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１㻚㻌
１㻚㻌はじめに㻌
はじめに㻌㻌 㻌
機械製品は年々小型化，高機能化しており，その
機械製品は年々小型化，高機能化しており，その
ために機械加工の高精度化が求められている．高
ために機械加工の高精度化が求められている．高
精度な機械加工を可能とする機械の一つに工作機
精度な機械加工を可能とする機械の一つに工作機
械が挙げられる．近年，コンピュータ等による数値制
械が挙げられる．近年，コンピュータ等による数値制
御を行い自動化するNC
NC工作機械が広く使われて
工作機械が広く使われて
御を行い自動化する
いる．自動化されたNC
NC工作機械は工具先端位置
工作機械は工具先端位置
いる．自動化された
からの移動量を計算し切削を行う．そのため，高精
からの移動量を計算し切削を行う．そのため，高精
度な加工には，正確に工具の先端位置を把握する
度な加工には，正確に工具の先端位置を把握する
必要がある．しかし，工具先端位置は気温・工具交
必要がある．しかし，工具先端位置は気温・工具交
換・摩耗や破損により工具の長さが毎回変わるため
換・摩耗や破損により工具の長さが毎回変わるため
加工毎に測定する必要がある．この加工毎に変化
加工毎に測定する必要がある．この加工毎に変化
する工具の長さを測定するため，ツールセッタが用
する工具の長さを測定するため，ツールセッタが用
いられている．
いられている．
ツールセッタは工作機械の加工工具の初期設定
ツールセッタは工作機械の加工工具の初期設定
において，工具を近づけることにより工具先端の位
において，工具を近づけることにより工具先端の位
置や工具長を検知する装置である．現在の主流の
現在の主流の
置や工具長を検知する装置である．
ツールセッタは接触式で，工具長の繰り返し精度が
ツールセッタは接触式で，工具長の繰り返し精度が
1) 1)
0.5μm
μm
程度である
．また近年微細加工技術に伴い
．また近年微細加工技術に伴い
0.5
程度である
小径化した工具のため，また実際の切削の状態で
小径化した工具のため，また実際の切削の状態で
ある回転中の工具も測定も可能のするため，非接触
ある回転中の工具も測定も可能のするため，非接触
で検出可能なツールセッタの需要が高まっている．
で検出可能なツールセッタの需要が高まっている．
現在市販されている非接触式ツールセッタは検出
現在市販されている非接触式ツールセッタは検出
精度が2 2μm
μm程度である．これは幾何光学式のた
程度である．これは幾何光学式のた
精度が
め，回折限界およびレーザビーム径の大きさからこ
め，回折限界およびレーザビーム径の大きさからこ
2)
れ以上の高精度化が困難と考えられている2)．その
．その
れ以上の高精度化が困難と考えられている
ため非接触式ツールセッタの早急な精度向上が求
ため非接触式ツールセッタの早急な精度向上が求
められてきている．
められてきている．
２．目㻌的㻌
的㻌
２．目㻌
工作機械の精度向上のため，加工精度の実現に
工作機械の精度向上のため，加工精度の実現に
必要な手間のかかるツールセッティングを，非接触
必要な手間のかかるツールセッティングを，非接触
でサブマイクロメートルの精度で検知する技術の確
でサブマイクロメートルの精度で検知する技術の確
立が求められている．
立が求められている．
接触式のツールセッタでは小さいものでも0.3N
0.3Nのの
接触式のツールセッタでは小さいものでも
接触力がかかるため，高精度での先端刃先位置測
接触力がかかるため，高精度での先端刃先位置測
定が必要な直径5050μm
μmのマイクロ工具では測定が
のマイクロ工具では測定が
定が必要な直径
困難である．また本来切削工具は回転させながら使
困難である．また本来切削工具は回転させながら使
用するものであるが，回転中の工具はツールセッタ
用するものであるが，回転中の工具はツールセッタ
自体を破壊してしまう可能性があるため測定できな
自体を破壊してしまう可能性があるため測定できな
い．しかし回転中は発熱，振動や遠心力など様々な
い．しかし回転中は発熱，振動や遠心力など様々な
要因から，工具先端位置は停止中とは異なる位置
要因から，工具先端位置は停止中とは異なる位置

