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第1章 序論 

1.1 はじめに 

 放電加工は基本的に導電性のある材料であれば，材料の硬さや靭性に関係な

く加工が可能なため，金型の仕上げ工程にはなくてはならない加工法である．

そのため，高硬度材料を用いる金型の仕上げ加工に用いられてきた．しかし，

切削加工でも高硬度材料であっても専用の加工機を用いれば加工が可能であり

高硬度材料の形状加工が可能な加工法だけではその優位性が薄まっている．そ

のため近年放電加工では金型の仕上げ加工だけでなく，他の加工分野にも用い

ることが進んでいる 1)2)
.  

1.2 放電加工概要 

1.2.1 放電加工の原理 

 図 1 に放電加工の概念図を示す．放電加工は油や脱イオン水などの絶縁体の

加工液中で数十 µm の極間を隔てて工具と工作物の間にパルス状にアーク放電

を生じさせ加工を行っている．毎秒数千回～数万回放電が生じるため加工面全

体で同時に放電しているように見えるが，実は 1 つのパルスで絶縁破壊が生じ

る場所はただ 1 か所だけである．そこに放電電流が集中してアーク柱を形成す

る．アーク柱近傍の極間の模式図を図 2に示す．アーク中心部で 6000~7000Kに

達する高温下において工作物は短時間で溶融・蒸発し微小な放電痕が形成され

る．そして加工粉は加工液に接して再凝固され，微小な球となって加工液とと

もに極間から排出される． 

 次のパルスは前のパルスの放電点の温度が十分低下し，絶縁が回復した後に

印加される．そして，前の放電点では放電痕の深さの分だけ極間距離が拡がっ

ている．また，放電発生の役割を持っていると考えられる加工粉も放電点から

飛散してしまっている．そのため，次のパルスで再び同じ位置に放電が生じる

確率は小さく他の極間距離が狭いか，あるいは加工粉濃度が高いところに放電

点は移動する．こうしてパルス放電の繰り返しにより放電点が電極面上に一様

に分散し，工具電極形状が工作物に転写される．放電をパルス化し放電点を分

散させることは加工の安定性にとって本質的に重要なことである．仮にパルス



化せず連続的に電流を流した場合，最初に放電が生じた点での温度がいつまで

も下がらないため絶縁が回復せず，放電点がほかの箇所に移動できない．した

がって，工具電極形状が転写できないばかりか，一箇所に集中して大きな熱的

ダメージを残すだけの結果となる 3)． 

 放電加工には形彫り放電加工とワイヤ放電加工がある．形彫り放電加工は図 1

に示したように，切削などで成形した銅あるいはグラファイトの総形電極の形

状をそのまま工作物に転写するか，あるいは単純な形状の工具電極を NC により

3次元的に動かし，その包絡面により所望の形状を得る． 

 

 

 

 

 

図 1 放電加工概念図 
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図 2 アーク柱近傍の極間模式図 

 

1.2.2 ワイヤ放電加工について 

 図3に示すワイヤ放電加工は直径0.02~0.3mmの黄銅(細径の場合はタングステ

ン)ワイヤを電極として糸鋸盤のように形状を切り抜く加工である．上下ワイヤ

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，テーパーカットや上

下異形状加工も行える．細いワイヤに一挙に大電流を流すので，電流の立ち上

がりを急峻にするためと，ジュール発熱によるワイヤの断線を防ぐため，ワイ

ヤへの給電は上下 2 か所の給電子を用いて行われる．また，ワイヤの振動は加

工精度を劣化させるので，ワイヤには断線しない程度に張力がかけられる．ワ

イヤ放電加工によって加工された部分はワイヤ径と放電クリアランス分加工さ

れる図 4 に加工の除去量の簡易図を示す．放電加工は線織面加工のみ可能であ

り，線織面とは図 5 のような直線の集合体である． 

ワイヤ放電加工の発展として加工経路および諸条件の制御(CNC)と APT によ

る NC データの自動作成，すなわち NC 化による曲線加工の実現，NC データ製

作の自動化，そしてテーブル移動用ボールネジのレーザ側長器によるピッチエ

ラー補正に基づく高精度化，ワイヤ自動挿入の信頼向上による無人加工の実現，

加工技術としては同時四軸加工によるテーパー加工や線織面による曲面加工，

ワイヤ直径よりも狭い形状を得るための嵌合加工などの加工技術の研究がなさ

れ加工精度としてあげられるのは面粗さ，クリアランス，位置決め等研究が多
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くなされている 4)．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 ワイヤ放電加工 

 

 

図 4 ワイヤ放電加工機による加工簡易図 
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図 5 線織面 

 

 

1.3 研究背景 

近年機械加工の代表格である切削加工では，5軸マシニング加工機が一般的に

なりつつある．5軸マシニング加工機はインペラ形状のような複雑な 3次元形状

加工が可能である．図 6に 3次元複雑形状のインペラ形状を示す．その複雑な 3

次元形状加工を加工するために工具干渉を回避した 5 軸マシニングセンタ用の

NC データの生成や CAD/CAM に関する研究が盛んに行われてきた 5)．そのため

に，複雑な 3 次元形状加工が可能になっている．一方，抜き金型や各種部品の

精密加工に活用されているワイヤ放電加工は，2次元あるいは 2.5 次元加工が主

である．これは，走行するワイヤ電極で，主として板状の工作物を糸鋸状に切

断加工するためである．しかしながら，丸棒工作物を回転軸に取り付け走行す

るワイヤの移動と同期を取りながら回転を付与すれば，スパイラル形状のよう

な 3 次元加工が可能なことは知られている．図 7 に放電精密加工研究所が紹介

している回転軸を用いた加工を示す．更には実際に，回転軸を付与したワイヤ

放電加工を想定した NC データ生成に関する研究も行われている 7)． 
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1.4 研究目的 

