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(54)【発明の名称】高集中度電鋳工具およびその製造方法

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  電鋳 棒状 体形成治具のなかの型枠と筒状体の間のメッキ金属液に砥粒を分散させ、前記
電鋳 棒状 体形成治具を一定時間で回転と回転振動と静止とを繰り返しながら前記電鋳棒状
体形 成治 具のなかの陰極と陽極との間に通電して、電鋳棒状体形成空間に堆積する砥粒を
メッ キ金 属により固着して電鋳棒状体を製造する回転式電鋳法により形成され、砥粒密度
が３ ５～４ ５体積％である電鋳棒状体を素材として成形加工された高集中度電鋳工具。
【請 求項 ２】
  電鋳 棒状 体形成治具のなかの型枠と筒状体の間のメッキ金属液に砥粒を分散させ、電鋳
棒状 体形 成治具を回転させながら電鋳棒状体形成治具のなかの陰極と陽極との間に通電し
て、 電鋳 棒状体形成空間に堆積する砥粒をメッキ金属により固着して電鋳棒状体を製造す
る回転 式電 鋳法において、前記電鋳棒状体形成治具を一定時間で回転と回転振動と静止と
を繰 り返 しながら通電することで、前記電鋳棒状体形成治具の電鋳棒状体形成空間に堆積
する 砥粒 をメッキ金属により固着して 電鋳棒状体を製造することを特徴とする電鋳棒状体
の製 造方 法。
【請 求項 ３】
  前記 電鋳 棒状体形成空間が真上の位置で前記電鋳棒状体形成治具を一定時間で回転と回
転振 動と 静止とを繰り返しながら通電することを特徴とする請求項２記載の電鋳棒状体の
製造 方法 。
【請 求項 ４】
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  請求 項２ または３ 記載の製造方法により製造した電鋳棒状体を工具素材とし、この工具
素材 を成 形加工して加工用工具とする高集中度電鋳工具の製造方法。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、回転式電鋳法を利用して砥粒集中度の高い電鋳工具を製造する技術に関する
。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  工業 製品 の高集積化、小型化、高性能化に伴い、これらの工業製品を製作するための金
型や 構成 部品も小型化、精密化し、これらの部品類に対する精密加工が増大している。こ
のよ うな 精密加工に使用する工具は、工具自体の寸法が微小で、かつ製造の際に高い寸法
精度 およ び形状精度が要求される。
【０ ００ ３】
  この よう な微小加工用工具として、微小径の鋼製あるいは超硬合金製の棒状シャンクの
先端 部に ダイヤモンド砥粒やｃＢＮ砥粒などの超砥粒を電着により固着した電着工具があ
る。 この 電着工具では、砥粒層を多層に形成しようとすると、メッキ金属層の偏析が大き
くな って 均一な厚さの砥粒層の形成が困難であるうえ、その内部の砥粒の分布も不均一に
なる 。ま た、砥粒層を多層にすると、シャンク本体部と砥粒層形成部の境界部付近の径が
小さ いた めに当該部分の剛性が低下してしまう。このような点を考慮して、従来は微小径
の電 着工 具として単層の砥粒層を形成した工具が使用されてきた。
  しか し、 上記のような微小径電着工具は、シャンクの径が微小であることおよび砥粒層
が単 層で あることから、（ａ）電着時にシャンク先端に電流が集中して正確な形状の砥粒
層の 創成 ができにくい、（ｂ）砥粒の均一安定な電着が難しい、（ｃ）微小径のシャンク
の電 着部 の加工が難しい、（ｄ）砥粒層が単層であるので、工具を工作機械に取り付けた
とき の振 れを除去するツルーイングができない、（ｅ）シャンクの電着部と砥粒層の接合
