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ジルコニアのレーザー援用研削に関する研究
東京大学工学部機械工学科光石・杉田研究室

○平岩和也

木崎通

田邊祥太

◎杉田直彦

光石衛

硬脆材料の Y-TZP は難削材であり，高能率、高精度、低コストの加工法が求められている．そこで Y-TZP の高温での温
度特性を利用したレーザ援用加工を用い，研削加工に組み合わせることを提案する．この論文ではレーザを用いない Y-TZP
の研削加工と，レーザ援用研削加工の両方を行い，研削力，表面粗さ，工具摩耗について比較した結果，適切な条件下で
レーザ援用により加工能率を 2 倍にすることが可能と判明した．

1． 背景と目的
部分安定化ジルコニア(Y-TZP)は硬度，
靭性，熱的特性，生体適合性，審美性の
優れたジルコニアセラミックスであり，
歯科クラウン材料や機械部品としての需
要が高まっている．しかし，高硬度の硬
Fig. 1 人工歯冠
脆材料であり，難削性が高いため既存の
手法では高能率，高精度，低コストの加工が困難である．そのた
め本研究では，本焼結体の Y-TZP を高能率，高精度，低コストで
加工する方法を実現することを目的とする．

善度合いを定量的に把握するための加工実験を実施した．Table1
に示した研削条件に加え，Table2 に示すレーザ照射条件を用いた．
研削力，被削材の表面粗さ，工具摩耗を調査し，比較，考察を行
った．

2． Y-TZP の材料特性を考慮したレーザ援用研削加
工の提案
本研究では除去加工の一種である研削加工を利用する．研削加
工の利点である，被削材に対する工具の硬度が 3 倍程度で済む点，
切削加工と比較し，面粗度の良い加工が可能であるという点が研
削加工を選択した理由として挙げられる．Y-TZP の高能率，高精
度，低コスト加工を実現するため，本研究で用いる研削工具に対
する要求として 1. 砥粒の材質が材料である Y-TZP と比較して 3
倍以上硬いこと，2. 安価であること，3. 研削としては高能率な
加工が可能であること，の 3 点が挙げられる．本研究では上記を
満たすダイヤモンド電着砥石を選択した．
また，Y-TZP の材料特性と
して，高温環境における機械
強度の低下が挙げられる．こ
の特性を利用することにより，
高温環境下での Y-TZP の被削
性向上が期待できる．レーザ
援用切削加工法（LAM：Laser
Assisted Machining）では， Fig. 2 レーザ援用加工法 (LAM)
レーザを照射することで被削
材を局所的に加熱し，その直後に軟化した部位を工具で除去する
（Fig. 2）．加熱部は切削除去されるため，熱影響による材料の変
質を最小限に抑えることができる．本研究では本焼結後の Y-TZP
の高能率，高精度，低コスト加工の実現のため，ダイヤモンド電
着砥石を用いた研削加工にレーザ援用加工法を組み合わせたレー
ザ援用研削加工法を提案する．

Fig. 5 実験系
Table1 研削条件

Table2 レーザ照射条件

3.2.1 研削力
データのノイズを取り除くため，ローパスフィルタで処理した
結果の最大値をその加工条件での研削力とした．粒径 0.13 mm の
加工での研削力の変化を右の Fig.6 に示す．レーザ出力 40 W，送
り速度 2000 mm/min と，レーザ出力なし，送り速度 1500 mm/min
での研削力は概ね等しくなった．これはレーザを援用することに
より，加工抵抗を増やすことなく加工能率を増加させられること
を意味している．一方，Fig.7 に示した粒径 0.08 mm での加工実
験結果においてレーザを援用することによる研削力の低下は観察
されなかった．

