
2. ダイヤモンド工具

2-1 ダイヤモンド工具について
近代産業の急速な発達、企業合理化の推進等は、ダイヤモンド工具の使用分野、使用量に急激な増大をもたらしました。高速度、

高精度を追求される現代工業において、ダイヤモンド工具は重要な役割を担うものとされております。

1．ダイヤモンドの種類
◦ダイヤモンド原石
　ダイヤモンド原石の選択はダイヤモンド工具の良否を決定する要因のーつであります。

　 ダイヤモンド原石はダイス・バイト・ドリルビット・カタサ試験機圧子用等それぞれの工具に適した原石を使用することが必要で

あります。

フォーミングドレッサー用原石 ドレッサー用原石 伸線ダイス用原石 バイト用原石 かたさ試験機圧子用原石

◦人造ダイヤモンド
　 ダイヤモンドが人造的に作られるようになってからの歴史は新しいですが、今日では、多量の人造ダイヤモンドが工業用に使用

されるようになってまいりました。まだすべてのダイヤモンド工具に利用する域には達しておりませんが、レジンボンドホイール

用、ガラス、タイル、大理石等の加工用には天然ダイヤモンドよりも研削性、寿命等の点において優秀性が認められております。

合成ダイヤモンドパウダー（切断用） 合成ダイヤモンドパウダー（メタルボンド用） 合成ダイヤモンドパウダー（レジンボンド用）

2. ダイヤモンド工具の種類
◦ダイヤモンド・ホイール
　 超硬質合金、セラミック、硝子、その他硬質金属の研削・研磨にダイヤモンドホイールを使用しますと、加工時間の短縮、仕

上げ面精度の向上、工具の寿命の増大に役立ちます。ダイヤモンドホイールにはレジンボンド、メタルボンド等の種類があり、

各ホイールの中にも粒度、集中度等、種々の要素があり使用条件によく適合したホイールを選ぶことが経済的です。

◦面取りホイール
　 自動車用窓ガラス、鏡用ガラス、ケース用ガラス等の面取り及びこばずり加工にダイヤモンドホイールが使用されております。

◦ダイヤモンド・バンドソー・ソー
　 セラミック、大理石、チタン、タングステン、各種ガラス、耐火煉瓦等を早く、正確に、そして無駄なく切断するためにダイ

ヤモンドバンドソーを使用して下さい。

◦ダイヤモンド・力ッテイング・ホイール
　 水晶、ガラス、ゲルマニューム、シリコン、超硬質合金等の切断にダイヤモンドカッテイングホイールをご使用下さい。
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◦ダイヤモンド・バイト
　 ピストン、カメラ部品、時計部品等のアルミ合金及び銅合金の切削にダイヤモンドバイトを使用しますと、極めて高い精度及

び虹目、鏡面等の仕上げ面が得られます。ダイヤモンドバイトの形状は外径用、端面用、内径切削用及びファインボーリング

用等用途によってバイトの刃先形状及び軸の寸法、形状が異なります。

◦レンズ研磨用ダイヤモンドホイール
 光学レンズ、眼鏡、プリズムなどの研磨にダイヤモンドホイールをご使用下さい。ダイヤモンドホイールで研磨加工すれば従

来の砂かけ作業に比べて加工能率及び精度にすばらしい成果が上がります。ダイヤモンドホイールの粒度、大きさ、軸寸法は

使用する機械、レンズの大きさ、仕上げ面精度によって異なります。

◦ダイヤモンド・ドレッサー
 研削といしの使用面のドレッシングに使用するダイヤモンドドレッサーの形状や大きさは、使用される研削盤の種類及び研削と

いしの大きさ、厚さ、粒度、結合度などによって決められます。

3．ダイヤモンドの表示方法
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 ダイヤモンドの種類 粒度 結合度 集中度 結合剤 種類 ダイヤ層（mm）

ダイヤモンドの種類 粒度 結合度 集中度 結合剤 種類 ダイヤ層（mm）
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4．ダイヤモンド・ホイールを効率的に使うために
硬い、研削しにくい材料が増えてくるに従って、ダイヤモンドホイールの役割は多くなり重要になってきております。現存すると

