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序 

 
我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。  

しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  

これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。  

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向調査等の補助

事業のテーマの一つとして株式会社日鉄技術情報センターに「新加工技術の動

向についての調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果

であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。  

 
平成２０年３月  

 

社団法人 日本機械工業連合会  

会 長  金 井  務  



 

序 

 

日本経済の発展を支えてきた基本は「ものづくりの力」であるが、特に近年生産拠点

としてのアジア諸国の台頭から、我が国の産業の空洞化に危機感が持たれ、我が国独自

の「ものづくり技術力」の強化が再認識されるようになってきている。 

 

しかしながら、この「ものづくり技術力」の基盤である機械工業における加工技術は、

精度の向上、プロセスの革新、新素材対応など多くの課題を抱えているとともに、加工

速度や加工品質の向上、さらには環境対応などへの要望も多く聞かれるところである。 

 

このため、新たな加工技術（新加工技術）の機械工業への適用を通じて、産業技術を

底上げし、この技術力の向上によって我が国の製品の付加価値を更に高め、他国に一歩

先んずる産業構造を構築していく必要がある。 

  

こうした背景に鑑み、現在研究開発段階にある加工技術について、適用対象、実用可

能性、導入可能時期などの動向について調査研究し、機械工業において利用しうる新加

工技術についての将来展望を行い、その方向性を提示することを目的としている。 

 

この本調査研究の成果が、関係各位の御参考になれば深甚である。 

 

平成２０年３月 

 

株式会社 日鉄技術情報センター 

社 長  樋 口 宗 之 
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Ⅰ．調査研究の概要 

 

１．調査研究の目的 
日本経済の発展を支えてきた基本は「ものづくりの力」であり、今後も同様であるが、

特に近年生産拠点としてのアジア諸国の台頭から、我が国産業の空洞化に危機感が持た

れ、わが国独自の「ものづくり技術力」の強化が再認識されるようになってきた。 
しかしながら、この「ものづくり技術力」の基盤である機械工業における加工技術は、

精度の向上、プロセスの革新、新素材対応など多くの課題を抱えているとともに、加工

速度や加工品質の向上、さらには環境対応などへの要望も多く聞かれる。 
このため、新たな加工技術の機械工業への適用を通じて、産業技術を底上げし、この

技術力の向上によって製品の付加価値を更に高め、他国に一歩先んずる産業構造を構築

していく必要がある。 
  本調査研究では、新加工法と言われている技術について、その技術の現状とそれを導

入した時の効果と今後の課題を調査研究するとともに、その技術の産業界へ波及効果を

検討し、産業界への波及効果の大きい新加工技術の選定を行う。合わせて、新加工技術

の開発促進のための課題と対策について、その現状と今後の方向性を把握する。 
  これらにより、機械工業において利用しうる加工技術についての将来展望を行い、そ

の方向性を提示することを目的とする。 
 
２．調査研究の内容 

本調査研究では、新加工法と言われている技術について、その現状、導入による効果、

開発促進のための課題と対策などを調査研究するために下記の調査を行う。 
① 新加工技術の抽出 

文献検索により学術論文の中で新加工技術として扱われている分野から、調査すべ

き対象を抽出する。 
② 個別新加工技術の現状と導入による効果 

抽出された新加工技術の現状とそれを導入した場合の効果について調査する。 
③ 個別新加工技術の技術課題と波及効果 

調査された新加工法についての技術課題の調査と、その技術の産業界への波及度合

いについて検討を行う。 
④ アンケート調査 
  新加工技術の開発促進のための課題と対策について、その現状と今後の方向性を把

握するために、研究開発の公的助成制度の利用状況などについてのアンケート調査

を行う。 
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３．調査研究のタイム・スケジュール 
上半期 下半期     半期別・月別 

 
 
  項 目 

19 
／ 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

12 

20 
／ 
1 

 
 
2 

 
 
3 

(1)加工技術の動向調査 
 
(2)新加工技術の現状、導入による

効果、開発促進のための課題と

対策調査 
 
(3)報告書の作成・公表 

         

 
４．調査研究の要約 
 
第１章 加工技術の動向調査 

1.1 文献調査による新加工技術の抽出 
新加工技術の枠組みを定めるために JST JDreamⅡを用いた文献検索を行った。対象

期間を 2002 年～2006 年とし、キーワードとして「加工＊技術＊動向＊2002-2006/PY＊

（超微細＋超精密＋高効率＋3 次元）」を用いて検索した。検索結果は 507 件あったが、

これら全ての抄録を読んで、この中から 50 件を抽出し、更にこれらのフルペーパを読ん

で取捨選択し、新加工技術として取り上げられるべき技術として 11 件に絞り込んだ。 
 
1.2 取り上げるべき新加工技術の第１次案に関する有識者へのヒアリング 
前節で絞り込んだ 11 件の技術を新加工技術として取り上げることの妥当性をチェック

するために、3 名の有識者を訪問し、抽出した技術と、他の加工法についての意見を伺っ

た。大筋では同意していただき、新しい知見も得ることが出来た。 
 
1.3 新加工技術抽出のまとめ 

1.1 節で抽出した結果とヒアリングで聴取した意見などを参考に、更に検討を行い、 

次の技術を調査対象とすることにした。 

①超精密切削 ②ファインブランキング ③プラスチック特殊成型 ④積層造形 ⑤ナ

ノインプリント ⑥大面積電子ビーム ⑦FIB-CVD ⑧レーザ加工（ファイバーレーザ、

フェムト秒レーザ） 
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第２章 新加工技術の現状、導入による効果 
2.1 超精密切削加工 
レンズや、プリズムなどの光学素子、IT 関連機器の金型等のニーズの高まりから超精

密切削加工技術は 5 軸複合加工機の出現を促した。そこでこれらの機械による加工精度

の調査を行った。その加工例として開き角 3 度、アスペクト比 5、微小ピッチ 35μm の

溝加工や、エンドミル加工で 10nmRa の鏡面が得られている結果と市販されている複合

加工機の例などを示した。 
 また近年切削油の廃油処理は環境面から見て解決を求められている課題であり、その

ための技術として注目されている MQL（Minimum Quantity Lubrication）についても

調査した。MQL の為の切削油の種類やミスト用ノズルの構造等を示した。 
 
2.2 ファインブランキング 
 従来のプレス加工では得られなかった平滑なせん断面や高精度な加工が出来るファイ

ンブランキング加工技術は、他の成型法と組み合わせた複合プレス機械の出現とともに

近年注目を集めている。現在では 19ｍｍの板厚の物まで打抜けるようになった。またこ

れを順送り工程内に組み込むことによって生産性を上げている例などを示した。 
 

2.3 プラスチック特殊成型 
 プラスチック特殊成型としてサンドイッチ射出成型技術を取り上げた。この技術は成

型品の表層（スキン層）と内部（コア層）の構成樹脂の材質を変えて成型する方法で、

内部に廃プラスチックを使いスキン層にバージン剤を用いる事によって外見品質の良い

製品が出来るので、環境対応技術として注目されている。廃プラスチックの再生利用の

実態と、この成形技術として開発した MMP 方式を例示した。 

 

2.4 積層造形法 
 ラピッドプロトタイピングとも呼ばれる積層造形法について調査した。この方式には

種々の技術が開発されているが、ここでは①光造形法 ②粉末焼結法 ③インクジェッ

ト法 ④シート積層法 ⑤押出し法について述べた。またこの技術では造形後の表面に

段差が残るので、造形後の後処理加工を組み合わせた複合造型機の出現などに触れた。

更にこの加工法のバイオ関連への適用例として、再生医療用担体の成型や、補聴器の外

耳部分の造形などの例を示した。 
 
2.5 ナノインプリント 
 凸版式印刷技術に似た方法でシートに微細構造を創成する方式である。熱硬化性樹脂

を用いる熱式と、光硬化樹脂を用いる光式の 2 通りの方式があり、この 2 方式の特徴に

ついて調査した。またこの方法の構成技術として、モールド、被加工材、転写装置など

に求められる機能と、この方式によって微小構造物を作るための技術として、高アスペ
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クト比の構造作製、3 次元構造物の作製、離形時の対応技術などの実施例にも触れた。さ

らに市販されている機械の例を挙げた。 
 
2.6 大面積電子ビーム加工 
 電子ビームを用いて広い面積の一括表面仕上げを行う技術である。そのためには広い

面積に電子ビームを集中させる技術が必要でその内容を紹介した、また電子ビーム溶接

機を用い、ビーム径を 0.3ｍｍ程度に絞って超高速でスキャンさせる方式によっても広い

面積の表面仕上げを行う方法もあることを紹介している。 
 

2.7 FIB-CVD 
 集束イオンビーム装置（FIB）によって 3 次元構造を造形する技術である。試料ス

テージの上に有機ガス例えばフェナントレンガスを加熱された状態で試料に吹き付

けると、このガスは Ga イオンの照射位置でガス分子が分解し、アモルファスカーボ

ンが成長し堆積する。この方法によって積層造形法と同じやり方で造形する。これに

よってマイクロメータサイズのワイングラス模型の造形や、立体電気回路を造形した

例を示した。 
 
2.8 レーザによる微細加工 
 ファイバーレーザとフェムト秒レーザを取り上げた。ファイバーレーザは高出力、長

寿命、機械的衝撃に強くランニングコストが安いなどの特徴がある。そのため、近年急

激に需要が伸びていて、薄板金属の溶接、マーキング、異種金属材料同士の接合などに

も使われている例を示した。 
フェムト秒レーザは透明体内部の加工が可能であり、光導波路、光格子、流体回路な

どを透明体内部に作り込む事が出来る例を示した。また被加工材表面にナノリップル構

造の形成が可能であり、これによって摩擦面での潤滑性能を向上できる例や、薄膜の下

地処理を行えるので、剥離による不具合を改善できる例などを示した。 
 

第３章 技術課題と波及効果 
3.1 技術課題 
 前章で調査した各技術についてそれらの技術課題を検討した。 

(1) 超精密切削加工  
複合加工機については面粗度の向上、寸法精度の向上は常に要求される課題であり、

近年の IT 技術の進展を取り入れた技術開発が求められる。周辺技術として工具の取

付け方法や、難削材や骨等の特殊な材料に対するデータベースの整備の必要性などに

触れている。 
MQL に関してはミストに関する環境面からの様々な規制への対応、また油剤や工具

形状の改良などについても触れた。 
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(2) ファインブランキング  
型の決定のために費される時間の短縮化のための技術開発が必要であることに触れ

た。精度の向上、板厚限界の向上なども課題である。 
(3) プラスチック特殊成型  

サンドイッチ射出成型は廃プラスチック対策技術としての側面が大きく、技術面だ

けの課題に止まらないことを述べた。 

(4) 積層造形法  

造形法の種類により使われる材料に固有の問題があるが、共通の課題としては製作

時間の短縮化、作業性の簡便化など、また３次元造形のためのシミュレーション技

術の開発の必要性を述べた。 

(5) ナノインプリント  

より大きな面積への展開するために、輪転機印刷に似たロール・ツー・ロ－ル技術

への技術開発の必要性を指摘した。またこの技術の応用分野としてバイオ関連、エ

ネルギ技術を想定できることを述べた。 

(6) 大面積電子ビーム  

電子ビームをより大きな面積に応用するためには真空チャンバ内での作業が隘路と

なっている。そのための方策として大気圧下電子ビーム溶接機の例を挙げて解決の

ためのヒントとした。 

(7) FIB-CVD  
ナノサイズの 3 次元形状を作る技術として注目され、我国固有の技術である。しか

しまだ実験室レベルでの開発であり、どこまで展開できるか未知数である。 

(8) レーザによる微細加工  
ファイバーレーザは開発の速度が速すぎるために加工技術が追いついていないとい

う指摘がある。フェムト秒レーザに関してはコストがまだ未解決の問題であるが、

この技術をバイオ関連へ使えることの可能性についても述べた。またミシガン大学

の特許について配慮すべきことを指摘した。 
 

3.2 波及効果 

 日機連の団体会員を以下の 10 種の産業界すなわち①加工機械、②成型加工、③工具、 
④機械要素、⑤IT、⑥計測器、⑦電気機器、⑧産業機械、⑨輸送機械、⑩航空・防衛に

区分し更にこれにバイオ関連と環境を付け加えた 12 種の産業界に対して、前章で調査し

た技術がどのような波及効果を及ぼすかを検討した。ここでは波及効果に重みを付け、

その総点数を評価点として波及度合いの大きな技術を抽出した。上位 3 位は次の通り。 

(1) 複合加工機（超精密切削加工） 
(2) ナノインプリント 

(3) フェムト秒レーザ 
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第４章「新加工技術」の開発促進のための課題と対策に関するアンケート調査 
4.1 アンケート方式 
 新加工技術に関する意識と、これらの開発のための公的公募制度の利用状況などを調

べるために、文献調査で抽出された著者のうち、ふさわしいと考えられた研究者に E-Mail
を用いてアンケート調査を行った。 
 
4.2 回答結果 
 回答結果を纏めて表示した。 
 
4.3 考察 

 様々な回答があり、ひとまとめにして集約することは難しいが、頂いた意見を集約す

ると以下となる。 

・ 研究開発・実用化開発の公的助成制度の使い勝手の悪さに対する指摘はあるものの、

助成金が開発の加速に大きな効果があることは認識されている。 

・ 制度の認知度は必ずしもよくない。 

・ 現状の制度以外に、更に促進させる制度が必要であるとの要望が強い。 
・ 新加工技術の国内企業への普及によって、国内の産業技術を底上げするためには、情

報公開の拡大と、企業が新加工技術の機械を導入するための助成をすべきであるとの

意見が多い。 
・ その他の意見として、審査段階での判断が必ずしも適切でないという指摘や、ニーズ

とシーズの間のコーディネータの不在の指摘もあった。  
 

第５章 まとめ 

 新加工技術と目されている技術を抽出するために、文献検索を行いその中から 507 件

の論文を対象に抄録を読み込んだ。そしてこの作業を通じて新加工技術に落とし込むと

同時に内部での討議と有識者へのヒアリングを通じて、対象技術として 8 種の技術を選

び出し、これに関する調査を行った。 

調査内容はそれぞれの技術の現状と、それを導入する事による効果を調べた。さらに

個々の技術の今後の課題についての考察を行った。また、12 種の産業界を対象にこれら

の技術の波及効果の評価を行い、新加工技術の産業界への波及効果の大きな上位 3 位は

以下となった。 

(1) 複合加工機（超精密切削加工） 
(2) ナノインプリント 
(3) フェムト秒レーザ 

また、新加工技術の開発促進のための課題と対策について研究者へのアンケート調査

を行い、新加工技術の研究開発に関する現況認識と今後の方向性についての意見を集約

した。 
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Ⅱ．調査研究の詳細 
 
第１章 加工技術の動向調査 

 
1.1 文献調査による新加工技術の抽出 

新加工技術を定義づけることは非常に難しいので、新加工法を意識して書かれた文献

を調査してその中から新加工法のアウトラインを探ることにした。対象とする文献は直

近（2002 年～2006 年）に書かれた論文をある程度の数に絞り、その中から新加工技術の

概念を絞り込む事にした。 
（1） 抽出方法 文献の抽出方法は下のように公開の文献データベースを使用した。関連

する文献の概数を調べるために、先ず以下の方法で検索を行なった。 
   ・使用データベース：JST JDreamⅡ 

・対象期間    ：2002 年～2006 年 
・ 検索式キーワード：加工＊技術＊動向 

以上の結果から対象となる文献は 3,367 件あることが分かったが、この文献の中から新

加工技術を抽出することは非常に困難なことと判断し、以下の手続きにより 終的には 50
件の文献に絞り込んだ。 
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第 1 次 フィルタリング検索 
1) 検索式と検索結果 
  JST（科学技術振興機構）の JDream Ⅱのデータベースを使用。 

   検索式＝加工＊技術＊動向＊2002-2006/PY＝3,367 件 
      ＝加工＊技術＊動向＊2002-2006/PY＊（超微細＋超精密＋高効率＋3 次元） 
      ＝507 件 
 2) 文献検索結果の抄録付きアウトプット（507 件） （表 1） 

第 2 次 フィルタリング検索 
 1) 文献検索結果の抄録付きアウトプット（507 件）および加工技術の動向調査に適切

と思われる取り寄せの文献コピー（50 件ほど）を精査し、文献抄録中の加工技術の

抽出整理及び、その一次評価 （表 2） 
 2) 文献のフルペーパ（主として）から抽出の、重要な加工技術と思われる加工技術の

分類整理 
    ↓ 

文献のフルペーパからサンプル的に纏めた加工区分（表 3） 
文献のフルペーパから抽出した新加工技術 （案 4） 

    ↓ 
   社内での討議 
    ↓ 

文献の抄録付きアウトプットから抽出の新加工技術 案－まとめ 
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表 1 第 1 次フィルタリング検索例（507 件の内の 1 例） 

ANSWER 1 OF 507 JSTPLUS JST COPYRIGHT 
整理番号：07A0054024  
和文標題：反応押出技術の現状と今後の動向  

著者名：辻村勇夫 (カネカ 生産技術 RD セ)  

資料名：成形加工 JST 資料番号：L3123A ISSN：0915-4027  
巻号ページ(発行年月日)：Vol.18 No.12 Page.848-852 (2006.12.20) 写図表参：写図 4, 表
4, 参 16  
資料種別：逐次刊行物(A) 記事区分：解説(b2)  
発行国：日本(JPN) 言語：日本語(JA)  
抄録：押出機を用いて化学反応を連続的に行う反応押出の技術開発の現状を、 近の文献

検索結果や押出機や CAE の開発状況を述べると共に今後の動向を予測した。過去 1-2 年の

反応押出の研究の文献調査では、以前と変わらず重合、変性、分解、動的架橋および反応

ブレンド等の反応が紹介されているが、欧米中心からアジアや中南米からの報告も増えて

いた。反応押出に関係する押出機、付帯設備やスクリューエレメント等の装置、二軸押出

機内での樹脂流動に関する CAE 技術や各種のオンライン計測の動向について述べた。 後

に、下記の CAE 技術の適用例を紹介した。1) ２次元解析ソフトによる二軸押出機内の温

度および圧力分布や押出機のスケ-ルアップの樹脂温度のシミュレ-ション 2) ３次元解析

ソフトによる二軸押出機内の混練挙動のシミュレ-ション。反応押出は高付加価値製品を多

品種少量かつ低コストで生産できる生産技術であり、日本の化学メ-カに適した生産技術で

あるとした。  

分類コード：YH04040N, CG03001G (678.027.3, 544.23:544.4)  
シソーラス用語：＊押出、＊反応成形、＊高分子反応、＊二軸押出機、＊CAE【計算機】、

技術予測、＊事例研究、 スクリュー、 オンライン処理、 温度分布、 圧力分布、＊計算

機シミュレ-ション、 生産技術  

準シソーラス用語：*反応押出  
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表 2 第 2 次フィルタリングによる第 1 次評価（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：新加工技術と考える評価（A、B、C、D） 

NO 題名 評価 要約
16 超精密マイクロ加工技術の動向(2)超精密マイクロ機械加工法による微細構造形成 A 熱インパクト法による加工
23 射出成形技術 MIMの現状と動向 A 金属粉末射出成形法の展望
24 射出成形技術 マイクロ成形加工の現状と研究動向 A マイクロ/サブマイクロスケ-ル成形加工に
41 超短パルスレ-ザによる加工･計測技術の 前線 透明材料内部の3次元レ-ザプロセシ A フェムト秒レ-ザ技術による新しい加工方法
82 超精密加工システムの新展開 超精密加工システムの 新動向 A 超精密加工の新技術紹介と展望
98 非球面研削の勧め-1 A 研削によるガラスの非球面加工法

100 レ-ザによるガラス内部の構造改質 A フェムト秒レ-ザによる構造改質
102 ニュ-メタルマテリアルとその加工法に関する調査研究 A 生体材料の加工技術調査
120 金型づくりにおけるRP技術 前線 金型および金属部品製作における金属粉末の直接 A EOS社の粉末焼結型積層造型法
122 「注目される 近の鋳造技術の動向」鋳造におけるレ-ザ焼結型RPの活用動向 A レーザによる積層造型鋳造法
149 超微細リソグラフィ技術の開発動向 A 各種リソグラフィ技術の調査報告
152 機械材料の進展を探る-材料特性と実用化技術の 新動向 金属ガラスの精密鋳造技術 A 金属ガラスによる射出成形
153 電気化学的放電現象を用いた非伝導材料の加工-概観 A スパ-ク支援化学彫刻(SACE)
183 高精度･複合･難加工に挑む鍛造テクノロジ- 半溶融鍛造の動向と今後の展望 A 半溶融鍛造法に対する紹介
184 高精度･複合･難加工に挑む鍛造テクノロジ- 鍛造加工の技術動向と今後の課題 A 鍛造の新技術の紹介
185 超精密マイクロ切削加工 A マイクロフライス加工法
199 接合技術 常温接合 A 常温接合技術の展望
208 3次元印刷積層技術による無工具の鋳型製作 A 印刷積層法による型製作技術
209 メカニカルリソグラフィ メカニカルリソグラフィの現状と将来 A 機械的な接触に基づくパタ-ン形成技術
239 「仕上げ技術」の 新動向 磁性流体研磨法によるレンズ金型材の仕上げ加工 A ELID鏡面研削+磁性流体研磨+精密計測
243 半導体平坦化CMP技術 プラナリゼ-ションCMP技術の動向と日米共同研究 A 超精密パッド溝加工装置
244 光実装技術の 前線 自己形成光導波路技術 A 光硬化性樹脂を用いた自己形成光導波路技術
267 新ピ-ニング法の航空機部材への適用技術の研究 A キャビテ-ション･ピ-ニング
310 公開特許から見たMEMSデバイスのための接合技術動向 A 接合技術の特許調査結果
315 平成14年(2002年)におけるわが国熱処理研究の動向-A.母体(バルク)熱処理- A H14熱処理関係研究動向
316 成形加工技術と装置の動向 4.微細発泡押出成形の現状と将来展望 A 超臨界状態による微細発泡押出成形機
318 成形加工技術と装置の動向 1.新しい成形加工関連技術とその考え方 A デジタルエンジニアリングとマイクロモ-ルディング
331 ナノカ-ボン技術の 新動向 酸素欠如爆発法ナノダイヤモンドの正体 A 酸素欠如爆発法によるダイヤモンド合成
332 研削は先端性を失ったか? A 研削技術の新技術
334 プラスチック成形加工の 近の研究動向 CAE A プラスティックの新技術
335 プラスチック成形加工の 近の研究動向 押出機･混練機関係 A 押出機･混練機の新技術
341 加工現場にみる新しい環境対応技術 セミドライ加工の 新動向と今後 A 小径深穴高速セミドライ加工の可能性
346 超精密加工を目指す研削盤･研削砥石 精密加工用研削砥石 研削盤･研削砥石の 近の A 研削盤と研削砥石の開発動向
365 ハイテクニ-ズに応える放電加工 放電加工技術の基礎から応用まで 終回 放電加工 A 放電加工機の展望
374 レ-ザによる直接沈着の研究と進歩 A レ-ザ直接沈着技術
401 マイクロアクチュエ-タとその製造技術の調査 A 超微3次元構造製造技術
402 機能性材料の3次元微細加工技術に関する調査研究報告書 平成13-14年度 A 3次元微細加工技術研究会報告
403 特許出願技術動向調査分析報告書 次世代工作機械(高精度･高効率,環境対応,超精密機 A 工作機械のハ-ド面を中心とした調査
405 遠い未来における自動車用途プラスチック A プラスティックのスマ-ト表面技術
408 Micro-Meso Mechanical Manufacturing(M｀4´)の 新動向 マイクロ研削加工,マ A マイクロ研削加工,マイクロ研磨加工技術について解説
409 Micro-Meso Mechanical Manufacturing(M｀4´)の 新動向 マイクロ旋削･切削加 A 単結晶ダイヤモンド工具の調査
429 21世紀初頭における鍛造技術の動向 環境調和型高品位ネットシェイプ成形 A 鍛造に関するロ-ドマップおよび技術戦略
432 光応用ナノインプロセス計測技術の 新動向 A フラウンホオファ-(Fraunhofer)回折法
433 超精密研磨加工はどこまで進んだか II 各種研磨法の開発成果 平坦化CMP A 化学的研磨法
438 自動車用アルミニウム合金接合技術の現状と将来動向 FSWのアルミニウム車体への A 摩擦撹はん溶接
440 専門委員会･分科会研究レビュ- 超精密加工専門委員会 水の化学的機能を利用した新 A 水の化学的機能による生産プロセス
448 エコマシニング技術の動向 油膜付水滴加工技術 A 油膜付水滴加工技術
476 金型の材料と加工 放電加工による 新金型加工技術 A 粉末放電加工法とその表面改質機能
478 半導体プロセスとプラズマ表面反応 A 低温プラズマによるのプラズマ表面反応
494 実用化へ,マイクロテクノロジ-の 新動向 マイクロ加工に対応したナノ表面品質と機 A ELID(電解インプロセスドレッシング)研削
498 レ-ザ加工技術の現状と将来展望 A レーザ加工法の展望
507 ラピッドプロトタイピング技術 3 RP造形技術概要 3.2 各種造形システムの概要 (光 A 液状の光硬化性樹脂を使った光造形法

1 反応押出技術の現状と今後の動向 B 化学反応を使った加工法
4 有機ELディスプレイの構成材料と製造装置〈総論〉有機ELの 新技術と今後の有機 B コダック社の有機EL蒸着法の紹介
6 超微細･精密切削加工の 新情報 超微細･精密切削加工技術の進展と 近の動向 B 超精密切削加工
8 ナノレベル金型製作および成形技術開発の動向-長野県の共同研究開発事業の事例紹 B ガラスモールド成形金型加工
9 せん断加工の基本とトラブル対策事例 せん断加工の基礎と 新の技術動向 B 剪断加工の問題点

