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ブ一体型金属スケール部材と、金型を製作した。
ブ一体型金属スケール部材と、金型を製作した。
とと形状が対称になることから、特別な注意は不
とと形状が対称になることから、特別な注意は不
3 はエンコーダスケール格子のフォトマスク
図図
3 はエンコーダスケール格子のフォトマスク
要と判断した。
要と判断した。
である。格子はインクリメンタル型のライン-アンド以上のように、本研究で取り組む加工技術以
以上のように、本研究で取り組む加工技術以 である。格子はインクリメンタル型のライン-アンドスペースとした。但し、微細パターンは単一のも
スペースとした。但し、微細パターンは単一のも
外にハードルとなる技術的問題が少なく、成長が
外にハードルとなる技術的問題が少なく、成長が
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5 種類をトラック状（半径方向の長さは
5 種類をトラック状（半径方向の長さは
見込まれるロボット産業のニーズに答えるもので
見込まれるロボット産業のニーズに答えるもので のではなく
0.5mm）に並べ、円板面の内側も活用した。高
0.5mm）に並べ、円板面の内側も活用した。高
あるため、実用的価値が高い。㻌
あるため、実用的価値が高い。㻌
精度計測を意識して、一番外側が幅約
1m（ピ
精度計測を意識して、一番外側が幅約
1m（ピ
ッチ約
2m）のパターンである。正確には、中心
ッチ約
2m）のパターンである。正確には、中心
４．研究内容の詳細㻌
４．研究内容の詳細㻌
から放射状に広がるように、半径の一部を持つ台
図図
2(a)は、スケール微細格子とモータ回転軸
2(a)は、スケール微細格子とモータ回転軸 から放射状に広がるように、半径の一部を持つ台
形としたため、ライン幅は
1.10-1.12m、ピッチは
1.10-1.12m、ピッチは
に固定するハブが一体となった部品の母材であ
に固定するハブが一体となった部品の母材であ 形としたため、ライン幅は
2.19-2.38m
である。最も太い幅約
23m
の格
2.19-2.38m
である。最も太い幅約
23m
の格
る。スケール板は外径
13.4mm
とした。市販のス
る。スケール板は外径
13.4mm
とした。市販のス
子が、従来品の高精度格子に対応する。研究代
ケール板は板厚
100m
程度であったが、格子
ケール板は板厚
100m
程度であったが、格子 子が、従来品の高精度格子に対応する。研究代
表者の佐々木グループは、この微細パターンを
表者の佐々木グループは、この微細パターンを
パターンを転写する前のスケール部を、切削によ
パターンを転写する前のスケール部を、切削によ
フォトリソグラフィ技術により転写した。
り母材から安定に削り出すため、厚みを
1mm
と と フォトリソグラフィ技術により転写した。
り母材から安定に削り出すため、厚みを
1mm
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金型母材に用意したフォトレジストパ
金型母材に用意したフォトレジストパ
ターンの一部。
ターンの一部。
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mold
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図図
6: 6:
イオンミリングして得た金型上のピッ
イオンミリングして得た金型上のピッ
チ(a)約
7.5m
と(b)約
2m
格子の様子。
チ(a)約
7.5m
と(b)約
2m
格子の様子。

図図
5: 5:
イオンミリング加工したロータリーエ
イオンミリング加工したロータリーエ
ンコーダ用微細格子パターン付き金型。
ンコーダ用微細格子パターン付き金型。

