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要 旨 

研削加工では，加工点で発生する熱の影響で砥石が熱変形し，加工精度が低下する．また，砥石の変形量は制御できていない．そこで，

レーザ変位計を用いて砥石熱変形量を測定するために砥石を加熱して工作物を研削し，工作物に転写された膨張量とレーザ変位計で測定

した砥石熱膨張量を比較した．工作物の除去量と，砥石表面を測定した砥石熱膨張量が一致したため，レーザ変位計で砥石熱膨張量が測

定できることがわかった． 

 

１．緒 言 

 研削加工では，砥石と工作物が接触する加工点で研削熱が発生

する．そのため，砥石が熱変形を起こし，加工精度の低下につな

がる．近年の研削盤では，主軸やモータの温度をコントロールす

ることにより，研削盤全体の変形量を制御している場合もある．

しかし，砥石の熱変形は制御できていないのが現状である．もし

砥石の熱変形量を定量的に評価することができれば，砥石台送り

量を制御することで，研削盤全体の熱変形をさらに抑えることが

でき，加工精度向上に貢献する． 

 砥石の熱変形量に関しては，中島 1)らが空気マイクロメータを用

いた測定を行っているものの実用化されていない．いっぽう，実

用的な非接触式での測定器としてレーザ変位計が挙げられる． 

 そこで本研究では，レーザ変位計を用いて研削時の砥石熱膨張

量を測定することを目的としている． 

２．乾式研削での砥石熱膨張量の測定 

レーザ変位計を用いて砥石表面を測定する場合，研削時のクー

ラントの影響が懸念される．そこでまず，乾式研削において砥石

熱膨張量を測定できるか確認した． 

図 1に実験の概要図を示す．円筒研削盤(豊田工機製 GOP10-30)

の砥石台にレーザ変位計(KEYENCE 製 LK-H055)を研削点の反対

側に取り付けた．また，工作物の研削部には除去量を測定するた

めに定寸ゲージを，工作物の膨張量を測定するために非研削部に

は電気マイクロメータを取り付けた．まずプランジ研削後にスパ

ークアウト研削を行う．これにより，砥石表面と工作物表面が同

一接線上で接する．この状態を測定開始点とする．その後，砥石

台を移動させずに砥石両側面からヒートガンで砥石を加熱する．

すると砥石が膨張し始める．このときの砥石の熱膨張量をレーザ

変位計で測定する． 

また，定寸ゲージにより工作物の除去量を測定する．工作物に

は砥石の熱膨張量が転写されることから，両者が一致していれば

レーザ変位計を用いて砥石表面位置を測定できたことになる． 

用いた砥石はWA60J6B(φ355)，工作物は S55C(φ26)，それぞれ

の回転数は 2435min-1と 183min-1である． 

本実験で，登壇者は実験手順や実験装置などを考案し，装置を

操作しデータを収集し考察を行った． 

 

 図 2に加熱時の砥石熱膨張量と工作物除去量，工作物の非研削部

の変位量を示す．砥石の加熱は図中の 8 分から 14 分まで行った．

図 2では，砥石の膨張を正方向，工作物の除去量を正方向，および

工作物の収縮を正方向としている．加熱中の砥石と工作物の測定結

果を比較すると，両者の傾きは一致している．砥石熱膨張量が工作

物除去量として良く転写されていることを示している．  

いっぽう，砥石の加熱を停止した 14分後から砥石は収縮している

が，工作物はさらに除去量が増しているように伺える．そこで非研

削部での工作物変位量を見てみると，加熱中は熱の影響により膨張

しているのに対して，加熱終了後は収縮していることがわかる．こ

の収縮の傾向を定寸ゲージで測定した研削部の工作物除去量と比

較してみると一致している．このため，砥石加熱終了後も工作物除

去量が増加したのは，工作物の熱収縮によるものだとわかった． 

しかし，加熱中の砥石熱膨張量と工作物除去量を比較すると，傾

きは一致しているが，加熱直後に砥石が膨張しているのにも関わら

ず，工作物が削られない領域があり，さらに加熱終了時には切り残

しを生じている．この図では 6µmである．砥石加熱直後の研削部を

観察してみると，加熱直後から火花が生じており，砥石は工作物に

接触していた．にもかかわらず，砥石膨張開始時に工作物が除去さ

れないのは，工作物が砥石表面に付着し目づまりを生じて砥石が膨

張しているように測定されている可能性がある．そこで次に湿式研

削で実験を行うことにした． 

 

