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超精密機械加工における従来技術 

 一般に，超精密機械加工とは，単結晶ダイヤモンドを
素材とし，精緻に磨き仕上げたシャープな工具切れ刃
により，プラスチック製光学製品の成形金型加工を意
味することが多い． 

 

 これらの金型は無酸素銅や無電解ニッケル等の軟質
金属を素材とするため，単結晶ダイヤモンド工具によ
る加工が可能である． 
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 光通信用マイクロレンズやLED向け電子部品，µTASなどの

バイオ分析チップをターゲットとしたマイクロ加工のニーズ
が益々増加している． 

 

 マイクロ加工が要求される素材としては，セラミックス，石
英ガラス，超硬合金などの硬脆材料であり，超精密かつ高
効率加工が難しい素材が殆どである． 

硬脆材料に対する超精密加工の要求 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glass-microreactor-chip-micronit.jpg


従来技術の問題点 

 硬脆材料の加工に対しては，単結晶ダイヤモンドでは劈開
性があるため欠損性に劣るという問題がある．また，工具形
状に限界がある． 

 研削加工の適用を試みても，サブミクロンの形状精度とナノ
レベルの表面粗さを得るためには，高剛性かつ微細砥粒の
砥石を用いる必要があるが，砥石の小径化および成形精度
に限界があった． 

使用前 使用後 

加工中に欠損した単結晶ダイヤモンド工具 



多結晶ダイヤモンド（PCD） 

 近年，ダイヤモンド粒子をコバルトやニッケルなど
の結合助剤を用いて焼結した多結晶ダイヤモンド
（Polycrystalline Diamond：以下PCD） の開発が進
められている． 

 とくに粒径0.5～1µmの微粒ダイヤモンドからなる
ハイグレードなPCDの微細工具への適用が期待さ
れている． 
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多結晶ダイヤモンドの組織例（左：SEMイメージ，右：元素分析イメージ） 
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 劈開性や強度の異方性がなく，化学的に安定 
 

 単結晶ダイヤモンドと比較してコスト的にも有利 
 

 導電体なのでワイヤー放電加工により複雑形状のマイ
クロ工具を効率よく作製できる 

PCD工具の優位性 

PCDマイクロ工具製造プロセス 

６軸制御ワイヤー放電加工機 



多彩なPCDマイクロ工具 

放電条件を厳しく調整することによって，滑らかな表面およびシャープ
なエッジを有する多彩なバリエーションのマイクロ工具を作製できる． 
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PCDマイクロ工具を搭載する超精密加工機 
 PCDマイクロ工具を用いて超精密加工を行う際には，ナノ精

度駆動（最少位置決め分解能1nm），かつ50,000min-1以上
で高速回転できる主軸を有する装置が望ましい． 

 

 実際には，市販のハイエンドな装置（分解能10nm，エア
タービンスピンドル搭載）を用いることも十分に可能である． 

エアタービンスピンドル 
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PCDマイクロ工具による加工事例① 
超硬合金の表面加工 

X: 10μm 

Y: 10μm 

Ra;  1.39 nm 
Rt;  9.25nm 

工具送り方向 

20μm 光学顕微鏡 
イメージ 

AFM image 



PCDマイクロ工具による加工事例② 
超硬合金の深溝加工 

 他の加工手法（研削加工，放電加工，レーザー加工等）では同じレベ
ルの微細形状・表面性状を得ることは難しい． 

1.0 
mm 

1.02 mm 

View 
direction 

Feed 
direction 

Tool 250 µm 

1.02 mm 

Cutting conditions: 
Tool ; 1 flute PCD mill 
Ad ;0.2 µm, 
Feedrate ; 0.1 µm/tooth, 
Machining time ; 13 hrs 

溝底の表面粗さは1.5nm以下 



使用工具: PCD工具 (R0.5, 6枚刃) 
被加工物 : 高純度SiC 

5 mm 

加工前 

5 mm 

加工後 

PCD工具による加工事例➂ 
高純度SiCの表面加工 

 加工後の表面は背景をくっきりと映しており，PCDマイクロ工具による
超精密加工により，SiCに対しても鏡面加工が実現できた． 
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PCDマイクロ工具による加工事例④ 
高純度SiCのウェル加工 
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50 
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使用工具 



