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１．研究背景 
放電加工は，油や脱イオン水などの絶縁性の加

工液中で，工具電極と工作物の間にアーク放電を

一秒間に数千回から数万回といった頻度で生じさ

せて工作物を除去してゆく熱的な加工法である．導

電性を持つ材料であれば硬度によらず加工ができ，

非接触加工であるため加工反力が小さいという特徴

を持つ．図 1 に示すワイヤ放電加工は，直径 20μm
から 300μm程度の細径ワイヤを工具電極とし，糸の

このように工作物を切り抜いて加工していく方法であ

る．このワイヤ放電加工における問題のひとつとし

て，加工中のワイヤ電極の断線が挙げられる．加工

中になんらかの原因でワイヤ電極が断線すると，加

工が一旦停止し，ワイヤの再結線が必要となる．こ

の断線の原因としては，ワイヤ電極温度の上昇によ

る引張強度の低下が考えられる．ワイヤ放電加工に

おいては，加工中のワイヤ電極の振動を防ぐためワ

イヤに張力が付与されるが，放電の熱によりワイヤ

電極の温度が上昇することで引張強度が低下し，張

力に耐えられずに断線に至ると考えられている[1]．
竹下ら[2]は，放電による熱流束やワイヤ電極の抵
抗によるジュール発熱を考慮してワイヤ電極の平均

温度を計算し，平均温度は 100℃から 200℃程度で
あると報告している．このようなワイヤ電極の断線現

象を解明するためには電極の温度計測が重要であ

ると考えられる．しかし，熱電対や輻射温度計を用

いた従来の温度計測法によるワイヤ電極温度測定

は，以下のような理由で困難であった． 
・ワイヤ電極の直径が 300μm以下と小さい． 
・ワイヤ電極が常に走行している． 
・極狭い溝の中での加工である． 
・加工液に浸漬した状態での加工である． 
このため，ワイヤ放電加工における断線理由につ

いては温度上昇の影響が考えられているにもかか

わらず，その影響ははっきりとは解明されていない． 
 
２．目的 
前述したように，従来の熱電対などの温度測定方

法ではワイヤ電極の温度測定は困難であった．そこ

で本研究では，本研究室で開発した光ファイバと光

電変換素子を用いた赤外線輻射二色温度計によ

り，ワイヤ放電加工におけるワイヤ電極温度計測を

 
 
 
 
 
 
 
 

試みワイヤ電極温度とワイヤ断線の関係を明らかに

する．本温度計では，光ファイバで受光した赤外線

を，InSb，MCTの二つの素子で検出し，温度を算出
する．本温度計では，直径 1mm以下の光ファイバを
測定対象の近傍に設置することで，微小領域の局

所的な温度計測が可能となる．また，高速な光電変

換素子を用いることで熱電対に比べて応答の良い

計測が行える．さらに，一般的な単色赤外線輻射温

度計では，赤外線の出力を温度に換算するために

材料の輻射率が必要になるが，二色温度計では分

光感度特性の異なる二つの素子を用い，それぞれ

の素子からの出力の比を取ることで，材料の輻射率

の影響を無視した計測が可能となる．本温度計を用

いることで，これまでに切削加工における工具刃先

の温度測定[3]や，研削加工における砥粒の切れ刃
温度測定[4]などにも成功している．本研究では，こ
の光ファイバ導光型二色温度計によってワイヤ放電

加工におけるワイヤ電極温度の計測を試み，ワイヤ

電極温度とワイヤ断線との関係を明らかにする． 

３．実用的な価値、実用化の見込など 
熱的な加工法である放電加工において，加工中

の温度を明らかにすることは非常に重要である．前

述のように，竹下ら[2]はワイヤ放電加工中のワイヤ
電極の温度分布を計算し，実加工中のワイヤ電極

の平均温度が 100℃から 200℃程度であると推測し
ており，ワイヤ電極の温度上昇が断線の原因の一つ

であると考察している．しかし，従来の温度計測法で

はワイヤ放電加工中のワイヤ電極温度を計測するこ

とは困難であった．一方で，本研究で用いる光ファ

イバ導光型二色温度計であれば，加工中のワイヤ

電極温度を容易に計測できる．これにより，ワイヤ電

極温度が断線に与える影響を明らかにできれば，ワ

イヤ断線防止技術の開発に貢献できる． 

工作物

ワイヤ電極
ワイヤガイド

給電子

図1 ワイヤ放電加工
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４．研究内容の詳細 
４．１ 光ファイバ導光型二色温度計 
本研究で用いる光ファイバ導光型二色温度計の

概要を図 2 に示す．本温度計は測定対象面の温度
に応じて赤外線が輻射される現象を利用しており，

光ファイバ，光電変換素子（InSb，MCT），集光レン
ズなどを組み合わせて構成されている．測定対象面

から輻射された赤外線は光ファイバにより受光，伝

送され，レンズを介して光電変換素子へと導かれ

る．光電変換素子からは電気信号が出力され，これ

をアンプで増幅したのちにオシロスコープで測定

し，温度に換算する．なお，ワイヤ放電加工におけ

る電極の平均温度は 200℃以下であると推測されて
いることから，本研究では低い温度域の測定に適し

た素子である InSb と MCT を用いた． 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．２ 温度校正 
素子からの出力を温度に換算するためには温度

