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第１章 諸論 

1.1. 放電加工の概要 
 はじめに本節では，本研究で取り扱う放電加工について述べる． 
 放電加工とは，油や水などの絶縁加工液中において数十µm の極間距離で対向

させた工具電極と工作物間にパルス状の電圧 (数十～数百 V) を印加し，放電を

発生させることで，材料の一部を溶融・除去しながら形状を付与する加工法で

ある．1 秒間に数百～数千回の頻度で放電を発生させ，微小な放電痕を次々と形

成することで加工が進行する． 
 放電加工は，形彫放電加工とワイヤ放電加工の 2 つに大別される．それぞれ

の概略図を図 1.1，図 1.2 に示す．形彫放電加工は，切削加工などにより銅やグ

ラファイトといった比較的加工し易い材料で形状加工を施した工具電極を用い

て，工作物に工具電極の形状を転写する加工法である．形彫放電加工では電極

形状が工作物にそのまま転写されるため，高精度の加工を行うには電極消耗の

少ない条件を選択する必要がある．一般に，油中加工では電極を（＋）極性，

工作物を（－）極性として加工を行うと電極消耗が防げる．これは放電加工に

よって加工油中の炭素が熱分解して（＋）極の電極表面に付着し，（＋）極側を

消耗からふせぐためだと考えられている[1][2]．パルス幅の短い仕上げ加工条件

では，電極極性を（－）極にして加工を行う．これはパルス幅を短くすると炭

素の保護作用が少なくなり，（－）極側よりも（＋）極側の除去量のほうが大き

くなるためである．一方，ワイヤ放電加工は直径 0.02～0.3mm の黄銅あるいは

タングステンワイヤを電極として，糸鋸盤のように複雑な形状を 2 次元的に切

り抜く加工である．上下のワイヤガイドの相対位置を制御することによってワ

イヤを傾け，テーパカットや上下異形状加工が可能である．ワイヤ放電加工で

は，ワイヤは常に送り出されているため電極の消耗を考える必要はない．その

ため，電極を（－）極性，工作物を（＋）極性として加工精度と加工速度の両

立が狙われている．いずれの加工でも平均極間電圧をモニタしてサーボ機構に

フィードバックすることにより，極間距離を一定に保ちながら加工は行われる．

ワイヤ放電加工の加工液にはイオン交換水が用いられる．水道水のままでは導

電性が高すぎるため電解作用ばかり生じて，放電が発生しにくい．そのため，

イオン交換樹脂を通して導電率を低く調整したイオン交換水が用いられる．形

彫放電加工においても火災の危険性などを考慮すると水系加工液が望ましい．

しかし，絶縁破壊強度や被導電率の違いから仕上げ面粗さが灯油系加工液ほど

良くなく電極消耗が激しいといった理由から灯油系加工液の油を用いることが

多い．特に，精度を重視する加工やマイクロ加工を行う場合，クリアランスの
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小さくなる油中で加工を行う． 
 パルス状の放電を発生させるための放電回路を大別すると，コンデンサ放電

回路とトランジスタ放電回路がある．コンデンサ放電回路の回路図および極間

電圧波形と電流波形を図 1.3 に示す．図 1.4 には，トランジスタ放電回路の回路

図および極間電圧波形と電流波形を示す．コンデンサ放電回路では，パルス幅

と放電電流は回路中の C と R および L（配線のインダクタンス）によって決定

され，パルス幅と電流値を独立に制御することは困難である．しかし，容易に

短パルスの放電パルスを生成することが可能であり，一部の仕上げ加工条件や

マイクロ加工において使用されている．一方，トランジスタ放電回路では，パ

ルス幅はトランジスタの ON-OFF によって制御される．電流値は回路中の全抵

抗を挿入されたトランジスタを ON にする数で制御することが可能で，パルス

幅と電流値を個々に制御することが可能である．また，パルス間隔である休止

時間も独立して制御できるため荒加工から仕上げ加工まで適用することができ

る．放電加工において，1 回の放電で極間に投入されるエネルギ q [J]は次式で

示される． 

     (1.1) 

 
放電電圧 e は，放電条件によらず 20～30V 程度である．従って，放電電流 Ip
とパルス幅 ti の値によって加工特性（加工速度，表面粗さ，電極消耗量）は大

きく影響を受ける．このエネルギを大きく，つまり Ip，ti の値を大きくすると

放電 1 発当たりの除去量が大きくなり，加工速度は向上する．しかし，放電痕

も大きくなるため表面粗さやクリアランスは悪くなる．一方，Ip，ti の値を小

さくして投入エネルギを小さくすることで，加工速度は低下するが表面粗さや

クリアランスは向上する．また，加工の安定性のためにはパルス休止時間の長

さが影響してくるため，これらの値を組み合わせることでより最適な加工条件

が選定される． 
 切削加工や研削加工といった機械加工と異なり，熱エネルギを利用した放電

加工は，導電性材料であれば材料の硬さや靱性などの機械的強度に関係なく比

較的容易に加工が行なえる．また，上記機械加工では工具あるいは工作物側が

回転運動するため，加工形状によっては加工が困難な場合が生じる．しかし，

放電加工では，工具と工作物の相対運動を必要としないため横穴加工などの上

記機械加工では困難な形状加工が可能である．さらには非接触加工であるため

加工反力は非常に小さく，切削加工では工具破損が頻出する小径の深穴や深い

リブ加工が容易である．単一パルス放電の除去量が少ないので精密加工を行う

には適しているが，加工速度が遅いという欠点がある．そのため，従来から付
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加価値の高い金型の加工に多用されている．近年では，絶縁性セラミックの加

