
JP 4523546 B2 2010.8.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属粉末または金属の化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉
体を電極として、前記電極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギによ
り、前記ワーク表面に前記電極の材料からなる被膜または前記電極の材料が放電エネルギ
により反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理方法であって、
　放電中の前記電極とワークとの間の電圧を検出し、該電圧が、アーク電圧と、放電の集
中により生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発生していない放電時の前記電
極の電圧降下分と、の和のとりうる所定の値よりも低下したことを検出した場合に、放電
表面処理状態が異常であると判断すること
　を特徴とする放電表面処理方法。
【請求項２】
　金属粉末または金属の化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉
体を電極として、前記電極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギによ
り、前記ワーク表面に前記電極の材料からなる被膜または前記電極の材料が放電エネルギ
により反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理方法であって、
　放電中の前記電極とワークとの間の電圧を検出し、所定の数のパルス放電中の該電圧の
平均値が、アーク電圧と、放電の集中により生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝
固が発生していない放電時の前記電極の電圧降下分と、の和の平均値の１０％低い値より
も低下したことを検出した場合に、放電表面処理状態が異常であると判断すること、
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　を特徴とする放電表面処理方法。
【請求項３】
　金属粉末または金属の化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉
体を電極として、前記電極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギによ
り、前記ワーク表面に前記電極の材料からなる被膜または前記電極の材料が放電エネルギ
により反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理方法であって、
　放電中の前記電極とワークとの間の電圧を検出し、該電圧が、アーク電圧と、放電の集
中により生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発生していない放電時の前記電
極の電圧降下分と、の和のとりうる所定の範囲にない場合に、電極自体が異常であると判
別すること、
　を特徴とする放電表面処理方法。
【請求項４】
　金属粉末または金属の化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉
体を電極として、前記電極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギによ
り、前記ワーク表面に前記電極の材料からなる被膜または前記電極の材料が放電エネルギ
により反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理装置であって、
　放電中の前記電極と前記ワークとの間の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記電圧検出手段における検出結果である前記電圧が、アーク電圧と、放電の集中によ
り生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発生していない放電時の前記電極の電
圧降下分と、の和のとりうる所定の値よりも低下したか否かで放電状態の良否を判断する
良否判断手段と、
　を有することを特徴とする放電表面処理装置。
【請求項５】
　金属粉末または金属の化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉
体を電極として、前記電極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギによ
