切れ刃の周速度が切り屑の
流出速度を上回る回転速度で回転させて切削加工を行うことを特徴とするものである。
　上記目的を達成するために、請求項２に記載の発明は、切れ刃が円形となる回転工具を
軸回りに回転させて切削液を供給しながらワークを切削加工するための切削加工方法であ
って、回転工具を、切削方向に対して所定角度傾斜させ、切り屑の流出方向と逆の回転方
向で、且つ切削速度をＶｗ、切れ刃の周速度をＶｔとしてＶｔ／Ｖｗが１を上回る回転速
度で回転させて切削加工を行うことを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２の構成において、回転工具のすくい面に、切
れ刃の同心円に交差する方向の溝が複数形成されていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１及び２に記載の発明によれば、動圧効果を利用して回転工具と切り屑との直接
的な固体接触が減少する。よって、回転工具の摩耗が抑制されて工具寿命の延長が期待で
きる。特に、回転工具に特殊な形状や余計な運動を付与する必要がなく、加工条件の設定
のみで動圧効果が得られるため、コストアップが生じない上、加工時間や加工精度にも影
響を与えなくて済む。
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２の効果に加えて、すくい面に形成した
溝によって、より好適な動圧効果が得られて工具寿命の延長に効果的となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】形態１の切削加工方法の説明図で、左上がＺ方向、左下がＹ方向、右がＸ方向か
ら夫々示している。
【図２】形態１の切削部位をＺ方向から見た拡大図である。
【図３】形態１の切削点の拡大図である。
【図４】形態２の切削方法の説明図である。
【図５】形態２の切削部位をＺ方向から見た拡大図である。
【図６】形態３の回転工具の説明図である。
【図７】形態３の速度比と摩擦係数との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
［形態１］
　図１は、本発明の切削加工方法を実施するマシニングセンタ等の主軸先端部分の説明図
で、１はモータ駆動で回転するスピンドル、２は工具ホルダで、工具ホルダ２に回転工具
３が取り付けられている。ここでは、切れ刃４（図２に図示）が円形となる回転工具３を
回転させながらＺ－方向へ移動させてワークＷの外面を所定深さまで切削し、切削後は回
転工具３をＺ＋方向へ退避させてＹ＋方向へ移動させ、再びＺ－方向へ切削する突き加工
の例で示している。なお、回転工具３には、図示しない切削液の供給手段が設けられて、
ワークＷと回転工具３との間に切削液を供給可能となっている。
【００１０】
　この突き加工においては、図２に示すように、切り屑６は回転工具３のすくい面５によ
ってその回転方向に摩擦力を受けるため、切り屑６は当該回転方向へ流出することになる
。
　本形態１では、動圧効果を利用して回転工具３と切り屑６との間に切削液による膜を生
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成し、固体接触を防ぐことで摩耗の防止を図るようにしている。動圧効果とは、摩擦部に
液体を引き込むことで流体圧力を発生させることで、固体の接触圧力でなく切削液による
流体圧力によって全荷重を支えるものである。
【００１１】
　但し、この突き加工において動圧効果を得るためには、回転工具３の切れ刃４の周速度
が切り屑６の流出速度を上回る必要がある。
　ここで、切り屑６の流出速度Ｖｃは、加工条件から決定される実切込量ｔ１及び実際の
切り屑厚さｔ２（図３に示す）と、回転工具３のＺ－方向への移動速度（切削速度）Ｖｗ
とから、以下の式で得ることができる。
　Ｖｃ＝Ｖｗ×ｔ２／ｔ１
　よって、切れ刃４の周速度Ｖｔが切り屑６の流出速度Ｖｃより大きくなるように加工条
件を設定すればよい。
【００１２】
　このように、上記形態１の切削加工方法によれば、回転工具３を、切り屑６の流出方向
と同じ回転方向で、且つ切れ刃４の周速度が切り屑６の流出速度を上回る回転速度で回転
させて切削加工を行うようにしたことで、動圧効果を利用して回転工具３と切り屑６との
直接的な固体接触が減少する。よって、回転工具３の摩耗が抑制されて工具寿命の延長が
期待できる。特に、回転工具３に特殊な形状や余計な運動を付与する必要がなく、加工条
件の設定のみで動圧効果が得られるため、コストアップが生じない上、加工時間や加工精
度にも影響を与えなくて済む。
【００１３】
　次に、他の形態を説明する。なお、形態１と共通する構成部には同じ符号を付して重複
する説明は省略する。
［形態２］
　本形態２では、図４に示すように、Ｚ方向となる切削方向に対して回転工具３の回転中
心軸をα°傾斜させている。
　このように回転工具３を傾斜させると、図５に示すように、切り屑６の流出方向がＹ＋
側へ変化する。そこで、本形態では、切り屑６の流出方向と回転工具３の回転方向とが反