粒の中でダイヤモンドは最も硬く、減りにくいものですが、同時に衝撃にはもろく、欠けたり、砕けたりします。又熱にも弱く、 

600℃位から炭化がはじまります。ダイヤモンドホイールをより効率よく使うためには下記事項を考慮の上ご使用下さい。

1. といし周速度（ホイール外径×3.14×ホイール軸回転数）
　  一般研削といしは高速化時代を迎えて、といし周速度は50m/s以上になってきておりますが、ダイヤモンドホイールについ

てはダイヤモンドと粒の性質上といし周速度を高くすることは必ずしも効率的とはいえません。ダイヤモンドホイールのといし

周速度は作業条件によって異なり、効率に大きい影響があります。適正周速度は一概に設定できませんが、一応次頁の範囲

でご使用されるようお奨めします。
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レジンボンド	 	 	 メタルボンド
　湿式研削  16〜21m/s. 湿式研削 11〜18m/s.

　乾式研削  11〜16m/s. 乾式研削  8 〜11m/s.

即ち乾式研削及び重研削などの場合はといし周速度は遅くして下さい。

2.	切込み量又は研削圧
　  切込み量は多い程能率的といえますが、そのホイールの性能以上の切込み量又は研削圧で使用すると、ホイール寿命（研削比）

を極端に短くします。一応下記の切込み量を基準として使用して下さい。

#100 〜 120 #140 〜 200 #230 以下

0.025mm 0.012mm 0.01mm 以下

3.	左右送り及び前後送り
　  送り速さはといし周速度、切込み量とも関連して決めますが、湿式平面研削のときは、5 〜 10m/min．を標準として使用し

て下さい。なお鋼等との同時研削、継続研削等の場合、カップホイールによる工具研削の場合、乾式工具研削の場合などは

更に送り速さは遅くして下さい。

　  又、平面研削の前後送り量はホイール幅の1/5〜1/10程度にて使用して下さい。

　  切込み量と左右送りと前後送りの三者の積は「ワーク除去率」または「研削量率」などと呼ばれており、ワーク除去率を大

きくすると作業能率は向上しますが研削比は落ちますので注意して下さい。したがって上記の基準値に基づいて被削材の研

削状態及びホイール面のと粒脱落があるかないか、ボンドの焼損がないか等に注意して無理のないホイールの使い方をして

下さい。

　  これらの状態は研削音による判断が一般的であり、研削音の出ている状態をつかむことも現場的には重要でしょう。

4.	研削液
　  研削液は被削材の精度、仕上げ面をよくすると同時に、ホイールの切れ味及び研削比に大きな影響があります。ホイールの

冷却及び洗浄に重点をおいて研削液の種類を選びホイールに直接かかるように有効な量及び注水方法を工夫して使用して下

さい。

　  注水はホイールの台金やワークにかけるより研削点にかける方がはるかに効果的です。

5.	機械精度
　  ダイヤモンドは衝撃にもろくて、欠けたり、砕けたりします。ホイールは軸に対して正確に取り付けることが大切です。又、ス

ピンドルの振れ、振動、送り機構のガタ等には充分注意して整備、補修をして下さい。振れ、振動、ガタ等があると、ダイヤ

モンドと粒が砕けるばかりでなく、ボンドも傷めて割れたり、剥がれたりします。その他ビビリや異状磨耗の原因になります。

6.	目詰まり、振れ
　  ホイールは被削材の切り粉によって、ダイヤモンドと粒切れ刃の自生機能が維持されるのでと粒切れ刃を常に突出させた状態

で軽くご使用下さい。

　  ダイヤモンド面に万一強い力が作用して、と粒の切れ刃が寝たり、ボンドが伸びたような場合には、機械のスイッチを切って

低速になったところでGCステックをホイール面に押しつけて下さい。スイッチを入れたり切ったりしてこの操作を繰り返すと、

少ない目詰まりなら取れます。

　  ダイヤモンドホイールは一応目詰まりしないように設計されておりますので、目詰まりの原因を確かめて、なるべく目詰まりを

しないように使うことが効率を高めることになります。又、ホイールに振れが生じたときはメーカーに修理させた方が無難です。
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ダイヤモンド工具ツルーイングに関わるトラブルの原因と処置