り、前記ワーク表面に前記電極の材料からなる被膜または前記電極の材料が放電エネルギ
により反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理装置であって、
　放電中の前記電極と前記ワークとの間の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記電圧検出手段における検出結果である前記電圧の所定の数のパルス放電中の平均値
が、アーク電圧と、放電の集中により生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発
生していない放電時の前記電極の電圧降下分と、の和の平均値の１０％低い値よりも低下
したか否かで放電状態の良否を判断する良否判断手段と、
　を有することを特徴とする放電表面処理装置。
【請求項６】
　金属粉末または金属の化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉
体を電極として、前記電極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギによ
り、前記ワーク表面に前記電極の材料からなる被膜または前記電極の材料が放電エネルギ
により反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理装置であって、
　放電中の前記電極と前記ワークとの間の電圧を検出する電圧検出手段と、
　前記電圧検出手段における検出結果である前記電圧が、アーク電圧と、放電の集中によ
り生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発生していない放電時の前記電極の電
圧降下分と、の和のとりうる所定の範囲にない場合に電極自体の異常と判別する判別手段
と、
　を有することを特徴とする放電表面処理装置。
【請求項７】
　前記良否判断手段の判断結果に基づいて放電の停止または処理条件の変更を行なう制御
手段を有することを特徴とする請求項４または５に記載の放電表面処理装置。
【請求項８】
　放電時に加工液である油と反応して炭化物を形成しにくい材料を前記電極に４０体積％
以上含んでいることを特徴とする請求項４から６のいずれか１つに記載の放電表面処理装
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置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、放電表面処理技術に関するものであり、詳細には、金属粉末または金属の
化合物の粉末、または、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉体電極を電極として、電
極とワークの間にパルス状の放電を発生させ、そのエネルギにより、ワーク表面に電極材
料または電極材料が放電エネルギにより反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処
理方法および放電表面処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の放電表面処理は、常温での耐磨耗に主眼をおいており、ＴｉＣ（炭化チタン）な
どの硬質材料の被膜を形成していた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、近年、常温での耐磨耗を目的とした硬質セラミックス被膜だけでなく、
１００μｍ程度以上の厚膜形成に対する要求が強くなっている。そして、厚膜に要求され
る機能としては、高温環境下での耐磨耗性、潤滑性などがあり、このような機能を有する
厚膜が形成されるのは、高温環境下で使用される部品などが対象である。
【０００４】
　このような厚膜を形成するためには、硬質セラミックス膜を形成するためのセラミック
スを主成分とした電極とは異なる電極であり、金属成分を主成分とした粉末を圧縮成形し
、その後必要に応じて加熱処理を行って形成した電極を使用する。
【０００５】
　また、放電表面処理により厚膜を形成するには、電極の硬さをある程度低くするなど所
定の特徴を電極に持たせる必要がある。これは放電のパルスにより電極材料を多量にワー
ク側に供給する必要があるためである。
【０００６】
【特許文献１】国際公開第９９/５８７４４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、放電表面処理は通常は安定して被膜形成ができるが、突発的に被膜形成が不
安定な状態になり、一旦不安定な状態になると容易に安定した状態に回復できないという
問題があった。これは以下のような理由によると考えられる。すなわち、突発的な不安定
