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要旨 
ガラスレンズの金型に用いられる超硬合金を高精度に加工することが求められる．超硬合金は非常に硬度が高く，ナノ多結晶ダイヤ

モンド(NPD)工具でさえ欠けが生じ，まともに切削することができない．そこで本研究では刃先強度を高めるため多段チャンファを施し

た NPD 工具を製作し，これを用いた楕円振動切削による延性モード加工を行った．加工実験の結果，多段チャンファを用いることで工

具の欠けを抑制できることを確認した． 

 
1．緒論  

近年，デジタルカメラやスマホなどの光学機器の高性能化に伴

い，精密形状を有するガラスレンズの需要が急増している．一般

にガラスレンズは超硬合金を用いた成形用の金型によって大量

生産される．超硬合金はその硬度の高さより従来では放電加工や

砥石を用いた研削加工が一般的に用いられてきた．しかし部品の

小型化・複雑化が進み，これらの加工方法では金型材の複雑微細

形状の加工は困難である．そのため形状精度の高い切削で高精度

加工を行うことが求められている．先行研究において，単結晶ダ

イヤモンド(SCD)工具を用いた超硬合金の楕円振動切削が有効

であることが報告されており，加工面の脆性破壊を抑制すること

ができる[1][2]． 

本研究では SCD よりも硬度が高く劈開性や強度に異方性がな

いナノ多結晶ダイヤモンド(NPD)工具を用いて超硬合金の楕円

振動切削加工を行った．しかし通常のチャンファを施した NPD

工具を用いても工具刃先に欠けが生じることによって高精度な

加工が困難であった．そこで刃先強度を高めるため刃先角度の大

きい多段チャンファを NPD 工具に施し，楕円振動切削加工を行

った．通常のチャンファを施した NPD 工具と比較することによ

ってその有効性を評価した． 

  

2．楕円振動切削加工の原理 

 楕円振動切削とは主分力方向と背分力方向の 2 方向の振動を

位相差 90°で与え，楕円または円軌道を工具軌跡に付加させる手

法である（Fig. 1）．工具の振動速度が切りくず排出速度を上回る

領域ですくい面上での摩擦力の方向が反転するため，切りくずの

排出が促進される．その結果，せん断角が増大し，せん断面積が

減少することで大幅に切削抵抗が減少する．さらに工具が被削材

から一時的に離れるため，加工点に切削液や空気が供給され，発

生する熱が抑制される[3]．これにより切削工具と被削材の熱化学

的反応を抑制することができ，様々な工具での切削加工が可能と

なった． 

 

 

Fig. 1 Elliptical vibration cutting 

 

3．超硬合金の楕円振動切削における振動振幅の影響 

 楕円振動の振幅が加工面に与える影響を評価するためにTable 

1 に示す加工条件のもと振幅を変更して溝加工試験を行った．加

工実験の様子を Fig. 2 に示す．楕円振動装置に工具を取り付け，

被削材をジグを介して動力計に平行に固定した．切削力の測定は， 

 

 

Fig. 2 Experimental setup 

 

 

Fig. 3 Observation of normal chamfer tool edge 

 

Table1 Experiment condition 

Feed rate 150 mm/min 

Cutting distance 32 mm 

Cutting depth 1 µm 

Vibration frequency 41 kHz 

Vibration amplitude 0, 1, 2, 4 µm 

  

表面粗さ Sa = 44 nm 表面粗さ Sa = 38 nm  

(a)Amplitude 4m (b)Amplitude 2m 

表面粗さ Sa = 22 nm  表面粗さ Sa = 24 nm  

(b)Amplitude 1m (d)Without vibration 

Fig. 4 Observation of cutting surface 
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サンプリング周波数を 40 kHz として，ローパスフィルタにより

