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要旨 

固定した加工物回りを砥粒が運動することで表面粗さ向上を実現するジャイロ式バレル研磨は，複雑形状に対する優れた研磨技術と

いえる．本研究では，まずジャイロ式バレル研磨において，加工能率に直結する砥粒と加工物の接触力が，加工物の上方に存在する砥

粒量と強い相関をもつことを明らかにした．そして，この結果から着想される砥粒運動を抑制する拘束板の設置により，加工能率を 2

倍以上向上できることを確認した． 

1. 緒言 

砥粒と加工物を充填したバレルに運動を与え，砥粒が加工物に沿

って運動することで材料除去を行うバレル研磨は，複雑形状の研磨

が容易であることなどから，多くの製品の製造に活用されている 1)．

また，近年の多軸工作機械や AM（Additive Manufacturing）の技術進

展に伴い，複雑形状の製品が飛躍的に増加していることもあり，バ

レル研磨の重要性は更に大きくなると考えられる．しかし，そのプ

ロセスの理解は容易でなく，現状では加工条件検討や技術開発は経

験に依存している．このため，性能向上の余地は多くあると考えら

れ，国内外でバレル研磨の理論構築を目指す取組みが行われている
2)．しかし，本研究の研究対象とするジャイロ式バレル研磨は，2 章

で示すように複雑形状に対する優れた研磨技術であるにも関わら

ず，理論構築に取組む研究はこれまでに報告されていない．このた

め，本研究ではまずこの理論構築に関する取組みとして，加工能率

に直結する砥粒と加工物の接触力を実験的に評価し，接触力の影響

因子を検討する．そして，この結果により着想される，砥粒運動を

抑制する拘束板設置による加工性能向上技術の検討を行う． 

2. ジャイロ式バレル研磨について 

図 1にジャイロ式バレル研磨の模式図を示す．本加工では，砥粒

が充填されたバレルを鉛直に設置し，中心軸回りに回転させる．そ

して，バレルとともに運動する砥粒が，スピンドルにより保持され

る加工物の回りを移動することで，材料除去が行われる．なお，加

工性能は，加工物の設置位置や姿勢，バレルやスピンドルの回転数

などによって異なる．これらの加工条件は，加工の進展に合わせて

変更することができるため，本加工は比較的高い制御性をもつ加工

技術であるといえる．また，加工物が拘束されるため，大型加工物

にも適応でき，現在でも大型ギヤの歯面研磨 3)などに活用されてい

る． さらに，他のバレル研磨同様，同時に多数の加工物の研磨が可

能，特別な設定を必要とせず複雑形状の研磨が可能という特徴もも

つため，本加工技術は複雑形状に対する優れた研磨技術といえる． 

3. 砥粒と加工物の接触力に関する影響因子の検討 

研磨加工では，加工能率は砥粒と加工物の接触力と相関関係をも

つことが Preston の経験則 4)として知られている．このため，ジャイ

ロ式バレル研磨における接触力は，理論構築を行う上で重要なデー

タである．このため，本章ではこの接触力の影響因子を実験的に検

討する． 

図 2に実験装置を示す．400mm のバレルはタイミングベルトを

介しスピードコントロールモータにより回転させられる．本実験で

は，基礎的な検討を目的とするため，加工物に回転および揺動は与

えない．なお，加工物はくびれ部を有する力計測具に取り付けられ，

くびれ部に貼付けられたひずみゲージの出力から加工物に生じる

水平方向の力を計測する．また，レーザ変位計を用い，加工中には

一様分布とならない砥粒高さの計測も行う．加工物を SUS304 製の

50mm, t20mm の円柱とし，アルミナ系の1mm の球形砥粒（(株)

チップトン製 PS-1）を用いて，表 1 に示す各条件で接触力の計測を

行った．図 3にバレル回転数 n を 60 min-1とした条件における，各

加工物設置位置における接触力を示す．図に示すように，加工物設

置半径 r が大きく，加工物とバレル底面との距離 h が小さいほど，

接触力が大きくなる．また，総砥粒投入量 H が異なる条件の結果を

比較すると，加工物設置半径 r と加工物上方に存在する初期砥粒量

が同じ条件では，接触力が概ね等しくなる．これらの結果から加工

物の上方に存在する砥粒量が接触力に大きく影響すると考え，レー

 
Figure 1  Schematic illustration of gyro barrel finishing 

 
(a) Experimental equipment      (b) Force sensing device 

Figure 2  Experimental setup 

Table 1 Experimental condition 

Total amount of abrasive media  H mm 100 120 

Workpiece 

position 

Radial position  r mm 50 100 150 50 100 150 

Vertical position  h mm 35, 55, 75 35, 55, 75,95 

Rotational speed of barrel  n min-1 20, 40, 60 60 

 
(a) H : 100 mm               (b) H : 120 mm 

Figure 3  Measured contact force at each workpiece position 

(Barrel rotation speed n = 60 min-1) 

 
Figure 4. Relationship between abrasive media amount above workpiece 

and contact force ( H : 100 mm ) 
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ザ変位計の計測結果を基に加工中の上方存在砥粒量 D を計測し，接

