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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークにセンタ穴を形成するためのセンタドリルであって、
　軸線回りに回転される円柱軸状をなす工具本体の先端部に、この工具本体の先端部が錐
面によって切り欠かれるようにして、ｎ角錐（ｎ＞２）状の切刃部が形成されており、前
記錐面は、すべての錐面が前記軸線上の１点において該軸線に等しい角度で交差してこの
交点が前記工具本体における最先端とされるとともに、周方向には互いに等間隔に、かつ
隣接する錐面同士が互いに等しい角度で交差するように配設されており、前記切刃部のな
すｎ角錐の錐面同士が交差してできる稜線が、前記軸線側に凹む凹曲線状とされているこ
とを特徴とするセンタドリル。
【請求項２】
　請求項１に記載のセンタドリルにおいて、
　ワークに形成する前記センタ穴の開口部の直径が１ｍｍ以下に設定されていることを特
徴とするセンタドリル。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ドリルによる穴明け加工に際し、穴位置精度を確保するために設けられるセン
タ穴を形成するセンタドリル、とくに小径のセンタ穴を形成するためのセンタドリルに関
するものである。



(2) JP 4206778 B2 2009.1.14

10

20

30

40

50

【０００２】
【従来の技術】
穴明け加工に用いられるドリルは、先端逃げ面同士の交差稜線としてドリルの軸線方向に
直交するように延びるチゼルエッジを有するために、ワークへの食い付き時に、ドリルの
回転に伴って振れ回り現象が生じることとなり、加工穴を狙った位置へ正確に形成するこ
とができないという問題がある。
このため、高い穴位置精度が必要な加工穴を形成しようとする場合には、例えば、特許文
献１・２に開示されているような先端面にシンニングが施されたドリルを用いて穴明け加
工を行ったり、あるいは、特許文献３に開示されているようなセンタドリルを用いて、ワ
ークの加工穴を形成すべき位置にあらかじめセンタ穴を形成してから、このセンタ穴をガ
イドとしてドリルによる穴明け加工を行うといった方法が採用されている。
【０００３】
前者のシンニングが施されたドリルを用いて穴明け加工を行う場合には、このドリルのシ
ンニングが施された先端面からワークに食い付く、すなわち、ワークに対して小さな部位
で局所的に食い付くことにより、ドリルの振れ回りを防止できるように見える。
しかし、実際には、シンニング面と先端逃げ面との交差稜線に形成される２次切刃（上記
の特許文献１における中心側切刃２６，２８、特許文献２におけるシンニング刃７，７）
のなす先端角が、１５０゜～１６５゜程度と１８０゜に近い値に設定されているため、こ
の２次切刃がワークへの食い付き時に大きく影響してしまい、とくに小径の穴明け加工に
おいては、シンニングの施されていないドリルがそのチゼルエッジからワークに食い付く
ときと同様に振れ回りが生じ、高い穴位置精度を得ることはできないものであった。
【０００４】
また、後者のセンタドリルを用いて穴明け加工の前にあらかじめセンタ穴を形成しておく
場合には、図８に示すようなセンタ穴１がワークＷの表面に形成されることになる。
この従来形状のセンタ穴１は、その内周面が、穴底側に向かうにしたがい一定の傾斜角で
漸次縮径する第１凹円錐面状部分２と、この第１凹円錐状部分２に連なるとともに一定の
内径で断面円形をなして穴底側に凹む底穴部分３と、この底穴部分３に連なるとともに穴
底側に向かうにしたがい一定の傾斜角で漸次縮径する第２凹円錐面状部分４とから構成さ
れる。なお、このようなセンタドリルにおいてもチゼルエッジを有するために、センタ穴
１の最底部、すなわち、第２凹円錐面状部分４の穴底部は平坦な底面５となっている。
そして、このセンタ穴１の第１凹円錐面状部分２に、回転するドリルの切刃部分を沿わせ
るとともに、ドリルのチゼルエッジに対して底穴部分３によって逃げを与えつつ、ドリル
