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研究解説

磁気研磨用砥粒の新製造技術とその研磨特性
Development of Magnetic Abrasives and lt's Finishing Characteristics

安

斎 正 博*･須 藤
亨*･中 川 威 雄**
Masahiro ANZAI, Toru SUDO and Takeo NAKAGAWA

型技術は工業を支えている基盤産業の一つであり我国の機械工業の将来を担っている.最近で
はCAI)/CAMやNC工作機械の普及に伴い金型製作工程の多くが機械化されている.この中に

あって金型の最終仕上工程いわゆる金型みがさは機械化がほかに比して極端に遅れている.人
手不足も深刻な昨今では,金型みがさの自動化･無人化は早急の課題である.著者らはこの課
題を解決する一つの方法として磁気研磨法による金型みがきの自動化に取り組んでいる.ここ
では当研究室で開発された磁気研磨用砥粒とその研磨特性について解説する.

磨きの自動化について検討している.この研究の過程で
1.は

じ

め

に

型技術は電気機器や自動革などの工業を支えている基

多くの研磨用砥粒と新たな研磨法を開発してきた.ここ
では,磁気研磨法と新たに開発した研磨用砥粒の研磨特

盤産業の一つで,機械工業の将来を担っていると言って

性と実際に3次元形状を研磨した際の結果と磁気研磨法

も過言ではない.我々の身の回りにある工業製品は金型

のそれ以外の応用例について詳解する.

の善し悪しによって随分と変ってくる.この金型は一品

2.磁気研磨法

生産であり,これまでは町工場のような零細企業におい
て金型熟練工なる人達によって作られてきた.しかし,

磁気研磨法についてはソ連,ブルガリヤ4)における研

最近の電気機器や自動車などの需要構造の変化(頻繁に

究や特許があるが,我国には昭和56年に東洋研磨材工業

行われるモデルチェンジや製品需要の多様化)に対応し

㈱によって導入された技術である.基本的には磁石と磁

てその生産方式が大きく変化してきている.それは,従

性砥粒(磁石に吸引されかつワークを研磨することがで

来のならい工作機械,汎用放電加工機とその手仕上加工

きる粉体)とこれを回転させて周速を付与する工作機械

による技能生産形式から数値制御とコンピュータを駆使

(フライス盤,旋盤など)から構成されている.図1に当

した高度装置生産形式への変換である.このように高度
に機械化,自動化されてきた金型生産工程の中で出遅れ

ている分野がある.それが平滑加工,鏡面仕上加工など
の仕上加工あるいは磨き加工と呼ばれる分野で,通常の

機械加工部晶に比して手仕上げが大きな比重を占める特
異な分野である.手作業で鏡面に仕上げていく過程はき
わめて熟練を要する作業で,この作業工程は人間の感に

頼るところが非常に大きい.特に触感や視感のフィード
バックによって磨いてゆく工程を機械化によって無人化
するのは非常に困難であるが,最近磨き専用機もいくつ
かでてきている1ト3).また,新卒者の製造業離れが著しい

昨今では,特に3K業種の典型的な金型産業では人材の確

保が困難で金型のエキスパートを育成するのもままなら
ず,早急に自動化,無人化が必要な分野でもある.
このような背景から,東大生研中川研究室では, 1989

年度から磁気を利用した研磨(磁気研磨)法による金型
書東京大学生産技術研究所

第2部

的東京大学生産技術研究所 付属先端素材開発研究センター

(A): NC milling machine(B): D.C. electric source

(C): Coil(D): Steel rod(E): Magnetic abrasive
( F): Workpiece(G): Magnet chuck
Fig. 1 External appearence of magnetic finishing
apparatus
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コーティング層は容易にはく離するであろうし,焼結体

は￠ 1mmの樹脂被覆鋼線を3500巻したもので,コイル

では容易に研磨材が脱落することが推察される.した

中の鉄芯(S45C)が回転するようになっており,ワーク

がって,長寿命の磁性砥粒は研磨材と鉄マトリックス間

は固定してある.研磨工具である鉄芯をNCフライス盤

の良好な界面が生成するような製造技術が必要である.