工，マイクロ加工，気中放電加工などの様々な応用加工の研究がなされている． 
 

 
図 1.1 形彫放電加工 

 

 
図 1.2 ワイヤ放電加工 
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図 1.3 コンデンサ放電回路 

 
 

 
図 1.4 トランジスタ放電回路 
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1.2. 放電加工の加工現象 
1.2.1. 単発放電現象の予想モデル 
 これまでに考えられている単発放電現象の溶融部材料去過程を図 1.5 に示す． 
 

 
図 1.5 単発放電現象モデル 

 
①電極の接近 
 油などの絶縁加工液中に工具電極と工作物を対向して設置し，電圧を印加さ

れた状態で極間を数µm から数十µm まで近づける． 
 
②絶縁破壊 
 電界強度（V/µm）が絶縁破壊電圧を上回ると絶縁破壊が生じ，火花放電が発

生する． 
 
③入熱及び溶融 
 火花放電が発生した放電点に電流が激しく流れ込むことでアーク柱は成長す

る．放電発生中は陰極側ではイオンの衝突が，陽極側では電子の衝突が起こり

それぞれの運動エネルギを受け渡すことにより電極および工作物表面が発熱す
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る．アーク柱の中心部の温度は 6000〜7000K となり，材料表面は高温となる．

この熱で材料の一部は沸点に達し，材料は蒸発する．絶縁破壊と同時に放電点

周辺の加工液も高温にさらされて気化・膨張が急激に起こる．液体が期待に状

態変化を起こし，急激な体積変化を伴い，アーク柱を中心に気化爆発が発生す

る．加工物表面は入熱が続けられ，熱電導により工作物内部の温度上昇も進行

し溶融域は広がる． 
 
④材料除去過程 
 蒸発による除去のほか，加工液の気化爆発により溶融部は母材から加工液中

に飛散され，クレータ状の放電痕が形成される．ただし，気化爆発に起因する

圧力発生のタイミングが特定されていないため，材料除去がどのタイミングで

進行しているのかは明らかではない．加工液中に飛散した溶融部は冷却され球

状の加工扮となる． 
 
⑤絶縁回復 
 パルス放電が終了し電流が止まると，プラズマへのエネルギ供給がなくなる

ため，プラズマ温度が低下してイオンと電子の再結合が進み消沈する．完全に

プラズマが消沈（極間の絶縁回復）するまで数µs～数十µs を要する． 
 
1.2.2. 従来の材料除去メカニズムに関する研究 
 前節で述べたように，放電加工は 1 発 1 発の単発放電によって形成された微

小な放電痕の蓄積によって加工は進行する．そのため，単発放電現象の詳細な

解明が加工速度の改善につながると考えられ，従来から多数の研究がなされて

きた．近年，測定装置の発達が進み，放電による材料除去過程がより詳細に観

察できるようになった．そして放電加工による材料除去メカニズムにもいくつ

かの説が提案されてきた．その中でも特に有力とされている 3 つの説を図 1.6
に示す．（a）は放電発生時の熱エネルギにより加工液が沸騰・膨張する流れに

より，溶融した材料がせん断力を受けて加工点から外に押し出される「せん断

流れ説」である．（b）は沸騰・膨張した加工液の気泡が温度の低下で消滅する

ときの液面衝突により除去飛散させる「気泡衝突説」である．（c）は放電のエ

ネルギで工作物の温度が沸点以上に急上昇し，時間的遅れをともなって一気に

沸騰する突沸現象が起こり，材料を巻き込んで飛散させる「突沸説」である[3]．
我々の研究グループでは，細線電極を用いた気泡挙動の観察から，放電によっ

て発生した気泡挙動に意図的に放電を発生させ，気泡の膨張・収縮運動を邪魔

させると単発放電痕除去量は減少した[4]．そのため，（b）の気泡衝突説が溶融

部の飛散に大きく影響を与えていると考えている． 
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図 1.6 材料除去メカニズムの諸説 
 
1.3. マイクロバブルとは 
 マイクロバブルは直径が 50µm 以下の微小気泡のことをいう．マイクロバブ

ルの特徴として，以下のような通常気泡にはもちいえない効果を持っている[5]． 
 
 ① 浮上速度が遅い 
 ② 気泡表面にマイナスの電荷の帯電 
 ③ 内部圧力が高い（自己加圧効果）など 
 
通常液体中に気泡が存在する場合，すぐに上昇し破裂するが，マイクロバブル

のような気泡直径の小さな気泡の上昇速度は遅く液体中に滞留しやすい．また，

液面にて破裂することもなく徐々に収縮し，最後には消滅する．このように液

体中に滞留しやすいため，最近では，研削加工の加工液中にマイクロバブルを

混入させて加工特性が変化するといった報告もある[6]．放電加工における溶融

部の飛散は気化爆発が大いに影響すると考えている．加工液中にマイクロバブ

ルを混入させることで放電発生時の気泡とマイクロバブルが抱合し，気化爆発

のタイミングがずれ加工特性に何らかの影響がある（図 1.7)と考え，本研究で

使用した． 

 