な状態の発生が放電の集中によるものであり、一旦不安定な状態になると、電極の放電が
集中した部分が広く溶融・再凝固する。ここで、電極の部分が溶融すると、その部分の電
極形状が変形し、放電が発生しやすい状態になる。
【０００８】
　そして、電極の溶融・再凝固した部分に放電が発生し、溶融・再凝固する範囲をさらに
拡大する。また、電極の溶融した部分に放電が集中すると、その部分が加熱されるため、
より放電が発生しやすい状態になる。
【０００９】
　このように、電極において一旦放電が集中した部分は放電が発生しやすい状態になり、
その部分のダメージが拡大するため、被膜形成の安定な状態に回復することは困難である
。
【００１０】
　しかし、被膜形成が不安定な状態になった初期の段階で、放電パルスの休止時間を延ば
すなどの処理を施せば、被膜形成が安定な状態に回復させることが可能な場合もある。し
たがって、放電表面処理が不安定な状態になった場合には、被膜形成の不安定現象を的確
に検出し、該不安定現象に起因して被膜の状態及び電極の状態が悪化する前に適切な対応
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処理を施すことが必要である。
【００１１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、被膜形成の不安定現象を的確に検出し、該不
安定現象に起因して被膜の状態及び電極の状態が悪化する前に適切な対応処理を実施する
ことを可能とするための放電表面処理方法および放電表面処理装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明にかかる放電表面処理方法にあっては、金属粉末または金属の化合物の粉末、ま
たは、セラミックスの粉末を圧縮成形した圧粉体を電極として、電極とワークの間にパル
ス状の放電を発生させ、そのエネルギにより、ワーク表面に電極の材料からなる被膜また
は電極の材料が放電エネルギにより反応した物質からなる被膜を形成する放電表面処理方
法であって、放電中の電極とワークとの間の電圧を検出し、該電圧が、アーク電圧と、放
電の集中により生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発生していない放電時の
電極の電圧降下分と、の和のとりうる所定の値よりも低下したことを検出した場合に、放
電表面処理状態が異常であると判断することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、放電中の電極とワークとの間の電圧を検出し、該電圧が、アーク電
圧と、放電の集中により生じる電極局部の溶融またはこれに続く再凝固が発生していない
放電時の電極の電圧降下分と、の和のとりうる所定の値よりも低下したことを検出した場
合に放電表面処理状態が異常であると判断することにより、放電表面処理時において放電
表面処理の不安定現象を的確に検出する。これにより、放電表面処理の不安定現象に起因
して被膜の形成状態及び電極の状態が悪化する前に適切な対応処理を実施することが可能
となる。すなわち、放電表面処理の安定度を判別することにより、被膜及び電極の損傷を
防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明をより詳細に説術するために、添付の図面に従って本発明の実施の形態を説明す
る。なお、本発明は、以下の記述に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲において適宜変更可能である。また、添付の図面においては、理解の容易のため、各
部材における縮尺が異なる場合がある。
【００１５】
　まず、放電表面処理により厚膜を形成するために必要な技術思想について説明する。
【００１６】
　放電表面処理により厚膜を形成すべく、電極として金属成分を主成分とした材料を用い
て形成した電極を使用し、加工液として油を使用する場合には、炭化物を形成しやすい材
料が電極中に大量に含まれていると、該炭化物を形成しやすい材料が加工液である油に含
まれる炭素と反応して炭化物になってしまうために厚膜を形成しにくいということが見出
された。
【００１７】
　発明者らの研究では、数μｍ程度の粉末を使用して製造した電極により被膜を形成する
場合には、Ｃｏ（コバルト）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｆｅ（鉄）などの炭化物を形成しにく
い材料を電極中に含ませないと、安定して緻密な厚膜を形成することは困難であることが
見出されている。
【００１８】
　ここで、使用する粉末の粒径・材質などにもよるが、概略上記のような炭化物を形成し
にくい材料が４０体積％以上含まれていることが厚膜形成には必要である。電極中に炭化