が弱 く、 使用時に剥離しやすい、（ｆ）工具自体が微小径であるために強度、剛性が小さ
く破 損し やすい、砥粒保持力が不十分で寿命が短い、という問題がある。
【０ ００ ４】
  この よう な問題に対処した電着砥石の製造方法として、基材上に砥粒を沈降させるとと
もに 、通 電メッキをすることにより基板上に微粒の砥粒を多層に高密度でかつ均一に電着
皮膜 を形 成させる方法が、特許文献１、特許文献２に開示されている。
  特許 文献 １、特許文献２に記載の製造方法では、ニッケルメッキ液が一定温度に保たれ
たメ ッキ 浴槽内に配置された基材に、メッキ液内に分散された微粒の砥粒が沈降して堆積
し、 砥粒 が多層に電着された電鋳皮膜が形成される（本明細書においては、この電着方法
を沈 降式 電鋳法という）。この電鋳皮膜を工具材料として成形加工し、微小加工用工具と
する こと ができる。
【０ ００ ５】
  また 、微 小加工用電鋳工具の製造方法が特許文献３に開示されている。
  この 特許 文献３に記載の微小加工用電鋳工具の製造方法は、電鋳棒状体形成治具と陽極
とを メッ キ金属液に浸漬して電鋳法により 電鋳棒状体を製造し、この電鋳棒状体を工具材
料と して 成形加工して微小加工用工具とする方法である。電鋳棒状体形成治具は、メッキ
金属 液槽 内に回転可能に水平配置された棒状の陰極と、この陰極を包囲して陰極とともに
回転 し、 周方向の複数箇所に電鋳棒状体形成空間が形成された非電導体製の型枠と、この
型枠 と同 期回転可能に同型枠の外側に配置され、メッキ金属液が浸透する孔を有する非電
導体 製の 筒状体とを備えた構成としたものである。
  上記 の電 鋳棒状体形成治具のなかの型枠と筒状体の間のメッキ金属液に砥粒を分散させ
、電 鋳棒 状体形成治具を回転させながら電鋳棒状体形成治具のなかの陰極と陽極との間に
通電 して 、電鋳棒状体形成空間に堆積する砥粒をメッキ金属により固着して電鋳棒状体を
製造 する （本明細書においては、この電着方法を回転式電鋳法という）。この電鋳棒状体
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形成 工程 において、砥粒は型枠と筒状体の間のメッキ金属液に分散させるだけであるので
、砥 粒の 使用量は最小限ですみ、また、型枠と筒状体は同期回転しているので、型枠と筒
状体 の間 のメッキ金属液中の砥粒が効率的に電鋳棒状体形成空間に堆積し、緻密な電鋳棒
状体 が形 成される。
【０ ００ ６】
  電鋳 材を 工具材料として成形加工して微小加工用工具を製作する具体的な成形加工方法
とし ては 、特許文献４に開示された方法がある。
  この 成形 加工方法は、電鋳によって製造した工具材料を回転させながらその先端部を所
望の 微小 径を有する回転体形状に成形し、回転体形状に成形した工具材料をドレッシング
して 微小 加工用工具とする方法である。
【特 許文 献１】特開２０００－２５４８６６号公報
【特 許文 献２】特開２００１－１５７９６８号公報
【特 許文 献３】特開２００２－２６４０１９号公報
【特 許文 献４】特開２００２－２６４０１７号公報
【発 明の 開示】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ７】
  特許 文献 ３に記載の回転式電鋳法によって製造される電鋳棒状体は、内部まで砥粒がメ
ッキ 金属 により固着された均質体であるので、それ自体の強度、剛性が高く、同文献およ
び特 許文 献４に記載のような成形加工方法により電鋳棒状体を所定の寸法形状に仕上げ研
削し たり ツルーイングを施したりして微小加工用工具とするのに適している。
【０ ００ ８】
  とこ ろで 、研削工具により平滑な加工面を創成するためには、工具技術の面からは、砥
粒を 微細 化するとともに砥粒集中度を高めることが有効な手段である。ところが、特許文
