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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、２つの直線偏光レーザをその偏光方向が直交するように合波したレ
ーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることを特徴とする切削工具
の製造方法。
【請求項２】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、円偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴と
し、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることを特徴とする切削工具
の製造方法。
【請求項３】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
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　前記レーザとして、ランダム偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを
特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることを特徴とする切削工具
の製造方法。
【請求項４】
　前記レーザの波長が５３２ｎｍまたは３５５ｎｍであることを特徴とする請求項１ない
し請求項３のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項５】
　前記レーザの入射方向に沿って、レーザの焦点位置に対する切削工具材料の相対位置を
調整することにより、前記切刃稜線のホーニング面の曲率を制御することを特徴とする請
求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法。　
【請求項６】
　互いに平行な複数の走査線に沿って前記レーザを走査させると共に、隣接する走査線間
のクロスフィード量を調整することにより、前記切刃稜線のホーニング面の曲率を制御す
ることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法
。
【請求項７】
　前記レーザのビーム径または集光レンズ焦点距離を調整することにより、前記切刃稜線
のホーニング面の曲率を制御することを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか１
項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項８】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、２つの直線偏光レーザをその偏光方向が直交するように合波したレ
ーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることを特徴とする切削工具の製造方法。
【請求項９】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、円偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴と
し、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることを特徴とする切削工具の製造方法。
【請求項１０】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、ランダム偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを
特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることを特徴とする切削工具の製造方法。
【請求項１１】
　前記レーザの波長が５３２ｎｍまたは３５５ｎｍであることを特徴とする請求項８ない
し請求項１０のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項１２】
　前記レーザのパルス幅が１０～８０ｎｓであるパルスレーザであることを特徴とする請
求項１ないし請求項１１のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項１３】
　前記レーザ切断加工を行う際にアシストガスを用いることを特徴とする請求項１ないし
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請求項１２のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項１４】
　前記アシストガスが、窒素またはアルゴンであることを特徴とする請求項１３に記載の
切削工具の製造方法。
【請求項１５】
　前記アシストガスが、酸素または圧縮空気であることを特徴とする請求項１３に記載の
切削工具の製造方法。
【請求項１６】
　前記レーザが、対物レンズにより集光されることを特徴とする請求項１ないし請求項１
５のいずれか１項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項１７】
　光学素子を用いて均一に強度分布されたレーザを用いることを特徴とする請求項１ない
