
 
準固体電解質を用いた電解加工の特性調査 

 
 

東京農工大学 〇遠部 多聞，小玉 脩平，◎夏 恒 
 

要旨 
電解加工は，電解液が接触している部分全体が加工されるため，意図しない箇所も加工され，加工精度が悪化する．そこで，液体の電解

液の代わりに寒天などのゲルに電解質を浸み込ませた準固体電解質を用いて加工を行い，電流域の制限による加工精度の向上を考えた．

本研究では，寒天を使用した準固体電解質を用いて電解加工を行い，電解液や極間距離，準固体電解質の融解が加工に与える影響につい

て調査を行った．

1． 緒  言 

 一般に電解加工では，工具直下だけでなく，その周辺の電解

液が接触する範囲全体に電流が流れるため，加工領域が制限で

きず加工精度が悪いという問題がある．そこで，工作物と接触

する電解液を所要の形状に制御する方法として，液体の電解液

の代わりに，寒天などのゲルに電解質を浸み込ませた準固体電

解質を用いる方法が新たに検討されている[1]．準固体電解質を

用いることにより，加工領域の制限や装置の単純化，装置の腐

食の防止などが見込めるが，加工中に発生する熱や電解生成物

を除去できないなどの問題があるとともに，その特性がいまだ

明らかにされていない． 
本研究では，寒天を使用した準固体電解質を用いた電解加工

を行い，加工特性を調査するとともに，加工領域の制限による

加工精度の向上を目指す． 

2． 準固体電解質を用いた電解加工 

準固体電解質を用いた電解加工の概略図を図 1 に示す．従来

の電解液を用いた電解加工は接液部全体が加工されるため，意

図しない箇所が加工されるが，準固体電解質を用い，電解質の

流動性を制限することで電流域を制限することができ，加工領

域を制御できる． 

3． 加工時間の限界と寒天濃度の影響 

準固体電解質は加工中に発生する熱を除去できず融解し，含

有できる電解質の量に限りがあるため，加工時間に限界がある．

そこで，適切に加工できる時間の限界を調査した．実験条件を

表 1 に示す．工具電極に真鍮の丸棒，工作物に SUS304 を使用

した．準固体電解質は，シート状の寒天を作製後，塩化ナトリ

ウム電解液に浸漬することで作製した．直径 6 mm，厚さ 0.5 
mm の準固体電解質を工具電極で 0.1 mm 押し付け，極間距離

を 0.4 mm とした．寒天濃度により準固体電解質の硬さ，融点

[2]等の特性が異なるため，1.0 %と 1.5 %の 2 種類の寒天濃度で

準固体電解質を作製し，濃度の影響についても調査した．定電

流 1 A で加工時間 2, 4, 6, 8 s における加工体積と表面粗さから

加工形状を評価した． 
図 2 に撮影した加工痕の写真を示す．加工時間の増加に伴い，

加工領域が拡大していることがわかる． 
加工時間と加工痕の形状測定結果から求めた加工体積の関

係を図 3 に示す．両寒天濃度において，加工時間に比例して加

工体積が増加していることから，加工時間 8 s までは加工体積

の限界に達していないといえる．  
加工痕底面の表面粗さ Ra の測定結果を図 4 に示す．両濃度

とも加工時間 6 s で表面粗さが著しく悪化していることがわか

る．準固体電解質の融解により電極との接触が不安定になった

ことが原因と考えられ，準固体電解質を用いて加工できる時間

は 4 s 程度であることがわかった．また，加工時間 4 s 以内で

は寒天濃度が高いときの表面粗さが良好であることがわかっ

た． 

Table. 1 Experimental conditions 
Tool material and size Brass C3604 Φ 10 mm 
Workpiece material SUS304 
Electrolyte 20 wt%NaClaq 
Size of quasi-solid electrolyte Φ 6 × t 0.5 mm 
Distance between electrodes 0.4 mm 
Agar concentration 1.0 %, 1.5 % 
Constant current 1.0 A 
Machining time 2, 4, 6, 8 s 

 

   
      (a)2 s            (b)8 s 

Fig. 2 Appearance of processed surface (25X, 1.0 %) 

 
Fig. 3 Processing volume and processing time 

 

 
Fig. 4 Arithmetic mean roughness and processing time 

 
Fig. 1 Schematic of ECM using quasi-solid electrolyte 
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4． 工具直下とその周辺の加工の比較 