図 1.7 マイクロバブル混入加工液による単発放電痕除去量の予想モデル 
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1.4. 本研究の目的 
 図 1.6 に示す材料除去メカニズムの諸説の中から我々のグループでは，放電に

よる材料除去には気泡の膨張・収縮運動が大きく影響していると考えている．

そこで，加工液中にマイクロバブルが存在することで放電発生時の気泡とマイ

クロバブルが抱合し，気化爆発を起こすタイミングがずれて気化爆発力が弱ま

ると考えている．気化爆発力が弱まれば材料の除去量は減り，加工面の表面粗

さの向上が期待できる．また，マイクロバブルの表面にはマイナスの電荷が帯

電している．このマイナス電荷の帯電が加工に何らかの影響を与えることも考

えられる．そのため，加工速度や表面粗さといった加工特性から通常加工との

比較を行う． 
 そこで本研究では，加工液中にマイクロバブルを混入させて加工を行い，そ

の加工特性の調査を行うとともに，単発放電の除去量変化，放電表面処理への

応用といったものを本研究の目的とする． 
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第２章 通常加工の連続放電加工特性 

2.1. 諸言 
 これまでに放電加工の加工特性に関する研究は数多くなされてきたが，加工

液中にマイクロバブルを混入させて加工が行なわれたという報告はない．我々

は放電加工における材料除去量は気化爆発力の程度によって左右されると考え

ている．過去の研究から，気泡の挙動が材料除去に大きく影響を与えているこ

とが報告されている[4]．そのため，マイクロバブルが加工液中に存在すること

で放電発生時の気泡の挙動が変化し，加工特性に何らかの影響を与えると考え

ている．本章では，マイクロバブル混入加工液が通常加工液と比べ，加工にど

のような影響を与えるのかを調査した． 
 
2.2. 加工液中へのマイクロバブル混入方法 
 放電加工液は大きく分けると水系加工液と灯油系加工液に分けられる．加工

油は，絶縁破壊強度が高く加工後のクリアランスが小さいので，精度の求めら

れる加工やマイクロ加工に使用されていれる．形彫放電加工ではほぼ灯油系加

工液が用いられる．一方，ワイヤ放電加工ではイオン交換水といった水系加工

液が用いられる．水系加工液では灯油系加工液と異なり火災の心配がないため

24 時間の無人運転が可能である．しかし，絶縁破壊強度が低いため加工後のク

リアランスが大きくなり，材料によっては加工後に腐食する可能性もある．形

彫放電加工では，水系・灯油系どちらの加工液でも問題なく加工は行えるが，

絶縁破壊強度や加工後の腐食防止といった観点から灯油系加工液が多く用いら

れる．純水はマイクロバブル生成の実績があり加工も問題なく行えるため，本

実験では，純水（純水精製装置，Direct-Q：日本ミリポリア社製）と放電加工

油（VITOL-2：ソディック社製）の 2 種類で加工を行った． 
 マイクロバブルを加工液中に混入させるためにアスプ製の微細気泡発生装置

MA5S を使用した（図 2.1）．加工液中にマイクロバブルを混入させると，図 2.2
に示すように加工液は白濁する．この白濁が多ければ，より多くのマイクロバ

ブルが加工液中に存在することになる．また，マイクロバブルは時間の経過と

ともに消滅していく．加工中は常にマイクロバブルを生成し続け，マイクロバ

ブルを減らさないようにする必要がある． 
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図 2.1 微細気泡発生装置（アスプ社製 MA5S） 

 

 
図 2.2 加工液中のマイクロバブルの状態 

 
 純水とマイクロバブル水の加工液特性を表 2.1 に示す．純水中にマイクロバブ

ルを混入させることで導電率が上昇した．これはマイクロバブルが純水中に混

入されたことで空気中の不純物が混ざったことで導電率は上昇したと考えられ

る．しかし，両加工液とも問題なく放電加工が行なえる数値となっている． 
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表 2.1 加工液特性 

 pH 導電率 [µS] 有機物量 [ppm]

純水 7.40 0.58 0.29 

マイクロバブル水 7.05 2.68 1.32 

 
 
