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Study on Precision Cutting of Non-Axi-Symmetric Aspherical Surface (2nd Report)
- Precision Machining of Micro Lens Array by 3-Axes Controlled Shaper with Diamond Tool Hirofumi SUZUKI, Katsuji FUJII, Tadashi OKINO, Toshiro HIGUCHI
Takashi YOKOYAMA, Takayuki KITAJIMA and Shigeki OKUYAMA
This paper deals with a precision cutting (shaper) of micro non-axi-symmetric aspherical surface by use of a single crystal diamond
tool. Ultra-precision cutting (shaper) system of micro non-axi-symmetric aspherical surface was developed. In this system, a round
shaped single crystal diamond tool was used and it was controlled 3-dimentionally with 1nm resolution by linear scale feedback
system. At first, the effects of the tool radius error on the workpiece form accuracies and the effects of the tool pickfeed rate on the
workpiece surface roughness were simulated in case of micro lens array surface and its compensation methods were discussed. And a
compensation system for the tool deviation profile was developed, which can compensate the tool path based on the tool deviation
profile. In the cutting tests, the molding dies of Ni-P alloy for micro lens array (fly eye lens) were examined.
Key words: non-axi-symmetric aspherical surface, micro lens, single crystal diamond cutting, calculation of tool path, depth of cut,
pickfeed rate, workpiece form accuracy, surface roughness, cutting force, compensation machining

工が可能となっている２)～４)．
１． 緒

言
それに対して，著者らは図 1 に示すようにダイヤモンドアー

近年，ＩＴ産業の発展に伴い様々な非球面光学素子が多種多

ルバイトを回転させないで３軸制御し，シェーパ加工により自

用な光学デバイスに用いられるようになっている．特に，光通

由曲面を超精密切削する方法を提案した５)．前報では，大きな

信デバイスにおいてはマイクロ非軸対称非球面形状の光学素

極率半径のトロイダル形状の工作物の精密加工を行うために，

子のニーズが増大しており,今後益々，微小化および複雑形状

アールバイトの刃先における曲率半径のオフセット誤差，バイ

化が要求されるものと考えられている．

トの送りピッチなどの誤差要因が工作物の形状精度に与える

軸対称の非球面は，刃先が円弧形状となった単結晶ダイヤモ

影響について幾何学的な側面からシミュレーションを行い，そ

ンドバイト（アールバイト）を用い，主軸と同時２軸ＣＮＣの

れらが工作物の加工形状精度や表面粗さに与える影響につい

案内テーブルにより構成された加工機による切削加工法（旋

て検討した．さらに，この計算結果を基にそれらの補正法を提

削）で超精密加工が可能となっている．プラスチックレンズと

案し，実際にプラスチックレンズ成形用の黄銅製型材を用いて

その射出成形用の無電解ニッケルめっき型などの非球面形状

補正加工実験を行い，その補正の効果について検証を行い，シ

の超精密切削加工においては，ダイヤモンドバイトの刃先の輪

ェーパ加工による曲面の超精密切削の可能性を示した．

郭度誤差を何らかの方法で計測し，このデータに基づいて補正

本報では，複数の軸対称非球面で構成されるマイクロレンズ

することにより，加工形状精度は大幅に向上し，0.1μm 以下

アレイ成形用金型に本シェーパ加工法を適用し，シェーパ加工

の精度の切削加工も実用化されている 1)．一方，レーザプリン

法によるマイクロ微細形状光学部品の精密加工の可能性につ

タやファックス用のエフシータレンズなどに代表される非軸

いて検討したので報告する．

対称非球面形状のニーズに対しては，ダイヤモンドアールバイ
トをスピンドルに取り付けて回転させながら，２～５軸制御さ
せて形状を創成する切削方式（フライカット法）により精密加
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Fig.1 Shaper of non-axi-symmetric aspherical surface
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Fig.2 Shape of micro lens array die
Fig.4 Calculations of tool path

たがって，刃先が円弧形状となったアールバイトの切れ刃半径
とバイトのすくい角を考慮に入れて，バイトの軌跡を計算する
必要がある．その計算方法を以下に示す．
2.3 工具軌跡の
工具軌跡の計算法
いま図 3 に示すように，すくい角 0 ﾟのバイトを X 軸方向に
α傾斜させて設置した場合を考える．バイトをα傾斜させるの
はバイトの逃げ面と被切削面とが干渉するのを防ぐためであ
る．アールバイトのすくい面における円弧中心を工具基点 O と

