
ロロマティック機による難削材用工具の製造 

 

CBN、ダイヤモンド工具の広がる用途 

熱力学の第一法則ΔU (エネルギー増加分)= Q(熱量)+W(仕事)によると、高い温度、高い圧力にす

るほどエネルギーが増えることになる。燃料を高温・高圧で燃やした方が、ガスは大きく膨張し、力

も大きくなる。火力発電タービンの耐熱温度を上げることで二酸化炭素の発生を抑え、発電効率

を上げ、自動車ではエンジン内が高温・高圧化するほど燃費が向上する。このため、自動車エン

ジン部品の一部はステンレス材から耐熱性に優れるニッケル基合金、チタン合金などの材料への

置き換えが進んでいる。二酸化炭素の排出量を抑え地球温暖化、大気汚染を食い止める世界的

な流れは、ガソリン、ディーゼル自動車の電気自動車化を推し進めている。電気自動車はエネル

ギーの急速補充、長距離移動においては課題もあり、航空機で実績のある軽量で強度もあるガラ

ス繊維入り樹脂 CFRP の車体試用が広がっている。CFRP、アルミニウム合金、ニッケル基超合金

のインコネル、チタン合金など、エネルギーの効率消費を追求していくと、軽量、強度、耐熱に優

れる難削材の利用が増える。 

また、消費構造の変化は身の回りにある商品のライフサイクルの短期化をもたらし、ものづくり

においては、短納期が永続的なテーマとされる。代表的な加工時間の短縮事例として、高硬度金

型材の直彫りが上げられる。従来は粗加工後に焼き入れ処理し、放電や研磨で仕上げ加工をし

ていた。加工時間を要す放電加工は、工具となる電極の製作も必要となり、電極用の CAD/CAM

製作、粗・仕上げの電極の切削が必要となる。焼入れ材を粗から仕上げまで直に切削することで、

1/5 以上の納期短縮も可能である。 

難削材が増え、被削材が高硬度化する中、切削工具はハイス、超硬、サーメット、セラミック

CBN、そしてダイヤモンドの材質で応えてきた。工具素材の高騰の影響を受け、安価なハイスから

超硬工具への移行は加速度的に進んでおり、ハイス工具の生産を止める流れがある。しかし、ハ

イス工具は靭性に優れ、加工中の工具の欠損を避け、加工機が生む振動を許容しながら加工が

できる点など、ハイス工具の需要は消えることはないであろう。今日、切削工具の最も代表的な材

料である超硬は、ハイスと比較し、高速・高精度化の需要に応え、加工時間を短縮し加工コストの

削減に貢献している。一般的に工具ブランクの硬度は被削材の 3～4 倍以上が必要とされている。

焼き入れ鋼の切削は超硬工具より CBN が優れている。金型用焼入れ鋼はビッカース硬さ 600HV

前後であり、一般的な超硬の硬さ 1500HV 前後では不十分であり、CBN の 4000HV 前後の硬さが

必要となる。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つ CBN は、鉄系金属、ニッケル基超合金に対し化学的