触力との関係を図 4にまとめる．この図から，加工物位置やバレル

回転数が異なる条件の結果にもかかわらず，接触力は実上方砥粒量

D と強い相関関係をもつことが分かる．このため，図 3の加工物設

置半径 r による接触力の違いは加工中の上方砥粒量によるものであ

り，加工物の上方に存在する砥粒量が接触力の主影響因子であると

いえる．なお，バレルの振動により砥粒と加工物に運動を与える振

動バレルによる検討 2)と異なり，ジャイロ式バレル研磨における接

触力は静水圧に基づく力よりも大きくなる．このことは，砥粒と加

工物の運動形態により加工メカニズムが大きく異なることを示唆

しており，バレル研磨の方式毎に加工現象を検討する必要があると

いえる．  

4. 砥粒運動を抑制する拘束板の設置による加工能率向上の検討 

3 章の加工物の上方に存在する砥粒量が接触力の主影響因子とな

るという結果から，加工物周辺の砥粒が運動しやすい場合に，接触

力が低減すると考えられる．このことは，逆に加工物上方への砥粒

運動を抑制できれば，接触力を増大し，加工能率が向上することを

示唆している．このため，図 5に模式図を示すように，加工物の上

方に砥粒の運動を抑制する拘束板を設置する，ジャイロ式バレル研

磨の性能向上を実現する技術を開発する． 

まず拘束板の設置による接触力の向上を確認する．図 6に開発し

た拘束板の写真および幾何学的条件を示し，図 7に拘束板と加工物

の間隔 l と接触力の関係を示す．なお，総砥粒投入量 H は 100 mm，

バレル回転数 n は 60 min-1，加工物設置半径 r は 150 mm，底面から

の距離 h は 25 mm とする．図に示すように，拘束板と加工物の間隔

l が狭くなるほど，砥粒運動が抑制されるため接触力は増加する．

また，砥粒が拘束板と接触しない l 100mm の結果と比べると，l が

0-20mm の条件では接触力が 1.5 倍程度となる．このため，拘束板に

より加工能率の大幅向上を実現できると期待される． 

次に，拘束板の有無による表面粗さの向上速度の違いを評価し，

拘束板設置による加工能率の向上を検討する．なお，本試験では初

期表面粗さの大きさからビトリファイド系の 3 mm の三角柱状の砥

粒（(株)チップトン製 D3T）を用いる．図 8 に拘束板の有無による

算術表面粗さ Ra の推移を示す．図(a)はバレル回転数 n を 60 min-1，

加工物設置半径 r を 150 mm，底面からの距離 h を 25 mm としたと

きの結果であり，図(b)はバレル回転数 n を 30 min-1，加工物設置半

径 r を 100 mm，底面からの距離 h を 45 mm としたときの結果であ

る．なお，いずれの結果とも，総砥粒投入量 H は 100 mm，拘束板

と加工物の間隔 l は 20mm，加工物は SUS304 製の50mm, t20mm

の円柱とする．図に示すように，拘束板の有無によらず，加工初期

に表面粗さは大きく向上するが，その向上は加工時間とともに緩や

かになる．なお，図(a)と比べ図(b)の条件の方が，バレル回転数およ

び接触力が小さいため，表面粗さの向上スピードは遅くなる．ここ

で，高い加工能率を得られる期間として経験的に知られている，初

期粗さ（1.2m）から 1/3（0.4m）に低減するまでの時間は，図(a)

の条件では拘束板のないときに 10min 程度である一方，拘束板の設

置により 5min 以下と 1/2 以下となる．また，図(b)の条件において

も拘束板のないときに 20min 程度である一方，拘束板の設置により

7min 程度と 1/2 以下となる．このように，拘束板を設置することで

加工能率を大幅に向上できることが確認される．なお，拘束板は既

存装置への新規設置も容易であるため，本開発技術は極めて有効か

つ実用的な性能向上技術といえる． 

5. 結言 

複雑形状に対する優れた研磨手法と期待されるジャイロ式バレ

ル研磨において，加工能率に直結する砥粒と加工物の接触力を実験

的に評価し，加工物の上方に存在する砥粒量が接触力の主影響因子

であることを明らかにした．そして，この結果から着想される砥粒

運動を抑制する拘束板の設置により，加工時間を 1/2 以下に低減で

きることを確認した．このことから，本研究で開発した拘束板設置

は，加工能率を 2 倍以上向上できる，極めて有効かつ実用的な性能

向上技術であることを明らかにした．  
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(a) Without cover plate           (b) With cover plate 

Figure 5. Schematic illustration of cover plate effect 

 
(a) Picture of cover plate   (b) Geometrical condition 

Figure 6. Cover plate information 

 
Figure 7. Relationship between cover plate clearance and contact force 

 
(a) n = 60 min-1, r = 150 mm, h = 25 mm 

 
(b) n = 30 min-1, r = 100 mm, h = 45 mm 

Figure 8. Variation of surface roughness without and with cover plate 
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