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光学ガラスの延性モード研削性能に及ぼすダイヤモンド砥粒
切れ刃形状の影響
一単粒切削実験による臨界切込み深さの測定−
田牧純一*1，佐藤元*1，前川公貴*2，閣紀旺*1，久保明彦*1
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単結晶SD46ダイヤモンド砥粒の三次元切れ刃形状を走査型レーザ顕微鏡(SLM)で測定し,切削方向に対す
る砥粒切れ刃の姿勢に注目して１面切れ刃と２面切れ刃にモデル化した.1面切れ刃はすくい角と刃先角，２面切
れ刃はすくい角とくさび角で形状を特性化した.次に,それぞれの切れ刃モデルについて俑珪酸ガラスの単粒切
削実験を行い,切削条痕をSEMとSLMで観察することにより，除去過程が延性領域から延性･脆性境界領域に遷
移する点の切込み深さ,すなわち，臨界切込み深さ砥を測定した.その結果,負のすくい角35〜90°の範囲で砥
値は60,〜16o

nmの範囲に分布し,負のすくい角が大きくなるほど４値は小さい値を示すこと,ダウンカットに比べ

てアップカットのほうが20 nmほど大きい値を示すことがわかった.また,砥粒切れ刃と同等のすくい角領域では,刃
先を精密に成形した単結晶ダイヤモンド平バイトのほうが25
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１．緒言
光学ガラスの延性モード研削をダイヤモンドホイールで実

レ

現するためには砥粒切込み深さを臨界切込み深さ(砥値)以
下に設定しなければならない1).砥粒切込み深さは連続切れ
刃間隔と研削条件(速度比，砥石切込み深さ)によって幾何
学的に決定されるので,連続切れ刃間隔が小さくなるようなド
レッシング条件を選定し,工作物速度と砥石切込み量を十分
に小さくすることが延性モード研削実現のための要件となる．
一方，切れ刃形状が光学ガラスを含む硬脆材料の除去メ
カニズムに大きな影響を与えることもよく知られている．単結
晶ダイヤモンドバイトを用いた切削実験では切れ刃形状が延

図１単粒切削実験装置

性モード加エに大きな影響を及ぼすことが報告2)｀5)されてお
り，これらの実験結果は延性モード研削機構の理解にとって

を検討している．

有意義な知見を与えている．しかしながら，多様の形状を有
するダイヤモンド砥粒切れ刃の研削作用を詳細に理解するた

2.実験方法

めには模擬切れ刃ではなくダイヤモンド砥粒切れ刃を用いた

図１に実験方法の概要を示す.工作機械には油静江輸受

実験的検証が必要であろう．また,模擬切れ刃を使用する場

の超精密正面旋盤を使用した．工作物に使用する円板状の

合においても,砥粒切れ刃の研削性能を十分に理解したうえ

頑珪酸ガラス(φ50

で模擬切れ刃の形状を設計することが望まれる.本研究では，

アルミ円板をスピンドル主軸の真空チャックに固定した．ガラ

mm)をアルミ円板にワックスで接着し,その

単結晶ダイヤモンド砥粒の切れ刃形状をあらかじめ測定して

ス円板をアルミ円板に接着する際,アルミ円板との間に厚み

おき,その砥粒切れ刃で顧珪酸ガラスの単粒切削実験を行う

30μmの隙間ゲージを挿入し,ガラス円板が旋盤のＸ軸に対

ことによって臨界切込み深さに及ぼす切れ刃特性角の影響

して微小角度θだけ傾くように設置した.単粒工具としてSD46
単結晶ダイヤモンド砥粒を使用し，砥粒を鉛筆状工具(φ３
ｍｍ)の先端にろう付けした.鉛筆状工具はコレットチャックで

*t

北見工業大学:〒090‑8507北海道北見市公園町165

*2ペンタックス㈱:〒321‑4292栃木県芳賀郡益子町大字塙858

保持されている．また,不規則な形状を有する単結晶ダイヤ
モンド砥粒と精密に成形した単結晶ダイヤモンドバイトの切削

く学会受付Fﾖ:2004年11月22日〉
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切れ刃モデルである．図４の定義に示すように１面切れ刃の