Fig.3 Tool path

呼ぶことにし，この工具基点 O と切削点 C（Xc，Yc，Zc）との
関係は次式で与えられる５）．
X o = X c＋

A
A + B2 + C 2
2

２． シェーパ加工法
シェーパ加工法によるマイクロアレイの
加工法によるマイクロアレイの切削
によるマイクロアレイの切削の
切削の原理
Yo = Yc +

2.1 マイクロアレイ
マイクロアレイの形状
マイクロレンズアレイは図 2 に示すように複数の軸対称

Zo = Zc +

非球面形状で構成されており，jk 番目の非球面の半径方向

B
A2 + B2 + C 2
C
A + B2 + C 2
2

･R

(3)

･R
･R

位置を rjk，Z 方向の位置を Zjk とすると，各非球面は次式で
表される．

ここで，

Cv･rjk

n

２

Z jk (rjk ) =

1 + 1 - (k + 1)･Cv ･rjk
2

2

+ ∑Ci･rjk

i

i=1

ここで，Cv，K，Ci（i=1～n）は非球面定数である．

とすると，次式の関係が得られる．

X jk + Y jk
2

2

(4)

である．また，非軸対称非球面の形状関数は Z=f(X,Y)と表す

また，工作物の X 軸方向，Y 軸方向の座標をそれぞれ X，Y

rjk =

A＝(1－cos2α)･a－sinαcosα･c
B＝b
C＝(1－sin2α)･c－sinαcosα･a

(1)

ことができ，切削点 C（Xc，Yc，Zc）における法線ベクトルは
次式で与えられる．

∂Z
 ∂Z
n(a, b, c) =  −
,−
,
∂Y
 ∂X

(2)

本実験で検討したレンズ形状は，約 1.4mm の近似曲率半径の


1


(5)

なお，図ではバイトの傾斜角αは負の値をとる．

非球面（有効径:φ1mm）であり，□7mm の面に 5 個×5 列の非

また母性原理上，機械の縦軸は大きな加速度を与えることは

球面がピッチ 1mm で配列している．型材として無電解 Ni メッ

困難である．特に変極点では駆動誤差が大きくなるため，駆動

キ面を用いた．

距離が最も小さい工作物の Y 軸方向を縦軸になるように設定

2.2 シェーパ加工
シェーパ加工による
加工による曲面
による曲面の
曲面の鏡面創成法
工作物の被加工面を図 3 に示すように⊿X，⊿Y のピッチで

した．すなわち，工作物の加工面が横方向に向くように設置し
た．

碁盤目状に分割し，それぞれの点を通過するように直線補間す

３． 切削諸要因
切削諸要因が
諸要因が加工精度に
加工精度に与える影響
える影響
ることによりアールバイトを X 方向に駆動する．さらに⊿Y の
送りを与えてバイトを同様に X 方向に駆動し，これらの一連の

上述のように非軸対称の非球面を切削する場合，バイト軌跡

バイトの走査により非軸対称の非球面を創成するものである．

の分割幅⊿X，⊿Y，バイトの切れ刃の曲率半径誤差により工作

この際，アールバイトの刃先を切削点が円弧状に移動する．し

物に形状誤差が生じる．以下ではこれらの各誤差要因が形状精

度に与える影響についてシミュレーションを行い，最適な補正
加工法の検討を行う．

3.1 バイト軌跡
バイト軌跡の
軌跡の分割幅⊿
分割幅⊿X の影響
工作物の X 軸方向の断面における近似曲率半径 RX とすると，
図 5(a)に示すように各点をバイトが直線補間しながら駆動す
るので，表面粗さ（Ry）は近似的に次式で表される．

Ry≒

∆X2
8･Rx

(6)
(a)
Fig.5

例として，アールバイトを用い X 軸方向の断面形状が曲率半

(b)

