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新加工技術の開発 については,航 空機の雨食現象に着
想を得 て,高 速の水噴流 による高パ ワー密度加工である
液体 ジェット加工法を開発 した。加エエネルギの伝達媒
体 として液体 を用いることによって,フ レキシブルな加
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本研究室 は第 2部 に所属 し,中 川研究室,増 沢研究室,
横井研究室 とともに精密工作学部門を担当 している。現
在の研究室員は教授今中治,技 官上村康幸である。本研
究室では,セ ラ ミックス類 の精密加工に関す る研究,特
に砥粒加工分野 における新加工技術 の開発 を目的 として
研究 を進めている。主 に行 つている研究 は,
1 電 場 。磁場援用の砥粒加工法の開発

工を可能 にしようと意図 したものである。本加工は,工
業材料 の切断 ・穴あけ 。バ リ取 りなどの製造工業での用
途以外 に,土 木 ・建設方面 とか医療関係 にも用い られ,
1983年 11月 には 「ウォーター ジェット技術研究会」が設
立 されるまでに発展 した。
であ
以上が現在の研究 に関連する これまでの研究all要
る。以下に現在取 り組 んでいる主なテーマについて解説
しよう。
1.電 場 。磁場援用の砥粒加工法の開発
従来のラッピング,ポ リシングでは,加 工精度 は工具
の精度に支配されるし,あ まり複雑な形状の加工はでき
eld)の働 きを援用 して
ない。そ こで,電 場 。
磁場など場 (■

2 固 相反応利用 の超精密表面創成法の開発
で,そ のほか,静 電場利用のセラ ミックス接合法の開発,
プラズマ利用 による微粉分級法の開発,液 体 ジェットに

砥粒の運動を規制する新 しい方式の砥粒加工法 (Field‐
assisted Fille Finishillg,FFFと
略称)を 実現しようと

よる加工機構の検討などをも研究対象 としている:
研究室 の発足 は今 中が生産技術研究所 に着任 した

したわけである。磁性流体利用の FFF,電 気泳動現象利
用の FFF,プ ラズマによる荷電砥粒利用の FFFな どの

1983年 4月 という最近であるため,現 在の研究の背景 と
して,今 申が当所着任以前 に行 つた研究の主なものにつ
いて述べ ることにする。ガラスのラ ッピングに関す る一

可能性 を確認 している。

連の研究は,日 本光学工業株式会社在勤時 に着手 し,引
続 き工業技術院電気試験所 (現在 の電子技術総合研究所)
で行 つた もので,材 料の微小破壊 を考えに入れてその砥
粒加工機構 を解明 し,加 工単位 によって材料 の挙動がぜ
い性一
延性転移する ことをも明 らかにした。この成果を応
用 して,電 気抵抗絶対測定 に使用するね じ精度 ±lμmの
標準インダクタ用ガラスボビン(直径 300 mm,長 さ 370
mn19ね じ溝のピッチ lmm)を 完成 した。
続 いて,ガ ラスと類似の硬ぜい特性 を呈する焼結セラ
ミックスおよび単結晶材料に対象材料 を広げ,そ れ らの
砥粒加工機構 を検討 した。エレク トロニクス材料の精密
エの観点か らである。高出力のマイクロフラッシュな
カロ
らびにジャイアン トパ レス 。ルビー レーザを用 いた瞬間
写真 によって,研 削切 りくずの生成 。排出状況 を動的に
観察 し,ぜ い性材料 の粗研削機構 に新知見 を加 えた。材

磁性流体利用の散布砥粒形式の FFFで は,ポ リシャ
の下に磁性流体 を封入 し,磁 性流体 にかかる磁場の強さ
を変えることによってポ リシ圧力を制御することができ
た。 また,作 用砥粒数制御の実験 では,多 数の穴 をもつ
ポ リシャと砥粒懸濁の磁性流体 とを用い,ポ リシャの下
に配置 した電磁石の励磁電流を変 えることによって作用
砥粒数,ひ いては加工量の制御が可能なことを確 かめて
いる.同 じく自由砥粒形式の FFFで は,多磁極をもつ実
験装置を試作 し,加 工量の局部的制御性 を検討 しつつあ
る。 これ らは非球面の研磨にも適用可能 と考えられ る。
2.固 相反応利用の超精密表面創成法の開発
エ物
軟質粒子 によるメカノケ ミカルポリシングは,カロ
より軟質で加工物材料 との化学反応性 をもつ粒子 を用 い
る点が,在 来の研磨法 と異なる。粒子 と加工物 との接触
点局部でメカノケミカルに生 じた微小反応部分が除去さ
れて,加 工が進行するもの と考 えられる。加工変質層が
きわめて小 さく,形 状精度 の高 い平滑面の得 られること
を特徴 とする。サファイヤに対 しては S102,α Fe203,

料強度 に及ぼす雰囲気効果の検討,摩 擦摩耗 における化
学的側面の追究などか ら,軟 質粒子 によるメカノケ ミカ
ポ リシング,ハ イ ドレー ションポ リシングなどの新 しい

MgO,Mn02な

加工原理 による超精密加工技術 を開発 した。エレク トロ
ニ クス材料の超精密加工においては,寸 法精度 ・形状精
度 ・表面粗 さなどの幾何学的精度だけでな く,物 理的 ・

は,Siの 表面酸化物 との回相反応 を考慮 して,BaC03が
適合することをすでに確認 している。現在,こ れを特殊

化学的 もしくは結晶学的に完全 に近 い表面 を創成するこ
とが要請 される: こりに応 えたものである。

どの粒子で,水 晶 にはFe304,
どで,高 品位 ・
高精度 の表面が得 られる
ことを確 かめている。Si単 結晶 を加工物 とした場合 に

Fe304,Mgo,Ti02な

雰囲気下で非酸化物系セラ ミックスに応用することを考
究申である.
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