献３ に記 載の回転式電鋳法は、高い砥粒集中度を安定して得ることが難しいという問題点
があ る。 特許文献１、特許文献２に記載の沈降式電鋳法では砥粒密度が５０体積％（砥粒
集中 度に 換算して２００）程度の電鋳皮膜を得ることも可能であるが、メッキ効率が極め
て低 く、 実用的な製造コストで電鋳皮膜を得ることが困難である。回転式電鋳法の場合は
、電 鋳棒 状体を効率良く製造することができるという利点がある一方で、得られる電鋳棒
状体 の砥 粒密度は最大でも３０体積％（砥粒集中度に換算して１２０）程度であり、安定
して 得ら れる砥粒密度は２０体積％（砥粒集中度に換算して８０）程度以下である。
【０ ００ ９】
  本発 明が 解決すべき課題は、回転式電鋳法により高い砥粒集中度の電鋳棒状体を安定し
て得 るこ とのできる電鋳技術を確立し、耐摩耗性に優れ平滑な研削加工面を創成すること
ので きる 高集中度電鋳工具を得ることにある。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ０１ ０】
  本発 明者 らは、高い砥粒集中度の電鋳棒状体を得ることのできる回転式電鋳法について
鋭意 検討 した結果、電鋳棒状体形成治具を連続的に回転させるのではなく、回転と静止を
組み 合わ せること、または、この断続回転にさらに回転振動を組み合わせることによって
、得 られ る電鋳棒状体の砥粒集中度を高めることができることを確認して、高集中度電鋳
工具 およ びその素材としての電鋳棒状体の製造方法の発明を完成させた。
【０ ０１ １】
  すな わち 、本発明に係る電鋳工具は、 上記回転式電鋳法により形成され、砥粒密度が３
５～ ５０ 体積％である電鋳棒状体を素材として成形加工された高集中度電鋳工具である。
  ここ で、 上記素材としての電鋳棒状体は 、一定時間で回転と回転振動と静止とを繰り返
しな がら 通電することにより形成された電鋳棒状体であることが望ましい。
【０ ０１ ２】
  また 本発 明に係る電鋳棒状体の製造方法は、上記回転式電鋳法において、一定時間で回
転と 回転 振動と静止とを繰り返しながら通電することで、電鋳棒状体形成治具の棒状体形
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成空 間に 堆積する砥粒をメッキ金属により固着して電鋳棒状体を製造することを特徴とす
る。
  上記 の製 造方法により製造した電鋳棒状体を工具素材とし、この工具素材を成形加工す
るこ とに より、砥粒集中度の高い電鋳工具を製造することができる。
【発 明の 効果】
【０ ０１ ３】
  本発 明に 係る電鋳工具は、砥粒密度が３５～５０体積％（砥粒集中度に換算して１４０
～２ ００ ）の電鋳棒状体から成形加工された高集中度電鋳工具であるので、工具表面の連
続切 れ刃 間隔が小さくなり、切り屑が小さくなって、平滑な加工面を創成することができ
、微 小加 工用工具として最適であるとともに、耐摩耗性にも優れた工具となる。また、個
々の 砥粒 に作用する研削抵抗が小さくなり、砥粒が脱落し難くなって、工具の損耗が低減
され る。 とくに、電鋳棒状体形成治具を一定時間で回転と回転振動と静止とを繰り返しな
がら 通電 することにより形成した電鋳棒状体を素材として成形加工した工具は、全体が均
質で かつ 高い砥粒集中度が得られた電鋳棒状 体を素材としているので、工具の使用初期か
ら末 期に いたるまで安定して良好な加工精度を維持することができる。
【０ ０１ ４】
  また 、電 鋳棒状体の製造方法として、電鋳棒状体形成治具を一定時間で回転と静止とを
繰り 返し ながら通電することにより、砥粒密度が３５体積％以上の電鋳棒状体を安定して
製造 する ことができる。電鋳棒状体形成治具を連続して回転させる方法の場合に比べて、