し請求項１６いずれか１項に記載の切削工具の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１ないし請求項１７のいずれか１項に記載の製造方法を用いて製造されているこ
とを特徴とする切削工具。
【請求項１９】
　ダイヤモンドまたはｃＢＮを主成分とする焼結体からなることを特徴とする請求項１８
に記載の切削工具。
【請求項２０】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　偏光方向が直交する２つの直線偏光レーザの合波レーザの発生手段と、
　前記合波レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とするように構成されていること
を特徴とする切削工具の製造装置。
【請求項２１】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　円偏光レーザの発生手段と、
　前記円偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とするように構成されていること
を特徴とする切削工具の製造装置。
【請求項２２】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　ランダム偏光レーザの発生手段と、
　前記ランダム偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とするように構成されていること
を特徴とする切削工具の製造装置。
【請求項２３】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　偏光方向が直交する２つの直線偏光レーザの合波レーザの発生手段と、
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　前記合波レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とするように構成されていることを特徴とする切削工具の製
造装置。
【請求項２４】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　円偏光レーザの発生手段と、
　前記円偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とするように構成されていることを特徴とする切削工具の製
造装置。
【請求項２５】
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　ランダム偏光レーザの発生手段と、
　前記ランダム偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とするように構成されていることを特徴とする切削工具の製
造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイヤモンド等を切削工具材料とした切削工具とその製造方法および製造装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　精密切削加工を行う切削工具は、硬度が高く耐摩耗性に優れたダイヤモンド等を切削工
具材料として用いている。また、逃げ面およびすくい面を有し、逃げ面およびすくい面が
交わる稜線を切刃稜線としている。そして、レーザ切断加工により切断することにより製
造されている（例えば、特許文献１～３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２５１１８号公報
【特許文献２】特開２００４－３４４９５７号公報
【特許文献３】特開２００８－２２９８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の製造方法を用いて製造された切削工具には、表面の平滑さが不十分であ
るので、切断面の表面の粗さが一様ではなく、切削工具としての性能が安定しないという
問題があった。
【０００５】
　このため、切断面の表面が一様に平滑となり、安定した性能を有する切削工具を提供す
ることができる切削工具の製造技術が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明者は、従来の切削工具において、切断面の表面の平滑さが欠けており、表面の粗
さが一様ではない原因につき検討した結果、従来のレーザ切断加工の場合、切断時のレー
ザの走査方向とレーザの偏光方向との関係が、切断面の表面の粗さに影響を与えているこ
とが分かった。
【０００７】
　具体的には、従来、ダイヤモンド、ｃＢＮ、超硬材料などの硬い材料をレーザ切断加工
する場合には、直線偏光レーザで出力するレーザが用いられている。しかし、レーザの走
査方向とレーザの偏光方向との関係を意識して切削していなかったため、レーザの走査方
向が切断面の表面の粗さに影響を与えていた。
【０００８】
　そこで、本発明者は、さらに検討を行った結果、切断面の表面が一様に平滑となり、安
定した性能を有する切削工具を提供できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　即ち、本技術は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、２つの直線偏光レーザをその偏光方向が直交するように合波したレ
ーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴とする切削工具の製造方法である
。
【００１０】
　従来、直線偏光の偏光方向と同じ方向に加工物を走査させて加工する場合と直線偏光の