やマシこングセンタにセットすることによって精度良く

3. 1

プラズマ粉末溶融法による砥粒の製造

長寿命の磁性砥粒を得るには,鉄をマトリックスとし

移動できる利点があり,複雑形状の研磨も可能となる.
逆にワークを回転させて,工具を固定する方法5)もある

て研磨材を均一に分散した界面が良好な複合材を作製す

が,これだとワークは円柱形状からそれと類似の形状に

れば良い.著者らはプラズマ粉末溶融法によって金属

限定される.図1中の鉄芯とワーク間には数mmの間隙

‑セラミックス複合材の開発研究を行ってきたが9ト13),

(ギャップ)が許されており,この間隙に磁性砥粒が充填

NbC‑Fe系複合材の作製において鉄マトリックス中に

される.延粒は磁化されて鉄芯先端からワークへとブラ

NbCが均一に分散したマトリックス単体よりも高強度

シ状に整列する.この際ワークが鉄などの強磁性体の場

の複合材を得ることができた.これは磁性砥粒の具備す

令,ワーク自身も磁化されて磁石となって砥粒を吸引す

べき条件と合致しており,ここからプラズマ粉末溶融法

る.これが研磨の加工圧となってワークは研磨される.

による磁性砥粒作製の詳細な検討が開始された.
図2にプラズマ粉末溶融法による砥粒作製工程を示す.

数mmのギャップがあるので表面に多少の凹凸があって

も砥粒がこの形状に追従して形を変えて研磨することが

ホッパーに所望の混合比の鉄粉と研磨材の混合粉を供給

できる.したがって,ワークが自由曲面であってもある

する.ホッパーから供給された混合粉はプラズマアーク

程度ラフな制御で研磨できるという利点があり,多少複

中で落下中に溶融し,これを随時積層して芋虫状のピー

ドを得る.それを機械的に粉砕した後分級して磁性砿粒

雑な形状の金型でも研磨が可能である.

が作製される.この方法によって瀞性砥粒を作製する場

3.磁気研磨用砥粒の新製造技術

令,複合化する研磨材とLAl203, CBN, Cr3C2,ダイヤ

磁性砥粒は磁化されて磁石に吸引され,かつワークを

研磨する能力を兼ね備えたものでなければならない.し

モンド, NbC, Sic, WCなどを検討した結果, NbCが鉄

と密度差がほとんどないため均一に分散することができ,

たがって,基本的には強磁性体と研磨材の複合材でなけ

プラズマアークによって鉄が溶融しているために界面性

ればならない.実際には,鉄とA120｡をホットプレスした

状の良好な磁性魅粒が作製できた14).

ものを粉砕したもの6),あるいは化学的に強磁性体とA12

図3にプラズマ粉末溶融法により作製したNbC‑Fe糸

03の複合体を作るものや強磁性体にダイヤモンド砥粒

磁性砥粒を用いて図中の条件で研磨した際の研磨量と研

をコーティングした砥粒などが作られている7).しかし,

磨時間の関係を示す.研磨時間の増大に伴い砿粒の研磨

これらの延粒では寿命が短いのが問題である8).短寿命

効率は若干低下しているが,この磁性砥粒は数時間の研

はマトリックス(ほとんどは鉄マトリックス)と研磨材

磨に耐えることができる.また,この砿粒を用いてS55C

との界面が良好に形成されていないためで,その場合,

材を研磨した場合,研磨前Rmax13JLm, Ra2. 4JLmが研磨後
RmaxO.4JLm, RaO.08pmの表面粗さが得られた15).さら

に,この延粒では酸洗ドレッシングによる研磨効率の向
250
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Surface roughness and metal removal in depen‑

dence on

上とマトリックス鉄中の炭素量調製よる弾性率増加に伴

finishing time using Fe powder coated wi也A120｡

heat‑treated at 2000C for 10 min

う研磨効率の向上が確認されている16),17)

