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　要旨　
ガラスの遊離砥粒研磨ではレアアースである酸化セリウム砥粒を多量に使用するため，その消費量を低減する研磨
技術の開発が求められている．我々は，アルギン酸ナトリウムとカルシウムイオンによるゲル化反応を用いて不織
布基材に酸化セリウム砥粒を付着させた半固定砥粒研磨パッドを開発している．本研究ではパッドの製造条件や，
研磨条件がガラス研磨特性に与える影響を評価したので報告する．

1. 研究背景
酸化セリウム（CeO2）砥粒は高い研磨レートと優れた表面粗

さが得られることから SiO2 を主成分とするガラス工作物の仕
上げ研磨に多用されている．しかし，CeO2 砥粒はレアアース
（希土類金属）の酸化物であり，特定の産出国に偏在している
ことから，供給に不安があり価格の変動も大きい．そのため，
ガラス研磨における CeO2 砥粒の使用量を低減する技術が求め
られている．
ガラスの仕上げ研磨で主流である遊離砥粒研磨では，スラ

リーに分散された砥粒をパッドに供給するため，砥粒の使用量
が多くなる．一方，砥石状工具を使用する固定砥粒研磨では，
砥粒の使用量は少ないものの，砥粒の擦過痕が加工面に形成さ
れるため，異方性のある表面性状となる．半固定砥粒研磨では
1)，砥粒は工具に固定されているものの，加工時には工具から
徐々に離脱するため，遊離砥粒研磨で得られるような当方的な
鏡面が得られる．
そこで，本研究では，天然由来成分であるアルギン酸を結合

剤を用いて，不織布の基材に CeO2 砥粒を付着させた半固定砥
粒研磨パッドを作製し，ガラス研磨特性を評価した．

2. アルギン酸を結合剤とする半固定砥粒パッドの作製
アルギン酸は海藻などから採取され，食品加工における増粘

剤として使用されている．また，Ca2+ の存在下において脱水
縮合反応により架橋され，ゲル化することが知られている 2, 3)．
また，耐熱温度が高く，高温でもゲルが溶解しにくい特徴を有
する．これらの特徴から，アルギン酸は安価かつ安全であり，
また，研磨中に発生する摩擦熱にも耐えうることが期待される
ため，半固定砥粒工具の結合剤として採用した．
半固定砥粒研磨工具の作製方法を述べる．まず，純水 20 mL，

CeO2 砥粒（SHOROX AR33，昭和電工）30 gに対し，アルギン
酸ナトリウム (500-600，富士フィルム和光純薬)0.15–1.0 wt%
を添加し，均一に分散するまで撹拌した．これを，ϕ200 mm
の不織布機材に塗布・含浸させたのち，塩化カルシウム水溶液
(富士フィルム和光純薬)に浸漬した．最後に加熱炉で乾燥させ
ることで半固定砥粒パッドを得た．

3. 研磨実験方法
作製した研磨パッドを直径 200 mmの定盤に両面テープで貼

り付け，片面研磨機（FACT-200，ナノファクタ）を利用して
ソーダガラス（直径 20 mm，厚さ 5 mm）を研磨した（Fig.1）．
工作物は前加工として，GC#2000砥粒と鋳鉄定盤によってラッ

Fig. 1 アルギン酸パッドを用いた研磨装置の概要図

Fig. 2 研磨パッドのラマンスペクトル．(a) 不織布基材，(b) 半固定砥粒研
磨パッド

ピングを行った．前加工面の粗さは Ra 600 nm程度である．研
磨圧力は 34.3 kPaであり，定盤/工作物回転数はともに 90 rpm
とした．また，パッド上へは研磨液として脱イオン水をスプ
レーノズルによる 4 mL/minの流量で噴霧した．研磨量は加工
前後の工作物の重量差によって算出した．また，加工後工作物
表面の形状および粗さは干渉顕微鏡（Zygo, Newview7300）に
よって評価した．

4. 実験結果
4.1 ラマン分光法による半固定砥粒パッドの評価
ラマン分光法を用いて，不織布基材および作製した半固定
砥粒パッドを評価した．Fig.2 に示すように，半固定砥粒パッ
ドのラマンスペクトルには，470 cm−1 近傍には CeO2 由来の
ピーク 4) が確認された．また，800 cm−1 付近にあるわずかな
ピークはアルギン酸に由来するものと考えられる 5)．この結果
から不織布に CeO2 砥粒が担持されていることが確認できた．

