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切粉折れを再現
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1 はじめに
　近年、ものづくり企業におけるグローバル規模
での競争の中、お客様により良い製品をより早く
提供する事やコストを低減する事などの要求はま
すます高まっており、シミュレーション技術の向
上と応用範囲拡大の期待は大きくなっている。生
産技術分野においても、実機評価前に予めシミュ
レーションで評価し、後戻りのない効率良い生産
準備や、製品製造上の課題について、シミュレー
ションを活用してスピーディに解決する事が求め
られている。
　一方、当社では自動車空調用コンプレッサ、
ディーゼルエンジン、フォークリフトなどの製造
を行っており、これら製品の製造に切削加工は欠
かせない工法であるため、当社では切削技術を生
産技術における重要分野として位置付けている。
　この切削加工時における問題の1つとして、加
工時に発生する切粉が製品内に残存してしまう事
や、切粉が巻付く事による設備停止など、切粉起
因による問題があり、製品製造上の大きな課題と
なっている。
　これら切粉問題解決に対する主な対応策として
は、発生する切粉を細分化するため、加工条件を変
更したり、刃物改良などを行うが、対策案の良し悪
しは実機トライを実施して確認するしか方法はな

い。今回、この対策案を実機製作前に事前に評価
し、効率良く問題解決ができるよう、加工時に発生
する切粉形状を予測するシミュレーション技術を
開発し、対策案の事前評価を可能としたので、その
内容を報告する。

2 切削加工シミュレーションの従来技術
　切削加工における技術課題は切粉による問題だ
けでなく、加工びびりやワークの寸法精度不良な
どがあり、予測ニーズも多岐にわたる。図1に切削
加工に関する予測ニーズと、市販の切削専用シ
ミュレータの予測範囲を示す。市販の切削専用シ
ミュレータは、切削抵抗値や刃具の温度、応力や、
発生する切粉の生成過程などの予測が可能であ
り、大変有用なソフトウェアである。ただし、今回
予測したい切粉の細分化評価に必要な、切粉が折
れる現象については予測機能を有していない。切
粉が折れる現象は一種の破壊現象である為、破壊
現象を再現できるシミュレーション技術が必要と
なる。そこで今回は、破壊現象のモデル化が可能な
汎用の構造解析ソフト（LS-DYNA）を用いて予測
を試みる事とした。
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要　旨 　当社では自動車空調用コンプレッサ、ディーゼルエンジン、フォークリフトなどの製造を行っており、切削加工はこ
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there are problems caused by chips such as chip remaining in the product and shutdown of equipment 
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幾何学的に図6のように表すことができる。この
事から、切粉カールが小さくなるほどひずみが大
きくなり、そのひずみがある閾値を超えて折れる
のではないかと推察した。そこで先ほどの切粉分
離と同じ考え方で、ひずみがある閾値を超えた場
合に破壊とみなし、該当メッシュを消去する事で
切粉折れの再現が可能ではないかと仮説立てを行
い、シミュレーションに織り込んだ。

2）仮説の確認
　シミュレーションと実機を比較した結果を図7
に示す。実機はおよそ半巻き程度で折れているが、
シミュレーションでは切粉折れが発生せず、実機
の再現ができていない。この結果、今回立てた仮説
の正しさが確認できなかった。

3）仮説の再検証
　仮説を再検証する為、実機切粉形状の折れ位置
について分析を行った（図8）。カール径が最も小
さくなる部位が折れるという想定をしていたが、
実際折れている部位は、比較的カールが緩やかな
部位という事が分かり、当初立てた仮説とは異な
るメカニズムで折れが生じていると考えられる。
　そこで、高速カメラにより切粉が折れる状況の
確認を行い、切粉折れのメカニズムを考察した。高
速カメラにより撮影した結果を図9に示す。成長
した切粉が障害物に衝突し、カールと逆方法に曲
げられて折れている現象が確認できた。この現象
を応力ひずみ線図にてさらにメカニズムを考察し
た（図10）。切粉が障害物にあたり、カールと逆方
向に曲げられると、ひずみと応力が反転するが、こ

図6 切粉折れ再現手法の考え方
Fig.6 Concept of chip breakage reproduction method
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図7 切粉折れの再現性確認
Fig.7 Reproducibility check of chip breakage
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の時点の切粉はすでに塑性変形が生じているの
で、反転後、加工効果により応力が増大し、ひずみ
よりも応力が破壊値に達すると考える事が出来
る。そこで、破壊判定の評価を応力に変更する事で
切粉折れの再現が可能ではないかと再度仮説立て
を行い、シミュレーションに織り込む事とした。

4）仮説の再確認
　破壊判定の評価を応力に変更し、再シミュレー
ションを実施した結果を図11に示す。応力による
破壊判定で折れ現象が再現出来る事を確認でき
た。この結果から、今回の切粉折れ予測にはひずみ

図8 実機切粉折れ位置の分析
Fig.8 Analysis of chip breakage position
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図9 実機切粉折れの現象確認
Fig.9 Confirm the phenomenon of chip breakage
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図10 切粉折れメカニズムの考察
Fig.10 Consideration of chip breaking mechanism
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3 開発内容