 前項で述べたようにワイヤ放電加工で複雑形状加工が出来ることが知られて

はいるが，CAD/CAM の精度や作り方，実加工による加工精度などの情報につい

ては開示されていない．そのため，筆者らはワイヤ放電加工機に回転軸を追加

し，さらに回転軸付与ワイヤ放電加工にも対応した CAM ソフトを導入し，複雑

形状加工が可能な準備を整えることが出来た．そのことにより自分自身で NC デ

ータの生成や実加工による加工を行うことでその生成方法を検討し，実加工に

よる加工精度を検討した．  

図 7 回転軸を用いた加工 6) 

 

図 6インペラ形状 



図 8 機械部品に見られる線織

(a) 平歯車 (b) はすば歯 (c)ツイストドリル 

第2章 回転軸付与ワイヤ放電加工の加工精度に必要な手順 

2.1 加工精度を検討する加工形状について 

 ワイヤ放電加工は線織面形状であれば加工ができる，また機械部品にも多く

線織面形状は見かけられる．たとえば，図 8(a)の平歯車の歯面は柱面であり，線

織面である．また，図 7(b)のはすば歯車は類似ねじれ面とよばれ 2 次元加工では

困難であるが回転軸付与させた 3 次元加工であれば可能である．他にも図 6 の

インペラや図 8(c)に示すツイストドリルといった形状もねじれ面つまりは線織

面形状であるため加工は可能である 8)．本研究は研究室では初期テーマであるた

めに，初めに複雑な 3 次元形状の加工精度検討を行うのではなく回転軸を用い

て簡易的に加工することが出来るスパイラル溝形状加工の加工精度の検討を試

みた。スパイラル溝形状加工とは X軸と回転軸（W 軸）の 2軸を同期させ動か

すことで加工をすることが出来る形状である．図 9にスパイラル形状を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 9 スパイラル形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 回転軸付与ワイヤ放電加工機について 

 図 10 に回転軸付与ワイヤ放電加工機を示す．加工は，回転軸 NC ロータリー

テーブル（松本機械製：MDHW100L）を使用した．こちらの割り出し精度は 0.001

度である．この回転軸を追加したワイヤ放電加工機（ソディック製：AQ327L）

で加工を行った．ワイヤ電極は，φ0.2mm の黄銅ワイヤを用い，被加工材には

φ40mm のアルミニウム合金（A5052）を用いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 回転軸を追加したワイヤ放電加工機 

 Rotary axisUpper guide

Lower guide Work-piece

 

ピッチ25mm　　　　ピッチ50mm



2.3 CADによるスパイラル溝形状生成方法 

2.3.1 はじめに 

 スパイラル溝形状 CADを製作し本研究で狙う形状の設計値を確認する．そし

て，ワイヤ放電加工機を動かすための NC データを生成するため CAM に CAD

を用いることで NC データを得ることが出来る．これらのために，CAD の生成

は不可欠である．本研究は初期テーマであるために，スパイラル溝形状の CAD

生成方法が分かっていない．その生成方法を検討した．CADは SolidWorks を用

いて設計を行った．そして本研究は φ40mm，切込量 4mm，ピッチ 50mm のスパ

イラル溝形状の設計を目指す． 

 

2.3.2 楕円形状によるスイープカット法 

 初め，スパイラル溝形状の CADを設計するにあたって見た目の溝形状が楕円

に似ていることから図 11の形状を円柱に対してスイープカットを行うことで設

計できるのではないかと考えた．まず，楕円のような形状を生成し φ40mm の円

柱にスイープカットを行った結果図 12の形状を得ることが出来た．これは実際

のスパイラル形状に似ているが，図 13に示すように断面形状が異なるためこの

方法ではスパイラル形状が設計できないということが分かった．しかし，円柱

に対し正しい断面形状でスイープカットできればスプライン溝形状を生成でき

るのではと考えた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 スパイラル溝のような形状 
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2.3.3 ワイヤを想定したスイープカット法 

 円柱に対して正しい断面形状でスイープカット出来ればスパイラル形状が出

来るのではと考えた．断面形状をワイヤと想定することでスパイラル形状の設

計を試みた． 

 ワイヤを想定したスイープカットの設計過程を図 15 に示す．まず，長さ

50mmφ40mm の丸棒を生成する．外周に 1 回転するスプラインを這わせる．そ

して，断面に垂直な平面を取りその平面にカットし対面を生成，この時黄色い

矢印がさす場所をワイヤと想定し赤の矢印がさす場所を切込量と想定する．そ

して，スパイラルの線に沿ってカットし対面を這わせるようなスイープカット

を行うとスプライン溝形状が設計できます． 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

図 15 CADによるスパイラル形状加工設計法 
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2.3.4 加工精度を検討するスパイラル形状について 

