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 the goal is to develop a machining process and cutting tool incorporating biomaterials effective for 
bone regeneration. temperature, mechanical stress, and form are critical parameters in regeneration of 
living tissues such as bone. therefore, the following investigations are under this theme: (1) 
investigation of the influence of cutting temperature and load on bone regeneration by the machining 
process, (2) development of a low power micro-machining process and tools, (3) investigation of 
effective cut shapes for bone regeneration, and (4) development of a biologically compatible micro-
machining system as a bone cutting tool.

1．緒　　言
　骨切除を伴う整形外科領域の手術では，その切除加工
精度は術後成績に大きな影響を与えると言われるが，そ
の一方で，切削工具による骨組織の摩滅や塑性変形のよ
うな機械的損傷あるいは切削熱による骨細胞の壊死のよ
うな熱的損傷も避けねばならない．現在，骨を切除する
工具はボーンソーが主流であるが，加工時の発熱による
骨組織への熱的損傷や切除面の形状精度などの観点か
ら，その欠点を補う新しい加工法に注目する必要があ
る．
　骨切削に関する基礎研究としては，切削抵抗測定の観
点から研究したものが報告されているが1）2）3）4），それ
らは現実の手術における実用的で適切な切除条件を提供
するものではないし，上述のような骨の機械的あるいは
熱的損傷を回避する加工法を提案したものでもない．
　これに対して，熱損傷に関連した切削温度の観点から
の研究がいくつか見られる．まずボーンソーによる加工
で，170～259℃だった加工温度が水冷によって31～
38℃にまで低下したという報告によって、加工部の冷却
が熱損傷の回避に有効であることが示唆された5）．また、
切削温度は骨の密度や測定場所によって多少異なったと
いう報告もある．
　皮質骨の切削では，切り込み厚さが小さいとき（20 

μm以下）には，大きな比切削抵抗をともなって準連続
型の切りくず形態を示すが，切り込み厚さが大きくなる
と，切りくずは脆性き裂を伴った破壊により生成され，
単位除去量あたりの切削抵抗は却って小さくなる傾向に

あることが分かっている6）．そこで本研究では，骨切除
時に工具が皮質骨に衝突して生ずる脆性的破壊の観察と
き裂特性の把握という典型的な切削機構の観点から，き
裂制御型切削法の可能性に注目する．具体的には，オス
テオン組織を顕微鏡下で観察しながら2次元切削現象を
行い，脆性的亀裂の発生形態と骨組織の関係を明らかに
した．大きな切り取り厚さにおいて発生する脆性亀裂は
塑性変形を伴わないで，比切削抵抗が低下するので，そ
の結果として切削温度は上昇しにくくなることが推測さ
れる．従って，積極的に脆性的き裂を発生させ、それを
制御することによって、熱的加工損傷を軽減しながら加
工面粗さを損なわない加工方法が提案できるのではない
かと考えた．

2．骨切除におけるき裂進展制御
2.1	 切削方向におけるき裂進展形態
　脆性破壊だけでき裂型切りくずを生成すると，流れ型
切りくずやせん断型切りくずを生成する切削に比べて比
切削抵抗が低くなることが確認された．これは切削に要
するエネルギーが低いことを意味しているので，被削材
の内部発熱は比切削抵抗の高い場合よりも低くなると推
測される．そこで，意図的にき裂を発生させる切削につ
いて検討するために，力を与えた時の亀裂進展挙動を観
察実験から検討した．図1において（a）は接線方向，
（b）は平行方向，（c）は横断方向に力を加えたときの
き裂の動的観察結果である．
2.2	 き裂進展制御の可能性
　本実験によって，力とき裂長さの間に相関関係が見ら
れたが，骨組織に関連した切削方位によってはその進展
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工具に機械的衝撃を加えて斜め上方向にき裂を生成し
（図b），き裂で囲まれた部分を切りくずとして排出する
（図c）．次工具を斜め下方向に戻し（図d）工具を再び
前に進めて仕上げ面を切込みなしで微細切削して仕上げ
る（図e）．そしてこの加工サイクルを繰り返して骨除去
を完了する．この加工法における工具の動きはフライス
加工におけるカッターブレイドの運動とよく似ており，
例えば，エンドミルカッターのサイドブレイドを利用し
たミリングで実現可能であることが推測される．
　この加工法を検討するに当たって，図3に示すように
仕上げ面に対する工具進行角や，工具すくい角のパラ
メータを適当に決定する必要がある．また，どの方向に
き裂が発生するか，発生したき裂によって過切削となら
ないかを検討する必要がある．そこで，有限要素法を用
いてき裂型切りくずを生じやすい切削条件とその条件下
でのき裂発生方向を予測するとともに，提案手法を適用
した実験を行い，切削抵抗および仕上げ面粗さの点から
この加工原理の有効性を評価した．

4．提案手法を用いた骨切除実験
4.1	 切除挙動
　提案した手法を用いて牛皮質骨をacross directionに
加工した時の切削挙動を図4に示す．この時の実験条 

件は工具すくい角20°，工具進行角15°，工具送り速度3 

mm/sec，切込み深さ100μmである．まず，工作物に適
当な切り込みを与える（図a）．仕上げ面に対して斜め上

方向は大きくばらついた．これはき裂の進展方向は工具
が衝突する場所の骨の組織構造に左右されるのが原因と
考えられる．特に，力を5N以下にすれば，どの方位の
切削においても亀裂の長さを50μm以下に抑えることが
可能であった．この結果は，一度に長い亀裂を発生させ
るのではなく，短いき裂を順々に発生させることで，き
裂を発生させながらその長さと方向を制御した加工を行
うことが可能であることを示唆している．そして短い亀
裂ならば仕上げ面精度を低下しにくいことも推察でき
る．しかしながら，刃先の斜め下方へき裂が進展しやす
いことによる仕上げ面粗さの劣化に配慮しなければなら
ない．そこでこのようなき裂の特性を考慮したき裂制御
型加工法を次節で提案する．