偏光方向に対し垂直方向に加工物を走査させて加工する場合とで加工精度に差が生じてい
た。ところが、上記のようにレーザの走査方向が、前記２つの直線偏光レーザの偏光方向
が直交するように合波したレーザを加工物に照射することで、走査される加工物の加工に
対して直交した偏光レーザが互いに加工精度を補いあうことで一定の加工精度が得られ、
加工物の走査方向を考慮する必要が無くなり、３６０度いずれの方向に加工物を走査して
も一定の加工精度で加工することができる。
【００１１】
　なお、上記の合波されたレーザは、例えば、２つの直線偏光レーザの内の１つがλ／２
波長板を通過することにより、偏光方向を９０度回転させた後、残る１つの直線偏光レー
ザと合波することにより得ることができる。
【００１２】
　また、本技術は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、円偏光レーザを用いることを特徴とする切削工具の製造方法である
。
【００１３】
　円偏光レーザは、前記した直線偏光レーザや、それを合波したレーザのように、特定の
偏光方向を有していないため、レーザの走査方向の調整が容易になる。しかも、切断面が
一様に適切な平滑さを有する切削工具を製造することができる。
【００１４】
　なお、上記の円偏光レーザは、例えば、前記した合波されたレーザがλ／４波長板を通
過することにより得ることができる。
【００１５】
　また、本技術は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、ランダム偏光レーザを用いることを特徴とする切削工具の製造方法



(6) JP 4976576 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

である。
【００１６】
　ランダム偏光レーザは、前記した直線偏光レーザや、それを合波したレーザのように、
特定の偏光方向を有していないため、レーザの走査方向の調整が容易になる。しかも、切
断面が一様に適切な平滑さを有する切削工具を製造することができる。
【００１７】
　なお、上記のランダム偏光レーザは、例えば、レーザをファイバに入射させて通過させ
た後、コリメータレンズを通して出力させることにより得ることができる。
【００１８】
　上記技術は、
　前記レーザの波長が５３２ｎｍまたは３５５ｎｍであることが好ましい。
【００１９】
　波長が長すぎると、切削工具材料の加工面の熱変質（黒鉛化）層が深くなる恐れがある
。一方、波長が短すぎると、表面吸収が大きくなり加工速度が低下する恐れがある。５３
２ｎｍまたは３５５ｎｍの波長であれば、これらの問題が発生することがなく好ましい。
【００２０】
　なお、これらの波長においても、浅い熱変質層が形成されるが、例えば、デフォーカス
されたレーザを別途照射する等の方法により容易に除去することができる。
【００２１】
　波長が５３２ｎｍのレーザとしてはグリーンレーザが、３５５ｎｍのレーザとしてはＵ
Ｖレーザが挙げられ、特に、グリーンレーザが好ましい。
【００２２】
　また、上記技術は、
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることが好ましい。
【００２３】
　レーザ入射側の切削工具材料の表面とレーザによる切削工具材料の加工面とが交差する
箇所には、ホーニング面が形成されるという知見を得た。このため、レーザ入射側の切削
工具材料の表面とレーザによる切削工具材料の加工面とが交差する稜線を切刃稜線として
効率的に適切なホーニング面を有する切刃を形成することができる。
【００２４】
　また、上記技術は、
　前記レーザの入射方向に沿って、レーザの焦点位置に対する切削工具材料の相対位置を
調整することにより、前記切刃稜線のホーニング面の曲率を制御することが好ましい。
【００２５】
　前記レーザの入射方向における前記レーザの焦点位置に対する前記切削工具材料の相対
位置を調整することにより、切刃稜線のホーニング加工面（ホーニング面）の曲率を制御
することができ、簡単な操作で所望する曲率のホーニング面を得ることができる。
【００２６】
　また、上記技術は、
　互いに平行な複数の走査線に沿って前記レーザを走査させると共に、隣接する走査線間
のクロスフィード量を調整することにより、前記切刃稜線のホーニング面の曲率を制御す
ることが好ましい。
【００２７】
　レーザの強度分布はガウス分布であるため、互いに平行な複数の走査線に沿ってレーザ
を走査させると共に、隣接する走査線間のクロスフィード量（ずれ量）を調整することに
より、切刃稜線のホーニング面の曲率を制御して、容易に所望の曲率のホーニング面を得
ることができる。
【００２８】
　また、上記技術は、
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　前記レーザのビーム径または集光レンズ焦点距離を調整することにより、前記切刃稜線
のホーニング面の曲率を制御することが好ましい。
【００２９】
　切刃稜線のホーニング面の曲率を制御する手段として、前記したレーザの焦点位置に対
する切削工具材料の相対位置の調整や、隣接する走査線間のクロスフィード量の調整の他
に、ビーム径や集光レンズ焦点距離の調整も採用することができるため、制御できるパラ
メータが多くなり、自由度が広くなる。
【００３０】
　また、上記技術は、
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることが好ましい。
【００３１】
　レーザ出射側の切削工具材料の表面とレーザによる切削工具材料の加工面とが交差する
箇所には、ホーニング面は形成されないため、切刃稜線がより鋭利になる。このため、レ
