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導電性を持つ次世代型多機能セラミックスの開発 [2]  
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Conductivity [2] 
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抄録 

 AlN–WC および AlN–Y2O3 セラミックスを通電加圧焼結により作製し、密度、微細組織、機械的性質、導

電性を調べた。AlN–1～15 mol% Y2O3および AlN–5～40 mol% WC において、焼結温度 1700 °C で緻密に焼結

することができた。WC を添加することで、AlN セラミックスのヤング率、ビッカース硬さ、破壊靭性値が

増加した。AlN–WC セラミックスの微細組織は、AlN 中に WC が均一に分散した組織を形成した。AlN に

WC を添加することで、導電性が得られた。 

[キーワード：窒化アルミニウム、酸化イットリウム、炭化タングステン、機械的性質 ] 

 

Abstract 

AlN–WC and AlN–Y2O3 ceramics were sintered by the reactive resistance-heated hot-pressing method. The density, 

microstructure, mechanical properties, and conductivity of these ceramics were examined. The AlN–(1-15 mol% )Y2O3 

and AlN–(5-40 mol%) WC ceramics were densely sintered at 1700 °C. The addition of WC to AlN ceramics increased 

Young’s modulus, vickers hardness and fracture toughness. The microstructure of AlN-WC ceramics formed dispersion 

of WC in the AlN matrix phase. Conductivity was obtained by adding a large amount of WC to AlN. 

[Key words: AlN, Y2O3, WC mechanical properties.] 

 

１．はじめに 

近年、自動車や航空機のエンジン部品や産業機器のタービンなどには、耐熱合金が使用されている。耐熱

合金は、高温でも高い強度を持つため切削加工時の工具への負荷が大きく、難削材料とされている。切削工

具には WC–Co 超硬合金や TiC 基サーメットがあるが、これらは金属バインダを添加して焼結されるため、

硬さや耐食性、高温強度の低下が問題となる。このため新たな工具材料が求められており、高温強度や耐熱

性、耐食性に優れた AlN や Si3N4、SiC 等をベースとしたセラミックスが注目されている。これらの材料は高

い熱伝導率を持ち、高温構造材としての応用も期待できる。しかしながら、これらのセラミックス自体も加
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工が難しい、絶縁性のために放電加工ができない等の問題がある。また単体での緻密な焼結が難しい、難焼

結材料である。一般的にこれらのセラミックスは、焼結助剤を添加することで焼結されるが、焼結助剤に用

いられる酸化物が、熱伝導率や機械的性質の低下を招く。そのため、本研究では、AlN や Si3N4、SiC 等をベ

ースとし、新たな添加物との複合化により焼結助剤を用いずに緻密な焼結体の作製を試みた。これにより優

れた機械的性質を持ち、さらには導電性を付与した複合セラミックスを作製することを目的とする。 

今年度は、高い熱伝導率を持つ AlN に WC を添加した AlN–WC セラミックス、また比較試料として一般

的な焼結助剤の Y2O3を添加した AlN–Y2O3セラミックスを通電加圧焼結装置で作製した。これら複合セラミ

ックスの構成相、密度、微細組織、機械的性質、導電性を調べた。 

 

２．実験方法 

本研究では、AlN–x mol% WC（x = 5, 10, 15, 20, 30, 40）の組成となるように AlN–WC セラミックスを作製

した。また比較試料として、AlN–y mol% Y2O3（y = 1, 2, 3, 5, 10, 15）の組成となるように AlN–Y2O3を作製し

た。原料には、AlN 粉末（東洋アルミニウム）、WC 粉末（日本新金属）、Y2O3粉末（レアメタリック）を

用いた。原料粉末の平均粒径と不純物量を表 1 に示す。AlN、WC、Y2O3の各粉末は上記組成となるように秤

量し、転導ボールミルを用いてエタノール中で 24 時間、湿式混合した。混合粉末はロータリーエバポレー

ターで乾燥後、直径 20 mm、高さ 40 mm のグラファイトダイスに充填し、加圧力 50 Mpa、1 分、一軸加圧

成形した。成形体は通電加圧焼結装置（住友石炭鉱業、SPS-2080）を用いて、焼結温度 1700 °C、保持時間 10 

min、昇温速度 50 °C/min、真空中、加圧力 50 MPa の条件で焼結した。焼結体は両面を平面研削、片面を鏡面

研磨し評価に用いた。図 1 に混合粉末を充填したグラファイトダイスと評価試料の模式図を示す。密度は電

子天秤（Sartorius、BP210S）と比重測定キット（Sartorius、YDK 01）を用いてアルキメデス法で、ヤング率

は高温動弾性率測定装置（東芝タンガロイ、UMS-HL）で測定した。硬さはビッカース硬さ試験機（マツザ

ワ、Via-S）を用い、試験力 98 N、保持時間 15 秒の条件で測定した。破壊靭性値は、ビッカース硬さ試験で

生じた圧痕とクラック長さから、IF（Indentation Fracture）法の ED 式を用いて算出した。作製した焼結体の

組織観察と化学組成分析には EPMA（日本電子、JXA-8200）を用いた。導電性の確認には、低高抵抗率測定

システム（三菱アナリック、ロレスタ MCP-T610/ハイレスタ MCP-HT800）を用いた。 

 

表1 原料粉末の平均粒径と不純物量 
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３．実験結果および考察 

 図 2 に AlN セラミックスの相対密度を示す。なお、相対密度は焼結体のかさ密度と計算密度から算出し

た。相対密度は、Y2O3、WC 添加量の増加に伴ってわずかに低下したが、全ての焼結体で相対密度 98 %以上

の緻密な焼結体が得られた。このため、WC 添加が AlN の緻密な焼結に効果的であると考えられる。 

 図 3 に AlN セラミックスのヤング率を示す。AlN–Y2O3 では、Y2O3 添加量の増加に伴ってヤング率が低下

した。これは AlN に比べ、Y2O3 のヤング率が低いためと考えられる。一方の AlN–WC では、WC 添加量の

増加に伴って増加し、AlN–40 mol% WC で最大値 430 GPa の高い値を示した。これは、AlN に比べて非常に

高いヤング率を持つ WC を添加して緻密に焼結したためと考えられる。 

 図 4 に AlN セラミックスのビッカース硬さを示す。AlN–Y2O3 の硬さは、Y2O3 添加量の増加に伴って低下

し、最大でも 10 GPa 程度となった。一方、AlN–WC では WC の添加によって大きく増加し、AlN–40 mol% 

WC で最大値約 16 GPa の高い値を示した。 

 図 5 に AlN セラミックスの破壊靭性値を示す。AlN セラミックスの破壊靭性値は WC 添加で増加し、AlN–

Y2O3の最大値 4.1 MPa m0.5に比べ、AlN–40 mol% WC で 5.7 MPa m0.5と高い値となった。 

図 6 に AlN–Y2O3 および AlN–WC セラミックスの微細組織を示す。AlN–Y2O3 の微細組織に比べて、AlN–

WC の組織は、AlN よりも硬さや破壊靭性値が高い WC 粒子が AlN 中に均一に分散した組織を形成した。こ

のため、WC 添加により硬さと破壊靭性値の両方が増加したと考えられる。 

図1 焼結型と試料の模式図 

図2 AlNセラミックスの相対密度 図3 AlNセラミックスのヤング率 
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 AlN セラミックスの導電性については、AlN–Y2O3 では絶縁性であったが、AlN–WC では WC 添加量が多

