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価値づくり 

価値づくり 
第 94 期の生産加工・工作機械部門長を務めさせていた

だくことになりました．当部門は，加工，計測，システム

等の生産技術と，それを担う工作機械とその周辺技術に関

する分野に対する研究および技術交流の場として，1991 年

に設立されました．近年の急速な情報化の進展に伴い，製

造業を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で，当部門 
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の役割は，その変化に迅速に対応できる製造技術に関する

情報ならびに，ものづくりの価値を追求し活性化させるき

っかけを提供することにあります． 

従来，製造技術の評価は，製品の品質，コスト，時間に

基づいたもので，良い製品をより安く早く提供することが，

市場を獲得するための課題となっていました．この考え方

は，製品志向からみた価値づくりですが，最近では，イン

ターネットやメディアの活用が市場の制御に欠かすこと

のできないものとなっており，情報技術の効果的利用は，

時として，製造技術そのものの価値より重要視されること

も少なくありません．その一つの潮流として，現在，

Industry 4.0 や IoT の動向が注目されており，製造とビジ

ネスとの融合やネットワーク技術への期待が高まってい

ます．そのため，高度情報化技術によって製造技術の開発  
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に関する時間軸が変わり，開発期間の短縮化が強く望まれ

ている中で，「時間に追われた場当たり的な技術」ではなく，

「広く応用と展開ができ，他に盗まれない確かな技術」を

開発することが重要となってきます． 

まず，「広く応用と展開ができる技術」の開発において

は，「できた，わかった結果」をデータベース化するのでは

なく，「できる，わかるまでの過程」を踏まえたデータベー

スが必要となります．すなわち，開発された一つの技術を

発展させ，他への応用と展開を図るためには，技術のベー

スとなっている物理的・化学的な現象を把握し，それをモ

デル化することが不可欠であり，計算機技術が進歩した現

在、その期待と関心はシミュレーション技術に集まってい

ます． 

次に，「盗まれない技術」の開発では情報セキュリティ

は大変重要な課題ですが，当部門の守備範囲の観点からは，

機械的な要素が主となるハードに基づいた製造技術と工

作機械技術の開発が必要となります．これらの開発におい

ては，材料，トライボロジー，振動，熱，流体，制御等の

横断的で学術的な知識が不可欠です． 

このような情勢の中で，生産加工・工作機械部門は

Manufacturing Engineering だけでなく，Manufacturing 

Science の観点からも，この分野を発展させることを目指

し，今期は，以下のような方針で活動をしていきます． 

(1) 部門活性化 

当部門の登録会員は現在，3,000 名程度ですが，大学

研究機関だけでなく産業界の会員も多く，学術性と実

用性の両者が要求される分野を担っています．そこで，

産学連携を活性化するための「情報交流の交差点」の

場となる体制づくりを目指していきます． 

(2) 部門活動の見える化 

最近では多くの学協会が様々な事業を進めているた

めに，行事に関する情報が氾濫し，当部門が企画する

行事に関して，十分なご案内ができない状況にありま

す．部門のプレゼンスを上げるためにも，当部門が主

催する部門講演会，国際会議，講習会の情報をタイム

リーに配信していきます．すでに予定されている部門

行事の詳細については行事カレンダーをご覧くださ

い．9 月 12～13 日には，九州大学にて日本機械学会

年次大会 1) にて部門企画セッションと部門同好会

があり，10 月 22～23 日には，名古屋大学にて生産加

工・工作機械部門講演会 2)が開催されます．また，来

年 2017 年 11 月 13～17 日には部門が企画す国際会議

Leading Edge Manufacturing in 21st Century 

(LEM21)が広島国際会議場で開催されます．当部門の

分野でご活躍されている会員の皆様には奮ってご参

加頂きたく存じます．さらに最新の情報を提供するた

めに，年に 4 回の技術講習会，中高生対象，大学・大

学院生を対象とした啓蒙講習会を企画しております．

また，大学研究機関の博士課程の学生の学位取得に対

する支援として，掲載までの期間が短い学会誌特集号

の企画を積極的に進めていきます． 

(3) 部門活動の国際化 

製造業の国際化が進んでいる中で，海外での情報発信

と情報収集をさらに活性化する必要があります．その

ためには，学会の部門レベルで国際協力体制の基盤を

築き，情報交流だけでなく人材交流ができるよう，海

外学会との連携が不可欠になります．海外の学会で当

分門と同じ分野で活動をしている組織としては，例え

ば，The American Society of Mechanical Engineers

に Manufacturing Engineering Division3)がありま

す．今期はその先駆け的試みとして，ASME/MED が主

催する Manufacturing Science and Engineering 

Conference (MSEC)において，当部門運営委員によっ

て”Advances in Multi-axis and Multi-tasking 

Machine Tools”のシンポジウムを企画しました．詳

細はホームページ 4)をご覧ください． 

この部門の企画に多くの皆様がご参加くださり，研究お

よび技術開発のきっかけの場，情報交流の場としてご利用

頂ければと存じます．皆様方のご支援，ご指導の程，宜し

くお願い申し上げます． 

1) http://www.jsme.or.jp/conference/nenji2016/

index.html 

2) http://www.scoop-japan.com/kaigi/mmtc/ 

3) https://community.asme.org/manufacturing_en

gineering_division/b/weblog/default.aspx 

4) https://www.asme.org/wwwasmeorg/media/Resou

rceFiles/Events/MSEC/Tracks/4-4-MfgEquip-

Sys-Multi-axis-Multi-tasking.pdf

技術レポート 

切削シミュレーションを利用した 5 軸加工の高効率化 
(株)IHI 佐々木 渉 

 