180

刃先角八は切削方向に依存しない砥粒切れ刃固有の値であ
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y50
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こ120
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砥粒の姿勢によって決定される．図４に示す切れ刃モデルに

90 60 30

αj,くさび角角)は鉛筆状工具の先端にろう付けされるSD46

□）
の
てコ

ｓｇ￥￥ｌｆ

り，同一切れ刃ならば一定値となる.その他の値(すくい角馬，

180

よる単粒切削を実現するために,個々のSD46砥粒のSLM

六

(切込み方向)の周りに回転させ,切削方向に対する切れ刃

すくい角αsde9.

面あるいは切れ刃稜の姿勢を所定の方向に設定した．

(a)1面切れ刃

図５は実験に用いた18個のSD46砥粒切れ刃について１

一Mslsj｡js...I.︲i..1

による三次元形状測定結果に基づいて鉛筆状工具をＺ軸

45 60 75 90
すくい角αd deg.

・

(b)2面切れ刃

か

図５切れ刃形状特性角の測定値(SD46)

面切れ刃と２面切れ刃の切れ刃特性角を測定し,両者の相
関をプロットした結果である．１面切れ刃の場合,刃先角μと
すくい角両の相関係数は‑0.12であり，図4(a)の定義に示し
たように両者は独立して分布しているとみなしてよい.一方,２
面切れ刃の場合，くさび角βjとすくい角両の相関係数は
‑0.83であり,強い負の相関が認められる.すなわち,すくい角
の増加に伴ってくさび角が減少している.これは図６に示すく
さび角とすくい角の幾何学的関係によって説明できる．すな
わち，一定形状を有する砥粒切れ刃を切削方向に対して傾
けると,すくい角は増加するが切断面AAに現れる三角形の
くさび角は小さくなることがわかる．図の左側に示すすくい角
両1，くさび角μ11の切れ刃が右側に示すすくい角両2，くさび
角角2の切れ刃に姿勢を変えた場合,両者には次の関係式が

匈1＜匈2

→‑βjl＞角2

図６２面切れ刃におけるくさび角μ1とすくい角両の関係

成立する．

(3)
＆ｕ ．ｌｊ．︲Ｉ．＆ａ＆&ｉ

ts(于)＿cos(αd2)
‑一一
tan(今)cos( jl)

図5(b)中に示す実線の曲線は,すくい角両の平均値およ
びくさび角β1の平均値で構成される２面切れ刃を仮定し,こ
の２面切れ刃が切削方向に対して姿勢を変えた場合に得ら
れる関係を式(3)に基づいて計算した結果であり,破線の曲線
は切れ刃形状を正八面体でモデル化した場合の計算結果で

図７延性領域から延性･脆性境界領域への遷移
﹄一Ｉｒ

ある.プロット値に対する実線曲線の近似性は十分であり，図
６に示した切れ刃姿勢角変化モデルの妥当性を確認すること
｜

ができる.
3.2ガラス除去過程の観察
図７は,碩珪酸ガラス(以後ガラスと略称する)の除去過程
が延性領域から延性･脆性境界領域に遷移する個所をSEM
で観察した写真である.砥粒切れ刃は左側から進行しており，
Jaaji.II

図の左側には砥粒切れ刃進行方向に平行な条痕が延性加

一一一

工の痕跡として観察される.砥粒切れ刃がＡ点に連した時点
で,溝の最深部を起点として砥粒切れ刃進行方向前方に進

一｀一″３ｒｙ

ラスの弾性回復に起因する微細クラックが砥粒切れ刃進行方

l

展する線状クラックが発生し,それと同時に,溝中央部にはガ
図８クラックの進展による脆性破壊の発生

向に直交して連続的に発生するようになる7)8).この微細横ク
ラックの幅は３μｍ程度であり,深さ方向への進展もガラス表

図８は,延性･脆性境界領域から脆性領域に遷移する個所

層部に留まるため，この時点で脆性破壊を招くことはない.し

をSEMで観察した写真である.切込み深さが大きくなるととも

たがって延性･脆性境界領域と定義する．

に微細横クラックの幅は３倍まで広がり，クラックの交差による

ｋｌ
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図13切込み量に及ぼす切れ刃先端丸みの影響
０

１５

30
すくい角

45

60

αd

90

75

の場合,延性･脆性境界領域において切削溝側面に発生す

de9.

