
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ものづくり企業を応援します！ 

御社の問題解決・研究開発にご活用下さい！

産技研のものづくり加工技術 
- 機械金属部 加工成形系のご紹介 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府立産業技術総合研究所

 

加工成形系で対応可能な技術領域 
 
◆対応業種･対象商品は 
  機械・金属・プラスチック製品製造業を主な対象に 
  ・精密機械部品 
  ・自動車部品 
  ・金型 
  ・情報通信機器 
  ・電気/電子機器 
  ・医療/福祉機器 
  ・生活用品 
 
 
◆対応可能な加工法、計測・評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・精密測定： 寸法精度、形状精度、表面粗さ 

・材料特性： ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料試験（引張り・曲げ・圧縮）/ 

SEM 観察・元素分析/金属材料に関する試験（硬さ） 

製品設計 

↓ 

加工技術 
↓ 

計測・評価 

・マイナスの加工（素材の一部を除去して形状を創り出す） 

    機械加工、放電加工、レーザ加工、超精密加工 

・±ゼロの加工（材料を変形させて形状を創り出す） 

    塑性加工、プラスチックス成形加工 

・プラスの加工（材料を付加して形状を創り出す） 

    積層造形法（RP） 



 

 

加工成形系で保有する加工機･評価装置の一覧 
 

 

 

◆機械加工技術に関する開放機器 （担当：藤原久一、安木誠一） 

  ①超高速マシニングセンタ、②CNC 工作機械、③ものづくり用汎用工作機械、 

  ④水晶圧電式切削動力計、⑤アーム式デジタイザ、⑥赤外線サーモグラフィ 

 

◆電気加工技術に関する開放機器 （担当：南 久、渡邊幸司） 

  ①微細創成放電加工機、②微細複合加工システム、③精密ワイヤ放電加工機、 

  ④電子ビーム仕上げ加工装置 

 

◆精密測定技術に関する開放機器 （担当：足立和俊、本田索郎） 

  ①超精密非球面形状測定システム、②白色干渉顕微鏡、③触針式表面粗さ計 

  ④三次元画像測定器、⑤輪郭形状測定機、⑥真円度測定機 

 

◆塑性加工技術に関する開放機器 （担当：白川信彦、中本貴之、四宮徳章） 

  ①ＡＣサーボプレス、②冷温間成形油圧プレス、③ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ装置、 

  ④金属粉末ＲＰ、⑤熱間加工再現試験装置、⑥自動型万能深絞り試験機 

 

◆プラスチック成形加工技術に関する開放機器 （担当：吉川忠作、奥村俊彦）

  ①キャピラリーレオメータ、②プラスチックＣＡＤ／ＣＡＥ、③プラスチックＲＰ、

  ④多層膜製造装置、⑤１０トン材料試験機、⑥低負荷疲労試験機 

 

◆レーザ加工機、表面観察･分析装置 （担当：萩野秀樹、山口拓人） 

  ①高出力半導体レーザ加工機、②ファイバーレーザ微細加工装置、 

  ③分析機能付き走査型電子顕微鏡 

 

 

 

 

 

技術のことならなんでもご相談下さい！ 
総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

産技研ホームページ http://tri-osaka.jp/ 

機械金属部 加工成形系 山口勝己 

 

 

 

 

大阪府立産業技術総合研究所

http://tri-osaka.jp/


 

 

 

 

 

御社の問題解決・研究開発にご利用下さい！ 

精密加工・計測分野（機械加工）の開放機器のご案内 

超高速マシニングセンタ （機器開放：4,000 円/時間） 

 空気静圧軸受を搭載した、主軸回転数 30,000min-1 の超高速マシニ

ングセンタです。（東芝機械株式会社製：ASV650T） 

一般的なベアリング軸受は高速回転時の発熱が問題となりますが、空

気静圧軸受は機械的接触がないため、発熱がほとんどなく、回転精度

も高精度（0.07μm 以下）であることが特徴です。 

プレハードン鋼の高速切削加工、φ0.1mm 以下の微小径穴加工を得意

とします。 

 

ＣＮＣ工作機械(マシニングセンタ、ＮＣ旋盤) （機器開放：2,800 円/時間） 

工具や切削油剤の性能評価試験（切削試験）や、各種試

作加工などが行えるよう、プログラムによる自動運転がで

きるＣＮＣ工作機械として、以下の３機種を整備し開放し

ています。 

①小型マシニングセンタ（ファナック ロボドリル α-T14iFa） 

②中型マシニングセンタ（森精機 DuraVertical 5060） 

③ＮＣ旋盤（オークマ LB15Ⅱ） 

①、②ともにスピンドルスルークーラントが使用可能です。

また、自動運転プログラム作成の補助機能が備わっており、

切削試験時の繰返し加工や、複数工具による部品加工など

を、初めての方でも比較的簡単に行うことができます。 

 