1.はじめに 

部品の複雑形状化，難加工化が進む一方で，リードタイム

短縮やコスト削減に対する要求はますます厳しくなってい

る．複雑部品の製造における加工現場においては，加工条件

を把握することすら難しく，従来の経験やトライアンドエラ

ーに頼った工程改善・開発は既に限界を迎えている．一方で，

数値解析技術の進歩に伴い，切削加工のシミュレーションは

実用化の初期段階を過ぎ，一般の工程設計においても利用さ

れる段階に入っている．本稿では，その取り組み事例につい

て紹介する． 

 

2.切削加工のシミュレーション技術 

 図 1に，当社における切削加工シミュレーションの使用目

的とソフトウェアを示す．工程開発を 3 段階に整理し，シミ



- 3 - 

No.50 September 2016

ュレーションという言葉を多少広義にとらえている．以降に，

「最適な加工を実現する」工程の開発段階での代表的なシミ

ュレーション技術の適用事例について示す． 

 

2.1 最適な加工を実現する 

複雑な同時 5 軸制御を必要とする加工では，工具と被削

材の姿勢が激しく変化するため，時々刻々と切削条件も変化

することになる．そこで，ProductionModule®（Third Wave 

Systems）を用いて NC プログラムを解析し，工程全体にわた

って切削抵抗値を予測する．図 2に本ソフトウェアの解析の

画面の一例を示すが，コンピュータ画面上に加工の様子と切

削抵抗値のグラフを同時に表示し，動画として確認すること

ができる。複雑形状部品の加工においては，一般には切削力

を一定にすることはできず，極めて瞬間的で過大な変動を伴

う場合がある．過大な切削抵抗は工具破損などの不具合の原

因となるが，従来は，NC プログラムの全体，あるいは，一部

分について，送り速度などの切削条件を下げることで対応せ

ざるを得なかったため，加工時間の増大を招いていた．

ProductionModule は，接線力などの切削抵抗の解析結果を

目的関数として，NC プログラムの１行毎に送り速度を最適

化する機能を有している．この機能により，過大な切削抵抗

が予想される部分についてのみ送り速度を下げることが可

能となり，加工時間の増大を最小限に抑えることができる．

また，一般的には切削抵抗に余裕がある部分も存在し，この

部分については送り速度を上げることができるため，さらに

加工時間を短縮化できる. 

ProductionModuleによる送り速度の最適化技術を，アルミ

のインペラ加工へ適用した事例を紹介する(1)．本事例は６工

程からなる加工であるが，初めに，切削抵抗を解析し，瞬間

的なピーク値を除いた。そのうえで，切削抵抗の最大値の半

分の値を基準目標値として設定し，最適化を行った． 

工程①から③までは，加工時間短縮を主目的とし，基準目

標値による送り速度の最適化を実施し，条件 1とした．工程

④と⑤は，加工精度に与える影響が大きいと予想されたため，

基準目標値をさらに下げた最適化を実施した．また，工程⑥

は取り代が十分少ないため，送り速度を一定とした．工程①

から⑤について，切削抵抗の目標値を上げた 2条件を追加し，

合計 3条件での最適化計算を行った． 

図 3に，各条件における加工時間削減率のシミュレーシ

ョン結果を示す．工程④，⑤においては，切削抵抗の目標

値が低い条件 1において加工時間が増大するが，工程全体

においては，すべての条件において加工時間が短縮できる

と予想された．最も時間短縮効果が大きい条件 3において

試作を行った結果，最適化前の加工条件と比較して，23％

の加工時間短縮が確認できた．さらに，最適化前の切削条

件に比べて，加工精度も向上することが確認された．過大

な切削抵抗を抑制することでワークの逃げを防止し，加工

精度も向上させることができたと考える． 

3.おわりに 

近年，お客様ニーズの多様化，多品種変量生産に加え，新

興国の台頭などにより，短納期，低コスト化への要求がます

ます高まっている．さらなる要求に応えるためには，カイゼ

ンレベルを超えた，革新的な高能率加工技術を開発し，圧倒

的な低コスト化を実現しなければならない． 

その一つの手段として，高度化した要素技術を最大限に有

効利用するため，今後も切削加工シミュレーション技術は重

要な役割を果たすものと考えられる。機械加工をデジタル化

し，暗黙知を形式知に変え，理論，理屈に基づいた現象解明

を行うことにより，試験，試作を減らし，革新的な加工方法

や工具，加工条件の開発を，効率的にスピードをもって進め

ていくことがますます重要になると思われる．  

 

参考文献 

(1) 機械加工シミュレーション技術による高能率加工，

佐々木渉，ほか，IHI 技報 Vol.52 No.3 (2012) 85-88

図 1 切削加工シミュレーションの使用目的とソフトウェア

図 2 ProductionModule®の解析画面の例 

図 3 アルミインペラ加工における加工時間削減率のシミュ

レーション結果 



- 4 - 

No.50 September 2016

技術レポート 

高硬度･脆性材料の微細加工技術 

三菱重工工作機械(株) 後藤 崇之 

 

1．はじめに 

自動車，MEMS，半導体，医療分野を中心に，高硬度材料

や脆性材料を対象とした微細加工のニーズが高まってい

る．三菱重工工作機械(株)では，これらのニーズに応える

ため，小型超精密加工機“μV1”および微細レーザ加工機

“ABLASER”を開発し，微細加工ソリューションをお客様に

提案するべく，様々な高硬度･脆性材料の高精度･高能率微

細加工に取り組んできており，本稿ではその実例とそれら

を実現するための技術を紹介する． 

 