物を形成しにくい材料が４０体積％以上含まれることにより、安定して緻密な厚膜を形成
することができる。ただし、粒径が１μｍよりも小さくなると、必ずしもこれらの材料が
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上記のような量含まれなくとも厚膜の形成ができる場合もある。
【００１９】
　次に、本実施の形態にかかる放電表面処理方法について説明する。第１図は、この発明
の実施の形態１における放電表面処理用電極の製造方法の概念を示す断面図である。まず
、第１図を参照して本発明に用いられる電極の一例として電極材料にＣｏ合金の粉末を使
用した場合について説明する。第１図において、金型の上パンチ２、金型の下パンチ３、
金型のダイ４で囲まれた空間には、Ｃｏ合金粉末１が充填される。そして、このＣｏ合金
粉末１を圧縮成形することにより圧粉体を形成する。放電表面処理にあたっては、この圧
粉体が放電電極とされる。
【００２０】
　第１図に示す電極の製作工程は以下の通りである。まず、Ｃｏ合金粉末１を金型に入れ
て、上パンチ２及び下パンチ３により該Ｃｏ合金粉末１に圧力をかけてプレスする。この
ようにして所定のプレス圧をＣｏ合金粉末１にかけることで該Ｃｏ合金粉末１は固まり、
圧粉体となる。
【００２１】
　プレスの際にＣｏ合金粉末１の内部へのプレスの圧力の伝わりを良くするために、Ｃｏ
合金粉末１にパラフィンなどのワックスを混入するとＣｏ合金粉末１の成形性を改善する
ことができる。しかし、電極内のワックスの残留量が多くなるほど電気伝導度が悪くなる
。このため、Ｃｏ合金粉末１にワックスを混入した場合には、後の工程でワックスを除去
することが好ましい。
【００２２】
　上記のようにして圧縮成形された圧粉体は、圧縮により所定の硬さが得られている場合
にはそのまま放電表面処理用の電極として使用することができる。また、圧縮成形された
圧粉体は、所定の硬さが得られていない場合には加熱することで圧粉体の強度、すなわち
硬さを増すことができる。
【００２３】
　以上のような工程で製作された厚膜形成用の硬さの低い放電表面処理用電極を用いた本
発明にかかる放電表面処理装置により放電表面処理を行なう様子の概念図を第２図に示す
。第２図では、パルス状の放電が発生している様子を示している。また、第３図は、第２
図の電気回路を示した図である。
【００２４】
　第２図に示すように本実施の形態にかかる放電表面処理装置は、上述した放電表面処理
用電極であり、Ｃｏ合金粉末１を圧縮成形した圧粉体、またはこの圧粉体を加熱処理した
圧粉体からなる放電表面処理用電極１１（以下、単に電極１１と称する場合がある。）と
、加工液１３である油と、電極１１とワーク１２との間に電圧を印加してパルス状の放電
（アーク柱１５）を発生させる放電表面処理用電源装置１４とを備えて構成される。
【００２５】
　ここで、放電表面処理用電源装置１４は、第３図に示す電源本体１４ａ、電圧検出装置
１４ｂ、スイッチング素子Ｓ１、Ｓ２・・・、各スイッチング素子に接続されている抵抗
器Ｒ１、Ｒ２・・・、およびスイッチング素子Ｓ１、Ｓ２…をオン・オフする制御回路１
４ｃとを備えている。第３図においては、理解の容易のために分離して示してある。
【００２６】
　また、なお、電極１１とワーク１２の相対位置を制御する駆動装置、加工液１３を貯留
する加工液槽などの本発明に直接関係のない部材は記載を省略している。この放電表面処
理装置によりワーク表面に被膜を形成するには、電極１１とワーク１２とを加工液１３の
中で対向配置する。そして、加工液中において、放電表面処理用電源装置１４を用いて電
極１１とワーク１２との間にパルス状の放電を発生させる。具体的には、制御回路１４ｃ
によりスイッチング素子Ｓ１またはＳ２…をオン・オフすることで電極１１とワークとの
間に電圧を印加し、放電を発生させる。放電のアーク柱１５は第２図に示すように電極１
１とワーク１２との間に発生する。
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【００２７】
　オン・オフさせるスイッチング素子は放電した場合に流したい電流により決める。具体
的に説明すると、第３図において各スイッチング素子はそれぞれ決められた抵抗値の抵抗
器に接続されており、それぞれのスイッチング素子がＯＮした状態で放電が発生すると、
抵抗値と電源の電圧から決まる電流が流れる。複数のスイッチング素子がＯＮした状態で
放電が発生すると、それぞれの値の電流が足された値の電流が流れる。
【００２８】
　例えば、直流電源の電圧をＥ、極間の電圧をＶｇとすると、スイッチング素子Ｓ１がオ
ンされたときに流れる電流値は、（Ｅ－Ｖｇ）／Ｒ１になる。同様に、スイッチング素子