工作物の状況 原　因 処　置

ドレスの中の

音が大きい

 （1）連続音

といしとドレッサーの

アンバランス

ドレッシング抵抗の過大

動バランスを調べる

切り込み速度を遅くする

相対速度を早くする

（2）継続音 駆動装置とスライド面の

剛性不足

ドレッシング抵抗の過大

といしの歪の発生

剛性を調べる

切り込み速度を遅くする

相対速度を早くする

といしフランジの直径を大きくする

といしを厚くする

ビビリの発生 振動 といしとドレッサーのバランスを調べる

といし軸とドレッサーの回転精度を調べる

ドレッサー切り込み装置及び駆動装置の剛性の向上をはかる

研削焼けの発生 冷却液の不足

といしの目詰まり

ワークとといし仕様の不都合

ドレッサー仕様の不都合

冷却液の量とノズルの方向、位置の調査

切り込み速度を早くする

ドレスアウト時間の短縮

ドレス量を大きくする

といしの結合度を軟らかくする

といしの組織を粗にする

ダイヤ密度を粗にする

ダイヤの突出量を調べる

表面粗さが粗い 駆動装置の剛性不足

ドレッシング不適当

冷却液の不足

駆動装置の軸受性を調べる

ドレッサーの回転精度を調べる

ドレッサーのダイヤ突出を調べる

ドレスアウト時間を長くし冷却液の交換

局部的なスジ目 冷却液の不足 冷却液のノズルにゴミが詰まっていないか

ノズルの方向や口数は適当か
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ダイヤモンド工具のドレッシング目立て法

方　法
ツールイング、ドレッシング工具

特　長
形　状 仕　様

遊離と粒を

用いる方法

定盤上でラップする

ドレッシング用定盤

GCと粒＋研削液定盤

材質は鋳鉄又はガラ

ス板

手持ちで実施する場合と自動で行う

場合がある。力ップホイールに限定

される。

ホイールの間隔に

GCと粒を流し込む共摺り法

パウダー GCといし粒#150前後 両頭研削用ホイール等比較的大口

径のホイールのツルーイング、ドレッ

シングで、他に方法がない場合に実

施される。

焼成といしを

用いる

C.A.系

ス
ト
レ
ー
ト
と
い
し

傾斜接触法・連動式 GC又はWAといし

#80〜400

汎用性があり、ツルーイング、ドレッ

シングが同時にできる。連動、駆動

式、いずれも短時間で完了する。

ロールといし 同上 円筒研削盤上で使用され、といし取

付治具以外、特別な装置を必要とし

ない。

角
と
い
し

角といしを削る #60 〜400 のGCス

ティックホイールの粒

度に近いものを選定

手軽に実施でき、ツルーイングとド

レッシングを兼ねる。立軸平面研削

等、力ップ型ホイールのツルーイン

グ、ドレッシングに有効。

スティックをホイール

面に押し当てる

標準

GC220GV

WA220GV

ドレッシングが主体。通常目づまり

が生じた時に使用されGC、WAス

ティックを使い分ける。

軟鋼を

用いる方法

軟鋼板もしくはロールを

研削する

軟鋼板、又は

軟鋼ロール

軟鋼SS41〜S15C ホイール周速等の加工条件は実際に

加工する条件に準ずる。初期には切

込み等の条件をゆるやかに設定し、

目立ての進行とともに実際の使用条

件に近づける。

クラッシュ

ロールを

用いる方法

クラッシュロールを

ホイール面に押し付ける

ロール

SKD-11

GCスティック＃280

特殊メタルボンドとビトリファイドホ

イールの総形成形品に適用される。

高精度の総形成形が可能でドレッシ

ングも同時にできる。