2．小型超精密加工機“μV1” 

高硬度材料や脆性材料を高精度に切削加工するために

は，数μm からサブミクロンレベルの極微小切込みが必要

となる．このような極微小切込みの加工においては，機械

の位置決め精度や熱変位精度，振動といった誤差要因が大

きいと，切り込めない，あるいは切込みが大きくなって工

具が破損するなどの問題が発生する．  

また工具先端の加工点の位置把握，熱変位や振動などの

挙動把握も正確にできないと加工が困難となるため，機上

での測定技術も重要となる．機上の工具測定装置としては，

工具をセンサーに直接接触させて検知する接触式とレー

ザー光を工具で遮ることで検知するレーザー式が一般的

であるが，主軸や工具の熱変位が収束したか否かを把握す

ることができず，測定のタイミングが適切でないと，測定

後に熱変位が発生し，加工誤差となる場合がある． 

これらの解決策として，μV1 では，主軸に転がり軸受を

用い，独自の特殊油潤滑と主軸内部冷却により，高剛性と

高速低振動性を両立させ，低熱変位とサブミクロンレベル

の長時間安定性および繰返し再現性を実現している．また

機械本体には滑り摺動面を採用し，高剛性と高減衰性を持

たせている． さらに機上の測定技術としては，独自に CCD

カメラを用いた“撮像式工具測定システム”を開発し，加

工に使用する回転速度で工具を回転させながら主軸や工

具の熱変位をリアルタイムで測定可能にしている． 

図１はサファイアに対し幅70μmの微細溝を加工した事

例で，単結晶ダイヤモンドのエンドミル工具を用いて切込

み 1μm で加工を行っている．図 2 はダイヤモンド，炭化

ホウ素に次ぐ硬さを持つ SiC を加工したサンプルで，切込

みが 2μmと極微小であったが形状破損も発生せず良好に

加工することができた． 

 

3．微細レーザ加工機“ABLASER” 

 レーザ加工は，金属材料だけでなく脆性材料などの非金

属材料にも幅広く適応可能なことから，様々な分野で応用

が試みられている．特に近年，ピコ秒などの短パルスレー

ザを用いることで，アブレーション(Ablation：蒸発、昇華)

図 1 サファイアの微細溝加工 図 2 SiC の溝加工 

図 3 パーカッション加工 図 4 ヘリカルレーザ加工

図 5 切断面の加工品質の比較 

図 6 各種穴加工事例 

 

図 7 超硬合金微細穴加工 図 8 SiC のくし歯加工 
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加工により高精度で高品位な加工が可能となっている．し

かし，高能率化と高精度・高品位化の両者には二律背反の

問題が指摘されており，この課題の解決が求められている．

そこで，当社ではヘリカルレーザ加工法を採用した微細レ

ーザ加工機を開発しこの課題解決に取り組んでいる． 

 従来，レーザ加工で一般的に用いられているパーカッシ

ョン加工はレーザビームを移動，回転させず同一の場所で

パルスレーザを照射する加工方法である(図 3)．一方，ヘ

リカルレーザ加工は，レーザビームを高速に回転させなが

らパルスレーザを照射し加工する方法である(図 4)．パー

カッション加工とヘリカルレーザ加工により，切断加工を

行い切断面の加工品質を比較した結果が図 5である．パー

カッション加工はレーザの熱影響と思われる再溶融物が

見られるのに対して，ヘリカルレーザ加工は再溶融物の無

い平滑な切断面で，良好なアブレーション加工となってい

ることがわかる． 

また，SCM420(t0.8mm)に最小部φ100μm のストレート穴，

逆テーパ穴，鼓穴を加工した結果を図 6 に示す．ビームの

入射角を制御することにより，従来のレーザ加工では困難

であった任意の形状の穴加工が可能であり，穴内面の加工

面粗さはいずれも Ra0.1μm 以下である．  

図 7 は 超硬合金の板材(t1.2mm)にφ140μm の穴加工を

行った例で，平滑な加工内面と鋭利なエッジ部となってい

る．図 8 は SiC の板材(t1mm)にくし歯加工(溝幅 104μm)を

行った例である． 

 

4．おわりに 

小型超精密加工機“μV1”および微細レーザ加工機

“ABLASER”による高硬度･脆性材料の微細加工技術を紹介

した．今後も更なる技術開発を推進し，新たな微細加工ソ

リューションを市場に提案していく． 

部門講習会･セミナー開催報告 

No.15-163 講習会 

『IoT を活用した次世代モノづくりの最新動向』開催報告 
（株）日立製作所 内海 幸治 

 