3.1 開発の進め方
　切粉形状の予測を行う為には、刃物が切粉に衝
突した際に生じる破壊現象により、切粉が被削材
から分離する状態の再現と、発生した切粉が破壊
現象を起こして折れを生じる再現が必要となる
（図2）。今回、この2つの再現手法に関して図3に示
すようなサイクルを回して、手法の確からしさを
確認していく。

図1 切削加工に関する予測ニーズと本件の予測必要範囲
Fig.1  Forecasting needs for cutting and the required scope 

of forecasting for this theme
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図2 再現が必要な予測手法
Fig.2 Prediction method that needs to be reproduced
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図3 開発の進め方
Fig.3 How to proceed with development
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3.2 切粉分離の再現手法
1）仮説の設定
　切粉は刃物が被削材に衝突した際の破壊現象
により被削材が分離して発生するが、通常の解析
手法では刃物が衝突してもメッシュは繋がった
ままで分離しない。そこで刃物衝突の際に被削材
に生じるひずみを評価値として、ひずみがある閾
値を超えた場合に破壊とみなし、該当メッシュを
消去する事により、分離の再現が可能ではないか
と仮説立てを行い、シミュレーションに織り込ん
だ（図4）。

2）仮説の確認
　シミュレーション結果と実機結果を比較する事
で、仮説の確からしさを確認していく。比較した結
果を図5に示す。当初はシミュレーション結果の
切粉は実機のように繋がっておらず、整合性は確
認出来なかった。その原因としては、ランダムに自
動メッシュで作成した被削材と刃物が均一に当た
らず、局所的に大きなひずみが発生し、今回織り込
んだ破壊条件に達してメッシュが消去されてしま
う為であった。そこで刃物がメッシュと均一に接
触するように、被削材メッシュを刃物軌跡に沿う
ような作り込みを行う事で局所的なひずみ発生を
回避した。その結果、実機再現が可能となり、この
結果から仮説の正しさを確認出来た。

3.3 切粉折れの予測手法
1）仮説の設定
　切削加工により発生する切粉のカール径をR、
切粉の厚みをhとすると、切粉に生じるひずみは

図4 切粉分離再現手法の考え方
Fig.4 Concept of chip separate reproduction method
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図5 切粉分離の再現性確認
Fig.5 Reproducibility check of chip separation
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■著者紹介■

橋本 賢司

切粉形状予測のシミュレーション開発

　切削加工は、発熱、冷却、大変形、振動など様々な物理現象が絡み合う、生産技術の中でも現象把握が非常
に難しい分野であり、シミュレーションも当初はまともな結果を得ることが出来ませんでした。しかし、切
削加工に携わる関係者の方々より、実機計測や、切削現象の可視化など、多くの実機情報をフィードバック
して頂いた事により、開発を進める事が出来ました。
　今回の活動を通じて、実機の現象把握や計測をいかに精度良く行う事がシミュレーション開発の最重要
ポイントであると改めて感じる事が出来ました。今後も現地現物の考えをしっかり意識してシミュレー
ションに取り組んでいきたいと思います。
　コンプレッサ生産技術部をはじめとする関係者の皆様に多大なご指導、ご協力を頂きました事に、深く感
謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い
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6 まとめ
　製品品質や生産性低下に大きな影響を与える切
粉問題に対して、目的に沿った予測を行う為、汎
用の構造解析ソフトを用いて、切粉形状の予測が
可能なシミュレーション手法を開発した。このシ
ミュレーションを活用し、事前に対策案を評価す
る事で、やり直し無く、効率の良い問題解決に貢献
する事が出来た。
　ただし、今回の切粉折れ破壊モードでは本手法
が有効であったが、破壊モードは工法や切削条件
下により様々であると考えられる為、それぞれの
現象に基づいた予測手法を適用する必要があると
思われる。評価対象の現象を把握した上で適切な
シミュレーション手法を用い、効率の良いものづ
くりに今後も貢献をしていきたい。
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図13 開発したシミュレーションの活用事例
Fig.13 Application example of developed simulation
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より応力による破壊判定が適していると結論付け
ることが出来た。

4 開発結果
　今回開発したシミュレーションと実機の切粉を
比較した結果を図12に示す。刃物形状を変更して
複数のテストを行ったところ、切粉形状の再現が
可能なことを確認できた。また、シミュレーション
と実機のカール径をプロットし比較したところ、
相関係数は約0.81となり、この結果から今回開発
したシミュレーションは対策案の事前評価に十分
活用可能なレベルであると判断した。

5 シミュレーション活用事例
　当社製品の製品内切粉残存問題に対して、切粉
を細分化する為の刃物改良対策の事前評価に今回
開発したシミュレーションを活用した。図13に従
来刃物と、対策刃物の切粉を比較した結果を示す。
対策刃物はシミュレーションで複数案の事前評価
を行い、切粉細分化の目標値を達成したものを実
機製作し、評価を行った。その結果実機でも切粉を
細分化できる事を確認し、やり直しのない問題解
決にシミュレーションを有効に活用する事が出来
た。

図11 応力を破壊判定としたシミュレーション結果
Fig.11 Simulation results using stress as a failure judgment

切粉折れを再現

図12 開発したシミュレーションと実機切粉の比較
Fig.12 Comparison of developed simulation and actual chips
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