３．湿式研削での砥石熱膨張量の測定 

クーラントをかけた湿式研削でも砥石熱膨張量を測定できるか

確認する実験を行った．実験は 2章と同じ条件で行い，スパークア

ウト後に砥石両側面をヒートガンで加熱した．このときの砥石熱膨

張量と工作物除去量を測定し評価した．また，砥石表面に付着した

クーラントを除去するためにエアーを吹き付けた． 

図 3に湿式研削での砥石熱膨張量と工作物除去量を示す．乾式研

削と同様に加熱中の砥石熱膨張量と工作物除去量を比較すると，傾

きが一致していることがわかる．また，乾式研削と同様に加熱開始

時と加熱終了後の切り残しが一致している．クーラントをかけた湿

式研削でも砥石熱膨張量を測定できることが確認できた．しかし，

このことから乾式時では目づまりを生じていたのではないことが

-20

-10

0

10

20

30

40

50

6 8 10 12 14 16 18

D
is

p
la

ce
m

en
t

µ
m

Time min

Dry Heating Dry

Volume of material removed

6μm

6μm

Fig.2 Thermal expansion of grinding wheel (Dry gringing)

Non grinding surface area

Inver block 

Heat gun 

Laser  

displacement 

meter 

Grinding 

head 

Grinding 

wheel 

Table 

Feed 

direction 

Inprocess 

gauge 
Workpiece Electric  

micrometer 

Fig.1 Top view of measuring device 

Expansion 

of grinding wheel 

第25回「精密工学会 学生会員卒業研究発表講演会論文集」

Copyright Ⓒ 2018 JSPE

－89－

L30



わかった．やはり，加熱直後は乾式と同様に砥石が膨張しても工作

物が削られない領域がある．これは砥石が工作物に接触しても工作

物が弾性変形や塑性変形し，研削されない領域であるラビング，プ

ローイングという研削形態であると考えられる 2)． 

 

４．ラビング，プローイング域の検証 

加熱直後の砥石熱膨張量と工作物除去量のずれが，ラビング，

プローイングであることを検証する実験を乾式研削で行った．実

験条件は 2 章と同じである．図 4 に砥粒が工作物を切除するまで

の過程を示す．(a)がラビングであり工作物は弾性変形のみを生じ

る．(b)がプローイングであり工作物は塑性変形し掘り起こしを生

じる．(c)がカッティングでありこれ以降工作物が除去される．す

なわちラビングとプローイングは工作物が擦っているだけであり

除去されず，さらに掘り起こしにより表面粗さが悪くなると考え

られる．そこで，一定の加熱時間ごとに工作物加工面の表面粗さ

を測定した．図 5に図 2の拡大図に最大高さ Rzを追加したものを

示す．砥石加熱直後の表面粗さは小さいが，砥石が加熱され膨張

するにつれ粗さは大きくなってきている．そして工作物が除去さ

れるあたりからまた粗さは小さくなってきている．これより，砥

石と工作物との接触初期時においてはラビングが生じ，その後プ

ローイングにより表面粗さが悪くなり，その後カッティングによ

り粗さが良くなったことがわかった．以上のことより，加熱始め

の砥石熱膨張量と工作物減少量のずれは非研削状態であるためと

わかった． 

しかし，加熱始めの砥石熱膨張量と工作物除去量のずれは，ヒ

ートガンによる加熱が影響したことも考えられるため次の実験を

行った． 

 

 

５．切込みを与えた場合の研削 

砥石を加熱せず，湿式研削で砥石を工作物に接触させスパークア

ウトさせた後，砥石台を前進させ工作物をプランジ研削した．実験

条件は 3章と同じである．また，送り速度は 0.765µm/revで行った． 

 図 6に砥石膨張量，工作物除去量，そして砥石台変位量の測定結

果を示す．砥石台が前進しても工作物が加工されない領域があるこ

とが確認できた．また，送り速度を変えた場合の，工作物が加工さ

れるまでに砥石台が動いた量を分布的にまとめたものを図 7に示す．

図 7より送り速度を変えても工作物が加工されない領域はなくなら

ないことがわかる．すなわち，ラビング，プローイングは送り速度

を変えても起きる現象であると考えられる． 

このことより，砥石が工作物に接触してから工作物が加工される

までに差が生じる現象は，乾式研削や砥石を加熱したことによるも

のではなく，研削時に起こりうる現象であると考えられる． 4章で

述べたラビング，プローイング現象を考慮すると，2 章 3 章で述べ

たレーザ変位計で測定した砥石熱膨張量と工作物除去量が一致し

ていることがわかる．したがって，砥石の膨張量は湿式，乾式に関

わらずレーザ変位計を用いて測定できることがわかった． 

 

６．結 言 

乾式または湿式でも，レーザ変位計で測定した砥石熱膨張量と工

作物に転写された膨張量が一致した．また，加熱直後は工作物が研

削されるまでに差が生じるが，これはラビング，プローイングが原

因であることがわかった．以上より，砥石熱膨張量をレーザ変位計

で測定できることが明らかとなった． 
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