量の 40 mol% WC 添加で導電性が確認された。今後、放電加工テストを実施する予定である。 

 

４．まとめ 

AlN に WC および Y2O3 を添加した複合セラミックスを通電加圧焼結により作製し、密度、機械的性質、

導電性を調べた結果、次のことがわかった。 

(1) 焼結温度 1700 °C で、AlN に 1～15 mol% Y2O3、5～40 mol% WC を添加することで、緻密に焼結できた。 

(2) AlN に WC を添加することでヤング率、ビッカース硬さ、破壊靭性値が増加した。 

(3) AlN に多量の WC を添加した場合、導電性が得られることが明らかになった。 

 

図4 AlNセラミックスのビッカース硬さ 図5 AlNセラミックスの破壊靭性値 

図6 AlN–Y2O3およびAlN–WCセラミックスの微細組織 

WC 
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電界砥粒制御技術を用いた新たな切断技術の開発 [4] 

 

システム制御グループ  久住 孝幸、中村 竜太、越後谷 正見 

 

Development of the Novel Slicing Technology 

using Free Abrasives Controlled by AC electric field [4] 

System Control Group Takayuki KUSUMI, Ryuta Nakamura and Masami ECHIGOYA 

 

抄録 

 炭化ケイ素基板などの次世代半導体材料は、高硬度かつ化学的に安定な材料が多く、多くの加工時間を費

やしており、特にインゴットからのウェーハに切出す切断工程は、全工程中の 6～7 割を占めることから迅速

化への要求が高い。そこで、この切断工程に用いられるワイヤーソーの高効率化並びに高品位化を目的とし

て、ワイヤー工具と試料間に交流高電圧を印加し、切断時の砥粒をワイヤー上に効率的な配置制御する電界

スライシングを提案する。本報告では、電界スライシング技術に及ぼす砥粒濃度の影響などについて検討し

た結果を報告する。 

[キーワード：ワイヤーソー、インゴット、切断、遊離砥粒、スラリー、交流電界] 

 

Abstract 

Next generation semiconductor materials such as silicon carbide are high hardness and chemically stable materials. 

Thus, it takes a lot of time to manufacture wafers using these materials. In particular, the process of slicing from ingots 

to wafers accounts for 60 to 70% of the total manufacturing time. Therefore, there is a high demand for high-speed 

slicing process. A wire saw is used for the slicing process. In order to improve the efficiency of this wire sawing, we 

propose the novel slicing technology, "Electric field-assisted Slicing (EFS)". In this report, we describe the effect of the 

abrasive grain concentration of the slurry for EFS.  

[ Key words: wire saw, ingot, slice, free abrasives, slurry, A.C. electric field ] 

 

１．はじめに 

近年の地球温暖化問題の顕在化によって電気エネルギー利用効率向上技術の確立が求められている。特に、

電気エネルギーの輸送や変換において電圧・周波数制御に多用されているパワーデバイス半導体の大幅な性

能向上が希求されている。現在、パワーデバイス半導体は、概ね Si 基板を用いて製造されているが、物性に

起因する性能限界を迎えており、炭化ケイ素（以下 SiC）や窒化ガリウム（以下 GaN）、ダイヤモンドを基

板とするワイドギャップ半導体の開発に期待が高まっている[1]。その中でも SiC パワー半導体は、技術研究

組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構（FUPET）や様々な研究者[2,3]が技術課題の抽出や実証実験

を通して普及への道筋を立て、2015 年秋より山手線に、2020 年、次世代東海道新幹線 N700S に採用されて

いる。 

このように普及し始めている SiC をはじめとしたワイドギャップ半導体は、インゴットからの①切断工程、

②研削工程、③ラッピング工程、④ポリッシング工程を経てウェーハとして提供されている。しかしながら、
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化学的に安定で高硬度な素材であるため、多くの加工時間を要し、加工コストも高い。特に切断工程は、全

工程中の加工時間の 6～7 割を占めることから高速化への課題を有している。本研究では、切断工程に用いら

れる遊離砥粒方式のワイヤーソー加工に、「電界砥粒制御技術」[4]を導入し、高効率切断技術を創出する。

具体的には、電界でワイヤー工具に砥粒を集めることによって、高い切断速度と良好な表面品位の両立化を

狙う『電界スライシング技術』を提案する。前報で、ワイヤーソー実機上で電界スライシング技術の効果を

示したが、本年度は、効率的な最適化検討を行うにあたって卓上型の原理検証実験機を用いてスラリーの砥

粒濃度などの影響について検討した。 

 

２．実験方法 

 電界スライシング技術の最適化検討に用いた卓上型

の電界スライシング原理検証実験装置を図1に示す。図

1(a)は装置全体模式図、図1(b)は試料保持部概観写真を

示す。本装置は、ワイヤー工具往復部と試料上昇機構

部、高電圧給電部からなる。ワイヤー工具は、小型振

動発生器のロッドに配置された１対の治具で両端固定

される。その際、ワイヤーは、張力調整機構によって

所定の張力が与えられてから固定される。振動発生器

によって固定治具上のワイヤー工具は左右に往復運動

を行う。被削材は、試料上昇機構部のＺ軸ステージ上

の固定具によってワイヤー工具下方に保持され、ステ

ッピングモーターの上昇送りにてワイヤー工具と被削

材の間に接触加工力を与える。砥粒を分散させたスラ

リーを被削材上方より一定量滴下することによって、

遊離砥粒方式のワイヤー切断を模擬した配置とした。

電界砥粒制御用の電圧は、図1(b)に示すように、ワイ

ヤー工具と被削材との間で交番電圧を印加した。この

時、ワイヤー工具には、工具－被削材間の絶縁を保つ

ため、樹脂コーティングワイヤーを用いた。また、ワ

イヤーへの電圧給電部は、基本信号を発生させるシン

セサイザー（アジレント・テクノロジー（株）製33120A）

で信号を生成し、得られた信号を増幅度2000倍の高電

圧アンプ（トレック・ジャパン（株）製model 20/20B）

にて増幅して印加する構成となる。この信号の観測に

は、デジタルオシロスコープ（アジレント・テクノロ

ジー（株）製54645A）を使用した。本原理検証実験装

置を使うことによって、幅広い条件検討を効率的に探

索できる。主な実験条件を表1に示す。 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 電界スライシング原理検証実験装置： 

(a)装置模式図，(b)試料保持部概観写真 

 

表 1 電界スライシング原理実験条件 

 
ワイヤー 

芯線径 φ120 µm 

張力 8N 

走行速度 平均 2.53 m/min 

 
スラリー 

分散媒 ジメチルシリコーン 

砥粒 単結晶ダイヤモンド 
 ／ 炭化ケイ素（GC） 

濃度 ～60 wt% 

滴下量 50 µL/min 

 
工作物 

材質 単結晶シリコン 

寸法 φ10×30 mm (オリフラ付) 