3.2

メカニカルアロイングによる砥粒の製造

プラズマ粉末溶融法により作製した磁性砥粒は良好な

を用いて図中の条件下で研磨した際の研磨時間と研磨量

研磨特性を示したが,機械的に粉砕しているために題粒

の関係を示す. 1 br以上の研磨時間で研磨効率が極端に

自身に欠陥が導入されやすく,それが寿命を短くする原

低下しており,プラズマ粉末溶融法で作製した砥粒に比

因になっており,所望の粒径の砥粒が得にくく歩留りが

して寿命が短く,得られる研磨量も少ない.しかし,こ

悪い.また,パウダー搬送上の理由(100‑200JJmの粒径

の製造方法は非常に簡易で,この砥粒を用いてS55Cを研

が最適)から微細砥粒の作製も困難である.そこで,砥

磨した場合,研磨前Rmax2.5JLm, RaO.2JLmが研磨後に

粒の作製工程をより簡易にするためにメカニカルアロイ

RmaxO.2JLm, RaO.06JLmの表面粗さが得られ,プラズマ粉

ングを応用した砥粒作製法を試みた.図4にメカニカル

末溶融法で作製した砥粒より良好な表面粗さが得られる.

アロイング法による砥粒作製工程を示す.作製工程は非

3.3

酸化物コーティング法による砥粒の製造

常に簡単で鉄粉と研磨材をステンレス製のポットに入れ,

この砥粒製造方法は,微細鉄粉に酸化物膜形成剤を塗

さらにステンレスボールを入れてミリングするだけであ

布し,溶剤を加熱除去して金属酸化物をコーティングし

る.なお,研磨材としてはA1203, Sic, Cr203,ダイヤモ

た微細砥粒の作製を意図したもので,研磨量よりもむし

ンド, NbC, SiCwhiskerなどを供したがこの中ではSiC

ろ表面粗さの向上を目指したものである.図6にこの方

whiskerが最も研磨特性が優れていた18).

法による延粒作製工程を示す.酸化物膜形成剤は主にガ

図5にSiC whiskerと鉄粉を各時間ミリングした砥粒

ラスなどのフィルターとして利用されるアルコール溶媒
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中に各種酸化物が分散したアルコ･ゾルである.酸化物

る.研磨材としてはダイヤモンド, A1203, SiCなどの通

としてはAl203, CeO2, TiO2, Zr02を供したが, A1203が

常使用されている研磨材でも研磨可能であるが, Sic

最も優れた研磨特性を示した19).

whiskerが最も研磨特性が優れている20).

図7にAl20｡膜形成剤を鉄粉に塗布し, 200oCで10min

図9にカーボこル鉄粉, KIP粉,鋳鉄粉の3種類の鉄粉

熟処理した延粒を用いて図中の条件で研磨した際の表面

とSiC whiskerを混合した砥粒を用いて図中の条件で研

粗さ,研磨量と研磨時間の関係を示す.研磨量は前述し

磨した際のSiC whisker容積率と研磨量の関係を示す.

た2種類の砥粒に比して極端に低いが,得られる表面粗

カーボこル鉄粉を用いて10vo1.%のwhiskerを混合した

さはRmaxO.2ノJmで最終仕上用としては使用可能である.

場合にプラズマ粉末溶融法で作製した磁性砥粒に匹敵す

3. 4

る研磨量が得られており,混合体でも十分研磨できる.

SiC whisker一鉄粉混合磁性砥粒

磁性砥粒の作製工程をできるだけ簡単にしようとした

混合砥粒でS55C材を研磨して得られる表面粗さは最も

のがこの混合法である.この砥粒は上述した各延粒と異

良くてRmaxO.5〟mで外の砥粒に比して悪い.したがっ

なり単なる混合体であり,鉄粉と研磨材間には接触して

て,この種の砥粒は研磨量を得る目的に適していると言

いる部分以外には界面が存在していない.この方法の研

える.

磨原理を図8に示す.鉄粉は磁化されて強固に接触して

3. 5

市販液状研磨材を用いた研磨

いる.鉄粉を球と仮定した場合,最も密に積層しても30%

混合砥粒によって複合体でなくても研磨できることが

程度の空隙が存在する.この空隙中に研磨材が充填され

確認された. whiskerの代替として液状の研磨材を使用

ると鉄粉同士が強固に接触しているために,高速でこれ

することができれば,液体を随時循環供給することに

を回転させても研磨材が飛散しない.また,ワークが鋼

よって寿命がない砥粒を作製することが可能であろう.