にも安定し、アプリケーションを広げている。一方、ダイヤモンドは鉄系金属に反応し、加工熱によ

り黒鉛に変異するため、被削材は限定されるものの最高の硬度を誇るダイヤモンド工具は、自動

車で採用されるシリコンを含有するアルミニウム合金、特に鋳造シリンダヘッドの加工で活躍して

いる。ものづくりは用途に応じて、汎用的な商品から、性能が発揮される専門的なものまで広がり

を見せる。工具を製造する機械には、ハイス、超硬はもちろんのこと、CBN、ダイヤモンド工具にも

対応することが求められている。 



ロロマティック社製工具加工機 

時計産業が盛んなスイス北西部にロロマティック社が本社を構える町ル・ランデロンがある。周辺

には時計産業の都市として知られたラ・ショードフォン、ヌーシャテル、ビールが連なる。ロロマティ

ック社のルーツは時計部品の受託加工である。当時、時計部品加工のための市販工具には良質

のものがなく、自社で小径特殊工具を製作したところ、同業者の評判になった。その後、工具研削

盤メーカーへと傾注し現在のロロマティック社に至る。時計に利用される工具は小径であり、汎用

工具より要求精度が厳しい。小径工具の需要に応えてきたロロマティック機は必然的に精度への

意識が高い。ロロマティック社は、製品群に工具研削盤とレーザ加工機を揃えている。砥石で工

具を研削する工具研削盤は相手材に合わせて砥石の種類を変える。一般的にハイス工具は

CBN 砥石、超硬工具にダイヤモンド砥石が選択される。CBN・ダイヤモンド工具になると、砥石と

同等以上の硬度になることもあるため、研削が格段に難しくなる。本稿では CBN（写真 1）、ダイヤ

モンド(写真 2)である超高圧焼結工具の研削とレーザ加工を紹介する。 

 

写真 1 ロロマティック機 CBN 工具研削加工例 φ2.5±0.006 mm 

 

写真 2 ロロマティック機 ダイヤモンド工具レーザ加工例 

 

1 超高圧焼結工具の研削 

CBN、ダイヤモンドの超高圧焼結工具は金型加工にも利用され、凹形状に対応するためφ3mm 以

下の小径工具が選択されることも多い。切削工具は工具径が小さくなるほど、許容される誤差は

厳しくなっていく。一般的に超高圧焼結工具の研削にはダイヤモンド砥石が選択される。超高圧

焼結工具の研削におけるロロマティック工具研削盤(写真 3)の重要な機能について以下記述する。 

 連続加工の安定性 



 砥石摩耗の自動補正 

 正確性が高く効率的な機内砥石ドレス処理 

 

写真 3 CNC6 軸工具研削盤 GrindSmart 

 

1-1 連続加工の安定性 

5 軸制御の工具研削盤が多い中、ロロマティック機は 6 軸制御（写真 4）の機械構造である。5 軸

制御の工具研削盤は、一般の砥石角度では対応できない形状があるため、砥石を成形し角度を

管理する手間がある。超高圧焼結工具の場合、砥石摩耗が大きい分、工具に合わせ砥石角度を

維持・管理し続けるのは容易ではない。6 軸制御であれば、エキセントリック逃げや、ボールエンド

ミル、コーナーR、複合 R を一般的な砥石形状で対応することができる。切削工具は同時 5 軸制御

で製造が可能であるが、5 軸しかない工具研削盤の加工では同時 5 軸制御の機械動作を必要と

する。ロロマティック機は 6 軸にすることで、ボールエンドミルの加工において同時制御軸数を 4 軸

に減らすことができる。1 軸の機械動作には 6 自由度の誤差（写真 5）があるため、同時可動軸数

が少ないということは誤差の要因が減る。さらに同時 5 軸制御の場合と比較し、6 軸制御はより小

さな機械動作で R 形状を加工する。スチールのスケールの線膨張係数は約 11.8x10-6 /K であり、

１m の長さの鉄が 1℃の温度上昇で 11.8μm 膨張することを意味する。つまり変位は温度と距離に

比例して大きくなり、軸の移動距離が大きいほど機械誤差は拡大していくため、より小さい機械動

作ほど誤差は抑制される。少ない同時制御軸数で且つ小さな機械動作で複雑な形状の工具を加

工できる点が、ロロマティック機の連続加工の安定性を生んでいる。 



 

写真 4 GrindSmart 6 軸の機械構造 

 

 

写真 5 X 軸の場合の 6 自由度(位置/Y・Z 方向真直度/Y・Z 方向回転誤差、ローリング) 

  

 

