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米国ナイアガラ・カッター社のご紹介

ナイアガラ・カッター社は、高能率加工切削工具のリーディングメーカーです。
会社は1954年に設立され、金属加工の様々な分野で成長を遂げて参りました。

中心的な製造品目は、標準サイズ及び特殊寸法の高能率加工超硬エンドミル、
マイクロエンドミル、コバルトハイスエンドミル、クリスマスツリーカッター、
シェルミル、スリッティングソーなどのフライス工具です。製品は、航空・宇宙、
防衛、医療、及び発電システムなどの分野の金属加工業界で広く使用されて
います。

ナイアガラ・カッター社は最先端の製造設備をすべて取り揃えており、CNC
加工機、真空熱処理炉、CNC研磨機械、PVDコーティング設備、結晶ダイヤ
モンドコーティングシステム、冶金及び機械加工試験室等の充実により、無人運
転を可能にしています。ナイアガラ・カッター社は引き続き応用加工技術、製造
技術、自動化技術、高性能コーティング・製品検査ラボに重点的に集中投資して
参ります。

ナイアガラ・カッター社の製造技術及び応用技術スタッフは幅広い範囲に渡り、
標準品、特注品の設計に長年の経験を持ち合わせています。応用技術の中には、
航空・宇宙分野で使用されるアルミ、ステンレス鋼、チタン、そして新しい複合
材の加工技術も含まれています。工具設計及び応用技術分野では、工具形状、
素材、薄膜コーティング技術、製品寸法公差、製造技術などを組み合わせ、それ
ぞれの製造現場に最適な工具を送り出しています。

ノガ・ジャパンでは、2010年より、ナイアガラ・カッター社の日本総代理店
となり、標準品の在庫販売、特注品の販売を開始致しました。

この度は、ナイアガラ社の先進技術の核心である近未来の高機能素材、CFRP
の機械加工の最先端を行く、ダイヤモンドコーティングのルーターバー・ドリルを
ご紹介致します。

《ナイアガラ・カッター社の機械設備のほとんどは、》日本・スイス・ドイツ製になっています。

充実した製品検査設備

米国・ペンシルバニア州、レイノルズビルのエンドミル工場
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挑戦：グローバルな航空機市場
航空･宇宙産業の市場は急成長しています。需要は拡大し、その推進

力はより燃費効率の高い航空機です。アルミニウム、複合材、インコネル、
ステンレス鋼、チタンや他の航空･宇宙用素材は単により軽いばかりでなく、
より強度を増しています。問題は、このような新しく素晴らしい素材は加工
能率における非常に厄介な挑戦的問題も提供してくれる事です。
航空･宇宙技術は商業用及び軍事用の航空機と宇宙旅行（人工衛

星と探検）分野より成っています。ボーイング社では、次の20年の間に2.6
兆米ドルの新規の商業用航空機市場を予測しています。これは航空機
の数として27,210機であります。一方でツルーズ社（フランス中心のエア
ーバス）では、機数は22,700機と少ないものの、より大きな機体のほぼ同
額の金額の予測を立てています。これらの航空機は次の20年間で年
4.9%増と予測されている旅客と年6.1%増の航空貨物をまかなうために
次の20年間に必要とされるものです。この成長の大部分は中東及びア
ジア、特に中国やインドなどの新興国によってもたらされるものですが、と
りわけ格安航空会社の出現が拡大する中間層の航空機旅行の成長を
倍増させるとみられています。この新しい航空機に対する強い需要が世
界艦隊をより改善された環境性能、軽量化、よりよい燃費効率へと導い
ていきます。
軍事面では最も大規模な航空宇宙計画の中に国際共同戦闘機（JSF）

があり、ロッキード・マーチン社が主導しノースロップグルーマン、プラッ
ト＆ウィットニー、ゼネラルエレクトリックとロールスロイスが参画する超音
速の多目的ステルス機があります。JSF（Joint Strike Fighter）は今まで
に建造されたなかで最強の単一エンジン戦闘機でありアメリカとイギリス
において旧戦闘機の入れ替えに使用されます。2,593機以上が幾つかの
バリエーションで製造されることになります。軍事面においても燃費効率
は重大な関心事であります。米国空軍は政府の消費する燃料の半分以
上を使用しています。2005年度において米空軍は32億ガロンの航空機
燃料、政府の使用したすべての化石燃料の実に52.5%を消費しました。
昨年（2006）の空軍のジェット燃料の請求額は47億ドル（４千億円）を超
えています。政府と軍のエネルギー使用量は国の総使用量の1.7%でしか
ないとは言え、1バレルあたり10ドルの石油価格の上昇により、年間6億
ドル（500億円）のコストアップになります。

