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要旨 
 

本研究では，通気性金型の実現に向けた金型の形状精度向上のため，電解加工による多孔質金属材料の表面平滑化に関して検討を行っ

た．まず，電解加工が多孔質材料の加工に有効であるか確認し，次に，金型材料や電気条件，電解液流量条件が加工表面に及ぼす影響を

調査した．また，電解液の脈動の有無が加工表面の凹凸に影響することを示し，加工表面の凹凸を低減する加工方法として脈動を伴った

加工を提案した． 
 

1． 緒  言 

射出成形における離型工程では，成形品を金型から取り出す際

に離型抵抗が発生する．この離型抵抗による製品へのダメージを

解消するため，金型側面に多孔質材料を埋め込んだ通気性金型が

考案された[1]．先行研究では，金型材との面合わせの加工により

多孔質材料が失った通気性を電解加工によって回復できること

が実証された[2]．しかし，金型材と多孔質材料の境目で生じる段

差や加工深さの不均一性が問題となっている[3]．そこで本研究で

は，通気性金型の実現に向けた金型の形状精度向上のため，電解

加工による多孔質金属材料の表面平滑化に関して検討を行った． 

2． 電解加工による通気性回復の原理および実験方法 

切削・研削加工などの物理的加工を多孔質材料に施すと，目詰ま

りが生じて通気性が失われる．一方で，電解加工は電気化学的溶解

作用を材料の所要の部分に集中，制限することで，所要の形状や寸

法を得る加工法であり[4]，機械力が働かないため，目詰まり層が除

去され，通気性の維持・回復が可能である．図 1 に電解加工時の

工具と工作物の設置状況を示す．多孔質材料全面と金型材の一部

が工具直下になるように工具径は 10 mm とした．図 2 に示すように，

多孔質材料として直径 8 mm，高さ 10 mm のステンレス焼結エア

ベント VS-805 (Modern Tools)を用いた．多孔質材料に圧縮空気を

流し，圧力 P MPa に対して通過した単位時間当たりの空気の流

量 Q L/min を測定することで多孔質材料の通気性を評価した．  

 
 

Fig. 1 Equipment for ECM       Fig. 2 Porous metal material 

3． 実験結果と考察 

3.1. 金型材料の影響 
先行研究[3]では金型材として S45C を使用していたが，金型材

が多孔質材料と同じ材質の場合の電解加工による境目での段差

の有無を確認するため SUS304 を用いた．表 1 の条件で行った切

削後と電解加工後の通気性と輪郭形状をそれぞれ測定した．図 3
に試験片の概要と輪郭形状測定の走査位置を示す．通気性評価の

結果と輪郭形状の測定結果を図 4 と図 5 にそれぞれ示す． 
Table1 Machining conditions 

   
Fig. 3 Workpiece 

 

 

Fig. 4 Transition of air permeability  Fig. 5 Transition of contour shape 

図 4 より先行研究と同様に，電解加工を施すことで，切削によ

り著しく低下した多孔質材料の通気性が徐々に回復することが

わかる．また，金型材が S45C の場合は，多孔質材料との境目で

段差が生じていた[3]が，図 5 より金型材を SUS304 にしたことで

段差が生じないことがわかる．一方，同図より加工表面外側へ向

かうにつれて深くなっていることが確認される．そこで，加工深

さの不均一性を改善するため，電気条件や電解液流量を変化させ

て検証を行った． 
 

3.2. 平滑加工条件の検討 
 前節より SUS304 の無孔材料と多孔質材料の加工特性の類似を

確認したため，本節では SUS304 の円柱型試験片に対して電解加

工を行った．また，総加工時間も前節同様に通気性が約 100 %ま

で回復した 3 s とし，加工前と 3 s 加工後の輪郭形状を測定した． 
 
3.2.1. 電気条件による加工表面への影響 

直流電流に比べてパルス電流で加工を行うと，単位時間あたり

に発生する生成物が少なくなり，また，パルス休止時間中に生成

物が極間から排出できるため，加工形状の傾きが改善されると予

想し，SUS304 の円柱型試験片に対してパルス電流による電解加

工を行った．加工条件を表 2 に，形状測定結果を図 6 に示す．使

用した電源装置の最短である 100 ms をパルス幅として設定して

加工を行った．図 6 より，加工表面外側へ向かうにつれて深くな

っており，加工表面の傾きは改善されなかった．これは，100 ms
のパルス幅が長く，1 パルスあたりに発生した熱や加工生成物が

多いためと考えられる． 
Table 2 Machining conditions  

with pulse current 

  
Fig. 6 Experimental result   

with pulse current   
 
3.2.2. 電解液流量による加工表面への影響 
前節で述べたように，電解加工を繰り返すと，加工表面の外側

へ向かうにつれて電解液の流れに沿うように徐々に深くなって

いた．そこで，電解液流量が大きい方が加工生成物や加工熱を高

効率で除去できるため，加工表面の傾きが小さくなると予想して

電解液流量を変えて実験を行った．実験は直流電流で行い，1 度

の加工時間は 1 s，流量条件は 0.5，0.8，1.0 L/min と 3 種類設定

し，それ以外の条件は表 2 の通りに行った．各流量条件下で 4 試

験片ずつ加工し，各流量条件における試験片を①，②，③，④と

表した．以下同様に表記する．  

tool 

Workpiece 

∅10 

∅8 

∅12 

Porous metal material 

SUS304 

11 
mm 

Φ 12 

Mold material 

Porous metal 
material 

Scan position 
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(a) Flow rate 0.5 L/min     (b) Flow rate 0.8 L/min  