1-2 砥石摩耗の自動補正 

超硬の場合、数百本の連続加工においても、ダイヤモンド砥石の摩耗を許容できることがある。し

かし、硬度の高い超高圧焼結工具では、工具を研削するダイヤモンド砥石の摩耗が大きいため、

僅か数本であっても砥石補正なしに連続加工を行うことは難しい。機外段取りの場合、作業者が

工具を数本加工するごとに、機外のプリセッタで砥石の摩耗を計測して補正することで対応する。

これは製造の自動化に逆行する。しかも、砥石フランジを着脱し、機外で砥石プリセットしたデータ

には必ず誤差が生まれる。補正加工時の砥石摩耗による誤差も考慮すると、誤差の要因は極力

抑えたい。超高圧焼結工具の研削において、砥石の摩耗と形状を管理することは最も重要な要

素の１つである。ロロマティック機は、加工される工具ブランクと研削に用いる砥石同士を接触さ

せることで、砥石の摩耗を検出し、砥石摩耗分を補正する。接触時に生まれる工具の研削痕は研

削の取り代として消失するので、最終的な工具に傷は残らない。砥石フランジ着脱誤差もなく、計

測接触プロープも不要である。間接的な計測プローブによる砥石計測ではなく、直接的な工具ブ

ランクと砥石の計測であるため、誤差が発生しにくい。全ての工具の加工前に、研削点をリフレッ

シュすることが可能であり、工具ごとの砥石摩耗を原因とする誤差を抑制することができる。 



1-3 正確性が高く効率的な機内砥石ドレス処理 

超高圧焼結工具の場合、砥石摩耗が大きい分、砥石の研削ポイントが集中的に摩耗する懸念が

ある。摩耗し続ける砥石を使用し続けることで、摩耗が累積し砥石には意図しないプロファイルが

生まれたり、砥石形状が崩れてしまう。砥石摩耗が大きい超高圧焼結工具の場合、機外の砥石

成形はその頻度が増え、作業者の負担となる。ロロマティック機は機内に砥石ドレス装置（写真 6）

を搭載し、ダイヤモンド砥石を処理する。しかし、超高圧焼結工具においては、砥石の目詰まりや

型崩れが起きやすいためドレスの頻度が高くなり、生産性の低下をまねく。さらに、砥石成形はダ

イヤモンド砥石だけでなく成形用砥石も摩耗するため、砥石の自動成形は容易ではない。品質を

維持しながら生産性を上げるためには、正確性を合わせ持つ効率的な機内砥石ドレスが求めら

れる。ロロマティック機はドレス前にダイヤモンド砥石と成形用砥石を接触させ、両方の砥石摩耗

を認識してから、ドレスを開始する。ドレス前のダイヤモンド砥石と成形用砥石の摩耗計測は、正

確性の高い砥石ドレスを実現する。ドレス工程のオシレーションの取り代が数十ミクロン前後と少

ないため、成形前に砥石形状を測定することで、無駄なエアーカットを抑え成形時間を短縮させる。

ドレス後は砥石が工具ブランクに接触し、砥石摩耗を補正し、研削サイクルに入る。 

 

写真 6 機内砥石ドレス装置 

 

2 超高圧焼結工具のレーザ加工 

ドイツでは 2003 年頃から単結晶、CVD ダイヤモンドを中心にレーザ加工機がすでに利用され始

め、それ以降欧州の工作機械メーカーがダイヤモンド工具向けのレーザ加工機をリリースしてき

た。一般的なダイヤモンド工具の加工として利用される放電、研削は、ダイヤモンド粒子を保持す

るコバルトを脱落させることで、PCD が加工される。欧州市場ではレーザでチッピングなく直接ダイ

ヤモンドを切断できるレーザ加工の有効性が早くから認知され、レーザ加工はダイヤモンド工具

業界に普及した。ロロマティック社レーザ加工機 LaserSmart501(写真 7)は加工時間を左右する可

動軸の加速度を考慮し、リニアモータとトルクモータのダイナミックな動作を支える振動減衰性と熱

安定性に優れる花崗岩を機体の一部に採用している。本機であれば、精度加工のために前夜か



らの暖機運転は不要で、精度の安定性も抜群との評価を得ている。レーザ加工機にとってレーザ

は重要であるが工具にすぎない。レーザを最大限に活かすのは 5 軸構造の機械であり、許容誤

差ミクロンオーダの厳しい小径工具向けの研削盤を製造してきたロロマティックの実績が活かされ

ている。同機はロロマティックの機械メーカーとしての機械製造の実績とダイヤモンド加工に適し

たパラメータを内蔵したレーザ技術の融合である。超高圧焼結工具のロロマティック社レーザ加工

の 2 つの特長について記述する。 

●最適化されたレーザパラメータの内蔵 

●効率的なレーザパスで精密にワンチャック全加工 

 