などの強磁性体ではワークも磁化されて磁石になるので

この考えに基づいた研磨法が図10に示す研磨法である.

鉄粉がワーク側に吸引され空隙中に充填された研磨材を

この方法では,ワークが液状研磨材によって浸漬されて

押えつける力が発生し,これが加工圧となって研磨でき

おり,磁極鉄芯に鉄粉を吸引させてブラシを形成させて

これを回転させるだけである.市販の液状研磨材の中で
はPIKAL METAL POLISHの研磨特性が最も優れてい
る21).

図11にPIKAL METAL POLISHとカーボニル鉄粉を

用いて図中の条件でS55Cを研磨した際の研磨量,表面粗

さと回転数の関係を示す.複合体でないために固体砥粒
を用いて研磨した際の約1/2の研磨量しか得られない.表
面粗さはRmaxO.4JJmを待たが,これはワークを固定して
いるためで,ワークを移動した場合にはRmaxO.1‑0.2

〟mの表面粗さが得られた.これまでの磁性砥粒では複
Fig. 8

Scheme of principle of magnetic finishing

合体である固体砥粒が利用されてきたが,固体砥粒では

必ず寿命があるために随時砥粒を補給しなければならな
い.一方,液状研磨材では研磨量が固体砥粒よりもやや

using mixing magnetic abrasive

Magnetic Flux Density : 0.45T
Revolution : 1000rpm Gap : 0.6mm
Abrasive Size : 501 150FLm

劣るものの得られる表面粗さは良好であり,切削におけ
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Metal removal in dependence on finishing

time using sintered diamond‑Fe abrasive
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Fig. 12

30

Effect of revolution on metal removal

with diamond paste (work: WC‑Co alloy)

でCuを研磨した際の回転数と研磨量の関係を示す.ただ
し, Cuは非磁性材なので研磨する場合はワーク下方に

る切削油や研削における研削油のように常に循環供給す

Sm‑Co永久磁石を置いて加工圧を発生させている.ここ

れば砥粒の寿命を考えなくてよい研磨加工が可能である.

でも2750叩mで250mg以上の研磨量が得られ, SC材やSS

3.6

材に比して効率良く研磨することができる.しかし,ペー

ダイヤモンドペーストを用いた研磨

3. 5項において液状研磨材を用いて研磨できることが

ストと鉄との混合体であるから砥粒の寿命に問題がある.

確認された.この際用いた液状研磨材は主にAl203など

もちろんワークをダイヤモンドペーストでどぶ付けする

の研磨材(20%)と脂肪穀,有機溶剤を主成分とするも

か希釈したペーストを循環すれば問題は解決できる.

ので,鋼などを研磨するのには十分な硬度を有している.

3.7

メタルポンドダイヤモンド砥粒

しかし,超硬などの硬い材質を研磨する場合には効率が

3.6項からもわかるようにダイヤモンドは高い硬度を

極端に悪い.この研磨効率を向上させるために,液状研

有するために研磨材としては優れた特性を持つ.ペース

磨材の代替としてダイヤモンドペーストを用いたのがこ

トを用いた場合は寿命に問題がある.したがって,ダイ

の研磨法である.研磨原理は液状研磨材の場合と同様で

ヤモンドを研磨材に用いた長寿命の磁性延粒を作製する

あるが,研磨材中で最高の硬度を有するダイヤモンドを

には鉄中にダイヤモンドが均一に分散した複合体を作れ

用いているために鋼以外の材質,たとえば超硬, Al,

ば良い.東大生研中川研究室では研削用のメタルボンド

Cu,ガラス, Siウェハなどの研磨にも有望である22)･23)

ダイヤモンド磁石の工業化に成功しており24),この延石

図12に希釈したダイヤモンドペースト(#14000)と鉄

を粉砕すれば上述した要求を満足する磁性砥粒を作製で

粉の混合体を用いて図中の条件で超硬3種を研磨した際

きる可能性がある.ただし,ダイヤモンド磁性砥粒は粉

の回転数と研磨量の関係を示す. 2750rpmで得られる研

砕して作製するので,ある程度脆くするために砿石より

磨量は200mgを越えており, SC材などに比して効率良く

もダイヤモンドの集中度を上げなければならない.