 
(c) Flow rate 1.0 L/min 
Fig. 7 Experimental results with each flow rate condition 

図 7 から流量に対する加工表面の傾き，加工量，半径方向の傾

きのばらつきを評価した．加工表面の傾きは直線状になっている

範囲を近似直線で表し，その傾きの大きさで評価した．また，加

工量は測定した加工痕断面の面積で評価した．評価結果をそれぞ

れ図 8, 9 に示す．同図より，流量に対する加工表面の傾きと加工

面積に傾向は現れなかった．半径方向の傾きのばらつきは試験片

を図 10 のように 4 方向を形状測定し，近似直線によって傾きの

大きさを求めて評価した．評価結果を図 11 に示す．同図より流

量が1.0 L/minの場合，傾きのばらつきが最も小さいとみられる．

以上より，加工表面の傾きの改善にあたり，電解液流量からのア

プローチは困難であると考えられる． 
 

 
Fig. 8 Slope of processed surface    Fig. 9 Machining amount 

       
Fig. 10 Scan position 

  
(a) 0.5 L/min      (b) 0.8 L/min 

  

 
(c) 1.0 L/min 

Fig.11 Variation in slope with each flow rate 
 

3.2.3. 電解液脈動の積極的利用 
電解液内に気泡を混入させて電解加工を行うと，気泡による電

解液の攪拌作用によって加工表面の凹凸が改善されたという報

告がある[5]．これは気泡の攪拌作用によって，電解生成物の濃度

差や電解液の温度が減少したためと考えられている．そこで，本

研究で使用している電解液供給ポンプの脈動が極間中の電解液

の攪拌作用に繋がっている可能性を考え，脈動の有無によって加

工表面の凹凸具合が変化するか検証した．これまでの加工は全て

脈動ありの状態の加工であったため，脈動をなくした加工として

ポンプと極間の間に電解液を満たした容器を挟むことで脈動を

抑制して加工を行った．加工条件は前項と同様であり，各流量条

件下で 1 試験片ずつ加工した． 
表面凹凸を評価するにあたり，近似直線𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏，加工形状

の任意の点(P，Q)とすると点と直線の距離より，近似直線と加工

形状の任意の点の距離 d は次のように表せる． 

𝑑𝑑 =
|𝑎𝑎𝑎𝑎 + (−1)𝑄𝑄 + 𝑏𝑏|

�𝑎𝑎2 + (−1)2
 

 
(1) 

近似直線と凹及び凸の距離が最大になる点をそれぞれ(P 凹，Q 凹)，
(P 凸，Q 凸)とすると，凹凸の最大幅 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  は次のようになる． 

 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
�𝑎𝑎𝑎𝑎凹 − 𝑄𝑄凹 + 𝑏𝑏�

√𝑎𝑎2 + 1
+
�𝑎𝑎𝑎𝑎凸 − 𝑄𝑄凸 + 𝑏𝑏�

√𝑎𝑎2 + 1
 

 
(2) 

この 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚で評価し，値が大きいと凹凸が大きいことを表す．評

価結果を図 12 に示す．同図より脈動ありと比べて脈動なしで加

工した場合は，凹凸の幅が大きくなることがわかる．したがって，

表面凹凸を低減させるための加工として，脈動を伴った加工を提

案できる． 
 

 
Fig. 12 Comparison of maximum uneven width 

 

4． 結  言 

本研究では，電解加工を施した際の金型材と多孔質材料の加工

表面の改善を図るため，各種条件を変更して加工を行い，以下の

知見を得た． 
・多孔質材料の加工に通気性の維持・回復ができる電解加工が有

効である． 
・電解加工によって金型材と多孔質材料の境目に生じる段差は

材質の溶出速度の違いによるものである． 
・幅 100ms 以上のパルス電流による加工では，加工表面の傾きが

改善されない． 
・電解液流量の大小は，加工表面の傾きと加工量に影響しない． 
・電解液流量が 1.0 L/min の場合，半径方向の傾きのばらつきが

小さい． 
・電解液の脈動がない場合に比べ，脈動がある場合は加工表面の

凹凸が小さくなるため，加工表面の凹凸を低減する加工として，

脈動を伴った加工を提案できる． 
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