革新的な先進素材
ボーイング787のドリームライナーとエアーバスA380は革新的な先進素
材の使用に関して大きな注目を集めています。航空機の新世代では、金
属を中心とした機体から、高性能の金属合金と組み合わせた先進的複
合材への大転換を目の当たりにすることになります。2006年の6月にボー
イング社では他の中型機よりも20%燃料消費の少ない最新式ツインエン
ジンジェット機、787ドリームライナーの組み立てを開始しました。この目
的を達成するために新しい軽量の、しかも重量比強度の高い素材が機

体と内部部品の両方に組み入れられました。胴体と翼を含んだ最重要
構造体の50%までが複合材によって作られます。その他の基幹部品は、
前世代の航空機のほぼ倍の15%がチタンになります。チタンと複合材は
腐食に強く、アルミよりメンテナンスの手間がかからず、787機の燃費性能
も向上します。それに加えてチタンはアルミよりも複合材との親和性が高
く複合材内部で起きる炭素繊維との感電反応によって生じる腐食の問
題を回避できるので、よりよい選択肢と言えます。

先進的素材の機械加工への挑戦
新しい先進素材は、特に切削工具などの機械加工の分野で挑戦的

課題を突き付けます。

チタン
航空機の設計、製造にとってチタンは、軽く、硬く、強度があり熱や金

属疲労に対する耐性が高いなどの莫大な特性をもたらします。新世代
の航空機では複合材部品、高圧力着陸ギアー、高温エンジンなどをつ
なぐ高強度で複雑な一枚岩形状の部品に使用されるチタンの量は増加
傾向にあります。このような需要を見越すとチタン加工能力は現在ある
規模よりもより多く要求されることが予想されます。従って、加工能率を
抜本的に改善させることが求められます。

新しいチタン材料の等級
Ti-6Al-４Vが産業界では標準として用いられてきましたがTi-5553（Ti-

5Al-5V-5Mo-3Cr）が基幹部品の多くに使われようとしています。チタン
合金5553はTi-6Al-4Vと比較して高断裂強度及び長時間の金属疲労
耐久性を持ち合わせた優れた強靭性のβ型チタン合金です。このよう
な特性の結果としてTi-5553鍛造物はフラップトラック（下げ翼軌道）、パ
イロン（エンジンや補助燃料タンクなどを取り付ける支柱）、着陸ギアーな
どの高負荷のかかる部品に用いられています。

Ti-5Al-5V-5Mo-3CrとTi-6Al-4V、アルミ素材
の特性との比較
チタン固有の属性及びそれゆえの効率的機械加工への挑戦について
は今までも多くが語られています。チタンのミリング加工は熱の蓄積という
リスクがあることによって、他の金属加工とは違いがあります。一般的にチ
タンの加工は合金鋼を加工することよりも困難ですが、インコネルのような
ニッケル合金の加工よりも挑戦的なものではありません。チタン5553は6-4
チタンに比べて、より遅い速度と送り（径方向及び軸方向の切り込みを
30%少なく）で加工されます。従ってチタン加工のコストは従来のアルミ加
工のコストに比べて10倍にもなります。チタン5553はチタン6-4と比べて性
能的には優れていますが、加工もそれなりに困難が伴います。

featurefeature

ナイアガラカッター社は最新の航空･宇宙産業用素材によって提起された挑戦に立ち向かい、
その56年におよぶ経験と応用加工技術を最先端のミリング工具の開発に注ぎ込んで参り
ました。中心となる航空機部品メーカーとの緊密な協力関係と社内での開発や検証作業に
よって、より高性能、高能率の工具開発に成功しています。決して終わることなく開発され
る新しい航空･宇宙用素材に対して最新の機械加工技術を維持し続けることがナイアガラ
カッター社の開発努力の核心であります。