送り量 23 µm/min 

 
電界条件 

電圧 V ～±1.0 kV 

周波数 f 6 Hz 

波形 矩形波 
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３．実験結果および考察 

３－１ 電界スライシング技術に及ぼす砥粒種と 

電界強度の影響 

 電界スライシング技術への、スラリーの砥粒種と電界

強度の影響を明らかにするために、同程度の呼称粒径の

単結晶ダイヤモンド砥粒と炭化ケイ素（GC）砥粒による

切断速度の電界強度依存性を調べた。表 2 に作成したス

ラリーの諸元を示す。スラリー以外の実験条件は表 1 に

示す通りである。印加した電圧の波形は、6 Hz の矩形波

とし、無電界から±1.0 kV までの切断深さと印加電圧の

関係を図 2 に示す。GC スラリーでの切断は、±0.1 kV

の電圧を印加すると切断速度は飽和し、±1 kV まで速度

は変わらなかった。一方、ダイヤスラリーでの切断では、

飽和するために±0.5 ｋV の印加電圧を要した。 

図 3 に用いた砥粒の電子顕微鏡像を示す。同程度の呼

称粒径ではあるが、ダイヤモンドと GC 砥粒では粒度分

布に違いが見られ、GC 砥粒は大径から小径まで混在している。また、砥粒形状もダイヤ砥粒に比べ GC 砥

粒は長短径差が大きく、電界による分極が電界集中効果を促進させ、電気泳動力が大きくなると予想される。

その結果、ワイヤー工具に大径砥粒が集まりやすく、±0.1 kV という比較的小さな電圧で砥粒の集約効果が

飽和したものと考えられる。 

３－２ 電界スライシング技術に及ぼす砥粒濃度の影響 

 電界スライシング技術における、砥粒濃度の影響を明らかにするために、砥粒濃度と切断速度の関係を調

べた。ここで、砥粒には安価な炭化ケイ素（GC）砥粒を用いることとし、表 2 の GC スラリーを用いた。各

種実験条件は表 1 に示す通りで、電界周波数及び電圧は、それぞれ 6 Hz±0.5 kV とし、矩形波波形とした。

図 4 にスラリー濃度と切断速度の関係を示す。また、HAAKE 社製 RheoStress1 にて測定したスラリー濃度と

粘度の関係を図 5 に示す。 

電界を印加することによって、40 wt% 以下の濃度帯において、無電界での切断速度の数十 %から 250 %

表 2 スラリー諸元 

 ダイヤスラリー GC スラリー 

砥粒種 単結晶 
ダイヤモンド 

炭化ケイ素砥粒 
(GC♯2000) 

呼称粒径 5.6 µm (5-10) 6.9±0.6 µm 

分散媒 ジメチルシリコーン 
（動粘度 10 mm2/s (10cSt)） 

濃度 10 wt% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 電界スライシング技術への砥粒種と 

印加電圧の関係 

(a)                                           (b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 砥粒の電子顕微鏡像： (a)ダイヤ砥粒，(b)炭化ケイ素砥粒 
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の向上効果が得られた。一方、40 wt%を超えた濃度帯では、電界効果が見られなかった。これは、図 5 に示

すスラリー濃度と粘度の関係からわかるように、40 wt%以上にスラリー濃度が高くなると、粘度が急激に上

昇している。その結果、電界による砥粒の流動性が低下し、集散効果が抑制されたためと考えられる。 

 一方、図 4 に示す結果は、低濃度スラリーでも高濃度スラリー並の切断能力が得られることを示しており、

例えば、10 wt%のスラリーに電界を印加すると 40 wt%並の、1 wt%のスラリーに電界を印加すると 10 wt%並

のスラリー濃度の切断能力が得られると言い換えることができる。すなわち、電界スライシング技術は、従

来の切断方法と比べてスラリー中の砥粒使用量を節約する効果があると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

半導体インゴットの新たなワイヤーソー切断加工法として、「電界スライシング技術」を提案し、原理検

証実験によって最適化検討を行った。その結果、以下のことが明らかとなった 

(1) 電界スライシング技術において必要印加電圧は砥粒形状の影響を受け、砥粒種ごとに必要印加電圧が存

在し、5-10 µm ダイヤスラリーでは±0.5 kV 以上、GC2000 スラリーでは±0.1 kV 以上の印加電圧が必要

である。 

(2) 電界スライシング技術の切断効率向上効果には、スラリーの砥粒濃度依存性があり、GC 砥粒では、40 

wt%以下のスラリーにおいて切断効率向上効果が得られた。すなわち、低い砥粒濃度で高い砥粒濃度並

の切断効率が得られることから、砥粒使用量節約効果があるといえる。 
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図 4 電界スライシング技術への砥粒濃度の関係 図 5 スラリー粘度の濃度依存性 

100 1010

20

40

60

80

スラリー濃度. wt%

切
断
速

度
, 
µ

m
/m

in

: 0V
: ±0.5kV, 6Hz

100 101

101

102

103

スラリー濃度, wt%

粘
度

, 
m

P
a
 s

Dimethyl silicone 10cSt(10mm
2
/s) +GC2000



- 98 - 

 

フィラー高充填樹脂コンポジットの精密成形技術の開発 [2]  

 
加工技術グループ  野辺 理恵 

素形材開発部  工藤 素 

 

Precision Processing Technology in Highly Filled Polymer Composites [2]  
Machining and Materials Processing Group Rie NOBE 

Ecological Material Development Section Makoto KUDO 

 

抄録 

 近年、樹脂部材の放熱性向上のため、高熱伝導性樹脂コンポジットが注目されている。高熱伝導性樹脂コ

ンポジットは、熱伝導性フィラーの高充填により転写不良、物性の不安定化、メンテナンスの増加などの課

題がある。成形不良を解決できる成形技術の一つとして、ベント式射出成形法がある。この成形法は、加熱

シリンダの中間部にベント孔を開け、材料溶融中に発生する水分、ガス、残留モノマーを脱気し、ガス焼け

やシルバー等の成形不良の解消、成形材料の予備乾燥レス、金型メンテナンス回数の削減等の効果があると

されている。しかしながら、ベント式射出成形法による高熱伝導性樹脂コンポジットの精密成形に関する報

告はほとんどない。本報では、高熱伝導性ポリフェニレンサルファイド（PPS）の射出成形時の金型内圧力

を計測し、ベント式射出成形よる圧力低減効果を検証した。 

[キーワード：ベント式射出成形、フィラー高充填樹脂コンポジット、高熱伝導、精密成形] 

 

Abstract 

The high thermal conductivity polymer composites have attracted attention because of its ability to improve the heat 

dissipation of resin parts. Meanwhile, there are several challenges for them, such as inferior quality of surface, 

destabilization of properties, and increase in mold maintenance due to a large amount of thermal conductive fillers. The 

vented injection molding is one of the innovative technologies to resolve the injection molding defects. In this method, 

there is a venting hole at the middle part of the heating cylinder in order to release moisture, gases, and residual 

monomers of polymer melt. Thus, it is expected to reduce burning, silver streak, pre-drying process, and mold 

maintenance. However, there are few studies on the precision processing technology of high thermal conductive 

polymers using the vented injection molding. This paper demonstrates that the high thermal conductivity 

polyphenylene sulfide (PPS) can be obtained by the vented injection molding methods, and the in-mold pressures are 

measured during the process in order to evaluate the pressure reduction effects of this technology. 