研磨できるのがわかる.また,研磨後の表面粗さはRmax
0. 1ノJm以下で良好な表面性状が得られる.

図13に図12の場合と同様の研磨材を用いて図中の条件

図14に,焼結して作製した#6000の合成ダイヤモンドを

用いた鉄マトリックスの集中度150の砥粒を用いて図中

の条件下でS55Cを研磨した際の研磨時間と研磨量の関
17
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4.実際の研磨例

的に増加しており,他の固体砥粒で見られた研磨効率の
低下が認められなかった25).研磨量はプラズマ粉末溶融

4. 1

3次元金型モデルの研磨

法で作製したNbC‑Fe系砥粒より劣ったが,これはダイ

3章で述べた砥粒の研磨特性はすべて平板を研磨した

ヤモンドの容積率がNbC‑Fe系砥粒の1/2以下であった

際の結果であるが,実際の金型では平面より曲面の方が

ことと粒径が小さかった(NbC:Diamond:50: 1)た

多く,曲面を研磨した場合の研磨特性は平面の場合のそ

めである.得られた表面粗さはRmaxO.2〟mで, #6000の砥

れと異なる.その一例を図15と図16に示す26).図15はワー

石で研削した場合とほぼ同様の値であった.したがって,

クを傾斜させた場合の傾斜角と研磨量の関係を図16は曲

用いる砥粒径によって研削で得られる表面粗さを参考に

率を付与したワークを研磨した際の曲率半径と研磨量の

して磁気研磨によって得られる表面粗さが推定でき,所

望の表面粗さが得られる砥粒を設計することが可能にな

関係をそれぞれ示している.傾斜角が大きくなった場合
と曲率半径が小さくなった場合に平面の場合に比して研

る.

磨量が低下している.これは図17に示すように,砥粒の

表1に上述した各砥粒の研磨特性比較を定性的にまと

回転中心軸と磁束密度の最も高い箇所が一致しないため

めた.混合,液状コンパウンド,ダイヤモンドペースト

に砥粒が効率良く運動しないためで,極端な場合は延粒

を用いた研磨法では素材をそのまま使用,あるいは市販

が磁束密度の最も高い箇所に留って回転しない.この解

品をそのまま使用できるので作製工程がないに等しい.

いずれの砥粒を用いてもほとんどの材料は研磨できるが,
76543210 o o o 0 0 0

砥粒の種類と被研磨材によって研磨効率に大きな差がで
てくる.たとえば, FCやFCDを研磨するのには,プラズ
マ粉末溶融法で作製したNbC‑Fe系砥粒が, Tiの場合は
(BuJ)ImOtual ltZTaW

メカニカルアロイングで作製したSiC whisker‑Fe系砥

粒が非磁性材,超硬,ガラスなどの硬い材質ではダイヤ

モンドペーストを用いた場合が研磨量,表面粗さの面か

ら観て最も優れている.寿命の面からは液状コンパウン
ド,次いで焼結ダイヤモンド砥粒が優れており,あらゆ

る面で優れている磁気研磨用砥粒は今のところ作られて
いない.したがって,研磨量が優れた長寿命の砿粒を用
いてRmaxO.5JLm程度まで研磨した後,良好な表面性状が

得られる砥粒によってRmaxO.1〟m以下に仕上げると

0

5

いった2段階の延粒使用によって研磨するのが効率良い

10

15

20

Inclination angle of work β○

Finishing conditions: revolution: 1350rpm, finishing

方法である.当然要求される面粗さがRmax 1‑2ノJm程

time: 30min, magnetic flux density: 0.5T, abrasive

度の金型の場合は1種類の砥粒で十分研磨できる.