12 ウォ-タ-ジェット加工技術 B ウォータジェットの動向
15 超精密マイクロ加工技術の動向(2)超精密マイクロ加工用切削工具 B ダイヤモンド工具の比較研究
20 新たなニ-ズと技術の追求 新たなニ-ズに応える工作機械の 新技術動向 B 高効率化加工法への展望
26 超精密マイクロ加工技術の動向(1)光学部品の超精密マイクロ加工技術 B 超音波援用研磨法によるマイクロ非球面研磨
28 21世紀初頭をリ-ドする超砥粒ホイ-ル研削技術 B 超砥粒ホイ-ル研削性能に関する展望
36 高機能化,軽量化を目指す 新･鍛造テクノロジ- 温･熱間鍛造における潤滑剤の活用 B 鍛造と潤滑技術
43 射出成形システムの 新動向を探る 1/100万gの歯車量産を実現した射出成形システ B 射出成形による微小歯車成形
45 ドリル･タップによる高能率･高精度穴加工技術 近の穴加工技術の動向 B 穴加工技術の 新技術
48 加工事例に見るサ-ボモ-タプレス機の有効活用 サ-ボモ-タNCプレスの技術･市場動向 B サーボモータ加工技術
49 サ-ボプレスを活用した金型技術 B サーボモータ加工技術
51 半導体製造技術の 新動向-検査･制御･管理方法を中心に 新のフォトマスク修正技 B フェムト秒パルスレ-ザ技術によるフォトマスク加工
53 プラスチック成形加工の 近の研究動向 射出成形 B 射出成形加工の展望
54 ナノインプリント技術の 新動向-関連技術の 新情報と光部品への応用事例-ナノイ B インプリントの展望
55 ナノインプリント技術の 新動向-関連技術の 新情報と光部品への応用事例-熱サイ B インプリント装置
56 III. 新の鍛造技術 1.鍛造機(1)鍛造機械の動向 B 鍛造用サーボプレス
59 工作機械の 新技術動向 近の放電加工機と加工技術 B 放電加工技術の紹介
61 工作機械の 新技術動向 リニアモ-タを用いた超精密加工機と加工事例 B リニアモ-タ駆動超精密加工機
62 工作機械の 新技術動向 工作機械の 先端技術と今後の動向 B 高精度工作機械に必要な機械要素技術
63 研削加工技術の新たな流れ 研削加工技術, 新動向と課題 B 研削加工技術の展望
64 素形材の表面改質(4)熱処理による素材の機能向上(その2)-実体金型での安定な熱処 B 金型の熱処理技術
69 マイクロ3次元構造体の加工と今後の展開 B マイクロ3次元構造体の加工技術
79 差別化進む押出/ブロ-成形技術 押出成形技術の 新動向 B フィルムの押し出し成形加工
80 レ-ザマ-カの新しい適用 B 固体レーザによるマーキング加工
81 金型製作高付加価値化への活用技術 放電加工機による精密金型製作のト-タルソリュ B 放電加工機の技術紹介
88 切削･砥粒加工技術 砥粒加工工具の技術動向 B ダイヤモンド工具の紹介
90 切削･砥粒加工技術 切削加工技術の 新動向 B 切削加工技術の 新状況紹介
91 非球面･微細形状加工技術の 新の動向 B 精密加工技術の展望
95 フィルム成形技術の動向 光学フィルム押出成形 B フィルムの押し出し成形技術の解説
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５0 件の文献を抽出するには表 1 に示すような 507 件の文献の抄録を読み込み、文献の

内容を精査して、新加工技術としてさらに内容を吟味すべき文献を表 2 のようにランク付

けして選び出した。次にこれら 50 件の文献のフルペーパを取寄せ、この中から新加工技術

として主張されている内容を加工手法別にサンプル的に纏めたのが表 3 である。ここで加

工技術（中分類以下）について、抽出した文献に偏りがないことが確認できたので、更に

表 2 においてＡランクとして抽出した文献を加工技術別に纏めた。その結果を表４に示す。 
 

表 3 文献のフルペーパからサンプル的に纏めた加工区分結果 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 4 は抽出した文献が扱っている加工技術の内容を示したものである。この中には既に 

一般的に使われている技術や、技術範囲の広がりが少ないもの、あるいは実験室レベルで

の開発技術など等を含むため、その取捨選択を社内で行い、 終的に抽出した技術を表 5
に示す。これらを、今回取り上げるべき新加工技術の第１次案とした。 
 更に、この第１次案の妥当性を評価して頂くために、有識者へのヒアリングを行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大分類 中分類 小分類 File No
切削加工 超精密切削工具 15

除去加工 切削加工 切削ホイール 28
切削加工 電解研磨 230

精密プレス 180
プレス加工 精密プレス 209

塑性加工 サーボモータプレス機 48
鍛造 溶融鍛造 183
成型 超塑性加工 66

金属粉末射出成形 23
成型 積層造型 374

積層造型 129
表面改質 267

表面処理 プラスチック表面処理 405
UV洗浄技術 479

リソグラフィ 微細リソグラフィ 149
接合 常温接合 199

摩擦攪拌 摩擦攪拌溶接 438
フェムト秒レーザ加工 159

LIGA加工 401
特殊材料加工 生体材料加工 249

付加加工

レーザ加工特殊加工
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表 4 文献のフルペーパから抽出した新加工技術 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No 加工技術 技術分類 文献No

1 ナノインプリント技術 転写
2、54、55、157、
160、182、233、
117、

2
リソグラフィ技術
（EUV（超紫外線）リソグラフィ、など）

露光・転写 149、174、209、

3 ナノマイクロフォーミングツール（マイクロ切削工具） 切削加工 15、

4 金属粉末射出成形法 Metal Injection Molding （MIM） 射出成形 23、

5

超砥粒（ダイヤモンド、立方晶窒化ほう素（CBN)）ホイー
ル研削、UDD（Ultra-Dispersed Diamonds）
超微細結晶ダイヤモンドコーティングエンドミル（切削）、
PcBN（多結晶立方晶窒化ほう素）旋削
CBN焼結体ボールエンドミル

研削、切削、旋削
28、68、83、88、
90、94、119、
150、219、292、

6 水溶性白色系潤滑剤（鍛造、地球環境・作業環境改善） 鍛造 36、

7 フェムト秒レーザ加工 レーザ加工
41、100、159、
161、

8 光ファイバレーザ加工 レーザ加工 112、

9
サーボ（モータ）プレス
（Mg合金、Tiなどの難加工材料の成形）

プレス加工
48、49、56、
257、

10 超塑性加工 超塑性加工 66、

11
MRF Magneto-Rheological Finishing
（磁気研磨、磁性流体研磨）

研磨
82、125、230、
239、

12 非球面加工 研削、切削 98、107、229、

13 電鋳加工（エレクトロフォーミング） 転写 105、

14 ワイヤ放電加工、形彫り放電加工 放電加工
59、81、110、
118、153、

15 ラピッドプロトタイピング Rapid Prototyping （RP） 積層造形

120、122、128、
129、146、147、
193、208、215、
245、280、281、
282、283、

16 電子ビームによる磨き加工 電子ビーム加工 148、

17 ファインブランキング加工 剪断 180、

18 半溶融鍛造 鍛造 183、

19 プラズマエッチング プラズマ加工 186、

20 化学的機械研磨（CMP：Chemical Mechanical Polishing） 研磨
197、217、277、
296、

21
ELID（ELectrolytic In-process Dressing、電解インプロセ
スドレッシング）法

研削 230、239、296、

22 ECM（Electro-Chemical Machining）電気化学加工 切削加工 249、

23 キャビテーション・ピーニング 表面改質 267、

24 摩擦攪拌溶接 （FSW：Friction Stir Welding） 溶接 438、

25 紫外線（UV）洗浄 表面改質 479、
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表 5 取り上げるべき新加工技術の第 1 次案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 新加工技術　

1    ラピッドプロトタイピング（RP）

2   ファイバーレーザ加工

3   フェムト秒レーザ加工

4   ナノインプリント

5  超塑性加工

6  摩擦攪拌溶接

7  超精密切削加工

8  超精密研削加工

9  金属粉末射出成形（MIM）

10 ニアネットプレス（ファインブランキング、半溶融鍛造）

11      SPM（走査プローブ顕微鏡）を用いた微細加工
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1.2 取り上げるべき新加工技術の第１次案に関する有識者へのヒアリング 
  文献から抽出して構成した表 5 の新加工技術の第１次案に関して、3 名の有識者を訪問

し、この案の妥当性についてヒアリングを行った。ヒアリング結果を以下に示す。 
 
（１）有識者Ａへのヒアリング結果 

（日時：2007 年 9 月 18 日 10 時 30 分～12 時） 
コメント内容 
○摩擦攪拌溶接（接合） 
 実用化でかなり使われている。鉄は無理。 
 接合関連では、拡散接合がいろいろと更に研究されている。 
 また、常温接合も広がると効果は大きい。 
○ラピッドプロトタイピング 
 適用が広がっている。 
○超塑性加工 
 うまい適用が見つかると広がると思うが、現在、適用が広がっていない。 
○ファインブランキング 
 技術は古いが、生産性が上がるので、将来伸びる可能性あり。 
 2 段や 3 段のファインフォーミングも研究されている。 
○半溶融鍛造 
 半溶融凝固も、これに近いものであるが、作るものによっては良さが出ているものがあ

る。 
 鋳造関係で新しい技術は、「減圧造型鋳造法」（Vacuum Sealed Molding Process、V プロ

セス）があり、液晶製造装置の部品の製造などに適用されている。 
○金属粉末射出成形（MIM） 
 粉末にするのに金がかかる。 
新しいものとして、パルプ射出成形の研究が行われている。（東京大学国際・産学共同研

究センター（CCR）横井 秀俊センター長） 
○超精密切削加工 
 5 軸マシニングとの総合で、超精密加工ができるようになった。 
 金型の加工で、放電加工は遅いので、ミーリング加工となったが、 
ミーリング加工はどうしても段差を生じる。その後に研磨をする必要があり、時間がか

かる。 
 そこで、放電加工を改善する、粉末放電加工が研究されている。 
 また、環境対策にもなる、5 軸の加工機を使用した、気中放電加工の研究も盛んに行われ

ている。 
 環境対策として、新しい技術として、潤滑剤を使用しないドライ加工が行なわれている。

DLC（Diamond Like Carbon）などのコーティングをして、（絞り成形しごき）金型やド
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リルなどに適用されている。 
○フェムト秒レーザ加工の中で、 近、浜松ホトニクスがウエハを非接触で高速切断する

「ステルスダイシング」技術を開発している。 
（単結晶のシリコンがフェムト秒レーザにより多光子吸収を誘起させ改質（多結晶化）

される） 
 他の分野にも広がる可能性あり。 
○波長変換結晶を用いた UV レーザ（5 倍波など）の超微細加工への適用も新しい加工技術

となると期待される。 
 三菱電機が 5 倍波で 10W のものを開発。 
○「フォトン計測・加工技術」のプロジェクトで一番成功したと思われるものは、高出力

LD 励起完全固体化レーザであり、芝浦メカトロニクス（東芝）は現在 4.5kＷまでを製品

化しており、 近では 10kW 級の開発を行ったと発表している。 
 値段が高いところもあり、納入実績は未だ少ないが、溶接や切断の分野での適用拡大が

期待されている。 
 また、エンシュウ㈱は浜松ホトニクス㈱との連携・協業により「高出力半導体溶接レー

ザ溶接システム」（ 大 6kW）を開発し、レーザのエネルギ密度分布をトップハット型（従

来のものより焦点を絞っていない）とし、板材の突合せ裕度を広げ、テーラードブラン

ク溶接を対象として販売を始めた。 
○イオンビーム加工は、現在、小さなものに適用されているが、どこまで大きなものがで

きるか。それによって適用対象が変わってくるかも。 
 集束イオンビーム（FIB：Focused Ion Beam）は現在使われているが。 
○電子ビーム加工での 新の技術としては、大面積電子ビームによる金型の鏡面加工と表

面改質の研究が岡山大学の宇野義幸教授によって行われ、㈱ソディックがその装置を販

売している。 
 
（２）有識者Ｂへのヒアリング結果 

（日時：2007 年 9 月 19 日 13 時 30 分～14 時 30 分） 
1) マイクロ・ナノ加工技術から（マイクロ・ナノ加工技術のロードマップ作成のための

委員会資料） 提供及び説明 
日本機械学会では、技術ロードマップを 9 部門で作成中であり、機械材料・材料加工部 

門（第 6 技術委員会）では、その考え方を上記の資料にまとめている。 
（このロードマップは 10 月 26 日に日本機械学会 創立 110 周年記念式典で発表される） 
その一つの例が以下である。 
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上図中に、マイクロ・ナノ加工技術としては以下のような技術（1995 年以降）が挙げら 

れており、今回の新加工技術を考える上で参考となると思う。 
 
 (1) 二次元マイクロ・ナノ加工技術 
   ①KrF リソグラフィ 
   ②ナノインプリント 
   ③電子線縮小転写（EPL：Electron Projection Lithography、電子線投影方式リソグ

ラフィ、電子線投影縮小露光とも呼ぶ） 
   ④極紫外線縮小転写（EUVL：Extreme Ultraviolet Lithography） 
 (2) 三次元マイクロ・ナノ加工技術 
   ①2 光子吸収効果マイクロ光造形 
   ②FIB Deposition（FIB-CVD：Focused Ion Beam-Chemical Vapor Deposition、 

集束イオンビーム－化学気相成長）  
   ③3D リソグラフィ（EB：電子ビームの使用） 
   ④3D 切削機械加工（マイクロダイヤモンドエンドミル） 
 
2) 創立 110 周年記念 機械工学 近 10 年のあゆみ 1997-2006 年 提供及び説明 
  4. 機械材料・材料加工：その展開と今後の飛躍 
  4.2 材料加工 
（この冊子は 10 月 26 日に（社）日本機械学会 創立 110 周年記念祝賀会で贈呈される） 
 この中に 近の加工技術が述べられているので、今回の新加工技術を考える上で参考と

なると思う。 

図 1 
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(1) 溶融加工（鋳造） 
  ①半溶融・半凝固鋳造（セミソリッド鋳造） 
   半凝固鋳造（レオキャスト）：液相の溶湯を冷却し、固液共存のスラリーとして注湯 
   半溶融鋳造（チクソキャスト）：固体インゴットを固液共存域に加熱して成形する 
  ②鋳造による異種材料接合法 
 (2) 溶接・接合 
  ①FSW（摩擦攪拌接合） 
 (3) 塑性加工 
  プラスチック加工 
  ①プラスチックのサンドイッチ射出成形 
  ②SMC（Sheet Moulding Compound）のプレス成形 
  ③スタンパブルシート成形 
 (4) 粉末加工 
  ①温間・金型潤滑成形法 
  ②MIM（金属粉末射出成形） 
  ③パルス通電焼結法（PECS：Pulsed Electric Current Sintering） 
  ④レーザ粉末積層造形技術 
 (5) 特殊加工 
  ①反応性イオンエッチング（RIE：Reactive Ion Etching）でシリコンの型の作成→プ

ラスチックの射出成形→μ-TAS 
  ②LIGA（Lithographie Galvanoformung und Abformung）プロセス 

（X 線リソグラフィ） 
  ③（プラズマ、溶射）遮熱コーティング（TBC：Thermal Barrier Coating） 
  ④DLC コーティング 
 
（3） 有識者 C へのヒアリング結果 

（日時：2007 年 9 月 19 日 13 時 30 分～14 時 30 分） 
 ○ 先端の技術について、 近５年間位の間で行なわれているものは、共同研究などが

行われている場合が多く、守秘義務の契約がされているので、完全に実用化されるま

で、外に出てこないことの方が多いと思う。 
 ○加工技術を評価する時に優位と考えられるものは、一番がスピードで、2 番がコストで

あると思う。 
  日本の工作機械を使って日本で出来るものは、海外でも出来る。3 次元 CAD なども使

って。 
  物を作る時、時間があれば何でもできる。3 日もあれば。それを 1 時間で作るとなると

難しくなってくる。 
  加工技術で生き残るためには、スピードが求められないとダメ。 
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  その他、優位と考えられるものは、精度であると思う。 
 ○以下の加工技術は新加工技術とは言えない部類に入るのでは思う。 
   ①金属粉末射出成形（MIM） 
    私の学生時代の頃から行われており、これは脱脂が必要となり、今はアルミやマ

グネシウムにダイキャストが増えて来ていると思う。 
   ②摩擦攪拌溶接（接合） 
   ③超塑性加工 
 ○ラピッドプロトタイピング（RP）やラピッドツーリングマニュファクチャリングは未

だ十分に使いきれていない技術であると思う。 
 ○3 次元 CAD のデータがないとダメであるが、このデータを短時間で作り加工に繋げて

いくことが必要で、トライ＆エラーの繰り返しは時間がかかってしまうので、シミュ

レーション技術により短時間化が重要である。 
 ○金型屋は下請けで 90%が 20 人以下の工場が多いが、金型だけでなく、製品までにして

製品を納入している工場もある。そのように付加価値を高める工場はもうかっている。 
○今後、付加価値を高めることのできる加工技術としては、航空機の羽根をバルク材か

ら製造するような難形状（複雑形状）加工と、ジェットエンジンやタービンブレード

のような難削材加工であると思う。 
  そのために、レーザー加工や微細加工が更に進んでいくと思うが、そのために高効率

のどういう加工技術を用意していくかが非常に重要なことである。 
 ○生分解性のポリマー（ポリ乳酸）の使用が欧州で増加してきている。今後、これが 

プラスチックに置き換わっていくであろう。 
  但し、射出条件が狭いなど、成形加工条件が厳しい。 
  海外でやっているが、ラピッドプロトタイピング（RP）で加工するのが良いのではな

いか。 
 ○切削加工でかなりおおきな L/D のものはできるが、切削加工ですべてのものが出来る

訳ではない。HRC＞55 だったかな、この場合は研削となる。 
 ○精密加工はプリズムやレンズの分野で非常に重要な技術となってきている。 
 ○金型などに使われているナノ加工機は、日本にファナックなど 6 社の製造メーカーが

あるが、現在は輸出禁止となっている。 
  放電加工機は OK であるが。 
 ○ものづくりは、設計と加工と工程設計とから成り、全体のバランスが重要である。 

加工でかなりスピードアップしてきているが、現在、設計で一番時間がかかっており、

工程設計は生産ラインを構築できる人がいなくなってきており、生産技術で生き残る

ためには、その人材育成が必要である。 
  また、加工については、出来た技術をどう上手く使っていくかの Knowhow が不足し

ているように感じる。 
 ○環境的な面では、Dry 加工が増えてきている。 
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  切削は Dry でもかなりいけるが、工具が小さい場合には、数 cc／時間のレベルの潤滑

剤をミストで供給する MQL（ 小量潤滑、Minimal Quality Lubrication）くらいは

必要となる。 
  研削の場合は、Tool の Dressing のため（特に Metal でセラミックを研削する場合）、

液はなくならないであろう。 
 ○生き残れる技術は、材料にあった技術で、他の技術と競合しない技術で、それが高度

化されたものとなるのか。 
 
以上 3 名の有識者からの新加工技術についてのヒアリング結果をまとめ、表 6 に示す。 
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表 6 新加工技術についてのヒアリング結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

評価 理由 追加新加工技術 理由 評価 理由 追加新加工技術 理由 評価 理由 追加新加工技術 理由
・減圧造型鋳造法
 （Vプロセス）

鋳造関係で新し
い

・半溶融・半凝固
 鋳造

機械工学10年
間の歩み(＊)

1
ファイバーレーザー加工
（溶接・切断）

△
値段が高いが適用
拡大の期待

・トップハット型エ
ネルギー密度

ＴＢ溶接で適用の
可能性

2 摩擦攪拌溶接 X かなり使用 ○ (＊) × 適用大
・拡散接合 更に研究中
・常温接合 広がると効果大

3 超精密切削加工 X 適用が大 ・ドライ加工（DLC) 環境対応、新しい ○
3D切削加工（ﾏｲｸﾛ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｴﾝﾄﾞﾐﾙ）、
注-1

・DLCｺｰﾃｨﾝｸﾞ (＊) ○
先端技術開発支援
センターの重点
テーマ

・ドライ加工
(MQL： 小量潤
滑を含め）

環境的な面で
増加

・ＵＶレーザ
 （5倍波）

超精密加工への
適用拡大の期待

4 超精密研削加工 X かなり使用

5 ファインブランキング ○ 生産性UP, 将来性
・2, 3段のファイン
 フォーミング

研究中

6 超塑性加工 △ 適用が小 ×
古くからあるが、適
用が伸びない

7 半溶融鍛造 △ 作る物により良さ
・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸのｻﾝﾄﾞ
　ｲｯﾁ射出成形

(＊)

・SMCのﾌﾟﾚｽ成形 (＊)
･ｽﾀﾝﾊﾟﾌﾞﾙｼｰﾄ
 成形

(＊)

8 金属粉末射出成形（MIM) △ 粉末が高い ・パルプ射出成形 研究中 ○ (＊) ×
脱脂必要、Al, Mg
のﾀﾞｲｷｬｽﾄが増加

・温間金型潤滑
　成形法

(＊)

・ﾊﾟﾙｽ通電焼結 (＊)

9 ラピッドプロトタイピング（RP） X 適用が大 ○
・ﾚｰｻﾞ粉末積層
　造形(＊）

○
十分に使いきれて
いない

・生分解性ポリ
　マーの加工

欧州でプラス
チックの代替増

10 ナノインプリント ○ 生産性UP, 将来性 ○
RIEによる型製作
μ-TAS、LIGAﾌﾟﾛｾ
ｽ(*）、注-2

11 フェムト秒レーザ加工 ○
ｽﾃﾙｽﾀﾞｲｼﾝｸﾞ技術
が開発中、
適用拡大の可能性

○
・2光子吸収効果ﾏ
ｲｸﾛ光造形、注-1

12 SPMを用いた微細加工
・ﾌﾟﾗｽﾞﾏ・溶射-
 遮熱ｺｰﾃｨﾝｸﾞ(*)

(＊)

・粉末放電加工 研究中 ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ技術 短時間化
・気中放電加工 研究も盛ん ・難削材加工
・集束イオンﾋﾞｰﾑ
 （FIB)

大物への適用に
よっては期待

・集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ-
 CVD

ﾏｲｸﾛ･ﾅﾉ加工
技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

・難形状（複雑
 形状）加工

･大面積電子ﾋﾞｰﾑ 研究中

↑
新加工技術

X 実用化でかなり使われている、適用が広がっている、
△ 課題があり、適用が広がっていない、うまい適用が見つかると適用がひろがる
○ いろいろと（更に）研究が行われている、実用化し適用が広がると効果が大きい、将来伸びる可能性がある

注-1（ﾏｲｸﾛ･ﾅﾉ加工技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟより）
注-2（ﾏｲｸﾛ･ﾅﾉ加工技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟより）：KrFリソグラフィ、電子線縮小転写（EPL、電子線投影リソグラフィ）、極紫外線縮小転写（EUVL）、3Dリソグラフィ

有識者Ａへのヒアリング結果

その他

有識者Bへのヒアリング結果 有識者Cへのヒアリング結果

粉末加工

特殊加工

大分類 文献から抽出の新加工技術

塑性加工

鋳造

溶接・接合

高付加価値化



21 

1.3 新加工技術抽出のまとめ 
  新加工技術の第１次案に対するヒアリングの結果、更に追加を検討されてはとのコメ

ントを頂いた事案については、その後の日機連からの参考情報を含め、新たに加工技術

に関する情報を収集し整理したのが次頁の表 7 である。ここで 終評価欄に○を付けた

課題を新加工技術として、今回の調査対象とした。これを纏めたものを下に示す。 
以下、第２章、及び第３章において、これらの加工法についての調査結果を述べる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大面積電子ビーム

FIB-CVD　

レーザ加工
ファイバレーザ

フェムト秒レーザ

ファインブランキング

プラスチック特殊成型

積層造形

ナノインプリント

加工法の種類

超精密切削
複合加工機

ＭＱＬ

新加工技術の調査対象
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表７ ヒアリング結果を考慮した新加工技術の整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鋳造
減圧造型鋳造法（減圧鋳造法）
Vプロセス（Vacuum Sealed
　　　　　　　Moulding Process）

★環境にやさしく、鋳肌がきれいな特長を有するためニアネットシェイプ化が可能であるが、1972年に開発され、国内外で広く適用されている。今後のインパク
ト？

X

1 ファイバーレーザー加工 ○
・高出力半導体レーザの内容を追加
　トップハット型のビームプロファイルを持つ→テーラードブランク溶接に 適（突合せ面の隙間管理に余裕大）

○

2 摩擦攪拌溶接 X － X

焼結拡散接合 ★粉末体の焼結接合に適用されるのみで適用範囲は狭い？ X

表面活性化常温接合
★真空中でイオンビーム等の照射で接合表面を活性化し、化学的結合による常温接合。→対象となるウエハ・半導体・MEMSの実装・集積化の適用の広がり
に課題？

X

3 超精密切削加工 ○
・ドライ加工の内容を追加
　DLC（ダイヤモンドライクカーボン）コーティング、MQL（ 小量潤滑）→環境対応
・UVレーザ（5倍波）の内容を追加

○

4 超精密研削加工 X － X

5 ファインブランキング ○
内容の追加なし
(現時点の調査の中にも3次元形状の複合加工（ファインフォーミング（FF)）が含まれている。しかしながら、FBもFFの方向性をもう少し記述か）

○

6 超塑性加工 X － X

7 半溶融鍛造 × － ×

プラスチック類の特殊成形（＊）
★自動車の軽量化を含め、環境対応として適用拡大の可能性
　（＊）①SMC(Sheet Moulding Compound）のプレス成形、②スタンパブルシートのプレス成形、③プラスチックのサンドイッチ射出成形

○

8
金属粉末射出成形
（MIM：Metal Injection Molding)

X － X

パルプ射出成形 ★パルプとでんぷんなどの紙素材を用いて射出成形する。プラスチックの代替として環境低負荷の紙の成形品が実現。インパクトは？ X

温間金型潤滑成形 ★焼結材と金型を温間加熱し成形する方法と潤滑剤を金型に塗布して成形する金型潤滑方法の組合せで、帯電塗布する方法に改良。インパクトは？ X

パルス通電焼結 ★加圧しながら導電性の型（黒鉛製など）にパルス電流を流して放電プラズマにより加熱して行う粉末焼結法。従来のホットプレスの代替技術。インパクトは？ X

9
ラピッドプロトタイピング
（RP：Rapid Prototyping）

○
・積層材としての生分解性ポリマーの利用（人工骨の製作など）の内容の追加
（現時点の調査の中にレーザ粉末積層造形は含まれている）

○

10 ナノインプリント ○
内容の追加なし
(現時点の調査の中にもRIE（Reactive Ion Etching）やシンクロトロン放射X線を用いたLIGAプロセスが含まれている。しかしながら、μ-TASのような適用例をも
う少し記述か）

○

11 フェムト秒レーザ加工 ○
・ステルスダイシング（Stealth Dicing）の内容を追加
（現時点の調査の中に2光子吸収効果マイクロ光造形は含まれている）

○

12 SPMを用いた微細加工 X － X

遮熱コーティング
★金属基材の上に、金属ボンド層と低熱伝導率のセラミックトップ層をプラズマ溶射でコーティングし、金属基材の表面温度を低下させる。コンバインドサイク
ル発電設備のガスタービンの動翼に適用されている。耐久性が課題？

X

粉末混入放電加工
★放電を行う油の中にシリコンの微粉末を混ぜると、粉末を介して火花が散るため、極間距離が広くなり、放電が分散し、仕上がりが鏡面に近くなり、ほとんど
手磨きが不要となる。インパクトは？

X

気中放電加工
★パイプ形状の電極を用い、従来の加工液が果たす加工屑排出及び極間冷却の役割を、パイプ電極内部からの高速気体流で行うことにより、大気中の放電
加工（Dry加工）が可能。インパクトは？

X

集束イオンビーム加工
（FIB：Focused Ion Beam)

★ビームは10nm程度まで絞れ、任意の場所にスキャンできるので、複雑・微細部品用金型の製作に適した加工法。大物への適用によっては期待されるが、そ
の動き？。また大断面電子ビーム加工以上のものの可能性？