にある．
にある．
そこで接触せずにマイクロ工具や回転中の工具
そこで接触せずにマイクロ工具や回転中の工具
の先端位置を検出できる非接触式ツールセッタの
の先端位置を検出できる非接触式ツールセッタの
高精度化を目指し，具体的には
高精度化を目指し，具体的には0.1
0.1μm
μm以下の検出
以下の検出
精度を目標とした．この検出精度を達成するため
精度を目標とした．この検出精度を達成するため
に，近接場光（またはエバネッセント光）という全反射
に，近接場光（またはエバネッセント光）という全反射
面から数百ナノメートルの範囲にのみ局在する光を
面から数百ナノメートルの範囲にのみ局在する光を
利用した．これを用いることでレーザの遮光やカメラ
利用した．これを用いることでレーザの遮光やカメラ
での撮影による非接触式ツールセッタとは異なる新
での撮影による非接触式ツールセッタとは異なる新
しい検出法の確立を目的とした．
しい検出法の確立を目的とした．
㻌㻌
３．実用的な価値、実用化の見込など㻌
３．実用的な価値、実用化の見込など㻌
非接触式ツールセッタとして高精度に工具先端
非接触式ツールセッタとして高精度に工具先端
位置を検出することができる．近接場光の領域が
位置を検出することができる．近接場光の領域が
㻟㻜㻜㻌
㼚㼙
㻟㻜㻜㻌
㼚㼙程度であることから，その中心を基準検知位
程度であることから，その中心を基準検知位
置とすると，少なくとも散乱光の発生を検知した瞬間
置とすると，少なくとも散乱光の発生を検知した瞬間
に±150
に±150nm
nmの精度で工具先端位置を検出すること
の精度で工具先端位置を検出すること
ができる．装置自体は小型化が可能であるため，工
ができる．装置自体は小型化が可能であるため，工
作機械内に設置することが見込まれ，実用性がある
作機械内に設置することが見込まれ，実用性がある
と考えられる．
と考えられる．
４．研究内容の詳細㻌
４．研究内容の詳細㻌
４．１㻌
近接場光を応用した工具先端位置の検出㻌
４．１㻌近接場光を応用した工具先端位置の検出㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌原理㻌
原理㻌
光は異なる屈折率の界面に照射した際，屈折す
光は異なる屈折率の界面に照射した際，屈折す
る．屈折率
る．屈折率n1nの物質から屈折率
1 の物質から屈折率n2nの物質の界面に
2 の物質の界面に
入射した場合，その入射角を
𝜃𝜃1𝜃𝜃，屈折角を
𝜃𝜃2𝜃𝜃とすると
入射した場合，その入射角を
1 ，屈折角を
2 とすると
き，スネルの法則である，
き，スネルの法則である，
sin𝜃𝜃
sin𝜃𝜃
1 1 𝑛𝑛2𝑛𝑛2
= =           (1)
(1)
sin𝜃𝜃
sin𝜃𝜃
2 2 𝑛𝑛1𝑛𝑛1

という関係が成り立つ．また，
という関係が成り立つ．また，
𝑛𝑛1𝑛𝑛<
𝑛𝑛2𝑛𝑛の場合，屈折角
1 <
2 の場合，屈折角
𝜃𝜃2𝜃𝜃が
90°となるときの屈折角は臨界角
90°となるときの屈折角は臨界角
𝜃𝜃𝑐𝑐𝜃𝜃と呼ばれ，
2が
𝑐𝑐 と呼ばれ，