10 kHz 以上の高周波成分を取り除き行った．コーナ半径 1 mm，

すくい角 0°，逃げ角 11°を持つ NPD 工具に対して，Fig. 3 に

示す幅 2 µm のチャンファを施した．被削材には超微粒超硬合金

AF1 を用いた．AF1 は，炭化タングステンの平均粒径 0.3 µm，コ

バルト含有量 12 wt%から構成され，硬度 92.5 HRA である．ま

た切削液には不水溶性の潤滑性に優れているものを用いた．被削

材と工具逃げ面の接触時の衝撃を抑えるため L/D が 100/1 で工

具を進入するように加工経路を設定した． 

 Fig.4 に光学顕微鏡を用いて観察した加工面とその表面粗さ

Saを併せて示す．表面粗さ Saは，白色干渉計を用いて溝の先頭，

中央部，終端部で各 5 回ずつ測定した平均値とした．振幅 4 µm， 

2 µm における加工面では工具の欠けに由来する切削方向と同一

方向の筋が観察された．振幅 0 µm では超硬合金の炭化タングス

テンの脱粒による黒い点が観察された．一方で振幅 1 µm では工

具の欠けによる筋が生じず，良好な加工面が得られた．また炭化

タングステンの脱粒による黒い点が観察されなかったことから

延性モードによる加工が行われていると考えられる．振幅が大き

い条件において工具の欠けが生じた．このことから，楕円振動切

削では振動速度が高すぎると工具先端に生じる衝撃力が高くな

り，工具刃先の欠損に繋がることがわかった．  

 

4．多段チャンファ工具の切削特性 

前節において超硬合金の楕円振動切削では振動振幅 1 µm とす

ることでその有効性を示した．同様の工具，被削材を用いて切削

距離を 10 倍に伸ばし，Table 2 に示す加工条件のもと溝加工試験

を行った．電子顕微鏡を用いて得られた加工面の写真を Fig. 6 (a)

に示す．観察の結果，工具に欠けが生じ加工面に 300 nm 程度の

筋が生じた． 

そこで工具刃先の強度を確保するため刃先角度が大きい多段

チャンファ工具を新たに製作した．コーナ半径 0.05 mm，すくい

角 0°，逃げ角 15°とした．Fig. 5 よりチャンファが二段に施され，

刃先の角度が増加していることがわかる．通常のチャンファの工

具と比較をするため，加工条件を Table 2 に示すものと同様にし

て切削試験を行った． 

得られた加工面を電子顕微鏡を用いて観察した結果を Fig. 6 

(b)に示す． 工具の欠けによる筋が抑制され良好な加工面を得る

ことができた．加工面の表面粗さは通常のチャンファの工具では

48 nm Sa であったのに対し，多段チャンファ工具では 20 nm Sa

を達成した．表面粗さ低減の要因は主として刃先強度が増したこ

とによる欠けの発生の抑制と考えられる．一方で比切削抵抗にお

いては工具刃先の角度が増加したことによって主分力は 3.2 倍，

背分力は 10.2 倍に増加した(Fig.7)． 

 

5．結論 

 本研究では，工具刃先の強度を高めるため多段チャンファを

NPD 工具に施し超硬合金の楕円振動切削を行った．本研究で得

た結果を以下にまとめる． 

1. 超硬合金の楕円振動切削では振動振幅を 1 µm にすること

で工具の欠けを抑制できる． 

2. 多段チャンファを施した工具を用いて楕円振動切削を行

うことで，切削距離が長くなっても工具の欠けが発生せず，

良好な加工面を得ることができた． 
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Table2 Experiment condition 

Feedrate 150 mm/min 

Cutting distance 32 × 10 mm 

Cutting depth 1 µm 

Vibration frequency 41 kHz 

Vibration amplitude 1 µm 

 

  

(a)Rake face view (b)Side view 

Fig. 5 Observation of multistage chamfer tool edge 

 

表面粗さ Sa = 48 nm  表面粗さ Sa = 20 nm  

(a) Normal chamfer tool (b) Multistage chamfer tool 

Fig. 6 Observation of cutting surface 

 

 

Fig. 7 Result of specific cutting force 
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