X

集束イオンビーム化学気相成長
（FIB-CVD）

★3次元ナノ構造形成が可能。 ○

大面積電子ビーム加工 ★大面積電子ビーム照射により、大面積金型の鏡面仕上げ・表面改質の高速加工が可能。手磨きの機械磨き化。 ○

終
評価

その他

大分類
文献から抽出の新加工技術および
ヒアリング時の追加の新加工技術

粉末加工

特殊加工

ﾋｱﾘﾝｸﾞ
結果

文献から抽出の新加工技術に対してのヒアリングによる追加内容と、ヒアリング時の追加の新加工技術に対してのその後の調査による評価のための情報（★）

溶接・接合

塑性加工
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第 2 章 新加工技術の現状、導入による効果 
 
2.1 超精密切削加工 
（1）技術内容と特徴 
切削加工は加工法の中でも も古い部類に属するが、飽くなき精度への要求に対して、

常に対応してきたし、コストも安く、生産性の良さとあいまって先進技術の地位を失うこ

とはなかった。切削加工は作業現場でのノウハウに依存する部分が多いが、その技術とと

もに工作機械、工具類、それに計測制御およびソフトウエアが相互に依存しながら、常に

進歩してきている。 
加工原理は表面を力学的に破壊しながら新しい面を作っていく除去加工と呼ばれる部類

に属するが、加工形態としては工具の形状から、旋削加工、フライス加工、ドリル加工な

どいくつもの種類がある。そして工具と被削材との関係は色々な組合せがあり、どの様な

組合せでも良好な加工面が得られるとは限らない。新しい材料の出現とともに工具には新

しい条件が要求される。その要求項目は工具の形状であったり、工具の材料、さらには速

度や力などの力学条件であったりする。このことは被削材と工具の関係にとどまらず工作

機械への要求に波及する。さらに加工の目的は形状を作り出すことにある以上そこには形

状精度に対する要求が付随する。そのためには計測制御の仕組みが必要になり、近年では

コンピュータ技術の進化が反映された CNC（Computer Numerical Control）装置がな

くてはならないものになっている。 

 
図 1 樋口プロジェクトで開発された多軸制御超精密加工装置1 

ここで超精密切削加工と呼ばれる技術は 1980 年代に米国 LLNL（Lawrence Livermore 
National Laboratory）が開発した大型超精密旋盤や、ムーア社が開発した超精密旋盤がそ

の基盤を作ったものと考えられる。これらの機械は軍事目的で作られたが、国内では光学

                                                  
1 鈴木、山形、樋口、精密工学会誌 vol.72,No．4，2006 p417 
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と IT 技術が結合し始めた時期に当たり、レンズ用金型などの光学デバイスの加工を目的に

ムーア社の機械などが導入された。この機械では He－Ne レーザにより長さ測定は 0.1ｎｍ

の分解能を持っていて、案内面の改良などがされていたが、ダイヤモンドバイトの輪郭精

度が十分でなかったために、用途は限定的であった。 
その後ダイヤモンドアールバイトの輪郭度精度が 0.1μm 以下になり、光学デバイスの種

類が多くなるにしたがって、これらの金型加工のニーズが大きくなってきた。これに対応

して 1990 年代の中頃より国内でも、超精密旋盤の開発が盛んになり、種々の試みがされた

中で 1993 年に樋口プロジェクトで開発された多軸制御超精密加工装置は有名である。この

機械はリニア（ガラス）スケールを採用したことが大きな特徴で、これが決め手となって

温度や気圧の変化の影響を受け難く出来るようになった結果、1nm 制御が可能となった。

このことにより微小な部材を高精度に能率良く実現することができるようになった。図 2
はその加工結果の一例である。 

 
図 2 加工例2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 加工機械の座標 
工作機械は 3 次元形状を造り出すことが目的であるので、工具やテーブルは移動しなけ

                                                  
2 鈴木、山形、樋口、精密工学会誌 vol.72,No．4，2006 p417 
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Ｙ軸 
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ればならない。そのための運動方向の定義は次のように定めている（図 3）。まず機械の主

軸（被加工物の軸）を定めこれを Z 軸とし、被加工物の加工部分のある方向を正とする。

この Z 軸廻りの回転方向を C 軸とする（ベクトル的には Z 軸に等しい）。次に Z 軸に垂直

な平面内に於ける移動方向に X 軸を取り、これに対する右手座標系として Y 軸を取る。そ

して X 軸の廻りの回転を A 軸、Y 軸の廻りの回転を B 軸とする。 
このような座標を考えたとき工具と被加工物の移動方向は従来の工作機械では X、Y、Z

軸に沿った直線方向の移動が主であった。しかし高精度のサーボモータやロータリエンコ

ーダの発達により、工作機械のテーブル回転の位置決めが精度良く行えるようになり、

近では X、Y、Z の 3 方向の他に各軸の廻りの回転を可能とした、5 軸制御の工作機械が出

現してきている。 
 工具とテーブルの関係がこのような動きを可能にすると、通常の旋盤やフライス盤のよ

うな機械では一度に加工できない複雑な形状を、段取り替えすることなく、一度セッティ

ングするだけで加工出来るので高精度の製品が加工できる。このような工作機械は旋盤や

フライス盤のような単能機ではないので複合加工機と呼ばれる。 
複合加工機では目的とする被工作物の形状を削り出すために求められる被加工物と工具

の位置関係は、非常に複雑な計算が必要となる。それも時間とともに変化する空間座標位

置をリアルタイムで計算して、制御信号として出力する能力が要求される。近年のコンピ

ュータの能力がこれに応えるレベルに到達したことも CNC 複合加工機が実用化された背

景にある。 
 
（2）導入による効果 
近年 IT 技術の発達により様々なデジタル機器が出現してきたが、その中では光学系のデ

バイスがあちこちで使われるようになった。DVD や携帯電話のカメラは身近にある器具で

ある。そしてそれらは小型で安価なデバイスとして供給されている。またこれらは多量に

供給されるために金型による成型技術が使われるが、これには成型機械を持ってくるだけ

で製品が出来るわけではない。良質な金型の供給は不可欠な条件である。一方、光学部品

に使われる金型は高い形状精度が要求され、特殊な材料が使われる。切削加工は生産性が

優れているためにそれらの要求を満足するならば強力な生産手段となる。複合加工機はこ

のような要求に対応できる加工機械として広く用いられるようになってきている。しかし

この種の機械は高価であるので、その導入には製品の付加価値との関連で判断されるケー

スが多い。 
1）複合加工機 

1990 年から 10 年間の期間で行なわれた通産省のマイクロマシンプロジェクトではファ

ナックが摺動面に空気静圧軸受を用いた５軸加工機ロボナノαを開発した。これを原型機

として現在その製品は第３世代まで進化しているが、微小機械の加工に威力を発揮してい

る。例えば図 4 に示すように開き角 3 度、アスペクト比 5、微小ピッチ 35μm の溝を高精

度で加工することができる。このような形状は形だけならば、半導体プロセスを流用した
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MEMS 技術でも加工できないことはないが、溝側面の面租度を出すことはできない。図 4(a)
の様な例は機械加工の得意な分野である。 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

図 43 ファナック社ロボナノαによる加工例  

  
 

図 5 ロボナノα-0ｉＢ 仕様 
 
複合加工機では被削物と工具の関係から、工具は断続切削を行なうミーリング工具を用

いることが多い。このような断続切削での高速切削は次のような利点があると考えられて

いる。 
・ 比較的高速側で工具摩耗の少ない領域がある 
・ 高速では切りくずが薄くなり、切削抵抗が少なくなる 
・ 高速ミーリングでは高い送りをすることで高精度で高効率の加工が可能 

                                                  
3 http://www.fanuc.co.jp 

項目 内容

X軸（ 水平直線軸） 280mm
Z軸（ 水平直線軸） 150mm
Y軸（ 垂直直線軸） 40mm
B軸（ 水平回転軸） 360°（連続回転可能）
C軸（ 垂直回転軸） 360°（連続回転可能）
X、Z、Y軸 1nm
B、C軸 0.00001°

テーブル作業面範囲 B、C軸 φ210mm
X、Z軸　 500mm/min
Y軸 50mm/min
B、C軸　 250min-1
X軸 0.2μm/280mm
Z軸 0.2μm/150mm
Y軸 0.2μm/40mm

回転振れ B 0.05μm

移動量

指令分解能

大送り速度

真直度

（ａ） （ｂ） 

テストモデル金型
V開き角 ： 3°
ピッチ： 35μm
深さ ： 100μm
材料： Ni-Pメッキ

テストモデル金型
V開き角 ： 0°
ピッチ ： 50μm
深さ ： 50μm
幅： 10μm
材料 ： Ni-Pメッキ
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図 64 理化学研究所で開発された加工機 

 
表 1 理化学研究所加工機の仕様 

 

以上の考え方から理化学研究所ではφ0.1mm以下の工具を 120,000 rpmで回転する高速

スピンドルを搭載したナノマシニングセンタを開発した。その外観と加工事例を図に示す。

この機械では高速に駆動させるために各軸に 2 個のリニアモータを搭載して、それぞれが

                                                  
4 安齋正博、精密工学会誌、73-9、ｐ1008 

単位 内容

本体寸法 ｍｍ 500H×800L×1600H
ストローク ｍｍ 100×100×100

カウンター制御時 20×20×20
大送り速度 ｍ/min 15
加減速度 G 1

テーブルサイズ mm 100×100
ワークチャック 真空チャック

周辺装置
CNC制御装置、リニアモータドライブ、

冷却オイルクーラ
主軸 エアータービンスピンドル

大主軸回転数 ｒｐｍ 170,000
適用工具 シャンク径：φ3.0、 大突出し：15mm
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相対運動（加速度制御）することにより振動を抑制している。そして用いる工具を 適な

加工条件の周速に近づけて切削する。その結果エンドミル加工で 10nmRa の鏡面が得られ

ている。 
その他、国内で生産されている精密金型用複合加工機の主なものは表 2 の通りである。 
 

表 2 国内で開発された精密複合加工機 

 
 
2）MQL 
 切削加工には昔から被削性を上げる目的で油を塗布することが行われて来たが、超硬工

具が出現し切削速度が飛躍的に上昇してからは、切削油の役割は加工点の冷却と、速度上

昇に伴う切りくずの排出を目的とし切削油が大量に使われるようになった。そのため工作

機械 1 台に使われるエネルギの内でも切削油のために使われる部分は無視できないものに

なってきている。そのエネルギ消費の割合を示したのが図である。この図はエンジン加工

ラインで使われるエネルギ構成を示している。これからわかるように潤滑油を冷却するた

めのクーラント関連だけで 34％のエネルギが消費されている。 
 

 
図 75 エンジン加工ラインで使われるエネルギの割合 
 

また、切削油は 終的に金属紛を含んだ汚泥となって産業廃棄物として処理されるが、

現在切削油の消費量は年間 13 万トンといわれ､廃油にいたっては年間 42 万トン(希釈後含

む)発生するといわれている。そのため環境マネージメントの観点からも切削油の問題は

                                                  
5 須田 トライボロジスト 53，1（2008）ｐ10-15 

企業名 製品型番

碌々産業（株） NANO　21
（株）松浦機械製作所 LX-05AX
（株）JTEKT AHN-05
株式会社 ソディック Uｌtra Nano 100
（株）スギノマシン Xion- Ⅱ-5AX
大阪機工（株） VD　300
三菱重工（株） μV1
（株）日平トヤマ μZ3500
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年々クローズアップされている。このような環境対策および省資源的観点から極微量の切

削液で切削を行おうとする MQL（Minimum Quantity Lubrication ：微少量潤滑）の概念

が考え出された。その目的の一つは上述のような潤滑油に係わるエネルギの節減や、廃油

問題の改善の他に、従来方式では多量の油剤を使うことによる油剤の飛散を防ぎ、作業環

境を改善することもある。 
しかし切削現象は微量であっても油を抜きには考えられない。ここでの油の役割は切削

抵抗の低減、工具摩耗の抑制、製品精度の向上が従来の潤滑法での油剤と比べて遜色ない

ものが求められる。このような必要条件の他に環境適合性の観点から従来は植物性ベース

のものが用いられてきた。しかしこの種の油は長く使用すると粘着性劣化物質が発生し作

業環境を悪くするなど、長期に使用するには難点があった。そこでこれらの問題を解決す

るための油剤として合成ポリオールエステルベースとした表3に示すMQL専用の潤滑油が

開発された。 
表 3 MQL 加工油の一般的性状6 

 

 
MQL では切削液は微量であるので冷却効果はあまり期待できない。そのため、現在考え

られている手法は切削液を平均粒径 1～2μm の霧状にして高圧空気と共に吹き付け、空気

による冷却も兼ねたミスト方式をとる。この時の圧縮空気は切りくずの排除も目的として

いる。 

ここでミスト加工には、油のみによる油ミスト法と水と油を混合した水＋油ミスト法が

ある。油ミスト(オイルミスト)は潤滑性の高い植物油やエステル油を極少量使用し、ドラ

イに近い加工を行う。これと似たものに水溶性切削油のミストを噴霧する方法もある。ミ

スト方式には多量の廃油による環境汚染を防ぐという目的もあることから、使われる油剤

も有害物であってならない。また霧状にすることから作業者が吸い込む可能性もあるので、

吸い込んでも安全であることも求められる条件である。さらに使われる量が微量であるの

で、微量でも潤滑効果の大きい油剤であることが必要である。このことが合成エステル系

の油や植物油が使われる理由の一つでもある。この方式を構成する装置としては油を微小

粒径にする装置と、空気に混ぜて吹き付けるノズルとからなっている。 
MQL 切削で使われる工具は大量の潤滑油を使わないので、高い潤滑性と断熱性が求めら

                                                  
6 須田 トライボロジスト 53，1（2008）ｐ10-15 

単位

切削油 ミスト防止剤
添加切削油D

従来油A
ミスト防止剤
添加歯切抽E

従来抽B
ミスト防止剤
添加研削油F

従来油C

動粘度（40℃）， mm2／S 8 8.5 32 32 26 25

オイルミスト量*，
カウント／min 492 1148 839 1559 820 1951

オイルミスト低減率， 　％

二L作機械

57 5846

実用例　3実用例　2実用例　1

ボールねじの溝研削

（クリープフィード研削）
加工内容

マンニングセンタ 平面研削盤歯切り盤

ハイポイドギヤの歯切加工

オ イ ル ミ ス ト 量 * ： ミ ス ト カ ウ ン タ ー （ 携 帯 型 粉 塵 計 ） に て 測 定

抽庄部品の各種加工
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れる。そのような工具として TiN、TiCN、TiAlN などをコーティングしたもの、あるいは

軟質金属に対してはダイヤモンド、DLC(ダイヤモンドライックカーボン)工具が適当と考え

られる。このような工具母材の改良やコーティング技術の進歩により、工具の耐熱性が高

まった結果、切削油の必要性がなくなるわけではないが、相対的には低くなっている。 

ミストを作るための手法としてはノズルが用いられ霧吹きと同じ原理でミストを吹き付

けるが、その方式には切削油と空気の混合位置が外にある方式と、内部で混合する方式が

ある（図 8）。またノズルの位置は機械の形態によって制約される。例えば ATC(自動工具

交換装置)のついた機械の場合、刃物の長さが変わるとノズルが追随しなくなる。また、穴

加工の場合は、ノズルで工具の外からかけても効果は少なく、オイルホール付工具を使用

して、刃先にミストを送り込む必要がある。こうした制約から「内部給油方式」と呼ばれ

るミスト塗布方法が開発された。これは、従来のクーラントと同じように、機械の中から

ミストを吐出させる方法で、マシニングセンタではスピンドルスルーで、NC 旋盤ではタレ

ットを通してミストを吐出させる方法である。 

 

 

図 87  MQL 切削用ノズルの例 
 

しかし、ミストの特性として、長い配管内にミストを通すと配管内壁にミストが付着し、

液状化を起こし、レスポンスが悪くなるという現象が見られる。こうしたミストの特性を

改善するために、ホーコス社はスピンドル後端の工具直近で油とエアーを混合して吐出す

る方法を開発した（図 9）。スピンドル内をエアーと液体の２系統にし、ロータリージョイ

ントも２系統にしている。この方法の長所は機械内配管の影響を受けず、スピンドル内の

遠心力の影響を受けにくく、ミスト量を無限に増やすことができるという特徴を持ってい

る。 

 

                                                  
7 稲崎一郎、MQL 切削の動向、トライボロジスト、47(2002)7、519 
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図 9 ホーコス社のミスト用ノズル8 
 
 

                                                  
8 http://www.mql.jp/whatisMQL/whatmql02.htm（http://www.horkos.co.jp/） 
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2.2 ファインブランキング 
（1）技術内容と特徴 
ファインブランキングとは塑性加工法の１種で常温で精密打ち抜き加工を行なう方法で

ある。この加工法によれば従来のプレス加工では得られなかた平滑なせん断面や高精度な

加工をすることが出来る。この方法は 1922 年 4 月 9 日スイス Fritz Schiess Forror 氏

が特許（ドイツ特許 No.371004）を得たのが 初である。その後、同氏が創業した Fritz 
Schiess 社はこの機械を一貫して生産し、 初は材料の厚さ全体を平滑にせん断する技術と

して、計算器・編み機・ミシンなどの精密機器部品の加工に用いられた。 

この技術が日本に紹介されたのは 45 年前（1962 年頃）で9、東京大学の前田禎三教授、

トヨタ自動車株式会社の大西利美氏などが数多くの技術研究を行った。そして 1964 年にス

イス Osterwalder 社製の機械式プレスがはじめて輸入され、ミシン・時計・カメラ部品の

製造などで使われた。従って現在の時点で決して新しい加工方法ではない。 

しかし 1975 年ごろになると自動車工業での応用が始まり、薄い材料の加工から次第に厚

さ 5mm、10mm のせん断から、順送金型を用いて鍛造など成型加工と合体することにより

複合成形加工で実用範囲を拡大した。日本に於いてのファインブランキング技術は、他の

国とは異なった環境で、生産方式・経済性の厳しさに対応するような形に発展し、自動車

部品加工の中でも生産量の多いオートマティックトランスミッション・エアーコンディシ

ョナーの部品の加工に使われている。日本での 近の傾向は高張力鋼板のせん断、厚さ5mm
から 20mm の材料を用いた複合成形などの増加が顕著で、プレス･金型･加工製品は多くの

国に輸出されるまでに成長した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 通常の穴あけプレス加工法 

 

図 1 に示す通常の打ち抜き加工法ではパンチとダイスの間に板状の被加工物を挿入して

パンチを下げ、ダイス上の材料に接触して加圧されると、材料は曲げを受けて変形すると

ともに剪断過程を経て破断を生じる。そのためパンチが材料を通り抜けないうちに打抜き

が完了する事が起るので、通常の打ち抜き加工法では「大きなダレ・かえり（バリ）の発    

生」「破断面が多く、剪断面が少ない」「材料面に対して垂直な切断面がない」「被加工物が

                                                  
9 www.fb-japan.com/img/20071012_2.pdf - 

パンチ 

ダイス 
被加工物 
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湾曲している」等の弱点がある。さらには剪断面にゆがみが発生するので加工硬化が発生

し、多くの場合二次加工が必要になる。 

これに対してファインブランキングは、図 2 に示すようにパンチの通る板押え部材にナ

イフエッジ状の V リングを持たせる。このような構造によりパンチが被加工材を加圧する

前にＶリングが被加工物に食い込んで押さえつけ被加工物が動かないようにする。その後

にパンチが被加工物を加圧して打ち抜き工程に入る。このときエジェクターが下方から加

工圧力に対向する力を加え被加工材を加圧した状態でパンチから加えられる力によって打

ち抜く。このようにして打ち抜きが完了してパンチと板押さえが上昇した後、エジェクタ

ーが上昇することによって、打ち抜かれた残材を排除して全工程が終わる。 

 

 

図 210 ファイブランキング加工法の原理 

 

 このような工程で加工する為に必要な力は材料をV型の突起で固定する板押さえ圧力と

せん断圧力に向かい合う逆圧力で構成され、それぞれを単独に調整するために油圧制御装

置を設けている。またこのプレス機は色々な力を受けるのでフレーム構造が頑丈に出来て

いる（図 3）。この加工速度は5～35ｍｍ/ｓである。 

                                                  
10 川崎油工(株)カタログ 



34 

 

 
 

図 3 ファインブランキングプレス機の構造例11 
 

この加工法ではパンチとダイスのクリアランスを十分小さくすることにより、打ち抜か

れる面は全面が剪断面となり、打ち抜きが完了しても板押さえが被加工物を押さえつけて

いるので、打ち抜きに伴うかえりが発生しないばかりでなく打ち抜き後のスプリングバッ

クも防ぐことが出来る。そのため破断のない垂直で美しい剪断面を得る事が出来る。 
ここでファインブランキングの金型と、従来のプレス金型との相違点を次に示す12。 

 ・ 製品外郭に沿って板押さえ上に V 形の環状突起がある。 

・ ダイは精度が高く、ストレート部が長い。 

 ・ ダイの内部に逆板押さえがある。 

 ・ ダイとパンチのクリアランスは材料の厚さの約 0.5％ 

プレス加工法にはファインブランキングばかりでなく、図 4 に示すように曲げ、コイニ

ング、押出しなどの成型加工法がある。そこでファインブランキング加工機械の頑健さを

利用してこれらの成形加工法と組み合わせることにより、複合成型加工をすることが出来

る。その加工例を図 5 に示す。この例でわかるとおり精度の要求の高い歯車もファインブ

ランキングで打ち抜かれたうえに、他の形状も同時にプレス加工が出来るので、外枠や孔

部分への切削加工やフライス加工などの二次加工が不要となる。そのためこの加工法の生

産性は非常に高いといえる。 

                                                  
11 http://www.wbs.ne.jp/bt/AFB/fb.html 
12 http://www.wbs.ne.jp/bt/AFB/fb.htm 
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図 4 成形加工法の種類 

 

 

 

図 5 複合成型加工品の例 

 

（2）導入による効果 
ファインブランキングプレス機を製作している企業は全世界で約25社、製作台数は約

4,000台、国内では普及の初期の機械から、高度な応用ができる新鋭機まで含めると約400
台が稼働しているものとおもわれる。加工機の製作企業はSMG（ドイツ）、川崎油化、森
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鉄工、山本製作所が大手で国内では日本製が70％のシェアを占めている13。それらの機械の

仕様は国外メーカーは標準仕様のものが多いが、国産のものに関してはユーザ側のコスト

と技術内容での注文が厳しく特殊仕様で販売される場合が多い。その需要の多くは自動車

関連が多いが、 近では建設機械部品や建築金物などと範囲を拡げ、他の工法ではコスト

高や加工の困難度の観点から、この加工法を前提とした厚く硬い材料を用いた複雑な形状

の複合成形加工製品分野にも使われ始めている。 

機械の大きさに関しては、導入初期の頃に打ち抜けた板の厚みはそれほど大きくなかっ

たが、 近では板厚19ｍｍの打ち抜きが出来る機械も出現してきている。プレスの力の大

きさとしては1000トン以上のものもあるが、650トンクラスのものが も多く400トン、850
トンのものも売れているようである。このことは加工製品の大型化・複合加工が進み、プ

レスで精密せん断加工だけでなく順送り工程内に冷間鍛造工程を組み込んだ複雑形状の高

精度化が実現したことの反映でもある。図6はファインブランキングプレス機械とシートの

加工機を組み合わせた例を示す。 

 

図 6 ファインブランキングプレス機とシート加工機の組合せの例14 

 
ファインブランキング加工機はプレス加工の 1 種であるのでその生産性は非常に高いが、

この加工法は当初は電気部品製造などの比較的小型のものの加工に用いられていた。しか

し板厚の加工限界が大きくなり、複合加工法が出現するとともに自動車製造業界などへの

普及が広がっている。現在の鍛造機械工業会の調査15によればプレス系機械の受注先は図 7
に示すような構成になっている。この中で もニーズの大きいのは自動車、鉄道車両関連

の業界からなる輸送機械製造業であり、ほぼ半分を占めている。この全てをファインブラ

ンキング加工機が占めているわけではないが、輸送機械製造業界がプレス系機械を多用す

る背景には多様な部品を多量に生産しなければならないというニーズに適応しているため

                                                  
13 http://www.moriiron.com/japan/products/fb/fb_outline.html2 / 
14 川崎油工 カタログ 
15 会報たんぞう 2007.1 (社)日本鍛造機械工業会 
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である。ファインブランキングが複合加工法と組み合わせることにより生産性の高さと難

加工材に対しても高品質加工能力を持っていることからその利用業界は輸送機械製造業界

以外へも広がるものと期待できる。 

 

鉄鋼業, 1
非鉄金属製造

業, 2 金属製品製造
業, 17

一般機械製造
業, 3

電気機械製造
業, 10

輸送用機械製
造業, 50

精密機械製造
業, 4

その他, 13

 
図 7 プレス系機械の受注状況（2005 年） 

 
環境面から見た時、ファインブランキング加工ではその加工工程が 後まで破断過程を

経過することがないので通常の剪断加工機械のように大きな振動や騒音を避けることが出

来る。一般的には騒音、振動レベルは通常のプレス機械に比べれば低いといえるので、対

環境性には一般のプレス機よりは優れている。しかし加工後の製品やスクラップの排出作

業工程では騒音の発生が避けられないので、建屋全体の遮音などの対策は必要である。 
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2.3 プラスチック特殊成型 
（1）技術内容と特徴 
プラスチック特殊成形技術としてのサンドイッチ射出成型技術を取り上げる。この技術

は成型品の表層（スキン層）と内部（コア層）の構成樹脂の材質を変えて成型する方法で、

内部を発砲材料あるいは軟質材を用いることで、吸音効果を持せたり、ソフトな感覚を与

えクッション性のある美しい表面をもった成型品などが得られる。また内部にガラス繊維

などの補強材を入れれば成型品の剛性向上を図ることが出来るので、製品機能の向上が可

能であり、製品の付加価値を上げることができるなどの特徴がある。 
そのプロセスの一例を図 1 に示す。 初にスキン材である A を注入する。この段階では

型内の全空間をスキン材で充填せず、入口部分を満たすに止どまっている。次の段階でコ

ア材 B を注入口の中心部分に注入するとともに A 材も同時に注入することにより金型内の

空間は B 材の廻りを A 材がくるむような形になる。 終段階で B 材のみを中心部分に注入

することによりコア層が形成される。 

 

図 1 サンドイッチ成型法の例16 
 
この方法ではコア層に使用済みプラスチックの材料を用い表層にバージン材を用いるこ

とにより、製品重量の約 30％をリサイクル材とすることが出来るので、材料費の低減、環

境負荷の低減効果にも繋がる事から新たな用途への適用が期待されている。古くから有る

技術であるが製品から回収したプラスチックを再利用する技術として再び注目されている。 
 

                                                  
16 日本製鋼 環境報告書 2005 年 
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（2）導入による効果 
 (社)プラスチック処理促進協会の資料17によれば、プラスチックの 2005 年の国内生産量

は 1,451 万トンそのうち国内消費量は 1,159 万トンで 近 10 年間では漸増傾向で推移し大

きな変動はない。それが廃棄物として排出される量は 1,006 万トンである。その量も近年

大きな変動はなくほぼ消費量と同じ傾向で推移しているが、その廃棄物排出量に対する消

費量の比率は 87％に達する。つまりプラスチックを消費すると云うことはそのほとんど大

部分を捨てる事を意味している。物の消費行動が廃棄行動と同義語で有るとするならばこ

の比率は特に驚くほどのことでないかもしれないが、廃棄プラスチックの内の 481 万トン

すなわち約半分は容器包装用の使用済み材料として捨てられている。このことにプラスチ

ック廃棄物の特徴がある。しかし廃プラスチックの有効利用率は図 2 に示すように年々上

昇傾向にあり、2005 年現在では廃棄プラスチックの 62％が有効利用されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ プラスチックの排気量と有効利用 
 

 

 

 

 

 

 

図 2 プラスチックの排出量と有効利用 

 

廃プラスチックの有効利用法の一つとしてのサンドイッチ成形技術はコア材として廃プ

ラスチックを使えるので注目を集めていたが、機構が複雑なためにリサイクル材とバージ

ン材の切り替えが難しく、既存の設備を廃プラスチック用に改造することが困難であった。

そのため汎用性に乏しい欠点があり、廃プラスチックの再生利用のためには専用の成形機

                                                  
17 http://www.pwmi.or.jp/flow/flame04.htm 
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を新たに導入する必要があるなど、可能性は認識されながらも広く普及するまでには至ら