ものづくり用汎用工作機械 （機器開放：1,600 円/時間） 

試験片の作成や簡易冶具の作成に使用する、汎用的

な工作機械群です。水晶圧電式切削動力計を取り付け

ることにより、工具や切削油剤の性能評価試験（切削

試験）にも使用できます。 

汎用フライス盤（立型・横型）、旋盤、平面研削盤、

帯のこ盤、ボール盤などを取り揃えています。 

初心者の方でも、簡単な操作説明を受けて頂いた後、

ご使用いただけます。（写真は平面研削盤：

PSG-52EXB（岡本工作機械製作所製）） 

 
 



水晶圧電式切削動力計 （機器開放：2,700 円/時間） 

 工具や切削油剤の評価試験（切削試験）を行う際に、当

所保有の工作機械に設置して、切削加工時にかかる力を測

定する装置です。力の検出に水晶圧電素子を用いており、

高剛性で固有振動数が高く、また、分解能が高いため、大

きな力の微小な動的変化を捉えることができます。 

。 

旋削や穴あけといった加工形態や加工機の違いに応じた

測定を行えるよう、３軸方向の力を測定するタイプ、トル

クも測定できるタイプ、主軸に直接取り付けるタイプなど、

複数の切削動力計を用意しています（写真は３軸タイプ）

 

 

アーム式デジタイザ（シムコアINFINITE（６軸））  
   （機器開放：2,000 円/時間） 

 ワークを置くだけで、簡単に空間座標が測定できるポータブル三次元

測定機です。ノギスやマイクロメータを使う手軽さで、三次元的な寸法

測定が可能です。主にプレス成形部品、樹脂部品の形状測定に向いてい

ます。さらに高精度な測定をご希望の場合には、恒温恒湿室に設置の三

次元画像測定機（ミツトヨ製 Quick Vision PRO）をご利用下さい。 

測定範囲：φ1.8m（球状空間） 

ポイント繰返し精度：16μm 

３次元長さ精度：23μm  

 

赤外線サーモグラフィ （機器解放：2,700 円/時間） 

物体の温度に応じて表面から放射される赤外線をとらえ

て、非接触で物体の表面温度分布を測定するカメラです。静

止画だけでなく、最大 120fps の熱動画の撮影が可能で、動

きのあるものや、温度状態の変化を記録することができます。

測定温度範囲は-40～1500℃と、低温から高温まで対応可能

です。ＰＣと接続すれば、付属のソフトによって、撮影した

熱動画からの静止画の切り出しや、温度変化のグラフ作成な

どの解析もできます。 

 

技術のことならなんでもご相談下さい！ 
総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

機械金属部 加工成形系（精密加工・計測分野） 

 機械加工に関すること 

藤原 久一（ふじわら ひさかず） 

    安木 誠一（やすき せいいち） 

大阪府立産業技術総合研究所



 
 

 

御社の問題解決・研究開発にご利用下さい！ 

精密加工・計測分野（電気加工）の機器のご案内 

微細創成放電加工機 （受託研究、依頼試験 6,100 円/時間） 

微細放電加工は、微小形状を比較的高能率に加工することができ、

特に従来の機械加工では困難であったアスペクト比の高い加工が可

能です。本加工装置は、総型電極を製作することなく、単純形状電極

をＮＣ制御し、二次元もしくは三次元的な複雑形状をＮＣフライス盤

のように創成加工することができます。また、機上で工具電極を成形

する機能を持っているため、工具の成形から加工までを同一機上で一

貫して行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

微細複合加工システム （受託研究、依頼試験） 

本加工装置は、高精度微細加工を目的として、マイクロ放電加工、

微細切削・研削加工、マイクロ工具の成形、機上形状測定機能を持

った複合加工システムです。数μm 以下の超微細穴や溝などの加工

が可能です。情報・通信、医療関連分野やリチウムイオン電池、太

陽電池などの新エネルギー分野など幅広い産業分野で要望されるマ

イクロ金型や微細部品の加工に利用できます。試作・研究開発支援

ツ－ルとしてご活用下さい。 

1mm1mm1mm1mm 1mm1mm
1mm1mm1mm1mm
1mm1mm

1mm1mm1mm1mm 1mm1mm
1mm1mm1mm1mm
1mm1mm

  