Effects of ⊿X on surface roughness

径 RX=0.7mm，1.4mm，3.0mm の円弧形状を切削する場合を考え
る．X 軸方向の分割幅⊿X に対応して図 5(b)に示すような表面
粗さが得られる．縦軸 Ry は参照形状を円弧として計算したと
きの最大高さに相当する．RX=1.4mm の場合，表面粗さを 10nmRy
以下に抑えるには，X 軸方向の分割幅⊿X を約 10.6μm 以下に
する必要があることがわかる．

3.2 バイト軌跡
バイト軌跡の
軌跡の分割幅⊿
分割幅⊿Y（ピックフィード）
ピックフィード）の影響
図 6(a)に示すようにバイトの切れ刃半径 R，傾き角α=0 ﾟ，
工作物の Y 軸方向の断面における近似曲率半径 Ry とすると，
表面粗さ（Ry）は近似的に次式で表される．

Ry≒

(a)

∆Y２ 1 1 
−
8  R Ry 

(7)

Fig.6

(b)
Effects of ⊿Y on surface roughness

ここで，工作物の Y 軸方向の断面における近似
曲率半径 Ry は平面で∞，凸面の場合は Ry＝－Ry
と負の値をとるものとする．
例として，切れ刃半径 R＝0.45mm のアールバイ
トを用い，Y 軸方向の断面形状が曲率半径 Ry＝0.7
mm，1.4mm の円弧形状（凹面）と，Ry＝∞の平面形
状を切削する場合を考える．Y 軸方向の分割幅⊿Y
に対応して図 6(b)に示すような表面粗さが得られ
る．縦軸 Ry は参照形状を円弧として計算したとき
の最大高さに相当する．RX=1.4mm の場合，表面粗

(a)

さを 10nmRy 以下に抑えるには，Y 軸方向の分割幅⊿Y を約 7.3

Fig.7

(b)
The effect of tool radius error ⊿R on the
workpiece form error

μm 以下にする必要があることがわかる．

3.3 バイト切
バイト切れ刃の曲率半径誤差の
曲率半径誤差の影響
傾き角α＝0 のバイトの切れ刃半径 R に誤差⊿R が存在する
場合，図 7(a)の Y 軸方向断面図に示すように工作物の加工精

抑えるには，アールバイトの曲率半径誤差|⊿R|を約 0.6μm 以

度に誤差が生じる．工作物上の切削点の傾き角をθとすると，

下の精度で調整する必要があることがわかる．

その Z 軸方向の誤差曲線 E⊿R(θ)は近似的に次式で表される．

そこで，切削加工後の形状誤差から式(8)により⊿R を求め
た後，バイトの曲率半径 R'を次式のように補正し，式(4)のバ

E⊿R(θ)≒ - ⊿R･ (

1
−1
cos θ

)

イトの基点(Xo，Zo)を再計算し修正加工すれば良い．
(8)

R'＝R + ⊿R

(9)

例として，Y 軸方向の断面形状が曲率半径 Ry＝1.4mm の円弧

４． 切削加工実験
形状（凹面）の工作物を切削する場合を考えると，アールバイ
トの曲率半径の誤差⊿R に対応して図 7(b)に示すような形状

一般にプラスチック射出成形用の非球面金型には，無電解ニ

誤差曲線が得られる．縦軸 E⊿R(θ)は目標加工形状からの誤差

ッケルをめっきしたものや黄銅製型材が広く用いられている．

で，横軸 Y は工作物の Y 軸方向の位置である．また，切削点の

本加工実験では図 1 の非球面形状の工作物を用いて検討を行

傾き角θも合わせて表示する．この誤差曲線は断面形状の係数

った．

の差異により若干異なるが，一般的に Y＝0 近傍で連続な誤差

4.1 非球面切削装置および
非球面切削装置および切削
および切削システム
切削システム

曲線となる．θが最大 30 ﾟの場合，加工精度を 0.1μm 以下に

駆動装置として，同時 4 軸（X,Y,Z,C）制御の超精密加工機

Table 1

Cutting conditions

Tool

Single crystal diamond

Radius curvature

R=0.45 mm

Rake angle

α=-30 ﾟ

Relief angle

β=34 ﾟ

Divided pitch in X-axis

⊿X=10 μm

Pickfeed (Y-axis)

⊿Y=6 μm

Depth of cut (Z-axis)