ジスト膜の状態から理解できる。
ジスト膜の状態から理解できる。
5 にイオンミリング加工した金型を示す。トラ
図図
5 にイオンミリング加工した金型を示す。トラ
金型母材にレジスト膜からなる格子パターンを
金型母材にレジスト膜からなる格子パターンを ックは
ックは
5 つとも得られた。外側の、より細かな格子
5 つとも得られた。外側の、より細かな格子
転写した。図
4 は実際のレジストパターンの一部
転写した。図
4 は実際のレジストパターンの一部 スケールは虹色を呈した。図
スケールは虹色を呈した。図
は加工した金型
6 6
は加工した金型
である。ピッチ約
4 と約
7.5m
のトラックの境界位
である。ピッチ約
4 と約
7.5m
のトラックの境界位 表面を
表面を
SEM
観察したものである。図
6(a)はピッ
SEM
観察したものである。図
6(a)はピッ
置である。ピッチ約
4m
のパターンは、光回折の
置である。ピッチ約
4m
のパターンは、光回折の チ約
チ約
7.5m
格子の端部である。元々の上面が
7.5m
格子の端部である。元々の上面が
ためにポジ型レジストのパターンは残るべき領域
ためにポジ型レジストのパターンは残るべき領域 黒く観察されており、マスク材のフォトレジ
黒く観察されており、マスク材のフォトレジ
の膜厚が目減りしている。光の回折広がり角は、
の膜厚が目減りしている。光の回折広がり角は、 ストが最後まで残っていたことが伺われる。
ストが最後まで残っていたことが伺われる。
波長/パターン幅で決まり、パターン幅が小さいほ
波長/パターン幅で決まり、パターン幅が小さいほ 格子デザインはデューティ比がほぼ
格子デザインはデューティ比がほぼ
であ
1:11:1
であ
ど広がるために、近接露光において幅
2m
よりより るが、エッチングされた領域の方が広い面積
ど広がるために、近接露光において幅
2m
るが、エッチングされた領域の方が広い面積
も細かなパターンを広域で安定に得ることは難し
も細かなパターンを広域で安定に得ることは難し になっている。断面プロファイルは台形であ
になっている。断面プロファイルは台形であ
くなる。但し、パターンそのものは幅
1m
の格子
くなる。但し、パターンそのものは幅
1m
の格子 る。また、エッチング底面はさほど荒れてい
る。また、エッチング底面はさほど荒れてい
まで存在した。このようなパターン転写を図
2(b)と
まで存在した。このようなパターン転写を図
2(b)と ない。図
ない。図
6(b)の格子ピッチは約
2m
である。
6(b)の格子ピッチは約
2m
である。
2(c)の金型両方に行った。次に示す結果は、パ
2(c)の金型両方に行った。次に示す結果は、パ マスク材であるフォトレジストがエッチング
マスク材であるフォトレジストがエッチング
ターニング結果がより良かった図
2(c)を使ったも
ターニング結果がより良かった図
2(c)を使ったも 途中で消失したことと対応し、全面がエッチ
途中で消失したことと対応し、全面がエッチ
のである。
のである。
ングされた。但し、もともとマスク材があっ
ングされた。但し、もともとマスク材があっ
図図
4 のようなレジストパターンをマスク材に用い
4 のようなレジストパターンをマスク材に用い た領域は、若干高い。
た領域は、若干高い。
てエッチング加工を施し、金型表面に凹凸を刻
てエッチング加工を施し、金型表面に凹凸を刻
は利用したプレス機である。豊田工業大
図図
7 7
は利用したプレス機である。豊田工業大
んだ。エッチングはドライプロセスであるイオンミリ
んだ。エッチングはドライプロセスであるイオンミリ 学内の創造性開発工房の設備を借りた。上部
学内の創造性開発工房の設備を借りた。上部
ングを利用した。Ar
ングを利用した。Arイオンビームを加速電圧
イオンビームを加速電圧 に に
る赤
リダ
ンダ
よっ
ああ
る赤
色色
のの
油油
圧圧
シシ
リン
ーー
にに
よっ
てて
外外
径径
400V,
250mA（減速電圧
100V）照射角度
0°で
400V,
250mA（減速電圧
100V）照射角度
0°で 42mm
42mm
の円柱が下に押し出される。右上の拡大
の円柱が下に押し出される。右上の拡大
4040
分間エッチングした。先に、類似サンプルを条
分間エッチングした。先に、類似サンプルを条 写真に示すように、スライド可能な
写真に示すように、スライド可能な
4 本支柱とスプ
4 本支柱とスプ
件出しに利用し、加速電圧は低めにしてマスク材
件出しに利用し、加速電圧は低めにしてマスク材 リングを組み合わせた台の内部に、本研究用に
リングを組み合わせた台の内部に、本研究用に
のフォトレジストにエネルギーの高いイオンが当
のフォトレジストにエネルギーの高いイオンが当 設計したジグを介して金型とスケール母材を置き、
設計したジグを介して金型とスケール母材を置き、
たらないようにし、凹凸の高低差を得るようにした。
たらないようにし、凹凸の高低差を得るようにした。 室温にて冷間加工した。金型潤滑剤は利用しな
室温にて冷間加工した。金型潤滑剤は利用しな
4040
分後は太いパターンではレジストが残ってい
分後は太いパターンではレジストが残ってい かった。試作条件の中では最大の油圧荷重であ
かった。試作条件の中では最大の油圧荷重であ
たが、細いパターンのレジストはもともと薄かった
たが、細いパターンのレジストはもともと薄かった る る
29.4MPa
でプレスした結果が、最も明瞭な形
29.4MPa
でプレスした結果が、最も明瞭な形
と考えられ、無くなっていた。これは図
4 の初期レ
と考えられ、無くなっていた。これは図
4 の初期レ 状転写を示した。スケール母材の外形
状転写を示した。スケール母材の外形
13.4mm
13.4mm
Ｄ－８
Ｄ－８