 



精密ワイヤ放電加工機 （受託研究、依頼試験 6,300 円/時間） 

本加工装置は、各駆動軸にリニアモ－タが配置されており、バ

ックラッシの無い正確な位置決め制御と高応答性を有し、サブミ

クロンレベルの加工が可能です。加工液は絶縁性放電加工油を用

いるため、水を加工液とするワイヤ放電加工機に比べて電解腐食

の問題が全くありません。このため、工作物表面の錆や変色、材

料組成への影響がなく、超硬合金や焼結ダイヤモンドなどの加工

には最適です。また、直径 50μm のワイヤ電極を使用することが

できるため、微細形状加工にも利用できます。 

 

水中加工 油中加工  

 

電子ビ－ム仕上げ加工装置 （受託研究） 
 

 

本加工装置は、高電圧で加速された電子ビームを試料表面に照射

し、表面層を溶融再凝固させることで、ごく短時間に平滑な表面に

仕上げることができます。三次元形状を持つ金型や部品の仕上げ加

工に利用することができます。また、部分的な熱処理や表面改質な

どの用途も考えられ、新しい表面処理法としての応用も期待されて

います。試作・研究開発にご活用下さい。 

 

技術のことならなんでもご相談下さい！  
総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

 

機械金属部 加工成形系（精密加工・計測分野） 

 電気加工に関すること 

南  久 （みなみ ひさし） 

渡邊 幸司（わたなべ こうじ） 

大阪府立産業技術総合研究所



 
 
 
 
 

 
精密加工・計測分野（精密測定）の開放機器のご案内 

御社の問題解決・研究開発にご利用下さい！ 

超精密非球面形状測定システム （依頼試験：77,700 円～、機器開放：63,400 円/日） 

 

本装置は、非球面専用の形状測定器でレンズ、レンズ成

形金型、ミラー等光学部品が主なターゲットとなります。 

本装置独自の「原子間力プローブ」が、測定面上を走査

しながら測定を行うことで、測定物にダメージを与えるこ

となく、最高 10nm の精度で最大角度 60 度の傾斜を有す

る非球面形状を測定することが可能です。 

 
【仕様】 装置名：松下電器産業（株） UA3P-5 

測定範囲：200mm×200mm×45mm 測定圧：50mg 測定速度： 0～6mm／秒（可変） 
 

白色干渉顕微鏡(非接触粗さ計) （依頼試験：8,000 円/1 測定、機器開放：4,000 円/時間） 

 白色光の干渉を利用した非接触の粗さ計です。試料に傷を

つけることなく、短時間で三次元的な粗さ測定が可能ですが、

対象試料面が鏡面に近いきれいな面に限られます。超精密加

工面、研磨面、フィルム面などの粗さを測定することが出来

ます。 
【仕様】装置名：Zygo 社製 New View100 

最大測定可能段差：100μm 
垂直分解能：0.1nm 
水平分解能：0.46μm～4.87μm（レンズによる）  
最大測定視野：4.7mm×3.5mm（レンズによる）  

 

触針式表面粗さ計 （依頼試験：4,500 円/1 測定） 
 測定面上をダイヤモンドの触針でトレースさせて

触針の上下動で粗さを測るオーソドックスな触針式表

面粗さ計です。凹凸の検出にレーザ測長を採用してお

り、10nm の分解能で高さ方向に最大 6mm の範囲まで

が測定可能です。三次元粗さ評価も可能です。 

 
【仕様】 
装置名：ﾗﾝｸﾃｰﾗｰﾎﾌﾞｿﾝ社製 フォームタリサーフ S5C 
最大駆動長さ：120mm  
真直度： 0.5μm/120mm（0.25μm/60mm） 
フィルタ： 位相補償型デジタルフィルタ 



三次元画像測定機 （機器開放：5,000 円/時間、依頼試験：別途見積） 

本装置は、透過光あるいは落射光を被測定物にあてて、被

測定物のエッジの位置を CCD カメラで認識する座標測定器

で、穴径、穴の真円度、2 点間の距離、エッジの真直度、対

象面の平面度などを測定・評価することが出来ます。検出器

は CCD カメラのほかにタッチプローブやレーザプローブを

利用することができ、非接触測定・接触測定の両方式による

評価が可能です。 
 
【仕様】 装置名： ミツトヨ製 Quick Vision PRO 

  測定範囲(X,Y,Z)： 476mm×650mm×250mm 
  測長ユニット： 反射型リニアエンコーダ（分解能：20nm） 
  測定精度： U1=0.8+2L/1000（X,Y 軸）μｍ、U1=3.0+2L/1000（X,Y 軸）μｍ 