ーザ出射側の切削工具材料の表面とレーザによる切削工具材料の加工面とが交差する稜線
を切刃稜線とすることにより、鋭い切刃稜線を有する切削工具を製造することができる。
【００３２】
　また、上記技術は、
　前記レーザのパルス幅が１０～８０ｎｓであるパルスレーザであることが好ましい。
【００３３】
　レーザ（パルスレーザ）のパルス幅が短すぎると、加工速度が遅くなる恐れがある。一
方、長すぎると、熱変質の領域が大きくなる恐れがある。１０～８０ｎｓのパルス幅であ
れば、これらの問題が発生する恐れがないため好ましい。
【００３４】
　また、上記技術は、
　前記レーザ切断加工を行う際にアシストガスを用いることが好ましい。
【００３５】
　レーザ切断加工を行う際に、アシストガスを用いると、加工を促進することができると
共に、レーザ照射により切削工具材料から飛散した物質がレンズ等に付着することを抑制
することができるため、精度の高いレーザ切断加工を行うことができる。なお、アシスト
ガスは、例えば、ノズルを通してレーザが照射されている部分に吹き付けられる。
【００３６】
　また、上記技術は、
　前記アシストガスが、窒素またはアルゴンであることが好ましい。
【００３７】
　窒素やアルゴンのような不活性ガスは、切削工具材料から気化した物質が対物レンズ等
に付着することを抑制するシールドガスとして優れているため、精度の高いレーザ切断加
工を行うことができる。
【００３８】
　また、上記技術は、
　前記アシストガスが、酸素または圧縮空気であることが好ましい。
【００３９】
　酸素や圧縮空気は、レーザ照射により生成される炭化物と酸素を反応させてＣＯ２を生
成することができるため、切削工具材料に炭化物が付着することを抑制することができる
。
【００４０】
　また、上記技術は、
　前記レーザが、対物レンズにより集光されることが好ましい。
【００４１】
　対物レンズは、通常の凸レンズに比べて焦点距離が短く、集光性が高いため、加工性能
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が向上し、また、焦点深度も浅くできるため、加工表面粗さの精度が向上する。
【００４２】
　また、上記技術は、
　光学素子を用いて均一に強度分布されたレーザを用いることが好ましい。
【００４３】
　レーザの強度分布を均一にする光学素子を用いることにより、レーザビーム側面だけで
なく、切削工具材料（ワーク）に対し垂直にビームを照射して切断加工することができる
。このため、加工できる形状の自由度が広くなる。
【００４４】
　さらに、本技術は、
　上記の製造方法を用いて製造されていることを特徴とする切削工具である。
【００４５】
　前記の通り、一様に平滑な切断面を有する切削工具を提供することができる。
【００４６】
　上記技術は、
　ダイヤモンドまたはｃＢＮを主成分とする焼結体からなることが好ましい。
【００４７】
　高硬度のダイヤモンドやｃＢＮを主成分とする焼結体により形成された切削工具は、切
削工具としての機能、耐久性に一層優れ、本発明の効果を顕著に発揮することができる。
なお、ここでいう主成分とは、ダイヤモンドやｃＢＮが５０ｗｔ％超含有されていること
をいう。
【００４８】
　さらに、本技術は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　偏光方向が直交する２つの直線偏光レーザの合波レーザの発生手段と、
　前記合波レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とする切削工具の製造装置である。
【００４９】
　前記の通り、レーザ偏光方向が直交するように合波させることにより、切断面の表面を
一様に平滑にでき、安定した性能を有する切削工具を容易に製造することができる。なお
、切削工具材料を多軸ステージで保持することにより、より効率的な作業ができる。
【００５０】
　また、本技術は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　円偏光レーザの発生手段と、
　前記円偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とする切削工具の製造装置である。
【００５１】
　前記の通り、円偏光レーザを用いることにより、レーザの走査方向の調整が容易になり
、しかも、切断面が一様に適切な平滑さを有する切削工具を容易に製造することができる
。
【００５２】
　また、本技術は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　ランダム偏光レーザの発生手段と、
　前記ランダム偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とする切削工具の製造装置である。
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【００５３】
　前記の通り、ランダム偏光レーザを用いることにより、レーザの走査方向の調整が容易
になり、しかも、切断面が一様に適切な平滑さを有する切削工具を容易に製造することが
できる。
【００５４】
　本発明は、上記の技術に基づいて発明されたものである。
　本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、２つの直線偏光レーザをその偏光方向が直交するように合波したレ
ーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることを特徴とする切削工具
の製造方法である。