2.3. 実験条件 
 実験はソディック社製の形彫放電加工機 AM3L で行った．実験条件及び放電

条件を表 2.2，表 2.3 に示す．工具電極には直径 10mm の銅電極，工作物には鉄

鋼材料 S45C を使用した．加工液は純水と加工油のほかにマイクロバブルを混

入させた計 4 種類を使用した．加工機は油中加工専用のため水系加工液は使用

できない．水系加工液で実験を行う場合，図 2.3 のように小型の水槽を用いて加

工を行った．純水は小型のポンプで加工槽内に注水させ，廃液をタンクに回収

させた．マイクロバブル水の実験では小型のポンプを微細気泡発生装置に変え

て行った．また，加工機の加工槽は容量が大きすぎるため，実験で使用する微

細気泡発生装置ではマイクロバブルを満足に混入させることができない．その

ため灯油系加工液で実験を行う場合も図 2.4 のように小型の加工槽を用いて加

工を行った．水系加工液実験同様に，放電加工機のタンクから直接ポンプで加

工油を注入した．廃液は小型加工槽上面からあふれ出てタンクに戻る．マイク

ロバブル油で加工を行う場合，小型ポンプを微細気泡発生装置に変更した．こ

の時，電極が加工液から出てしまうと火災の恐れがあるため十分に注意する必

要がある．放電加工では，加工速度重視の荒加工条件で大まかな加工を行い，

中仕上げ加工，仕上げ加工を得て材料の形成を行う．そのため，電流値とパル

ス幅の大きな荒加工条件，電流値とパルス幅の小さな中仕上げ加工条件の 2 つ

で加工を行った．各加工液で電極極性と電気条件を変え，5 分間加工を行い加工

特性の比較を行った． 
 

表 2.2 実験条件 

工具電極 銅電極（直径 10mm） 

工作物 S45C 

加工液 
純水，マイクロバブル水 
加工油，マイクロバブル油 

加工時間  [分] 5 
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表 2.3 放電条件 

 荒加工条件 中仕上げ加工条件 

電極極性 ＋ － ＋ － 

電流値  [A] 20 5 

パルス幅  [µs] 200 32 

D.F. [%] 50 50 

 
 

 
図 2.3 水系加工液の実験概要 

 

 
 

12



 
図 2.4 灯油系加工液の実験概要 

 
 
2.4. 加工特性の評価方法 
 加工特性は加工速度，表面粗さ，放電数，電極消耗率の 4 つを評価した．加

工速度[mg/min]は，超音波洗浄した工作物の加工前と加工後の重量を電子天秤

（GR-200：A＆D 社製）で測定し，1 分間当たりの除去量を算出した．表面粗

さ[µm]は触針式粗さ測定機（SURFCOM 1400D：東京精密社製）で加工面上の

任意点を 5 回計測し，その平均値とした．放電数[回/s]は放電加工機でカウント

されたもので判断する．電極消耗率[%]は電極と工作物の除去量を重量測定し，

電極消耗量に対する工作物除去量の比率で判断する． 
 
2.5. 純水中でマイクロバブルの有無が加工に及ぼす影響 
2.5.1. 荒加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 2.5～図 2.8 に荒加工条件による加工の放電加工特性を示す．マイクロバブ

ルを混入させても純水中では特出した変化は見られなかった．加工速度と表面

粗さの変化は共に若干量であり，放電数も若干少なくなる．電極極性（－）の

時の電極消耗率の変化が著しいがこれは測定誤差によるものと考えられる．  
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図 2.5 マイクロバブル混入による加工速度の変化 

 

 
図 2.6 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 
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図 2.7 マイクロバブル混入による放電数の変化 

 
 

 
図 2.8 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
2.5.2. 中仕上げ加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 2.9～図 2.12 に中仕上げ加工条件による加工特性を示す．放電エネルギが

低いため荒加工に比べ加工速度は劣っているが，表面粗さは良好となっている．

電極極性（－）に注目すると，マイクロバブルの混入により加工速度は半分以

下に減少したが，表面粗さは増加した．純水中にてマイクロバブルを混入させ
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ると電極極性（－）の条件で加工を行う場合，加工開始から放電が食いつくま

で，短絡や集中放電といった放電現象が頻繁に見られた．そのため，加工速度

が半分以下になったと思われる．電極極性（＋）では放電数が増加し，加工速

度は減少した．これはマイクロバブルによって気化爆発力が減少し，材料除去

作用が弱まったことで除去量が低下したと考えられる．電極消耗率が電極極性

（－）で増加したのは，工作物の除去量が微小量過ぎてしまい測定誤差の影響

が大きく出てしまったためと考えられる． 

 
図 2.9 マイクロバブル混入による加工速度の変化 

 

 
図 2.10 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 
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図 2.11 マイクロバブル混入による放電数の変化 

 

 
図 2.12 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
 
 
 

 
 

17



2.6. 加工油中でマイクロバブルの有無が加工に及ぼす影響 
2.6.1. 荒加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 2.13～図 2.16 に荒加工条件による加工特性を示す．油中加工では，電極極

性（＋）で加工を行うと圧倒的な加工速度が得られるが，表面粗さは悪くなる．

高速な加工速度を得られるとともに電極消耗率は低消耗である．これは加工油

中のカーボンが電極側に付着し，電極の消耗を抑えている．マイクロバブルの

混入が加工に影響を及ぼすような結果にはならなかった．変化量も若干であり，

マイクロバブルが効果的に付与できていないと考えられる． 

 
図 2.13 マイクロバブル混入による加工速度の変化 

 