校正が必要となる．校正実験の概要を図 3 に示す．
あらかじめワイヤ電極を治具に取り付け，それを電

気炉を用いて治具ごと加熱する．電気炉中の温度

は電気炉に取り付けた熱電対によって測定してい

る．設定した温度まで加熱した後，電気炉からワイヤ

電極を治具ごと取り出す．そして，治具に取り付けた

ままの高温状態のワイヤ電極から放射される赤外線

を光ファイバを用いて検出素子まで導光し，その時

の素子からの出力を理論値と比較する．ワイヤ電極

には直径 200μm の黄銅電極を用い，加熱温度は

80℃から 300℃とした．図 4 に各温度での検出素子
からの出力波形を示す．80℃では検出素子の出力
が得られなかったが，100℃以上では検出素子の出
力に変化が見られた．図 5に各ワイヤ電極温度での
二つの検出素子出力の比を示す．なお，図中には

理論値も示している．100℃以上において理論値に
近い値が得られたことから，校正に問題はないと考

えられる．また，この結果から直径200μmの細径ワイ
ヤであっても，100℃以上であれば光ファイバ導光
型二色温度計を用いた温度測定が可能であること

がわかった． 
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４．３ ワイヤ放電加工中の温度測定の試み 
ワイヤ放電加工中のワイヤ電極温度の測定を試

みた．実験方法の概要を図 6 に示す．加工中のワイ
ヤ電極の温度を測定するため，光ファイバを通す測

定穴（直径 1mm）を工作物にあらかじめ設け，ファイ
バ近傍を通過する際のワイヤ電極から輻射される赤

外線を光ファイバで検出する．ワイヤ放電加工では

加工液として脱イオン水を使用し，通常，加工は工

作物を加工液中に浸漬して行うが，赤外線検出素

子によって検出される波長域において水による赤外

線の吸収があるため，測定穴近傍にある水を排除

する必要がある．本実験では水の排除を容易に行う

ために，工作物を浸漬せず，ミストノズルを用いて噴

霧状に加工液を供給した．また，測定穴から圧縮空

気を供給することで測定穴近傍の水の除去を行っ

た．ワイヤ電極と光ファイバ端面の距離は 1mm以下

となるように近づけている．なお，放電時にはノイズ

が素子の出力に表れるため，出力をフィルターに通

している．実際の装置の写真を図 7 に示す．表 1 に
実験条件を示す．ワイヤ電極には直径 200μm の黄

銅電極を用い，工作物には板厚 50mm のアルミ合

金を用いた．なお，本加工条件はワイヤ電極が断線

せず，使用した装置で得られる最大の放電頻度とな

る条件である． 
本実験で得られた二色温度計の出力波形を図 8
に示す．本実験条件では，加工開始前と加工中を

比較しても明らかな出力変化は確認できなかった．

通常のワイヤ放電加工では工作物を加工液中に浸

漬させ，上下のワイヤガイド付近から加工液を噴流

させることで加工屑の排出を図っている．一方で，本

実験のようなミストノズルを用いた加工では加工屑の

排出効果が小さく，浸漬加工に比べて加工可能な

放電頻度が小さく，ワイヤ電極の温度が上がりにく

い．このため，本実験で用いた加工条件での推定さ

れるワイヤ電極温度は 100℃前後である[2]． 
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前述の校正実験から，100℃付近における素子か
らの出力変化は非常に小さいことが分かっており，

本実験条件においては素子からの出力が得られな

かったことから，本実験条件におけるワイヤ電極温

度は 100℃以下であると考えられる．また，測定穴か
ら供給している圧縮空気により，ワイヤ電極が冷却さ

れ，温度が低下している可能性も考えられる．今

後，加工液の供給方法の検討や，さらに小さな温度

でも検出できるように温度計を改良することで，ワイ

ヤ電極温度とワイヤ断線の関係を明らかにする． 
 
５．まとめ 
本研究では光ファイバ導光型二色温度計を用

い，ワイヤ放電加工におけるワイヤ電極の温度測定

を試みた． 
(1) 直径 200μm の細径ワイヤであっても，100℃以

上であれば光ファイバ導光型二色温度計を用

いた温度測定が可能であった．従って，本温度

計を用いれば，ワイヤ放電加工中のワイヤ電極

の温度測定が可能であると考えられる． 
(2) 本研究で用いたミストノズルを用いた加工条件

では，温度に換算できるだけの赤外線検出素

子からの十分な出力がなかったことから，本実

験におけるワイヤの平均温度は 100℃以下であ
ったと考えられる． 

 
現状の課題としては，さらに小さな温度が検出でき

るように温度計を改良する必要がある．また，放電に

よるノイズへの対策が必要となる．これらを改善し，

加工液の供給方法の影響や，加工条件によるワイ

ヤ電極温度の違いを検討し，今後，ワイヤ電極温度

とワイヤ断線の関係を明らかにしていく． 
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