回転 と静 止とを繰り返す断続回転法の場合は、電鋳棒状体形成治具の電鋳棒状体形成空間
が真 上の 位置にきたときに回転を止めると、砥粒が棒状体形成空間の中に沈降し、これに
より 得ら れる電鋳棒状体の砥粒密度が増加する。さらに、断続回転に回転振動を加えるこ
とに よっ て、凝集して沈降している砥粒に振動が与えられて砥粒が再分散され、陰極ある
いは 成膜 した電鋳皮膜の表面と接触する砥粒の数が増えることになり、電鋳棒状体の砥粒
密度 がさ らに増加する。
  この よう にして得られた高集中度の電鋳棒状体を工具素材として工具を製造することに
より 、高 集中度の電鋳工具を得ることができる。
【発 明を 実施するための最良の形態】
【０ ０１ ５】
  沈降 式電 鋳法によって得られる電鋳皮膜を工具素材として使用すれば、砥粒密度が５０
体積 ％程 度の高集中度電鋳工具を製作することも可能ではあるが、電鋳皮膜を製造すると
きの メッ キ効率が極めて低い。これに対し、本発明の断続回転法または回転振動つき断続
回転 法に よる電鋳棒状体の製造方法によれば、従来の沈降式電鋳法に匹敵する砥粒密度の
電鋳 棒状 体を得ることができ、この電鋳棒状体を成形加工すれば高集中度の電鋳工具を得
るこ とが できる。
【０ ０１ ６】
  本発 明に 係る電鋳棒状体の製造方法を実施するための装置としては、特許文献３に記載
のよ うな 回転式の電鋳棒状体製造装置が最適である。装置の詳細な部分についての設計基
準に 特別 な限定条件はないが、基本的な構成要件としては、メッキ金属液槽内に回転可能
に水 平配 置された棒状の陰極と、この陰極を包囲して電鋳棒状体形成空間が形成され、陰
極と とも に回転する非電導体製の型枠と、この型枠と同期回転可能に同型枠の外側に配置
され 、メ ッキ金属液が浸透する孔を有する非電導体製の筒状体とを備えた電鋳棒状体形成
治具 と、 陽極とから構成された装置であることが望ましい。後述する実験においても同様
な基 本構 成の装置を使用している。ただし実験装置では、実験の目的を考慮して電鋳棒状
体形 成空 間の個数は少なくしている。
【０ ０１ ７】
  電鋳 棒状 体の製造に使用するメッキ液および砥粒としては、従来の電鋳あるいは電着に
おい て使 用されるメッキ液および砥粒を使用することができる。メッキ金属としては、硬
質高 強度 金属でかつコストが安く、品質安定性の良好なニッケル、クローム、コバルト、
ある いは これらの合金が適当である。使用する砥粒としては、アルミナ、炭化珪素などの

10

20

30

40

50

( 4 ) JP  4208676  B2  2009.1.14



一般 砥粒 でもよいが、ダイヤモンド砥粒や立方晶窒化硼素砥粒などの高硬度耐摩耗性に優
れる 超砥 粒が最適であり、平均砥粒直径は２～１５μｍが適当である。メッキ液砥粒濃度
（＝ 砥粒 質量／メッキ液質量）は１０～１００質量％の範囲内で、目標とする電鋳棒状体
の砥 粒密 度、他のメッキ条件たとえば陰極電流密度、電鋳棒状体形成治具の回転速度や静
止時 間、 回転振動時間などに応じて最適な濃度を選択する。メッキ液砥粒濃度が１０質量
％よ り低 いと共析する砥粒の密度が低下し、１００質量％より高いとメッキ焼けが生じや
すく なる 。
【０ ０１ ８】
  陰極 電流 密度は１～５Ａ／ｄｍ 2 の範囲が好ましい。陰極電流密度が１Ａ／ｄｍ 2 より低
いと 、メ ッキ焼けは生じ難くなるが、電鋳皮膜の成長速度が遅くなる。一方、陰極電流密
度が ５Ａ ／ｄｍ 2 より高いと、電鋳皮膜の成長速度は速くなるが、極端にメッキ焼けが生
じや すく なる。電鋳棒状体形成治具の回転速度や静止時間、回転振動時間などの最適値は
、後 述す るような実験に基づいて設定するのが実際的である。
【０ ０１ ９】
  電鋳 棒状 体を素材として工具に成形加工する方法は、特許文献３あるいは特許文献４に