 
図 2.14 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 
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図 2.15 マイクロバブル混入による放電数の変化 

 

 
図 2.16 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
2.6.2. 中仕上げ加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 2.17～図 2.20 に中仕上げ加工条件による加工特性を示す．荒加工条件によ

る加工同様にマイクロバブル混入の影響は少なく，加工特性に変化はあまり見

られなかった．表面粗さは荒加工条件の半分以下となり加工の仕上げに適して

いる．また，電極形状をより精密に転写させるため電極表面の粗さが加工後の
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表面粗さに依存する場合もある．また，電極極性（－）による油中加工では，

電極側の放電面に工作物が付着し，放電面は工作物色となる．電極消耗率がマ

イナスの値となったのは，電極の消耗量が微小量であることと電極の放電面に

付着した工作物によって加工後の電極重量が加工前の電極重量を上回ったため

と考えられる．  

 
図 2.17 マイクロバブル混入による加工速度の変化 

 

 
図 2.18 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 
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図 2.19 マイクロバブル混入による放電数の変化 

 

 
図 2.20 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
2.7. まとめ 
 純水，加工油にマイクロバブルを混入させても加工槽に加工液を貯めて加工

を行う方法では加工特性にあまり変化は見られなかった．これらの結果はマイ

クロバブルが放電面に効果的に付加できていないことが考えられる．放電加工

では放電が発生する極間距離は数µm～数十µm と言われている．一方，本実験

で使用した微細気泡発生装置では生成されるマイクロバブルの気泡直径は 10µ
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～50µm 程度である．生成されるマイクロバブルのほとんどが極間距離より大き

いため，マイクロバブルは極間に入りきらず，加工特性に有意な差がみられな

かったと思われる． 
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第３章 加工液電極噴射加工の連続放電加工特性 
3.1. 諸言 
 第 2 章の結果から，加工槽に加工液を溜めるだけでは極間にマイクロバブル

を効果的に付加できていないと考えられる．加工液を電極から噴射させること

で加工面にマイクロバブルを効果的に付加させられると考えている．本章では，

電極から加工液を噴射させて加工を行い，マイクロバブルの混入が加工特性に

及ぼす影響を調査した． 
 
3.2. 実験条件 
 実験では加工液噴射用の電極が必要となる．そこで図 3.1 (a)のような直径

10mm の銅電極中心に直径 1mm の加工液噴出口が加工し，加工液噴出用電極

を作成した．加工液は図 3.1 (b)のように流れ，電極中心から噴射される．純水・

加工油ともに微細気泡発生装置を用いて加工液を噴射させた．通常加工液（純

水・加工油）の実験時は，微細気泡発生装置の吸気バルブを完全に閉じ，加工

液のみを送り出している．マイクロバブルを混入させる際は吸気バルブを開き

マイクロバブル混入加工液（マイクロバブル水・マイクロバブル加工油）を送

り出している．実験条件及び放電条件を表 3.1，表 3.2 に示す．放電条件は第 2
章で使用したものと同様であるが，加工時間のみ 15 分に変更した．これは加工

液を電極から噴出させると加工液が勢いよく極間から流れ出るため放電が飛び

にくくなり加工速度が遅くなり，加工量が少なると重量測定の誤差も大きくな

り，表面粗さの測定も困難となるからである．各加工液で電極極性を変え 3 回

実験を行い，加工特性を評価した． 
 

 
  (a) 加工液噴射用電極    (b) 加工液の流れ 

図 3.1 加工液電極噴射実験 

 
 

23



 

 
 

表 3.1 実験条件 

工具電極 
加工液噴出口（直径 1.0mm）付 

銅電極（直径 10mm） 

工作物 S45C 

加工液 
純水，マイクロバブル水 
加工油，マイクロバブル油 

加工時間  [分] 15 

 
表 3.2 放電条件 

 荒加工条件 中仕上げ加工条件 

電極極性 ＋ － ＋ － 

電流値  [A] 20 5 

パルス幅  [µs] 200 32 

D.F. [%] 50 50 

 
 

3.3. 加工特性の評価方法 
 加工特性の評価方法は第 2 章と同様に，加工速度，表面粗さ，放電数，電極

消耗率の 4 つを評価した．加工速度[mg/min]は，超音波洗浄した工作物の加工

前と加工後の重量を電子天秤で測定し，1 分間当たりの除去量を算出した．表面

粗さ[µm]は触針式粗さ測定機で加工面上の任意点を 5 回計測し，その平均値と

した．放電数[回/s]は放電加工機でカウントされたもので判断し，電極消耗率[%]
は電極と工作物の除去量を重量測定したのち，電極消耗量に対する工作物除去

量の比率で判断する． 
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3.4. 純水中でマイクロバブルの有無が加工に及ぼす影響 
3.4.1. 荒加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 3.2～図 3.5 に荒加工条件による加工特性を示す．マイクロバブルを混入さ