なかった。 

これに対して神戸製鋼所と共和工業が共同でMMP（Mould Master Plate）方式と呼

ばれる技術が開発された(図3)。この技術ではMMPと追加ノズルを従来の成形機に取付け、

従来の金型をそのまま使用して2.5mm（コア材比率30％）の薄肉品のサンドイッチ成形を

することが出来る。ここでMMPを取付ける相手機械の種類はどのメーカーのタイプにも取

り付けが出来るので。大きな設備投資は不要となる。このような使い方をするためにMMP
方式は従来の成形とサンドイッチ成形の兼用が可能になり、成形品の選択が自由にできる

ので、成形機の稼働率向上が図れる等の特徴がある。 

 
 

図 3 MMP 方式によるサンドイッチ成型機の願年図18 
 

図3のMMP装置において、セルフクリーニング装置は樹脂の流れるルートを簡単に清掃

できる装置でリサイクル材がバージン材へ混ざり込むことを防止する。これによりリサイ

クル材の添加量を従来の10～15％から30～50％と大幅に改善できるため、成形品コストの

６割程度を占める材料コストを低減できる。また、成形サイクルも１割程度短縮できる。 

サンドイッチ成型による再生プロセスを図4に示す。ここでは家電用品や自動車のバンパ

ーなどの廃プラスチックを粉砕し、添加剤を混ぜて混練してこれをリサイクルコア材とし

てサンドイッチ成型器に供給する方式がとられる。 

 

                                                  
18 http://www.meiki-ss.co.jp/news/n175.html 
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     図 4 サンドイッチ成型による廃プラスチックの再生プロセス 



42 

2.4 積層造形法 
（1）技術内容と特徴 
積層造形法はラピットプロトタイビング（RP）ともよばれるが、3 次元形状をスライス

して積み重ねていくことで立体形状を造形していく方法である。したがってスライス部分

の厚みが小さいほど精密な形状を作ることが出来る。そのため複雑な形状であっても断面

形状データがあればこの方法を適用できる。近年は 3 次元 CAD を使って設計することは一

般的であるので、このようなデータを簡単に造り出すことが出来る。通常、試作に入る前

の段階で実体模型を作る作業は複雑な形状のものほどそのニーズが強く従来は大変な手間

をかけてつくられていた。しかしこの方法によれば簡単に試作模型が得られることから、

この方法をラピットプロトタイビングとも呼ばれるようになった。しかしこの手法は試作

物を手軽に作る為だけに使われるものでもなく、もっと広い用途が考えられることから、

ここでは用語として積層造形法を用いる。 
積層造形法の発明は1980年に名古屋工業研究所の小玉秀男氏が出願したのが世界で 初

とされている。その後数年遅れで大阪府立産業技術研究所の丸谷洋二氏も似たようなアイ

デアで出願し三菱商事と協同で製品化しているが、商品として世に出されたのは C.W.Hull
氏による 3D System 社によるもので 1988 年であった。この製品が売り出された頃には世

間ではあまり注目されなかったが、周辺の技術開発の進展と、試作モデル製作のニーズの

強さから近年ようやく注目を集めるようになった。 
このように試作モデルが３次元造形物として簡単に作れることは設計者にとって大きな

魅力であり、２次元的な表現での図面からは知覚できない質感や形状を実際に見て確認で

き、使い勝手の良さなどを確かめられる効果は非常に大きい。また、これによって機能の

評価や試験が行えるならば製品化までのリードタイムが短縮できるなどの効果もある。一

方、製造技術者の立場で見れば組立時の作業性、干渉の有無、荷重による変形などのチェ

ックなどが出来るほか、組立治具の事前検討などが可能になる。さらに製品原価の見積も

りもやりやすくなるなどの効果が期待できる。 近ではマイクロマシンを初めとする精密

な微細加工のツ－ルとして注目を集めるようになってきている。 
この加工法を技術的に分類する方法にはいくつかのやり方があるが、たとえば光造形法、

粉末焼結法、インクジェット法、シート積

層法、押出し法などに分類できる。開発初

期には光造形に重点が置かれたが 近で

は粉末焼結法やインクジェット法などが

注目されるようになってきている。また、

これらの加工法と他の加工法を融合させ

て製品化する方法も研究されていて、当初

試作モデルを作ることに重点が置かれて

いたが、 近では 終製品の加工法として

も見なおされるようになってきた。 

テーブル 光硬化樹脂 

光源 
被加工物 

図 1 光造形法 
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1） 光造形法 ラピッドタイピングとして 初に考えられた方式である。液状の光硬化樹脂

の表面を断面形状に沿って紫外光でスキャン照射すると光の当たった断面形状に倣っ

た表層部分が硬化する。一つの断面のスキャンが終了した後、テーブルを下に移動させ

て、その上面が液状樹脂で覆われたところで、再び光でスキャンする。このプロセスを

繰り返すことによって、上方に立体形状が造形

される。このときオーバハング部はそのままで

は造形できないので，下からの支え部分をあら

かじめ設計し同時に造形しておくことが必要で

ある。積層造形法としては 初に開発された方

法でもあることから、 も多くの実施例がある。

微細な形状から大物部品まで比較的精度の高い

造形ができるので広く使われている。 

2）粉末焼結法 テーブル上に粉末を均等に薄く敷き詰め、

そこにレーザ光で断面形状に沿ってスキャンして光の

当たったところを焼結または局所的な溶融をすること

によって固化させる。このとき下の層との接合も同時に

行う。そして再び上層に砂を敷き詰めて同じことを繰り

返す。その他の固化していない部分は粉末としてそのま

ま残るので、 後に圧粉体の中から造形品を取出す。粉

末としては熱可塑性樹脂や金属などが用いられる。この

方法ではオーバハング部があっても下方は砂で支えら

れているので特別なサポートを造形する必要がないの

が特徴である。 
3）インクジェット法 インクジェットプリンタの様な原理

で造形する方法である。つまり液状化金属をプリンタが

文字を印字するのと同じように噴射方向を変えること

によって断面形状に吹き付けて 2 次元図形を形成する。

噴射方向は重力の影響を避けるために垂直方向に吹き

付ける。このようにしてできた平面を後退（下降）させ、

その上に同じように２次元図形をプリントすることによ

って 3 次元形状を造形する。開発された当初にはプリンタ

ヘッドが使われたためにこの名称が残っている。粉末の上

にバインダーを噴射して部分的に固化する方法もある。粉

末焼結法に分類することも出来る。 
4) シート積層法 目的とする造形物の断面形状のシートを積 
み重ねて成形する方法で、金属や紙などのシートの間を接

着剤などで接合する。材料はシート状にできる物ならば何にでも適用できる。断面形状

図 3 インクジェット

法 

図 4 押出し法 
特開 H07-227895 

粉末 
テーブル 

光源 
被加工物 

図 2 粉末焼結法 

法 

図 4 押出し法 
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の作製にはシートを接着した後でレーザにより断面形状の外縁を切る方法などが使われ

る。 
5) 押出し法  熱などで流動性を持たせた材料を糸状に押し出して、必要な形状を描くよ

うにして成型する方法である。この場合もオーバハング部にはサポート部分の造形を付

け加える必要がある。熱可塑性樹脂や金属などが使われる。 
 

（2）導入による効果 
1） 我国の使用状況 現在世界中で 20万台の積層造形機械が稼働していると云われている。

このことは国内で既に多くの造形機が使われている事を示唆するが、この機械を扱う工業

会に RP 産業協会がある。この協会の会員企業とそれらが扱う機種を表 119に示す。この表

の分類は上の分類と異なるが、薄板積層法はシート積層法、溶融物堆積法が押出し法に対

応する。この表から我国で売られている積層造形法の機種は光造形法が多いようである。

但しこの工業会の会員外でもこの種の機械を販売している企業があるので、全てを網羅し

ているわけではない。 
 

表 1 ＲＰ産業協会会員企業の製品機種 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

積層造形法は初期には樹脂による試作モデルの造形が主体であったが、溶融金属や焼結

材料などにも応用が広がり、製品製作への用途が広がってきている。また半導体技術、コ

ンピュータ技術、光学技術の進化の影響を受け、この加工法による製品精度が上ってきて

いる。そして切削加工法と融合することにより、より高精度の製品が出来るようになった。 
2）複合造型機 積層造形法では薄層を積重ねるため表面に段差の残るのは避けられない。

現在その精度は±20μm 程度とされている。そのため後工程で平滑化のための手みがきや

サポートの除去などある程度の手作業は残るので，完全に自動化するのが難しい。金型や

試作品を作るためにこの技術を使う限りにおいてはこの欠点は我慢できるが、製造ライン

の中で使うためには自動化は避けることが出来ない。この加工方法は CAD データと直結出

                                                  
19 http://www.rpjp.or.jp/products.html 

光造形法

機種数 企業名

5 （株）インクス

3 シーメット（株）

4 （株）ディメック

2 （株）デンケン

3 （株）メイコー

2 （株）ユニラビット

1 （株）アウストラーダ

薄板積層法

機種数 企業名

2 （株）ＤＩＣＯ

2 （株）ナブテスコ

溶融物堆積法

機種数 企業名

5 丸紅ソリューション（株）

1 （株）インクス

粉末焼結積層法

機種数 企業名

5
（株）ＮＴＴデータエンジ

ニアリングシステムズ

1 （株）アスペクト

インクジェット法

機種数 企業名

1 （株）ファソテック

5 （株）ＤＩＣＯ
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来るので環境的には自動化に向いている技術である。したがってこの後工程の解決は自動

化には必要である。 
 

  
図 5 （株）松浦製作所製 LUMEX C25 の例20 

   

図 6 株）DICO 製インクプリント方式21 
 

これに対して（株）松浦機械製作所では金属粉末光造形機と切削機を組み合わせた図 5
に示す金属光造形複合機 LUMEX C25 を上市した。図においてスキージングは造形するた

めの金属粉末の新生面を作る工程で、金属粉を砂溜（奥のボックス）から板状のもので加

工エリア（前方のボックス）に金属粉をならす作業を行う。そのあとこの面にレーザを照

射して固化する。次に加工エリアを下げ、砂溜エリアを上昇させて再びスキージングを行

う。このサイクルを繰り返してある程度造形した後、切削工程に回して造形で出来た段差

を取り除く加工機械で、これら一連の工程を自動化している。 
株式会社 DICO は宝飾品加工を一つの用途として、インクジェットプリンタ方式の３種

の造形機を市販している。図 6 はその内の一番小型のものであるが、 大加工寸法が 15cm
立方程度のものを対象にしているので形態は小さくまとまった加工機である。用いられる

粒子は 80～100μm で 1 層の噴射が完了後、Z 軸テーブルが指定した積層ピッチ分だけ下

                                                  
20 http://www.matsuura.co.jp/japan/lumex/lumex2_1.shtm 
21 http://www.di-co.jp/product/3d_printer/t6xbt/index.html 

R66  

本体サイズ 549×490×410mm 
大造形サイズ 152×152×101mm 
積層ピッチ 0.013～0.076mm 

ビルドヘッド： 1個
サポートヘッド： 1個 

5,000dpi（X、Y）
8,000dpi（Z） 

小造形物寸法 0.254mm 
電源 100V 

34Kg
（バキューム装置除く） 

入力データ STL、SLC 

ヘッド数 

解像度 

重量 
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降し、ロータリーカッターがモデル上面の切削加工を行う。この工程を繰り返して造形す

る。このことによって粒子の重なりで出来る表層の凹凸をならし、緻密な造形が可能とな

る。ただこの加工法では輪郭部分に生ずる段差を無くすことは出来ない。 
 

 
図 7 積層表面の加工例 

 
3）バイオ担体造形 山中伸弥教授（京都大学）のヒト人工多能性幹細胞（ヒト iPS 細胞）

の創成成功のニュースはにわかに再生医療への期待をふくらませ、世間の注目を集めてい

る。この細胞はヒトの色々な臓器の創成に繋がるものであるが、この細胞を有効に働かせ

る技術として組織工学がある。これは培養された細胞から臓器や組織を再構築するための

技術で、その中の一つの技術として細胞増殖を案内して、再構築される組織に形状を与え

るための担体（足場）に関するものがある。このうち皮膚などの平面的なものでは既に実

用化が進んでいるが、立体的な組織を再生するには、多くの場合 3 次元的な担体が必要と

なる。このような担体を作る方法として積層造形法が使われる。 
医学分野ではこの方法を自由形状造形法（Solid FreeformFabrication：SFF）と呼んで

いるが、担体の製造に積層造形法をつかう理由としては次の点が上げられる。 
・ 組織の形は自由形状である為に、従来の除去加工で加工することが難しい 
・ 個性的な臓器の形状データをⅩ線 CT 等によってデジタルデータとして得られる 
・ 組織には内部にも 3 次元構造を持つことがあり、このような形状の造形が出来る 
積層造形法によって担体を作製する場合は工業材料を対象とした場合と本質的に異なる

部分がある。すなわち担体は、細胞が増殖する場所を提供し再構築される組織に形状を与

える役割を担っているが、その目的が終った後は．生体組織に吸収・置換されることが望

まれている。従って材料としてはこのような特性を持つことは勿論のこと、生体適合性も

不可欠な条件となる。また担体は多孔構造を持つことが要求される場合が多い。 
これらの要求に応える材料として、光造形法に対して生分解性で光重合開始剤での重合

が出来るような樹脂が開発された。また担体を多孔質とする方法にフィラメント上に材料

を押し出して敷いていく積層造形法があるが、ここで使われる材料としてポリカプロラク

トン（PCL）をリン酸三カルシウムで強化した材料等が開発されている。 
この例として肝臓の担体として作製された図 8 を示す。通常肝臓の担体には 90％以上の

空孔率が求められている。ここでは正四面体の要素を積み重ねたような構造とし、図 9 に

示すように流路の構造を分岐と合流を繰り返す 3 次元網目構造を作ることにした。そのた

め担体の素材となる粉末と水溶性のフイラを混合したものを材料として粉末焼結積層造形
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を行い、造形終了後にそのフイラを水によって溶出する方法で作製している。現在のとこ

ろこの結果を直ちに臨床に使える段階にまでは至っていない。 

   
図 8 作製された肝臓の担体22          図 9 担体の流路構成23 

 
4) 補聴器の耳形造形 2003年に行われた調査によれば1,944万人の人が補聴器を必要とす

るユーザであり、そのうち自覚のない補聴器潜在ユーザは 907 万人いるとのことである24。

また補聴器を持っていてもほとんど常時使わない人は 128 万人いるとされている。その原

因は定かでないが、耳にフィットしないケースもかなりあると考えられる。耳の形状はそ

れぞれ個性があり一様でないために、ここにはオーダメードタイプの補聴器のニーズがあ

る。我国では 2005 年には出荷数の 52.3％に達する。 
 このようなオーダメードタイプの補聴器の外形を作るための手続きは、まずユーザの耳

形をシリコン印象剤によって型どりすることから始まる。そしてこの耳形を回転ステージ

に載せてレーザでスキャンして点郡データを作製し、これを面データに変換して３次元電

子データによる CAD データとする。これを光造型機に入力し UV 硬化型樹脂を用いて波長

記の外形を製作する。この造形加工は１個ずつ行うのではなく、１台の加工機で 150～200
個を数時間かけて一度に加工する。 

 

図 10 補聴器の耳形データ25 
  

                                                  
22 新野他、精密工学会誌 73，5（2007）ｐ526 
23 新野他 精密工学会誌 73，11（2007）  
24 http://www.hochouki.com/academy/news/program/index.html 
25 成沢、設計工学 41,12（2006）ｐ13 
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このようにして製作された耳形には形状段差が出来る。この段差は当初は脱落防止に効

果があると思われていたが、ユーザから肌さわりが良くないとのクレームから現在は造形

後に研磨、コーティング仕上げなどを行っている。 
補聴器のように多量に生産する物ではないが、医療福祉部門での応用として、歯科の歯

列矯正部材への対応も考えられているし、理化学研究所ではインクジェット法により耳の

軟骨を造形する研究が行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考資料 
 中川威雄、精密工学会誌、72，（2006）12、1469-1472 
 新野俊樹、酒井康行、精密工学会誌、73，5（2007）528 
 丸谷洋二：電気通信学会誌 88（2005）9、758-759 
 特許流通促進事業 積層造形法 特許調査 機械 8 平成 14 年 

http://www.ryutu.inpit.go.jp/chart/H14/kikai08/frame.htm 
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2.5 ナノインプリント 
（1）技術内容と特徴 
小さいものを精度良く作る方法は、寸法に比例して小さい装置で製作できることにはな

らない。半導体技術は配線巾がナノオーダで競っているが、ここで使われる装置は膨大な

資金と大規模な装置が必要とされる。ナノインプリントは凸版印刷に似た手法で微小なも

のを一気に作ろうとする発想をもとにして、ソフトリソグラフィとも呼ばれている。この

技術に要求されるコストは従来型のリソグラフィのように、加工寸法が小さくなるにした

がってコストが上昇するトレンドではなく、図 1 に示すように寸法と関係なく一定に推移

すると考えられている。 

 
図 1 加工寸法とコスト26 

 
そのアイデアは 1990 年代にプリンストン大学にいた S.Chou が開発を始めたのが 初で、

彼によってこの技術がナノインプリント（Nanoimprint）と名付けられ、印刷における判

型に相当する型の微細構造が数十ナノメートル程度のものをさしている。彼はその後この

技術で Nanonex 社を創業した。 
この技術は数十ナノメートル巾のパターンを持つ型をアクリル、PET、PC 等の成形材に

押しつけて成型する方法で、極紫外露光（UV 光）や放射光露光などによる転写加工法に比

べて低コスト、高スループットであり、大面積上に３次元構造をサブナノオーダの精度で

成形することが出来る。また成型パターンの大きさはナノオーダからミクロンオーダまで、

幅広い寸法に対応することが出来る。このことから半導体技術や MEMS 関連技術では注目

を集めている。 
その成型方法を大別すると熱ナノインプリント法と光ナノインプリント法の２通りに分

けられる。図 2 は両方法での加工例を示す。ここでの加工パターンの両者間の差異は見た

目ではわからないが、対応できる材料が異なることの方が大きい。 

                                                  
26 http://133.145.224.19/products/nanoprint/tecnology/2041452_29874.html 
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熱ナノインプリントの加工例 

 
光ナノインプリントの加工例 

 
図 2 熱ナノインプリントと光ナノインプリントの加工例27 

 
この両加工法には次のような特徴がある。 
・ 熱ナノインプリント法：固体樹脂板をガラス転位温度近辺にまで加熱し、モールドを高

圧で押しつけて成型する。冷却後モールドを離形することで微細構造を樹脂上に転写す

る。熱による歪みの発生が問題になるが、対応材料の巾は広い。 
・ 光ナノインプリント法：透明のモールドを用いて紫外線硬化樹脂に紫外線を当てて硬化

する方法で、位置あわせが容易で常温で加工可能である。光による樹脂の収縮やモール

ドとの接着、インプリント時にモールドの凹凸に空気が入りバブル欠陥が生ずる等の問

題がある。また材料の選択の幅が狭い。 
これらの方法による工程の違いを図 328に示す。図からもわかるようにナノインプリント

法は、モールド（金型）、被加工材、転写装置の３者が構成要素となる。それぞれに求めら

れる条件は次の通りである。 
① モールド モールドには転写に必要な形状、繰り返し使用できるための寿命、転写プ

ロセスに要求される機能の３個の条件を満足する必要がある。ここで形状を作るため

の方法としては熱ナノインプリント用としては大きな圧力が型に加わるために表面は

金属であることが求められる。このような型の製作には機械加工、半導体プロセスを

応用した方法の 2 通りがある。機械加工法は金属を直接加工する方法であるため、工

作機械の能力に左右される。しかし、近年高精度の複合加工機が出現してきたことか

ら、その限界はより高レベルの方向にシフトしている。半導体プロセスによる方法は、

DRIE 法（深堀反応性エッチング）や LIGA（リソグラフィ電気メッキ法）などにより

ウエファ上に３次元形状を創成し、強度と寿命を確保するために電鋳により型表面を

                                                  
27 http://www.toshiba-machine.co.jp/imprinting/transcript/index.html 東芝機械 
28 高橋正春、第５回 MEMS 講習会資料（2007.5.28） マイクロマシンセンター 
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金属で硬化する方法がとられる。光ナノインプリント用モールド特有の機能としては

紫外線の透過性が求められる。そのためここでは一般には石英ガラスを用いられる。

しかし石英ガラスの加工は簡単ではない。また被加工材が光に反応するので離型の為

の方策が必要となる。 

 
図 3 ナノインプリントプロセスの例 
 

② 被加工材 熱ナノインプリントはホットエンボス技術と同類の技術であるので材料も

そこに使われるものと同種のものが用いられる。中でもポリマー系材料が比較的よく

使われる。転写には加熱と押圧により行われるが、型を離すときに微細形状が崩れる

可能性があり、そのための工夫が必要となる。光ナノインプリント法では転写する前

の原材料は液状である。 
③ 転写装置 転写装置は熱式の物と光式の物では原理的に異なるので、その形態は別の

形を取る。熱式では加圧、加熱、冷却などの機能が必要であるが、光式では光学系は

必須の装置であり、原材料が流動体であるのでそのための配慮が必要である。両方式

のとも離型方法や成型後の歪みをなくするための方法が試みられているが、大面積化

の問題が重要である。 
 
（2）導入による効果 
1）高アスペクト比構造の作製 
 微細加工技術の一つの指標としてアスペクト比がある。横幅に比してより深い溝の形状

などの加工法は色々な試みがされてきているが、コストと加工時間の面で制約が伴う。こ

こにナノインプリント法を用いると、モールド製作にコストと、時間が費やされてもプリ

ントによって製品を多量に安く出来るので、コスト低減ニーズに応えることが出来る。し

かし、通常のナノインプリントではアスペクト比は 2 程度が限界であるが、図 4 は巾 50μ
m、高さ 600μm、アスペクト比 12 のパターンをナノインプリントで作成した例である。 
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図 4 回折格子の例29          図 5 ナノピラーの例30 
 
 このような高アスペクト比のパターンを作成するためにはプレス時に高い圧力が必要と

なる。このことは被加工物材料としては変形しやすいものでなければならない。それには

低分子量の樹脂が適しているが、このような樹脂はガラス転移温度以上でより低い粘弾性

特性を示すものの、常温では脆くなり，離型時に欠陥が発生しやすくなる．また離型時に、

モールドとの摩擦により、樹脂が伸張してモールドの寸法どおりには成型されない事が起

るので、樹脂の機械的特性を十分考慮に入れて樹脂を選択するとともにプレス温度やプロ

セスシーケンスを 適化する必要がある。ここで得られたようなパターンからなる回折格

子はサブ波長領域での光の回折、偏向などに使うことができる。 
高アスペクト比構造をナノインプリントで作製するにはモールドの形状も高アスペクト

のものが要求される。これに対してモールドを樹脂薄膜から引きはがすときに樹脂を引き

延ばすのでモールドの溝よりも深い形状の構造物が出来る。図 5 はそのような手法により

作製した例である。ここでは直径 250nm、高さ 3μm、アスペクト比 12 のナノピラーが

20μm の中に１６本立っている。 
2）３次元構造のナノプリント作成  
 ナノインプリント法により３次元多層構造を作成する技術として、リバーサルインプリ

ント法がある。この方法によるプロセスを図 6 に示す。まずモールドに樹脂をコートし、

この状態で温度を上昇させて別途樹脂をコートした別の基板にこのモールドをプレスする。

その後、モールドを離型する。離型するときの温度が、樹脂のガラス転移温度 Tg よりも低

い場合には、樹脂はプラスチックな状態であるためモールドの凹凸のエッジ部分で引張り

応力のため破断され、モールドの凸部分の樹脂が，基板側に残された状態で転写される。

これをリバーサルインプリントと呼ぶ。一方、離型するときの温度が，樹脂のガラス転移

温度よりも高い場合（T＞Tg）には樹脂はゴム弾性状態となり、軟化しているので樹脂がす

べて基板側に転写される全転写となる。ここで転写時にリバーサルモードか全転写モード

になるかは、温度、樹脂膜厚、プレス圧力、樹脂の種類などによって決まる。 

                                                  
29 平井、精密工学会誌 70，10（2004） ｐ1224 
30 宮内他、精密工学会誌、70，10（2004）ｐ1230 
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図 6 ３次元ナノインプリント31        図 7 ナノピラーの加工例  
 
そこでモールドパターンの形状や、下層との相対的な位置関係により、スノコ状の形状

や、蓋を被せた構造などを作ることができる。図 7 はその作成例で、インプリント法で作

製した下層の格子状溝構造に、リバーサルインプリント法で上層に蓋をした結果を示す。

トンネル状の構造が作成できている。この方法を繰り返すことにより立体交差している３

次元流路を作成することも出来る。またこのナノピラーの表面にタンパク質を修飾するこ

とでバイオセンサを作製することが出来る。 
3）離形時の対応  

 

図 8 超音波による離形処理32 
光を用いるにしても熱を用いるにしても、モールドから樹脂を剥がす離形段階で剥離や

破壊が発生する。これに対する対応手段として、超音波振動を与える方式が産業技術総合

研究所で開発された。転写装置に振幅 18μm の超音波振動をニッケル電鋳モールドのパタ

ーン面に垂直に印加することによって、離形性を改善した例を示す（図 8）。SCIVAX（株）

33はこの方式を用いた加工機を販売している。 
 
 

                                                  
31 平井、精密工学会誌 70，10（2004）ｐ1226 
32 高橋正春、第５回 MEMS 講習会資料（2007.5.28） マイクロマシンセンター 
33 http://www.scivax.com/page/nil00.html 
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4）ナノインプリント加工機 
 東芝機械（株）、キャノン（株）ではナノインプリント専用機械を市販している（図 9、
図 10）。これらの加工機は熱方式と光方式のいずれの方式でも加工できる。いずれも試作品

向けとして作られているが、このほかに多量生産向けのものもある。 
 

    

 
図 9 ナノインプリント加工機 （東芝機械（株）） 

   

図 1034 ナノインプリント加工機（キャノン（株）） 
 
 

                                                  
34 http://cweb.canon.jp/indtech/mems/obducat/nil.html 

装置名 NIL 6インチ NIL 8インチ

寸法（L×W×H） 
重量 

インプリント方式 
大温度(熱インプリント時) 300℃ 250℃
スタンパ/基板サイズ ≦152mm直径 ≦203mm□

100×75×180cm
約1000kg

STU/熱/UV、全面一括

大φ68mm

（UV転写成形時）

プレス力設定範囲 0～50ｋN

ストローク設定範囲 0～150mm

速度設定範囲 0.01～30mm/s

～300℃

1.9m×1.0m×2.3m

2800kg

ISO　Class6

AC220/200V、60/50Hz

40A

0.6MPa、300NL/minエアー源

外形寸法　L×W×H 

標準モールドサイズ

質　量 

対応クリーン度

電源

設備容量

プ
レ

ス

軸

温度制御 
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2.6 大面積電子ビーム加工 
（1）技術内容と特徴 
 電子ビームを用いて大面積の表面の仕上げ加工しようとする技術である。電子ビームを