（a）すくい角の影響

る線状クラックが進行方向前面すなわち処女面に発生するた

Ｅuc)
i
pS97!a411S

め11),延性除去領域となるべき切込み深さの位置まで切れ刃

200

が進行した時にはその地点にはすでに前歴損傷が存在して
いるためであると考えられる．

０

L︲
r︶ O

０

●

次に単粒切れ刃に注目すると，臨界切込み深さは70〜
150 nmの範囲に分布しているが,すくい角両の増加とともに

9gざ｀J

50

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥;一 一 一 一 一 一 ･

→一単粒アップカット
…ｏ…単粒ダウンカット

０

減少する傾向が認められる．また,この実験結果(●，０)を
上方に25

nm

ほどシフトするとダイヤモンド平バイトの結果と

ほぼ同一の直線上に乗ることがわかる.この結果より，臨界切
０

30

60

90

＜さぴ角βd

図12

120

150

180

de9.

込み深さに及ぼすすくい角の影響はダイヤモンド砥粒の場合
にも現れていると考えることができる．また,切削方向の影響

（b）くさび角の影響

に注目すると,ダイヤモンド平バイトの場合と同様,アップカッ

2面切れ刃の臨界切込み深さ

トのほうが20

nm ほど大きい値を示している．

図11(b)に示す刃先角八の影響に注目すると,刃先角が一
合について，切削実験前後における砥粒切れ刃の状態を

定のダイヤモンド平バイトを除けばアップカット,ダウンカットの

SEMで観察した写真である.切削実験後のすくい面にはガラ

場合とも刃先角の増加による臨界切込み深さの増加傾向が

ス切りくずの一部が溶着していることが観察されるが,切れ刃

認められるが,その勾配は図11(a)に示すすくい角Ｑの場合

先端は切削前と同一形状を維持している．したがって,実験

の20〜30％であり,刃先角の影響はすくい角の影響よりも非

ごとに新しい単粒工具を使用する限り，切削前後において砥

常に小さいと考えてよい．ただし，臨界切込み深さに及ぼす

粒切れ刃形状に大きな変化はないと判断した．

アップカットとダウンカットの違いは明確に確認できる．

３．３臨界切込み深さ

図12は,２面切れ刃の場合について臨界切込み深さをプ

図11は１面切れ刃の場合について,臨界切込み深さφ

ロットした結果である.臨界切込み深さは60〜160

nmの範囲

を切れ刃特性角に対してプロットした結果である．図中にはダ

に分布しており，１面切れ刃の場合と同様,すくい角両の増

イヤモンド単粒の他にダイヤモンド平バイトの結果をプロットし

加とともに減少している.また,アップカットのほうがダウンカッ

ている．ダイヤモンド平バイトの結果(▲，△)に注目すると，

トに比べて20nmほど大きい値を示している.図12(b)に示す

臨界切込み深さに及ぼすすくい角の影響は,過去の切削実

くさび角μ1の場合,臨界切込み深さはくさび角の増加とともに

験結果1o)とよく一致している.すなわち,すくい角を負にする

増加しているが,臨界切込み深さがくさび角に支配されると考

ことによって圧縮力による破壊の抑制効果が現れ臨界切込み

えるよりは,図６に示したように２面切れ刃におけるすくい角

深さは大きくなるが,静水圧の増加による切れ刃通過後の弾

匈とくさび角角の幾何関係に起因していると考えたほうが妥

性応力解放も大きくなるため,切れ刃後方に微細クラックが発

当であろう.すなわち,２面切れ刃の場合,くさび角が大きい

生するようになる．したがって,臨界切込み深さはすくい角に

ことはすくい角が小さいことを意味し,図12(b)の結果は図12

対して極大値をとるようになる.この場合，臨界切込み深さの

(a)と同じ結果を表しているからである．

極大値(砥＝235〜265

nm)は両＝20°の点に現れている．

切れ刃進行方向の影響に注目すると，臨界切込み深さは