[ Key words: vented injection molding, highly filled polymer composites, high thermal conductivity, precision 

processing ] 

 

１．はじめに 

 地球温暖化対策として、自動車の CO2 排出量削減が重要な研究課題となっている。経済産業省は「2050

年カーボンニュートラルに伴う成長戦略」において、2030 年代半ばまでの乗用車新車販売で電動車 100 %の
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実現を目標としている[1]。ハイブリッド車（HV）や電気自動車（EV）などの次世代自動車は、長距離の走

行を確保するためにエネルギー密度の高いリチウムイオン二次電池（LIB）などを搭載することから、ガソ

リン車と比較して車両重量が増加する。そのため、部材の軽量化による次世代自動車の燃費向上が重要な研

究課題となっている。また、次世代自動車では電気・電子部品（電池、インバーター、モーターなど）の使

用量が増加するが、それらの軽量化のためには小型化、薄肉化、高集積化が必要となり、発熱量が増加する

傾向にある。しがたがって、放熱対策も重要となっており、放熱性向上のために熱伝導性フィラーを樹脂中

に高充填した高熱伝導性樹脂コンポジットが注目されている[2]。一般的に樹脂の熱伝導率は 0.1～0.3 W/mK

であるが、フィラー高充填により金属以上の放熱性を持つ材料も開発されている[3]。高熱伝導性樹脂コンポ

ジットはフィラー高充填により、粘度が増加し流動性が低下するため、射出成形時に高速・高圧で充填する

必要がある。そのため、射出成形時の断熱圧縮や摩擦によるせん断熱発生によりガスが発生しやすく、ガス

焼けやショートショット等の転写不良、ボイドやフィラー配向の異方性による物性の不安定化、金型および

スクリュのメンテナンスの増加が起こる。しかしながら、樹脂製品の生産性や軽量性は金属やセラミクスと

比較して優れており、潜在需要は大きい。これまで、フィラー高充填の高熱伝導性樹脂コンポジットの開発

は樹脂メーカーや研究機関において行われているが、射出成形条件と転写性、放熱性の関係について明らか

にされていないため、精密成形技術の確立が必要とされている。 

 樹脂材料の成形不良を解決できる成形技術の一つとして、ベント式射出成形法がある。ベント式射出成形

法は、加熱シリンダの中間部にベント孔を開け、材料溶融中に発生する水分、ガス、残留モノマーを脱気す

る手法である。この手法により、ガス焼けやシルバー等の成形不良の解消、成形材料の予備乾燥レス、金型

メンテナンス回数の削減等の効果がある[4]。これまでベント式射出成形法を用いて、タルク強化ポリプロピ

レン、ガラス繊維強化ナイロン、液晶ポリマーなど様々な樹脂製品が生産されているが、高熱伝導性樹脂コ

ンポジットに関する研究報告は少ない。 

 そこで本研究では、ベント式射出成形法を用いて、フィラー高充填の高熱伝導性樹脂の精密成形技術を確

立することで、次世代自動車の軽量化および放熱対策に貢献できる技術開発を行う。高熱伝導性樹脂の微細

加工への転写性を向上する精密成形条件を明らかにし、高転写によって放熱性を向上することを目指す。本

報では、高熱伝導性 PPS の射出成形において金型内圧力を計測し、ベント式射出成形の圧力低減効果につい

て検証した。 

 

２．実験方法 

２－１ 試験片の作製 

 試験片の作製は電動式射出成形機（日精樹脂工業（株）

製、NEX110IV-12EG、最大型締力：1080 kN）を用いた。

ベント式射出成形ではベント式可塑化ユニット（（株）日本

油機製、スクリュ径：φ32）とハングリーフィーダー（（株）

日本油機製 HF-1）を組み合わせ、材料を適量供給した。

従来式射出成形は標準シリンダ（日精樹脂工業（株）製、

スクリュ径：φ32）を用い、材料は飽食供給とした。図1

に試験片形状を示す。試験片の寸法は 80×80×t1.5 [mm]
図 1 試験片形状および圧力センサ位置 
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であり、鏡面、シボ面、ヒートシンク面の3種を作製した。材料は高熱伝導性PPS（東ソー（株）製、SUSTEEL 

TC-70-12）を用い、ベント式では未乾燥とし、従来式は120 °Cで5時間の予備乾燥を行った。成形条件はノズ

ル温度が330 °C、金型温度が150 °C、射出速度が50 mm/sとした。 

２－２ 金型内圧力の計測および評価 

 金型内に圧力センサ（双葉電子工業（株）製、SSB）をゲート部（図1①）、中央部（図1②）および最終

充填部（図1③）の3ヵ所に設置し、成形データ収集システム（日精樹脂工業（株）製、DLA6）を用いて金

型内圧力を計測した。最終充填部のセンサ（図1③）まで樹脂を充填させたショートショット成形を行い、射

出成形時に発生するガス圧力として評価した。また、フルショット成形時の金型内樹脂圧力を計測し、従来

式と比較したベント式の各部における圧力低減効果を検証した。 

 

３．実験結果および考察 

３－１ 射出成形時のガス圧力 

 図 2 にヒートシンク面のガス圧力波形を示す。射出の約 0.5 s

後にフローフロントがセンサに触れ、ガス圧力を計測している。

従来式はシャープな波形であるが、ベント式は幅の広い波形と

なっている。さらに、ガス圧力のピーク値は従来式よりもベン

ト式が減少していることが分かる。鏡面およびシボ面において

も同様の波形が得られた。図 3 に各面のガス圧力の平均値を示

す。鏡面では 3.3 MPa から 2.9 MPa となり 13%、シボ面では 3.4 

MPa から 3.2 MPa となり 6 %、ヒートシンク面では 3.5 MPa か

ら 2.7 MPa となり 24 %の削減効果が得られた。ベント式では材

料を未乾燥で投入しているが、飢餓供給とベント孔からの水分

等の除去効果により、予備乾燥を実施した従来式よりも金型内

でのガス発生量を抑制できることが分かった。ガス発生量の減

少により、ガス焼けの解消やモールドデポジットの減少による

メンテナンス回数削減などの効果が期待できる。特に、ヒート

シンク面でのガス発生量の抑制効果が高いことから、複雑形状

での転写性向上に寄与できると考えられる。 

３－２ 射出成形時の金型内樹脂圧力 

 図 4 にヒートシンク面を成形した場合の金型内樹脂圧力の波

形を示す。金型内樹脂圧力はピーク値に達した後に緩やかに減

少する。ゲート部からの距離が増加するとピーク値は減少し、

この傾向は従来式とベント式で同様である。一方、従来式と比

較してベント式のピーク値は減少している。鏡面およびシボ面

においても同様の波形が得られた。図 5 に各面の金型内樹脂圧

力を示す。全ての面において、従来式と比較してベント式の方が金型内樹脂圧力は減少していることが分か

る。特に、最終充填部での減少率が大きく、鏡面では 19 MPa から 16 MPa となり 13 %、シボ面では 46 MPa

図 3 ガス圧力の平均値 

図 2 ヒートシンク面のガス圧力波形 
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から 18 MPa となり 62 %、ヒートシンク面では 41 MPa から 29 MPa となり 46 %であった。最終充填部の圧

力減少が大きいことは、ガス焼け、ショートショット等の不良解消に期待できる。 

 