2016 年 1 月 20 日（水）に生産加工・工作機械部門企画

の講習会「IoT を活用した次世代モノづくりの最新動向」

を首都大学東京秋葉原サテライトキャンパス会議室にて

開催しました．企業，大学の技術者・研究者 43 名の聴講者

にご参加いただき，大変盛況に開催できました． 

近年，情報通信機器のみならず，様々なデバイス・装置

とセンサーの利用によるモノをインターネットを介して

情報通信を行う，Internet of Things ( IoT) への注目

が集まっております．IoT はモノづくりにおいても，生産

設備の見える化，更にはクラウド環境を用いたスマート化

など大きなインパクトをもたらすことが期待されており

ます．一方，従来のモノづくり方式から大きな変化がある

ことが予想され，モノづくりの観点から見た IoT に対する

知見を深めることが重要です．本講習会では，工場におけ

る IoT 概論や活用事例，工作機械・センサーの開発につい

て，各分野でご活躍の講師の方々より多角的な視点よりご

講演いただきました． 

講演会午前中では，本講習会の基調講演とて，神戸大学 

貝原俊也教授より，「IoT 環境下における 3DP を活用した価

値共創型スマートものづくりの実践～SIP 革新的設計生産

技術分野における一試み～」と題して，SIP（戦略イノベー

ション創造プログラム）のご紹介と，IoV（Internet of 

Value）について顧客価値の新たな創造をご紹介いただき

ました．具体的には，テーラーメード型シューズ設計を目

指したデジタルヒューマンモデリングとリアクティブ 3D

プリンタの開発と，その連携について解説いただきました．

IoT とモノづくりの組み合わせによる，今後の顧客価値創

造のあり方と重要性について具体例をご講演いただき，非

常に興味深い内容をご解説いただきました(図 1)． 

昼食後，午後の講演からは，各企業の最前線で技術開発・

ご研究をされている4名の講師の方よりご講演をいただき

ました．初めに，㈱日立製作所 勝村義輝氏より， 

「生産システム設計からみた IoT 時代のモノづくり」と題

して，IoT の最近の潮流と，生産シミュレーションに関し

てご講演いただきました．更に，IoT による生産データ収

集や，収集データに基づく生産シミュレーションの実施例

と効果についてご紹介いただきました．生産の根底となる

重要な生産性設計を行う技術であるとともに，IoT との連

携がますます重要となる昨今において，貴重なご講演をい

ただきました． 

続いて，三菱電機（株）古澤康一氏より，「工場見える化

技術「e-F@ctory」という内容で，諸外国の動向と，FA 統

合ソリューションe-F@ctoryのコンセプトおよび技術概要

をご解説いただきました．更に，装置からデータを取得す

るための開発製品やその活用方法についてご紹介いただ

きました． 

午後の講演中盤では，DMG 森精機（株）藤嶋誠氏より「工

作機械メーカの IoT に対する取り組み」と題しまして，

Industrie4.0 に関連した工作機械メーカを取り巻く環境

と対応技術のご講演をいただきました．ご講演の中で，遠

隔保守サービス，工作機械のセンシング技術の開発と今後

の展望についてご紹介があり，大変興味深い内容をご講演

いただきました． 

講演の最後は，モノワイヤレス（株）奥村成吾氏より，

「TWE-Lite（トワイライト）で簡単 IoT クッキング」と題

しまして，「モノ」を無線でつなぐセンシング技術について

ご講演をいただきました．小型かつ組み込みが容易な無線

モジュールのご紹介と，これを活用したセンシングデバイ

スの活用事例や通信特性などご紹介いただき，センシング

方法について学ばせて頂きました． 
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全体を通じて，聴講者全員が講演中の内容に熱心に耳を

傾け，重要な部分について真剣にメモを取っており，活気

のある講習会となりました(図 2)．また，各ご講演の後に

は，質疑応答での活発な議論がなされ，ご講演者と聴講者

とが一体となり技術を議論した実りの多い講習会となり

ました．ご多忙な中，ご講義をいただきました講師の皆様

には改めて御礼申し上げます．

 
図 1 神戸大学 貝原教授による基調講演の様子 

 
図 2 講演会の様子

部門講習会･セミナー開催報告 

No.15-171 講習会 

『次世代自動車の実現に貢献する生産・加工システム』開催報告 
（株）デンソー 小野 敏英 

 