 本研究で加工精度を検討するスパイラル形状は U, V軸を傾けずワイヤを垂直

に保つような CADで φ40mm，切込量 4mm，ピッチ 50mm によって設計する． 

2.4 NCデータ生成方法 

2.4.1 CAMによる生成法 

 本研究の CAMソフトは ESPRIT（DP テクノロジー製）を使用した．こちらは

5 軸切削加工にも対応しており回転軸を付与したワイヤ放電加工機にも対応し

ています．ESPRIT は CAD ソフト SolidWorks を直接読み込むことで NC データ

生成できます．下図に CAMソフト ESPRIT で生成した NC データの一部を図 16

に示す． 

 

 

 

図 16 ESPRIT により生成した NC データ 

 

 

2.4.2 直接入力による生成法 

 本研究は初期テーマであるため簡易的な回転軸を用いた加工をまず検討して

いる．そのため，スパイラル溝形状のようなワイヤを X軸とW 軸を同期して動

かすことで加工できる形状であれば自分自身でも NC データを生成できる．今回

は X軸の送り量とW軸の回転数を同期するような NCデータを直接ワイヤ放電

加工機に打ち込むことで生成した．下図に直接入力で生成した NC データの一部

を示す．この NC データは Xが 50mm 動く間に W 軸が 360度 1回転する NC デ

ータとなっている． 

G92 X-55.0 Y-16.0 U0.0 V0.0;

G40 G01 X-50.564 Y-16.0993 U1.0654 V0.0;

G01 X-50.5596 Y-16.0993 U1.0653 V0.0 W.032;

G01 X-50.5551 Y-16.0993 U1.0653 V0.0 W.064;



G92 X0.0;

G01 X50.0 W360.0;

 

 

 

 

 

 

図 17 直接入力によって生成した NC データ 

 

2.5 測定方法 

2.5.1 測定機器の検討 

 スパイラル形状の測定場所は U のような溝であるために溝の深さはノギスな

どの測定機器では測定することが出来ない．そのため溝に紙粘土などを使用し

溝に押し込みその後外し測定する方法を考えたが，溝の奥まで紙粘土が入り込

んでいるかどうか分からない．また外す時に形状が変化してしまうなどの測定

が難しいことが分かった．次に図18に示す3次元測定機キーエンス製のVR-3200

ワンショット測定機での溝形状測定ができるか検討を行った．こちらの測定機

は測定可能高さが±5mm であるため，測定高さ内であれば溝形状を測定できる

ことが分かった．加工精度を検討している形状も溝深さは 4mm であるため測定

が可能である．本研究では溝形状の測定方法はワンショット 3D測定機 VR-3200

（キーエンス製）を使用し測定する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 VR－3200ワンショット 3D測定機(キーエンス製) 



2.5.2 測定場所の検討 

 溝深さは溝の両端エッジ部に対して垂直な断面を測定場所とすると正しい溝

深さの測定ができない．なぜなら，溝の両端エッジ部に対して垂直な断面は溝

深さが最も深くなる場所ではないため正しい測定値を得ることができない．そ

のため，図 19(a)に示す円柱の最外周部からの深さを測定場所とする．そして，

溝幅は図 19(b)溝の両端エッジ部に対して垂直な断面を測定場所とする。本研究

で加工精度を検討しているスパイラル溝形状は溝深さ 4mm 溝幅 9.513mm が設

計値となった． 

 

 

 

 

(a) 溝深さ測定場所         (b) 溝幅測定場所 

 

 

図 19 スパイラル形状測定場所 

 

 

2.6 加工条件 

 本研究の放電条件は表 1に示した条件で統一し 1stカットのみですべての実験

を行う． 

 



表 1 加工条件 

 