記載 の方 法をそのまま応用することができる。
【実 施例 １】
【０ ０２ ０】
  以下 、本 発明者らが行った一連の実験結果に基づいて、高集中度電鋳工具の素材として
の電 鋳棒 状体の製造方法を詳しく説明する。
  図１ は実 験に使用した電鋳棒状体製造装置の概略構成図であり、（ａ）は全体図、（ｂ
）は （ａ ）のＡ－Ａ線断面図である。同図において、１は電鋳棒状体製造用のメッキ液槽
、２ はメ ッキ液槽１内に浸漬された電鋳棒状体形成治具、３は電鋳棒状体形成治具２の周
りに 配置 された陽極、４は電鋳棒状体形成治具２を回転させるためのステッピングモータ
、５ はイ ンターフェースボード、６はパーソナルコンピュータ、７は循環装置、Ｍはメッ
キ液 であ る。
  電鋳 棒状 体形成治具２は、全体がメッキ液槽１内に水平状態に配置され、ステンレス鋼
製棒 状体 の陰極２１と 電鋳 棒状体形成空間２２ａが形成されたアクリル樹脂製の型枠２２
およ び金 属メッキ液は浸透可能で砥粒Ｄは通過しないフィルタ２３ａを有するアクリル樹
脂製 の筒 状体２３がステッピングモータ４に連結されて、回転、静止、回転振動がインタ
ーフ ェー スボード５を介してパーソナルコンピュータ６により回転制御される。
【０ ０２ １】
  電鋳 棒状 体形成治具２が１回転する間に、型枠２２に形成された溝状の電鋳棒状体形成
空間 ２２ ａに入った砥粒Ｄは電着、埋め込み、ならびに再分散されることになり、電鋳棒
状体 形成 空間２２ａ内の砥粒Ｄは析出したメッキ金属により固着されて、電鋳棒状体が得
られ る。 なお、特許文献３に記載された電鋳棒状体製造装置では、型枠の周方向４箇所に
電鋳 棒状 体形成空間が形成されているが、本実験装置では、断続的な回転や静止、回転振
動の 影響 を明確に把握するために、電鋳棒状体形成空間２２ａは１箇所のみとしている。
【０ ０２ ２】
  実験 にお ける電鋳棒状体形成治具２の回転方法は、（１）電鋳棒状体形成治具２を連続
的に 回転 させる方法（以下、連続回転法という）、（２）電鋳棒状体形成治具２を所定の
回転 速度 で一定時間回転させた後、電鋳棒状体形成空間２２ａが真上の位置で電鋳棒状体
形成 治具 ２の回転を止め、通電をしたまま一定時間静止させ、さらに回転と静止を繰り返
す方 法（ 以下、断続回転法という）、（３）電鋳棒状体形成治具２を所定の回転速度で一
定時 間回 転させた後、電鋳棒状体形成空間２２ａが真上の位置で電鋳棒状体形成治具２の
回転 を止 め、通電をしたまま電鋳棒状体形成治具２を一定時間回転振動させ、その後、一
定時 間静 止させ、さらに回転と回転振動と静止を繰り返す方法（以下、回転振動つき断続
回転 法と いう）の３通りである。
  実験 には 、ｐＨを４．６～４．８、比重を１．１９、水温を５５±１℃に設定した光沢
ニッ ケル メッキ液と、砥粒として平均粒径５μｍの白色溶融アルミナ砥粒ＷＡ２５００と
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平均 粒径 ５μｍのダイヤモンド砥粒ＳＤ３０００を用いた。
〔実 験１ 〕
【０ ０２ ３】
  連続 回転 法を用いた場合に得られた電鋳棒状体の砥粒密度とメッキ液砥粒濃度との関係
を電 鋳棒 状体形成治具の回転速度をパラメータとして図２に示す。図中、○印は回転速度
１０ ｍｉ ｎ - 1 、▲印は回転速度５０ｍｉｎ - 1 、□印は回転速度１００ｍｉｎ - 1 の場合を示
す。 使用 した砥粒は白色溶融アルミナ砥粒ＷＡ２５００であり、陰極電流密度は５Ａ／ｄ
ｍ 2 であ る。
  この 実験 で得られた電鋳棒状体の砥粒密度は、２０体積％程度が上限であった。特許文
献３ に記 載の電鋳棒状体製造装置では電鋳棒状体形成空間が４箇所であったのに対し本実
験装 置で は電鋳棒状体形成空間が１箇所のみであるので、その分だけ陰極に電流が流れ難