発生するためには電子銃を用いる。電子銃には真空中で金属を加熱することにより熱電子

を放射させる熱電子放射型電子銃と、真空中で針状に先端を尖らせたタングステンの先端

に強電界をかけることにより、強制的に電子を飛び出させる電界放射型電子銃(ＦＥ電子

銃)に分けられる。 

放射された電子を束ね一種の光源として扱える電子線束の大きさは熱電子銃では直径10
μｍ～30μｍ程度、ＦＥ電子銃では数ｎｍである。この大きさが小さいほど光に近い処理

が行えるので顕微鏡の線源として効果的であることから、ＦＥ電子銃は走査型顕微鏡

（SEM）に使われている。一方、熱電子銃は散乱があるが、大きなエネルギを取ることが

出来るので、加工技術への応用に適している。ここで扱う大面積電子ビーム加工もその部

類に属する。 

 放出された電子は負の電荷を持っているので運動する電子が磁界の中を通過すると、そ

の進路はロ－レンツ力によって曲げられる。光で云えば屈折と同じ現象が発生するので磁

界を発生させる部分はレンズと同じような働きをする。したがってこれを磁界型レンズと

呼んでいる（図1）。この磁界型レンズによって電子線（電子ビーム）を光と同じような処

理をしてその経路を替えたり集中させたりすることが出来る。 

 電子ビームが物質に衝突すると、そこで失われるエネルギはほとんどが熱になる。電子

ビーム加工はこの熱を用いて溶接、表面改質、蒸発などを行う技術である。図2は電子ビー

ムの電力密度と電力の関係でどのような加工法が有るかを示している。ここで電力密度が

大きくなると云うことは小さい面積に大電力の電子ビームを集中させることであり、溶接

などは小さい面積にパワーを集中的に照射することによって物質を溶かす必要があること

からこの技術が使えることを示している。 

 この加工法では電子銃部分は高度の真空状態が必要であることから、加工は大気から隔

離された部分で行わねばならない。そのため被加工物の大きさには制約が伴う弱点がある。 

 

       

 

図 1 電子ビーム装置の概要 
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図 2 電子ビームの加工への応用領域35 

 

（2）導入による効果 
電子ビームによる溶接法は比較的古くから使われた技術である。しかし近年、電子ビー

ム加工は金型の仕上げ加工に使うための方法として使われるようになってきた。従来金型

製作では硬質の材料を放電加工などにより加工されるが、その加工後の表面性状は金型と

して使うには十分でなく手磨きの工程が入り、熟練技術と長い作業時間が要求されていた。

そのためこれを一挙に電子ビームで解決しようとする方法が考えられている。図3は岡山大

学、永田精機（株）、（株）ソディックが開発した大面積電子ビーム加工機（EBM）の原

理図を示す。 

図に於いてチャンバ内に予め10-2Pa程度のArガスを導入しておいて、チャンバ外部に設

けたソレノイドコイルによって磁場を発生させる。そして磁場の強度が 大となる瞬間に

リング状のアノードにパルス電圧を印加する。このとき電子はArガスを電離してチャンバ

内の他の分子と衝突して低い電圧でプラズマが発生する。このプラズマの中を電子が通過

することにより、電子間のクーロン力による反発を抑え、電子ビームの直進性を増やすこ

とが出来る。このことによりビームを絞ることなく被加工物表面を瞬間的に溶融・蒸発さ

せる。ここでビームの形状は図のように螺旋状に放射されるので、被加工物に対しては傾

き角48度程度までは側面にビームを当てることが出来る。 

岡山大学ではこのような操作を制御してパルス状の電子ビームを放射した。そしてビー

ム中心部の半径を300ｍｍとして、有効ビーム径60ｍｍ内では均一なエネルギ密度がえられ

るようにした。その実験によって図4のような結果を得ている。 

                                                  
35 http://www.jeol.co.jp/technical/ie/denshijyu/den004/kousyutu.htm1 / 
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図336 大面積電子ビームの加工原理 

 

図 4 加工処理面の変化 

すなわちRzo＝10μｍの加工面にエネルギ密度を変えて照射したときの表面の粗さの変

化を見たのがこの図4の結果である。エネルギ密度が大きくなるにしたがって、表面が平滑

                                                  
36 岡田他、電気加工学会誌 38-89（2004）、ｐ28 
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化しているのが観察される。またパルス照射であるために照射時間は2～3μｓと非常に短

いので材料の溶融・蒸発が極表面層でとどまるので照射によって硬度が替わることがない。 

ソディク社はその後このシステムを製品化し、現在図5の様な２機種を販売している。 

 

図 5 ソディク（株）の大面積電子ビーム加工機37 

 

     

 

図6 三菱電機（夛田電機）の大面積電子ビーム加工機38 

 

 

 

                                                  
37 ソディク(株) カタログ 
38 http://mitsubishielectric.co.jp/service/ebm/e-flush_b.htm 

機種 PF00A PF32A

テーブル仕様 手動 自動
機械本体寸法 幅×奥行×高さ 1300×1600×1800ｍｍ 1500×1600×1800ｍｍ

大加工物寸法 幅×奥行×高さ 200x200x150 mm 350x250x200mm
ビームエネルギー密度 

大ビーム直径 

10J/cm2以下
60mm
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表１ 三菱電機（多田電機）製加工機の仕様 

 

一方、三菱電機は古くから電子ビームによる溶接機械を製作していた。電子ビームを溶

接に使うためにはビーム径を小さくして、溶接部に正確に当てる必要がある。ここではビ

ーム径を0.3ｍｍ程度に絞って超高速でスキャンさせる方式を採用し、これによって任意の

形状の金型の加工が出来る仕上げ機械を製品化した（表 1）。ここではビーム加工禁止指

定機能を付け加えることにより金型のエッジ部分にビームを当てることなく、指定された

エリアだけの加工をすることも出来る。目的は金型の手磨き工程を簡略にすることにある。 

    

図 7 オーバラップ加工          図 8 加工前と加工後の比較39 

  

電子ビーム加工機では真空度の高いチャンバ内で加工を行うために、被加工物の大きさ

には制約が伴う。そのため大面積とは云っても限界がある。三菱電機（多田電機製）の加

                                                  
39 http://203.178.93.28/service/ebm/mirror_b.htm 

区＿　分 構　　　成 ＿eFM-C50 eFM-C100

加工室
W500×D500×

H500

W1，000XD1，

000×H1，000

ビーム加工エリ

ア
W250×D250 W550×D500

金型サイズ（

大）

W300×D300×

H150

W500×D500×

H200

（X）200×（Y）

200

（X）500×（Y）

450

50 100

高電圧電源

W1,300×D2．

600×H2，440

W1,800×D2．

600×H2，440

3000 5500

外　　形
寸法［mm］ W1,100×D2．600×H2，440

質量［kg】 2500

高電圧電源 高電圧ケーブル付／バイアスモニター付

そ　の　他

ユーティリティ

電　気 3相210V±10（％）

エアー 0．4MPa以上

水 10（Umin）工業用水

電子ビーム

設備

定格出力［kW］ 6

加速電圧［kV} 40

観測装置 15インチ液晶ディスプレイ

ストローク［mm］ （X）100×（Y）100

耐　荷　重［kg］ 25

仕様項目 eFM－G30

加工機本体

サ　イ　ズ［mm］ W300×D300×H300

サ　イ　ズ［mm］ W150×D150

サ　イ　ズ［mm］ W200×D200×H1OO

×一Y

テーブル
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工機ではそれに対する対策として、オーバラップ指定機能を持たしている。この機能は0.1
ｍｍ単位で境界領域を重ねて加工できる機能である。図7はその加工のイメージ図で、加工

面積を細分化して広い面積を描画することが出来る。図8はその加工結果を示す。 
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2.7 FIB-CVD 
（1）技術内容と特徴 

この方法は集束イオンビーム（FIB：Focused Ion Beam）を用いて気相生成物を堆積さ

せる方法である。FIBは1975年にGa液体金属イオン源が高輝度イオン源となることが発見

され、このイオン源を用いて1979年Seligerはサブミクロン径のFIB（ビーム径0.1μm、電

流密度1.5A／cm2）を形成することに成功した。これによってマスクレスイオンビームエ

ッチソグの道が開け、注目を集めるようになった。その後1980年にはB、As、Siも共晶合

金にすれば低融点、低蒸気圧化によって液体金属イオン源として使える事がわかり、さら

に翌年にはこの共晶合金イオン源が使用できるExB質量分析器を装備したFIB装置が開発

された。ここでイオンを収束させるために電界が用いられる。そのため高電圧を加えても

放電しないようにする必要があり、真空チャンバは不可欠な環境である。 

またFIB装置では試料にイオンが照射されると２次電子が放出されるので、これによって

走査型電子顕微鏡のように試料面の走査像を観察できる。このことは作業状態を観察しな

がら試料の加工が出来る便利な性能を持っていることを示す。これらの機能を持ったFIBに

よって半導体の微細加工技術に強力な道具を提供したと云われている。 

その後多くのFIB装置が開発され、 近では集束イオンビームの 小径は5nmに達してい

るが、これを用いれば生物のSEM試料の任意の部位を指定して高精度に微細解剖して内部

構造を観察することができるのでバイオ関連でも使われるようになっている。一方、半導

体関連技術ではナノメータオーダの微細加工は至上命題であり、微小径ビーム下での反応

を使ったエッチング、デポジション、ドーピング等は多機能プロセスを実現するための有

効な道具として集束イオンビームは広く用いられルようになった。 

半導体技術から派生したMEMSはウエーファ上に機械的な運動をするデバイスを作る技

術であるが、当初は平面上に半導体と同じような手法でこのような機構が作られていた。

しかし複雑な機能が要求されるにしたがって、その構造は３次元的な構成が求められるよ

うになってきている。同じように半導体においても機能の集積化の流れの中で重層化のニ

ーズが大きくなって来ている。このようなニーズに対して日本電気(株)の松井氏（現在兵庫

県立大学教授）らはFIB-CVDによる３次元構造の作成技術を発明した40、41。そして1本の

毛髪の上にワイングラスを作ったことで有名になった。この発想は積層造形法（ラピッド

プロトタイピング）に似ていて、材料を積み上げて３次元形状を造形するものである。し

かしその対象はナノオーダのものであるところが異なる。この技術は立体構造ナノ形成技

術と名付けられた。図1はそのための装置の概要を示し、21～28の部分がFIB装置である。

ここで液体金属イオン源から放出されたイオンはコンデンサレンズ22、アライナ24、対物

レンズ27、走査電極28を通過することにより収束され、イオンビームが走査される。 

 

                                                  
40 特開 2001-107252、微小立体構造物、その製造方法及びその製造装置 
41 WO2004/076343、FIB-CVD による微小立体構造物の製造方法及び微小立体構造物の 
描画システム 
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（2） 導入による効果 
1）FIB-CVDによる堆積加工 

図1の装置によって３次元構造を造形する作業は試料ステージ30の上で行われる。試料ス

テージの上はガス供給装置33によって、有機ガス例えばフェナントレンガス（C14H10）が

ヒータ35で加熱された状態で試料に吹き付けられる。このガスはGaイオンの照射位置でガ

ス分子が分解し、アモルファスカーボンが成長し堆積する。ここで試料室は1×10-5Pa 程度

の真空に保たれているが、ガスが噴射されている状態では5×10-5Paになっている。 

 

 
図 1 FIB装置の概略図 

 

堆積物に荷電ビームが照射されると、図2のように１次イオンが基盤の堆積物の中に侵入

するときに２次電子が放射される。この２次電子はエネルギレベルが低いのでガス分子に

補足されガス分子を分解することでアモルファスカーボンが成長する。イオンビームの照

射方向を固定しておくと、アモルファスカーボンは照射方向に向かって一定方向に成長す

る。そこでビームの照射方向をわずかに横にずらすと、２次電子の発生方向もずれるので

堆積物の成長方向も横にずれることになる。このようにしてイオンビームの走査方向と成

長速度を制御することによって、成長方向を変えられるので斜め上方や横方向に張り出し

た構造物を造形することが出来る。 

 

 

21：Ga 液体金属イオン源 

22：コンデンサーレンズ 

23：ビームフランカ 

24：アライナ 

25：可変絞り 

26：スティングメータ 

27：対物レンズ 

28：走査電極 

30：試料ステージ 

32：２次電荷粒子検出器 

33：ガス供給装置 

34：リザーバ 

35：ヒータ 
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図 2 ビーム照射と堆積物の関係       図 3 造型されたワイングラス42         

 
このようなビームの照射方向はCADによるデータに基づいて制御する。このことにより

設計時点で意図した形状を造形することが出来る。図3に示す毛髪上に作られたワイングラ

スはこのようにして作られた。これを作製したデータは通常のワイングラスのCADデータ

を用いて２万分の１に縮小した物で、エスアイアイ・ナノテクノロジ（株）のFIB装置が用

いられ、この加工時間は600秒であった。 

  

 
図 4 FIB-CVD装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)） 

 
 エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)は自社のFIB装置SMI3050に高濃度ガス雰囲気を

イオンビーム照射領域周辺に作り出す装置を付けて、この技術で加工する装置を市販して

いる。その装置の仕様を図443に示す。図よりわかるとおりこの装置で作成される３次元構

造体の 大値は□50mmである。松村隆教授（東京電機大学）はこの装置を用いて60μｍ

ピッチのドット状金型を作成している44。 

                                                  
42 松井、光技術コンタクト 41，No6（2003-06）ｐ356-363 
43 http://www.siint.com/products/SMI3050.html 
44 SII SMI3050 カタログ 

試料サイズ 大　□50mm、12mm厚
試料ステージ 5軸電動ユーセントリック・チルト・ステージ
加速電圧 5～30ｋV、（5ｋVステップ）
2次電子間作分解能 4nm＠30ｋV

大電流密度 30A/ｃｍ＾2

4ｃｈマルチガス供給システム（MGS)
3次元ナノ加工データ作成システム
連続TEM試料仕上げ自動加工ソフト他

仕様

オプション
マイクロプロービングシステム

1：試料 

2：ノズル 

3：原料ガス 

4：集束イオン 

5：第１層の堆積物 

6：2 次電子 

7：テラス 

8：第２層堆積物 
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2）中空構造物の堆積方法 
 このような単純な積み上げ方式では積み上げるための基盤部分がないもの以外は構成で

きない。しかしなんの支えもない中空空間に堆積物を作ることはできないので、中空構造

物の造型にはその手順の工夫が必要となる。それにはCADデータから取り出された堆積目

標とする微小部分の周辺に基盤部分が有るかどうかのチェックが必要である。ここでは基

盤部分と目標との関係をつなぎ合わせることで中空構造を造型する方法がとられている。

その考え方には周囲探索法と、支持基盤探索法の２通りの方法がある。ここで３次元構造

の構成要素をボクセルと呼んでいるが、目標とするボクセルに隣り合ったボクセルの情報

をどのように扱うかによってこの探索法が区別される。 

      
 

図 5 周囲探索法 
 
① 周囲探索法 対象とするボクセル（図5）の前後左右、および下に隣接したボクセルが

既に堆積済みであるかどうかをチェックする。これらの内のどれかが既に堆積されていた

ならば、対象ボクセルは堆積できるので、ここに集束ビームを当てればよい。例えば図に

於いて探索方向の下に既に堆積済みのボクセルが有れば11、12、13、14、15、16は堆積可

能のボクセルとして認識され堆積されていく。そしてA、B、Cの順にスキャンすることに

よって17、18が堆積される。２巡目に11が隣りのボクセルとして認識されるので張り出し

部分の19が堆積される。このようにして３巡目には19の手前側にさらに張り出し部分を堆

積することが出来る。 
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図 6 支持基盤探索法 
 
② 支持基盤探索法 目標とするボクセルに隣接するボクセルが支持基盤を持っているか

どうかでそのボクセルが堆積可能かどうかを判定する。ここで支持基盤とは次のいずれか

の条件を満たすものである。 
・ 下に支持基盤ボクセルがある場合 
・ １断面が探索し終わった後、隣のボクセルが堆積済みの場合 
図6に於いて以上のような条件で探索していくと、横方向に２個連なったボクセルの３個

目は隣の２個目にボクセルが支持基盤を持たないためにここには堆積できないが。一巡し

た後に再び同じボクセルを探索したときには、２巡目であるために隣のボクセルは支持基

盤を持つボクセルとして認識されそのボクセルは堆積可能となる。このような手順で描画

していくと１巡目は支持基盤より1ボクセルだけ張り出し、２巡目には風上側と1ボクセル、

風下側に２ボクセルの張り出しが出来る。 
図は以上のような手法によって構成された例で、図7はLCRの立体配線45、図8はグリッパ

を示す。LCR配線の配線径は100ｎｍでこれを構築するときは電気抵抗を下げるために有機

ガス（フェナントレンガス）とともに有機金属ガス（タングステンカルボニルガス）を同

時供給する方法を用いている。その結果この配線の抵抗率は0.02Ωｃｍであった。 
 

                                                  
45 特許 WOA12004077536 空中配線の製造方法およびその空中配線の製造装置 
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図 7 LCRの立体配線作成例46         図 8 グリッパの作製例47 
 
3）FIB 旋盤 

 
 FIB-CVDは化学的成分を堆積する方法であるが、イオンビームを刃物の様な使い方をし

て原材料表面を加工する方法が考えられた。そのためラジアル振れ0.14μmの高回転精度ス

テージを開発し、これに原材料を取付けこれにイオンビームを照射して旋盤のように原材

料表面を加工していく方法をとった。そしてイオンビームの照射方向と回転ステージの回

転軸を直交した状態にしてビームを当てると回転軸の側面部分が加工できる。ここで図9の
ようにステージ回転軸に平行にビームを当てると回転軸の深さ方向の加工が出来る。 

                                                  
46 松井、放射線と産業 （2006.3）ｐ20 
47 http://wps2a.semi.org/cms/groups/public/documents/newsresources/p034128~1.pdf 
 SEMI News 20-6 

図 9 ナノ旋盤の概念 
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 ここでは加工している部分で発生する削りくずにたいしては再付着物の処理が必要にな

る。通常のフライス盤では切削油で切削くずを加工領域から洗い流すのと同じ考え方で。

FIB装置では、原材料と反応するガスを用い、被加工物とガスを反応させて化合物ガスを形

成し、空気ポンプによって排気して切り屑の排出を行っている。図1048はこのようにして作

られたナノワイングラスの結果を示す。

 

 
図 10 ナノ旋盤によるワイングラスの作成例 

 

                                                  
48 藤井、電子材料、2（2005）ｐ53 
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2.8 レーザ加工 
（1）技術内容と特徴 
レーザ（LASER）は Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation の略称であ

り 1916 年にアインシュタインが誘導放射（Stimulated Emission）の理論を発表してレー

ザの可能性を指摘したのが始まりである。これ以後様々な実験が繰り返された末、1960 年

に T.M.Maiman がルビーの結晶によるレーザの発振に成功し、それが今日のレーザ技術の

基礎になっている。 
一般に物質を構成する粒子はエネルギ準位の低い状態が安定であるが、ある刺激を受け

てエネルギ準位が高くなる（これを励起と呼んでいる）と、その状態は不安定であるため

に、安定な低いエネルギ準位に落ちる。この時エネルギ準位の差に相当するエネルギを持

つ物質固有の波長の光子が放出される。これを光の自然放射と呼ぶ。この自然放射された

光子が他のエネルギ準位の

高い光子に当たると、この

粒子も低いエネルギ準位に

落ちるために光子を放出す

る。これを誘導放射と呼ぶ。

誘導放射の方向はランダム

であるために励起状態の物

質の両端に鏡を配置すると、

鏡の両端を往復する光子だ

けが残るので、鏡の一方を

半透過型のものにしておく

と方向のそろった光子だけ

が出てくる。これがレーザ

発振である。 
レーザ光を加工対象物に

照射すると、その物質を構成する原子・分子・イオンなどにエネルギを与えるのでこれら

の粒子が熱振動を始める。その大きさは照射時間とも関連し、熱振動が激しくなると、固

体を形成している規則的な結晶配列が崩れて液体状になる。ここで照射をやめると再度結

晶化する。レーザ加工法はこのプロセスを微小な領域で短時間に行う方法で、図１49に示す

ようにレーザのパルス巾やピークパワーを変えることによって穴明け、溶断、接合などの

加工法を提供できる。この技術は機械加工法にない新しい技術を提供することから注目を

集め世界各地で研究が始められた。国内では 1968 年に東芝、1972 年に日本電気、1979 年

に三菱電機などがレーザ加工装置の開発に参入し、1970 年後半になると電気。電子部品の

溶接や自動車部品の表面硬化など多量生産部品へと適用されていった。 

                                                  
49 http://dosokai.mp.es.osaka-u.ac.jp/sentankz/laser.pdf 

図 1 レーザの特性と加工法の関係 
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しかし国内で生産されるレーザ加工装置の出力は小さかったために、より大きい出力の

レーザ装置が求められたことから 1977 から 1983 年まで国家プロジェクト「超高性能レー

ザ応用複合生産システム」が実施され、20ｋW級の大出力CO2レーザ発信器が開発された。

更にその後 1997～2003 年まで「フォトン計測・加工技術の研究開発」プロジェクトが行わ

れ、ここで高出力完全固体化レーザ、高集光完全固体化レーザの開発が行われたのと平行

して、加工技術としてマクロ加工技術とミクロ加工技術に関する研究に取り組み、前者は

高信頼性レーザ溶接制御技術、高時間・空間分解能インプロセスモニタリング技術、また

後者は超微粒子作製技術、量子レベル機能を持つ微細構造体作製技術の研究が行われ、形

状の大きいものから小さいものまでのレーザ加工の可能性を実証した。 
このような背景からレーザは産業の広い分野に使われるようになったが、レーザ光源の

品質、出力、変換効率などになお改造の余地があり、近年では光源としてファイバーレー

ザ、フェムト秒レーザが注目を集めるようになっている。これらはそれぞれ光源に特徴を

持っていて、それに見合った加工法などに開発すべき課題がある。 
1）ファイバーレーザ 
固体レーザとしてロッド結晶が広く使われてきたが、この方式は結晶の半径方向の温度

勾配のために熱レンズ効果を発生しビームの品質が落ちるという欠点があった。この熱レ

ンズ効果を少なくするに

は結晶を無限に薄くする

か、細くする方法がある。

薄くする方法を用いたの

がディスクレーザであり、

細くするのがファイバー

レーザである。図 2 にファ

イバーレーザの構造を示

す。ここではコアと 2 重ク

ラッドから構成されるファイバーを用いる。このコア内のレーザ媒体が励起され、ファイ

バー自体を発信器とするので、YAG レーザの共振器ミラーのように定期的に汚れをクリー

ニングしたり、時間をかけてアライメント調整する必要はない。また小型・軽量で、大出

力の単一モードを維持できる。このレーザは長寿命で機械的衝撃に強くランニングコスト

が安いなどの特徴がある。 
ファイバーレーザは「フォトン計測・加工技術の研究開発」プロジェクトの中で高集光・

高効率 LD 励起 YAG レーザとして浜松フォトニックス、HOYA が担当して円盤状のファイ

バーレーザを組上げ平均出力 1ｋW（両端出力）を達成した。レーザの品質は BPP（Beam 
Parameter Product）と呼ばれる指標で表されるが、この値が小さいほどより小さいスポッ

トに集光できるので、レーザの特徴を出すことが出来る。従来高パワー領域では CO2 レ－

ザの BPP が 3.7 程度で も小さかったが、 近ではファイバーレーザの BPP は 1～7 程度

有りこれを凌ぐようになった。 

図 2 ファイバーレーザ構造 
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2）フェムト秒レーザ 
フェムト秒（fｓ）とは 10-18秒であり、原子時計の不確かさのレベルであるが、フェムト

秒レーザは時間幅 100 fs 程度のパルスレーザでチタンサファイアレーザーが主流である。

パルス幅が非常に短いため、例えば平均エネルギが１ｍJと微弱でも 100 fs のパルスではそ

のパワーは 1000 万 kＷの光強度が得られる。このような短時間にレーザを材料に照射すれ

ば局部的に強力なパワーを集中させる事が出来る。この時間幅は電子・格子緩和時間より

も短いので電子系と格子系が熱平衡状態になる前に物質にエネルギの注入が可能である。

つまり熱影響のほとんどない加工をすることが出来る。 
したがって熱伝導率の高い金属材料に対しても溶融が起る前にアブレーションが起るの

で熱影響層がほとんど現れない。また大部分が水で構成される脆弱な生体物質に対しても

アブレーション閾値が小さく、周囲への熱影響も少ないので、このような材料の加工にも

適している。 
フェムト秒レーザでは集光点を材料内部に合わせることにより多光子吸収を誘起させて

ガラスなどの透明材料内部に３次元加工が出来る。あるいは複数のビームに分割して、角

度を変えて同時に材料へ照射する多光束干渉照射法を用いると３次元で微細な周期構造の

加工が出来る。このようにフェムト秒レーザは多用な加工法に関する可能性が大きい。 
フェムト秒レーザのもつ優れた特性から、超短パルス化と高出力化を目指したパルス圧

縮技術は 1980 年代から熾烈な競争が展開されてきた。その結果、現在では数フェムト秒ま

でのパルスも得られるようになっている。一方、極端に強い光は通常の増幅では得られな

い。そのためミシガン大学の J.A.Mourou らは 1985 年に画期的なチャープパルス増幅

(chirped pulse amplification：CPA)を提案し特許を獲得した。この特許はフェムト秒レー

ザに関する基本特許で、加工方法までも網羅しかねない効力を持つ内容である。日本では

特許 3283265 として登録され、アイシン精機（株)の子会社イムラ・アメリカが国内のライ

センスを持っている。 
 
（2）導入による効果 
1）ファイバーレーザ 
ファイバーレーザはレーザとしては比較的新

しい技術のレーザであるが、高出力でありなが

ら高性能、高安定のため市場への出荷台数は急

激に伸びていて、2010 年には 10 億ドルを超え

る市場規模になると見られている。その数値か

らも大きな可能性を秘めていることが分かる。

図 350は IPG Photonics(社)の小型のファイバー

レーザを示す。イッテルビウムレーザを用い、ファイバーの長さは２ｍである。 

                                                  
50 http://www.ipgphotonics.com/apps_mat_single_YLM.htm 

図 3 小型ファイバーレーザ 
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表１ IPG Photonicsの小型ファイバーレーザ仕様 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 三菱電線のファイバーレーザ用ファイバー断面51 
 
表 1 三菱電線のファイバーの仕様 

 
 
近年高出力レーザダイオードの価格が安くなることにともなって、高出力ファイバーレ

ーザが商品化されてきている。このような中で三菱電線は自社の技術である希土類添加コ

アガラスの製造技術とフォトニック結晶ガラスを融合させることでエアホール型ダブルク

                                                  
51 伊藤他、三菱電線工業時報 （2004.4）101 ｐ21-24  

Parameters Unit YLM-5 Y LM-10 

Mode of operation 1 CW CW 
Polarization 2 random random 
Central emission wavelength nm  1030-1120 1030-1120 
Nominal output power 3 W 5 10
Output power tunability % 20-100 10-100
Output power stability:
      long term (over 5hrs) % 2 2
      short term (1kHz-100MHz) % rms 0.5 0.5
Emission linewidth (FWHM) 4 nm <0.5  <1 
Output fiber length m 1-20 1-20
Operating voltage, (DC) V 8 12
Maximum power consumption (at 20ºC) W 40 60
Dimensions 5 
       laser module 230x130x36 230x130x36
       laser module with heatsink 255x178x70 255x178x70 
Weight kg 3 5

mm

ｺﾌｧﾄﾞｰﾊﾟﾝﾄ コア構造 励起光波長 発信波長 用途

Nｄ ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 805nm 1060nm 光源用（SHG)
Nｄ ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ 806nm 1061nm 加工、溶接用
Yb ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 915nm 980nmE DFAポンプ用
Yb ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ 980nm 1000nm帯 光源用
Yb ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ 981nm 1001nm帯 加工、溶接用