weight: 2.5g
Fig. 15

Metal removal in dependence on

inclination angle of work

Table 1 Characteristics of magnetic abrasives

Item‑→

認貿f

KindsofabrasiVel

貿

NbC‑FebyPPM'1

VﾇG柳b

'&

Suitability

F呈

筌B

SC,FC,FCD

SiCwhisker‑FebyMA'2

(work)

鉄

SC,Ti,PDS

FecoatedwithAl203

SC

7B

宙ｻ

Metal

r

☆☆☆☆
S

SC,FC

☆☆☆☆

SC,SS,Pps

☆☆☆

WC‑Co,Si,Cu,A1

塔

SC,PDS

☆☆☆☆☆

ﾖ

觚72

ｈx

ﾒ

3ST2
3ST2

☆

PⅠⅩALMETALPOLⅠSH*3

Diamond‑Febysintering

紕

☆☆☆

SiCwbisker‑FebymiXing

Diamondpaste+Fe

Vv

removal

3SR
絣

3ST2

3ST2
薙

☆☆☆

t2ﾔ6
3ST2

* 1: Plasma powder melting, * 2: Mechanicalalloying, * 3:Liquid abrasive, * 4: ☆☆☆☆☆difficulty ☆ easy fabrication

prOCeSS
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(But)1°^02al ttZTaW
6

05

0

100

80

60

40

20

Radius of curvature of work R mm
Finishing conditions: revolution: 1350rpm, finishing

time: 30min, magnetic flux density: 0.5T, gap: 1Amm,
abrasive weight: 2.5g, abrasive size: 212‑300JHm
Fig. 16

Metal removal in dependence on radius

of curvature of work

く=㌻==>
Steel rod(S45C) ､

Coil

0.2JLm

iZI

Fig. 18

Central axis of

O･2jLm

External appearence of finished 3‑D mold

model and it's surface roughness

rotation

に研磨した27).主な研磨条件は磁束密度: 0.5T,研磨工具
The highest place of

の回転数: 1750叩m,加工間隙: 1.4‑2.0mm,送り速

magnetic flux denslty

皮: 10mm/min,どツチ: 0.2mでプラズマ粉末溶融法

によるNbC‑Fe系砥粒を用いて研磨した後,メカニカル

Magnetic abrasive
､

一･･一一

J

アロイングで作製したSiC whisker‑Fe系砥粒を用いて

仕上研磨した.各部分の表面租さは平面でRmaxO.2ノJm,
20R部分でRmaⅩ0.5jLm, 35R部分でRmaxO.2JLm,段差の

10R部分でRmaxO.4ノJmがそれぞれ得られた.研磨に要し
Fig. 17

The model of magnetic finishing of work

with curvature

た時間は約15hrで, SC材に比して時間を要したが,硬さ

の影響によるものであろう.以上の結果は,さらに研磨

効率の向上を図れば自由曲面形状の金型の最終仕上とし
決法としては,円弧の法線方向と回転軸中心を一致する

て磁気研磨法が有用であることを示唆していると思われ

ように研磨し, Rの小さい部分ではそのRに応じた小さ

る.

なRを有する研磨工具を使用して研磨すれば良い.これ

4.2

は5軸のマシニングセンタやロボットを使用すれば可能
である.

図18に切削加工により創製した3次元曲面の形状とそ

プレス用金型材の研磨

プレス用金型では上述したような表面粗さを必要とし
ない場合がある.たとえば自動車用ルーフ金型では深く
絞り込むところ以外はRz1‑3J〃nで使用できると言わ

の研磨後の外観および各部の表面粗さを示すが,形状は

れている.また,ルーフはRがそれほど小さくないので

35Rの曲率を凹凸に組み合わせてこれを2段とし,段差

比較的効率良く研磨できることが期待でき,磁気研磨法

部分は10Rとした.材質はPDS‑5(プラスチックの射出成

が応用しやすい金型形状でもある.プレス用金型に使用

形用の金型として使用されている)の鏡面仕上用でSC材

される材質はFCやFCDが多い.ボールエンドミルで切削

に比してかなり硬い.なお,実際の研磨では3軸制御の

した面を各送り速度で図中の条件により研磨した

NCフライス盤を用いたので,ワーク下方に治具をセッ

FCD55とFC25の外観を図19, 20にそれぞれ示す28)･29).こ

トしてできるだけ法線方向と回転軸中心が一致するよう

の種の材質ではSC材と異なり砥粒直径が大きいほど研
19
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Fig. 21 Outline of magnetic finishing apparatus for