くな って メッキ焼けが発生しやすくなり、得られる砥粒密度が特許文献３記載の装置の場
合よ り低 くなっている。
〔実 験２ 〕
【０ ０２ ４】
  電鋳 棒状 体形成治具を回転速度１０ｍｉｎ - 1 で５分間回転させ、電鋳棒状体形成空間が
真上 の位 置にきたときに回転を止めて電着を行った場合の、最大メッキ時間と陰極電流密
度と の関 係をメッキ液砥粒濃度をパラメータとして図３の（ａ）に示す。ここで最大メッ
キ時 間と は、電鋳棒状体形成治具の回転を停止してからメッキ焼けが発生するまでの時間
のこ とで ある。図中、○印はメッキ液砥粒濃度１０質量％、▲印はメッキ液砥粒濃度５０
質量 ％、 □印はメッキ液砥粒濃度１００質量％の場合を示す。また、図中の破線で示す曲
線は 、砥 粒を電着させるためにニッケルを砥粒直径の１／３の厚さまで電析させるのに必
要な メッ キ時間を示す。使用した砥粒はＷ白色溶融アルミナ砥粒Ａ２５００である。
  図３ の（ ａ）において、陰極電流密度が２Ａ／ｄｍ 2 の場合、ニッケルを砥粒直径の１
／３ の厚 さまで電析させるためには４分間通電させる必要がある。これに対し、メッキ液
砥粒 濃度 が１００質量％の場合、最大メッキ時間は約９分であった。このことは、砥粒直
径の １／ ３の厚さまでニッケルが電析する間、電鋳棒状体形成治具の回転を停止させて静
止し てい てもメッキ焼けが生じることはないことを表している。
  そこ で、 陰極電流密度を２Ａ／ｄｍ 2 、電鋳棒状体形成治具を５分間回転させた後の静
止時 間を ４分間として断続回転法により電鋳棒状体を試作した。得られた電鋳棒状体の砥
粒密 度と メッキ液砥粒濃度との関係を電鋳棒状体形成治具の回転速度をパラメータとして
図３ の（ ｂ）に示す。図中、○印は回転速度１０ｍｉｎ - 1 、▲印は回転速度５０ｍｉｎ - 1

、□ 印は 回転速度１００ｍｉｎ - 1 の場合を示す。
  図３ の（ ｂ）からわかるように、断続回転法によれば、電鋳棒状体形成治具の電鋳棒状
体形 成空 間が１箇所のみの場合でも、電鋳棒状体の砥粒密度を約３５体積％まで上げるこ
とが でき る。
〔実 験３ 〕
【０ ０２ ５】
  まず 、電 鋳棒状体形成治具の回転と回転振動を組み合わせた実験を行った。電鋳棒状体
形成 治具 を回転速度１０ｍｉｎ - 1 で５分間回転させ、電鋳棒状体形成空間が真上の位置に
きた とき に回転を止め、電鋳棒状体形成治具２を回転振動させながら電着を行った。電鋳
棒状 体形 成治具の回転振動は、ステッピングモータを制御して、回転振動の周波数３６７
Ｈｚ 、振 幅６３μｍの条件で行った。このときの最大メッキ時間と陰極電流密度との関係
をメ ッキ 液砥粒濃度をパラメータとして図４の（ａ）に示す。最大メッキ時間の定義と図
中の メッ キ液砥粒濃度の表示および破線で示す曲線の意味は実験２の場合と同じである。
また 、使 用した砥粒も実験２の場合と同じである。
  この 実験 では、陰極電流密度を１Ａ／ｄｍ 2 まで下げた場合でも、メッキ液砥粒濃度が
１０ ０質 量％の場合にはメッキ焼けが発生した。
  そこ で、 電鋳棒状体形成治具の回転を止めると同時に所定の時間だけ回転振動させた後
、回 転振 動も止めて電鋳棒状体形成治具を静止させる実験を、陰極電流密度を２Ａ／ｄｍ
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2 に 設定 して行った。このときの回転振動時間と最大メッキ時間との関係を図４の（ｂ）
に示 す。 図中のメッキ液砥粒濃度の表示および破線で示す曲線の意味は同図（ａ）の場合
と同 じで ある。この実験の結果、回転振動時間を２分以内に設定すれば、メッキ液砥粒濃
度を 上げ た場合にもメッキ焼けは生じないことが確かめられた。