3． レーザ援用加工法を用いた研削実験
3.1 実験方法
まずレーザ非援用時に研削加工条件が被
削材に与える影響を調査するため，Table1
に示す研削条件を用い加工実験を行った．被
削材は Fig.3 に示す Y-TZP，工具は Fig.4 に
Fig.3 Y-TZP
示す粒径 0.13 mm(#120)，0.08 mm(#200)
のダイヤモンド電着砥石を使用
し，Fig.3 に示す実験系を使用し
た．研削力，表面粗さ，工具摩耗
を測定することにより各条件に
おける被削性を評価した．
Fig.4 ダイヤモンド電着砥石
次にレーザ援用による被削性改
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Fig. 6 研削力の変化 粒径 0.13 mm (#120)
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粒径 0.08 mm での加工ではレーザ援用により砥粒の脱落が増加
し，工具摩耗が悪化したことが観察できる．粒径 0.08 mm の砥粒
は 0.13 mm の砥粒に比べ小さいので熱容量が小さく，レーザによ
って加熱された被削材からの熱伝導による温度上昇幅が大きく，
損傷したと考えられる．

Fig. 7 研削力の変化 粒径 0.08 mm (#200)

3.2.2 被削材の表面粗さ
被削材の加工溝の始端，中間，終端のそれぞれの表面粗さの平
均をその加工条件での被削材の表面粗さとした．粒径 0.13 mm で
の表面粗さの変化は右の Fig.8 のようになった．レーザ非援用時
においては粒径 0.13 mm，0.08 mm いずれの場合も送り速度 1000
mm/min までの速度の加工でのみ Ra1.5 µm の要求を満たす．一
方，レーザ出力 40 W の条件下で送り速度 2000 mm/min におけ
る加工でも Ra1.5 μm 以下という条件は満たすことが可能である
ことが判明した．レーザを援用することにより被削材を軟化，被
削性を向上させることで表面粗さを悪化させずに加工能率を 2 倍
にできることが実証されたといえる．また Fig.9 が粒径 0.08 mm
の工具を用いた場合での表面粗さの変化である． 40 W のレーザ
を用いた加工において送り速度 2000 mm/min で急激に工具摩耗
量が減少することが判明した．これはレーザスポットの送り速度
を上げることで，被削材上における単位面積当たりの入熱量が低
下し工具へ伝導する熱量も低下し，工具の熱的損傷が抑制された
ためであると考えられる．

Fig. 10 工具摩耗の比較 0.13 mm (#120)

Fig. 11 工具摩耗の比較 粒径 0.08 mm (#200)

3.3 考察
レーザ非援用時の加工における研削パラメータの最適条件は粒
径 0.13 mm，送り速度 1000 mm/min であることが判明した．こ
れは Ra1.5 µm 以下という要求を満足する加工条件のうち最も効
率が高く，研削力も粒径 0.08 mm での加工より小さいからである．
この結果とレーザ援用研削加工実験の結果と比較を行うと粒径
0.08 mm での加工では被削材の軟化による被削性向上より工具の
熱的損傷による被削性低下の影響が大きく，レーザ援用の有用性
は見られなかった．一方，粒径 0.08 mm の工具を用いた加工にお
いてレーザを援用することにより被削材を軟化，被削性を向上さ
せ，加工能率を 2 倍にしたため，提案手法は有効であると判明し
た．

4． 考察および今後の展望
適切な加工条件下で被削材の軟化を促すレーザ援用研削加工法
は有効であり，研削加工の加工能率を向上させる．今後は研削条
件，レーザ照射条件のパラメータを追加し，更なる最適化を行う．
また熱影響層の厚さ，熱影響層の被削材の強度，特性への影響の
考察を行い，最終的には溝加工に留まらず 3 次元加工への応用へ
と適用し，実用化を目指す．

Fig. 8 表面粗さの変化 粒径 0.13 mm (#120)

5． 結論
-

Fig. 9 表面粗さの変化 粒径 0.08 mm (#200)

研削加工と LAM を組み合わせた Y-TZP のレーザ援用研削加
工法を提案した．
Y-TZP のレーザ非援用時の研削加工に最適な粒径，送り速度
を粒径 0.13 mm，1000 mm/min と決定した．
粒径 0.13 mm，レーザ出力 40 W の条件で送り速度 2000
mm/min での加工を可能にし，レーザ非援用時に比べ加工能
率を 2 倍にすることが可能と実証し，提案手法の有用性を実
証した．

3.2.3 工具摩耗
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