日本機械学会 2016 年度年次大会 [2016.9.11－14]
CopyrightⒸ2016 一般社団法人 日本機械学会

S1150604
微小断続切削によって創成されたディンプル形状の摩擦特性に及ぼす影響
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Effect of dimple geometry on tribological properties of textured surface
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Tribological properties of textured surface fabricated with discontinuous micro cutting process were investigated.
An aluminum cast alloy (AC8A) discs were used for the specimen. The texturing process was carried out with a CNC
machining center using a novel geometry of the cutting edge. The resulting surface morphology consisted of micro
dimples having a diameter of 250-280 m and a depth of 5-10 m, with controlled area fraction of 10 and 20 %. The
testing surface was occasionally polished with diamond slurry to truncate. The tribological properties evaluated with
three ball on disc type testing apparatus in a lubricated condition showed that the friction coefficient of the textured
surface was low and stable from the beginning of the experiment. A dependence of friction coefficient on the dimple
depth was also found. Optimization of dimple geometry is necessary to improve tribological properties.
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1. 緒

言

表面に凹凸を付与する技術はテクスチャリングと呼ばれ，工作機械案内面のきさげ模様はその典型的な事例で
ある(1)．表面に付与された凹部は油溜りや摩耗粉捕集部として機能することで，摩耗粉の凝着成長を抑制し，摩
擦抵抗を低減安定化させる(2)(3)．テクスチャリングには様々な加工方法があり，レーザーアブレーション(4)や電気
化学的なエッチング(5)はマイクロメートルレベルの微細寸法に，ミリメートルレベルの寸法には切削加工(6)やショ
ットブラスト(7)などの除去加工が適用されている．
ところで，軸受や工作機械案内面などのテクスチャリングの応用が期待される機械要素は，除去加工によって
形成されるため，機械加工によって十分な摩擦特性を発現するテクスチャを付与することは工程上魅力的である
が，加工時間や形状精度において課題がある(8)(9)．そこで，著者らは，開発した切削工具を用いた高速テクスチャ
リング手法（タイリング TM）によって，マイクロディンプルからなるテクスチャを作製し，その適用可能性につ
いて検討してきた(10)．本報告では，このテクスチャリング手法により形成されたディンプル形状が摩擦特性に及
ぼす影響について検討した結果を報告する．
2. 実験方法
試験片は鋳造用アルミニウム合金 AC8A-T6 材である．鋳造塊より旋削によって44×20×t8mm のディスク形
状に加工し，その一端面を試験表面とした．テクスチャリングは CNC マシニングセンタのチャック部に試験片
を固定し，図 1 のように外周部に突出した刃先をもつエンドミルで試験表面を断続切削することで付与した．加
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工時の外観が図 2 であり，工具軌跡，工具回転数及び送り速度を制御することで，ディンプル形状や面積率を広
範囲に制御できる．図 3 に試験片の外観及びディンプルパターンの概略図を示す．図 4 は実際に加工された試験
片表面のディンプルの光学顕微鏡像である．テクスチャリング後に粒径 1 m のダイヤモンドスラリーで表面を
研磨(≦ 0.03 m Ra)した．作製したテクスチャは，開口径 250～280 m，深さ 2～10 m，面積率 10～20％である．
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Fig. 1 Geometry of cutting edge

AC8A-T6

Fig. 2 Overview of cutting process
(CNC machining center)
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Fig. 3 Overview of specimen (left) and schematic of dimple pattern on
disc surfaces (right)

Fig. 4 Optical microscope image of specimen
surface

3. 摩擦特性
摩擦特性は 3 ボールオンディスク式の摩擦試験装置により評価した．相手材は直径 6.35 mm(=1/4 インチ）のク
ロム軸受鋼（SUJ2）球であり，直径 34 mm の円周に 120°間隔でホルダに固体した．ボールはディスクとの接触
面が直径2.5 mm になるように研磨し，ダイヤモンドスラリーにより鏡面仕上げ(≦0.01 m Ra)とした．試験条件
は表１のとおりであり，ボールとディスク試験片を試験装置に取り付け，ディスク側に潤滑油を供給した後に試
験片を設定荷重で接触させ，試験を開始した．
Table 1 Testing conditions
Applied load [N]

100

Sliding speed [m/s]

0.25~1.0

Sliding distance [m]

500

Lubricant

PAO 5cst@40 ℃

図 5 は開口径 250 m，深さ 4 m，面積率 10%のディンプル面において，しゅう動速度を変化させて試験を実
施した際の摩擦係数をストライベック線図としてまとめたものである．比較として，ディンプルを付与していな
い鏡面試験片の結果も示した．流体潤滑域がやや拡大傾向にあり，特に混合潤滑域において，摩擦係数が大きく
低下している．また，図 6 はしゅう動速度 1m/s，0.5 m/s での摩擦係数の経時変化である．ディンプル面の摩擦係
数は初期から低く，初期のなじみ性の向上に有効なようである．しゅう動速度 0.5 m/s での試験において，ディン
プル面は安定した摩擦係数を示しているが，ディンプルのない面では，しゅう動距離 100ｍにおいて一度摩擦係
数が安定するが，300m を境に摩擦係数が大きく増加している．一方，ディンプル面では，摩擦係数は安定して
いる．このような摩擦係数の差異は，ディンプルが摩耗粉捕集部として機能し，その成長を抑制するための推定
される．

Fig. 5 Stribeck curve of textured and flat surfaces

(a)

(b)

Fig. 6 Friction coefficient of textured surface (a) v = 1 m/s (b) v = 0.5 m/s

図 7 はディンプル開口径 280 m，深さ 5～10 m，面積率 20%での摩擦試験結果である．しゅう動速度は 1 m/s
である．ディンプルの無い場合には初期から摩擦係数が増加しているが，深さ 5 m のディンプルを付与した場
合にはしゅう動直後に摩擦係数の変動が見られるものの，その後安定している．一方，10m ディンプルにおい
ては，初期には摩擦係数は低いものの，しゅう動距離 60 m 辺りから増加している．図 8 に各ディンプルの断面
プロファイルであるが，ディンプルの開口径が同一である場合，ディンプルが深くなるほど試験片表面からディ
ンプルにかけての角度が大きくなる．そのため，ディンプル内から潤滑油が供給されにくくなり，摩擦係数の増
加に繋がったものと思われる．
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Fig. 7 Dimple depth effect on friction coefficient of textured
surfaces

Fig. 8 Dimple profile.

4. まとめ
特殊形状エンドミルの断続切削によってアルミニウム鋳造合金 AC8A ディスクの表面にマイクロディンプルか
ら構成されるテクスチャを付与し，
その摩擦特性を 3 ボールオンディスク式の摩擦試験機で評価した．
その結果，
テクスチャは混合潤滑領域において摩擦係数低減の効果が大きいことを確認した．また，ディンプル形状により
摩擦特性が変化する様子が観察された．
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