４．まとめ 

本報では、高熱伝導性 PPS の射出成形において金型内圧力を計測し、ベント式射出成形の圧力低減効果に

ついて検証した。従来式と比較して、ベント式ではガス圧力および金型内樹脂圧力を低減でき、ガス焼けや

ショートショット等の成形不良を解消できることが示唆され、高転写成形を実現できると考えられる。今後

は転写性および熱伝導性の評価を行う。 
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図 4 ヒートシンク面における金型内樹脂圧力の波形 

図 5 各面の金型内樹脂圧力 
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人工知能と VR技術の融合によるインテリジェント検査システムの開発 [2] 
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Research and Development of Intelligent Inspection System based on the Fusion 

of AI and VR Technologies [2]  
Smart Manufacturing Technology Group Ryo ITO, Masashi OHTAKE and Fujio UCHIDA 

Processing Technology Group Kazumi KOMATSU and Masaru KATO 

 

抄録 

現状の人工知能（AI）開発では学習データの取得およびその前処理（アノテーション作業）に多大な時間

と労力がかかることが課題として挙げられ、AI 導入の妨げの一因となっている。本研究では、学習データの

取得およびアノテーション作業の効率化を目指し、これまで培った 3D 技術（VR 技術）をもとにした AI の

新しい学習方法の提案・実証を行う。さらに、画像検査やロボットハンドの制御に AI を導入してスマート化

を行った具体例を示し、その技術を普及させることを目標としている。 

本年度は画像から良否判定を行う AI の開発において、良品画像のみで AI を開発する手法の開発，および

ロボットのハンドリング試験に用いるロボットハンドの試作と力覚センサの値による制御を行うためのソフ

トウェアの検討を行った。 

[キーワード：人工知能(AI)、画像処理、外観検査、ロボットハンド、オートエンコーダ ] 

 

Abstract 

In the development of artificial intelligence (AI), the acquisition of training data and its pre-processing (annotation 

work) require a great deal of time and effort, and this is one of the factors that hinder the introduction of AI. In this 

research, we will propose and demonstrate a new learning method for AI based on 3D technology (VR technology) that 

we have cultivated so far, aiming to improve the efficiency of training data acquisition and annotation work. In addition, 

we aim to show concrete examples of how AI has been introduced to image inspection and robot hand control to make 

them smarter, and to spread the technology. 

In the development of AI that judges whether a part is good or bad from images, we build a system to develop the AI 

only with good images, based on autoencoder. Furthermore, we prototype a robot hand used for robot handling test, and 

conducted an experiment to operate in conjunction with the force sensor. 

[ Key words: Artificial intelligence, Image processing, Visual inspection, Robot hand, Convolutional Neural Network ] 

 

１．はじめに 

本研究では、ロボティクス技術に関して秋田県の企業が自社内で技術者を育て、技術・ノウハウを蓄積し

ながら次々と新しい取組みに応用していける状態になることが重要と考え、その技術的支援に必要なロボテ

ィクスのコア技術確立を目指している。前年度は異形状・柔軟物把持用のロボットハンドを試作し試験を行



- 103 - 

 

ったほか、AI の開発環境の構築と予測根拠の可視化、転移

学習の導入および実験を行ってこれらの技術の有効性を確

認した。今年度はロボットハンドについてはその改良とセ

ンサ信号との連動，AI 開発については学習をより効率化す

る新しい方法について検討したので報告する。 

 

２．異形状・柔軟物把持用ロボットハンドの開発 

２－１ リンク機構を用いたハンドの設計および制作 

前年度は柔軟（軽量）で一つ一つ形状の異なる物体を傷付けずに把持するためのロボットハンドを設計・

試作した。今年度はこのロボットハンドをベースに、把持可能な可動指先端の可動範囲はそのままに、ロボ

ットハンド全体の小型化を行った（図1）。図に示したリンク部分を直線構造から図のような屈曲構造に変更

することで可動指先端の可動範囲をそのままに全体を小型化にすることができた。なお、サーボモータによ

る入力変位と可動指先端の出力変位の比は、1：3.3 である。さらに、設計したロボットハンドは3D樹脂プリ

ンタを用いて各パーツを造形し組立て、動作を確認した（図2）。今後は、可動指先端に力覚センサを搭載し、

把持試験によりロボットハンドの評価を実施する予定である。 

２－２ 力覚センサとの連動 

本ロボットハンドは今後AIによる制御システムを構築するための実験を行う予定であるが、その前段階と

してセンサ信号とハンドの動作を組み合わせたシステムの試作を行った。サーボモータとしては双葉電子工

業（株）製RS405CBを用い、センサとしてはミネベアミツミ（株）製の小型6軸力覚センサ(MMS101)を2個用

いた。それぞれPCとシリアル接続し、pythonによるプログラムで制御できるようにした。本来はハンドの可

動指先端にセンサを装着する予定であるが現段階で製作が間に合わなかったため、図3に示すようにセンサ

は未装着のまま両方のセンサに力を加えた場合に把持力を弱める（一定の力で把持する）プログラムを作成

しテストを行った。今後、ハンドにセンサを装着し一定力で把持する試験や、センサ信号からAIが把持力を

調整するシステムの開発に取組む予定である。 

 

３．AI開発におけるアノテーション作業を効率化する手法の検討 

３－１ アノテーション作業の効率化 

生産現場における製品検査（良否判定）を行わせる AI を開発するには、通常は良品および不良品の検査画

像をそれぞれ多数取得しこれらを整理する必要があるが、製品の種類などによっては不良品の画像を多数取

 

図 2 3D樹脂プリンタにより造形した 

ロボットハンド 

 

 

図 1 改良したリンク部 
 

 

図 3 力覚センサとの連動 



- 104 - 

 

得することが難しい場合がある。このような場合への対応

を考慮し、良品画像のみを使って良否判定の AI を構築する

技術の開発を行った。 

３－２ 良品データのみを用いた画像検査 AIの開発 

３－２－１ 電子部品を対象とした場合 

はじめにオートエンコーダ[1]を応用した画像検査 AI の実

施例として電子部品の良否判定を行った例を示す。ここで

は図 4 に示すエンコーダとデコーダからなる構成のニュー

ラルネットワークを構築した。エンコーダ部分では 3 回の

畳み込みを含む操作を行って圧縮を行い 1024 個の特徴量

ベクトルとした後、デコーダ部分で逆畳み込みを行って元の情報

量に復元する。学習には正常品の画像のみを用いて入力画像と出

力画像の差を誤差として学習を進めることで、正常品の画像が入

力された場合はうまく復元できるが不良品の画像が入力された場

合はうまく復元できない（入力と出力に差が生じる）という状態

になり、不良品の検出が可能になる。学習用には 128×128 ピクセ

ルのグレースケール画像約 3000 枚を用い、バッチサイズ 10 とし

て 200 エポックまで学習を行った。また、誤差関数には平均二乗

誤差（MSE）を用いた。図 5 に入力画像と出力画像の一例を示す。

学習完了後、正常品画像と不良品画像をそれぞれ入力した場合の MSE の値をヒストグラムで表したものを

図 6 に示す。図からわかる通り、正常品を入力した場合と不良品を入力した場合とではっきりと分離できて

おり、この間に閾値を設定することで良否判定が可能になったことが分かる。 

３－２－２ 木口を対象とした場合 

次に、電子部品などの形状が決まっている人工物よりも難易度の高いものとして木口の画像を用いた場合

の例について示す。木口には図 7 に示すような欠陥がある場合があり、ここではこれを不良として検知でき

るかどうかを検討する。ここで用いたオートエンコーダの構成を図 8 に示す。学習には背景を除去した 3366

枚の欠陥のない木口の画像を使用し、バッチサイズ 10 として 200 エポックまで学習を行った。誤差関数と

しては平均二乗誤差（MSE）を用いた。図 9 に学習済みのオートエンコーダに欠陥のない木口および欠陥の

ある木口それぞれの画像を入力した場合の出力の例を示す。出力画像をみると想定通り欠陥の部分はうまく

 