【００５５】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、円偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴と
し、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることを特徴とする切削工具
の製造方法である。
【００５６】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、ランダム偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを
特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とすることを特徴とする切削工具
の製造方法である。
【００５７】
　また、本発明は、
　前記レーザの波長が５３２ｎｍまたは３５５ｎｍであることを特徴とする切削工具の製
造方法である。
【００５８】
　さらに、本発明は、
　前記レーザの入射方向に沿って、レーザの焦点位置に対する切削工具材料の相対位置を
調整することにより、前記切刃稜線のホーニング面の曲率を制御することを特徴とする切
削工具の製造方法である。
【００５９】
　また、本発明は、
　互いに平行な複数の走査線に沿って前記レーザを走査させると共に、隣接する走査線間
のクロスフィード量を調整することにより、前記切刃稜線のホーニング面の曲率を制御す
ることを特徴とする切削工具の製造方法である。
【００６０】
　また、本発明は、
　前記レーザのビーム径または集光レンズ焦点距離を調整することにより、前記切刃稜線
のホーニング面の曲率を制御することを特徴とする切削工具の製造方法である。
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【００６１】
　さらに、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、２つの直線偏光レーザをその偏光方向が直交するように合波したレ
ーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることを特徴とする切削工具の製造方法である。
【００６２】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、円偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを特徴と
し、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることを特徴とする切削工具の製造方法である。
【００６３】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造方法であって、
　前記レーザとして、ランダム偏光レーザを用いて、前記切削工具材料を切断することを
特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とすることを特徴とする切削工具の製造方法である。
【００６４】
　また、本発明は、
　前記レーザの波長が５３２ｎｍまたは３５５ｎｍであることを特徴とする切削工具の製
造方法である。
【００６５】
　さらに、本発明は、
　前記レーザのパルス幅が１０～８０ｎｓであるパルスレーザであることを特徴とする切
削工具の製造方法である。
【００６６】
　さらに、本発明は、
　前記レーザ切断加工を行う際にアシストガスを用いることを特徴とする切削工具の製造
方法である。
【００６７】
　また、本発明は、
　前記アシストガスが、窒素またはアルゴンであることを特徴とする切削工具の製造方法
である。
【００６８】
　また、本発明は、
　前記アシストガスが、酸素または圧縮空気であることを特徴とする切削工具の製造方法
である。
【００６９】
　また、本発明は、
　前記レーザが、対物レンズにより集光されることを特徴とする切削工具の製造方法であ
る。
【００７０】
　また、本発明は、
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　光学素子を用いて均一に強度分布されたレーザを用いることを特徴とする切削工具の製
造方法である。
【００７１】
　さらに、本発明は、
　前記の発明の製造方法を用いて製造されていることを特徴とする切削工具である。
【００７２】
　また、本発明は、
　ダイヤモンドまたはｃＢＮを主成分とする焼結体からなることを特徴とする切削工具で
ある。
【００７３】
　さらに、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　偏光方向が直交する２つの直線偏光レーザの合波レーザの発生手段と、
　前記合波レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とするように構成されていること
を特徴とする切削工具の製造装置である。
【００７４】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　円偏光レーザの発生手段と、
　前記円偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とするように構成されていること
を特徴とする切削工具の製造装置である。
【００７５】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　ランダム偏光レーザの発生手段と、