をワークＷに食い付かせることにより、振れ回り現象を生じさせず、高い穴位置精度を得
ようとしているのである。
【０００５】
【特許文献１】
実開平５－２９６１５号公報
【特許文献２】
特開２００１－１０５２２０号公報
【特許文献３】
実用新案登録第２５７９４５２号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のようなセンタ穴１を形成するセンタドリルであってもチゼルエッジ
を有しているため、振れ回り現象が生じてしまって高い位置精度を有するセンタ穴１を形
成することができず、たとえ、ワークＷにあらかじめセンタ穴１を形成したとしても、こ
のような位置精度の不十分なセンタ穴１を用いて穴明けされた加工穴が高い位置精度を呈
することはないのであった。
【０００７】
また、近年においては、より小径のドリルを用いて、より小径の加工穴を形成する必要が
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生じてきており、これにともない、ワークＷにあらかじめ形成しておくセンタ穴も、その
開口部の直径が例えば１ｍｍ以下に設定されているような、より小径のものが要求されて
きている。
すると、上記のような従来形状のセンタ穴１を形成するためのセンタドリルを小径化する
にも製作の面での限界があるので、従来と同じ大きさのセンタドリルを用いて、小径の開
口部を有するセンタ穴を形成することになるが、これによって形成されるセンタ穴１Ａは
、図９に示すように、図８に示すセンタ穴１における第２凹円錐面状部分４と平坦な底面
５とから構成されたものになってしまう。
【０００８】
そして、このようなセンタ穴１Ａをガイドとして小径のドリルによる穴明け加工を施そう
とすると、ドリルのチゼルエッジが、センタ穴１Ａの平坦な底面５に食い付くこととなっ
てしまい、センタ穴の形成されていないワークに食い付く状態と変わらなくなって、振れ
回り現象が生じて高い穴位置精度を得ることができなかった。しかも、センタドリル自体
の振れ回り現象によってセンタ穴１Ａの高い位置精度が得られていないこととも相俟って
、形成される加工穴の穴位置精度のさらなる低下を招いてしまう。
また、ドリルは、小径になるほど工具本体の剛性が低下してその曲がりが生じやすく、振
れ回り現象が顕著になってしまうので、平坦な底面５を有しておらずドリルの振れ回り現
象を抑制できる小径のセンタ穴を形成でき、かつ、センタドリル自体の振れ回り現象も生
じることのないセンタドリルが熱望されていたのである。
【０００９】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、センタドリル自体の振れ回り現象が生じる
ことがなく、かつ、ドリルの振れ回り現象を生じさせることのないセンタ穴を形成するこ
とができるセンタドリルを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決して、このような目的を達成するために、本発明のセンタドリルは、
ワークにセンタ穴を形成するためのセンタドリルであって、軸線回りに回転される円柱軸
状をなす工具本体の先端部に、この工具本体の先端部が錐面によって切り欠かれるように
して、ｎ角錐（ｎ＞２）状の切刃部が形成されており、前記錐面は、すべての錐面が前記
軸線上の１点において該軸線に等しい角度で交差してこの交点が前記工具本体における最
先端とされるとともに、周方向には互いに等間隔に、かつ隣接する錐面同士が互いに等し
い角度で交差するように配設されており、前記切刃部のなすｎ角錐の錐面同士が交差して
できる稜線が、前記軸線側に凹む凹曲線状とされていることを特徴とする。
　このようなｎ角錐状の切刃部においては、逃げ面をなすｎ角錐の錐面が、その先端の一
点で交差することになり、従来のような軸線に直交する方向に延びるチゼルエッジが形成
されることがないので、センタドリル自体の振れ回り現象が生じることがなく、形成され
るセンタ穴の位置精度を低下させてしまうことがない。しかも、このセンタドリルによっ