使用工具：φ0.2 PCDエンドミル（2枚刃） 
被加工物：高純度SiC 
加工条件：送り5mm/min，外周方向ピッチ，0.025mm，切込み0.5µm 
ウェル形状：φ0.4mm，深さ30µm 
ウェル個数：１６個（４×４個） 

PCDマイクロ工具による加工事例⑤ 
高純度SiCのマルチウェル加工 



ウェル加工個数の増加に伴い，加工面粗さ値は増加傾向 
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ウェル加工個数 

1個目 16個目 

SiCマルチウェルの加工面粗さ測定結果 



 加工中に発生する数十nmサイズの切り屑が工具の表面

に積み重なり，化学反応によって強固な付着膜（被加工物
由来の酸化物）として残留してしまうために，工具の切削能
力が著しく低下してしまう． 

SiCマルチウェル加工後の工具の様子 



 PCDマイクロ工具の表面に堆積する付着物は工具の切削

能力を著しく低下させる恐れがある．しかしながらこの問
題対し本格的に取り組んでいる研究はほとんどない． 
 

 最先端工具のパフォーマンスを最大限に引き出し，効率
的に使用するためには，画期的な工具再生技術（リコン
ディショニング）の開発が急務である． 

マイクロ工具表面の付着物の問題 
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 アルカリ基水溶液を用いた電解作用の援用による，独自の
工具再生（リコンディショニング）技術の開発に着手している． 

電解援用によるリコンディショニング法の開発 

超音波振動素子 

電解槽 

PCD工具 

陽極 

陰極 

10 mm 

電解槽タイプ 

陽極：ブラシ 
スピンドル 

陰極：ノズル 

内径5mm 

工具回転保持 

動圧発生小径タイプ 
ノズル（陰極）より専用電解水を強制的に供給する． 

電源電圧：直流10-30 V 
電解液：アルカリ（NaOH, KOH系），pH安定剤，防腐剤等 
処理時間：10-60 sec 



 工具表面付着物の問題は実際の製造現場で生産性を
阻むボトルネックとなっている． 
 

 単価十数万円という高価なマイクロ工具の劣化防止や
加工効率の向上，再生利用が可能となる． 
 

 微細部品加工業界などにおけるコスト削減，品質改善，
競争力強化に大きく役立つものと期待できる． 

工具リコンディショニングへの期待 

50µm 

SiC加工後 

50µm 

処理中の様子 

50µm 

リコンディショニング終了 
処理中のPCD工具刃先観察結果 



本プロセスにより，硬脆材料（セラミックス，超硬合金，石英
ガラス等）の高品位微細加工が可能となった．従来主流で
あった単結晶ダイヤモンド工具は，強度に異方性があり脆
いため，これらの素材を加工することはできない． 
 

他の加工手法（研削加工，放電加工，レーザー加工等）で
は本プロセスと同じレベルの微細形状・表面性状を得ること
が不可能という意味で，これこそ精密加工分野におけるイ
ノベーションの“芽”と成り得る． 

新技術の特徴・従来技術との比較 



想定される用途 
 携帯情報端末やLED向け電子部品などの微細オプ

ティクス金型 
 

 マイクロ流路（µTAS）や細胞培養細容器等のバイオ
デバイス用微細金型 

 

 耐食高強度セラミックス製マイクロリアクター など 

Microsystem Technologies, 2001/7, 85-90 
 



実用化へ向けた課題 

 今後も幅広い被加工物材質を見据えた，拡張性の
高い微細加工技術として発展させるためには，加工
メカニズム解明による最適加工条件の導出，および
工具の表面状態を最適に維持するコンディショニン
グ技術が必要となる． 

 
 さらに，量産に向けて，より大面積，多数個の製品

を加工するためには，工具の加工効率の向上，他
の加工手法とを組み合わせたハイブリッドプロセス
の開発は必須となろう． 



企業への期待 

 未解決の工具表面付着物の問題については，新しいリコ
ンディショニング法の開発を進めることにより克服できると
考えている． 

 

 新素材を開発中の企業，セラミックスやガラスによる微細
部品開発に興味を持つ企業との共同研究を希望する． 

 

 また，超精密加工でお困りの企業には，本技術のみなら
ず他の理研独自技術（ELID研削 www.riken.jp/outreach/applied/products，
ナノ精度切削，レーザー加工）の導入が有効と思われる． 
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