図 4 オートエンコーダの構成 1 

 

図 5 入力画像および出力画像 

 
図 6 MSE値の度数分布の比較 

 
 

図７ 木口における種々の欠陥 
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復元できていないことが分かるが、欠陥がない場合でも影

や色調が特徴的な部分はうまく復元できておらず、MSE 値

の度数分布を比較（図 10）しても明確に分離できていない

ことが分かる。自然物は一つ一つ形状が異なるほか欠陥の

様子も様々であることや、入力が 224×224 ピクセルのカラ

ー画像でデータ量が大きいことなどが要因であると考えて

おり、これに対しては学習データを増やすほかネットワー

ク構造の最適化、誤差関数の最適化などに取組んでいく予定である。 

 

４．まとめ 

異形状・柔軟物把持用のロボットハンドの試作においては小型化の実現と今後の実験で用いるセンサと連

動する制御システムの作成を行った。AI の開発においてはオートエンコーダを応用して正常品画像のみで良

否判定を行う AI を学習させる手法の構築を行い、例として挙げた電子部品についてはうまく良否判定が可

能になることを示した。今後はロボットハンドにおいてはセンサ信号から AI が把持力を調整する手法、AI

の開発においてはアノテーション作業を効率化する方策として GAN（Generative Adversarial Networks）[2]な

どを応用した手法などを模索していく。 

文  献 

[1] G. E. Hinton and R. R. Salakhutdinov：“Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks” Science, 

Vol.313, no. 5786, pp504-507. (2006). 

[2] I. J. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville and Y Bengio：

“Generative Adversarial Nets” arXiv:1406.2661, (June 2014). 
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図 8 オートエンコーダの構成 2 
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図 9 オートエンコーダによる復元画像 
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5G を用いたテレプレゼンスシステムの研究開発 [1]  

 

情報・電子グループ  丹 健二、佐々木 大三、綾田 アデルジャン 

スマートものづくり技術グループ  大竹 匡 

 

Development of Tele-Presence system using 5G [1] 

Information and Electronics and Group Kenji TAN, Daizo SASAKI and Adiljan Ayata 

Smart Manufacturing Technology Group Masashi OHTAKE 

 

抄録 

 人手が必要な場面において遠隔作業を解決策の 1 つにできるような、5G を用いたテレプレゼンスシステ

ムの要素技術について研究開発を行っている。目標とするテレプレゼンスシステムのために、無線通信、画

像伝送、機構制御のそれぞれの要素技術が必要となる。今回は、UDP（User Datagram Protocol）送信検討およ

び Local 5G の通信実験、カメラ画像処理および伝送方式開発、カメラ可動部の動力選定および試作をそれぞ

れ行った。 

[キーワード：ローカル 5G、テレプレゼンスシステム、無線通信、画像伝送、機構制御] 

 

Abstract 

In order to provide remote operation as a solution for lack of manpower, this report presents elemental technologies 

that we are engaged in to develop a Tele-Presence system using local 5G. The elemental technologies which are needed 

in the proposed system, include radio communication, image transmission and mechanical control. In this report, except 

for giving the explanation of the development of each elemental technology, experiments on UDP transmission and local 

5G communication are also presented. 

[ Key words: Local 5G, Tele-Presence system, Radio Communication, Image Transmission, Mechanical Control ] 

 

１．はじめに 

 秋田県が抱える社会的課題の 1 つとして、少子高齢化があり、製造業などの現場では、利益率向上、作業

効率向上、労働環境の多様化などのニーズがある。スマートファクトリー化によって改善できるとはいえ、

遠隔作業など物理的な問題は先送りとなってきたが、COVID-19 の影響によって、いよいよ解決策が求めら

れる時代となった。 スマートファクトリーにおけるテレプレゼンスは、概念的には実装可能ではあるもの

の、設置の困難さや制御遅延といった現実的な障害があるため、これまで実現できずにいた。 そこで我々は、

低遅延が実現可能な第五世代移動通

信システム（5G）を用いて、機械操

作の遠隔作業を実現し、現場に居な

くても、作業を可能にするテレプレ

ゼンスシステムを開発する（図 1）。

この研究開発によって、システムを

 

 

 

 

図 1 本研究の目指すシステムの概念 
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構成する要素技術の確立による、県内企業の技術力の底上げを狙う。 

 

２．開発するシステムについて 

 本研究では、無線通信、デバイス、ユーザイ

ンターフェース（UI）の3つの研究開発を行う。

図2に、本研究のシステムと情報伝達の模式図

を示す。現地に設置したカメラは映像を遠隔地

に伝送する。操作者は、カメラに動作指示を出

す。この情報の流れは、現地の状況を遠隔側に

伝送する方向と、遠隔側から動作の指示を現地に伝送する方向の2つがある。そして、カメラデバイス側はロ

ーカル 5Gを経由する。今回は、通信の方式検討と5Gによる通信特性の確認、画像の取得方法および伝送方

法の検討、そして遠隔装置の機構制御の検討を行った。 

 

３．各要素技術の検討 

３－１ 無線通信部（UDP 送信検討と Local 5G 通信検討） 

 インターネットプロトコル (IP) を用いて情報の伝送するためには、IP上のプロトコルの検討が必要とな

る。まずは、最もシンプルで高速であるUDP（User Datagram Protocol）を用いた情報伝送の検討として、UDP

上に自身の時刻を載せて相手に伝送する実験を行った。実装はpython3を用いた。 

時間測定の概念を図3に示す。測定直前にNTP（Network Time Protocol）で時刻調整をしたHostおよびRemote

は、相手からパケットを受信すると直ちに自分の時刻情報を送信する。初めにHostからRemoteへ自分の時刻

t0を送信し、Remoteは受信した時刻t1をHostに送信する。伝送時間はTp= t1-t0 となり、往復遅延時間（Round 

Trip Time : RTT）は、TRTT_H = t2 - t0となる。Remote側のRTTも同様にTRTT_R = t3 - t1となる。RTTの測定結果を

図4に示す。 

             

図3 遅延時間測定の概念図                          図4 RTT測定結果 

安定化するまでに5回程度の伝送が必要ではあるが、それ以降は0.4 ms程度であることがわかる。なお、時

刻の形式変換等の処理時間は、3 µs以内でありRTTよりも十分小さく、ほぼ無視できる。 

このような測定系を構築することで、ネットワークでのお互いの時間差を把握でき、またお互いの時刻差

を調整できることがわかる。 

次にLocal 5G（以下、L5G）の検討を行った。今回、秋田県立大学大潟キャンパス アグリイノベーション

教育センターに（株）秋田ケーブルテレビが設置したL5G設備を利用して実験した。図5に今回の測定系を示

す。PCはMacbook Pro 2019、UE（User Equipment）はPanasonic（株）製5G Gateway XC-WN930J-01、サーバは

 