て形成されるセンタ穴は、その内周面が穴底側に向かうにしたがい漸次縮径していく凹円
錐面状となって、平坦な底面が存在しない。それゆえ、このような平坦な底面がなく高い
位置精度を呈するセンタ穴をガイドとして、ドリルによる穴明け加工を施すことで、ドリ
ルの振れ回り現象を生じさせず、穴位置精度の高い加工穴を得ることができる。
　また、本発明のセンタドリルでは、前記切刃部のなすｎ角錐の錐面同士が交差してでき
る稜線が、前記軸線側に凹む凹曲線状とされている。
　このような構成とすると、ｎ角錐状の切刃部における先端側部分の先端角を小さくする
ことができるので、この切刃部における先端側部分のみを用いてセンタ穴を形成する場合
に、ワークに対する切込み量が多少異なっていたとしても、形成されるセンタ穴の開口部
の直径を所望の値に対して大きく変化させてしまうようなことがなくなる。しかも、この
ように先端側部分の先端角が小さくされた切刃部であっても、工具本体の軸線方向に沿っ
た長さを長くする必要がないので、切刃部の強度を十分に確保することができるとともに
、幅広いサイズのセンタドリルへ適用することもできる。
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【００１２】
さらに、本発明のセンタドリルでは、これを用いてワークに形成する前記センタ穴の開口
部の直径が１ｍｍ以下に設定されている場合であっても、平坦な底面の存在しない凹円錐
面状の内周面を有するセンタ穴を容易に形成することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図１乃至図７を用いて説明する。
本発明の第１実施形態によるセンタドリルの工具本体１１は、図１に示すように、例えば
、超硬合金やハイス鋼などによって形成されて、概ね直径３ｍｍ程度の軸線Ｏを中心とす
る細長い略円柱軸状をなしており、その先端部（図１（ｂ）における左側端部）に切刃部
１２が形成されている。
【００１４】
この切刃部１２は、例えば、円柱状の工具本体１１の軸線Ｏを中心とした正四角錐状（ｎ
角錐状）に凸となるように、この工具本体１１の先端部が４つの平坦な錐面１３…によっ
て切り欠かれるようにして形成されたものである。
したがって、これらの錐面１３…は、すべての錐面１３…が軸線Ｏ上の１点において軸線
Ｏに等しい角度で交差してこの交点１４が工具本体１１における最先端とされるとともに
、周方向には互いに等間隔に、かつ隣接する錐面１３，１３同士が互いに等しい角度で交
差するように配設される。
【００１５】
このため、この周方向に隣接する錐面１３，１３同士が交差してできる稜線１５…も、す
べてが交点１４において軸線Ｏに等しい角度で交差するとともに、周方向には互いに等間
隔に配設されることとなる。なお、これら稜線１５…のうち、軸線Ｏに関して対称に位置
するもの同士の交差角（切刃部１２の先端角）は、このセンタドリルによって形成される
センタ穴をガイドとして用いるドリルの切刃の先端角と同一となるように設定されている
。
また、工具本体１１が円柱状をなしていることから、この第１実施形態では工具本体１１
の外周面と切刃部１２の各錐面１３…との交差稜線部１６が、後端側に凹む楕円弧状を呈
することとなる。
【００１６】
このような構成とされたセンタドリルは、その工具本体１１が軸線Ｏ回りに回転されつつ
（回転方向Ｔ）、軸線Ｏ方向の先端側へ送りが与えられることにより、ワークＷに対して
ｎ角錐状の切刃部１２の最先端に位置する交点１４から食い付いてゆく。
そして、この交点１４に連なる稜線１５…でワークＷを切削するとともに、これら稜線１
５…にて生じる切屑を、周方向で隣接しあう稜線１５，１５同士の間に位置する平坦な錐
面１３…を用いて排出していくことで、図２に示すようなセンタ穴２０を形成するのであ
る。なお、このセンタ穴２０の形成には、センタドリルにおける切刃部１２のすべてを切
削に供させる必要はなく、例えば、切刃部１２における先端側の半分程度をワークＷの切
削に供することによってセンタ穴２０が形成される。
【００１７】
