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各種材料の精密加工技術および加工現象を
観測するための計測技術の開発
　レーザ加工のような熱的加工はもとより、切削加工や研削加工などの機
械的除去加工、塑性加工および付加製造（Additive Manufacturing）において
も、加工領域の温度上昇は加工メカニズムを大きく左右し、最終的には工作
物の加工精度、加工面品位および工具寿命など加工性能の良否等になって
現れる。したがって、加工領域の温度を正確に測定し、加工状態を監視・制御
することは極めて重要なキーテクノロジであることから、光ファイバと光電
変換素子を組み合わせた種々の赤外線輻射温度計を考案・製作し、種々の加
工温度の計測に適用している。この温度計は酸化などによって変化する測定
対象物の輻射率が測定感度に影響しない；光ファイバを用いるため微小領域
の温度が測定できる；応答速度が µsオーダと極めて速い；温度測定範囲が広
い；などの特長を持っており、難削材の高能率切削加工、研削加工の高度化、
レーザ加工の最適化に欠かせない技術となっている。

研究内容

難削材の高能率切削加工技術と研削加工の
高度化に関する研究
　難削材とは高温強度が高い、熱伝導率が小さい、化学的に活性で工具に凝
着しやすいなどの性質によって文字通り “ 削り難い材料 ”であり、その最も
大きな要因は切削温度の上昇にある。このような材料に対し、（1）オイルミス
トを用いた高速エンドミ加工、（2）すくい面と逃げ面に異なった油剤を用い
る異種油剤セミドライ旋削加工、（3）回転工具を用いた駆動型ロータリ旋削
加工、（4）高圧の水溶性切削油を刃先に供給する高圧クーラント切削加工な
どを提案している。一方、研削加工の高度化については（1）画像解析による砥
石作業面の評価や研削音による砥石作業面性状のインプロセス識別、（2）砥
石表面にレーザを照射して砥粒や結合剤を除去するレーザコンディショニ
ング、（3）研削液の膜（クーラントベルト）を砥石表面に形成するフレキシブ
ルブラシクーラントノズルの開発などを行っている。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 多様な加工法における加工点温度の測定
■ 難削材の切削加工
■ 複合材料（CFRP）の高品位切削加工
■ 研削液の供給量を低減する特殊ノズルの開発
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