2016 年 2 月 26 日（金）に生産加工・工作機械部門企画の

講習会「次世代自動車の実現に貢献する生産・加工システム」

を日産自動車㈱追浜工場ゲストホールにて開催しました．企

業，大学の技術者・研究者 19 名の聴講者にご参加いただき，

盛況に開催できました． 

今後，新興国を中心に車の保有台数は飛躍的に増加すると

考えられており，2050 年には車の保有台数は，現状の 7億

台から 20 億台に増加するとも言われています．またエネル

ギー問題や CO2 に関わる環境問題，交通事故や渋滞などと

いった課題に対し，電気自動車をはじめとした次世代自動車

が普及してくると考えられます．更に製造技術に関しても，

従来の機械加工を中心とした製造技術の進化のみならず，バ

ッテリーなどに代表される新しい部品の新しい製造技術も

期待されます．本講習会では，今後の自動車の発展に繋がる

製造技術の最新動向に関して，各分野でご活躍の講師の方々

にご講演いただきました． 

最初に，本講習会の基調講演として，京都工芸繊維大学 

太田稔教授により，「これからの自動車産業に期待される生 

産加工技術」と題し，現状の自動車産業全体を俯瞰しながら，

パワートレインを中心に，今後の自動車技術と加工技術の進

化に関する方向性を解説いただきました．内燃機関では高圧

化対応によりこれまで以上の超精密加工や表面への微細形

状付与が求められ，ハイブリット／電動システムでは電池や

モータが主役となることから電気部品加工や実装技術を必

要とする加工に移行することをお話いただきました．更に，

こうした分野の研究開発はスピードとオリジナリティを持

って早く回すことが競争力に繋がることから，開発・試作段

階で活用が期待される超多機能立工程集約複合加工機を併

せてご紹介いただきました． (図 1)． 

次に，日産自動車㈱秦野正治氏より，「リチウムイオン電

池用高容量材料とその生産技術」と題し，ＥＶ普及の主要課

題である“航続距離延長”に向けた電池材料について最新の

話題をご講演いただきました．リチウムイオン電池の「エネ

ルギー密度向上」と「機械的・化学的な安定」を両立する材

料としてアモルファスシリコンを取り上げ，量産生産技術と

品質保証の取り組みをご紹介いただきました． 

続いて，東レ㈱平野啓之氏より，「炭素繊維複合材料の開

発と工業化」と題し，複合材料の特長と活用ポイントを説明

いただきました．炭素繊維と樹脂から構成される複合材料で

は，材料形態や加工工程により繊維の異方性・部位ごとの機

械特性が決まることから，材料・製品形状・製造工程を一体

化させたエンジニアリングの重要性について電子機器筐体

を事例に判り易く説明いただき，炭素繊維複合材料の活用に

向けた理解を深めることができました． 

昼食後，午後の講演は，㈱デンソー大野哲生氏より「部品

競争力強化に向けた同期一貫生産システムの開発」と題し，

内製加工機による部品加工ラインでの同期直結の取り組み

事例を紹介いただきました．内製加工機の開発では設備のム

ダ取りだけでなく，加工原理まで遡ったアイデア抽出～量産

ライン適用までの活動も紹介いただき，技術だけでなく，活

動の進め方という点でも興味深い内容でした． 

次にＤＭＧ森精機㈱大岩一彦氏から「自動車分野の高生産

性に寄与する切削加工機」と題し，欧州と日本の切削加工機

に見られるトレンドの差異や高効率化を実現するための同

社の取り組みについて講演いただきました．複合機を代表と

する高効率加工の考え方や最新の設備技術を多くの事例を



- 7 - 

No.50 September 2016

交えながら詳しく紹介いただきました． 

最後の講演は，ＪＸエネルギー（株）柴田潤一氏より，「セ

ミドライ加工の実用性能と作用メカニズム」と題し，油剤組

成と加工データに基づくニアドライ加工(極微量切削油給

油)の有効性とメカニズムについて紹介いただきました．今

回紹介いただいた生分解性ポリオールエステルは環境適合

性を有しながら，酸素との化学反応により金属表面での高い

潤滑効果が得られることを示唆いただき，量産適用拡大に向

けた理解を深めることができました． 

講演の途中には，日産自動車㈱追浜工場の敷地内にある専

用埠頭や自動車生産工場を見学しました(図 2）．自動車組立

ラインでは受注の順番に生産する「受注生産」で，電気自動

車も他のガソリン車も同一ラインで混流しながら生産され

ており，部品選択や識別，部品を取りに行く歩行といった無

駄を省くため考案された「KIT 供給」も本工場から世界中の

工場へ展開されているとのことでした． 

全体を通じて，聴講者の皆様が講演中・見学中とも熱心に

耳を傾け，メモを取るなど真剣に取り組まれていました．ま

た，各ご講演の後には，多くの質疑応答や活発な議論がなさ

れ，実り多い講習会となりました．講習会の開催にあたり，

関係者の方々には多大なご協力をいただきました．ご多忙な

中，ご講義をいただきました講師の皆様には改めて御礼申し

上げます．

 
図 1 京都工芸繊維大学 太田教授による基調講演の様子 

 
図 2 参加者の皆様との記念撮影

優秀講演論文賞 

High-sensitive optical measurement of fine particulate defects on Si wafer surface with liquid probe 
東京大学  

橘 一輝，道畑 正岐，高増 潔，高橋 哲 

 

近年の超平滑面加工技術の進展により，製造プロセスに

おいて超平滑面表面の微小欠陥評価の重要性がますます

高まっています．特に半導体製造分野では現在，20nm を下

回るサイズのラインアンドスペース構造を持ったデバイ

スの製造も行われており，基板上に nm スケールの異物が

存在するだけで製造歩留まりに大きな影響を与えてしま

うため，製造プロセス中で適用可能な基板上ナノ異物検出

手法が強く求められています．従来，高速計測性，リモー

トセンシング性，非破壊性といった特性を持った光学的な

検出手法が有力であると考えられており，その中でもレー

ザーで基板上を走査し，異物による散乱光を検出する手法

が広く適用されてきました．しかし異物の粒径が小さくに

なるにつれて散乱光は急激に弱くなる特性を持っており，

約 20nm を下回る異物からの散乱光は基板からの背景ノイ

ズに埋もれ，検出が不可能であるという物理的限界が存在

しています．そこで本研究では，液体をプローブとして用

いることで，光学的検出手法の長所を生かしつつ，より微

細な異物に対しても検出感度を持つ，新しい原理に基づい

た検出手法を提案しています． 

揮発性不活性液体

液体の界面挙動変化を光学的に検出する

ナノ異物

異物に擾乱を受ける

図 1 提案手法模式図 

図 2 原理検証基礎実験観察像 

(a)検出時 (b)乾燥状態 
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図 1 に提案手法の模式図を示します．まず基板上に揮発