せると両極性にて，加工速度は上昇し，表面粗さは減少した．また，放電数も

増加し，電極消耗率も減少するといったすべての加工特性が良好になるという

結果が得られた．放電加工では，加工速度が上昇すると表面粗さは悪くなると

いう傾向にあるが，本実験結果からは加工速度・表面粗さの両方が良くなる結

果が得られている．マイクロバブルを混入させると除去量は減少すると推察し

ていたが，真逆の結果が得られた．放電数と工作物除去量の関係を見てみると，

放電数の増加量に比べて加工速度はあまり増加していない．加工後の工作物除

去量と加工中の総放電数の関係から理論上の放電 1 発当たりの除去量を計算し

たところ，除去量は減少した（図 3.6）．この結果から，マイクロバブルの混入

によって放電 1 発当たりの除去量は減少するが，放電数の増加によって加工速

度が増加したと考えられる．表面粗さが良好となったのも材料除去作用が弱ま

ったことが関係していると思われる． 
 
 
 

 
図 3.2 マイクロバブル混入による加工速度の変化 
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図 3.3 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 

 
 

 
図 3.4 マイクロバブル混入による放電数の変化 
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図 3.5 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 

 
図 3.6 理論上の放電 1 発当たりの除去量変化 

 
 

 
3.4.2. 中仕上げ加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 3.7～図 3.10 に中仕上げ加工条件による加工特性を示す．荒加工条件によ

る加工特性と異なり，中仕上げ加工条件ではマイクロバブルを混入させても加

工特性に変化は見られなかった．特出した変化の見られた電極消耗率は測定誤

27 
 



 

差とみられる．電極極性（－）では加工量がごく少量であり，加工面は放電が

全面当たりせずに半月状の加工面となっている．工具電極，工作物の重量測定

により電極消耗率を判断している．電極極性（－）では，電極の消耗量自体が

極少量，かつ工作物材料が電極表面に付着していることからマイナスの値とな

っている． 
 

 
図 3.7 マイクロバブル混入による加工速度の変化 

 

 
図 3.8 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 

 

28 
 



 

 
 

 
図 3.9 マイクロバブル混入による放電数の変化 

 
 

 
図 3.10 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 
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3.5. 加工油中でマイクロバブルの有無が加工に及ぼす影響 
3.5.1. 荒加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 3.11～図 3.14 に荒加工条件による加工特性を示す．マイクロバブル混入加

工液を電極から噴射させても加工特性に有意な差は見られなかった．しかし，

電極消耗率は油中加工の値としては非常に大きい値となった．同じ電気条件で

加工した図 2.16 の結果と比較しても明らかに大きな数値となっている．なぜこ

のような結果になったのかは不明であるが，3 回の実験とも同様な数値となった

ため測定誤差の可能性は低いと考えられる． 

 
図 3.11 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
図 3.12 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 
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図 3.13 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
 

 
図 3.14 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 
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3.5.2. 中仕上げ加工条件によるマイクロバブル混入の効果 
 図 3.15～図 3.18 に中仕上げ加工条件による加工特性を示す．加工速度，表面

粗さ，放電数とも有意な差は見られなかった．加工液を電極から噴射させて加

工面によりマイクロバブルを付与させられるように実験方法を変更させて加工

を行ったが，有意な差は見られなかった． 
 

 
図 3.15 マイクロバブル混入による加工速度の変化 

 
 

 
図 3.16 マイクロバブル混入による表面粗さの変化 
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図 3.17 マイクロバブル混入による放電数の変化 

 

 
図 3.18 マイクロバブル混入による電極消耗率の変化 

 
3.6. まとめ 
 油中加工にて荒加工条件，中仕上げ加工条件の両加工条件にて加工実験を行っ

ても，加工特性に有意な差は見られなかった．水中加工実験では加工特性に有

意な差がみられたため，加工油という加工液特性がマイクロバブルの混入に影

響を与えなかったと思われる． 
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第４章 マイクロバブル混入による単発放電痕除去量への影響 
4.1. 諸言 
 3.4.1 節の純水中にマイクロバブルを混入させ，マイクロバブル水を電極から

噴射させて加工を行うと，加工速度・放電数は共に上昇し，表面粗さは良好と

なった．放電加工による除去量と総放電数の関係から理論上の放電 1 発あたり

の除去量を計算したところ図 3.6 に示すように除去量は減少した．そこで，実際

に単発放電を行い，加工液中にマイクロバブルの混入の有無が加工に及ぼす影

響を調査した． 
 
4.2. 実験方法及び除去量測定方法 
 本実験では連続放電実験と同様にソディック製の形彫放電加工機 AM3L を使

用した．AM3L は加工時に放電数を指定して加工を行うことが可能なため加工

機上で実験を行った．工具電極には直径 0.1mm のタングステン電極，工作物に

は低融点合金を使用した．放電条件を表 4.1 に示す．加工液中にマイクロバブル

を十分存在させるため，放電を飛ばす直前まで微細気泡発生装置を作動させ加

工液中にマイクロバブルを十分に混入させた後，微細気泡発生装置を止め，放

電を飛ばした．加工液の流動を防ぎ，気泡の膨張・収縮運動に加工液の流れに

よる影響を最小限に抑えるためである．各加工液中にて放電を 10 発飛ばして，

単発放電痕を共焦点型顕微鏡（Optelics C130：Lasertec 社製）にて計測し，除

去体積を計測した．図 4.1 に放電痕直径と深さの定義及び放電痕形状を球の一部

と仮定して直径と深さから算出される除去体積の計算式を示す．D 及び H の値

を共焦点型顕微鏡で計測し，除去量計算式に代入して単発放電痕除去体積を算

出した． 
 

表 4.1 単発放電条件 

加工液 電極 工作物 電極極性 電流値 パルス幅 

純水 
MB 水

加工油 
MB 油 

タングス

テン 
(Φ0.1mm) 