variou feed speed Finishing conditions; abra‑

WC‑Co alloy using Sm‑Co magnet and fin‑

sive: 65vo1.% NbC‑Fe by PPM (6001780JLm),

ished punch

revolution: 1750rpm, gap: 1.4m, weight: 2g,
mag71etic flux density: 1.3T, feed speed; (A):

3mm/min, (B): 6m/min, (C): 9mm/min, (D):
12mm/min (1 pass), rouglmess (RmaX , JLm); 0rigi‑
nal:ll.2, (A):0.8, (B):1.0, (C):1.2, (D):1.6

4.3

超硬パンチの磁気研磨

図21に超硬パンチを研磨した例とその研磨方式の概略
を示す30). 2枚のSm‑Co永久磁石の間に鉄板を挟んで900

の角度を付け,これとパンチとの間隙(約1mm)托希釈
したダイヤモンドペーストと鉄痴(KIP300AS)の混合体

を充填する.その後パンチを1000rpmで回転させて上方

へ一定速度で移動させる.永久磁石を用いているので電
磁石に比して磁束密度は0.3T程度に低下するが,良好に
研磨することができ(RmaxO.1ノJm以下)研磨装置は非常

に簡易である.超硬製のダイスはパンチほど簡単には研
磨できないであろうが,研磨工具や磁石を工夫すること

でパンチの場合と同様に研磨することが可能であると思
われる.
4. 4

非磁性材の磁気研磨

鋼などの強磁性材ではそれ自身が磁化されて磁石にな
るために,砥粒を吸引して加工圧を発生して研磨するこ
Fig. 20

External appearence of finished FC25 with

とができるが,非磁性材では加工圧が発生しないために

various feed speed Finishing conditions; abra‑

研磨効率は強磁性材を研磨する場合に比して極端に低下

sive: 65vol.% NbCIFe by PPM (6001780JLm),

する.しかし,ワークが薄い場合はワーク下方に鉄板を

revolution; 2750rpm, gap: 1. 3 mm, weight: 2g,

置き,厚みがあるワークではワーク下方に磁石を置くこ

mainetic flux density: 1.3T, feed speed; (A):

1mm/min,(B): 3m/min, (C): 5m/min, (D):
10mm/min (1 pass), rouglmess (Rmax ,JLm); 0rigi‑
nal:15.2, (A):0.8, (B):1.0, (C):1.5, (D):1.8

とで研磨可能になる.図22にCu,Al,ガラスおよびSiウェ

ハの研磨後の外観を示す31).いずれもダイヤモンドペー
ストと鉄粉のコンパウンドを用いたが,CuとAlは下方に
Sm‑Co磁石を置き,ガラスとSiウェハでは下方に鉄板を

磨量が得られ,最大研磨量はSC材に比してかなり多い.

置いて研磨している. CuとAlでRmaxO.2JLm,ガラスとSi

20mm/minの送り速度で研磨した際にRz 3 JLm以下をク

ウェハでRmaxO.1〟m以下の表面租さがそれぞれ得られ

1)アしており, 420の研磨工具を用いて10mmピッチで

た.また, Ti板も下方に鉄板を置いてメカニカルアロイ

研磨したとすれば, 1m2辺り2‑3日程度で研磨できる

ングによるSiC whisker‑Fe系破粒を用いてRmaxO.3jLm

計算になる.もちろん工具の大型化を図ればさらに日数

に研磨できることが確認されている32).したがって,非磁

は短縮できる.現在,某自動車メーカーでロボットと磁

性材のワークであっても厚みが比較的薄ければ(数

気研磨法を併用した金型磨きを検討しており,磁気研磨

cm) ,各種非磁性材の非球面形状をNC工作機械やロボッ

法による金型磨きの自動化･無人化が大いに期待できる.
20

トと併用することによって十分研磨可能であろう.
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