原稿：Yair Bruhis, William Sebring
Dennis Noland（ナイアガラカッター社 エンジニア）

編集：Tom  J. Grasson 訳：水野正男

この記事は、“Aerospace Manufacturing & Design 誌”の2007年
冬期号の掲載記事であり、当社の許可を得て掲載しております。

［ ］
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熱伝導性
チタンは熱伝導体としては極めて劣っています。10ページの円グラフで

示しているようにチタンと鉄鋼では、熱の逃がし方が被削材・切削工具を
通じてか切粉を通じてかという点において熱伝導の特性が大いに異なり
ます。鉄鋼系の部品の場合には切削工程において発生する熱の75%以
上が排出される切粉を通じて発散されますが、チタン系の部品ではた
った25%の熱が切粉に伝わるだけなので、工具の切刃先端に熱が蓄
積･滞留します。このような条件では、もちろん、早期の工具摩耗、熱の
発生に対応するために切削速度を遅くすることによる生産性の減退に至
ります。これを解決するためには耐熱性の高い超硬ソリッド工具と有効
な冷却液の使用が挙げられます。

低弾性係数
弾性係数が低いと"ばねのような"性質となりチタン部品は切削工具の

切刃の圧力で一度動かされても、元に戻ってしまいます。これは余剰の
熱の発生と工具のチッピングの原因となります。これを解決するには適正
な工具の形状（一番、二番の逃げ角とねじれ角）と工具の刃先の調整
が必要となります。

被削材の硬化傾向
鍛造部品には非常に硬く、時として不均一な表面という難題があり、

結果として厄介な薄い連続した切粉や、高い切削抵抗、過剰な熱の発
生の問題があります。これを解決するのは工作機械と工具の滞留を防
ぐソフトウェアーの能力です。

高化学反応性
化学反応性が高いと、工具と被削材の接触点において好ましくない

拡散反応をもたらし、早期の工具の摩耗に至ります。これを解決する手
段としては、熱に対する防壁の役割をする薄いフィルム状のコーティング
を施すことです。

社内での検証
Ti-5553の加工のための最適な工具及び切削条件を開発するために

レイノルズビル（PA）のナイアガラカッター社工場内のマシニングラボラトリ
ーにおいて、広範なテストが実際の鍛造品サンプルにて行われており現
在も開発プロジェクトが進行中です。

今日に至る結果 Machining Application Process（MAP）
社内での、そしてユーザーの現場での評価から、新世代のTi-5553部

品の加工に関して次のような結論が得られています。

① 工具形状設計
チタン加工用の切削工具を設計するに当たっては、低熱伝導率と低

弾性係数の両方を考慮する必要があります。この制約に立ち向かうに
は”高く切り立った形状”が具現化されなければなりません。よりきつい
ねじれ角と径方向のすくい角の組み合わせにより、より効率的な切削す
くい角、あるいは切り立った平面を作ることができます。この効率的なす
くい角によって高度な切粉形成歪み面を発生させ、それによって切粉形
成の圧力を低減させます。この低い圧力により熱の発生が抑えられ加
工中のチタン部品の押し合いを少なくします。
チタン製の航空機部品のほとんどは、大きな構造部品なので完成品

の大きさや重量までに仕上げるためには大量の素材を切粉として排出
することになります。それは、加工のほとんどが大きな工具で余分な材料
を削り取る粗加工だということです。この作業は大径で細かいピッチの
TiAlNコーティングのコバルトハイス･ラフィングエンドミルで低コストで行
うことができます。細かいピッチ･形状により、細い、しかし厚い切粉が
形成されます。このより厚い切粉が、切粉自体から発生する熱を保ち、
工具が長寿命になることを助けます。ねじれ角と径方向のすくい角を大
きくすることで、より高性能になり、切削速度においては超硬よりも遅いも
ののコバルトハイス鋼の靭性の高さにより工具の切削性の良さが、最大
限に発揮されます。