δ=1 μm

Feed rate (X-axis)

V=5 mm/min

Coolant

Oil mist

Fig.8 Schematic illustration of ultra precision
cutting machine

Fig.10

Positioning error of the machine

Fig.9 Photograph of ultra precision cutting machine

ULG100A(H3)（東芝機械製）を用いた．分解能 1nm のガラスス
ケールにより計測制御される．その概略図および外観を図 8 お
よび図 9 に示す．駆動テーブルは V-V 溝面にニードルを配置し
た転がり案内である．X，Y，Z 軸の位置決め最小分解能は 1nm
である．Z 軸テーブルの上には主軸（C 軸）が取り付けられ，
工作物がジグを介して真空チャックにより取り付けられる．Y
軸テーブルには回転スピンドル（最大回転数は 5×104min-1 の
空気静圧軸受）が取り付けられているが，本実験では静止させ

Fig.11

Cutting process of aspherical surface

た．ＮＣプログラムはパーソナルコンピュータ（64 ビット）
により計算・作成し，逐次コントローラのバッファに転送し，
ＤＮＣ運転しながら，X，Y，Z 軸の同時３軸制御して加工した．

4.2 切削条件
□7mm の無電解 Ni メッキした工作物を，真空チャックによ
りジグを介して主軸（C 軸）に固定した．切削条件を表 1 に示
す．工具としては切れ刃の曲率半径 R＝0.45mm を用い，傾斜ジ
グにより取り付け，救い角を-30 ﾟに，逃げ角を 34 ﾟとした．
この場合形状が曲面であるため，加工点でのすくい角は－60
～30 ﾟと逐次変化することになる．バイトの送り速度は V＝
5mm/min に固定し，バイトの切込み量（Z 軸方向）をδ＝1μm

Fig.12

Photograph of machined micro array die

に，Y 軸方向の送り量（ピックフィード）を⊿Y＝6μm に固定
した．そして各レンズ面を１個づつ順に仕上げた.
また，曲率半径 1.4mm の円弧形状を切削したときの象限突起

ることが要求されるため，送り速度をこの値にして仕上げた．

の大きさを図 9 に示す．送り速度を 2～100mm/min と変化させ

4.3 非軸対称非球面の
非軸対称非球面の切削実験

た．図より形状精度 0.1μmP-V を得るには V=5mm/min 以下であ

工作物は図１に示すように，□7mm の面に 5 個×5 列の軸対

同．

Fig.13

3-D topography of machined workpiece
(a) Center
Fig.15

(b) Boundary region

Nomarski micrographs of machined surface

同様であった．この加工後のノマルスキー顕微鏡写真を図 15
に示す．(a)は中央部の写真であり，シェーパ加工でも十分な
鏡面加工が得られることがわかる．また(b)はレンズ間の境界
部であり，とがったエッジが得られているのがわかる．

５． 結

言

本報告では位置決め分解能 1nm の 4 軸制御（X,Y,Z,C）のマ
イクロ非軸対称非球面用の超精密加工システムを開発し，微小
(a) X-direction

な単結晶ダイヤモンド製アールバイトを用いた鏡面シェーパ
加工の鏡面加工の検討を行った．被削材に無電解 Ni メッキ製
のマイクロレンズアレイ金型を用いて試作実験を行って得ら
れた主な結果を以下に示す．
(1) アールバイトの刃先の曲率半径誤差，バイトの送りピッ
チなどの誤差要因が，マイクロ曲面形状の工作物の形状
精度に与える影響について幾何学的な側面からシミュ
レーションを行い，それらが工作物の加工形状精度や表
面粗さに与える影響を示し，加工条件の適正化を行った．
(2) 上記(2)の計算結果を基づく補正加工実験を行い，微小
なダイヤモンドバイトによるマイクロシェーパ加工に
おいても，約 0.1μmP-V の形状精度が得られるなど，高

(b) Y-direction
Fig.14

い形状精度が得られる．

Form deviation profiles of cut workpiece

(3) 微小なダイヤモンドバイトによるマイクロシェーパ加
工においても，高い鏡面性が得られることが明らかとな
った．

称非球面がピッチ 1mm で配列しており，端から１つずつ加工し
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