 

輪郭形状測定機 （機器開放：5,000 円/時間、依頼試験：5,300 円/1 測定～） 

 本装置は、ダイヤモンド触針を被測定物に接触させ表面を

トレースすることにより、物体の断面形状を取得し得られた

データを PC により解析することで寸法（曲率半径、角度、距

離）、形状精度、表面粗さを測定することができます。三次元

表面粗さ測定も可能です。 

【仕様】 装置名： ミツトヨ製 ﾌｫｰﾑﾄﾚｰｻ CS-5000 
  測定範囲： X 軸=200mm、Z 軸=6mm(標準ｽﾀｲﾗｽ) 
  分解能： X 軸=6.25nm、Z 軸=2nm(標準ｽﾀｲﾗｽ) 
  スタイラス： 先端半径 5μｍ、先端角 40°ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 
  スタイラス追従角度： 60°（登り・下り） 
 

真円度測定機  
（機器開放：2,000 円/時間、依頼試験：2,700 円/1 測定～） 
 本装置は、被測定物の円形部分、あるいは円筒状部分の真円

（正確な円形状）からのズレを測る機械で、真円度、円筒度、

同心度、真直度などを評価することができます。 

【仕様】 装置名： ﾃｰﾗｰﾎﾌﾞｿﾝ社製 ﾀﾘﾛﾝﾄﾞ 290RSU 
  最大測定外径、高さ： 350mm、500mm 
  スピンドル構造：エアーベアリング 
  回転精度： ±（20+0.3H）nm（H：高さ mm） 
  自動センタリング・レべリング、完全自動測定 

 

大阪府立産業技術総合研究所

総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

機械金属部 加工成形系（精密加工・計測分野）  

 精密測定に関すること 

足立 和俊（あだち かずとし） 

    本田 索郎（ほんだ さくろう） 

技術のことならなんでもご相談下さい！ 



問い合わせ人数により複数回予定 
 

 

御社の問題解決・研究開発にご利用下さい！ 

成形・解析分野（塑性加工）の開放機器のご案内 

ＡＣサーボプレス（200ton）（サーボダイクッション搭載） 

（5,000 円/時間） 

本装置は、従来の機械プレスでは不可能であった自由なスライドモー

ションの設定が可能なプレス機です。さらに本装置はサーボダイクッシ

ョンを搭載しており、板材成形における「しわ」や「割れ」を防止し成

形性を向上することや、リストライク効果を与えることによりスプリン

グバックやそり、ねじれの抑制を図ることができます。 

 

 また、スライドの設定に応じて、生産性向上、低騒音、省エネなどの

効果も期待できます。

お客様のアイデア次第でさまざまなプレスモーションの設定が可能で

すので、ぜひご利用下さい！ 

 

 

冷温間成形油圧プレス（150ton）（3,500 円/時間） 

 高いスライド位置でも最大荷重を出力することができ、高荷

重の成形に適したプレス機です。 

 特徴としては、下死点繰り返し精度が高い、極低速成形の高

精度制御が可能であることなどが挙げられます。 

リング圧縮試験により、冷・温・熱間加工条件における潤滑

性評価なども行っています。 

 

 

 

コンピュータシミュレーション装置 
       （simufact.forming、PAM-STAMP） 

ｓｉｍｕｆａｃｔ．ｆｏｒｍｉｎｇ （1,800 円/時間） 

 鍛造に特化されたシミュレーションソフトです。型設計や工程

設計、材料流れの評価、成形荷重の見積り、型応力の解析などに用

いることができます。 

ＰＡＭ－ＳＴＡＭＰ （500 円/時間） 

 板材成形に特化されたシミュレーションソフトです。型やブラ

ンクの最適設計、成形荷重の見積りなどに用いることができます。 

 

材料試験機（5,000 円/時間）や熱間加工再現試験装置（60,500 円/日）を用

いて材料の詳細な機械的性質を測定し、シミュレーションに用いれば予測精度が向上します。併せてぜひご利用下さい！ 



金属粉末ラピッドプロトタイピング(ＲＰ)装置（4,800 円/時間） 

本装置は、出力 200W 級の CO２レーザで金属粉末を焼結しな

がら積層し、所要の立体形状を造形する装置です。従来の切削除

去加工では難しい複雑な形状を短時間で作製でき、金型や機械部

品などの試作・開発や小ロット生産分野で利用されています。 

 