−8−

の円領域に油圧荷重が均一にかかったとすると、
の円領域に油圧荷重が均一にかかったとすると、
289MPa
289MPa
となる。これは、SUS304
となる。これは、SUS304
材料の降伏点
材料の降伏点
5)
5)
255MPa
以上の荷重である
255MPa
以上の荷重である。 。
図図
8 は、プレス加工して得られたハブ付き金属
8 は、プレス加工して得られたハブ付き金属
スケールである。図
2(a)の部品の裏面から見て
スケールである。図
2(a)の部品の裏面から見て
いる。真ん中の穴はモータ回転軸を通すための
いる。真ん中の穴はモータ回転軸を通すための
ものである。5
つの格子トラックが転写されている。
ものである。5
つの格子トラックが転写されている。
特に最外周のトラックは虹色を呈している。
特に最外周のトラックは虹色を呈している。
形状転写の評価を行った。図
9(a)は金型内側
形状転写の評価を行った。図
9(a)は金型内側
の、最も太いピッチ約
23m
の格子領域を、白
の、最も太いピッチ約
23m
の格子領域を、白
色干渉計を利用して測定した高低マップであ
色干渉計を利用して測定した高低マップであ
る。複数の計測画像をつなげた。格子パターン
る。複数の計測画像をつなげた。格子パターン
が明瞭である。図
9(b)は格子が転写された側の
が明瞭である。図
9(b)は格子が転写された側の
金属スケールである。金型では青色表示されて
金属スケールである。金型では青色表示されて (a)(a)

mold
mold
sample
sample
mold
mold

(c) (c)

(b)(b)

(d)(d)

図図
9: 9:
最大ピッチ（約
最大ピッチ（約
23m）格子における
23m）格子における
型の
(a)高低マップと(b)断面プロファイル。
型の
(a)高低マップと(b)断面プロファイル。
金属スケールの(c)高低マップと(d)SEM
像。
金属スケールの(c)高低マップと(d)SEM
像。

(b)(b)

図図
7: 7:
使用したプレス機。拡大写真は金型周
使用したプレス機。拡大写真は金型周
辺の様子。
辺の様子。

いた比較的低い形状が、金属スケールでは赤色
いた比較的低い形状が、金属スケールでは赤色
表示の高い形状となって、凹凸が反転している。
表示の高い形状となって、凹凸が反転している。
スケール材料の
SUS304
が変形して、金型の凹
スケール材料の
SUS304
が変形して、金型の凹
みに押し出されたと理解できる。図
9(c)は格子部
みに押し出されたと理解できる。図
9(c)は格子部
分の断面プロファイルの一つである。金型の格子
分の断面プロファイルの一つである。金型の格子
形状の上面は比較的平坦
、凹凸高低差は
形状の上面は比較的平坦
でで
、凹凸高低差は
0.7-0.8m
である。対して図
9(d)の金属スケ
0.7-0.8m
である。対して図
9(d)の金属スケ
ール面は、格子凹凸形状は高低差
0.3-0.6m
ール面は、格子凹凸形状は高低差
0.3-0.6m
と低くなった。これはプレス荷重が比較的小
と低くなった。これはプレス荷重が比較的小
さく、完全に形状を転写するほどではなかっ
さく、完全に形状を転写するほどではなかっ
たためと考えられる。高低差の変動原因は、
たためと考えられる。高低差の変動原因は、
金属スケール母材(Ra0.8)には若干の研磨仕
0.8)には若干の研磨仕
金属スケール母材(Ra
上げをかけたが、切削痕が残っており、これ
上げをかけたが、切削痕が残っており、これ
が場所により金型との接触の仕方に変化を与
が場所により金型との接触の仕方に変化を与
えたことである。図
9(b)のマップには、この
えたことである。図
9(b)のマップには、この
切削痕が横方向の筋として観察されている。
切削痕が横方向の筋として観察されている。

tracks
tracks
図図
8: 8:
製作したハブ一体型ロータリーエンコ
製作したハブ一体型ロータリーエンコ
ーダ金属スケール。
ハブは反対面にあり中心
ーダ金属スケール。
ハブは反対面にあり中心
穴にモータの回転軸が通る。
穴にモータの回転軸が通る。