4.2 ガラスの研磨特性
半固定砥粒パッド作製時の，アルギン酸ナトリウムの濃度が
研磨特性に与える影響を評価した．Fig.3(a)に示すように，ア
ルギン酸の濃度が低いほど，高い研磨速度が得られることがわ
かる．低いアルギン酸濃度では，ゲルの結合剤としての強度も
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Fig. 3 アルギン酸濃度が研磨特性に与える影響．(a) 研磨量，(b) 表面粗さ

Fig. 4 半固定砥粒パッド（アルギン酸濃度 0.15 wt%）により研磨したガラ
ス表面の干渉顕微鏡像．(a)研磨前，(b)10 min，(c)30 min，(d)50 min

低くなる．そのため，砥粒が工具から容易に脱離し，工作物表
面に作用する砥粒数が増加することから高い研磨速度が得られ
たと考えられる．一方で，アルギン酸濃度が高くなると，砥粒
の保持力が増し研磨領域に放出される砥粒数も少なくなること
から，研磨速度が低くなったと考えられる．
また，Fig.3(b)に示すようにアルギン酸の濃度に関わらず研

磨時間 10 minで Ra 1 nm程度の表面粗さが得られている．ま
た，50 minの研磨によって Ra 0.8 nm程度まで表面粗さが改善
されることが確認された．アルギン酸濃度は研磨速度に影響を
与えるものの，いずれの条件においても表面粗さを改善に必要
な十分な砥粒が供給されているため，表面粗さに与える影響は
わずかであったと考えられる．

Fig. 4に示すように，研磨後のガラス表面は平滑であり，ク
ラックやスクラッチなどの表面欠陥の発生は見られなかった．
また，固定砥粒研磨においてみられる砥粒の擦過痕もなく，遊
離砥粒研磨と同様に等方的な表面性状であることがわかった．
次に半固定砥粒パッドの研磨特性を一般的な遊離砥粒研磨

と比較した．遊離砥粒研磨における研磨パッドは市販の不織
布研磨パッド (SUBATM800，ニッタ・デュポン)を用いた．ス
ラリー濃度は 3.0 wt% であり，流量 20 mL/min でパッド上に
供給した．遊離砥粒研磨とアルギン酸パッドでガラス研磨を
行った．

Fig.5 に示すように，半固定砥粒パッドによる研磨と遊離砥
粒研磨ではほぼ同等の研磨速度が得られた．しかし，半固定砥
粒パッドでは研磨時間に伴いわずかに研磨速度が低下する傾向
がみられた．これは，研磨パッドから脱離した砥粒がパッドの
回転等によって研磨領域から排出され，作用砥粒数が低減した
ものと考えらえる．一方，遊離砥粒研磨においては，砥粒はス
ラリーとして連続的に供給されるため，安定した研磨速度が得
られたと考えられる．

Fig. 5 半固定砥粒パッドによる研磨と遊離砥粒研磨による研磨量の比較

Fig. 6 ガラス表面の AFM 像．(a) 半固定砥粒パッドによる研磨後
（Ra:0.7852 nm），(c) 遊離砥粒研磨後（Ra:0.4847 nm）

また，原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope:AFM，L-
traceII, SII) を用いて研磨後ガラスのマイクロスケール表面形
状を評価した．Fig．6に示すように，遊離砥粒研磨と半固定砥
粒研磨のいずれにおいても，前加工面の粗さが低減され，表面
粗さ 1 nm以下の平滑な表面が得られていることがわかる．ま
た，マイクロレベルのスクラッチも確認されなかった．

5. 結言
アルギン酸を結合剤とした半固定砥粒研磨パッドを作製し，
ガラスの研磨特性を評価した結果を以下にまとめる．

1. アルギン酸ナトリウム水溶液に対し CeO2 砥粒を混合した
分散液を不織布に含浸させ，ゲル化させた半固定砥粒パッ
ドを作製した．ラマン分光によって評価した結果，CeO2

砥粒およびアルギン酸に由来するピークが確認された．
2. アルギン酸濃度は低い方がより高いガラス研磨速度が得
られた．表面粗さはアルギン酸濃度に依存せず，Ra 0.8
nm程度の平滑な表面が得られた．

3. 市販の不織布研磨パッドを用いた遊離砥粒研磨と同等の
研磨特性および表面仕上げ面が得られた．

なお，本稿の内，発表者が全ての実験を担当した．
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