　前記ランダム偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ入射側の前記切削工具材料の表面と、前記レーザによる前記切削工具材料の加工
面とが交差する稜線にホーニング面を形成して切刃稜線とするように構成されていること
を特徴とする切削工具の製造装置である。
【００７６】
　また、本発明は、
レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する切
削工具の製造装置であって、
　偏光方向が直交する２つの直線偏光レーザの合波レーザの発生手段と、
　前記合波レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とするように構成されていることを特徴とする切削工具の製
造装置である。
【００７７】
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　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　円偏光レーザの発生手段と、
　前記円偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とするように構成されていることを特徴とする切削工具の製
造装置である。
【００７８】
　また、本発明は、
　レーザを走査させることにより切削工具材料を所定形状に切断して切削工具を製造する
切削工具の製造装置であって、
　ランダム偏光レーザの発生手段と、
　前記ランダム偏光レーザを前記切削工具材料に導く光学系と
を備えていることを特徴とし、さらに
　レーザ出射側の前記切削工具材料の下面と前記レーザによる前記切削工具材料の加工面
とが交差する稜線を切刃稜線とするように構成されていることを特徴とする切削工具の製
造装置である。
【発明の効果】
【００７９】
　本発明によれば、切断面の表面が一様に平滑となり、安定した性能を有する切削工具と
その製造方法および製造装置を提供することができる。また、ホーニング加工性に優れた
切削工具を容易に製造する方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施の形態の切削工具の製造装置を模式的に示す図である。
【図２】本発明の実施の形態の切削工具の製造方法におけるレーザの入射側および出射側
の切削工具材料の様子を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態の切削工具の製造方法におけるレーザの走査線とレーザの偏
光方向を示す図である。
【図４】切削工具材料の厚さ方向に対するレーザの焦点の位置を調節することによってホ
ーニング面の曲率を制御する方法を説明する横断面図である。
【図５】クロスフィード量を調節することによって逃げ面の曲率を制御する方法を説明す
る横断面図である。
【図６】レーザのパルス幅と加工性との関係を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００８１】
　以下、本発明をその実施の形態に基づいて説明する。
【００８２】
１．切削工具
　本実施の形態の切削工具は、ボールエンドミルであって、ボールエンドミルの切刃の材
料（切削工具材料）としては、ダイヤモンドおよびｃＢＮ製の切削工具材料が好ましく用
いられる。ボールエンドミルには、複数の切刃が設けられている。なお、切刃は、台座お
よびシャンクにロウ付けされる。
【００８３】
　なお、ダイヤモンドについては、単結晶ダイヤモンド、多結晶ダイヤモンド、気相合成
ダイヤモンド、バインダレス焼結ダイヤモンド等が用いられる。
【００８４】
２．切削工具の製造装置
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（１）切削工具の製造装置の全体構成
【００８５】
　図１は、本発明の実施の形態の切削工具の製造装置を模式的に示す図である。図１に示
すように、切削工具の製造装置１は、偏光方向の異なる直線偏光レーザの合波レーザの発
生手段Ａと、円偏光レーザの発生手段Ｂと、合波レーザＬ３を切削工具材料Ｗに導く光学
系３と、多軸ステージ４と、合波レーザＬ３を構成する一つの直線偏光レーザＬ１（また
はＬ２）の偏光方向とレーザの走査方向とを一致させる制御手段（図示省略）とを備えて
いる。図２中の太線矢印は、レーザの通過経路およびレーザの進行方向を示している。
【００８６】
（２）合波レーザの発生手段
　合波レーザの発生手段Ａは、２つのレーザ発振器２、２Ａと、直線偏光レーザＬ１の偏
光方向を９０°変換するλ／２波長板５とを備えている。
【００８７】
　各レーザ発振器２、２Ａから発せられる各直線偏光レーザＬ１は、電界の方向が直線的
に垂直方向を向いた直線偏光である。また、レーザ発振器２から発せられる直線偏光レー
ザＬ１は、λ／２波長板５を通過することにより、偏光方向が９０度回転して水平方向を
向いた直線偏光のレーザＬ２となる。そして、これらの直線偏光レーザＬ１、Ｌ２を合波
させ、この合波レーザＬ３を光学系３により切削工具材料Ｗに導き、所定の走査速度で切
削工具材料Ｗの切削が行われる。
【００８８】
　なお、直線偏光レーザＬ１としては、本実施の形態では、波長が５３２ｎｍのグリーン
レーザが用いられるが、３５５ｎｍの波長のＵＶレーザを用いることも可能である。また
、レーザ発振器２、２Ａで発生されるパルス幅は、１０～８０ｎｓの範囲内で調整される
。
【００８９】
（３）円偏光レーザの発生手段
　円偏光レーザの発生手段Ｂは、λ／４波長板６と、λ／４波長板６をレーザの光路に進
入、退避自在に配置する図外の機構部を備えており、λ／４波長板６を光路中に進入させ
ることにより、合波レーザＬ３を円偏光させ、この円偏光レーザＬ４を光学系３により切