次に,切れ刃形状すなわち切れ刃モデルの違いに注目し
て図11(a)および図12(a)を検討すると，中村ら5)が指摘して

アップカットのほうが30 nm ほど大きい値を示している.これは，

いるような延性モード除去機構に及ぼす面方向切削(1面切

アップカットの場合,延性領域から延性･脆性境界領域への

れ刃)と稜線方向切削(2面切れ刃)の差異は認められない．

遷移点が明確に観察されたが,ダウンカットの場合,延性･脆

この理由として,後述するように，砥粒切れ刃先端の丸み半

性境界領域と延性領域が交互に発生しながら延性領域に移

径が600

行するため,安定した延性領域を実現する臨界切込み深さと

なかったものと考えられる.

して低い値が測定されたためである.この理由として,切れ刃

3.4砥粒切れ刃先端丸みの影響

の進行方向に沿って切込み量が減少していくダウンカット
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nmとかなり大きいため切れ刃形状の影響が発現し

上述の議論では単粒切れ刃の形状を三角錐でモデル化
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図15臨界切込み深さに及ぼす切れ刃先端丸みの影響

図14切れ刃先端丸み半径の測定値

し,切れ刃先端の丸みを考慮していない.図13は,先端に半
径/?の丸みを有するすくい角αの切れ刃が切込み深さｊで工

4.結論
光学ガラスの延性モード研削加工に必要となる砥粒切込

作部と干渉する際の幾何学的関係を示している．この場合，

み深さの臨界値を知るため，SD46砥粒を用いて顧珪酸ガラ

切込み深さｊは切れ刃丸み部における干渉深さ心と切れ刃

スの単粒切削実験を行い，臨界切込み深さを測定した.なお，

直線部における干渉深さ心の和で与えられ,４は次式で与

砥粒切れ刃が残す条痕に微細横クラックが発現しないような

えられる．

実質切込み深さを臨界切込み深さと定義した.得られた結果
を以下に示す.
4＝j?(I

(4)

−sinα)

1）SD46砥粒切れ刃の負のすくい角が35〜90oに分布す
る場合,臨界切込み深さは60〜160

図14は,SLMを用いてSD46単粒切れ刃先端の丸み半
径を測定した結果であり，最頻値として7?＝600

nmが得られ

増加とともに減少し,ダウンカットに比べてアップカットの
ほうが20

る．
切れ刃半径の最頻値7?＝600

nm となる.

2）SD46砥粒切れ刃の臨界切込み深さは負のすくい角の

nmを式(4)に代入して切れ刃

nm ほど大きい値を示す.

3）単結晶ダイヤモンド平バイトの場合,負のすくい角20°

丸み部における干渉深さ壽とすくい角αの関係を計算した結

で最大の臨界切込み深さ（235〜265

nm）が得られる.ま

果を図15に示す.図中には,１面切れ刃および２面切れ刃

た,SD46砥粒切れ刃と同等のすくい角であるならば，

の場合について同じ記号を用い,アップカットとダウンカットに

単結晶ダイヤモンド平バイトのほうが25

分類して臨界切込み深さをプロットしている．臨界切込み深さ

きい臨界切込み深さを示す．

nmほど大

砥が成曲線の下方にある場合,切れ刃先端丸み部だけが延
性モード加工に関与していることを意味する.砥値が心曲線
の上方にある場合,半径7?の切れ刃とすくい角αの直線切れ

単粒工具をご提供いただいた㈱Nitolexおよび旭ダイヤモ
ンドエ業㈱に謝意を表します．

刃の両者が延性モード加工に関与しており，破値が壽曲線
の上方にあるほど,直線切れ刃，すなわちすくい角の影響が
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ヤモンド平バイト(馬＝20°)の場合のほぼ24％である．
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