Ｓ２がオンされたときに流れる電流値は、（Ｅ－Ｖｇ）／Ｒ２になる。また、スイッチン
グ素子Ｓ１とスイッチング素子Ｓ２とが同時にオンされたときに流れる電流値は、（Ｅ－
Ｖｇ）／Ｒ１　＋　（Ｅ－Ｖｇ）／Ｒ２になる。
【００２９】
　なお、本回路は抵抗器により電流を制限する方式であるが、流れる電流を所望の値に決
めるような回路方式を用いることも可能である。
【００３０】
　そして、電極１１とワーク１２との間に発生させた放電の放電エネルギにより電極材料
の被膜をワーク表面に形成し、または放電エネルギにより電極材料が反応した物質の被膜
をワーク表面に形成する。極性は、電極１１側がマイナスの極性、ワーク１２側がプラス
の極性として使用する。
【００３１】
　このような回路構成を有する放電表面処理装置において、放電表面処理を行う場合の放
電のパルス条件の一例を第４Ａ図と第４Ｂ図とに示す。第４Ａ図と第４Ｂ図は、放電表面
処理時における放電のパルス条件の一例を示す図であり、第４Ａ図は、放電時の電極１１
とワーク１２の間にかかる電圧波形を示し、第４Ｂ図は、放電時に放電表面処理装置に流
れる電流の電流波形を示している。第４Ａ図に示されるように時刻ｔ０で両極間に無負荷
電圧ｕｉがかけられるが、放電遅れ時間ｔｄ経過後の時刻ｔ１に両極間に放電が発生し、
電流が流れる。このときの電圧が放電電圧ｕｅであり、このとき流れる電流がピーク電流
値ｉｅである。そして時刻ｔ２で両極間への電圧の供給が停止されると、電流は流れなく
なる。
【００３２】
　時刻ｔ２－ｔ１をパルス幅ｔｅという。この時刻ｔ０～ｔ２における電圧波形を、休止
時間ｔｏをおいて繰り返して両極間に印加する。つまり、この第４Ａ図に示されるように
、電極１１とワーク１２との間に、パルス状の電圧を印加させる。
【００３３】
　放電中の電圧は、正常に放電表面処理が行なわれている場合には、およそ５０Ｖ程度の
値を示し、範囲としては４０Ｖ～６０Ｖ程度の値を示す場合が多い。ただし電極１１の成
形条件などの諸条件により多少上下にずれる場合がある。
【００３４】
　電極１１が、硬度が硬く作られた場合には、電極１１とワーク１２との間の電圧は低く
なる。一方、電極１１が、硬度が軟らかく作られた場合には、電極１１とワーク１２との
間の電圧は高くなる。
【００３５】
　この現象は次のような理由による。電極１１とワーク１２との間の電圧、すなわちアー
ク電圧そのものは通常２５Ｖ～３０Ｖ程度である。しかしながら、本発明において用いる
厚膜形成用の電極１１は、粉末を固めて作製したものであるため電気抵抗値が高い。
【００３６】
　このため第３図の電圧検出装置１４ｂでの測定結果は、アーク電圧に電極１１における
電圧降下がプラスされた電圧となり、電極の電気抵抗値が低い場合に比べて高い値になる
。
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【００３７】
　以上のように放電表面処理により厚膜を安定に形成している場合には、検出される放電
中の極間の電圧、すなわち電極１１とワーク１２との間の電圧Ｖ１は第４Ａ図に示すよう
に高い値となるが、安定に被膜形成ができなくなった場合には、第５Ａ図に示すように放
電中の極間の電圧の電圧、すなわち電極１１とワーク１２との間の電圧Ｖ１が低下するこ
とがわかった。
【００３８】
　これは、以下のような理由による。加工状態、すなわち放電表面処理の処理状態が不安
定になった場合には放電の集中により電極１１の一部が放電の熱で加熱されて第６図に示
すように溶融・再凝固した部分１１ａが生じる。そして、この溶融・再凝固した部分１１
ａの電気抵抗が下がったために、電圧検出装置１４ｂでの検出電圧のうちの電極１１での
電圧降下分が小さくなったためである。
【００３９】
　なお、第５図Ａでは、すべてのパルスの放電電圧が低くなっているが、突発的に加工（
放電表面処理）が不安定になった場合は、特に初期段階においては、放電電圧が低いパル
スと高いパルスとが混在することも多い。
【００４０】
　いずれの場合も、このような放電表面処理の不安定現象が発生した場合は、第６図に示
すように電極１１の一部に過度の熱により溶融・再凝固した部分１１ａが生じた状態にな
っており、この溶融・再凝固した部分１１ａに放電が発生した場合に放電電圧が低くなる
ことが本発明者の実験によりわかった。
【００４１】
　そして、一旦このような状態になると、電極１１の溶融・再凝固した部分１１ａ部分は
ソリッドの電極と同様になり電気抵抗が下がり、放電が同じ位置に発生しやすくなり、電
極の損傷を拡大してしまう。
【００４２】
　そこで、本発明においては、第３図に示した電圧検出装置１４ｂにより、放電中の電極
１１とワーク１２との間の電圧が安定加工時、すなわち放電表面処理が安定して行われて
いるときよりも低下したことを検出する。たとえば、放電が発生してから所定時間後に極