削工具材料Ｗに導いて切削工具材料Ｗの切削が行われる。
【００９０】
（４）光学系
　光学系３は、ミラー３ａおよび対物レンズ３ｂを備えている。対物レンズ３ｂは、ミラ
ー３で反射されたパルスレーザを集光して、多軸ステージ４に保持された切削工具材料Ｗ
に照射する。
【００９１】
（５）多軸ステージ
　多軸ステージ４は、切削工具材料Ｗの台座部Ｗ１の端部を保持し、レーザを切削工具材
料Ｗに対して任意の位置に任意の方向から照射し、また、レーザ照射中にレーザの照射位
置を走査させるために設けられる。
【００９２】
　例えば、図１に示す５軸の多軸ステージの場合には、切削工具材料Ｗを、Ｘ軸、Ｙ軸、
Ｚ軸方向に並行移動させ、２つの回転軸を中心として回転させながらレーザ切断加工がで
きるようになっている。また、レーザ照射中にＸ軸およびＹ軸方向の並行移動、回転また
はこれらを組み合わせることによりレーザの照射位置を走査させることができる。
【００９３】
　また、Ｚ軸方向に並行移動させることにより、切削工具材料Ｗの厚さ方向（図１では垂
直）のレーザの焦点と切削工具材料３の相対的な位置関係を調節することができる。
【００９４】
（６）アシストガス供給手段
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　切削工具の製造装置１には、アシストガス供給手段（図示省略）が設けられる。具体的
には、例えば、窒素、アルゴン等の不活性ガスや酸素、圧縮空気等のアシストガスを切削
工具材料Ｗのレーザ照射部分（先端部）Ｗ２に吹き付けるノズルとノズルに前記アシスト
ガスを所定の圧力、流量で供給するアシストガス供給装置が設けられる。それにより、レ
ーザ照射により切削工具材料から飛散した物質がレンズ等に付着することを抑制して、精
度の高いレーザ切断加工を行うことができる。
【００９５】
３．レーザ切断加工方法
　次に、切削工具の製造装置１を用いたレーザ切断加工方法について説明する。
【００９６】
（１）切断加工
　図２は、本発明の実施の形態の切削工具の製造方法におけるレーザの走査線とレーザの
偏光方向を示す図である。図２に示すように、四角形状の切刃をレーザ切断加工により製
造する場合には、切削工具材料の表面にレーザを繰り返し往復させながら照射して切削工
具材料を切断する。レーザは、四角形状の輪郭に沿って走査させる。なお、走査速度とし
ては、０．００１～５０ｍｍ／秒が好ましい。
【００９７】
　このとき、合波レーザＬ３の走査方向、すなわち、切削工具材料Ｗの切断方向と、合波
レーザＬ３を構成する一つの直線偏光レーザＬ１（またはＬ２）の偏光方向とが一致する
ように制御する。これにより、四角形状の輪郭の全周にわたって平滑に切断加工すること
ができ、良好な性能の切削工具を製造することができる。なお、図２中の矢印は、切削工
具材料Ｗの切断方向と一致する直線偏光レーザの偏光方向（振動方向）を示す。
【００９８】
（２）ホーニング加工によるホーニング面の曲率の制御
　図３は、本発明の実施の形態の切削工具の製造方法におけるレーザの入射側および出射
側の切削工具材料の様子を示す図である。なお、図３中の下向きの矢印はレーザ入射方向
を示している。図３に示すように、切削工具材料Ｗにレーザを照射することにより、レー
ザ入射側にホーニング面２１が形成される。一方、レーザ出射側ではホーニング面が形成
されないため、稜線が鋭利になる。
【００９９】
　そして、上記のようにレーザ入射側に形成されたホーニング面２１の曲率を制御する方
法としては、デフォーカス量Ｚを調整する方法と、クロスフィード量（ずれ量）を調節す
る方法が用いられる。
【０１００】
（ａ）デフォーカス量Ｚを調整する方法
　この方法は、切削工具材料の厚さ方向に対するレーザの焦点の位置を調節する方法であ
る。図４は、デフォーカス量Ｚを調整してホーニング面２１の曲率を制御する方法を模式
的に示す断面図である。
【０１０１】
　図４に示すように、レーザの焦点位置に対する切削工具材料の相対位置を調整すること
により、切刃稜線のホーニング面２１の曲率を制御することができ、焦点が浅い（例えば
、Ｚ＝＋９．５μｍ）場合には、Ｚ＝０（焦点位置）と比べて曲率半径が小さくなり、焦
点が深い（例えば、Ｚ＝－１０．５μｍ）場合には、Ｚ＝０と比べて曲率半径が大きくな
る。
【０１０２】
（ｂ）クロスフィード量を調節する方法
　この方法は、互いに平行な複数のレーザ走査線の隣接する走査線間のクロスフィード量
（ＣＦ量）を調整することにより、切刃稜線のホーニング面の曲率を制御する方法である
。図５は、ＣＦ量と、ホーニングＲ部の深さ（加工深さ）および幅（加工幅）との関係を
示す図である。図５より、ＣＦ量が１５μｍの場合には、加工深さおよび加工幅はそれぞ
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れ２１μｍおよび１μｍとなる。ＣＦ量が３０μｍの場合には、加工深さおよび加工幅は
それぞれ１２２μｍおよび５５μｍとなる。これから、ＣＦ量の大きさが加工深さおよび
加工幅に大きく反映していることが分かる。
【０１０３】
（３）切刃稜線の選択
　上記のように、レーザ入射側にホーニング面が形成されるため、Ｒのある切刃稜線を形
成する場合には、レーザ入射側を切刃稜線とする。また、レーザ出射側にはホーニング面
が形成されず、切削工具の表面と切断面との稜線が鋭利になるため、鋭利な切刃稜線を形
成する場合には、レーザ入射側を切刃稜線とする。
【実施例】
【０１０４】
（実施例および比較例）
１．切削工具製造装置
　本実施例および比較例においては、図１に示す切削工具製造装置を用いた。レーザ発生