写真 7 LaserSmart501 

 

2-1 最適化されたレーザパラメータの内蔵 

レーザは研削と比較すると砥石の摩耗管理の煩わしさがないが、レーザ加工の難しさはレーザの

パラメータの最適化にある。研削の場合、砥石を正しく選択するために、ノウハウをすでに持つ砥

石メーカーの協力を得ながら、アプリケーションにより適した砥石を選択していくことが比較的容易

である。しかし、レーザの場合は事情が異なる。一般的なレーザ加工機メーカーは、用途に応じた

レーザの細かいパラメータの設定をユーザの責任としてきた。ユーザの限られた知識と経験で、

ダイヤモンド工具に適したレーザのパラメータを探ることは、大変な労力となっている。ここにロロ

マティック機 LaserSmart 501 の特長の１つがある。ロロマティックは機械販売だけでなく、ユーザ

に寄り添ったアプリケーションを機械と共に提供している。刃先 R をミクロンオーダでシャープにす

るためのパラメータが内蔵され、刃先 R を 3、6、9 μm の中から選択できる（写真 8）。刃先箇所に

より鈍角、徐々に鋭角にするなどの調整も可能である。代表的なダイヤモンド工具である PCD は

超硬の基板上にあり、PCD とともに超硬をレーザで加工することも不可欠である。内蔵されている

ロロマティックのパラメータを利用することで、同じレーザのパラメータで超硬付きの PCD も精密且

つ効率的に加工することができる。また、切れ刃及び逃げ面のシャープエッジ加工のみならず、

3D 形状のチップブレーカの加工では形状精度に加え面粗さも重要で、専用のレーザパラメータも

本機に組み込まれている。 



  

写真 8 PCD シャープエッジ(左)、任意の刃先 R 加工(右) 

 

2-2 効率的なレーザパスで精密にワンチャック全加工 

レーザの特長の 1 つとして加工スポットがミクロンレベルに小さいことがあげられる。放電や研削

は線や面の加工であるのに対し、点加工のレーザは加工時間が相対的に長くなりやすい傾向が

ある。一般的なレーザ加工機は、チップの端から粗加工をする前提で、加工時間を短縮させるた

め、ロウ付けされたダイヤモンドチップの取り代を少なくする前処理が求められる。ところが、本機

ではワイヤ放電のように任意の位置で効率的なオフセット加工が可能であり、取り代の大きいチッ

プの粗加工には有効な機能である（写真 9）。点加工のレーザでありながら短時間の加工を実現

し、厳密なブランクの取り代管理は不要となる。一方で極小の加工スポットは、これまで不可能と

されていたパターンや微細形状の加工に適している。レーザの付加価値を一層高めるアプリケー

ションには MCD、CVD の加工、プロファイル形状のシャープエッジ加工、さらに、チップブレーカが

ある。さらにレーザによるランド加工はロロマティック機ならではの機能として評価が高い。従来、

ダイヤモンド工具のドリルやリーマは、エッジ加工を放電、研削、そしてレーザ加工機などで対応し、

ランド部を円筒研削盤で研削してきた。本機は切れ刃をシャープエッジだけでなく、任意の R をつ

けて加工し、必要に応じて、チップブレーカ（写真 10）やランド加工（写真 11）まで、ワンチャック全

加工で安定した精度で生産に寄与する。 

 

 

写真 9 任意の位置でオフセット加工 



  

写真 10 チップブレーカ 

 

写真 11 片刃 PCD、片刃 CVD、ランド幅 0.3 mm 付き 

 

以上 

 

 

 