間電圧検出タイミングのパルスを発生し、そのパルスのタイミングで、極間電圧を安定加
工中と不安定の境界の電圧であるしきい値と比較する等の方法が考えられる。上記検出の
タイミングは、放電発生から所定の時間、たとえば１μｓ～数μｓでも良いし、放電継続
時間の真ん中というような処理としても良い。そして、電圧検出装置１４ｂは、制御回路
１４ｃに所定の信号、例えば電圧の検出結果の信号を送信する。制御回路１４ｃは電圧検
出装置１４ｂでの検出結果に基づいて放電状態の良否を判断する。制御回路１４ｃは、放
電状体が異常である（悪い）と判断した場合には、さらに制御回路１４ｃは判断結果に基
づいて例えばスイッチング素子Ｓ１またはＳ２をオフすることで放電の発生を完全に停止
する。
【００４３】
　これにより、放電表面処理の不安定現象を的確に検出し、該不安定現象に起因して電極
の状態が悪化する前に適切な対応処理を実施することが可能となる。すなわち、放電表面
処理の安定度を判別することにより、電極の損傷を防止することができる。
【００４４】
　なおここでは、制御回路１４ｃが電圧検出装置１４ｂでの検出結果に基づいて放電状体
の良否を判断する機能を有する場合について説明しているが、電圧検出装置１４ｂでの検
出結果に基づいて放電状体の良否を判断する機能を有する手段を制御回路１４ｃと別個に
設けても良い。
【００４５】
　電極１１とワーク１２との間の電圧を検出するタイミングは、放電継続時間中の１点を
選んでもよく、また、放電継続時間中の電極１１とワーク１２との間の電圧の平均値を選
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んでもよい。
【００４６】
　安定加工時の電極１１とワーク１２との間の電圧値は使用する電極により異なるが、そ
れぞれの電極によりほぼ一定している。したがって、予め測定して決めた電圧よりも低い
値に閾値を設けておき、その値を下回った場合に、異常と判断すればよい。
【００４７】
　また、ある数のパルスの放電中の電圧値の平均値を算出する回路を配置し、該回路で算
出された平均値よりも所定の割合、例えば１０％低い電圧値の放電が発生した場合に異常
と判断することも可能である。
【００４８】
　さらに、簡便な方法としては、以下のような方法も用いることができる。例えば電極が
金属で構成されており電極での電圧降下がない場合には、放電表面処理の際の極間の電圧
値、すなわち電極とワークとの間の電圧値は２５Ｖ～３０Ｖ程度の範囲内に入るため、例
えば極間の電圧値が３５Ｖ以上であれば正常と判断することができる。
【００４９】
　電極１１の損傷を防ぐためには、上述したように放電の発生を完全に停止するほかにも
、例えば放電休止時間ｔｏを延ばすなどの放電条件の操作も効果がある。例えば、放電休
止時間ｔｏを延ばして電極１１の損傷を防止するには、閾値を下回った放電電圧のパルス
が発生した場合に次のパルスから休止時間を２倍にする、などの方法がある。
【００５０】
　ただし、放電休止時間ｔｏが長くなりすぎると、極間間隙を制御するサーボの動作が不
安定になるため（通常、概略放電のパルス毎に制御しているため、制御間隔が長くなるの
で）、ある程度（例えば、１ｍｓ程度）の上限を設けておいたほうがよい。
【００５１】
　以上、放電表面処理により被膜を形成する場合の、電極損傷の防止技術について述べた
が、上述したこの発明のための試験の結果より、以下のことがわかる。安定加工中、すな
わち放電表面処理が安定して行われているときに放電電圧が上昇する原因である電極にお
ける電圧降下は、電極全体で起きているのではなく、電極表面のアーク柱の足の部分で起
きている。
【００５２】
　これは、電極内部を電流が流れる際には広い範囲を電流が流れるが、アークの部分は非
常に狭い部分を電流が流れることになり、電気抵抗が大きくなるためと推測している。こ
のことは、電極の一部が溶融・再凝固して電気抵抗が部分的に下がったところに放電が発
生した時に、電極における電圧降下が小さくなることから確認できる。
【００５３】
　なお、放電表面処理において、放電電圧が突然所定の範囲を飛び出る、すなわち所定の
範囲を外れるのは、放電表面処理の最中に電極が異常な状態になった場合と判断できる。
また、放電電圧が常に所定の範囲を飛び出ている場合には、電極が最初から異常な状態に
あると判断できる。これは、正常な状態に作製された電極を使用した場合には、放電中の
電圧は所定の範囲に入るからであり、その所定の範囲に常に入らない（所定の範囲を超え
る、又は所定の範囲よりも低い）場合は、電極が最初から異常な状態にあったと判断でき
るからである。
【００５４】
　このように放電表面処理において、放電電圧が突然所定の範囲から外れた場合には、放
電表面処理の最中に電極が異常な状態になったと判断し、また、放電電圧が常に所定の範