性かつ不活性な特性を持った液体を滴下します．この液体

が蒸発する際，清浄な基板上では液体は等方的な挙動を示

しますが，異物の存在位置では液体界面の挙動は擾乱を受

け，異物に向かって収縮するという現象が起こります．そ

こで光学的に液相薄膜の挙動変化を観察することで，間接

的に異物の存在の検出を目指すという手法です．すなわち，

揮発性不活性液体を異物と相互作用する近接物理プロー

ブとして用いることでナノ異物の高感度検出を行います． 

図 2(a)(b)に，原理検証のために行った基礎実験の観察

像を示します．異物の代わりとして粒径約 70nm の SiO2粒

子をシリコン基板上に散乱させたものを用い，光学顕微鏡

を使用して観察しています．また液体として，揮発性及び

不活性な特性を持つフロリナートを用いています．図 2(a)

は液体が完全に蒸発する直前，図 2(b)は乾燥状態での観察

像を示しています．それぞれの図上の楕円で示した範囲を

比較すると，(b)では全く検出されていないナノ粒子が(a)

では多数同時に，かつ高感度に検出されていることが確認

できます．この結果より，本提案手法を用いることで光学

的観察における異物検出の高感度化が確認でき，従来手法

では検出困難であった粒径 20nm 以下の粒子の検出の可能

性が示されました． 

今後は，物理シミュレーションによる検出特性解析やよ

り高感度な光学系の検討，液体の制御手法の開発などを行

い，最終的には粒径 5nm 異物の安定な検出が可能である液

相プローブ式異物検出システムの構築を目指しておりま

す． 

このたび，LEM21 第 8 回大会において優秀講演論文賞を

いただき，大変ありがたく光栄に思っております．関係各

位に心からの感謝の意を表します．

優秀講演論文賞 

赤外線用 Si-HDPE 複合レンズの高精度プレス成形 
慶應義塾大学理工学部機械工学科 

Ahmad Rosli ABDUL MANAF，閻 紀旺 

 

 従来，赤外線光学分野において単結晶シリコン（Si）や

単結晶ゲルマニウム（Ge）を基板としたレンズが使用されて

きました．これらの材料は赤外線領域で屈折率が高く波長分

散が少ないため，レンズ材料として適しています．しかし，

これらの材料を基板としてフレネルレンズやレンズアレイ

など薄型かつ複雑形状のレンズを加工することが非常に困

難です．超精密旋盤による切削加工が必要ですが，長い加工

時間を要します．また，材料の硬度が高いため工具摩耗が激

しく，生産コストも増加してしまいます． 

 この課題を解決するために，本研究では，半導体基板と

して使用されている単結晶 Si ウエハの表面に，赤外線透過

樹脂である高密度ポリエチレン（HDPE）からなる薄肉レンズ

層をプレス成形によって結合させた超薄型（厚さ＜1mm）赤

外線 Si-HDPE 複合レンズを提案しました． 

単結晶 Si ウエハは比較的安価に入手できます．また，HDPE

樹脂を用いたフレネルレンズ，マイクロレンズアレイなどの

薄肉レンズ層は比較的低い温度（150℃以下）で容易に成形

することができるため，銅やアルミ，ニッケルメッキなどを

切削加工した金型が使用可能になります．これにより，レン

ズの生産コストの大幅な低減が可能であると考えられます．

また，薄肉の HDPE 樹脂層が単結晶 Si 基板を内包するレンズ

設計によって，レンズ全体の結合強度が向上し，外部からの

衝撃を緩和できるメリットもあります．さらに，単結晶 Si 基

板の高剛性により，HDPE 単体のレンズに比べてレンズ変形

が生じにくく，精度の保証が容易になると考えられます． 

本研究では，まず成形用金型の開発を行いました．図 1に，

一例として，Si-HDPE 複合マイクロレンズアレイの構造図を

示します．また，図 2に超精密切削技術によって製作したマ

イクロレンズアレイ成形用アルミニウム金型の写真を示し

ます．ナノメートルオーダーの表面粗さを達成しています．

図 3に，Si-HDPE 複合レンズのプレス成形プロセスの模式図

を示します．試料アライメントから加熱，プレス，アニール，

冷却，離型などのステップにより構成されています． 

次に，複合レンズ成形実験および成形メカニズムの検討，

さらに成形条件の最適化を行いました．成形実験は超精密成

形機 GMP-211 を用いて行いました．厚さ数十m の HDPE 層が

図 1 複合レンズの構造 図 2 切削加工した金型

図 3 Si-HDPE 複合レンズプレス成形の模式図 

図 4 試作した複合レンズアレイとその表面計測結果
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単結晶 Si 基板を内包するレンズの成形において，HDPE の高

温軟化，塑性流動そして微細溝やディンプル内部への充填挙

動の究明が極めて重要です．本研究では，高精度の形状転写

を実現するために，成形温度，成形圧力，加熱速度，冷却速

度，保持時間および基板のプリフォーム形状を変化させて成

形実験を行い，得られたレンズの形状精度や表面粗さとの関

連性について調査を行いました（図 4）． 

さらに，試作した複合レンズの光学性能を検証するために，

実際に赤外線光学系を構築し，7～14m の波長範囲で透過率

や屈折率の評価を行いました．その結果，鮮明な暗視野像が

得られ，本提案技術の有効性が実証されました（図 5）． 

本研究の成功によって，超薄型赤外線レンズの安価な大量

生産が可能となり，暗視カメラ，車載ナイトビジョン装置，

夜間防犯カメラ，温度センサー，火災検知など幅広い製品へ

の応用が考えられます．今後，本提案技術が産業界に大きく

貢献することを期待しています． 

 最後になりましたが，本研究の優秀講演論文賞受賞に関し，

生産加工・工作機械部門の関係者各位に深く感謝致します． 

 

優秀講演論文賞として上記 2編の他に，以下の論文も受賞

しました． 

菅沼 慎也，糸魚川 文広，早川 伸哉，前川 覚，中村 隆：

Enhancing Cutting Performance of Diamond Coating Tool 

by Edge Sharpening with Short Pulse Laser, The 8th 

International Conference on Leading Edge Manufacturing 

in 21st Century, 2015.