装置には、波長５３２ｎｍ、１４Ｗ、パルス幅２３ｎｓのＱスイッチパルスＹＶＯ４レー
ザ２台を用いた。対物レンズ（集光レンズ）には５倍対物レンズ（ミツトヨ社製、Ｍ　Ｐ
ｌａｎ　Ａｐｏ　Ｎｉｒ　５×　焦点距離４０ｍｍ）を用いた。また、アシストガスには
窒素を用いた。
【０１０５】
２．切削工具材料（切削工具材料）
　切削工具材料には厚さ０．７ｍｍの単結晶ダイヤモンドを用いた。
【０１０６】
３．レーザ切断加工
（１）実施例は、単結晶ダイヤモンドからなる切削工具材料を、円偏光レーザを用いて、
四角形状にレーザ切断加工を行った例である。
【０１０７】
（２）比較例は、単結晶ダイヤモンドからなる切削工具材料を、一つの直線偏光のレーザ
を用いて、四角形状にレーザ切断加工を行った例である。なお、比較例では、四角形状の
一辺部を、レーザの走査方向をレーザの偏光方向に対し垂直方向と一致させて切断し、こ
の一辺部と隣接する他の辺部では、レーザの走査方向をレーザの偏光方向に交差させて切
断した。
【０１０８】
４．加工面粗さの測定
（１）測定方法
　レーザ顕微鏡を用いて実施例および比較例の試料の加工面粗さＲｚ（十点平均粗さ：μ
ｍ）を測定した。
【０１０９】
（２）測定結果
　測定結果を表１に示す。なお、表１においては、レーザの偏光方向に並行な方向をＸ軸
とし、Ｘ軸に垂直な方向をＹ軸としている。
【０１１０】
【表１】

【０１１１】
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　表１から、実施例においては、Ｘ軸方向の加工面、Ｙ軸方向の加工面共に加工面粗さＲ
ｚが充分に小さいことが分かる。なお、実施例、比較例共に、Ｙ軸方向については加工面
粗さＲｚがＸ軸方向のものよりも良くなったのは、レーザ偏光方向（磁場振動面）に対し
、垂直方向（電場振動面）の方が、加工速度が速いためであると考えられる。
【０１１２】
５．レーザのパルス幅と加工性との関係
　次に、レーザのパルス幅を種々変更して、切断面の平滑性との関係を調べた。その結果
、パルス幅が１０～８０ｎｓの場合には、熱変質層の生成が無く、狭くかつ深い加工幅を
形成することができ、平滑性に優れた切断面を形成できることが分かった。
【０１１３】
　図６に、測定結果の一部を示す。図６（ａ）に示すように、出力１２Ｗ、波長５３２ｎ
ｍ、周波数１０ｋＨｚ、パルス幅２０ｎｓのレーザの場合には、狭くかつ深い加工幅が形
成されており、平滑性に優れた切断面を形成することができる。一方、図６（ｂ）に示す
ように、出力５．６Ｗ、波長５３２ｎｍ、周波数６ｋＨｚ、パルス幅９０ｎｓのレーザの
場合には、浅くかつ広い加工幅が形成されているため、平滑性に優れた切断面を形成する
ことができない。
【０１１４】
６．クロスフィード量とホーニング加工性との関係
　次に、レーザ走査線の隣接する走査線間のクロスフィード量を種々変更して、ホーニン
グＲ部曲率（稜線曲率）（計算値）との関係を調べた。その結果、表２に示すように、ク
ロスフィード量が小さくなるに従い稜線曲率が大きくなることが分かった。このことから
、クロスフィード量を調整することにより、切削工具の稜線曲率を調整できることが可能
であることが分かった。
【０１１５】
【表２】

【０１１６】
７．デフォーカス量とホーニング加工性との関係
　次に、レーザ走査線のデフォーカス量を種々変更して、ホーニングＲ部曲率（稜線曲率
）（測定値）との関係を調べた。その結果、表３に示すように、デフォーカス量が大きく
なるに従い稜線曲率が大きくなることが分かった。このことから、デフォーカス量を調整
することにより、切削工具の稜線曲率を調整できることが可能であることが分かった。
【０１１７】
【表３】

【０１１８】
８．レーザビーム径及びレンズ焦点距離とホーニング加工性との関係
　次に、レーザビーム径とレンズ焦点距離を種々変更して、ホーニングＲ部曲率（稜線曲
率）（計算値）との関係を調べた。その結果、表４に示すように、レーザビーム径が小さ
くなるに従い加工稜線曲率が大きくなり、また、レンズ焦点距離が小さくなるに従い加工
稜線曲率が小さくなることが分かった。このことから、レーザビーム径及びレンズ焦点距
離を調整することにより、切削工具の稜線曲率を調整できることが可能であることが分か
った。
【０１１９】
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【０１２０】
　以上、本発明を実施の形態に基づき説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定され
るものではない。本発明と同一および均等の範囲内において、上記の実施の形態に対して
種々の変更を加えることが可能である。
【符号の説明】
【０１２１】
１　　　　　　　　　　　　　切削工具の製造装置
２、２Ａ　　　　　　　　　　レーザ発生装置
３　　　　　　　　　　　　　光学系
３ａ　　　　　　　　　　　　ミラー
３ｂ　　　　　　　　　　　　対物レンズ
４　　　　　　　　　　　　　多軸ステ－ジ
５　　　　　　　　　　　　　１／２λ波長板
６　　　　　　　　　　　　　１／４λ波長板
２１　　　　　　　　　　　　ホーニング面
Ａ　　　　　　　　　　　　　合波レーザの発生手段
Ｂ　　　　　　　　　　　　　円偏光レーザの発生手段
Ｌ１、Ｌ２　　　　　　　　　直線偏光レーザ
Ｌ３　　　　　　　　　　　　合波レーザ
Ｌ４　　　　　　　　　　　　円偏光レーザ
Ｗ　　　　　　　　　　　　　切削工具材料
Ｗ１　　　　　　　　　　　　切削工具材料の台座部
Ｗ２　　　　　　　　　　　　切削工具材料のレーザ照射部分
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