囲から外れている場合には、電極が最初から異常な状態にあったと判断することにより、
この時点で放電の集中により、電極、被膜にダメージを与える現象を防止することが可能
となるため、電極の損傷を効果的に防止することができる。
【００５５】
　また、放電表面処理では、電極材料が溶融してワーク側に移動することが必要であり、
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そのためには、電極は電気抵抗がある程度大きい状態にしておくことが必要である。放電
表面処理中において、放電が電極の局部に集中して発生するなど異常な状態が発生すると
、電極においてはその部分、すなわち放電が集中して発生する部分の溶融が進む。そして
、この場合、電極の電気抵抗値は下がった状態になる。この電極の状態の変化を放電電圧
、すなわち、（極間のアーク電位）＋（電極での電圧降下）により検出することができる
。
【００５６】
　放電電圧が下がった状態（電極での抵抗による電圧降下が小さくなった状態）は、電極
に異常が発生したことを示しており、放電数発のタイミングでその現象を検出することが
可能である。
【００５７】
　また、放電除去加工の場合とは異なり、放電表面処理によりワークに被膜を形成する場
合には、被膜に異常が発生してしまうと、その修復が極めて困難である。これは、被膜を
良好な状態で形成できずに被膜に凹みができてしまうと、放電表面処理を継続しても、そ
の凹み部分を埋めることができないためである。凹みができてしまった被膜を良好な状態
に修復するためには、その部分を除去してしまい、追加処理するしか方法がない。
【００５８】
　しかし、被膜形成が不安定な状態になった初期の段階で、放電パルスの休止時間を延ば
すなどの処理を施せば、被膜形成が安定な状態に回復させることが可能な場合もある。す
なわち、放電表面処理が不安定な状態になった場合には、被膜形成の不安定現象を的確に
検出し、該不安定現象に起因して被膜の状態が悪化する前に適切な対応処理を施すことが
必要である。
【００５９】
　そこで、本発明においては、放電表面処理の不安定現象を的確に検出し、該不安定現象
に起因して被膜の形成状態が悪化する前に適切な対応処理を実施することが可能となる。
すなわち、放電表面処理の安定度を判別することにより、被膜の形成状態の悪化を防止す
ることができる。
【００６０】
　したがって、本発明によれば、突発的に発生する被膜形成の不安定現象を的確に検出し
、該不安定現象に起因して被膜の状態及び電極の状態が悪化する前に適切な対応処理を実
施することが可能となる。すなわち、本発明によれば、放電表面処理の安定度を判別する
ことにより、被膜及び電極の損傷を防止することができる。
【００６１】
　なお、上記においては、加工液中において放電表面処理を行う場合について説明したが
、本発明は加工液中において放電表面処理を行う場合に限定されるものではなく、気体雰
囲気中において放電表面処理を行う場合についても適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明にかかる放電表面処理方法は、被加工物表面に被膜を形成する表
面処理関連産業に用いられるのに適しており、特に被加工物表面に厚膜を形成する表面処
理関連産業に用いられるのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】第１図は、放電表面処理用電極の製作の工程を示す図である。
【図２】第２図は、厚膜形成用の放電表面処理用電極を用いた放電表面処理装置により放
電表面処理を行なう様子を示す図である。
【図３】第３図は、図２の電気回路を示した図である。
【図４Ａ】第４Ａ図は、放電表面処理が正常に行われている場合の電圧波形を示す特性図
である。
【図４Ｂ】第４Ｂ図は、第４Ａ図の電圧波形に対応する電流波形を示す特性図である。
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【図５Ａ】第５図Ａは、放電表面処理が異常な場合の電圧波形を示す特性図である。
【図５Ｂ】第５図Ｂは、第５Ａ図の電圧波形に対応する電流波形を示す特性図である。
【図６】第６図は、電極の一部が過度の熱により溶融した状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　合金粉末
　２　上パンチ
　３　下パンチ
　４　ダイ
　１１　放電表面処理用電極
　１２　ワーク
　１３　加工液
　１４　放電表面処理用電源装置
　１４ａ　電源本体
　１４ｂ　電圧検出装置
　１４ｃ　制御回路
　１５　アーク柱

【図１】 【図２】
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