2.7 各 NCデータによる回転軸付与ワイヤ放電スパイラル溝加工 

2.7.1 各 NCデータによる実験方法 

 今実験は直接入力による NC データと ESPRIT による NC データの 2 種類の

NC データで加工を行う．今実験ではワイヤー径のオフセット 0.1mm は考慮し

直接入力 NC データでは切込量 3.9mm，ESPRITNC データでは NC データ内にオ

フセット 0.1mm を含んでいる．しかし，どちらの NC データも放電条件クリア

ランスの考慮はしていない．各 NC データで 2つのサンプルに加工を行った．芯

振れ精度は±20μm である． 

2.7.2 各 NCデータによる測定結果 

 測定結果を表 2に示す．1つのサンプルに 3か所の計測を行い，2サンプルの

合計 6か所の平均で評価した．加工時間には特に差は生まれなかった． 

溝深さは設計値と比べどちらの NC データも深くなった．それは放電クリアラン

スを考慮していないため深くなる傾向がある．そのためその深くなった分は放

電クリアランスのみなのかどうか確認をするため図 20に示したスリット加工を

行った．切込み 20mm アルミ板厚さ 20mm にスリット加工した結果は片側の放

電クリアランスは 40μm であった．実際に加工されたのは 80mm 大きく加工され

たため放電クリアランスより大きい．これは 3 次元的な動きによるものや芯振

れ精度が不十分であるため設計値より大きくなると考えられる． 

 溝幅は溝深さが深くなればなるほど大きくなる傾向がある．そのため，それ

ぞれの溝深さに対して設計値が必要である．この時の直接入力 NC の溝深さを考

慮した溝幅は 9.615mm，ESPRIT-NCの溝深さを考慮した溝幅は 9.634mmである．



この結果から直接入力の溝幅は設計値よりもさらに大きく加工された．ESPRIT

－NC は溝深さが一番深いため大きく加工されるはずだが，溝幅が狭くなる加工

されていた．これは ESPRIT-NC データ内に U 軸の変位が含まれるからである．

実際に ESPRIT-NCのU軸の変位＋U方向に傾けた状態で加工を行ったところ溝

幅が狭くなる傾向があった．更に-U 方向に傾けた状態で加工を行うと溝幅が大

きく加工される傾向があった．図 21にワイヤの傾きによる溝形状の変化につい

て示す．直接入力は垂直に設計しているが溝幅が大きくなる影響がある．この

ことから，ESPRIT-NC は通常の加工でも溝幅が大きくなることから何かしら考

慮をしてあらかじめ溝幅を狭くするような加工をしているためと考えられた． 

 

 

表 2 各 NC データによる測定結果 

 

 溝幅（mm） 溝深さ（mm） 加工時間 

CAD設計値 9.513 4.000  

直接入力 NC 9.768 4.083 29‘56 

ESPRIT-NC 9.478 4.099 28‘16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 スリット加工 

 

 

 



 

 

図 21 ワイヤの傾きによる溝幅形状の変化 

 

 

2.8 まとめ 

 回転軸を付与したワイヤ放電加工機を用いて，アルミニウム丸棒の外周にス

パイラルの加工を，２種類の NC データの作成で行い，以下の結論を得た．溝深

さは,CAD 設計値よりも直接入力 NC データ ESPRIT で作成した NC データとも

に深く加工された.これは放電クリアランス分+α を考慮していないためである.

溝幅は，直接入力 NC データは理想値よりも広く加工された．ESPRIT で作成し

た NC データによる加工では，狭く加工された．．両者の違いは，CAD設計では

ワイヤ電極は U-V 軸に傾けることなく垂直状態で加工されることを想定してい

たにもかかわらず，CAM ソフトで生成された NC データには溝幅が小さくなる

方向に U軸の傾きが考慮されていたためと考えられた．  



第3章 芯振れ精度による加工精度の検討 

3.1 工作物芯振れ精度改良法 

 前章で加工設定時に丸棒工作物の芯振れ精度が不十分であることや放電クリ

アランスを考慮していないなど加工精度の比較においては不十分な点もある．

今実験では加工時の芯振れ精度を小さくするための加工を行い芯振れ精度によ

る加工後の測定値比較を行った． 

 

3.2 外周加工による芯振れ精度改善 

  従来，φ40ｍｍのアルミ丸棒をプラスチックハンマーで叩き±20 μm 程度ま

で芯出しを行っていた．図 22に芯振れ精度改善法を示す．本研究では，ワーク

を定常回転させたまま外周部を 0.1μm ほどの切れ込みを入れワイヤ放電加工で

外周加工を行った．その結果，工作物芯振れ精度は±3μm 以下になりました．

ただし外周加工の結果，加工前の工作物の直径は各加工サンプルで全て一致す

ることはなく，ばらつきが生じている．工作物の直径はマイクロメータを使用

し測定した． 

 

 

 



図 22 芯振れ精度改善法 

3.3 外周加工後スパイラル溝形状加工による加工精度の比較 

3.3.1 外周加工後スパイラル溝形状加工実験方法 

 外周加工後芯振れ精度が改善された状態の丸棒被加工物と従来の芯振れ精度

による違いを比較するため加工を行う．それぞれ直接入力 NC と ESPRIT-NC に

よる 2 種類の NC データで検討しているスパイラル溝形状を狙い加工を行った．

外周加工後によりそれぞれ直径が異なる．そのため溝幅の設計値も変化する．

傾向は溝深さが同一であるならば工作物直径が小さくなると溝幅は大きくなる

傾向がある． 

 

3.3.2 外周加工後スパイラル溝形状加工測定結果 

 表 3に芯振れ精度の違いによる加工精度の比較の図 25を示す．芯振れ精度改

善後も直接入力 NC は溝幅が設計値より大きく加工され，ESPRIT‐NC も溝幅小

さく加工され同様な傾向が見られた．そのため，芯振れ精度は溝幅が大きく加

工されることについての影響はないと考えられる．これからの，本研究は芯振

れ精度を良くした状態で実験を行う． 

 

 

表 3 芯振れ精度の違いによる加工比較測定結果 

 

 

 

 



 

 

3.4 まとめ 

 本章では加工設定時に丸棒工作物の芯振れ精度が不十分であることや放電ク

リアランスを考慮していないなど加工精度の比較においては不十分な点もある．

今実験では加工時の芯振れ精度を小さくするための加工を行い芯振れ精度によ

る加工後の測定値比較を行った． 

 従来の芯出し方法はプラスチックハンマーで丸棒を叩き芯振れ精度±20µm

まで芯出しを行っていた．しかし，その方法では不十分であるため外周加工を

行うことで芯振れ精度±3µm にしその後スパイラル溝加工を行うことで芯振れ

精度による加工精度の比較を観察した．結果，芯振れ精度改善後も直接入力 NC

は溝幅が設計値より大きく加工され，ESPRIT‐NC も溝幅小さく加工され同様

な傾向が見られた．そのため，芯振れ精度は溝幅が大きく加工されることにつ

いての影響はないと考えられることが分かった． 

  