と示される.そして
そして
と示される.
𝜃𝜃1𝜃𝜃1>>𝜃𝜃𝑐𝑐𝜃𝜃の場合，光は界面から全
𝑐𝑐 の場合，光は界面から全
反射する．光は全反射界面において低屈折率側に
反射する．光は全反射界面において低屈折率側に
染み込む．これが近接場光（またはエバネッセント
染み込む．これが近接場光（またはエバネッセント
光，局在光）と呼ばれている．近接場光の染み込む
光，局在光）と呼ばれている．近接場光の染み込む
深さは数百
深さは数百nm
nmといわれており，指数関数的に減衰
といわれており，指数関数的に減衰
3)-4)
3)-4)
する
する ．．
局在している近接場光域に工具刃先が侵入する
局在している近接場光域に工具刃先が侵入する
と散乱光が発生する．その散乱光を検知することで
と散乱光が発生する．その散乱光を検知することで


−
16 −


−1−1
𝜃𝜃𝑐𝑐𝜃𝜃=
sinsin
(𝑛𝑛(𝑛𝑛
(2)
𝑐𝑐 =
2 /𝑛𝑛
2 /𝑛𝑛
1 )1 )       (2)

工具先端位置を検出することができる．Fig.1(a)に近
工具先端位置を検出することができる．Fig.1(a)に近
接場光域に工具が侵入する前の様子，Fig.1(b)に
Fig.1(b)に
接場光域に工具が侵入する前の様子，
近接場光域に工具が侵入し，散乱光を検知する様
近接場光域に工具が侵入し，散乱光を検知する様
子を示す．近接場光の染み込み領域が数百nm
nmでで
子を示す．近接場光の染み込み領域が数百
あることから，100nm前後の検出精度が実現可能と
前後の検出精度が実現可能と
あることから，100nm
考えられる．
考えられる．

４．３㻌
４．３㻌工具先端位置検出実験㻌
工具先端位置検出実験㻌
㻔１㻕㻌
疑似工具の先端位置検出㻌
㻔１㻕㻌疑似工具の先端位置検出㻌
工具刃先の検知可能な範囲を確認するため，測
㻌 㻌工具刃先の検知可能な範囲を確認するため，測
定子の先端形状に見立てた曲率半径
定子の先端形状に見立てた曲率半径300
300μm
μmのピ
のピ
ンを採用し，疑似工具とした．ピエゾアクチュエータ
ンを採用し，疑似工具とした．ピエゾアクチュエータ
を用いてピンを基準面に接近させた．実験条件を
を用いてピンを基準面に接近させた．実験条件を
Table.1
Table.1に示す．
に示す．
Table.1
Table.1Experimental
Experimentalconditions
conditions
Laser
Laser
Illumination
Illumination
- - Wavelength
Wavelength
- - Incident
Incident
angle
angle
Refractive
Refractive
indext
indext
- - Glass
Glass
lens
lens
- - Atmosphere
Atmosphere
Numerical
Numerical
Aperture
Aperture
(NA)
(NA)

(a)(a)Before
Beforesensing
sensing
(b)
(b)During
Duringsensing
sensing
Fig.1
Fig.1Concept
Conceptofoftool
tooltiptipdetection
detectionusing
using
evanescentfield
field
evanescent
４．２㻌工具先端位置検出光学系㻌
工具先端位置検出光学系㻌
４．２㻌
近接場光を発生させるため，SiO
近接場光を発生させるため，SiO
2 ガラスの平凸レ
2 ガラスの平凸レ
ンズを採用した．レーザ光をレンズの平面部で全反
ンズを採用した．レーザ光をレンズの平面部で全反
射させるため，臨界角より大きい入射角で照射し，
射させるため，臨界角より大きい入射角で照射し，
その平面を基準面とした．次に基準面の上部にお
その平面を基準面とした．次に基準面の上部にお
いて，被測定工具を1 1軸ピエゾアクチュエータ（メス
軸ピエゾアクチュエータ（メス
いて，被測定工具を
テック：MPA-UA1S，繰り返し位置決め精度±1±1nm）
nm）
テック：MPA-UA1S，繰り返し位置決め精度
に取り付け，工具先端位置を制御した．近接場光か
に取り付け，工具先端位置を制御した．近接場光か
ら発生する散乱光を検出するため，平凸レンズ下部
ら発生する散乱光を検出するため，平凸レンズ下部
倍の対物レンズを用いた．対物レンズからの散
にに1010倍の対物レンズを用いた．対物レンズからの散
乱光量を取得するとともに，基準面近傍における工
乱光量を取得するとともに，基準面近傍における工
具の接近状態を監視するため，本稿ではフォトダイ
具の接近状態を監視するため，本稿ではフォトダイ
オードなどの光センサではなく，カメラを採用した．
オードなどの光センサではなく，カメラを採用した．
Fig.2に構築した実験装置を示す．
に構築した実験装置を示す．
Fig.2