 

 

 

図 2 本研究が想定するシステムと情報伝達の模式図 

Controller Server Camera
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x64系CPUとLinux系OSで構築した。 

PCとUE間は、1GBPSでリンク状態の

Etherケーブルで接続した。この間での遅延

は、無線通信における遅延よりも非常に小

さいため、無視できると考えられる。サー

バはCGIが起動できる設定にしたwebサー

ビスを稼働させ、UDPでの測定同様にRTT

を測定し、また一定のサイズのファイルを

アップロードし、完了するまでにかかる時

間を計測した。本システムで転送容量の大

きいのはアップロードのみであるため、ダ

ウンロード速度については割愛する。UE

とgNB側のアンテナ間の距離を変えなが

ら、同期参照信号受信電力（Synchronization 

Signal-Reference Signal Received Power : SS-

RSRP）、アップロード速度、RTTを測定した。その結果、RTTは、距離に関係無く約0.1秒であった。SS-RSRP

とアップロード速度の結果を図6に示す。300 m離れても20M bps以上であるのがわかる。また、SS-RSRPとア

ップロード速度は、距離に対して同じ傾向になることも判る。この特性から、アプリケーションで通信する

規模を策定できる。 

３－２ カメラ画像処理部 

近年、監視カメラによる作業現場の様子確認やリモート制御のためのルート案内など、動画配信技術の応

用が広がっており、オープンソースとして公開されているライブラリも増えつつある。しかし、これらのラ

イブラリーのほとんどは単体カラメからの配信を想定しており、配信側をWebサーバーとしてカメラ画像を

ストリーミングし、受信側をクライアントにした仕様で実装されていることが多い[1]。配信コンテンツの再

生にはブラウザなどの専用ソフトウエアが必要であるため、受信データに対して画像処理などを実施しなが

ら表示することは難しい。 

 

図7 開発した画像ストリーミング方式の概要 

本研究で開発するテレプレゼンスシステムでは、同期性を要するデュアルカメラから生成される立体画像

を配信する必要があるため、上記のようなライブラリを用いて実現することは困難である。そこで、本研究

では図7のような配信システムを開発した。このシステムではオープンソースのOpenCVを用いてクライアン

ト側に接続したカメラからの画像の読み取り、エンコーディングの後、TCPソケット通信により画像をサー

バーに伝送する。サーバー側で受信したデータに対してデコードディングして、そのまま表示または処理を
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図 6 距離に対するアップロード速度と SS-RSRP 

 

 

 

図 5 Local5G 用測定系 
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かけて利用できるようにした。 

次年度以降は、同期性をもつデュアルカメラ画像を配信できるように開発したシステムを拡張する。 

３－３ カメラ稼働部 

本研究が想定するシステムの駆動源として、小型ロボット等に採用されるサーボモーターを検討した。サ

ーボモーターは内部に制御回路等があらかじめ組み込まれており、パルス幅変調（Pulse Width Modulation：

PWM）パルスで目標角度指令を行うPWMサーボや、シリアル通信による目標角度指令および状態フィード

バックを行うシリアルサーボ等がある。ロボットアームのような多軸機構の開発において、PWM通信方式を

多チャンネル設けるのは、ハードおよびソフト的に困難である。一方シリアル通信方式の場合、配線をスリ

ム化することができ、プログラムはIDを割り振って効率的に処理することが可能である。従来、シリアルサ

ーボはPWMサーボより高価な傾向であったが、近年、安価なシリアルサーボが流通しはじめている。 

本研究ではFeetech RC Model社のシリアルサーボおよび安価なWiFiモジュールESP32-DevKitCを用いた遠

隔制御システムの技術開発を行った。サーバー側に、ビジュアルプログラミング用のフローベース開発ツー

ルNode-REDおよび、Message Queueing Telemetry Transport（MQTT）プロトコルにおけるブローカーでオープ

ンソース実装のMosquittoらを実装した。Node-REDからの回転指示が、WiFi経由でESP32に送信される。ESP32

から回転指示をシリアル信号に変換し、シリアルサーボを駆動する（図8）。 

次年度以降、本制御システムを応用し、テレプレゼンスシステムの開発を進める。 

 

 

図 8 シリアルサーボを用いた遠隔制御システム 

 

４．まとめ 

本報告では、5G を用いたテレプレゼンスシステムの研究開発において開発した要素技術について説明し

た。 テレプレゼンスシステムは、多くの要素技術によって構成されており、この技術を県内企業に展開し、

技術力の向上に貢献していく。今後も本研究のシステム開発を推進していく。 

文  献 

[1] 綾田アデルジャン，佐々木大三，丹健二：“ストリーミングレイテンシの簡易測定法の検討”，4-134，

令和 4 年電気学会全国大会，（2022） 
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微細構造光学素子の基礎技術の確立 [1] 

オプトエレクトロニクスグループ 笠松 秀徳 

 

Establishment of Basic Technology for Microstructure Optical Elements [1] 

 
Optoelectronics Group Hidenori KASAMATSU 

 

抄録 

当センターは県内企業を、下請け体質から自社ブランド製品を開発できる企業へと転換を促すために、今後は

光学システム製品の設計開発に関する支援を行いたいと考えている。そこで、光学システムを組み上げるための

光学設計技術と、光学機器や光学部品の評価解析技術、高度な光学素子に関する製造技術を、強化、あるいは新

たに当センターの技術シーズへ加えようとしている。 

今年度は、Zemax 社の光学設計解析ソフトウェア Optic Studio を用いた、光学機器の設計技術の習得と、公差

解析技術の習得を行った。 

[キーワード：光学設計、公差解析、Optic Studio] 

 

Abstract 

Our center wants to support the design and development of optical system products in the future in order to promote the 

conversion of companies in the prefecture from a subcontracting structure to a company that can develop its own brand products. 

Therefore, we are trying to strengthen or newly add the optical design technology for assembling the optical system, the 

evaluation and analysis technology of optical equipment and optical components, and the manufacturing technology related to 

advanced optical elements to the technical seeds of this center. 

This year, we learned the design technology of optical equipment and the tolerance analysis technology using the optical design 

analysis software Optic Studio. 

[Keywords: Optical Design, Tolerance Analysis, Optic Studio] 

 

１．はじめに 

本県の光学企業は、研磨技術や光学薄膜の製膜技術を基礎として、レンズやプリズムのような光学部品の製造を

主要な事業としている。しかし、これらの事業は人件費の安い海外企業の進出が近年著しく、価格競争が激化して

いる。また、下請け事業が多いため、製品に高い付加価値をつけることも難しい。ゆえに、県内企業が光学産業市

場で今後発展していくためには、独自ブランドの製品を販売する事業形態へ転換する必要があると考えている。 

 本テーマの目的は、複数の光学部品を組み合わせた光学システム製品を、県内企業が開発できるよう技術支援を

行うため、光学設計ソフトを用いた光学機器の設計、評価技術および、機能性の高い微細構造型素子の基礎技術を

確立し、当センターの技術シーズに加えることにある。 

 

２．光学設計技術 

 光学設計とは、複数のレンズ、プリズム、ミラー等の光学部品を組み合わせることで様々な光学現象をコントロ

ールし、望遠鏡やカメラ、医療機器などに使われる光学機器を設計する技術である。機器の光学性能をいかにして

良くするかに関心が払われる。光学性能の良し悪しは、MTF（Modulation Transfer Function）[1]や収差のような光学
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指標や、目視(カメラレンズのように人の感性が重要なもの)によって評価される。 