表表
1:1:
金型と転写サンプル上の高低差。
金型と転写サンプル上の高低差。
表表
中の
はプレス起因で剥がれたと思われる
中の
はプレス起因で剥がれたと思われる
ゴミが多く観察されたことを示す。
ゴミが多く観察されたことを示す。
Scale
Scale
pitch
pitch
Height
Height
[m]
[m]
[m]
[m]
Mold
Mold
Metal
Metal
scale
scale
0.7-0.8
0.3-0.6
0.3-0.6
21.48-24.55
21.48-24.55 0.7-0.8
12.43-13.96
12.43-13.96 0.6-0.8
0.6-0.8
0.25-0.5
0.25-0.5
7.06-7.83
7.06-7.83
0.2-0.8
0.2-0.8
0.2-0.5
0.2-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.4
0.3-0.4
* *
3.95-4.34
3.95-4.34
2.19-2.38
2.19-2.38
0.30.3
* *
0.30.3
* *

Ｄ－９
Ｄ－９
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図図
11:
11:
格子スケールにレーザスポットを
格子スケールにレーザスポットを
当てたさいの回折像。
当てたさいの回折像。
表表
2:2:
金型にグリーンレーザを照射した
金型にグリーンレーザを照射した
ときの
 次回折角の理論と実験値。
ときの
 次回折角の理論と実験値。
 

(

(a) (a)
(

(c) (c)

Scale
Scale
pitch
pitch
[m]
[m]

(b) (b)

21.48-24.55
21.48-24.55
12.43-13.96
12.43-13.96
7.06-7.83
7.06-7.83
3.95-4.34
3.95-4.34
2.19-2.38
2.19-2.38

Diffraction
Diffraction
angle
angle
[°][°]
Theory
Theory Experiment
Experiment
1.32
1.32
2.31
2.31
4.10
4.10
7.37
7.37
13.46
13.46

1.35
1.35
2.32
2.32
3.96
3.96
7.41
7.41
13.3
13.3

(d) (d)

図図
10:10:
最小ピッチ
最小ピッチ
（約
（約
2m）
2m）
格子における
格子における
型の(a)高低マップと(b)SEM
像。金属スケ
型の(a)高低マップと(b)SEM
像。金属スケ
ールの(c)高低マップと(d)SEM
像。
ールの(c)高低マップと(d)SEM
像。

表表
1 は、5
1 は、5
種類の格子に対して、金型と金属ス
種類の格子に対して、金型と金属ス
ケール上の凹凸高低差をまとめたものである。真
ケール上の凹凸高低差をまとめたものである。真
ん中のピッチ約
7.5m
の格子までは、
金型の高
ん中のピッチ約
7.5m
の格子までは、
金型の高
低差
0.8m
が得られている。イオンミリング
低差
0.8m
が得られている。イオンミリング
のエッチング深さに対応し、マスク材のフォ
のエッチング深さに対応し、マスク材のフォ
トレジスト膜が最後まで残っていたことを示
トレジスト膜が最後まで残っていたことを示
す。
転写された金属スケールは、金型の高低差よ
す。
転写された金属スケールは、金型の高低差よ
りも低く、格子ピッチが細かくなるほど高低差が低
りも低く、格子ピッチが細かくなるほど高低差が低
くなる傾向がみられる。
くなる傾向がみられる。
図図
10(a)は、最も細いピッチ約
2m
の格子領
10(a)は、最も細いピッチ約
2m
の格子領
域である。図の上部にある平坦部（イオンミ
域である。図の上部にある平坦部（イオンミ
リングによるエッチング工程の最後までレジ
リングによるエッチング工程の最後までレジ
スト膜が残っていた領域）よりも全体的に格
スト膜が残っていた領域）よりも全体的に格
子領域が低い位置にあり、全面でエッチングされ
子領域が低い位置にあり、全面でエッチングされ
ている。ライン形状はところどころ途切れている。
ている。ライン形状はところどころ途切れている。
図図
10(b)は、金属スケールの形状である。格子の
10(b)は、金属スケールの形状である。格子の
高低差は更に低くなっているが、形状は転写され
高低差は更に低くなっているが、形状は転写され
ている。
ている。
金型は３回のプレス加工を行った後で計測した
金型は３回のプレス加工を行った後で計測した
ため、形状に影響が出ていると考えられる。目立
ため、形状に影響が出ていると考えられる。目立
った領域を表
1 中の*で示す。図
9 と同様に断面
った領域を表
1 中の*で示す。図
9 と同様に断面
プロファイルを示すのではなく、SEM
像を図
プロファイルを示すのではなく、SEM
像を図
10(c)と(d)に示す。格子溝に加えて、細かなゴミ
10(c)と(d)に示す。格子溝に加えて、細かなゴミ
が観察される。なお、今回はイオンミリング加工の
が観察される。なお、今回はイオンミリング加工の
し易さを重視したため、SKD11
を硬化せずにプ
し易さを重視したため、SKD11
を硬化せずにプ
レスした。真空焼き入れした金型は、イオンミリン
レスした。真空焼き入れした金型は、イオンミリン
グした微細な格子形状を変化させたためである。
グした微細な格子形状を変化させたためである。