第4章 溝幅の加工精度の検討 

4.1 はじめに 

 ワイヤ放電加工によって厚さの厚い被加工物を加工する際加工面が太鼓形状

になってしまう影響などがある．その影響を小さくする方法や太鼓形状になら

ないように加工する方法など加工精度について様々な検討がされている．本研

究のスパイラル溝形状では直接入力 NC データは溝幅が大きく加工される影響

がある．ESPRIT-NC はワイヤを垂直に保ったまま加工されるように設計した

CADから生成したのにも関わらずU軸の変位を含んでおり溝幅が狭くなるよう

に加工される NC データが含まれているため，溝幅が広く加工されることに対し

て何かしらの考慮を行っていると考えている．この直接入力 NC の溝幅が大きく

加工される影響を確認し抑制，回避し加工精度改善のため様々な実験を行った． 

  

4.2 ガイド間スパン同一加工の加工精度検討 

4.2.1 実験方法 

図 23 にガイド間距離について示す．今までの研究では Z 高さを 112mm とし

て，下部ガイドが大きくなる加工を行っていた．そのことによりワイヤの張力

が一定でない，丸棒被加工物に上部ガイドがぴったりくっつくほど近いため下

部ガイドと比べ上部ガイドからの噴流による影響が大きいなどこれらのことか

ら加工精度に問題があると考えられ溝幅への影響を確認のために上下のスパン

を同一にした加工を行った．外部ガイドからチャック中心までの距離は 90mm，

上部ガイドを下限高さにした際のガイド間は 5mm である．このことから Z高さ

175mm で上下スパン同一の加工が行える．加工条件は今までの加工条件と同様，

直接入力 NC と ESPRIT‐NC の 2種類の NC データで比較検討した． 

 

 

 

 



 

 

図 23 ガイド間距離 

 

 

4.2.2 測定結果 

 表 4 にガイドスパン同一加工の測定結果を示す．ガイドスパンを同一にした

ためワイヤ張力や噴流の影響の違いによって加工精度に差が生まれると予想し

たが，ガイド間距離が異なっていても同様の傾向を示した．この結果から，溝

幅へのガイド間距離の変化による影響は尐ないと考えられる． 

 

 

表 4 ガイド間距離の違いによる加工比較測定結果 

 

 

 



4.3 逆回転加工 

4.3.1 実験方法 

 図 24に逆回転加工方法を示す．逆回転加工を行い溝幅についての影響を確認

した．逆回転加工は工作物の回転方向に溝幅への影響があるか検証するために

行う．従来の研究では回転方向は手前に方向（時計回り）で加工を行っていた．

逆回転は奥の方向に回転する（反時計回り）加工になる．その際，正回転では

溝幅が大きく加工されるためワイヤが加工中左に変位する影響があると考えて

いる．そのため，回転方向を逆にすることでワイヤが右方向に変位する影響が

あり溝幅が設計値よりも小さくなるのではと考えた． 

 

 

 

図 24 逆回転加工法 

 

 

4.3.2 測定結果 

 表 5 に逆回転加工の測定結果を示す．結果，逆回転加工の直接入力は設計値

より大きく加工され ESPRIT-NC は小さく加工された．これは通常の正回転と同

様な傾向がみられる結果となった．予想では回転方向を逆にすることでワイヤ

への変位する影響も逆になり溝幅が設計値よりも小さくなるのではないかとい

う考えであったが予想と違い正回転の結果と同様な傾向を示した．ここで，確



認を行うためにあらかじめ＋U 軸方向にワイヤを傾けた状態で加工を行ったと

ころ溝幅が大きくなる加工を行っていた．これは正回転加工とは全く逆の傾向

であり，そのためワイヤ自身は私が予想した通りに加工中＋U 軸方向に傾く影

響があったと考えられるが，それは逆回転加工であると溝幅が大きく加工され

る加工であったために正回転と同様な影響が表れたのではないかと考えられる．

これらのことから工作物の回転方向の影響は尐ないと考えられる． 

 

 

表 5 逆回転加工測定結果 

 

 

 

4.4 –X軸送り加工   

4.4.1 実験方法 

 図 25に-X軸送り加工方法を示す．－X軸送り加工を行い溝幅についての影響

を確認した．-X 軸送り加工は送りの方向に溝幅への影響があるか検証するため

に行う．従来の研究では X軸＋方向に加工を行っていた．-X軸送り加工は丸棒

被加工物の途中から切込量 4mm を狙い‐方向を送りにする加工である．従来の

加工法では回転方向手前方向(時計回り方向)の時は加工中にワイヤが U 軸左方

向に変位するような影響を受けているため溝幅がおおきくなると考えている．

ワイヤの送りを－方向から行うことでワイヤが右方向に変位する影響があると

推測し溝幅が設計値よりも小さくなるのではと考えた． 



 

 

図 25 –X軸送り加工法 

 

4.4.2 測定結果 

 表 6 に測定結果を示す．結果，-X 軸送り加工の直接入力は設計値より大きく

加工され ESPRIT-NC は小さく加工された．これは通常の送り方向の加工と同様

な傾向がみられる結果となった．予想では X 軸送り方向を逆にすることでワイ

ヤへの変位する影響も逆になり溝幅が設計値よりも小さくなるのではないかと

いう考えであったが予想と違い従来の結果と同様な傾向を示した．このことか

ら送りの方向による影響は尐ないと考えられる． 

 

