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研究の背景： 
 3次元微細形状 

*http://www.mp-cc.de/ *http://www.lcpc.fr/index2.dml *http://www.heptagon.fi/ 

応用分野：光学，計測，トライボロジー・・・ 

製品の小型化，高精度化，高機能化 

製品： デジタルカメラ，液晶ディスプレイ，HDD， 
 計測基準面，太陽電池・・・ 

物理的，化学的，光学的機能を持つ表面＝機能表面 

高精度化，大面積化の要求 
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• 機械加工 
• フォトリソグラフィ 
• レーザ加工 
• 収束イオンビーム加工 
• SPMによる原子操作 

3次元微細形状創成法： 

• 高速工具サーボ制御装置と超精
密旋盤を用いてロール金型表面
に複雑な３次元微細形状を高い
精度で加工． 

• ロール転写加工により ３次元微
細形状を短時間で大面積に創成． 
 
 

 

高速工具サーボ制御
装置と超精密旋盤を
用いた加工法は大面
積３次元形状創成に
有利である． 

ロール
金型 

工具 
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高速工具サーボ制御装置(FTS)：従来技術 

PID  
Controller 

Drive Amp. 

Tool 
Casing 

PZT 

Displacement 
sensor 

高剛性かつ応答性に優れた圧電素子をｱｸﾁｭｴｰﾀに用いて，

変位計のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸによりﾋｽﾃﾘｼｽ等の影響を除去し，     
高速・高精度に工具に切り込み量を与える. 

Workpiece PC 

Depth of cut 
data 

Spring 

Model No: FTS 400 
Tool Travel: 400 µm 
Bandwidth: 600 Hz 

 駆動原理  市販のFTSユニット 

Model No: FTS 70 
Tool Travel: 70 µm 
Bandwidth: 700 Hz 

*http://www.kineticceramics.com/ 

*http://www.precitech.com/ 



5 3次元微細形状創成における従来技術の課題点 
課題1：マイクロ工具使用時の加工原点位置の検出 

課題2：大面積ロール金型加工中におけるマイクロ工具の
摩耗と破損の検出 

50 µm/div 
摩耗した工具 

100 µm/div 

Workpiece 

Tool 



6 
本研究で提案する新技術： 
 高機能高速工具サーボ制御装置 

新技術の概要： 
ダイヤモンド切削工具変位の高速サーボ制御と同時に加工力
を高感度に同時計測できる加工計測装置 

変位ｾﾝｻ 
力ｾﾝｻ 

圧電ｱｸﾁｭｴｰﾀ 

工具 

ばね 
力センサ  

 

加工力 

工具 

変位 
センサ 

圧電ｱｸ
ﾁｭｴｰﾀ 
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従来技術・競合技術との比較： 

本研究で開発した新型高機能高速工具サーボ制御装置では、
高感度で高剛性な力センサを組み込むことによって、変位セン
サによるフィードバック制御のみを行う従来の工具サーボに３
次元微細形状創成に重要なインプロセス計測機能を付加して
いる。 

Force 
sensor 

Displacement 
sensor amplifier 

Workpiece 

X Z Y 

PC  

Displacement output 

Lock-in 
amplifier 

Charge 
amplifier 

Drive amplifier 

Function 
generator 

Cutting 
tool 

Displacement sensor 

PZT actuator 

A/D 

D/A 
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本研究で提案する新技術の特徴 

加工原点出しをセルフカットせずに高精度に決定できること 
加工中の工具摩耗と破損がリアルタイムに検出できること 

加工中に交換した工具の先端位置を高精度に位置決めし，
微細形状のスティッチング加工ができること 
 

新型高機能高速工具サーボ制御装置の特徴： 

20mm 
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本研究で提案する新技術の波及効果： 

超精密加工の精密化、微細化に伴い、加工工具と加工表面
との相互作用が加工品質に大きく影響することになっている。
本研究では、工具と表面との接触力、加工力を高感度にイン
プロセスで検出し、その情報に基づく新しい機能を加工機お
よび加工プロセスにもたらすことによって、超精密加工の知
能化に寄与すると期待される。 

Memory

f (i-2)
f (i-1)

Rotary encoder output

X

Z
Y

C-axis
Depth of cut 
data

PC

Diamond cutting 
tool FS-FTC 

unit

Workpiece

Spindle

Tool -carriage

Spindle-carriage

Micro-lens array

··· i-2 i-1 i i+1 i+2 ···

···
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X: Cross-feed direction
(Axial direction)

Y: Cutting direction
Z: In-feed direction

Circumference
direction
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Width

Axial 
direction

Circumference               
direction
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想定される用途： 

微細光学部品金型および超精密金型加工 
各種ロール金型加工 
硬脆材料の超精密加工と微細加工 
工作機械知能化加工工具 

www.ntkj.co.jp 

www.ueki.co.jp www.nittan.co.jp 

www.toshiba-machine 
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想定される技術移転： 
共同研究 
技術相談 
特許のライセンス 

発明の名称： 微細形状加工装置   
登録番号：  特許第4898310号   
発明者： 高 偉，田野 誠，清野 慧   
出願人： 東北大学    
     
発明の名称： ３次元微細形状のスティッチング加工方法  
出願番号： 特許出願2009-207046   
発明者： 高 偉，盧泳辰   
出願人： 東北大学     

本技術に関する知的財産権： 
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本技術に関する連絡先 

東北大学大学院工学研究科 
ナノ計測制御学研究室 教授 高 偉 
TEL:022-795-6951 
Ｅメール：gaowei@cc.mech.tohoku.ac.jp 
ホームページ：http://www.nano.mech.tohoku.ac.jp/ 
 
東北大学本部別館３ １階 
株式会社 東北テクノアーチ 
技術移転マネージャー  布田 良明 
TEL:022-222-3049 
Ｅメール: fuda@t-technoarch.co.jp   
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