サポート 

第１クラッド 
（ポンピングガイド） 

コア 

第２クラッド 
（エアホール製） 
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ラッドファイバーレーザを開発した。図 4 はその断面を示す。図 4 の第 2 クラッドにエア

ホールを設けてあるが、このような構造にすると、端面に封止処理が必要になるものの、

全部が石英製であるために耐熱性に優れている特徴がある。またエアホールの間のピッチ

を 適化することで励起光の受光角を従来比の２倍以上に取ることが出来、ポンピングガ

イドの NA（開口数）を 0.8 まで上げることができる。ここで４種類の各ファイバは同じコ

アガラスから作られている。このファイバーの用途としては通信用の光源の他に溶接など

への利用が考えられる（表 1）。 
他方、浜松フォトニクス（株）は国家プロジェクトで開発した成果を生かしてファイバ

ーをディスク状にした図 5 のような発信器を商品化している。その仕様は表の通りで出力

は 500W で励起レーザは自社開発の高出力 LD を使っているが、これを連結・バンドル化

によって kW クラスへの展開を予定している。その想定される用途としては切断、溶接３

次元造型などがある。 
 

 
 

 
図 5 浜松フォトニックスのファイバーレーザ52 

 
ファイバーレーザはビーム径を小さく出来るので、微細な加工が出来る上に加熱時間が

短縮されるので高速加工が可能である。そして次の特徴により溶接に適していると考えら

れる。 

                                                  
52 http://jp.hamamatsu.com/products/division/lsr/1012/FDL/index_ja.html 

項目 仕様

発振波長 1.1μm
ファイバ端光出力 500W

ファイバコア径 90μm
ファイバ開口数 (N.A.) 0.19

冷却方式 水冷
外形寸法 約 450 W × 460D × 100 Hmm
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・ 加工出力点のパワーが高いので熱影響（歪、焼け焦げ）が少なくなり、溶け込みの

深い強固な溶接が可能、従って材料ロスの少ない高品質加工が出来る。 

・ 焦点距離を長くとれるので複雑形状への応用が可能である。 

・ 小スポット径にレーザが集中して照射されるため熱が拡散しない。 

・ アルミニウム、ステンレス、チタンなどの異種材同士の溶接をスピーディに歪を少

なく仕上げることが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 ファイバーレーザによる溶接加工例53 

 

溶接の対象としては薄板金属と厚板金属が考えられるが、ファイバーレーザは両方に対

応することが可能である。そのほか切断、穴明け、マーキングなどに使われる。 
薄金属溶接 
・ 10μｍと 30μｍの厚みのステンレスホイルの重ね溶接（図 6） 
・ 異種金属材料同士の接合（例：鋼＋Al、銅＋Al ） 
厚板溶接 
・ 厚さ 12mm を 6ｍ/min の高速で溶接 
・ CO2レーザの 3/4 の出力で 20％以上高速で溶接可能 
切断 
・ 微細部品の精密切断（例：医療用のステントの切断） 
・ 厚さ 100mm の鋼鈑を 6mm 巾で切断 
穴明け 
・ 厚さ 100μｍのホイルにφ5μm の穴を 1000 穴／秒で加工 

                                                  
53 ミヤチテクノス(株) カタログ 
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その他の加工 
・ モールド層の薄い IC パッケージのマーキング 
・ 金属粉末の高精度、高効率３次元造型 

以上のような特徴から日本では薄板の溶接、ヨーロッパでは自

動車生産に多く用いられる。また多品種少量生産の場合、自由度

が大きく、フレキシブルな対応が可能なのでその有用性は高いと

考えられる。図 7 はミヤチテクノス(株)が販売している 30W のマ

ーキング、剥離加工などを意図したファイバーレーザ加工機で、

本体は 400W×595H×620D の寸法から成る。 

 

図 7 ミヤチテクノス(株)の小型加工機 

2）フェムト秒レーザ 
① 透明材料の加工  
フェムト秒レーザは透明材料の内部を直接加工できるという特徴に注目した応用研究が

現在 も広く行われている。その方法として一つはフェムト秒レーザの集光点でガラスの

屈折率が変化するのを利用するもの、他の一つは集光フェムト秒レーザで改質した領域を

選択的にエッチングして、ガラス内部に３次元中空マイクロ構造を形成するものなどであ

る。それらの成果として次のような例がある。 
（a）光導波路  ガラス内部に導波路を形成する。その方法には図 8 に示すように集光領

域を走査する方向により次の２通りがある。いずれの方法とも書込みエネルギと走査速度

の 2 つのパラメータを 適化することが重要である。作成される導波路の長さは数 mm か

ら数 cm 程度である。 
・ 光軸に垂直に走査する side writing 法 
・ 光軸と平行に走査する parallel writing 法 
ここで side writing 法では、長い導波路を作製することができるが、集光点での強度分
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布特性から屈折率変化部分（コア）の形状が非対称になってしまう欠点がある。これを避

けるために、シリンドリカルレンズ対やスリットを用いてコアの形状を対称にする手法が

提案されている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 854 光導波路の作成方法 
 
 導波路と同じような技術で構成できるデバイ

スとして光の結合・分波を行う X 形状結合分波

器、Y 形状分岐路、方向性結合器がある。この

ような方向性結合器では、2 つの光導波路を近

接させると、光のパワーがお互いに移行するこ

とを利用し、1 つの入力に対し、2 つの導波路の

出力比を変えることができる。光の結合・分波

が可能であるフェムト秒レーザ加工の特徴は、

集光点を 3 次元的に走査することができるので、

３次元の光導波路、分岐・結合器を作製するこ

とが出来る。 
（b）回折格子 フェムト秒レーザには対象物に

周期的な構造変化を起こす特性がある。これを

利用してガラス内部に回折格子を作成できる。そのためには図 9 に示すようにフェムト秒

レーザパルスをレンズによりガラス内部に集光する。このとき光軸方向に伸びた屈折率変

化が集光部近辺で誘起されるため、集光点を光軸に垂直に走査すれば、厚さをもつ複屈折

性屈折率変化領域を形成することができる。このようにして周期 20μm の立体型の回折格

子をシリカガラス内部に作製した。 
 そのほかフェムト秒レーザからのビームを 2 つに分け、時間的にも空間的にも重畳した 2

                                                  
54 渡邊他、精密工学会誌 72，8 （2006）947 

Side Writing 法         Parallel Writing 法  

図 9 立体回折格子 
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つのレーザパルスにより 2 光束干渉縞を形成し、干渉縞の強度分布に対応した周期構造（周

期 1μm 程度）をガラス表面だけではなく内部にも記録することができる。これにより、ガ

ラスなどのレーザ光の波長に対して線形吸収を持たない試料表面にホログラムを書込むこ

とができる。 
（c）マイクロチャンネル バイオ関連技術の中ではマイクロチャンネルはμTAS やマイク

ロリアクタなど色々な用途が考えられる。図 10 は水をシリカガラスの裏面に接触させ、フ

ェムト秒レーザパルスを集光することにより、マイクロ空孔を作製した例である。水を接

触させることにより、アブレーション時に堆積するガラスのデブリを水の中に分散させる

ことができるので、アスペクト比の高い穴あけ加工が可能である。 

 

図 10 シリカガラスの中に作成した２次元マイクロチャンネル 
 
フェムト秒レーザによる透明体内部に流体素子のような構成物を作製するためにはレー

ザを必要な箇所に集光させて順番に作っていく必要があるために長時間が要求される。又

その結果として作られた形状の精度は良くない。この欠点を補うために作ろうとする立体

の構造パターンをホログラムにし、位相変調液晶に書込んでフェムト秒レーザを読み出し

光として対象物に照射して一気に立体構造を作ろうとする技術がある（図 11）。ここでは従

来２時間を要していた加工時間を１秒に短縮出来るとしている。 
この方法の精度は通常の方法による場合に比して 10 倍以上、エネルギ効率も数千倍にも

成るとしているが、ホログラムの作製には光波面の制御理論を駆使したコンピュータプロ

グラムを組む必要があり、ここに多くの時間が費やされる。しかし一度作ってしまえば何

回でも使えるので量産に向いている。この技術は京都大学平尾一之教授をプロジェクトリ

ーダとする NEDO プロジェクトで現在開発中のものである。なおこのプロジェクトではフ

ェムト秒レーザにあったガラス材料の開発も行われている。 
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図 11 ホログラムによる透明体内部の立体構造の作製原理 
 
（d）透明材料表面の加工 レーザは本質的には光であるために光透過性のガラスなどの加

工は難しいが、フェムト秒レーザでは材料中での光非線形の効果により透明材料の表面加

工も可能である。図12にその加工例を示す。この技術により液晶等のフラットパネルディ

スプレイのガラスの切断などが行われている。  

 

図 12 透明材料表面の加工例55 

 
② ナノリップル 
（a）潤滑面の改善 直線偏光のレーザの強さがアブレーションしきい値近傍のフルエンス

（単位面積当たりのエネルギ）に近い場合、照射された基盤上では、入射光と基板の表面

に沿った散乱光またはプラズマ波の干渉により、波長オーダのピッチと溝深さを持つ格子

状の周期構造が偏光方向に直交して自己組織的に形成される。この時、フェムト秒レーザ

をオーバーラップさせながら走査させることで、周期構造を広範囲に拡張することが可能

である。図 13 はこのようにして作成されたシリコン上の周期構造である。         

                                                  
55 アイシン精機(株) カタログ 
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図 13 ナノリップルの例56 

周期構造の方向は偏光方向に直交するので．偏光方向を変化させるだけで、回転するデ

ィスク上の試験片に対しても様々なリング状の周期構造パターンを形成することができる。

このような凹凸があり方向性のある周期構造はトライボロジ的に見れば潤滑剤の保持機能

や流体潤滑膜の形成により負荷能力を向上させ、摩擦力の低減や耐焼付き性を向上するこ

とが期待できる。図14はこのような周期構造を持つ面と鏡面の純水中の摩擦係数の比較を

示したものである。 

 
図 14 鏡面と周期構造表面摩擦係数の変化57 

 
周期構造を持つ面は鏡面よりも格段に摩擦係数が少ない。ここでは摺動時間を増やして

もほとんど変化なくむしろ摩擦係数は減少する傾向が有るのに対して、鏡面では摺動時間

が増えるにしたがって摩擦係数が増えていることがわかる。これは放射状の周期構造を形

                                                  
56 沢田、精密工学会誌 72、8（2006）ｐ951  
57 沢田、精密工学会誌 72、8（2006）ｐ951  

偏向方向 

5μm 
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成した試験片は、凹部と凸部の間に生

ずるスキマで大きな流体圧力が生じ、

この流体圧力により荷重が支持される

ため、流体潤滑状態を実現できるのに

対して、鏡面では流体膜が形成されな

いためと考えられる。 
表面にこのような形状を加工できる

ことによる他の応用効果としては化学

触媒の表面層の拡大や、表面のぬれ性

の拡大などの用途にも使うことが出来

る。 
キャノンマシナリ(株)ではこのよう

な周期構造を加工する機械Surfbeat R
（図 15）を市販している58。ここに搭

載されているフェムト秒レーザ光源は、

IFRIT(Cyber laser Inc.)を搭載している。 
（ｂ）薄膜の下地処理 近年機能性薄膜形成技術が広く使われるようになってきたが、そ

れらの基材への密着性が十分とはいえず、高面圧下での使用に対しては剥離現象が悩まし

い問題として解決に苦慮する例が後を絶たない。そこで基材への下地処理として周期構造

を形成すると、密着面積の拡大や応力の分散・解放により薄膜の密着性を大きく向上する

ことができる。図 16 はその例で SUS304 の基板を鏡面加工したものと、周期構造を形成し

たものの上にそれぞれ 1μm 厚の DLC 膜を成膜し、スクラッチ試験機を用いて DLC 膜の

密着性を評価した結果である。鏡面基板では 0.5N の垂直荷重で既に剥離が生じ、2N では

それが広い範囲に及んでいるが、周期構造を形成した基板ではほとんど剥離が発生してい

ない事がわかる。その結果剥離発生荷重は約 3 倍向上した。 
 

                                                  
58 http://www.canon-machinery.co.jp/new-business/SUB2/surfbeat/sub.htm 

図 15 周期構造加工機（キャノンマシナリ(株)） 
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図 16 DLC 膜の密着性の比較59 

 
③ 光造型 
 フェムト秒レーザでは感光樹脂材料に照射しても集光点のみを硬化することが出来るの

で、通常の積層光造型のように 上層を硬化して試料を下方に移動させる方法を繰り返す

こと無く、いきなり感光樹脂材料から３次元造型をすることが出来る。その上深さ方向の

解像度も格段に上昇させることが出来る。また金属にフェムト秒レーザを照射すると波長

オーダの加工が出来、ナノバンプや、ナノメッシュなどが作成されている。 
 
④ 深穴加工および計測 
微小径でアスペクト比の大きい止り穴の深さを計測するのは困難で、通常の手法では、

加工後断面を切り出して測るが、この様な手法では実際に加工した穴を計測したことにな

らない。ここにフェムト秒レーザを使うと、穴加工と同時に計測をしながら深い細い穴加

工をすることが出来る。 
それにはフェムト秒パルスのような極短パルスの場合、光パルスのもつ周波数帯城が非

常に広くなる事を利用する。この様な特性を利用すれば可干渉距離は非常に短くなり、分

解能の高い計測が出来る。従って、計測用光源を別に準備しなくても加工に用いるフェム

ト秒パルスをそのまま利用して加工と同時に計測することができる。その原理を図 17 に示

す。 

                                                  
59 沢田他、トライボロジスト、51，2（2006）ｐ150 
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図 1760 深穴加工及び穴深さの同時計測 
 

図に於いて高強度フェムト秒レーザを一部分岐して、参照光として利用する。分岐後の

高強度フェムト秒レーザは照射光として被加工物を加工する。ここで被加工物から反射し

た光（反射光）を、先に分岐した参照光に重ねて干渉光とし、これをファイバー分光器の

ファイバーに入力して分光計測する。そしてこの計測結果を元に、周波数軸に変換したデ

ータを作成しフーリエ変換すると、参照光と反射光との光学的な遅延量が求められる。こ

の遅延量から、予め加工前に参照光と反射光の光路長を一致させておくことによって、加

工時に変化した加工穴深さが分かる。ここで参照先の光路中に配置した光学遅延系を移動

させると、この移動距離を元にしてより深い穴深度も求めることができる。図 18 はこのよ

うな方法により、顕微鏡用スライドガラスに穴深さが 20μm ずつ深くなるようにして加工

した例である。 
 

 
図 18 20μm 間隔の深さの細穴加工の例 

  

                                                  
60 青島他 精密工学会誌 72，8（2006）ｐ955 
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第３章 技術課題と波及効果 
 
3.1 技術課題 
（1）超精密切削加工 
① 複合加工機 マシニングセンタをベースにして、旋削加工や多軸加工が出来る複合加

工機は工作機械に新しい概念を提供してきたが、今後は旋削やミーリング加工など旋盤や

フライス盤の加工形態以外の研削加工、歯切り加工、レーザ加工などと複合化、融合化し

ていく方向が出てくるものとおもわれる。また機械本体の技術課題としては図 1 に示すよ

うに、被加工物が求めている面租度の向上と寸法・形状精度の向上に対応した技術課題の

解決が求められる。とりわけ知能化・ネットワーク化の流れは IT 化の進む技術環境の中で

は重要な課題と考えられる。 

 

図 1 精密工作機械の技術課題61 
 
知能化に対する技術としては CAM（Computer Aided Manufacturing）が も馴染の

ある技術である。ここで切削条件を設定する場合、超精密加工で使われる高速ミーリング

では L／D（＝工具の突出し長さ／工具径）が大きくなりがちであることから、ここでは工

具のたわみ量が大きくなり、工具の逃げが生じ加工精度が悪くなる事を防ぐ必要がある。

そのための条件とか、良好な仕上げ面が得られたうえで、高効率な工具経路を設定するた

めのプログラムなどを設計しなければならない。これには工具の移動に伴う加減速度や方

                                                  
61 次世代工作機械に関する特許出願技術動向調査 平成 15 年 特許庁 
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向転換によって発生する慣性力等も考える必要がでてくる。 
工具に関しては微細加工に適した刃物の製作法の問題があるが、これを機械に取り付け

た時、そのふれは工作精度に直接影響を及ぼす。そのためふれの少ない状態で工具を散り

附けられるチャックは不可欠になる。 近では焼きばめ方式のチャックが使われるように

なった。これはチャックを加熱して膨張させた状態で工具を取付け、冷却による収縮で工

具を保持する方式である。この方式では加熱装置を機械に取り付ける必要があり、 近で

は電磁誘導加熱による方式が普及し始めた。しかし焼きばめ方式は熱サイクルを繰り返す

ので使用回数が増えると保持力を維持するのが難しくなる。そこで精度維持が出来るため

の限界値の見極めが必要になる。 
超精密加工の対象物は必ずしも金型ばかりでなく、近年は様々な小型製品が作られてい

る。したがってそこに使われる材料も一様でなく、特殊な切削条件が必要なものもある。

それには工具との関係も考慮する必要が出てくる。例えば体内に埋め込まれるインプラン

ト製品では生体適合性や比強度の観点から Ti・6Al・4V 合金などの難加工材が使われるが、

近年ではバナジウム元素の細胞毒性が指摘されるようになってきたために切削加工性が不

明なバナジウムフリーチタニウム合金が外科用インプラント材料として採用する傾向があ

る。これなどはその切削条件は不明な部分が多くそのための対策としてバインダレスのｃ

BN 工具の適用の研究62などがされている。また特殊な例としては人工膝関節置換術支援の

為の骨切除等に切削加工を行う試みがある。ここでは切削による温度上昇が、骨の組織を

破壊しないかどうか問題になっている63。今後このような特殊な素材の切削のニーズは増え

てくるものとおもわれる。 
② MQL MQL に関してはミストの飛散による空気汚染は環境面からも労働衛生上から

も重要である。このうち環境面については欧州での安全性評価を義務付けた新たな化学物

質 の 規 制 REACH （ Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals）が発行されようとしている。ここでは欧州での化学物質の登録、評価、認可及

び制限をしている。このことは油剤で使用される添加剤の選択肢がさらに少なくなること

意味する。また労働衛生面からは浮遊ミストは極力少なくすることが求められる。ミスト

濃度については、日本産業衛生学会による許容濃度 勧告値あるいは、米国の

ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)による短時間曝露

限界値などの規制がある。 

またミスト潤滑では高圧空気を使うので騒音問題が発生するのでこの面からの対策も必

要である。以上のことを総合的に考えれば今後は、完全ドライ加工を追求する一方、油剤

の開発だけでなく、油穴を貴通させた工具形状や刃のコーティング技術、加工条件の 適

化、高性能な工作機械の開発などを組み合わせることで、高効率・高精度な切削加工、研

削加工を実現していくことが必要である。 

                                                  
62 広崎他、精密工学会論文集．2006 ｐ219 
63 杉田他、精密工学会誌、72，2（2006）ｐ276 
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（2）ファインブランキング 
 通常のプレス加工に対してファインブランキング加工の優位性をどこに求めるかが課題

となる。複合加工と高品位加工がそのキーワードであるが、複合加工に関しては低付加価

値のプレス加工との競争を避けることが一つの戦略である。複合加工はそのための戦力で

あるが、この方法で新製品の加工をする場合、型の決定のためにはトライアンドエラーで

行なわれることが多い。そのために多くの労力が裂かれている。これを解決するためには

FEM 等によるシミュレーション技術の確立が必要64とされている。これにより金型の設計

期間の短縮、試作工程時間の短縮が図れると期待される。それには材料特性や金型形状、

塑性変形量などのデータベースの整備が必要である。切削機構に於いて潤滑油が重要な役

割を持つのと同じようにプレス機においても潤滑油の選定は重要である。ファインブラン

キングでも例外ではない。出光営業研究所は日本工業大学、（株）山本製作所と共同で FB
用潤滑油を開発しているが、その開発には潤滑状態のコンピュータシミュレーションが使

われている。 
 被加工物に対するニーズとしては、より３次元的な製品・高い面粗度要求・限りなく抜

きダレの無い製品・限りなく直角な（抜きテーパの無い）製品・より小さなモジュールの

ギアなど他の機械加工領域に限りなく近い精度のものが求められている。その外、加工可

能な板厚限界を上げること、さまざまな難加工材への対応も定常的に求められている課題

である。また加工油には環境対応型の油の開発が必要である。 

  
 
図 2 サーボファインブランキングプレス（アサイ産業(株)）65 

従来、プレス機械はその衝撃力をフライホイールの運動エネルギや油圧を用いて発生し

て来たが、 近になってサーボモータによるものが増えてきている。これはモータの回転

運動をボールねじなどで直線運動に変えて加圧力とする方式を用いるが、 近では大型の

ものまでこの方式を用いた機械が出現してきた。ファイブランキングプレス機でもサーボ

                                                  
64 村川正夫、プレス技術、vol43.No3、（2006）18-21 
65 http://www.asai-corp.co.jp/jp/product/exfb.html 

プレス本体 単位 EX100FB EX250FB

駆動方式
総合能力 kN 1000 2500
ストローク長さ mm 50 61
下クッション能力 kN 10～ 310 20～ 500
下クッションストローク mm 10 15
上クッション能力 kN 10～270 20～500
上クッションストローク mm 14 13
エジェクター能力 kN 40 105
エジェクターストローク mm 5 6

ストローク数 min-1 20～70 20～60

上テーブル寸法（Ｗ×Ｄ） mm 480×520 540×540
下テーブル寸法（Ｗ×Ｄ） mm 480×520 540×540
ダイハイト（テーブル可動時） mm 138～264 160～305
ダイハイト（テーブル固定時） mm 148～274 175～320
メインモーター kW 37(ACサーボ) 30*2(ACサーボ)

電動サーボ式リンク駆動
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モータのものがアサイ産業(株)より販売されている（図 2）。まだ小型であるが、サーボモー

タを用いれば NC 化することが容易で位置、力の制御を繊細に制御できる長所があり、製

品の高品質化に寄与できる。サーボプレスは日本初の技術であり、近年この方式に対する

欧米での評価が高くなってきている。いずれ大型のものも出現するものと思われる。 
 
（3）プラスチック特殊成型 
サンドイッチ射出成形技術は廃プラスチック処理技術として注目をされている技術であ

る。従って廃プラスチックの処理状況と密接に関わっている。廃プラスチックの有効利用

率は年々上昇していることは 2.3 節において示したが、その処理内容は以下のように分類さ

れる。図 3 は 2005 年での処理内容の実績を示す。 
 1）マテリアルリサイクル（メカニカルリサイクル）：MR 
   プラスチック原料化  プラスチック製品化 
 2）ケミカルリサイクル（フィールドスポットリサイクル）：CR 
   原料・モノマー化  高炉還元剤  コークス炉化学原料化 

ガス化（化学原料化、燃料） 
3）サーマルリサイクル（エネルギリサイクル）：TR 

   セメントキルン  廃棄物発電  RPF（混合材燃料） 
 4）廃棄処理：DU 
   単純焼却 埋立て 
 ここでサーマルリサイクル（TR）と、廃棄処理（DU）のうち埋立て分（23％）を除い

た部分は全て熱に変換されていて、その量は537万トン、廃棄物量の53％を占めている。さ

らにその熱に変わっている部分の内訳を示したのが図4である。 
 

MR, 185,
18%

CR, 29, 3%

TR, 414,
41%

DU, 378,
38%

処理量　合計　５３８万トン

固形燃料, 62,
12%

熱利用焼却,
121, 23% 廃棄物発電,

231, 42%

単純焼却,
123, 23%

 

図 3 廃プラの処理内訳        図 4 廃プラの熱利用内訳 
 
このように熱による処理は 終手段としては も考えやすいもので有るが、せっかく合

成して造り出した物を燃やしてしまうのは如何にももったいない気がする。それに CO2 の

発生は避けることが出来ない。マテリアルリサイクルはその意味ではプラスチックの性状



87 

を残した使い方であるのでこれの比率をもっと上げる必要がある。しかしその内訳は図 5
に示すとおり製品として再生されるのは１／４で残りは材料化されている。そして再生品

の 6 割近くは主として中国を主体に輸出されていて、国内向けは 4 割にすぎない（図 6）。
ここで輸出に回されるものは低品位の再生材料とおもわれる。 

再生利用形態　122万トン

再生材料,
131, 73%

再生製品,
48, 27%

再生利用　利用先

輸出, 106,
57%

国内, 79,
43%

 

図 5 再生利用の内訳        図 6 再生利用品の利用先 
 

廃プラスチックの再生材料化は廃棄されたプラスチックの回収形態により色々の手法が

あるが、一番の難点は廃プラスチックの成分が雑多で、ポリエチレン、ポリプロピレンな

ど多種類の樹脂が流通しているため、処理の段階でこれらを分別するための効果的な方法

がないことにある。もし回収段階で分別されていれば、再生品の品質は格段に良くなる。

このことはペットボトルがボトル・ツー・ボトルのリサイクル量を少しずつ増やしている

ことの背景に分別回収の普及が有るとみている事66からも明らかである。 

このようにプラスチック成形技術の 大の課題はマテリアルリサイクルの比率を上げる

ことと、リサイクル品の品質の向上にある。しかし石油由来のプラスチックが持つ優れた

特性はその特性の故に再生利用を難しくしている側面があり、簡単に代替物で置き換わる

ものではない。長期的に見れば生分解性プラスチックに置き換わっていくのかもしれない

が、現状では生分解性ポリマを射出成型するには加工条件の幅が狭いので容易ではなく、

それに対応できる加工技術はまだ萌芽段階にとどまっている。  
 
（4）積層造形 
金属製品をこの方法で製作する場合、金属粉末をレーザなどで高温溶融し積層造形する

が、表層の溶融層が冷却するとき大きな内部応力を発生する。その結果、造形品を変形さ

せてしまう事が起る。そのために完全にち密な金属造形品をこの方法で直接製造すること

がむつかしい。この欠点を避けるために色々な解決策が模索されているが、今のところ解

決策は見つかっていない。金型をこの方法によって製作できればコスト面や生産性の面で

も大きなメリットがあると考えられる。 

                                                  
66 http://www.petbottle-rec.gr.jp/top.html 

日本プラスチック処理促進協会資料より作成 
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金属粉末をレーザで溶融する積層造形法では使える金属が限られているので、それを拡

張する方法として SLS 法（Selective Laser Sintering）や SLM 法（Selective Laser Melting）
などが開発されている。ここで前者は金属粉末にコーティングあるいは混合したバインダ