表 6 –X軸送り加工測定結果 

 

 



4.5 ガイド間スパン同一逆回転加工 

4.5.1 実験方法 

 溝幅が広くなる影響を確認するため様々な加工を行ったが，ガイド距離，回

転方向，送り方向などそれらによる影響は尐ないと考えられる加工結果となっ

た．しかし，それらの影響は小さくとも合わされば大きくなるのではと考えガ

イド間スパン同一で逆回転加工を行い溝幅に及ぼす影響を検討しようと考えた．

加工方法はガイド間スパンを同一にし，その状態で逆回転加工を行うものであ

る． 

 

4.5.2 測定結果 

 ガイド間スパン同一逆回転加工の測定結果を表 7 に示す．結果は今までの実

験と同様であった．ここで ESPRIT の U軸の変位を考慮した溝幅 CAD設計を行

いそれと設計値を比較すると ESPRIT は溝幅を狭くする加工を行っているがワ

イヤが戻され設計値よりも 200µm 大きく加工されている．これらのことから工

作物の回転方向およびガイド位置の違いによる影響は尐ないことが分かり，い

ずれの加工においても用いた NC データで加工されると想定した溝幅よりも大

きく加工されることが分かった． 

 

 

表 7 ガイドスパン同一逆回転加工測定結果 

 

 

 

 

 

 



4.6 まとめ 

 本章ではスパイラル形状加工の加工精度，特に溝幅についての NC データの

作成方法の違いや工作物の回転方向，上下ガイド間隔の影響を検討した．その

結果，直接入力 NC ではその結果，直接入力 NC では，設計溝幅よりも大きく加

工される．これは，工作物の回転方向や上下ガイド間隔に関わらず同様の傾向

を示す．一方，CAM ソフト ESPRIT による NC データでは，ワイヤは垂直を保

った加工を想定したにもかかわらず U 軸の値が溝幅を狭くなる方向に考慮され

ており，その結果，想定した溝幅よりも小さく加工される傾向にある．しかし

ながら，U 軸を傾けて設計される溝幅よりは，実加工では溝幅が大きく加工さ

れており，回転軸付与のスパイラル形状加工では溝幅は大きく加工される傾向

にあることがわかった．今回の加工では放電条件によるクリアランスは考慮し

ていない．そのため放電クリアランスを考慮に入れ溝深さを設計値に狙った加

工を行い溝幅の変化を確認する加工を行う． 

  



第5章 放電クリアランスを考慮した加工精度の検討 

5.1 溝深さ設計値を狙ったスパイラル形状加工 

5.1.1 放電クリアランスを考慮したスパイラル形状加工実験 

 今実験は放電クリアランスを考慮したスパイラル形状加工によって溝深さ設

計値を狙った加工を行い溝幅の変化を確認する実験である．今回放電クリアラ

ンスを考慮するためシンプルで U 軸の変位が含まれない直接入力 NC データに

より加工を行う．そして，今までワイヤ径分のみを考慮した切込量であったが

そこに放電クリアランス分を考慮した切込量でスパイラル形状加工を行った．

今までの実験で溝深さが平均 16µm 大きく加工されていたため放電クリアラン

スを 16µm とし，3.884mm を切込量とした．この加工を 2サンプル製作しそれぞ

れ 3か所測定を行った． 

 

5.1.2 放電クリアランスを考慮したスパイラル形状加工測定結果 

 放電クリアランスを考慮したスパイラル形状加工測定結果を表 8 に示す．結

果，直接入力 NC データで放電クリアランスを考慮した加工を行ったところ溝深

さを設計値の 4.000mm を狙うことが出来た．溝幅は放電クリアランスを考慮し

てもやはり CAD 設計値よりも 100µm ほど大きく加工され溝幅の設計値を狙う

には U軸を考慮した加工を行うことが必要である． 

 

 

表 8 放電クリアランスを考慮したスパイラル形状加工測定結果 

 

 

 

 



5.2 溝幅設計値を狙ったスパイラル溝加工 

5.2.1 ガイド同一スパンでの U軸を考慮したスパイラル溝加工実験 

 今回角度計算が簡易いなるようにガイドスパン同一加工による溝幅設計値を

狙った加工を行う．直接入力 NC データで溝深さを設計値通り加工した結果溝幅

が設計値よりも大きく加工された．そのため溝幅設計値を狙うためには U 軸を

考慮し加工を行わなければならない．そのため，溝幅が狭くなる加工を行いた

いため U軸を予め+U 軸方向にワイヤを傾けさせ加工を行う必要がある．設計値

を狙うためにU軸＋方向に 0.0~2.5mm間に 0.5mm間隔でそれぞれU軸を傾けさ

せた状態で放電クリアランスを考慮した直接入力 NC データにより加工を行っ

た．この各加工で 2 サンプル製作しそれぞれ 3か所測定を行った． 

 

5.2.2 ガイド同一スパンでの U軸を考慮したスパイラル溝加工測定結果 

 溝幅設計値を狙った加工の測定結果を表 9示す．今回の溝幅の CAD設計

値は 9.538mm である。測定結果から設計値を狙うには 1.0mm～1.5mm で U軸

を傾けさせ加工する必要があることが分かった．更に今回の実験では 1.1mmU

軸を傾けさせ加工を行えば溝幅設計値を狙った加工ができる．そして U 軸を

0.5mm 傾けると 0.159°，1.0mm 傾けると 0.318°，1.5mm は 0.477°，2.0mm

は 0.637°，2.5mm は 0.796°傾けていることになる． 

 