  この 結果 を基にして、陰極電流密度を２Ａ／ｄｍ 2 、回転振動時間を２分間、静止時間
を２ 分間 に設定して、回転振動つき断続回転法により電鋳棒状体を製造した。得られた電
鋳棒 状体 の砥粒密度とメッキ液砥粒濃度との関係を図４の（ｃ）に示す。なお同図では、
回転 振動 時間が４分間、３分間、１分間の場合も併せて示している。図中、○印は回転振
動時 間４ 分間、▲印は回転振動時間３分間、□印は回転振動時間２分間、●印は回転振動
時間 １分 間の場合をそれぞれ示す。
  図４ の（ ｃ）からわかるように、回転振動つき断続回転法によれば、電鋳棒状体形成治
具の 電鋳 棒状体形成空間が１箇所のみの場合でも、電鋳棒状体の砥粒密度を約４５体積％
まで 上げ ることができる。
〔実 験１ ～３のまとめ〕
【０ ０２ ６】
  連続 回転 法、断続回転法、回転振動つき断続回転法による実験１～３の結果をまとめる
と、 電鋳 棒状体の砥粒密度とメッキ液砥粒濃度との関係は図５のようになる。図中の□印
は連 続回 転法、▲印は断続回転法、○印は回転振動つき断続回転法の場合を示す。
  図５ に矢 印で示すように、電鋳棒状体の砥粒密度は、連続回転法の場合は５～２０体積
％で ある が、断続回転法の場合は２０～３５体積％に向上し、回転振動つき断続回転法の
場合 では さらに３５～４５体積％に向上する。
〔実 験４ 〕
【０ ０２ ７】
  実験 １～ ３に使用した電鋳棒状体製造装置を使用し、砥粒を白色溶融アルミナ砥粒ＷＡ
２５ ００ からダイヤモンド砥粒ＳＤ３０００に変えて、メッキ液砥粒濃度を１００質量％
とし 、電 鋳棒状体形成治具を回転速度１０ｍｉｎ - 1 で５分間回転させ、静止時間を４分間
とし た断 続回転法、および回転振動時間が２分間で静止時間が２分間とした回転振動つき
断続 回転 法により電着を行ったときの、最大メッキ時間と陰極電流密度との関係を図６の
（ａ ）に 示す。図中、○印は断続回転法、▲印は回転振動つき断続回転法を示し、破線は
ニッ ケル を砥粒直径の１／３の厚さまで電析させるのに必要なメッキ時間を示す。この実
験で は、 断続回転法の場合も回転振動つき断続回転法の場合も、陰極電流密度を２Ａ／ｄ
ｍ 2 に設 定すればメッキ焼けは生じないことが確認された。
【０ ０２ ８】
  そこ で、 陰極電流密度を２Ａ／ｄｍ 2 に設定して、断続回転法および回転振動つき断続
回転 法に より電鋳棒状体を製造した。得られた電鋳棒状体の砥粒密度とメッキ液砥粒濃度
との 関係 を図６の（ｂ）に示す。図中、▲印は断続回転法、○印は回転振動つき断続回転
法を 示す 。
  図６ の（ ｂ）に矢印で示すように、電鋳棒状体の砥粒密度は、断続回転法の場合は２０
～３ ５体 積％、回転振動つき断続回転法の場合は３５～４５体積％であり、ダイヤモンド
砥粒 の場 合も白色溶融アルミナ砥粒の場合と同様な結果が得られた。
【０ ０２ ９】
  以上 の実 験結果は、電鋳棒状体形成治具の電鋳棒状体形成空間が１箇所のみの実験装置
を使 用し ての結果であるが、電鋳棒状体形成空間が４箇所の特許文献３に記載の電鋳棒状
体製 造装 置を使用した場合は、本実験装置の場合よりも陰極に電流が流れやすく、メッキ
焼け が生 じ難いので、本実験装置の場合よりも高い砥粒密度の電鋳棒状体を得ることがで
きる 。
【０ ０３ ０】
  電鋳 棒状 体形成空間が４箇所の装置を使用した場合の電鋳棒状体形成治具の具体的な動
作例 は以 下のようになる。
（１ ）電 鋳棒状体形成治具を回転速度５～２１ｍｉｎ - 1 で１０秒間～５分間程度回転させ
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る。 回転 速度と回転時間の組み合わせは、電鋳棒状体形成治具内の砥粒を均一に分散でき
、か つ先 に一旦固着した砥粒が脱落することのない回転速度と回転時間を選択する。