をレーザで溶融固着させてグリーン体を作製し、その後、炉内で焼結・溶着させる方法で、

後者はレーザで金属粉未を部分的に完全に溶融固化させながら積層する方法である。しか

しいずれの方法も金属粉末の流動性、レーザ光吸収特性、粉末表面と溶融部表面との親和

性、熱伝導などが未解明である。 
インクジェット方式では安定的に吐出できるインク相当の液体としてどのような材料を

使うかが問題となる。求められる性状としては粘度、揮発性、表面張力などがある。また

一つの造型機は１種類の液体だけに対応するのではなく多くの種類に対応する必要がある

ので、吐出ヘッドもそのような機能が求められる。この方式では積層造形だけではなく用

いる液としてナノ粒子液、接着剤、オイル、溶剤、水溶液、試薬等を用いれば、描画機能

も実現できるので、電子回路の作製などに用いることも出来る。ここで吐出される液滴は

10～300pl／滴で、その大きさはφ30μm 程度である。 
 

          表 1 積層造形法の特許出願から見られる技術課題 
 
 
 この加工方法の一つである光造形法は日本の小玉秀男氏が 初に発明したが、特許の審

査請求しなかったために、その後に発明した日米の研究者が特許権を収得した。その後米

国人の C．W．Hull は世界中に特許申請し，装置メーカとして実用化をした。そしてその

特許請求範囲は広く取られているのでライバルメーカは特許料の支払いや業務の停止に追

い込まれることも起っている。その外の積層造形法の特許も米国で多く出された結果、日

本のこの分野の基本特許は米国に握られている状況にある。このような中で我国の出願特

許から見た技術課題を表に示す。 
再生医療の進歩は著しく、周辺技術を巻き込んで大きなニーズを提示してくる可能性が

ある。積層造形法は担体の作製技術として取り上げられ研究が進んでいるが、十分にその

期待に応えられている状況にはない。積層造形法は現在のところ担体の三次元形態を作製

する技術として開発が進められているが、形が出来たとしてもそれを生体に使うためには

さらに大きな困難を乗り越える必要がある。バイオ分野では幹細胞を担体に播種しただけ

で高次組織の完全再構築が実現できるほど簡単ものでないからである。 
将来の姿としては細胞を直接プリント造形するバイオプリンティングが一つの夢として

考えられるが、そこに至までには．組織再生技術の困難な課題を克服していかなければな

らない。そこには積層造形法を単なる加工法として扱うのではなく、広範な知見が求めら

れるに違いない。 
いくつかある積層造形技術の共通課題としては製作時間の短縮化、作業性の簡便化が上

げられている。また被加工物の課題としては強度不足がある。これらを解決する手段とし
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ては光学系の改善と材料の改善が指摘されている。また新材料に対しては、積層造形法へ

の適用可能性を明確にしておくことが必要である。そのためには，三次元造形挙動の解析

やシミュレーション技術の開発が望まれる。表 1 に積層造形法に関して出願されている特

許の中から見られる技術課題を示す。 
 

（5）ナノインプリント 
この技術はまだ若い技術であり、実験室的には様々なサンプルや成型法が提案されてい

る。しかし一部にはその加工機を販売し始めた企業も出てきている。 近（2008/2/13～18）
東京ビッグサイトで開かれた国際ナノテクノロジ展においても、ナノインプリントを視野

に入れた展示物がいくつか見られた。 
図 7 はこのような企業の中でこの技術をどのようにとらえているかの一例である。ここ

では熱式ナノインプリント装置の守備範囲の考え方を示している。転写面積とパターンサ

イズを縦横の座標に取り、転写面積がφ100nm 以上を大面積とし、それより小さい面積を

小中面積として分類している。 
 

 
 
図 7 転写装置の守備領域67 

 
この技術は印刷技術に似ているので、輪転機のように円筒状のモールドを回転させなが

ら、その間に被加工物を通すことで多量の製品を作製する方法が考えられている。これを

ロール・ツー・ロール(R to R)と呼んでいるが、その開発が軌道に乗り始めた。既に東芝機

械が図 8 に示す製品を販売し始めた。この機械では光ナノインプリント方式を採用し、図 9
に示すようにシート状の原材料に光硬化樹脂を塗布し、モールドを持ったグラビアローラ

の間を通して転写するとともに、その間に極紫外光（UV 光）を照射して硬化させシート上

に製品が転写し、それを巻取機で巻取る方式をとっている。ロール・ツー・ロール方式は

                                                  
67 http://www.nanonics.co.jp/nanoimprint/nanoimprint_01.html 
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微細加工の大面積化対応技術に属するが、転写パターンと転写する面積の関係から、どの

程度の面積まで対応できるかがこれからの課題である。 
   

 
 

図 868 ロール・ツー・ロール用機械 （東芝機械（株）） 
 

 
    
 
 
 
 

図 9 ロール・ツー・ロールの例  
 
ナノインプリント法は現在の所半導体、MEMS 分野への応用が期待されているが、今後

の展開が期待される分野としてはバイオ関連技術やエネルギ技術への展開がある。このよ

うなより広い分野への応用のための技術課題としては次の様な問題がある。 
・ 微小な形状を正確に成形するためには材料物性、離形材等と成形条件の関係を明らかに

する必要があり、熱ナノインプリント法ではより低い温度で、より低い圧力領域での成

形が必要である。 
・ この技術は半導体プロセスのような大がかりで、大きな投下資本が必要な加工法でなく

低コスト大量生産向きとして注目されている。従って、ロール・ツー・ロール方式の開

                                                  
68 http://www.toshiba-machine.co.jp/imprinting/products/index.html 

項目 数値

スタンバイサイズ 幅300mm以下、厚0.3mm以下
シート送り速度 0.2～10m/min

大シート幅 280mm
大転写幅 240mm

ロール円周長 785mm

Pitch 100μm 
Line 15μm 
Height- 15μm 
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発は今後の発展に大きな期待が持たれている。ここで大面積を転写する方法としてはロ

ール・ツー・ロールの他に大口径ウエファを使う方法、型を小型にしてステップアンド

リピートで行う方法などがある。それぞれに応じた成形条件や加工材料の 適値を求め

ることがこれからの課題である。 
 
（6）大面積電子ビーム加工 
表面仕上げ加工に関しては精密金型の需要が増えていて、材料の多様化と手仕上げによ

る作業時間の長大化に対する解決策が求められている。このようなニーズに対してはソデ

ィック（株）の電子ビーム加工による大面積表面仕上げ法は、一気に全面を仕上げること

が出来ることから、生産性が高く一つの解決策を示すものとして期待が大きい。しかし電

子ビームの発生はX線も同時に発生するので作業環境面での配慮は欠かすことが出来ない。 

対象とする被加工物の大きさに対しては、三菱電機製の電子ビーム加工機のように、加

工領域を重ね合わせて加工面積を広げる方法もある。この方法で一度に加工できる大きさ

が広がったわけではなく、被加工物を真空チャンバ内に置く制約から解放されていない。 

この方法に於いて更に大きなものを加工できるならば、多くの作業時間が必要となる大

型の金型の手磨き作業、或は建設機械などの大型機械部品の厚板の溶接作業などで大きな

ニーズの広がりを期待できる。そのための一つの方法として大気圧下電子ビーム溶接の試

みがされているが、この試みは大気下での電子ビーム加工に直接結びつけられる。 

1） 大気圧下電子ビーム溶接 

 大型機械などに使われる溶接には20ｍｍ以上の厚板に対応でできる技術が求められてい

るが、これに対応できる技術はない。大気圧下電子ビーム溶接（図10）はこれに応える可

能性を持った技術と考えられる。表2に電子ビーム溶接を用いることに依る利点を示す。こ

の技術が確立できれば次のような分野での適用が可能と考えられ、これはそのまま表面仕

上げ機にも適用できる。 

・ 自動車部品（ギア、カーエアコンのピストン、センサ、ターボチャージャー） 

・ セラミックス製ITデバイス 

・ 重厚長大産業における厚物溶接 
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図 10 電子ビーム溶接機の真空構造と大気下構造比較69 

 

表 2 電子ビーム溶接機の利点 

 

 

 

                                                  
69 NEDO 平成１８年度調査報告書 06003147－0、06003146－0 

対象物の特徴 具体例 電子ビーム溶接の特徴 適用のメリット

高融点材料  Ｗ､Ta、Mo 等 高エネルギー密度ビーム 他に方法が無い

活性金属材料 Ti、Nb 等
高エネルギー密度ビーム
真空中溶接

他の方法では困難

高炭素鋼
S53C、S45C、SKD、超
硬等

溶接溶け込み微細ビード
指定局所の溶融制御

応力割れが起こりにくい

異種金属材料
銅－SUS、鋼－SUS
等

異種材料の同時溶融 他の方法では困難

特殊材料
Al ダイキャスト焼結合
金等

ビームオシレーション
低コスト部材の組立て溶接
可能

小型精密部品
航空機部品、電気部
品、センサ部品、ダイ
ヤフラム等

小出力精密制御,ビーム
の精密位置合わせ

高精度組立て溶接可能、
コストダウン

大型構造物
圧力容器、真空容器、
発電機部品等

高エネルギー密度ビーム
大出力制御

高信頼性溶接,厚板の高能
率溶接

生
産
性

多量生産部品 
自動車関連の軸対象
部品（ミッションギア、ト
ルコン部品等）

高速・深溶込みビード溶
接条件幅が広く、自動化
容易

低歪、高能率組立て溶接
可能部品の小型軽量化、
コストダウン

２ヶ所溶接 
自動車関連部品(パワ
ステ、トルコン部品等)

ビームの高速偏向制御,
溶接条件の瞬時切り替え

低歪、高能率組立て溶接
可能部品の小型軽量化、
コストダウン

多箇所溶接 
プリンタヘッド、熱交換
部品

ビームの高速偏向制御,
溶接条件のコンピュータ
設定

低歪、高能率組立て溶接
可能部品の小型軽量化、
コストダウン

材
質

寸
法

溶
接
位
置



93 

2） 大気圧下電子ビーム表面仕上げ 

岡山大学で開発された方法は広い面積を取り扱うことは出来るとはいえ、真空内で加工

する以上、扱える大きさには限度がある。ここでロシアのケルディシュ研究所（Keldysh 
Research Center）が開発した方法がある（図11）。構造の詳細は不明であるが、真空チャ

ンバと大気の間に５層の部屋があってその間で差動排気システムにより真空レベルから大

気圧までの圧力を調整している模様である。これに対してNEDOでは研究所にサンプルを

送りその加工結果調査を行っている70。送ったサンプルはSKDとS50Cで、ロシアで表面処

理した部分の硬度測定を行ったところ、いずれのサンプルにおいても深さ方向に硬度上昇

がみられた。大気下での電子ビーム照射による金属の硬度上昇は十分可能であることが確

認できたとしている。ただロシアからのレポートでは電子ビームの照射条件については記

載されていないので推定するしかないが、大気圧下電子ビーム表面仕上げ技術は実用出来

ると報告している。そして今後の課題としては、排気方式の検討、大気圧下での電子ビー

ム性能評価、大気下電子ビームの設備構想の構築が必要とした。 

 

 

図 11 ケルディシュ研究所の加工機71 

 
（7）FIB-CVD 
 この技術は兵庫県立大学松井教授らを発明者とし、同大学、日本電気（株）、セイコーイ

ンスツル（株）が共同開発したもので、（独）科学技術振興機構が特許を申請している日本

独自の技術である。現在、ナノオーダの領域の中で３次元立体構造物を作るニーズはバイ

オ関連分野、MEMS分野で大きく、広い分野での応用が期待される。しかし特許の制約か

らかこの技術の開発は兵庫県立大学の独壇場であり、広く使われるまでに至っていない。 
                                                  
70 http://www.nedo.go.jp/itd/fesendo/h15/gaiyou/theme06/report03.html 
71 http://epaper.kek.jp/e98/PAPERS/WEP12G.PDF 
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 ここで出願されている特許の中でWO2004/076343は堆積可能なボクセルを探索するた

めの手法に関する出願であり、この手法はラピッドプロトタイピングでも使える可能性が

あり、この出願は審査請求されている。また同様に審査請求されているWOA12004077536
は空中配線を作る技術に関する物であり、WO2004/076343の技術の延長上にある。しかし、

具体的なFIB-CVDとしての条件は特開2001-107252として出願されている。ここではこの

ような立体構造を作るために必要な雰囲気ガスとして有機ガスの有効性を主張しているが、

未請求出願である。 
この技術の弱点は真空チャンバの中で加工するために、実験室の外で使うには使いにく

い面がある。またFIB-CVD装置を販売しているエスアイアイ・ナノテクノロジー（株）は

供給できるガスとしてカーボンの他に、タングステン、プラチナ等のデポジションガス雰

囲気を供給出来るとしているが、現在の所、使われたガスの種類が限定されているので、

その応用範囲の見通しがきかない。 
 

（8）レーザ加工 
 単一モードのファイバーレーザはランプ励起の固体レーザに比較して直径で 1/70～1/80
パワー密度で 5000 倍近くも大きい。それにもかかわらずレーザのユーザ産業である自動車

業界ではランプ励起を使っている状況にある。この原因は開発速度が速すぎて、加工技術

が追従していないのではないかという指摘がある。この様な状況に対しては加工システム

としての信頼性を上げる必要があるとしている。 
また技術に常につきまとう課題であるコストに関しては励起用 LD の価格が問題になる。

光源のコストに関してはフェムト秒レーザに関しても同様な問題を抱えており、現在では

従来より低下してはいるものの、装置価格が 1W 当たり 2,500 万円程度になっている（

新（2008/2）の情報では 1,000 万円を切ったと聞いているが未確認）。実験室から産業界に

出て行くにはこのコスト問題を解決する必要がある。 
フェムト秒レーザは平均出力が低く、フォトンコストが高いため、一般的な穴あけや切

断加工として使うには量産性やコスト競争力の面から産業応用は難しい。しかし微細周期

構造による機能表面形成のように、他の加工法では困難度が高いものにたいしては、フェ

ムト秒レーザによる方法は遥かに小さなエネルギー密度で高い付加価値が得られる。その

ため機能表面形成の様な付加価値の高いものに使うことに関して、フェムト秒レーザは産

業応用が期待されている技術である。フェムト秒レーザが産業界に使われにくいもう一つ

の事情としてレーザ光源の発熱による不安定性が指摘されている。 
フェムト秒レーザを産業の中で使う場合はミシガン大学の特許を無視できない。かなり

広い領域を請求事項としているために知財対応を十分配慮しておく必要がある。イムラ(株)
はミシガン大学特許の国内ライセンスをもっていて、これを使いファイバー励起をする図

12 のフェムト秒ファイバーレーザ加工機を市販している。使われているレ－ザの仕様を表

に示す。他方、OEM 提供機として，(株)オプトピアは JENOPTIK（ドイツ）製のディス

クレーザタイプのフェムト秒レーザを販売している。 
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図 12 フェムト秒ファイバーレーザ加工機（イムラ(株)） 

 
バイオ関連に関しては生体物質のように大部分が水分より構成されているものに対する

加工はアブレーション閾値が小さく熱影響を与えることが少ないフェムト秒レーザが適し

ている。そのため歯の精密加工や角膜整形72、ヒト染色体切断などにこのレーザの使用を試

みられた例があり73、バイオ関連への適用例は今後増えるものとおもわれる。 
実験室的には光学系の調整に手間取ることが難点の一つとされている。この技術ではレ

ーザの調整箇所が 10 箇所以上有る為に調整箇所を一つでも変えると、光強度・波長・パル

ス幅の全てが大きく変動するので、これを組み上げるには熟練者が 1 週間以上の時間を費

やす状況にある。このことから次のような現場レベルでの問題点が指摘されている。 
 ・ 適化には長時間の調整が必要とされる。 
・ 調整者の技量により性能が異なる。 
・ 装置の維持と保守に熟練者が要求される。 

 
 
  
 
 
 
 
 

                                                  
72 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070511/132384/ 
73小原 精密工学会誌、72，（2006）943-946 
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3.2 波及効果 
（1）波及対象分野 
 取り上げた新加工法の産業界への波及効果を考察する為に日本機械工業連合会（日機連）

の団体会員を次のような 10 種の分野に分類した（表 1）。 
加工機械、成型加工、工具、機械要素、IT、計測器、電気機器、産業機械、輸送機械、  

航空・防衛 
なお日機連会員には法人会員もあるが、これらの会員の業種は団体会員の範疇にほとんど

含まれているので、これらを分類対象とはしなかった。 
この分類の中で成型加工は加工機械の中に入るべきものである。しかしここで対象とす

る加工法の用途には金型に絡むものが比較的多いので、鋳鍛造団体は加工機械から外して

独立させ、その上で日機連の会員ではないが金型工業会も視野の中に入れることにした。

また航空・防衛の中に造船工業会を入れたのは、いずれも大型の移動機械で有ることを根

拠とした。さらにこれらの他にバイオ関連と環境関連を追加した。この 2 種の分野に関し

てはこれら分野を専門に扱う工業会が会員団体にないが、近年その重要度が増している技

術分野であり、新加工法の利用が期待できる応用分野として追加した。同様に新技術とし

て注目されているものに、ナノテクノロジ、MEMS 技術などがある。そしてここで扱った

加工法の中にはこれらと関連のある技術が含まれている。一方、ナノテク等を扱う企業は

電機、情報関連や計測器関連などかなり広い分野に広がってきているので、ここではバイ

オや、環境のように新しい応用分野としてナノテク・MEMS などを独立させることはしな

かった。 
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表 1 会員の分類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 分類 会員名

(社) 全国木工機械工業会

(社)日本工作機器工業会

(社) 日本工作機械工業会

(社)日本鋳造協会

(社) 日本鍛圧機械工業会

全国作業工具工業組合

ダイヤモンド工業協会

超硬工具協会

日本機械鋸・刃物工業会

日本工具工業会

日本チエーン工業会

(社)日本ねじ工業協会

(社) 日本歯車工業会

(社)日本バルブ工業会

(社) 日本ばね工業会

(社)日本フルードパワ－工業会

(社) 日本ベアリング工業会

有限責任中間法人カメラ映像機器工業会

情報通信ネットワーク産業協会

(社)電子情報技術産業協会

(社)ビジネス機械・情報システム産業協会

(社) 日本計量機器工業連合会

日本試験機工業会

(社) 日本精密測定機器工業会

(社)日本時計協会

(社)日本分析機器工業会

(社)日本電機工業会

(社)日本電気計測器工業会

(社) 日本電気制御機器工業会

(社)日本印刷産業機械工業会

(社) 日本建設機械工業会

(社)日本産業機械工業会

(社)日本食品機械工業会

(社)日本繊維機械協会

(社) 日本農業機械工業会

(社)日本縫製機械工業会

(社)日本包装機械工業会

(社) 日本冷凍空調工業会

(社)日本陸用内燃機関協会

(社)日本ロボット工業会

(社)日本エレベータ協会

(社)日本産業車両協会

(社)日本自動車工業会

(社) 日本自動車部品工業会

(社) 日本鉄道車輌工業会

(社)日本航空宇宙工業会

(社) 日本造船工業会

(社)日本舶用工業会

(社)日本防衛装備工業会

追加

バイオ

環境

輸送機械

ＩＴ

航空・防衛

計測器

加工機械

電気機器

成型加工

産業機械

工具

機械要素
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（2）各論 
1）超精密切削加工 
① 複合加工機  

直接的には複合加工機は工作機械業界の製品であり、業界内でそれぞれ独自の仕様のも

のを販売している。この加工機による製品で主要なものは光学関連デバイスで、光学レン

ズや回折格子などの金型製作の工法として広く用いられている。このような光学素子は

DVD、携帯カメラレンズ等ビジネス機械、カメラ、精密測定機器、電気機器などが多用し

ている。複合加工機による金型は高精度であり、成型加工用の金型としても有用である。

その影響はプレスを多用する自動車関連業界にも及ぶほか、精密加工の可能な加工法とし

て産業機械、印刷機械、ロボットなどの業界への影響も大きい。またこれらは難削材を用

いることが多いのでそのための工具への要求も厳しい。さらに特殊な加工条件が要求され

るバイオ関連でもある整形外科、歯科などにも拡大すると考えられる。 
② MQL  
作業環境の改善技術として今後広く普及する技術であり、新材料の切削加工対応として

新しい MQL 用潤滑油剤の開発を石油業界に求められる。また MQL は少量の潤滑油で切削

を行うことから、それに対応した工作機械と工具の開発が必要で工作機械関連および工具

関連業界への影響は大きい。歯車関連では歯切り加工機への MQL の適用はドライカットの

試みとともに今後の大きな流れとなるものとおもわれる。その他機械加工を多用する、電

気機器、産業機械、運搬機械、造船、航空機製造業界での MQL の普及は工場の作業環境の

改善として普及していくものと考えられる。 
2）ファインブランキング  
この加工機械はプレス機械に属する。従って金型が必要で成型加工と組み合わせた複合

成型加工機が多く導入され始めている状況から、金型工業会への影響が大きい。それと加

工板厚さの限界が徐々に上がってきているので、それに対応したプレス機械の開発ニーズ

が増えてくるものとおもわれる。これを導入している業界は自動車関連業界が多数を占め

ているが、加工板厚の限界が大きくなるにしたがって建設機械業界などにも普及が始まっ

ている。 
この加工法の一つの特徴として製品の仕上がりがよいことが上げられる。それと生産性

がよいことから多量生産が求められる情報機器、家電などへの適用が考えられるが、この

ような製品に対しては板厚の大きなものは要求されないので、小型のプレス機で対応でき

るものと考えられる。環境分野の視点では環境対応型の加工油の開発が必要である。 
3） プラスチック特殊成型 
 プラスチックのサンドイッチ射出成型技術は射出成型法の 1 種であり、金型が重要な役

割を持っているので、金型業界が第一義的に関わっている。しかしこの技術の多くは廃プ

ラスチックの再生利用技術として使われていて、自動車関連業界や、家電業界で用いられ

ている。このことは廃棄物の分別回収システムと関わり、加工技術とは異なった視点が必

要で、その中でこの技術の位置づけが必要と思われる。一方、この技術は２層構造の成型
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品を作れる特徴があるので、その面での利用法は広がってくるものと思われる。 
4） 積層造形 
試作を伴うものづくりをしている業界ならばどこにでも使える技術である。現状の加工

機の対象物の寸法の上限は 1000×800×500mｍであり、下限は 150×150×150mm である。

上限はニーズがあればこれよりも大きな物を扱う機械の出現はあり得るが、下限に関して

は扱う粒子の大きさや、レーザのスポット径等によって決まってくる。現状では造形品の

下限の大きさは数ミリ程度で、分解能は 0.1ｍｍ程度とおもわれる。従ってこの程度の寸法

を対象とした MEMS 製品のシリコンプロセスを使わない加工法として、比較的大きなセン

サ、マイクロアクチュエータを扱う業界で用いることは出来る。しかし工業的に使うため

には、材料投入から製品の取り出しまでの一連のプロセスの改良が必要である。また工業

製品としては金属製品の造形が もニーズが多いと考えられるが、この場合に使われる金

属粉焼結造形法での製品強度の信頼性を解決する必要がある。 
バイオ関連ではヒトの治療を目的とした用途が考えられる。ここでは個性的な臓器、骨

格などが対象となるために、1 品製品としての造形物が必要になるので、積層造形法はその

目的に合っている。補聴器では外耳の成型に既に使われているが、歯科の歯列矯正部材の

製作や、再生医療分野における担体の形成に対する期待が大きい。しかしここでの応用領

域を広げるためには、生体適合性や、造形物が人体で機能するための条件にあった材料、

形状などの研究を重ねる必要がある。 
5） ナノインプリント 

MEMS の次世代バージョンである。現在までの MEMS 技術は半導体プロセスに依存し

ていたために、設備に多額の資本投入が必要で高コスト体質が付きまとい多種少量生産に

は向いていない。ナノインプリントはこの欠点を解決する手法として注目されている。 
その出自から理解されるようにこの技術はトップダウンを目標とした技術であり、ここ

から生まれる製品はマイクロサイズの微小デバイスである。従ってこの製品に係わる業界

としては情報機器関連、電機製品関係業界が も近い位置にある。そして今後の技術トレ

ンドからみれば制御機器の使われる機械では、量の多少はあっても微小デバイスが使われ

る機器は増えると予測できる。このことはほとんどの機械はこれに関わると考えられる。

このような機械で も恩恵を受けるのはヒューマノイドロボットを一つの例として上げる

ことができる。またセンサが安価に多量に生産できるならば、環境検知センサをあちこち

に設置してセンサネットワークシステムの構築も可能になる。 
ところで MEMS デバイスは光学、バイオと密接な関係があり、情報関連業界への波及効

果は光 MEMS による光情報通信技術の革新によってもたらされると考えられる。またバイ

オ関連に関してはμTAS（微小総合分析システム）で代表される、生化学分析や、DNA 解

析などへの応用が視野にある。また微小デバイスによる化学合成（コンビナトリアルケミ

ストリ）等への応用のように合成化学業界への波及も考えられる。 
 一方、ロール・ツー・ロール機は既に東芝機械（株）が製品化しているが、この技術は

印刷機の技術と類似の部分があり、印刷機械業界への影響は避けられないであろう。しか
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しそれは輪転機部分であり、印刷での原盤に相当するモールドを主体とする転写部分は印

刷の技術とは異なる。既に製品化している東芝機械は工作機械メーカであると同時に輪転

印刷機のメーカであることが、これを可能にした背景でもある。また、ここで必要とされ

るモールドは金型であるが、従来の金型とは異なった製法で作られるのでその対応業界は

今の金型工業会とは異質の業界になるのかもしれない。 
 現在の印刷物が手元までに届くシステムは大まかには編集→型起し→印刷→裁断→配布

の様な流れになっている。MEMS が印刷類似の流れで出来れば上記の一連の流れのような

システムがいずれ構築されるであろう。つまりナノインプリント技術は上記でいえば型起

しと印刷の部分のみであり、その前後の部分はシステムとしてどのような構成にするかが

今後の課題となる。また周辺業界としてはシート素材の加工業界なども育つ必要がある。 
6） 大面積電子ビーム仕上げ加工 
電子ビーム溶接機の延長線上にある技術である。溶接は深さ方向に金属を溶かす技術で

あるが、仕上げ加工機は表層の薄い部分を溶融して、表面の凹凸を飛ばし滑らかな仕上げ

面を得る事を目的としている。この用途は金型など硬質の材料の表面仕上げを手磨きのよ

うな工数のかかる工法でなく、短時間で仕上げる方法として使われる。従ってその第一義

的な波及効果は金型加工業界に及ぶ。現在提供されている技術は岡山大学が開発し、ソデ

イク(株)が製品化したものと、溶接機を機能アップした三菱電機方式がある。いずれの方式

も加工は真空チャンバの中で行われるために扱える加工品の大きさと工程設計に制約が伴

う。現状では携帯電話のような小型の情報機器の金型が対象になる。これが大気圧下で加

工が行えるようになればその影響は自動車関連業界を初めとして輸送機械、建設機械、産

業機械など広い用途が広がる。現状ではまだ研究室段階の課題に止まっている。 
7） FIB-CV（集束イオンビーム化学的気相法） 
ナノザイズの３次元構造物を集束イオンビームの環境下で創成する技術である。研究活

動は松井教授（兵庫県立大）が中心となって行われていが、手法としては化学的なガスを

用いた積層造形法といえる。松井教授の特許はソフトウエアとしての造形手法にあり、集

束イオンビームを用いることに関しては審査請求されていない。この方法はイオンビーム

によってガスに化学的気相反応を起し、その生成物を堆積していくのでガスの種類に制約

がある。このことは堆積物の素性は限定されることになる。堆積物の寸法はミクロン以下

を狙える領域にあるが、現在の所、限られた材料での造形の試みに終わっている。作られ

た形状に機能を与えることが出来れば、バイオ関連分野でのマイクロロボットに適用する

ことなども考えられる。 
8） レーザ加工 
① ファイバーレーザ   
加工用として一般に使われているYAGレーザやCO2レーザなどに比べて小型で安価なレ

ーザであり、光源も安定しているので使いやすくなってきた。用途としては溶接や薄膜の

穴あけ、マーキング等に使われる。このような加工は半導体関連業界を初めとする情報関

連業界や電気機器業界で行われている。他方溶接工程の多い自動車関連業界では従来から
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ランプ交換の煩わしさがあるにもかかわらず YAG レーザが使われているが、使い慣れてき