【加工例】ポンプのインペラー、内部に任意の冷却流路を有する

プラスチック射出成形金型 など 

 

【仕様】装置名：ドイツ EOS 社製 EOSINT-M250 Xtended 

造形サイズ：250(W)×250(D)×150(H) mm   積層厚さ：0.02mm～0.05mm 

材料： DirectSteel20、50（鉄系材料）引張強度約 500MPa 

DirectMetal20、50（ブロンズ系材料）引張強度約 200MPa 

 

熱間加工再現試験装置（60,500 円/日） 

 本装置は、変形条件や温度条件（～1500℃）、雰囲気などを、

コンピュータを用いて正確に制御し、圧延などの高速変形から超

低速変形、焼結、拡散接合、高速熱処理など種々の熱間加工を再

現できる装置です。 

材料開発に用いることができ、高温における圧縮・引張り試験、

熱膨張の測定が行えます。 

 【仕様】装置名：富士電波工機製 THERMECMASTOR-Z 

最大荷重：20ton    最大負荷速度：500mm/秒  加熱方法：高周波誘導加熱 

 

自動型万能深絞り試験機（2,600 円/時間） 

 深絞り試験やエリクセン試験により、板材成形における潤滑性

や成形性の評価を行うことができます。 

 

 

 

 

 

金属粉末ﾗﾋﾟｯﾄﾞﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞに関すること 

中本 貴之（なかもと たかゆき） 

技術のことならなんでもご相談下さい！ 
総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

 

機械金属部 加工成形系（成形・解析分野） 

 塑性加工に関すること 

白川 信彦（しらかわ のぶひこ） 

    四宮 徳章（しのみや なるあき） 

 

大阪府立産業技術総合研究所



 
 

 成形・解析分野（プラスチック技術）の開放機器のご案内 

御社の問題解決・研究開発にご利用下さい！ 

キャピラリーレオメータ  （機器開放：2,200 円/時間） 

  本装置は各種プラスチック材料の流動性評価を行なうものであり，JIS K 

7199 に準拠したキャピラリーレオメータによるプラスチックの流れ特性試

験，および，JIS K 7210 に相当する熱可塑性プラスチックのメルトマス 

フローレイト（ＭＦＲ）およびメルトボリュームフローレイト（ＭＶＲ）

の試験が可能です． 

． 

また，管長補正（バーグレイ補正）を行なうデータ処理ソフトウェア，

ラビノヴィッチ補正による真粘度を得るためのデータ処理ソフトウェア，

そして，キャピラリー流入部の伸長流動から伸長粘度を計算するデータ処

理ソフトウェアを備えております

 

プラスチックＣＡＤ／ＣＡＥ  （機器開放：500 円/時間） 

 次のソフトウエアから構成されるシステムです． 

[３次元ＣＡＤ] Solid Works,  Pro ENGINEER 

[樹脂流動解析] MoldFlow(Adviser/Insight) 

[構造解析] Design Space, Nastran 

[３次元ＣＡＤデータ変換] SpGate 

このシステムにより，３次元ＣＡＤによる３次元形状

データ作成，樹脂流動解析による射出成形シミュレーシ

ョン，構造解析による変形シミュレーションが可能とな

ります． 

 

プラスチックＲＰ  （機器開放：2,000 円/時間［材料は利用者負担］） 

（依頼加工［１件最高２４時間］最初の１時間：¥6,000-，1 時間増すごとに：¥4,000-） 
  

 熱可塑性プラスチックを押出しながら積層するＲＰ（ラピッドプロ

トタイピング）装置です．３次元ＣＡＤデータから容易にプラスチッ

ク試作モデルを作成可能です．装置の仕様は次のとおりです． 

・造形方式： 熱溶解積層法 

・造形範囲： 355（Ｗ）×406（Ｄ）×406（Ｈ） 

・積層厚さ： 0.25mm 

・押出直径： 0.4mm 

・造形可能材料： ＰＣ，ＡＢＳ，ＰＰＳＦ 

※機器開放および依頼加工は原則ＰＣ材料の対応となります． 

 