②コバルトハイス鋼 vs 超硬材
チタンは熱伝導率が非常に低いので、チタン加工用の工具設計の際

には耐熱性が大きな関心事となります。ハイス鋼あるいはコバルトハイス
鋼は優れた耐熱性を備えています。それに加えて超微粒子合金（PM）
は、より均一な耐熱性、耐摩耗性を備え、更に超硬工具は耐熱性、耐
摩耗性ともに、より高いのですが、高硬度ゆえに衝撃に弱いという弱点
があります。仕上げ加工には超硬の性質が大いに生かされます。仕上
げ加工では被削材の取り代は少なくなるので、切粉はより短く薄くなり、
発生した熱を保つほどの大きさがありません。
超硬はコバルトハイスよりも高温に耐えることができますが、欠点は衝

撃に弱いことです。この特徴から、超硬仕上げ工具には40°から45°の
ねじれ角を持つ、高く切り立った面のような形状を提案します。きついね
じれ角により切刃が被削材により高いレベルで食いつき衝撃を和らげま
す。それは切粉形成歪み面を増大させ、圧力と熱の発生を低減します。
最近の特許取得のナイアガラ･スタビライザーHTシリーズのエンドミルの
ような不等ピッチ、不等リードの新しい工具設計ではビビリや衝撃を減
らしながら超硬の特徴を生かした被削材加工が可能となりました。

③ 切刃の調整（コーティング前処理）
近年においてコーティング前に刃先を前処理することの重要性につい

ての理解に関して注目に値する進歩がありました。切刃の形状がより適
切であれば、ビビリを減らし、より安定した試運転性能が得られます。
鋭い刃先を少し丸くする前調整は加工工程中に生じる衝撃による超硬
工具のチッピングを減らすキーとなるものです。

Boeing 777-200 Boeing 787

CFRP  43%

鉄鋼  7%

その他  9%
アルミ  20%

鉄鋼  7%

グラスファイバー   
2%

チタン  6%
その他  7%グラスファイバー  3%

アルミ  70%

CFRP   
7%

チタン 
14%

複合材 
5%

航空機素材の進化：ボーイング777から787へ

featurefeature
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④ PVDコーティングの重大な衝撃
このところ20年以上に渡り、ナイアガラカッター社では、社内で技術的
に高度なPVD及びCVDコーティングを行い、すでに良く知られたコーテ
ィング処理の様 な々長所を獲得して参りました。コーティングは耐摩耗性
を増し、摩擦を少なくし、非反応型の防壁を提供することにより難削材
を加工する切削工具の性能を増すことに大きく貢献しています。コーティ
ングは不活性面としての役割を果たし、刃先の溶着を防ぎ、熱の伝達を
減少させる熱防壁の役割もします。チタン加工用の典型的なコーティング
は、TiAlN、AlTiNと比較的新しいAlCrNです。それぞれが優れた耐
熱性と熱安定性を有しています。

⑤ コーティング表面の高度化
最近の比較的新しい開発として、コーティング処理をした表面に、更に

別の処理を施すことにより画期的な改良がみられることが挙げられます。
ナイアガラカッター社が実用化した、このユニークな技術により切粉のは
けがより良くなり結果として被削材の表面仕上げの改善と工具の長寿命
につながっています。

⑥ ステンレス鋼
カスタム465及びプロジェクト70+15C5-5Niのような改良されたステンレ
ス鋼材がフラップトラック、スラットトラック、エンジン収納台や着陸ギヤー
本体などの構造部品に使用されています。カスタム465は、より高強度で
耐腐食性のステンレス鋼としてPH17-4、15-5や13-8に置き換わっていま
す。ナイアガラカッター社では、これらの素材に関しても加工テストを行っ
ており、この結果も将来、報告させていただきます。

⑦ CRPF（Carbon Reinforced Polymer Fiber）
他の商業用航空機と違い、787型機のほぼ50％の機体重量は最新

の複合材より成っています。炭素複合材は極めて強靱で、しかも軽量な
うえ腐食や疲労に強い特質があります。しかしながら、CRPFの強靱で
毛羽立った性質によりミリング加工は困難を極めます。最もこの素材を
加工するのに優れた方法は、CVDのダイヤモンドコーティングを施したユ
ニークな刃形状の独自の工具を使用することです。

鉄鋼を切削する場合の熱伝導 

チタンを切削する場合の熱伝導 

切粉 75% 

被削材 
10%

被削材 
15%

切削工具 
15%

切削工具  60%

切粉  25%

熱の伝導：鉄鋼 VS チタン