低融点 
合金 

(融点 47℃)
＋ 20 200 

 
 
 

2 
 



 

 

 
図 4.1 低融点合金に生成する放電痕直径・深さの定義及び除去量算出 

 
 
 

 
図 4.2 単発放電実験の外観図 

 

 

工具電極

工作物
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4.3. 純水中でのマイクロバブル混入の影響 
積の変化を図 4.3 に示す．3.4.1 節

. 加工油中でのマイクロバブル混入の影響 
体積の変化を図 4.4 に示す．連続

 純水中における単発放電実験による除去体

で推察した通り両極性にて，極少量ではあるが単発放電痕除去体積は減少した．

本実験では，細線電極という特別な条件下であり，マイクロバブルは放電面に

問題なく付与することができる．放電痕除去体積が減少したのは，放電発生時

の気泡の周りで図 1.7 に示すような現象が起きたためと考えられる．純水中にマ

イクロバブルを混入させると気泡挙動が変化し，気化爆発力が弱くなると当初

から推察していたが，推察通りの結果が得られた．しかし，実際にマイクロバ

ブル混入無しの時と比べて気泡挙動が変化しているのかは，未確認のため検証

する必要があると思われる． 
  
4.4
 一方，油中における単発放電実験による除去

放電実験の結果同様，有意な差は見られなかった．電極極性（＋）では 10 発の

放電痕の除去体積の測定誤差は小さいものの増加傾向を示した．また，電極極

性（－）では放電痕除去量に大きなばらつきが生じ，結果として減少傾向を示

した．なぜ，油中ではマイクロバブル混入の有無に影響がみられなかったのか

は不明だが，要因の一つとしてマイクロバブルがうまく付与できていない可能

性が考えられる．加工油中にマイクロバブルを混入させると純水中よりも早く

消滅していた．そのため，純水中に比べて加工油中のマイクロバブルの含有量

が減少し，放電発生時の気泡に影響を与えなかったのだと思われる．十分加工

油中に混入しているように見えても実際には放電面に影響を与えていなかった

可能性がある． 
 

 
図 4.3 マイクロバブル混入による除去体積変化 
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図 4.4 マイクロバブル混入による除去体積変化 

  
4.5. まとめ 
 純水・加工油にマイクロバブルを混入させて単発放電実験を行った結果，以

下のことが確認できた． 
 純水中にマイクロバブルを混入させることで放電痕の除去体積は両極性にて

減少した．これは当初推察していた結果と同様の結果が得られたため，マイク

ロバブルによって気化爆発力が弱まり，除去体積が減少したと思われる． 
 一方，加工油中にマイクロバブルを混入させても連続放電加工の結果と同様

に有意な差は見られなかった．なぜ，加工油中にマイクロバブルを混入させて

も加工特性に変化がみられないのかは不明だが，本実験ではマイクロバブルが

短時間で消滅し，純水中に比べて加工油中のマイクロバブルの含有量が減少し，

放電発生時の気泡に影響を与えなかったのだと思われる． 
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第５章 放電表面処理への応用 

5.1. 諸言 
 連続放電加工実験及び単発放電実験の結果から油中にマイクロバブルを混入

させても加工特性に何ら影響を与えないことから放電表面処理への応用を考え

た．連続放電加工実験及び単発放電実験ではマイクロバブルとして混入させる

気体に空気を使用した．しかし，微細気泡発生装置は混入気体に様々なガスを

混入させることが可能である．一方，放電加工中の放電面は高温・高圧状態と

なっている．そこで，空気以外のガスをマイクロバブルとして放電面に付与さ

せ，高温・高圧状態の放電面において何らかの化学反応を起こすのではないか

と考えている．特に，チタンと窒素が化学反応を起こし TiN のような窒化物が

生成できれば放電表面処理への応用が十分に期待できる．そこで，加工実験後

に元素分析を行い，加工面を調査した． 
 
5.2. 工作物による窒素マイクロバブル混入の効果 
 今までの実験では，工作物に S45C，混入気体を空気として加工実験を行って

きた．そこで，2 種類の工作物（S45C とチタン）に混入気体を空気と窒素とし

たマイクロバブルを加工油中に混入させて加工実験を行い，加工面に混入気体

による影響があるか調べた．加工条件は表 5.1 に示す通りである．工具電極には，

電極噴射加工で用いた銅電極を使用した．  
表 5.1 加工条件 

工作物 S45C チタン 

混入気体 空気 窒素 空気 窒素 

工具電極 銅 φ10mm （加工液噴出口 φ1.0mm） 

加工液 加工油 

電極極性 （＋） 

電流値 [A] 5 ~ 10 

ON time [µs] 32 ~ 100 

OFF time [µs] 32 ~ 200 

D.F. [%] 33 ~ 50 
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放電条件は表に示す数値の範囲にて放電が飛びやすい条件に随時調整しながら