このセンタ穴２０は、その内周面が、穴底側に向かうにしたがい一定の傾斜角で漸次縮径
する凹円錐面状部分２１として形成されており、また、その開口部の直径ｄが例えば１ｍ
ｍ以下の範囲に設定された小径のものである。さらに、凹円錐面状部分２１の傾斜角は、
上述したように軸線Ｏに関して対称に位置する稜線１５…同士の交差角（切刃部１２の先
端角）がドリルの切刃の先端角に合わせた大きさとされていることにより、同じくドリル
の切刃の先端角に合わせた大きさとされる。
ドリルによる穴明け加工を施す際には、ドリルの切刃の先端角に合わせた角度で形成され
たセンタ穴２０の凹円錐面状部分２１に対して、回転するドリルの切刃を沿わせながら、
ドリルをワークＷに食い付かせていくことで、加工穴が形成されていくのである。
【００１８】
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しかるに、上述のような構成とされたセンタドリルによれば、その切刃部１２が、ｎ角錐
状をなして従来のようなチゼルエッジを有していないため、センタドリル自体の振れ回り
現象を生じさせることがなく、高い位置精度を有するセンタ穴２０を形成することができ
る。
そして、このセンタドリルを用いて形成したセンタ穴２０の内周面が、穴底側に向かうに
したがい一定の傾斜角で漸次縮径していく凹円錐面状部分２１として形成されることにな
り、たとえ、センタ穴２０の開口部の直径ｄが１ｍｍ以下の範囲に設定される小径のもの
であっても、平坦な底面の存在しないセンタ穴２０を容易に得ることができる。
【００１９】
それゆえ、このような高い位置精度を呈するセンタ穴２０をガイドとして、ドリルによる
穴明け加工を施すことにより、ドリルの振れ回り現象を抑制することができ、ひいては、
高い穴位置精度を有する加工穴を形成することが可能となる。
なお、センタ穴２０における開口部の直径ｄに関して、本第１実施形態によるセンタドリ
ルが従来のセンタドリルよりも顕著な優位性を確保しようとするならば、この直径ｄが、
０．５ｍｍ以下の範囲に設定されたセンタ穴２０を形成するためのセンタドリルであるこ
とが好ましく、逆に、現時点での技術的な面を考えると、この直径ｄは、０．０５ｍｍ以
上となる。
【００２０】
ここで、上述した第１実施形態では、ｎ角錐状の切刃部１２における錐面１３…がそれぞ
れ平坦とされて、これら錐面１３…同士が交差してできる稜線１５…が直線状をなしてい
るのであるが、このような直線状の稜線１５…を有するｎ角錐状の切刃部１２では、ワー
クＷに対する軸線Ｏ方向への切込み量が少しでも変化すると、このセンタドリルによって
形成されるセンタ穴２０の開口部の外径ｄが所望の値に対して大きく変化してしまうおそ
れがある。
この現象を抑制するためには、切刃部１２の先端角（軸線Ｏに関して対称に位置する稜線
１５…同士の交差角）を小さくすることにより、切刃部１２の回転軌跡がなす外径の、軸
線Ｏに沿った方向での変化傾向を緩やかにすることが有効であると考えられるが、直線状
の稜線１５…を有するｎ角錐状の切刃部１２の先端角を小さくしたならば、この切刃部１
２における軸線Ｏ方向に沿った長さを非常に長くする必要が生じてしまい、切刃部１２の
強度を損ねたり、幅広いサイズを有するセンタドリルへの適用が困難になるという不具合
がある。
【００２１】
ところで、ワークに形成するセンタ穴２０の開口部の直径ｄが１ｍｍ以下（とくに０．５
ｍｍ以下）と小さくなってくると、上述したように、センタ穴２０を形成するセンタドリ
ルの切刃部１２における先端側部分のみがワークＷの切削に供されることとなる。
そのため、開口部の外径ｄが小さいセンタ穴２０を形成する場合には、切刃部１２におけ
る先端側部分の先端角さえ小さくなっていれば、ワークＷに対する軸線Ｏ方向への切込み
量が多少異なっていたとしても、形成されるセンタ穴２０の開口部の直径ｄが所望の値に
対して大きく変化するようなことがない。
【００２２】
このような知見に基づいてなされ、切刃部１２における軸線Ｏ方向に沿った長さを長くす
ることなく、この切刃部１２における先端側部分の先端角を小さくできるものとして、例