 

表 9 溝幅設計値を狙ったスパイラル形状加工測定結果 

 

 



5.3 まとめ 

 今章の実験では加工精度を検討している形状のCAD設計値を放電クリアラン

スと U 軸を考慮し加工をすることで設計値を狙った加工を行うことを目指した．

直接入力 NC データで放電クリアランスを考慮した加工を行ったところ溝深さ

を設計値の 4.000mm を狙うことが出来た．溝幅は放電クリアランスを考慮して

もやはり CAD 設計値よりも 100µm ほど大きく加工され溝幅の設計値を狙うに

は U軸を考慮した加工を行うことが必要である．そして U軸を考慮した加工を

行ったところ+U 軸方向に 1.1mm ワイヤを傾けさせ加工を行うことで溝幅の設

計値を狙った加工ができるということが分かった． 

  



第6章 回転軸付与ワイヤ放電加工によるドリル形状の作成 

6.1 はじめに 

 φ50mm，ピッチ 50mm，切込量 4.000mm のスパイラル形状の設計値を狙った

加工を行うことが出来た．本章はその設計値を狙った加工の応用として実際に

市販されているツイストドリルを参考にツイストドリル形状の作成を試みる実

験である．更には従来の研究ではアルミニウムを被加工物として使用していた

が本章では超硬合金を使用し被加工物の変化によって加工に影響してくるのか

も確認する． 

 

6.2 参考にするツイストドリル 

 参考にするツイストドリルは株式会社不二越の 12.0mm ドリルを使用する．図

26 に参考にするツイストドリルを示す．このドリルを 3D 形状測定機 VR-3200

で測定し溝深さ，溝幅を測定した．測定結果から溝深さ 4.5mm，溝幅 8.6mm，

ピッチ 60mm ということが分かりこの測定値を元に CAD設計を行う． 

 

 

 

図 26 12.0mm ツイストドリル (株式会社不二越) 

 

 

6.3 ツイストドリル形状の CAD設計 

 図 27 に設計した 3DCAD を示す．溝深さ 4.5mm，溝幅 8.6mm，ピッチ 60mm



のツイストドリル形状を CAD により設計した．先端の山の部分は高さが 5mm

になっている．CAD 設計したことによりこの溝幅の設計値を狙うにはワイヤを

34.7°傾けさせれば設計値を狙った加工ができそうであることが分かった． 

図 27 CADにより設計したツイストドリル形状 

 

 

6.4 回転軸付与ワイヤ放電加工によるツイストドリル形状作成 

6.4.1 回転軸付与ワイヤ放電加工によるツイストドリル形状作成実験方法 

 今実験では φ40.0mm アルミニウム合金(A5052)でなく φ12.0mm 超硬合金

MG20Bを丸棒被加工物として使用するため，芯出しのために外周加工は行わず

ハンマーで叩き芯振れ精度±10µm で加工を行う．溝幅設計値を狙うためワイヤ

を 34.7°傾けさせなければならない．そのため，ガイドすスパン 100mmで 34.7°

傾けさせると U 軸を 69.2mm 動かさなければならない．しかし，AQ327L の U

軸のストロークは 55mmまでしか動かず 28.8°しか傾けさせることが出来ない．

そのため溝幅設計値を狙うことはできないが設計値に近づけた加工をおこなう

ため今研究では U 軸を 55mm で加工することとした．そして溝深さの設計値を

狙うためワイヤ径と放電クリアランスを考慮した直接入力 NC データによりツ

イストドリル形状の加工を試みた． 

 



6.4.2 回転軸付与ワイヤ放電加工によるツイストドリル形状作成結果 

実際に加工したツイストドリル形状を図 28 に示し測定結果を表 10 に示す．

ツイストドリル(不二越)とほぼ同様のツイストドリル形状を得ることを図 28 で

確認できる．測定結果から芯振れ精度が落ちたことから設計値を狙えるか同課

の懸念があったが溝深さは設計値を狙った加工ができた．そのため今回の実験

では芯振れ精度による設計値を狙った加工に関しての影響は尐ないと考えられ

る．しかし，溝幅はやはり U 軸のストロークが足りないためワイヤの角度が

28.8°と 34.7°に 5.9°も足りないため溝幅が設計値よりも大きく加工された．

加工時間も 8時間かかり超硬合金で加工したため加工時間が大幅に大きくなる．

またアルミニウムで加工を行っていた際切子は簡単に取り外せたが超硬合金で

は切子の取り外しが困難であったこれはワイヤ放電加工で超硬合金を加工する

と加工面表面の腐食や熱変形などによりこのような現象が起きたのではないか

と考えられる． 

 

 

表 10 作成したツイストドリル形状測定結果 

 

 

  

 溝深さ 溝幅 

作成ツイストドリル 4.497mm 10.464mm  

不二越ツイストドリル 4.500mm 8.600mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         作成した       ツイストドリル 

       ツイストドリル形状      (不二越) 

 