加工時間 15 分にて加工を行った．実験後工作物を超音波洗浄し，工作物を SEM
（JSM-5600V：日本電子製）に付属したエネルギ分散型元素分析装置 EDX を

用いて加工面の元素分析を行った．元素分析した結果を図 5.1，図 5.2 に示す．

図 5.1 は母材を S45C とした時，図 5.2 は母材をチタンとした時の SEM 画像及

び窒素の分布である．S45C に窒素マイクロバブル混入加工液で放電加工を行っ

ても，加工面は通常加工の場合とほぼ同様の結果が得られた．窒素の検出量も

マイクロバブル油にて加工を行った場合と大差はない．一方，チタンに窒素マ

イクロバブル混入加工液で放電加工を行うと，加工面の窒素の量が増したこと

が確認できた．空気マイクロバブル混入加工油では緑のレベルを示していたが，

窒素を混入させると濃度が更に濃くなり青色のレベルを示した．加工液を窒素

マイクロバブル混入加工油，工作物をチタンとした場合のみ，加工面の元素分

析結果に今までとは異なる結果が得られたので，チタン表面に窒化物が生成さ

れた可能性がある．しかし，これがマイクロバブルの影響なのか，窒素が加工

面に付与された影響なのかは現段階では不明である． 

 
図 5.1 S45C に対する加工面の元素分析結果 
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図 5.2 チタンに対する加工面の元素分析結果 

 
5.3. 窒素混入方法の違いによる加工面の状態 
 5.2 節で窒素マイクロバブル混入加工液を用いてチタンに放電加工を行うと，

加工面に多量の窒素が検出された．そこで，図 5.3 に示すような 2 つの方法で

窒素を放電面に付与させた．①は窒素マイクロバブル混入加工液を電極から噴

射させる加工，②は窒素ガスのみを電極から噴射させる加工である．両方法と

も放電面に窒素を付与させる点では同一であるが付与方法が異なる．そこでチ

タンの加工面で窒素が検出されたのはマイクロバブルによるものか検証した．

実験は表 5.1 の条件で行った．どちらの加工も加工時間は 15 分とした．加工後

に元素分析した結果を図 5.4 に示す．窒素を放電面に付与させると両加工面にて

窒素は検出された．特に，窒素をマイクロバブルとして混入させた②の加工面

の方がより多くの窒素を検出できた．この結果から，単に窒素を混入させるの

ではなく，マイクロバブルとして窒素を混入させた方が混入気体を加工面によ

り効果的に付与できることが確認できた．当初は TiN のような窒化物が生成で

きると考えていたが，窒化物の確認はされなかった．しかし，マイクロバブル
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混入加工液を油中加工に用いれば，放電表面処理への応用が見いだせるような

結果が得られた． 
 

図 5.3 窒素混入方法別の実験概要図 
 

 
図 5.4 窒素混入方法別の加工面の元素分析結果 
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5.4. まとめ 
 加工油中にマイクロバブルを混入させても加工特性に有意な差は見られなか

ったため，混入気体を空気から窒素へ変更し，チタンに放電加工を試みたとこ

ろ加工後の加工面に窒素が検出された．特に，窒素マイクロバブルとして加工

を行うとより多くの窒素がチタン表面から検出された．単に，窒素ガスを混入

させるよりも窒素の量が増えていたためマイクロバブルの影響ではないかと考

えている．この結果より，窒素マイクロバブルとチタンの組み合わせで油中放

電加工を行えば放電表面処理を行えそうな雰囲気が得られた． 
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第６章 結論 

6.1. 本研究で得られた成果 
 加工液中にマイクロバブルを混入させて加工を行い，加工特性を比較したと

ころ以下のことが明らかとなった． 
 
1) 純水中にマイクロバブルを混入させて放電加工を行うと，荒加工条件にて加

工速度は上昇し，放電数も増加し，表面粗さは良好になるという放電加工に

とって良い影響を与える結果となる．表面粗さが良好になったのは気化爆発

力が弱まることで放電痕自体が小さくなったと考えられる．しかし，放電が

飛び易くなり放電数が増加したことで，結果として加工速度の増加に繋がっ

たと考えられる． 
 
2) 細線電極という特殊な条件下で，荒加工条件にて純水中で単発放電痕除去体

積を確認したところ除去体積はマイクロバブルを混入させることで減少し

た．連続放電の加工実験結果からみても，マイクロバブルを混入させること

で気化爆発力は弱まると考えられる． 
 
3) 加工油中にマイクロバブルを混入させて荒加工条件，中仕上げ加工条件どち

らの電気条件を用いて加工を行っても加工特性に有意な差は見られなかっ

た． しかし，窒素マイクロバブル混入油を用いてチタンに加工を行うこと

で放電表面処理への応用が行なえる雰囲気が確認できた． 
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