えば、図３に示す本発明の第２実施形態によるセンタドリルがあり、これは、ｎ角錐状の
切刃部１２における錐面１３…同士が交差してできる稜線１５…を、径方向内周側（軸線
Ｏに近づく側）に凹む凹曲線状としたものである。また、ｎ角錐状の切刃部１２における
稜線１５…が凹曲線状をなしているため、切刃部１２における錐面１３…も、径方向内周
側（軸線Ｏに近づく側）に凹む凹曲面状をなすことになる。
【００２３】
このセンタドリルでは、凹曲線状をなす稜線１５…における先端側部分については、軸線
Ｏ方向の後端側に向かうにしたがい緩やかに径方向外周側（軸線Ｏから離れる側）へ向か
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って延び、また、凹曲線状をなす稜線１５…における後端側部分については、軸線Ｏ方向
の後端側に向かうにしたがい急激に径方向外周側（軸線Ｏから離れる側）へ向かって延び
るようになっている。
そのため、凹曲線状をなす稜線１５…を有するｎ角錐状の切刃部１２の先端側部分は、そ
の先端角が小さくなっているとともに、軸線Ｏに沿った方向での変化傾向が緩やかになっ
ており、しかも、切刃部１２全体における軸線Ｏ方向に沿った長さが長くなることがない
のである。
【００２４】
したがって、切刃部１２における先端角の小さい先端側部分のみを用いて、センタ穴２０
を形成することにより、ワークＷへの切込み量が多少変化したときでも、形成されたセン
タ穴２０の開口部の外径ｄが所望の値に対して大きく変化するのを抑制でき、加えて、こ
のように先端角を小さくした場合であっても、切刃部１２の軸線Ｏ方向に沿った長さが長
くならないので、切刃部１２の強度を確保できるとともに、幅広いサイズを有するセンタ
ドリルへ適用することができる。なお、第２実施形態によるセンタドリルによって形成さ
れるセンタ穴２０の内周面は、切刃部１２の形状に対応するように、一定の傾斜角を有し
ていない凹円錐面状部分２１となって、ドリルの切刃の先端角には厳密に合わない形状と
なってしまうのであるが、上述したような切刃部１２における先端側部分のみを用いて形
成するような小径のセンタ穴２０の場合には、何ら不具合が生じることはない。
【００２５】
また、上述したようなセンタドリルにおいては、その切刃部１２がなすｎ角錐の形状を、
正四角錐のみに限定することなく、三角錐とすることは勿論、ｎ＝５や６以上の多角錐に
形成したりすることも可能である。
したがって、例えばｎ＝５以上の多角錐状に切刃部１２を形成した場合には、ｎが大きく
なるにしたがい軸線Ｏに直交する断面において切刃部１２の稜線１５を挟んだ隣接する錐
面１３，１３同士の交差角も大きくなるので、切削作用部となるこの稜線１５部分の強度
をより向上させることができ、一層の工具寿命の延長およびこれに伴う加工の安定化・円
滑化を促すことが可能となる。
【００２６】
ただし、このように切刃部１２をなすｎ角錐のｎの数が大きくなりすぎると、稜線１５…
にて生じる切屑を逃がすための役割をもつ錐面１３…とセンタ穴の内周面との間のスペー
スを確保しづらくなって切屑排出性の低下を招くおそれが生じる。
このため、この切刃部１２の強度と切屑排出性との両立を図るには、ｎ＝４～８程度とさ
れるのが望ましい。
【００２７】
また、上述した各実施形態のように、正ｎ角錐状の切刃部１２に限定される必要はなく、
例えば、図４に示す本発明の第３実施形態によるセンタドリルのように、切刃部１２にお
ける稜線１５が周方向で不等間隔に配設されるようにしてもよい。
さらには、ｎ角錐状の切刃部１２における錐面１３，１３同士が交差する稜線１５を、例
えば、図５に示す本発明の第４実施形態によるセンタドリルのように、軸線Ｏ方向の先端
側から見たときに、回転方向Ｔ前方側に凸となる曲線状にする、すなわち、切刃部１２全
体を軸線Ｏ方向の後端側に向かってねじれていくようにしても構わない。
【００２８】
また、上記の各実施形態においては、図６に示す本発明の変形例のように、切刃部１２に
おける軸線Ｏに直交する断面で見たときに、錐面１３…が、径方向内周側（軸線Ｏに近づ