たという理由だけで他の工法への変換が進んでいない。しかし溶接用のレーザとしては表 2
に示すように YAGレーザの出荷台数は頭打ち傾向にある反面ファイバーレーザが増加する

ことが見込まれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

② フェムト秒レーザ  
フェムト秒レーザは価格の壁をどのように乗り越えるかが実用上の大きな課題であるが、

イッテルビュウム系ファイバーを用いた発信器の実用化などにより、少しずつ価格は下が

る傾向にある。 

このレーザの魅力は透明材料に対しても加工できることである。従ってバイオ関連で使

われるフルイディックス立体回路を透明体の中に作る用途には 適である。また情報関連

で見れば透明体の中に導波路を作り込むことや回折格子を形成する方法に関しては、色々

な用途が考えられる。透明体の加工に関しては FPD（フラットパネルディスプレイ）の液

晶ガラスの裁断等に既に使われ始めている。 
MEMS での使用法として、例えばポリマ基板から金属薄膜を除去するニーズは多いが、

この場合薄膜よりポリマの方の融点が低いために、通常のレーザを金属に当ててもポリマ

の方が先に溶けてしまい薄膜を除くことが難しい。フェムト秒レーザではこのようなこと

が起らない。 

ナノリップル形成については滑り面の潤滑特性の改善での波及効果は大きいものとおも

われる。特に微小機械での軸受は投入される機械パワーが小さいために軸受部分の摩擦損

失の低減は重要な課題である。情報機器関連、ロボットなどの動力特性と、制御特性の改

善に結びつく効果がある。また薄膜コーティングの密着性能の改善も DLC コーティング切

削工具を初め様々な分野での波及効果が期待できる。 

表 2 
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（3）波及性の比較 

 取り上げた加工法と波及する産業分野との関係をマトリックスで示したのが付表である。

ここで◎印はその技術が現時点で も影響を及ぼしそうな分野を示したもので、その下欄

に記入した語句は波及する技術を記入した。この場合、その業界でも も影響を受けそう

な分野があればそこに◎を付けてある。例えば自動車業界に影響はあるが鉄道車両業界に

影響がない場合であっても輸送機械業界に印を付けた。また○印は現時点では直接関連は

ないが、いずれ何らかの形で影響が及ぶであろうという観点で印を付けた。それが具体的

にどのような形で波及するかは不明であるのでここには具体的な記述はない。 

 

               表 3 評価点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このようにして付けられた◎、○印をそれぞれ２、1の重みを付けてその和をとって評価

点としたものが表 3 である。ここでの評価点が大きいものほど波及分野の広い加工法を示

していることになる。評価点の高い上位３位は以下の技術となった。 

１ 複合加工機 

２ ナノインプリント 

３ フェムト秒レーザ 

 

 ◎ ○ 評価点加工法の種類

超精密切削
複合加工機

ＭＱＬ

ファインブランキング

プラスチック特殊成型

積層造形

ナノインプリント

大面積電子ビーム

FIB-CVD　

レーザ加工
ファイバレーザ

フェムト秒レーザ

9 2 20

4 4 12

5 3 13

5 3 13

3 2 8

6 6 18

3 4 10

1 3 5

3 3 9

5 5 15
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付表 1 
   

 
 
 

加工技術が波及する産業分野

加工機械 成型加工 工具 機械要素 ＩＴ 計測器 電気機器 産業機械 輸送機械 航空・防衛 バイオ 環境

◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
精密加工 金型加工 難削材対応 微小金型 微小金型 精密加工 精密加工 精密加工 精密加工

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎
潤滑 潤滑 歯切加工 作業環境

◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○
複雑金型 部品加工 部品加工 部品加工 部品加工

◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
金型 再生利用 再生利用 再生利用 廃棄物処理
○ ◎ ◎ ○ ◎

ＭＥＭＳ ＭＥＭＳ 医療
◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

RtoR機 モールド ＭＥＭＳ ＭＥＭＳ RtoR機 μＴＡＳ
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

金型仕上 金型仕上 金型仕上
○ ○ ○ ◎

μハンド
○ ◎ ◎ ○ ○ ◎

微小加工 微小加工 溶接
○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

コーティング 潤滑 ＭＯＥＭＳ ＭＯＥＭＳ μＴＡＳ

◎ ：　密接に関連する分野 記入事項 ：加工法が提供する技術 μＴＡＳ ：micro total  analysis system
○ ：　比較的強く関連する分野 MEMS ：micro electro mechanical system

MOEMS ：micro opto electro mechanical system
RtoR ：Roll to Roll

大面積電子ビーム

FIB-CVD　

ファイバレーザ

フェムト秒レーザ
レーザ加工

ファインブランキング

プラスチック特殊成型

積層造形

ナノインプリント

超精密切削
複合加工機

ＭＱＬ

加工法の種類
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第４章 「新加工技術」の開発促進のための課題と対策に関するアンケート調査 
 
4.1 アンケート方式 
 新加工技術に係わる研究者の現状の研究開発に対する考え方を把握するためにアンケ

ートを実施した。アンケートの対象者は文献調査の中で論文著者としてリストアップさ

れた人から 16名を撰んだ。アンケートはE-Mailを用いたので、回収速度は速かったが、

回答のあったのは 12 件、回収率は 75％であった。回答者の専門分野の内訳は表 1 の通

りである。 
          表 1 回答者の専門分野内訳 

除去加工 成型加工 塑性加工 微細加工
レーザ・ビ

ーム加工 

3 2 3 3 2 
 
また回答者の所属はほとんどが大学、公的機関の研究者である（表 2）。このうち 1 名

は企業関係者であるが、出身は大学関係者で定年退官後民間に出た人である。したがっ

て大学人と見ても差支えないと思われる。 
            表 2 回答者の所属内訳 

大学関係 研究機関 企業 

9 2 1 
 

 設問内容は研究開発費の公的補助金、および開発された技術の普及に関する意識を探

る形とした。その設問構成は次の通りである。 
Ｑ－１ 公的公募制度の利用を利用した経験の有無、あるとすればその内容、意見 
Ｑ－２ 新加工技術の開発促進のための環境に関する意見 
Ｑ－３ 開発された技術の普及と、国内産業育成のための方策についての意見 
Ｑ－４ 技術開発の促進・普及の為の課題と対策に関する意見 

 これら設問は○印の記入だけでよい形式とし、意見を出来るだけ書き込めるスタイルと

した。設問内容を付表に示す。 
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付表 
2008 年 2 月 15 日 

「新加工技術」の開発促進のための課題と対策に関する 
アンケート調査票 

株式会社 日鉄技術情報センター 
 
１．アンケート調査のいきさつ 
  弊社は、平成 19年度に社団法人日本機械工業連合会からの委託調査研究事業として、

「新加工技術の動向についての調査研究」を実施しております。 
  現在、新加工技術の動向を文献調査およびヒアリング調査により、とりまとめを行っ

ておりますが、 近のアジア諸国の台頭により、危機感が持たれてきた我が国の「も

のづくり技術力」の強化を考える時、新たな加工技術の機械工業への適用を通じて、

産業技術を底上げし、この技術力の向上によって製品の付加価値を更に高め、他国に

一歩先んずる産業構造を構築していく必要があります。 
  そこで、「新加工技術」の開発促進のための課題と対策として、どのように考えて行け

ば良いのかを把握したいと思い、アンケート調査を実施する次第です。 
  お手数をお掛け致しますが、何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 
 
２．アンケート調査の内容 
 
Ｑ－１）現在、「新加工技術」の開発促進のための制度についてお伺いします。 
（１）「新加工技術」の研究開発・実用化開発の公的公募制度（100%補助・助成）を、 

近 5 年間で、単独あるいは共同で利用したことはありますか。 
以下から選択し、（   ）に○印を記入ください。 

    ① 応募したことがある。（   ） 
    ② 応募したが、選択されなかった。（   ） （３）にお進みください。 
    ③ 応募したことがない。（   ） （４）にお進みください。 
 
（２）その制度は何ですか。また、その制度の補助・助成期間（年）、年間の補助・助成金

はどのくらいでしたか。以下に記述ください。 
（多数ある場合には、表を追加ください） 
制度名  
補助・助成期間（年）  
年間の補助・助成金（万円）  
助成率（％）  
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（３）その制度について、満足した点・満足しなかった点および改善点を記入ください。 
（多数ある場合には、表を追加ください） 
制度名  
満足した点  

満足しなかった点  

満足しなかった場合、 
その改善点 

 

   注：前記の（１）で②を選択した場合の人も、お答えください。 
 
（４）前記の（１）で③を選択した場合、その理由は何ですか。 

以下から選択し、（   ）に○印を記入ください。 
    ① そのような制度がない。（   ） 
    ② そのような制度があることを知らなかった。（   ） 
    ③ 企業と共同開発をしているので、必要性がなかった。（   ） 
 
Ｑ－２）更に、「新加工技術」の開発を促進するためにすべきと考えておられることはあり

ますか。 
以下から選択し、（   ）に○印を記入ください。 

     ① 現状で十分である。（   ） 
     ② 現状の制度以外に、更に促進させる制度が必要である。（   ） 
 

上記で、②を選択された場合、どのような制度が必要であると考えられますか。 
記入ください。 
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Ｑ－３）開発された「新加工技術」を国内の企業に普及させることによって、国内の産業

技術の底上げをするためには、どうしたら良いと考えられますか。 
以下から選択し、（   ）に○印を記入ください。（複数可） 

     ① 普及のための情報公開をもっとすべきである。（   ） 
     ② 普及のため、「新加工技術」の機械を展示・試作できる場所をもっと増やす 
       べきである。（   ） 
     ③ 「新加工技術」の普及のため、それらの機械を企業が導入する場合には 
       導入のための助成をすべきである。（   ） 
 

それ以外の普及策をお持ちの場合、以下に記入ください。 
 

 
Ｑ－４）新加工技術の開発促進（含む普及）のための課題と対策について、その他の意見

がございましたら、以下に記入ください。 
 

 
アンケートにお答え頂きましてありがとうございました。 
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4.2 回答結果 
Ｑ－１) 現在、「新加工技術」の開発促進のための制度についてお伺いします。 
（１）「新加工技術」の研究開発・実用化開発の公的公募制度（100%補助・助成）を、 

近 5 年間で、単独あるいは共同で利用したことはありますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）その制度は何ですか。また、その制度の補助・助成期間（年）、年間の補助・助成金

はどのくらいでしたか。 
No 制度名 補助・助成期間 補助・助成金 助成率 

2 年 
8,000 万円／年（初年度） 
5,000 万円／年（ 終年度） 

100% 

2 年 
(H16-H17) 

4,500 万円／年 100% 

2 年 約 4,800 万円／2 年 100% 

① 
経産省／地域新生コンソー 
シャム研究開発事業 

2 年 約 5,000 万円／年 100% 
② 戦略的基盤技術力強化事業 3 年 約 9,000 万円／年 100% 
③ 戦略的基盤技術力支援事業 3 年 約 5,000 万円／年 100% 

④ 
JST／産学共同シーズイノベ

ーション顕在化事業 
2 年 

(H18-H19) 
400 万円／年 100% 

⑤ 文科省／科学研究費補助金    

⑥ 
NEDO／革新的次世代太陽光

発電システム技術研究開発 
2 年 

(H16-H17) 
5,222 万円／年 100% 

⑦ 
NEDO／太陽光発電システム

未来技術研究開発 
2 年 

(H18-H19) 
6,600 万円／年 100% 

     
 
 

1

3

4

1

1

1

1

5

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業

公的研究機関

大学

合計

① 応募したことがある ② 応募したが、選択されなかった

③ 応募したことがない
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（３）その制度について、満足した点・満足しなかった点および改善点を記入ください。 
 ① 経産省／地域新生コンソーシャム研究開発事業 
  （満足した点） 
   ・実用化に向け開発が大きく前進した。 
  （満足しなかった点） 
   ・助成金の使途が細かく決められており、かつ手続きが煩雑。 
   ・研究費の支出に対する制限が多すぎる。小さな消耗品にも見積りを取れというの

は，時間の無駄である． 
   ・研究進捗により購入品の変更は当然必要であるが、その変更が非常に難しかった。 

（満足しなかった場合、その改善点） 
   ・助成金の使途の自由度を高くすべきである。また基本的に０円まで合わせて予算

を使い切ることは非常に困難であるので、次年度からの前借りあるいは持ち越し

も認めてほしい。 
   ・研究費の使い方をもっと柔軟にする 
   ・少なくとも、消耗品については融通のきく購入方法を採用すべきである。 
  
② 戦略的基盤技術力強化事業 

  （満足した点） 
   ・公的予算により、新技術開発を加速することができた。 
  （満足しなかった点） 
   ・書類作成が多く、消耗品まで相見積もりと管理記録が必要であった。予算振り分

けに制限が多かった。 
（満足しなかった場合、その改善点） 

   ・簡素化すべき。予算執行の制限を緩和すべき。 
 
③ 戦略的基盤技術力支援事業 

  （満足した点） 
   ・公的予算により、新技術開発を加速することができる。 
  （満足しなかった点） 
   ・上記（戦略的基盤技術力強化事業）とほぼ同じ。 

近多いが、当該研究予算で購入した物品を他研究に使わせない、という方針が

間違っている。 
（満足しなかった場合、その改善点） 

   ・他研究で有効活用できれば、その方が物品稼働率も向上し、税金の無駄使いも減

る。むしろ、積極的に他研究予算との間で有効活用しあうべき。 
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④ JST／産学共同シーズイノベーション顕在化事業 
  （満足した点） 
   ・－ 
  （満足しなかった点） 
   ・制約が大きい割には金額が少ない。 

（満足しなかった場合、その改善点） 
   ・次の段階（育成化ステージ）の採択数を増やす。 
 
 ⑤ 文科省／科学技術研究費補助金 
  （満足した点） 
   ・－ 
  （満足しなかった点） 
   ・審査規定が厳しい 

（満足しなかった場合、その改善点） 
   ・－ 
 
 ⑥ NEDO／革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発 
  （満足した点） 
   ・研究費が大きくて動きやすかった。 
  （満足しなかった点） 
   ・－ 

（満足しなかった場合、その改善点） 
   ・－ 
 
 ⑦ NEDO／太陽光発電システム未来技術研究開発 
  （満足した点） 
   ・研究費が大きくて動きやすかった。 
  （満足しなかった点） 
   ・－ 

（満足しなかった場合、その改善点） 
   ・－ 
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（４）前記の（１）で③を選択した場合、その理由は何ですか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ－２）更に、「新加工技術」の開発を促進するためにすべきと考えておられることはあり

ますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上記で、②を選択された場合、どのような制度が必要であると考えられますか。 

  （御意見） 
   ○企業との共同研究は出口イメージ（その企業に即した製品）が求められているが、

コマーシャルベースに乗せるためには、量産化、低コスト化などが求められる。

加工技術について開発は進められるが、歩留まりのよい装置開発は後回しになる

ケースが多い。そこで､新加工技術の開発と平行して、装置開発プロジェクト制度

が必要である。 
    

1

1

1

3

4

1

1

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業

公的研究機関

大学

合計

① そのような制度がない

② そのような制度があることを知らなかった

③ 企業と共同開発をしているので、必要性がなかった

4

4

1

2

4

7

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業

公的研究機関

大学

合計

① 現状で十分である

② 現状の制度以外に、更に促進させる制度が必要である

③ 未回答
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○新加工技術のアイデアは企業の NEEDS から生まれる場合が圧倒的に多く、実用

化の可能性も高い。また大学や公的機関からのものは SEEDS から出てくるので

実用までのリスクは高いものの画期的な成果が得られるものが多い。 
どんな制度の資金でも、成功率を十分配慮した選考をすることが肝心であるが、

残念ながら中立機関の先生は経験不足で実用性の判断力にひどく欠ける事がしば

しば見受けられる。優れた選考者は簡単には育たないので公正そうな民間出身者

で構成するより仕方がない。 
またどんな助成でも 終報告は面接し厳しく査定して、失敗してもそれが公表さ

れ、ある程度は恥をかいてもらう覚悟で応募し実施してもらう必要がある。 
   ○成功を前提としたプロジェクトだけでなく、成功すれば面白いが成功しない可能

性のあるプロジェクトの推進。特に萌芽的技術の支援。 
   ○大学では，場所の問題が深刻である。もっと大きな研究場所を確保できるように

してほしい。そうしないとこれ以上、研究設備を導入できない。 
   ○現状の助成制度では、予算的に小規模のものか、大規模のものかが多い。実際に、

新加工技術に関する研究開発をする際には、新たな装置を設計・試作する必要が

ある。このためには、数千万円程度の中規模の助成金を増やし、予算執行上も融

通性を持たせる必要がある。 
   ○科学的に新加工技術を探求する道が少ない気がする。 

精密・微細加工技術が、中小企業や大企業の熟練作業者による伝承で実現されて

いる、とする見方が政府やマスコミ内にあるのではないか？ 
先端の科学技術を結集して、先端加工技術を開発して行かなければ、将来の日

本のものづくりを支える基盤が崩れてしまうだろう。 
   ○回答者は機械加工の分野からはかなり遠い分野の研究者であり、「新加工技術」を

謳うのであれば、機械加工のソサエティのみならず、広い範囲の研究者・技術者

へ周知・宣伝するようなパスを積極的に模索するほうが本来の意味での「新加工

技術」が生まれると思われる。 
回答者は、ナノテクノロジーを標榜し、またソフト加工、原子レベルの加工（主

に自己組織化）を探求している。このような分野を積極的に取り込めるような提

案を望む。 
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Ｑ－３）開発された「新加工技術」を国内の企業に普及させることによって、国内の産業

技術の底上げをするためには、どうしたら良いと考えられますか。（複数可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

それ以外の普及策をお持ちの場合、以下に記入下さい。 
  （御意見） 
   ○デバイス開発用の装置を提供する制度。装置を購入したが失敗したでは､企業は倒

れてしまう。開発のめどが立つまで共同研究による装置提供が可能な制度があれ

ばリスクは少なくなり、「やってみようか」という気になる。 
装置提供企業への補助（税制優遇措置）（装置レンタル料補助）などあれば。 

   ○成果物を社内で活用する場合は、その企業を守るため、希望により外部への普及

活動は控えることが出来る制度が必要である。それまでの企業のノウハウや努力

の組み合わせの成果でもあるので、成果の公表義務がなければより実力のある企

業からより優れたテーマの応募が期待できる。 
国民の税金だから公開すべきなどと言わないで、今は特許の帰属も柔軟に運用さ

れており、その企業が繁栄すれば雇用を増し、税金が増え、大金持ちになれば相

続税で回収すると言った大きな気持ちで対処すべきである。 
   ○海外への技術流出を防ぐ策を講じるべき。 

上記の戦略的基盤技術力強化事業の成果に対し、海外数カ国から引き合いがあっ

た際、国プロの成果なので数年海外販売禁止と宣言して欲しい、と要望したが、

役人からは輸出規制はできないと認められなかった。国内の基盤技術力強化に税

金を注ぎ込んでいるのに、開発技術を海外へ外販し、我々大学教員が国際会議で

成果公表していては、国内産業技術の底上げにはならない。 
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① 普及のための情報公開をもっとすべきである

② 普及のため、「新加工技術」の機械を展示・試作できる場所をもっと増やす
べきである

③ 「新加工技術」の普及のため、それらの機械を企業が導入する場合には
導入のための助成をすべきである
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Ｑ－４）新加工技術の開発促進（含む普及）のための課題と対策について、その他の意見

がございましたら、以下に記入ください。 
  （御意見） 

   ○Seeds と needs の pipe 役が不足しているように思われますのでこの辺の組織化

を検討する必要があると考えます。 

大学では知財センターがかなりサポートしていますが、それでもまだ、情報量が

不足しているように思われます。 

基礎研究に対する助成金も少な過ぎます。 

共同利用の研究開発施設ももっと門戸を開けて研究者の導入を図るべきであると

考えます。 

   ○異分野融合として、装置メーカーと加工対象となる材料メーカー、さらに出口と

なるデバイスメーカーが組んで開発するような体制。そのような体制での応募が

できる制度。何に使えるか分からないものを開発するのではなく､先のはっきりし

たものを開発すれば、即、日本の産業界の発展に貢献する。 

   ○日本のものづくりはだんだん縮小傾向のように見受けられる。ものづくり人口が

減ってきて、実際にも新加工技術の開発に取り組む人も減っているように見える

ことに危機感を感じている。日本は加工貿易立国として生きていくしか今の日本

の繁栄の継続できない。幸いなことに日本の製造業は年々厳しい試練を受けてい

るので、新加工技術の需要は沢山あり、また日本のような技術開発の経験国でな

いと、効率よく開発はできない。 
昨今、「ものづくり大賞」や「巧みの技」、「名工」や「名人」、「技能オリンピック」

が注目されているが、この機会を逃さず「新加工技術」に絞った一大キャンペー

ンをしては如何なものか。その中で従来のように税金を配る助成だけではなく、

自己資金で開発成功したものにさらにご褒美的にその技術をさらに発展させるた

めの大きな追加助成金を出すことを考えては如何でしょうか。これなら中小企業

も草の根的な開発も活発になり、いわゆる助成金も有効に生かされる可能性も高

い筈です。 

   ○研究者は加工技術のシーズは持っているが、その応用分野が分からない場合が多

い。一方企業でニーズはあるが加工技術を有さないところも多い。これらシーズ

とニーズが出会える機会をもっと増やして欲しい。 

   ○新加工技術開発に対しては、物理学的あるいは化学的原理に基づくあらたなエネ

ルギーの利用、新たな機構の開発などが必要となり、従来の硬直した予算執行形

態では、研究開発を推進することは難しいと思われる。助成方法についての再検

討が必要と考える。 

   ○世の中の生産技術に対する認識の低さが課題と感じる。 

政府の科学技術基本計画では、精密加工は技術伝承の問題とされ、他の学問分野

と違って先端科学技術と認識されていない。NHK は、先端の精密加工といえば、
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磨きやキサゲを行う熟練工の技に焦点をあてて映像を流している。大学でも加工

関係の研究室は減少の一途、学生の人気も低迷し、バイオ、ロボット、ナノ、医

療、福祉、航空、宇宙などに優秀な学生が流れている。当大学の機械系就職先を

見ても、自動車や家電、航空機関係にほとんどの学生が就職し、工作機械を初め

とする産業機器メーカには 1%程度しか就職しない。当地区が、世界の工作機械

メーカが も集中する地区（約 4 分の 1？）であること、この分野の基盤技術な

くして日本の技術立国は有り得ないことを考えると、将来が心配である。 

   ○新加工技術と一言でいわれても、具体的なイメージがわかない。また、さまざま

なバックグラウンドの研究者・技術者によって、捕らえ方が千差万別であると思

われる。具体的に広い分野に普及するためには、社団法人日本機械工業連合会が

国内の「新加工技術」について精査し、いくつかのビジョンを提示する方が良い。 

    例えば、 

・5 年以内に実用化に近づけるような「新加工技術」と、10 年以上先を見据えた

リスクの高い研究レベルの「新加工技術」を、明確に分ける。 

・科学技術振興機構、NEDO など、他の研究・開発助成機関の目指すものとの明

確な違いを広報・宣伝することにより具体的な差別化を図る。 

・有識者のアンケートに頼ることなく、貴法人でのポリシーの明確化を望む。そ

れに対する意見は、おそらく無限に発信されて、発展的な課題・対策が生まれ

る土壌が確立できる。 

 

4.3 考察  

（1）それぞれの設問に対する考察 

Ｑ－１  制度利用に対する答はほぼ相半ばするが、利用したことがない回答者は制度

そのものを知らないケースが大勢を占めている。このことは研究者の意欲の問題なのか

制度に対する認知度をあげるための、制度側の問題なのか明らかにする必要がある。使

われた制度は現存する工学系技術の補助制度の大所は押えられているようである。 

制度に対する注文としては予算使途の厳格な運用に対する苦情が多い。助成金の出所

が税金であることに対する意識と、実際の事務手続きの煩雑さをどの辺で折り合いを付

けるかがそれぞれの研究者が悩む所であるが、金額の大きさと煩雑さに対する不満は関

係があるかもしれない。しかし助成金によって研究が進展したという評価があるので、

研究者にとっては必要な制度であると考えられる。 

Ｑ－２  開発促進のためには現状の制度以外の何らかの対策が必要と考えている意見

が多い。そのための研究投資に関してはリスクのあるテーマにも投資することの必要性

が指摘されている。そこでは実用化の成功率も考えなければならないが、そのためには

目利きが出来る審査者がいなければならない。しかし中立機関の審査者にはそれだけの

能力が備わっていないと言う指摘があった。審査委員会の構成員に対する苦言としてと

らえるべきである。また実用化に繋げるためには装置開発が不可欠であるが、研究費に
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そのような使途に対する自由度がなく、それに合うような助成金もないという意見もあ

った。 

Ｑ－３  新加工技術として開発された機械を普及させるための方策を聴取したが、技

術の普及のためには情報公開を積極的に行うべきとする意見と、企業が機械を導入する

場合には助成をすべきであるとする意見が多かった。助成方法としては企業が研究のた

めに装置を提供することにも使える様な方策を考えるべきだとする意見があった。 

Ｑ－４  新加工法に関するその他の意見を聴取した。様々な意見があり、集約するこ

とは難しいが、ニーズとシーズのコーディネートできる機能の不足が指摘されているこ

とが目立った。そのほか地道な基礎的な研究を重視してそこに注力することの必要性も

指摘されている。日機連への注文として明確なポリシーを持ったビジョンを発信すべき

であるという意見もあった。 

 

（2）総括 

・ 研究開発・実用化開発の公的助成制度の使い勝手の悪さに対する指摘はあるものの、

助成金が開発の加速に大きな効果があることは認識されている。 

・ 制度の認知度は必ずしもよくない。 

・ 現状の制度以外に、更に促進させる制度が必要であるとの要望が強い。 
・ 新加工技術の国内企業への普及によって、国内の産業技術を底上げするためには、

情報公開の拡大と、企業が新加工技術の機械を導入するための助成をすべきである

との意見が多い。 
・ その他の意見として、審査段階での判断が必ずしも適切でないという指摘や、ニー

ズとシーズの間のコーディネータの不在の指摘もあった。  
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第５章 まとめ 
 
 新加工技術と目されている技術を抽出するために、文献検索を行いその中から 507 件の

論文を対象に抄録を読み込んだ。そしてこの作業を通じて新加工技術に落とし込むと同時

に内部での討議と有識者へのヒアリングを通じて、対象技術として 8 種の技術を選び出し、

これに関する調査を行った。 

調査内容はそれぞれの技術の現状と、それを導入する事による効果を調べた。さらに個々

の技術の今後の課題についての考察を行った。また、12 種の産業界を対象にこれらの技術

の波及効果の評価を行い、新加工技術の産業界への波及効果の大きな上位 3 位は以下とな

った。 

(1) 複合加工機（超精密切削加工） 
(2) ナノインプリント 
(3) フェムト秒レーザ 

また、新加工技術の開発促進のための課題と対策について研究者へのアンケート調査を

行い、新加工技術の研究開発についての現況認識と今後の方向性についての意見をまとめ

ることができた。 
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