図 28 作成したツイストドリルとの比較 



6.5 まとめ 

 株式会社不二越の φ12.0mm のツイストドリルを参考に回転軸を付与したワイヤ放電加工

機を用いてツイストドリル形状の作成を直接入力 NC データで試みた．結果，ツイストド

リル(不二越)とほぼ同様のツイストドリル形状を得ることが確認できた．しかし，

U 軸のストローク不足が原因によりワイヤの傾きが足りないことから溝幅が設

計値よりも大きく加工された．また従来の加工では被加工物はアルミニウム合

金であるが，今実験では超硬合金を加工したため加工時間が大幅に長くなりま

た切子を取り除くのが困難であるなどの減尐が得られた．これはワイヤ放電加

工によって超硬合金を加工すると加工面表面が腐食することや熱変形などが影

響しているのではないかと考えられる． 

  



第7章 結論 

7.1 本研究の結論 

本研究では回転軸を付与したワイヤ放電加工を用いて NC データの生成や実

加工による加工を行うことでその生成方法を検討し，実加工による加工精度を

検討した． 

その結果，直接入力 NC では，設計溝幅よりも大きく加工される．これは，工

作物の回転方向や上下ガイド間隔に関わらず同様の傾向を示す．一方，CAMソ

フト ESPRIT による NC データでは，ワイヤは垂直を保った加工を想定したにも

かかわらず U 軸の値が溝幅を狭くなる方向に考慮されており，その結果，想定

した溝幅よりも小さく加工される傾向にある．しかしながら，U 軸を傾けて設

計される溝幅よりは，実加工では溝幅が大きく加工されており，回転軸付与の

スパイラル形状加工では溝幅は大きく加工される傾向にあることがわかった． 

放電クリアランスを考慮した加工を行った結果，溝深さの設計値を狙うこと

が出来たが溝幅に対してはやはり設計値よりも大きく加工されており U 軸を考

慮に入れなければ溝幅は設計値を狙った加工ができないことが分かった．応用

として不二越 12.0mm ツイストドリルを参考にツイストドリル形状加工を超硬

合金に行いほぼ同様な形状を得ることが確認できた． 

 

7.2 今後の展望 

 本研究で検討していた形状は初期テーマであるために回転軸付与ワイヤ放電

加工による加工ではX軸とW軸を同期して動かし加工できる簡易な形状加工の

加工精度を検討してきた．しかし，通常のワイヤ放電加工機では同時 X,Y,U,V

軸による 4 軸加工を行うことが出来る．そのためより複雑な 3 次元形状を

X,Y,U,V,W 軸の同時 5 軸加工によって加工精度を検討することで，より複雑な 3

次元形状部品加工など加工対象を広げられることができると考えられる． 

  



付録 

端面精度の検討 

はじめに 

 溝深さの設計値を狙った加工を行った際測定結果にばらつきが良く見られた．

表 11 に同条件で溝深さ設計値を狙った加工を示す．この原因は被加工物の精度

や端面出しの精度，とくに端面出しの精度が原因として大きいと考えた．ここ

で端面出しについて説明するとまず幅出し端面の機能を使用して端面出しを行

っているこれは丸棒被加工物の両側面を端面出ししその後その端面出しの結果

から丸棒の中心にワイヤを 0 点セットするものである．更には端面出しの結果

から丸棒被加工物の直径も表示される．今までの加工ではその表示された直径

と端面出しのワイヤ 0点セットを参考にスタート位置を決め加工を行ってきた．

しかし，この結果からこのばらつきの原因として考えられるのはワイヤ放電加

工機による加工前の芯出しの精度によるものなのではないのかと考え検討を行

った． 

 

 

表 11 同条件で溝深さ設計値を狙った加工測定結果 

 

 

幅出し端面精度検討 

 図 29に幅端面精度検討簡略図を示す．外周加工後端面を行った。端面は丸棒

の両端にワイヤを当て Y 軸方向に計測する方法である。このとき直径がでるの

でそれも記載する。初めの10.0mmを基準に 20mm間で誤差があるのか測定した。



そしてマイクロメータで測定することで比較を行った。初めの 10mm は 0 点セ

ットしたが他の端面出しは 0 点セットをしないことで丸棒被加工物の中心を出

す値を比較するためである． 

 

 

 

 

図 29 

幅 端

面精度検討について 

幅端面精度測定結果 

 測定結果を表 12に示す．外周加工後端面出しの直径測定は誤差が一番大きいと 100µmも

とこなるため信用できないことが分かった．これは被加工物が角材ではなく丸尾部である

ことからこのような結果になったのではないかと考えている．Y 軸の測定値も 50.0mmのみ

とてもずれて測定されている． 

表 12 端面測定結果 

 

端面精度による加工精度の検討実験 

 今実験では Y軸の位置とマイクロメータで測定した直径を利用した。50.0mm



のような大きい誤差を除いた平均値を丸棒の中心とした．そしてマイクロメー

タで測定した数値の平均を丸棒の直径としてその結果からスタート位置を決め

溝深さ設計値を狙った直接入力 NC で加工を行った． 

 

端面精度による加工精度の測定結果 

 測定結果を表 13 に示す．この結果から溝深さ設計値を狙うためのスタート位

置に対して Y軸と直径の数値は今回の考え方でよさそうだ。この結果溝深さは

設計値通り加工が行えるといえる。 

 

表 13 端面精度による加工精度の測定結果 
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