 光学機器は、個々の光学部品の組み合

わせによって構成されるが、その特性上、

それぞれの構成要素が複雑に関連しあっ

て、はじめて一つの機能を発揮する。そ

のため、一つの構成部品のみで形状を決

定することが出来ず、常に他の構成要素

との関連を見ながら全体的な設計を行う

必要がある。設計に用いるパラメーター

はレンズの曲率半径、面間隔、ガラスの

屈折率、分散率であるが、それらの一般

的に採りうる範囲を考慮すると、パラメ

ータの場合の数は単レンズでさえ 4000

億通りあるとされる。n 枚のレンズを組

み合わせる場合は(4000 億)n通りとなり、

天文学的な数となる。そのため、得られ

た最終的な設計が、最良の解であるか判

断することは非常に難しく、設計は連続

的な試行錯誤が必要となる。 

 光学設計の一般的な手順を図 1 に示

す。今回はこの手順で光学設計を行い、

技術の習得を行った。 

 はじめに、レンズの仕様として、焦点距離、画角、センサーサイズ、Ｆナンバー、レンズ外径、全長、波長など

を決める。次に、特許データや過去に設計したレンズデータから目的の仕様に対して近いデータを選択し、仕様に

合わせた微調整を行い、初期データを作成した。このデータでの収差図や収差係数を読み、現状の確認をする。次

に、収差補正に入る。収差補正は、ハンドメソッドで行った。曲率半径、面間隔、ガラス材質等の各パラメーター

を手動で変化させ、各収差の動きをそれぞれ調べて表にし、その表に基づいて徐々に収差を補正する。ある程度良

い結果が得られたら、収差図や MTF で性能を評価し、良い結果が得られなければ、前のステップに戻り収差補正

図 2 b) MTF 曲線 

図 1 光学設計フローチャート 

図 2 a) トリプレットレンズ 
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を繰り返す。十分な光学性能が出たら、公差許容量やレンズ形状などから、製造上の問題が無いか検討し、問題が

無ければ完成となる。 

図 2 のようなトリプレットレンズの設計を行った。焦点距離 f＝105mm、レンズタイプ：3 枚 3 群、波長：d 線、

C 線、F 線、Ｆナンバー＝3.5、像高＝21.6mm を仕様としたカメラレンズの設計を行った(表 1)。光学性能の目標値

は、ビネッティング 40%以下、MTF10 本/mm：軸上 80％、7 割像高 70%、MTF20 本/mm：軸上 60％、7 割像高

50%、MTF30 本/mm：軸上 40％、7 割像高 30%、ディストーション：±3%、周辺光量：40%以上とした(表 2)。 

 

３．レンズの公差解析技術 

レンズ製造過程で製造誤差が発生した場合に、光学性能にどのような影響があるのかを調べるのが公差解析技

術である。 

公差解析は、主に光学設計の際に製造のしやすい適切な公差を設定するために用いられるが、設計を行わず、レ

ンズの組み立てを主に行う企業でも有用だと考えている。県内企業の中には、外部から委託されてレンズの製造、

組み立てを行っている企業があるが、個々のレンズの公差や組み立ての手順のみ教えられ、レンズの偏心や間隔な

どの組み立て公差を教えられない場合がある。当センターで県内企業が製造しているレンズの公差解析を行い、光

学性能の低下に敏感なレンズを見つけることが出来れば、組み立て精度の向上に貢献できると考えている。 

レンズ製造時の誤差には、面精度、レンズの肉厚、芯出し誤差、組立時の空気間隔、偏心、光学ガラスの屈折率、

アッベ数、透過率のズレ等の各要素がある。可視光領域のレンズやミラー等の光学部品は、約 380 ~780 nm の波長

を扱うため、面精度や屈折率などは非常に精密な精度で管理されている。それと比較して、鏡筒などの光学系を保

持する部品の、一般的な量産の精度は 10 μm 程度と精度が低い。そのため、これらの誤差要素の中でも、組立時

に発生するレンズの偏心が、最も結像性能の劣化に影響を与えることが多い。 

本事業では、Zemax 社の光学設計解析ソフトウェア Optic Studio を用いたレンズの公差解析技術の習得を行っ

た。解析の手順について紹介する。 

レンズの誤差量の設定を行う。公差は主に、各面で発生する公差とエレメント単体で発生する公差の２つに分け

られる。各面で発生する公差は、面精度、厚み、XY ディセンタ、XY ティルトなどがあり、エレメント単体の公

差には、面間隔、XY ディセンタ、XY ティルト、屈折率、アッベ数などを設定可能で、これらの公差が製造上と

りうる範囲を指定する。面精度の劣化はニュートンリングの本数で測定され、一般的に 3～5 本程度を設定する。

レンズの厚み、面間隔は±0.1 mm 以下、偏心の公差はディセンタ 0.01 mm～0.02 mm、ティルトは 1 分～2 分など

である。その後、波長や画角など評価のためのパラメーター設定を行う。評価指標としては主に、MTF の平均や

光線収差を用いる。 

図 3 のような 4 枚レンズを用いて、面の曲率半径：干渉縞 3 本、面の厚み＝0.05 mm、ディセンタ＝0.05 mm、

ティルト＝0.083 度(5 分)、一枚レンズのディセンタ＝0.05 mm、ティルト＝0.0083 度、材質の公差が屈折率＝0.001、

アッベ数＝1 %の誤差を設定し、解析を行った結果を表 3 に示す。評価指標は、像高 0 mm、10 mm、15 mm、21 

表 2 目標値 表 1 レンズ仕様 
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mm の 10 cycles/mm での MTF の平均値 0.852 を使用した。また、光学性能の変化量は、サジタルよりもタンジェ

ンシャルの方が大きいため、タンジェンシャル方向の MTF を評価に用いた。 

表 3 中の、TETX は面の X 方向ティルト、

TSDY は球面レンズの Y 方向ディセンタ、

TEDY は面のY 方向ディセンタ、TSTX は球面

レンズの X ティルトを表し、横の数字は面の

番号を表す。値は誤差の値、基準値は誤差が生

じた場合の MTF の平均値、変化は評価指標と

した MTF の平均値と基準値との差をあらわ

す。一番上の TETX 3 4 は、光学系の第 3 面と

第 4 面の X 方向のティルトが-0.083 度傾いた

場合、10cycles/mm での平均MTF 値は 0.728 に

なり、通常時の平均 MTF 値 0.852 よりも 0.124

劣化すると読む。表 1 中では、TETX 3 4 が最

も MTF の変化が大きいため、評価に用いた 4

枚レンズのうち、第 2 レンズの偏心が最も敏感

に反応するということが分かる。 

 

４．まとめ 

今年度は、光学設計解析ソフトウェア

Optic studio を用いた、レンズの設計技術と、

公差解析技術の習得を行った。光学設計技

術は、光学システム製品の開発や測定装置

の開発に応用可能で、県内企業のものづく

りの高度化支援や新製品開発に、公差解析

技術は、県内企業が行っているレンズの組

み立て作業の高精度化に貢献できると考え

る。来年度からは、県内企業を回り、上記

技術を用いた技術支援を行いたい。 
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