[nm]
[nm]
[deg]
[deg]

635
635
7070
1.51.5
1.01.0
0.30.3

ピンを基準面に接近させると，散乱光がある位置
ピンを基準面に接近させると，散乱光がある位置
から上昇した．散乱光が上昇する直前の相対距離
から上昇した．散乱光が上昇する直前の相対距離
をを0.00
0.00μm
μmとした．散乱光を観測し，その観察した画
とした．散乱光を観測し，その観察した画
像の一例を
像の一例をFig.3
Fig.3に示す．またピンを基準面に接近
に示す．またピンを基準面に接近
させた際の散乱光量の増加を
させた際の散乱光量の増加をFig.4
Fig.4に示す．1
に示す．1回目
回目
の測定では，散乱光の上昇が観測された．2
の測定では，散乱光の上昇が観測された．2回目の
回目の
測定では，さらに
測定では，さらに140
140nm
nmピンを接近させ，散乱光量
ピンを接近させ，散乱光量
は指数関数的に増加し続けた．そして
は指数関数的に増加し続けた．そして3 3回目以降の
回目以降の
測測
定定
でではは
，，
ささ
らら
にに
ピピンン
をを
基基
準準
面面
にに
接接
近近
ささ
せせ
るる
とと
Fig.4(b)に示すように近接場光を検知してから
Fig.4(b)に示すように近接場光を検知してから310
310
nm
の位置で，散乱光量の指数関数的な増加が見ら
nm
の位置で，散乱光量の指数関数的な増加が見ら
れなくなった．これはピンが基準面に接触したためと
れなくなった．これはピンが基準面に接触したためと
考えられる．このことから今回の実験条件において，
考えられる．このことから今回の実験条件において，
近接場光の染み込み領域は，300
近接場光の染み込み領域は，300nm
nm程度であるこ
程度であるこ
とがわかった．
とがわかった．
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（２）マイクロ切削工具の先端位置検出㻌
（２）マイクロ切削工具の先端位置検出㻌
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Fig.6
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ピエゾアクチュエータにマイクロ切削工具であるス
ピエゾアクチュエータにマイクロ切削工具であるス
クエアエンドミル（日進工具：MSME100）を取り付
クエアエンドミル（日進工具：MSME100）を取り付
け，同様に工具先端位置検出を行った．工具の直
け，同様に工具先端位置検出を行った．工具の直
径は0.05
0.05mm
mmのものを用いた．散乱光を観測し，そ
のものを用いた．散乱光を観測し，そ
径は
の観察した画像の一例をFig.5
Fig.5に示し，工具を基準
に示し，工具を基準
の観察した画像の一例を
面に接近させた際の散乱光量の増加をFig.6
Fig.6に示
に示
面に接近させた際の散乱光量の増加を
す．3回測定した結果，散乱光量の増加曲線は重な
回測定した結果，散乱光量の増加曲線は重な
す．3
っており，再現性が確認された．また3 3回目の測定
回目の測定
っており，再現性が確認された．また
において，近接場光を検知してから310
310nm
nmの位置
の位置
において，近接場光を検知してから
で指数関数的な変化が見られなくなり，工具が基準
で指数関数的な変化が見られなくなり，工具が基準
面に接触したと考えられる．すなわち，マイクロ切削
面に接触したと考えられる．すなわち，マイクロ切削
工具の接近においても工具の先端位置を300
300nm
nm
工具の接近においても工具の先端位置を
の範囲で検知可能であった．
の範囲で検知可能であった．