対向きになるように設定して切削加工を行っている。切り屑６が回転工具３のすくい面５
から分離する付近では楔形状になっているため、切り屑６の流出方向と逆に回転工具３を
回転させることで、切り屑６のカールによる楔形状で切削液が引き込まれ、動圧効果が発
生しやすくなるようにしたものである。
【００１４】
　但し、ここでも動圧効果を得るための条件は、回転方向の設定に加えて、切れ刃４の周
速度が切り屑６の流出速度を上回る必要がある。すなわち、切削速度がＶｗ、切れ刃４の
周速度がＶｔの場合、理想的な切り屑６の流出速度はＶｗであるから、すくい面５上での
動圧効果を得るためには、以下の式を満足するように加工条件を設定すればよい。
　Ｖｔ／Ｖｗ＞１
【００１５】
　このように、上記形態２の切削加工方法においても、回転工具３を、切削方向に対して
所定角度傾斜させ、切り屑６の流出方向と逆の回転方向で、且つ切削速度をＶｗ、切れ刃
４の周速度をＶｔとしてＶｔ／Ｖｗが１を上回る回転速度で回転させて切削加工を行うよ
うにしたことで、動圧効果を利用して回転工具３と切り屑６との直接的な固体接触が減少
する。よって、回転工具３の摩耗が抑制されて工具寿命の延長が期待できる。ここでも、
回転工具３に特殊な形状や余計な運動を付与する必要がなく、加工条件の設定のみで動圧
効果が得られるため、コストアップが生じない上、加工時間や加工精度にも影響を与えな
くて済む。
【００１６】
［形態３］
　本形態３も形態２と同様に、回転工具を傾斜させて切削加工を行うが、ここでは図６に
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向、ここでは半径方向の溝７，７・・を所定間隔で全周に亘ってレーザー加工によって形
成している。この溝７は、幅が約３μｍ、深さが約２μｍ、長さが切れ刃から約８００μ
ｍで、溝７，７間の間隔は約２０μｍとなっている。
　このようにすくい面５に溝７を形成した回転工具３を用いて切削加工を行うことで、切
削液がすくい面５に保持されやすくなって切り屑６との間での動圧効果が発生しやすくな
り、工具寿命の延長により効果的となる。
【００１７】
　図７は、切削速度Ｖｗと切れ刃４の周速度Ｖｔとの速度比Ｖｔ／Ｖｗと、すくい面５に
おける摩擦係数との関係を示すグラフで、ここでは、ワークＷを加工点での周速度Ｖｗで
回転させながら、図６に示した溝７のある回転工具３ａと溝７のない回転工具３とを図４
のように傾斜させて周速度Ｖｔで切り屑６の流出方向と逆向きに回転させて、且つＭＱＬ
（Minimum Quantity Lubrication：微少量潤滑）で切削液を供給しながら夫々切削加工を
行った結果を示している。
　ここで明らかなように、実線で示す溝ありの回転工具は、点線で示す溝なしの回転工具
に比べて摩擦係数が低くなっており、溝の形成によって動圧効果が向上していることがわ
かる。
【００１８】
　また、この切削実験では、速度比Ｖｔ／Ｖｗが増加するほど摩擦係数が低下して切り屑
が薄くなる傾向が認められたが、溝ありの回転工具では、速度比が２を超えた付近から摩
擦係数が僅かに増加に転じている。これは、混合潤滑状態から流体潤滑状態に遷移する際
に見られる傾向と類似している。
　なお、溝のない回転工具で切削液を供給せずに切削加工した場合の摩擦係数は、溝あり
の回転工具で切削液を供給して切削加工した場合の摩擦係数の２～３倍以上となることか
ら、本形態３の回転工具を用いた切削加工によれば、従来にない低摩擦を実現しているこ
とが認められる。
【００１９】
　このように、上記形態３の切削加工方法においても、動圧効果を利用して回転工具３ａ
と切り屑６との直接的な固体接触が減少し、摩耗が抑制されて工具寿命の延長が期待でき
る。特にここでは、すくい面５に半径方向の溝７を複数形成したことで、より好適な動圧
効果が得られて工具寿命の延長に効果的となっている。なお、形態１，２と比較して回転
工具３ａに溝７の付与が必要となるものの、溝７の付与自体は簡単に行えるため、コスト
アップは少なくて済み、加工時間や加工精度に影響を与えることはない。
【００２０】
　なお、溝の形態は上記形態３で提示した数値に限らず、回転工具の径等に応じて適宜変
更可能である。また、形成する溝の方向も半径方向に限らず、切れ刃の同心円に交差する
方向であれば他の角度で形成するようにしてもよい。さらに、溝の形成方法は、研削加工
、コーティング、金型成型などでもよく、先の形態に示したレーザー加工に限定されるも
のではない。
　勿論マシニングセンタによる突き加工に限定されるものではなく、例えば特許文献１や
２に示されるような旋盤や複合工作機械を用いて円筒形状のワークに対し旋削加工を行う
場合に本発明を適用することも可能である。
【符号の説明】
【００２１】
　１・・スピンドル、２・・工具ホルダ、３・・回転工具、４・・切れ刃、５・・すくい
面、６・・切り屑、７・・溝、Ｗ・・ワーク。
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