部門からのお知らせ 

第 11 回 生産加工・工作機械部門講演会「生産と加工に関する学術講演会 2016」 

（生産加工・工作機械部門 企画）のご紹介と参加申込み方法のご案内 
 

開催日：2016 年 10 月 22 日（土），23 日（日） 

会場：名古屋大学東山キャンパス（愛知県名古屋市千種区不老町） 

 

今回の生産加工・工作機械部門講演会は，ものづくりが

活発な東海地方で開催されます．会場となる名古屋大学東

山キャンパスへは名古屋市営地下鉄が乗り入れており，名

古屋駅からも近く，日本全国からのアクセスのよい場所に

立地しています．全国の生産加工・工作機械分野の研究者・

技術者の皆様，是非，名古屋へお集まりいただき，活発な

学術・技術交流が行われますようお願いいたします． 

○参加申込み方法○ 

第 11 回生産加工・工作機械部門講演会ウェブページ

（http://www.scoop-japan.com/kaigi/mmtc/）から“参加

登録”タブをクリックし，《講演会・参加申込ページ》の“参

加申込はこちらから”をクリックして，お手続き願います． 

 早期申込締切： 2016 年 9 月 30 日（金）（予定） 

 参加登録費 

・会 員：9,000 円（～9/30），12,000 円（10/1～） 

・非会員：12,000 円（～9/30），15,000 円（10/1～） 

・学 生：3,000 円（学生員），5,000 円（非会員学生） 

※  講演会ウェブページでの参加申込みは 10 月 16 日

までで，以降は現地申込みのみに対応しております． 

○企画案内○ 

 特別講演 

・1日目（10 月 22 日（土））11:00～12:00 

講 師：トヨタ自動車株式会社 顧問・技監 

佐々木 眞一 氏 

題 目：「トヨタの自工程完結“品質は工程で造り込む”」 

・2日目（10 月 23 日（日））11:30～12:30 

講 師：オークマ株式会社 技術本部 副本部長 

千田 治光 氏 

題 目：「これからのものづくりを支えるスマートファ

クトリーとスマートマシン」 

 工場見学 

・開催日時：10 月 21 日（金）12:50～17:00（予定） 

・定 員：45 名（予定，先着順） 

・参 加 費：無料 

・工場見学：三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進シス

テム製作所 

※  詳細はウェブページをご覧ください． 

※  見学内容の都合上，外国籍の方および同業他社の方

の参加はできません．あらかじめご了承ください． 

 企業パネル・機器展示会 

・開催日時：10 月 22 日（土），23 日（日） 

※  各講演室正面に展示スペースを設置する予定です． 

名古屋大学 東山キャンパ

ス（IB 電子情報館） 

名古屋城の風景 

図 5 試作した複合フレネルレンズとそれによる暗視野像 
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 懇親会 

・開催日時：10 月 22 日（土）17:30～19:30（予定） 

・場 所：名古屋大学東山キャンパス生協食堂 

・参 加 費：5,000 円（学生：2,000 円） 

○交通アクセス○ 

◆中部国際空港から東山キャンパスまでのアクセス方

法 

 ・名鉄線を利用される場合 

  中部国際空港 → 金山 約 30 分 

金山 → 名古屋大学 約 21 分 

  ・タクシーを利用される場合 

  中部国際空港 → 東山キャンパス 約 50 分 

■新幹線を利用される場合（名古屋駅まで） 

 ・東 京 駅 → 名古屋駅  約 1時間 43 分  

 ・新大阪駅 → 名古屋駅  約 52 分 

 ・博 多 駅 → 名古屋駅  約 3時間 23 分 

 ・仙 台 駅 → 名古屋駅  約 3時間 24 分 

◆名古屋駅から東山キャンパスまでのアクセス方法 

・名古屋市営地下鉄を利用される場合  

名古屋駅 → 本山（東山線） 15 分 

   本山 → 名古屋大学（名城線） 2 分 

・タクシーを利用される場合 約 30 分

部門からのお知らせ 

The 9th International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st Century（LEM21）  
第 9 回 JSME 先端生産加工に関する国際会議 

 

開催日 2017 年 11 月 13 日（月）～17 日（金）  

会 場 広島国際会議場（広島市中区中島町 1-5） 

 

 生産加工・工作機械部門と生産システム部門が共同

企画として開催いたします先端生産技術に関する国

際会議は，1997 年にスタートして以来 20 年，第 9 回

を数えることとなります．経済的・政治的に世界情勢

の変貌は著しく，これに対応すべく，製品製造とそれ

を取り巻く技術は日々進化を遂げております．最新の

研究成果を国内外に発信し，国際平和都市広島で研究

者交流を推進していただきたいと願っております．以

下のオーガナイズドセッションを執り行い広くご発

表を受け付けますので，多くの方々のご参加をお待ち

しております． 

(1) Advanced machine tool 

(2) Evaluation of machine tool performance 

(3) Multi-axis control and Multi-tasking 

machining 

(4) Mechatronics and control technology 

(5) Advanced machining technologies 

(6) Analytical advancement of machining 

process 

(7) Ultra-precision machining 

(8) Grinding technology 

(9) New developments in abrasive finishing 

technology 

(10) Electrical machining 

(11) Laser processing 

(12) M4 processes (micro/meso mechanical 

manufacturing and micro-manufacturing for 

science)  