（３）㻌
（３）㻌切削工具非接触検出実験㻌
切削工具非接触検出実験㻌
㻌 㻌これまでの実験では，検出範囲を認識するため，
これまでの実験では，検出範囲を認識するため，
接触するまで工具を接近させた．しかし実際には，
接触するまで工具を接近させた．しかし実際には，
非接触での検出を目的としている．そこで先端形状
非接触での検出を目的としている．そこで先端形状
の異なるマイクロ切削工具を用いて，先端位置検出
の異なるマイクロ切削工具を用いて，先端位置検出
を行った．マイクロ切削工具としては，日進工具社製
を行った．マイクロ切削工具としては，日進工具社製
のマイクロドリル
のマイクロドリルNSMD
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と超微細加工用エンドミルマ
イクロエッジ
イクロエッジNSME230
NSME230の先端刃径
の先端刃径0.05
0.05μm
μmのもの
のもの
を使用した．使用した工具を
を使用した．使用した工具をFig.7
Fig.7に示す．㻌
に示す．㻌
㻌㻌
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これらの工具を接近させた際，非接触で工具の先
これらの工具を接近させた際，非接触で工具の先
端からの散乱光を確認することができた．その様子
端からの散乱光を確認することができた．その様子
ををFig.8
Fig.8に示す．またマイクロドリルを接近させたとき
に示す．またマイクロドリルを接近させたとき
の散乱光の様子と散乱光量の増加を
の散乱光の様子と散乱光量の増加をFig.8(a)に、エ
Fig.8(a)に、エ
ンドミルを接近させたときの散乱光の様子と散乱光
ンドミルを接近させたときの散乱光の様子と散乱光
量の増加を
量の増加をFig.8(b)に示す．得られた曲線からわか
Fig.8(b)に示す．得られた曲線からわか
るように近接場光域である
るように近接場光域である㻟㻜㻜㻌
㻟㻜㻜㻌㼚㼙
㼚㼙以内で指数関数
以内で指数関数
的な上昇を確認することができた
．
．
的な上昇を確認することができた
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また近接場光とは別に外側から
また近接場光とは別に外側からLED
LEDによる光を
による光を
照射することで顕微鏡像として観察を行った．観察
照射することで顕微鏡像として観察を行った．観察
画像をFig.9
Fig.9の右側に示す．Fig.9(a)のマイクロドリ
の右側に示す．Fig.9(a)のマイクロドリ
画像を
ルに関してはドリル先端の特徴であるチゼルエッジ
ルに関してはドリル先端の特徴であるチゼルエッジ
部が検出されたことわかった．Fig.9(b)では，スクエ
部が検出されたことわかった．Fig.9(b)では，スクエ
アエンドミルでは二ヵ所ある刃先のうち，片エッジを
アエンドミルでは二ヵ所ある刃先のうち，片エッジを
検出したことが確認された．

検出したことが確認された．
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㻌㻌
５．まとめ（結言）㻌
５．まとめ（結言）㻌
近接場光を応用し，構築した光学系において工
近接場光を応用し，構築した光学系において工
具の先端位置検出を行った結果，以下のことがわか
具の先端位置検出を行った結果，以下のことがわか
った．
った．
・疑似工具を基準面に接近させた実験では，染み込
・疑似工具を基準面に接近させた実験では，染み込
み領域は約
み領域は約300
300nm
nmであった．
であった．
・マイクロ切削工具における近接場からの散乱光量
・マイクロ切削工具における近接場からの散乱光量
の増加特性は疑似工具と同様であった．
の増加特性は疑似工具と同様であった．
・本光学系の工具先端位置検出精度は±150
・本光学系の工具先端位置検出精度は±150nm
nmでで
あった．
あった．
・非接触での工具先端検出が可能であった．㻌
・非接触での工具先端検出が可能であった．㻌
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