く側）に凹む凹曲面とされていてもよい。
このような凹曲面として錐面１３…を形成したならば、軸線Ｏに直交する断面において隣
接する錐面１３，１３同士の交差角が小さくなって、切削作用部となる稜線１５部分を鋭
利な状態に維持して優れた切れ味を得ることができ、また、稜線１５…でワークＷを切削
したときにこれら稜線１５…にて生じる切屑を排出するための空間を大きく確保できるこ
ととなって、切屑排出性を良好に保つことができる。
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【００２９】
逆に、図７に示す他の変形例のように、切刃部１２における軸線Ｏに直交する断面で見た
ときに、ｎ角錐状の切刃部１２における錐面１３…が、径方向外周側に凸となる凸曲面と
されていてもよい。
このような凸曲面として錐面１３…を形成したならば、軸線Ｏに直交する断面において隣
接する錐面１３，１３同士の交差角が大きくなって、切削作用部となる稜線１５部分の強
度を高めることが可能となる。
【００３０】
また、ここで、ｎ角錐状の切刃部における錐面１３…同士が一点で交差することにより形
成される交点１４に対して、形成するセンタ穴２０の形状に影響を与えない程度の適度な
丸みや微量な面取りを付けることも可能であり、このような構成とすると、比較的強度が
小さくなりがちな交点１４の強度を高めて、安定した加工を継続していくことが可能とな
る。
【００３１】
さらには、少なくとも工具本体１１の先端の切刃部１２を、ダイヤモンド皮膜またはＴｉ
系窒化皮膜などの硬質皮膜によって被覆することで、少なくともセンタ穴の加工に関与す
る部分に、十分な硬度及び耐摩耗性を確実に与えて、長いドリル寿命をばらつきなく安定
して得ることも可能である。
【００３２】
【発明の効果】
本発明のセンタドリルによれば、その切刃部がｎ角錐状を呈し、従来のような軸線に直交
する方向に延びるチゼルエッジを有していないので、センタドリル自体の振れ回りが生じ
ることなく、位置精度の高いセンタ穴の形成が可能になる。しかも、このセンタ穴は、そ
の内周面が穴底側に向かうにしたがい漸次縮径していく凹円錐面状となって、平坦な底面
が存在することがない。
それゆえ、このような高い位置精度を有するとともに平坦な底面の存在しないセンタ穴を
ガイドとして、ドリルによる穴明け加工を施すことで、ドリルの振れ回り現象を抑制する
ことができて、穴位置精度の高い加工穴を得ることが可能となる
【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）は本発明の第１実施形態によるセンタドリルの先端面図、（ｂ）は同セ
ンタドリルの側面図である。
【図２】　図１に示すセンタドリルによってワークに形成されるセンタ穴を示す断面図で
ある。
【図３】　（ａ）は本発明の第２実施形態によるセンタドリルの先端面図、（ｂ）は同セ
ンタドリルの側面図である。
【図４】　（ａ）は本発明の第３実施形態によるセンタドリルの先端面図、（ｂ）は同セ
ンタドリルの側面図である。
【図５】　（ａ）は本発明の第４実施形態によるセンタドリルの先端面図、（ｂ）は同セ
ンタドリルの側面図である。
【図６】　本発明の変形例によるセンタドリルの切刃部の軸線に直交する断面図である。
【図７】　本発明の他の変形例によるセンタドリルの切刃部の軸線に直交する断面図であ
る。
【図８】　従来のセンタドリルによってワークに形成されるセンタ穴を示す断面図である
。
【図９】　従来のセンタドリルによってワークに形成されるセンタ穴を示す断面図である
。
【符号の説明】
１１　工具本体
１２　切刃部
１３　錐面
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１４　交点
１５　稜線
１６　交差稜線部
Ｏ　軸線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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