3．き裂進展制御型骨切除法の提案
　皮質骨は脆性的な材料であるために大きな切込におい
て顕著な脆性き裂を発生する．しかもその脆性き裂は断
熱的に発生することが予想されることから，発生する脆
性き裂の大きさや方向を制御することによって温度上昇
を軽減する除去加工が可能だと考えている．高能率切除
を行うためには大きな切込みの切削を行わねばならず，
その場合には，脆性き裂の発生に大きな力が必要とな
る．しかも，必要なレベル以上の加工精度を維持するた
めにはき裂を仕上げ面より下で発生しない制御が望まし
い．通常の切削では、正のすくい角をもつ工具を用いる
と刃先近傍の引張応力によってき裂は刃先斜め下方向に
進展しやすい．そこでこの問題を回避しながら脆性的き
裂の大きさと進行方向を制御するために，き裂制御型加
工法を提案する．
　図2に提案する手法の概念図を示す．まず，工具送り
方向に工具を進め，被削物に切り込みをいれる（図a）．

図２．提案手法．

図３．加工条件．

図１．切削方向によるき裂進展の相違．
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方に工具進行方向をとりながらき裂を発生させる（図
b）．この操作により，き裂の進展に伴い囲まれた領域が
切りくずとして排出される（図c）．この時，切除対象領
域のうち多くの部分が切除される．最後に工具を仕上げ
面と平行に進めることで残領域を削り，仕上げ面を生成
する（図d）．大部分が図cにて排出されているため，こ
のステップの切込みは非常に小さなものとなり，仕上げ
面精度の向上が期待される．
4.2	 工具進行角によるき裂進展の相違
　工具進行角を75°とした場合を図5に示す．図4の場
合と同様に適当な切り込みを与えた後（図a），工具進行
方向に衝撃力を与え，き裂を発生させる（図b，c）．そし
て，残った領域を小さな切込みで仕上げる（図d）．この
方向に加工を行う場合，実質のすくい角は負となり，き

裂の発生方向が図4の場合とは異なる．そこで，有限要
素法を用いてき裂の出現についても検討した．
4.3	 切削方向の違いによる切除挙動の違い
　き裂型切りくずの形状，大きさにおいて各切削方向の
違いが見受けられる．接線方向と軸方向では，斜め下方
向にき裂が発生した後に層板に沿うようにき裂が進展す
る．そのため，接線方向では丸型の切りくずが，軸方向
では大きな切りくずが生成される．横断方向では，オス
テオンを横断するような形でき裂が進展するため，比較
的大きい切りくずが生成される．工具進行角が75 degの
場合，組織方向の違いは接線方向と軸方向では工具進行
角15°の場合と同様の切りくず形態であった．しかしな
がら，横断方向では斜め切削角15°以外ではき裂型切り
くずを生じなかった．
4.4	 提案手法による切削抵抗および仕上げ面精度
　図6は工具進行角と切削抵抗の関係を示す．工具すく
い角は20°で一定である．工具進行角が15°の場合では
引張応力によるき裂型切りくずが支配的であり，大規模
なブロック型切りくずを生じることから除去量あたりの
切削抵抗は小さい．一方，工具進行角が45°を越え，実
質のすくい角が負となると応力場が圧縮になり，き裂が
最大せん断応力方向に発生する．このとき，切削抵抗は
大きくなる．この結果より，同じ工具すくい角でも，圧
縮応力場を利用してき裂型切りくずを生成するよりも，
引張応力場を利用したほうが切削抵抗を低く出来ること
がわかる．一方，加工後の仕上げ面粗さによれば，工具
進行角による有意な差は認められないが，どの条件にお
いても最大高さ粗さが10μm程度であり，骨の機械加工
における要求精度を満たしている．これは，き裂の発生
形態に関わらない．

　最後に，最大表面粗さを切削方法で比較したものを図
7に示す．提案する加工方法において工具進行角が15°

および75°の場合には，表面粗さが約10μm以下となり，

図４．提案手法による骨切除
 （すくい角20°，工具進行角15°，切り込み100μm）

図５．提案手法による骨切除．
 （すくい角20°，工具進行角75°，切り込み100μm）

図６．工具進行角と切削抵抗の関係
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加工条件が同条件であれば加工精度を向上させることが
可能であることが分かる．特に，工具進行角が75°の場
合はそのばらつきも小さい．ただし，切削抵抗に関して
は前述のように工具進行角を15°にとった方が小さくな
る．

5．結　　言
　提案する加工方法は，骨切除の高効率化を図りなが
ら，切削温度と加工負荷の低減による低侵襲化治療を実
現することを目的とする．このことによりこれまでの骨
切除加工の欠点を補うとともに，ボーンソーやエンドミ

ルに代わる次世代の骨切除工具を提案できると考えてい
る．この加工法の主な利点は，き裂を利用することによ
り必要な加工エネルギーを低減することと，工具の送り
方向を適当に選択することで発生したき裂が仕上げ面に
及ぼす影響を小さくすること，および，仕上げ加工の実
切込みが小さくなることで仕上げ面の粗さ精度が向上で
きることである．
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図７．切削方法による最大面粗さの相違