今後は、真空焼き入れ後に、平面研磨やフォトリ
今後は、真空焼き入れ後に、平面研磨やフォトリ
ソグラフィによるエッチング加工を行う。これらの
ソグラフィによるエッチング加工を行う。これらの
対策により、金型材料本来の材料性能と、微細な
対策により、金型材料本来の材料性能と、微細な
格子が得られると考えられる。
格子が得られると考えられる。
は最小ピッチの格子スケールにグリーン
図図
11 11
は最小ピッチの格子スケールにグリーン
レーザ（波長
532nm）を照射したときの、回折像
レーザ（波長
532nm）を照射したときの、回折像
である。図の中心にある丸穴を通してレーザビー
である。図の中心にある丸穴を通してレーザビー
ムを格子に照射し、反射スポットをスクリーンで観
ムを格子に照射し、反射スポットをスクリーンで観
察した。図
からは格子形状が乱れていること
察した。図
10 10
からは格子形状が乱れていること
が認識されたが（スポット位置以外の散乱光が多
が認識されたが（スポット位置以外の散乱光が多
いことが関係する）、±1
次の光スポットは明瞭で
いことが関係する）、±1
次の光スポットは明瞭で
ある。表
2 は、回折スポットが生じる角度の理論
ある。表
2 は、回折スポットが生じる角度の理論
値と実験値のリストである。全てのトラックから回
値と実験値のリストである。全てのトラックから回
折スポットが観察され、その角度は理論とよく合
折スポットが観察され、その角度は理論とよく合
致した。㻌
致した。㻌
㻌 㻌
５．まとめ（結言）㻌
５．まとめ（結言）㻌
㻌 機械加工で用意された金型に、フォトリソグラフ
㻌 機械加工で用意された金型に、フォトリソグラフ
ィ加工を施して微細な格子形状を刻み、更にこの
ィ加工を施して微細な格子形状を刻み、更にこの
格子を冷間プレス加工によってハブ一体型ロー
格子を冷間プレス加工によってハブ一体型ロー
タリーエンコーダ金属スケールを製作した。
タリーエンコーダ金属スケールを製作した。
最も細かい格子は、パターン幅約
最も細かい格子は、パターン幅約
1m
1m
である。
である。
質的改善は必要なものの、金型に形状を刻むこ
質的改善は必要なものの、金型に形状を刻むこ
とができることと、金属スケールに形状転写で
とができることと、金属スケールに形状転写で
きることを確認した。
きることを確認した。
本内容は学会発表予定で
本内容は学会発表予定で
㻢㻕 㻢㻕
ありあり
、更に発展させる。㻌
、更に発展させる。㻌
本結果から、製作技術に必要な改善点が明確
本結果から、製作技術に必要な改善点が明確
になった。金属スケールを旋盤加工したさいの切
になった。金属スケールを旋盤加工したさいの切
削痕は、より念入りに研磨して除去することが必
削痕は、より念入りに研磨して除去することが必
要である。より正確には、金型材料
SKD11
の熱
要である。より正確には、金型材料
SKD11
の熱
処理による表面粗さ増加が無視できないレベル
処理による表面粗さ増加が無視できないレベル

Ｄ－１０
Ｄ－１０
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であり、熱処理を済ませて研磨してからフォトリソ
グラフィ微細加工をするべきである。機械加工と
フォトリソグラフィ加工技術の長所同士を組み合
わせるための知見となった。㻌
㻌
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