（２ ）あ る一つの電鋳棒状体形成空間が真上の位置にきたときに、電鋳棒状体形成治具の
回転 を停 止する。回転を停止する時間としては、電鋳棒状体形成治具内に浮遊している砥
粒が 最上 部の電鋳棒状体形成空間に沈降するのに十分な時間が必要であり、砥粒の粒径や
形状 によ り異なるが、後述する回転振動時間も含めて２～１０分間程度とするのが望まし
い。
（３ ）回 転を停止した後、電鋳棒状体形成治具を回転振動させ、最上部の電鋳棒状体形成
空間 内に ある砥粒に振動を付与して砥粒の稠密配置を促進させる。電鋳棒状体形成治具の
回転 振動 は、砥粒の粒径や形状により異なるが、先に一旦固着した砥粒が脱落することの
ない よう に、回転振動周波数２００～１０００Ｈｚ程度、振幅３０～１００μｍ程度で、
回転 振動 時間は１０秒間～５分間程度とするのが望ましい。
（４ ）つ ぎに回転振動を停止し、真上の位置の電鋳棒状体形成空間に新たに沈降した砥粒
が固 定さ れるまで、回転振動時間も含めて２～１０分間程度、静止した状態でメッキを行
う。 また この回転振動の過程で、最下部および側方の位置にある電鋳棒状体形成空間では
、上 に載 っている余分な砥粒が遠心力あるいは重力により排出されるので、電流が余分な
砥粒 に遮 断されず、メッキを効率的に行うことができる。
（５ ）そ の後、再び電鋳棒状体形成治具を回転させ、上記（１）～（４）のステップを少
なく とも ３回繰り返す。ステップ（２）での回転を停止する位置は、前回の停止時に真上
の位 置に あった電鋳棒状体形成空間の隣あるいは離れた位置の電鋳棒状体形成空間が真上
の位 置に なるようにする。このようにすることで、４箇所の電鋳棒状体形成空間の全てで
均一 で高 い砥粒密度の電鋳棒状体を得ることができる。
【０ ０３ １】
  実験 １～ ４で得られた電鋳棒状体の砥粒密度の数値を、電鋳棒状体形成空間が４箇所の
電鋳 棒状 体製造装置を使用した場合の砥粒密度の数値に換算すると、連続回転法の場合は
１５ ～３ ０体積％に、断続回転法の場合は３０～４５体積％に、回転振動つき断続回転法
の場 合は ４５～５５体積％となる。
【産 業上 の利用可能性】
【０ ０３ ２】
  本発 明を 、微小加工用工具を中心にして説明してきたが、本発明に係る高集中度電鋳工
具は 微小 加工用に限定されるものではなく、耐欠損性や耐摩耗性が要求される工具全般に
適用 可能 なものである。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０３ ３】
【図 １】 実験に使用した電鋳棒状体製造装置の概略構成図であり、（ａ）は全体図、（ｂ
）は （ａ ）のＡ－Ａ線断面図である。
【図 ２】 実験１の結果を示す図である。
【図 ３】 実験２の結果を示す図である。
【図 ４】 実験３の結果を示す図である。
【図 ５】 実験１～３の結果をまとめて示す図である。
【図 ６】 実験４の結果を示す図である。
【符 号の 説明】
【０ ０３ ４】
  １     メ ッキ液槽
  ２     電 鋳棒状体形成治具
  ３     陽 極
  ４     ス テッピングモータ
  ５     イ ンターフェースボード
  ６     パ ーソナルコンピュータ
  ７     循 環装置
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  ２１     陰極
  ２２     型枠
  ２２ ａ     電鋳棒状体形成空間
  ２３     筒状体
  ２３ ａ     フィルタ
  Ｍ     メ ッキ液
  Ｄ     砥 粒

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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