工具電極より広い範囲に準固体電解質が存在する場合，加工

領域が工具電極の大きさに依存するのか，もしくは準固体電解

質の存在領域に依存するのか不明である．もし加工領域を工具

電極の外側まで広げて同じ深さで加工できれば，接触面の大き

い工具を必要とせず，簡易的に広く加工できる．そこで，工具

電極よりも広い面積をもつ準固体電解質を用いて加工領域の

調査を行った．また，電解加工で重要な要素である電解質の種

類，極間距離によって加工領域が変化することが考えられるた

め，これらの条件が加工に及ぼす影響についても調査した． 
4.1 電解質種類の影響 
 工具電極を Φ 5 mm とし，表 1 の条件の準固体電解質より

1 mm 小さくした．浸漬する電解液に濃度 20 wt%の NaNO₃と
NaCl を用意し，寒天濃度を 1.0 %とした．電流が一定の場合，

準固体電解質の面積により電流密度が変化するため，5 V の定

電圧を印加し，加工時間を 4 s とした．その他の条件は表 1 と

同様とした． 
 各電解質での加工痕輪郭形状の測定結果を図 5 に示す．図中

に工具押し付け前後の体積を一定と仮定した準固体電解質の

直径を緑色の矢印で，工具電極の直径を黄色の矢印で示す．同

図より NaCl の加工幅が NaNO₃より 1 mm 程度大きいことがわ

かる．また，NaCl では工具電極より広い範囲が加工されている

が，NaNO₃では加工痕の領域が工具電極の直径程度にとどまっ

ていることがわかる．NaNO₃は低電流密度で電流効率が著しく

低くなる特性を持つため[3]，工具から離れた箇所は加工されな

かったことが考えられる．NaCl において電極直下とその周辺

を比較すると，電極から離れるにつれて加工深さが小さくなっ

ていることがわかる．  

4.2 極間距離の影響 
 前章の寒天厚さ 0.5 mm，極間距離 0.4 mm に対して 2 倍の寒

天厚さ 1.0 mm，極間距離 0.8 mm で実験を行い，極間距離の影

響に関して検証した．工具電極直径を Φ 5 mm，寒天濃度を 1.0 %，

加工時間を 4 s とし，その他の条件は表 1 と同様とした． 
図 6 に加工痕の輪郭形状を示す．極間距離 0.4 mm では 2 回

とも準固体電解質の直径と同程度加工されていることがわか

る．一方で，極間距離 0.8 mm の場合，1 回目は 0.4 mm と同程

度の幅で加工されているが，2 回目は 1 mm 程度幅が小さいこ

とがわかる．また，極間距離 0.8 mm の加工領域はばらつきが

あるため，今後回数を増やして検証を行う必要がある． 

5． 加工領域の制限による応用 

 準固体電解質を用いた電解加工を応用して，複雑な形状を創

成するため加工実験を行った．準固体電解質の変形や欠損を防

ぐため，Φ 6 mm の中に T 字の型を貫通させて穴をあけること

で，加工されない領域を制御した． 
 図 7 に三次元形状測定機を用いて測定した加工痕を示す．T
字の縦線部は周辺より浅くなっているが，横線部は赤線で示す

ように周辺と深さが変わらず加工されていることがわかる．  

6． 結言 

 準固体電解質を用いた電解加工における加工特性の調査を

行った結果，以下のことが明らかになった． 
・加工時間が短く，融解の影響が小さい条件下では加工領域を

制限できる． 
・面積が大きい準固体電解質を用いて工具電極の外側まで加工

領域を広げられるが，工具電極直下よりも外側が浅くなる． 

文   献 

[1] 尾崎都史，夏恒：準固体電解質による微細軸の電解加工

の有効性検証，2020 年度精密工学会春季大会学術講演会

講演論文集，pp.850-851，2020. 
[2] 林金雄，永田幸雄：寒天ゲルの融解点について，日本食

品工業学会誌 14 巻 10 号，pp.450-454，1967. 
[3] 佐藤敏一：電解加工と化学加工，朝倉書店，1970. 

 
(a)NaCl 

 
(b)NaNO₃ 

Fig. 5 Contour shape under each electrolyte 
 

 
(a)0.4 mm 

 
(b)0.8 mm 

Fig. 6 Contour shape in each distance between electrodes 

 
Fig. 7 Processing mark 
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