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単結晶ミクロンダイヤモンド
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Warrenミクロンダイヤモンドは、あらゆるタイプのダイヤモンドを幅広く取り揃えております。50年以上にわたり業界のリーダーで
あり続け、顧客の要望にあった高品位のダイヤモンドを提供し続けております。ダイシング、スライシング、ソーイング、カッティング、
グラインディング、ラッピングおよびポリッシング、特に精密加工が必要な用途において、カスタマイズによるきめ細かな対応は、
市場から定評頂いております。

MBPは、高純度なメタルボンドタイプのプレミアムグレードとなります。特にダイヤモンド焼結体
用途として推奨されます。砥粒表面のみならず結晶内部の不純物量が極端に低く、導電率は1μS
以下となります。MBPは熱に安定で耐衝撃性が高く、これらの特性が要求される用途で適用が可
能となります。

MBP2は、MBPと同等レベルの不純物量ですが、MBPより少し丸みをおびたエッジを有しており
ます。そのため、MBPと比べ充填密度が違ってきます。ダイヤモンド焼結体あるいは、高い衝撃強
度が要求される用途に適しています。

MBMCは、ハイエンドのメタルボンドグレードとなります。ターゲットとなる用途は、精密切削／研
磨、具体的には、ダイシング、スライシング、ソーイング、カッティング、グラインディング、ラッピング
およびポリッシング、特に安定した砥粒形状が求められ、砥粒表面の不純物に非常に敏感な用途
に最適です。他に電子材料の機械加工向けの電着、ビトリファイドボンド工具にも推奨できます。

MBは、ブロッキーでタイトな粒度分布を有し、適度なオーバーサイズ管理が要求される幅広い用
途で推奨できます。個々の砥粒の形状がわずかに異なり、研磨効率および砥粒強度が求められる
ような、グラインディング、ラッピングまたポリッシング用途にて最適です。
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MBAは、ミドルエンドのメタルボンドグレードとなります。コストにシビアでブロードなサイズレン
ジが求められるようなグラインディングあるいはラッピング用途での使用に推奨されます。

MBEは、エコノミーグレードでコストが最優先される場合の選択肢となります。他のメタルボンド
グレードと比較し、砥粒形状が一様ではなく、特にラッピングなどの研磨効率が要求される用途
に適しております。

MRBは、レジンボンドタイプでブロッキーおよびイレギュラーな砥粒からなります。メタルボンドタ
イプよりシャープなエッジを有しており、微少破砕により常に新しい切れ刃が形成され、グライン
ディング、ラッピング、特にフリーカッティングに最適です。MBAと同程度の価格体となります。

単結晶ミクロンダイヤモンド

For more information globally, please visit us at: 
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単結晶ミクロンダイヤモンド　参照表
製品 タイプ1 形状2 エッジ／ 

切れ刃3 オーバーサイズ管理4 粒度分布5 表面洗浄性6

MBP メタル ブロッキー シャープエッジ 高い 中程度 高い

MBP2 メタル 非常にブロッキー ラウンドエッジ 高い タイト 高い

MBMC メタル ブロッキー シャープエッジ 高い タイト 非常に高い

MB メタル ブロッキー シャープエッジ 高い 中程度 高い

MBA メタル ブロッキー シャープエッジ 中程度 中程度 中程度

MBE メタル セミブロッキー シャープエッジ 低い ブロード 低い

MRB レジン セミブロッキー シャープエッジ 低い ブロード 低い

RB レジン セミブロッキー／ 
ブロッキー シャープエッジ 高い 中程度 高い

1. タイプ- レジンあるいはメタルボンドダイヤモンド母材より粉砕をへてミクロンダイヤモンドが精製されます。レジンあるいはメタルは、その合成時に使用される触媒で分類されます。

2. 形状- 一般的により球状に近い形状がブロッキー、より細長い形状がイレギュラー（またはアンギュラー）と呼ばれています。ブロッキーなものは一般的には破砕強度が高く、良好な表面仕上げが期待できます。

3. エッジ-それぞれの砥粒のエッジ（切れ刃）状態について示しております。その用途において、カッティング状態が鍵となる場合、重要な指標となります。シャープなエッジの場合、切れ味の低下がより早くなります。

4. オーバーサイズ管理- ミクロンダイヤモンドを使用する多くのアプリケーションにおいて、またスクラッチが致命的な場合、最も重要なファクターとなります。必要に応じてオーバーサイズ管理の対応が可能です。

5. 粒度分布- 測定原理が違うさまざまな測定装置を使用して測定されます。粒度分布がタイトあるいはブロードの指標となります。タイトな粒度分布が好まれる場合もあればブロードが好まれる場合もあり、用途により求められ
る分布幅が異なってきます。

6. 表面洗浄性- ミクロンダイヤモンドの表面洗浄度の指標となります。表面不純物が多いと、砥石におけるボンドシステム内でのボンドとの相互作用、またスラリーでの分散性に大きく影響し、研磨効率低下の一因となります。

サンゴバン社が提供する超砥粒製品のValue

 50年にもわたるダイヤモンドプロセッサーとしての実績と経験
 最先端の分級技術による粒度分布およびオーバーサイズのコントロール
 ダイヤモンド表面の不純物量を各元素1ppm程度までコントロール可能
 ニッケルおよび銅コートの対応可（グレードにより要相談）
 ナノ～サブミクロンレベル（<20nm）ダイヤモンドの対応可
 ミクロンダイヤについては、0.25から50-60までのサイズを標準的にラインナップ。サイズの個別対応も可能
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