(13) Nano precision Elid-grinding 

(14) Nano/Micro measurement and intelligent 

instruments 

(15) Enviromentally conscious machining 

(16) Monitoring and control of machining 

process 

(17) Rapid prototyping technologies and 

additive manufacturing 

(18) Digital design and digital manufacturing 

(CAD/CAM) 

(19) Nano/Micro machining 

(20) Non-traditional machining 

(21) Surface and tribology 

(22) Machine and mechanical elements 

(23) Advanced manufacturing technologies 

(24) Manufacturing systems, supply chain and 

名古屋駅から東山キャンパスまでのアクセス 
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scheduling 

公用語 英語  

発表申込 

ホームページ（www.jsme.or.jp/mmt/lem21Hiroshima/） 

に申込フォームを公開しますのでこれをダウンロー

ド，記入の上，お申し込み下さい．①表題，②発表者

氏名と所属（勤務先）， ③住所，④電話・FAX 番号，

⑤E-mail アドレス，⑥100 語の概要（研究目的，結論，

意義，過去の研究との比較），⑦キーワード，および⑧

発表希望のオーガナイズドセッション名と 番号（上

記 HP に公開）などを，英語で記載，電子メールにてご

送付いただきます．  

送付先： lem21@ml.hiroshima-u.ac.jp  

締切日 

講演概要締切：2017 年 3 月 31 日 

仮採択通知(概要)：2017 年 4 月 30 日  

概要の採択通知と一緒に原稿の書き方を連絡いたします． 

原稿締切(Camera-ready)：2017 年 6 月 15 日  

採択通知(Camera-ready)：2017 年 7 月 15 日  

校了原稿締切：2017 年 8 月 15 日  

参加登録・登録料  

2017 年 8 月 15 日まで 50 000 円（正員），60 000 円

（会員外） 

2017 年 8 月 15 日以降 60 000 円（正員），65 000 円

（会員外） 

この中には，プロシーディング代・懇親会参加費が

含まれます．また，2 件以上発表される場合には，2

件目以降，別途各 10 000 円が 必要となります．学生

の場合，25 000 円（学生員），35 000 円（一 般学生）

です．なお，追加のプロシーディングについては 10 

000 円（正員），15 000 円（会員外）を申し受けます．  

問合せ先 

LEM21 実行委員会 lem21@ml.hiroshima-u.ac.jp 

実行委員長 山田啓司 

編集後記 

生産加工・工作機械ニュースレター No.50 をお届けします．今回の技術レポートでは，（株）IHI・佐々木様，第 3企画委員

長の三菱重工工作機械（株）の後藤様にご執筆頂きました． 

今年の 10 月には名古屋大学で第 11 回部門講演会，2017 年 11 月には広島で第 9回 LEM21 が開催されます．今号では，それ

らの案内を掲載しました．また，最初のページにカレンダーを掲載しましたが，本部門では海外の学会との国際協力もこれま

で以上に進めていく計画です．多くの方々に参加いただければ幸いに存じます． 

広報・出版委員長：笹原 弘之（東京農工大），幹事：茨木 創一（京都大学），浅川 直紀（金沢大学），糸魚川 文広（名古屋工

業大学） 
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■■■■ シリコンウェハ穴加工
板厚 ： 0.5 mm

■ シリコンカーバイト穴加工
板厚 ： 1.0 mm

■ 耐熱ガラスヘリカルミーリング加工
板厚 ： 0.8 mm

■ 鉄系材料異形穴ヘリカルミーリング加工
板厚 ： 0.8 mm

入射面 出射面

100μm

300μm

■短パルスレーザによる熱影響の少ないアブレーション加工
加工面粗さ（Ra） ：：：： 0.1μm以下

■ ステンレス材料異形穴ヘリカルミーリング加工
板厚 ： 0.5 mm 溝幅 ： 0.05 mm

■マシナブルセラミックス微細穴加工 ■超硬合金（89HRA）鏡面加工 ■ SiCセラミックス微細加工

お問い合わせ先 営業部設備機械営業課 TEL:(077) 552-9768

ウェブサイト http://www.mhi-machinetool.com

機械特徴機械特徴機械特徴機械特徴

■独自の撮像式工具測定システム ■長時間高面品位加工を確保
■補正では到達できない精度を実現 ■3軸機と同等の5軸精度を追求
■微細高精密と高能率の両立

100μm

加工事例加工事例加工事例加工事例

機械特徴機械特徴機械特徴機械特徴

加工事例加工事例加工事例加工事例

ワークサイズ ： 10×10 mm
使用工具 ： PCDRS φ0.6xR0.1x0.6
面粗さ ： Ra0.007μm

ワークサイズ ： 50×30×5 mm
溝幅 ： 1.2 mm 深さ ： 0.5 mm
外周溝 ： φ27mm 
ワーク中心ポケット ： φ6mmポケット

穴径 ： 0.027mm 穴深 ： 0.2mm
ピッチ ： 0.035mm
穴数 ： 48穴(8×6マトリクス)

■ミクロンオーダーの精密加工
加工誤差±0.002 mm以下を実現

■独自の精密光学系により高精度自由形状穴加工に対応
逆テーパ穴、楕円穴加工を実現

■5軸制御装置を用いた曲面への自在な加工を実現

0.1 mm300μm

1 mm
0.2 mm

0.05 mm