多層膜製造装置 （機器開放：3,600 円/時間） 

熱可塑性プラスチックを用いた多層（2 種 3 層あるいは 3 種 3

層）フィルム・シートの試作を行うための装置です．本装置は単

軸押出機３台（スクリュウ径φ20，L/D=25）とＴダイ（幅 200mm）

で構成されています． 

【仕様】使用温度：最大 350℃，樹脂温度・樹脂圧力測定可 

T ダイクリアランス：0.3 ～ 3mm の間で設定可 

※フィルム・シート引取装置（機器開放：6,100 円/日）と 

あわせてご利用いただく必要があります． 

１０トン材料試験機 （機器開放：14,500 円/半日） 

 本装置はプラスチック材料および製品の機械的特性（強度，弾性率，伸

びなど）を測定するための装置であり，恒温恒湿室（23℃，50％RH）に設

置されています．引張り・圧縮・曲げなど様々な条件での試験が可能です．

荷重検出器（ロードセル）を交換することにより，１本の糸からＦＲＰ（繊

維強化プラスチック）まで様々な材料の評価が可能です． 

【仕様】インストロン材料試験機 5582 型 

最大荷重：100kN（5kN,100N,10N ロードセルあり） 

試験速度：0.001mm～500mm/min. 

非接触式ビデオ伸び計，エアチャック， 

コード・ヤーン用試験ジグ標準装備 

低負荷疲労試験機 （機器開放：8,900 円/日） 

 本装置はプラスチック材料および製品に一定の繰返し負荷（荷重あるい

は変位）を与えることにより，製品の長期耐久性を評価するための装置で

あり，恒温恒湿室（23℃，50％RH）に設置されています．引張り・圧縮・

曲げなど様々な条件での試験が可能です．試験データの解析に必要である

データロガーもあわせてお使いいただけます． 

【仕様】東京衡機製造所製 PSC-1000A 

最大荷重：1000N，試験周波数：100Hz（最大） 

    入力波形：正弦波、矩形波、三角波 

総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

機械金属部 加工成形系（成形・解析分野） 

射出成形加工、ＣＡＤ／ＣＡＥ／ＲＰに関すること    吉川 忠作（よしかわ ちゅうさく） 

押出成形加工、機械的試験に関すること         奥村 俊彦（おくむら としひこ） 

技術のことならなんでもご相談下さい！  

大阪府立産業技術総合研究所



 
 

 

高出力半導体レーザ加工機 （依頼加工：11,000 円/時間） 

 本装置は、高出力半導体レーザを光源とする加工機で、溶接、熱処理、表

面処理、樹脂の溶着（接合）などの加工ができます。特に厚さ 1mm 以下の

薄板（鉄鋼材料など）の溶接や鋼材の表面焼入れに適しています。 

 機器の操作は研究所の研究員が行います。利用される方は加工時に立ち会

っていただき、研究員とディスカッションしながら加工実験が行えます。 

【仕様】 発振器：LDL160-1000（レーザライン社） 
     最小スポット径：φ1mm、最大パワー：720W（加工点） 
     ステージ移動距離：500mm×500mm 
 

ファイバーレーザ微細加工装置 

 本装置は、ファイバーレーザを光源とする加工機で、スポット

径が小さく、微細溶接、微細切断、彫刻などの微細加工ができま

す。機器の操作は研究所の研究員が行います。利用される方は加

工時に立ち会っていただき、研究員とディスカッションしながら

加工実験が行えます。 

【仕様】 発振器：YLR-200-AC，YLP-1-100-20-20（IPG 社） 
     最小スポット径：φ30m、最大パワー：200W 

     ステージ移動距離：300mm×200mm 

 

分析機能付き走査型電子顕微鏡 （機器開放：16,000 円/半日） 

 金属や樹脂などの表面形状を高倍率で観察できます。また、

EDX（エネルギー分散型Ｘ線分析装置）による元素の分析が可

能です。観察や分析は真空中で行います。 

【仕様】 電子顕微鏡：S-3400N（日立ハイテクノロジーズ社） 

     観察可能倍率：5 倍～300,000 倍 

     最大試料サイズ：直径 200mm、高さ 80mm 

     分析可能元素：Be～Am(アメリシウム） 
 

 技術のことならなんでもご相談下さい！ 
総合窓口：技術支援センター（0725-51-2525） 

機械金属部 加工成形系（精密加工・計測分野）

 レーザ加工、表面観察・分析に関すること 

萩野 秀樹（はぎの ひでき） 

    山口 拓人（やまぐち たくと） 

御社の問題解決・研究開発にご利用下さい！ 

精密加工・計測分野(レーザ加工機等)の開放機器のご案内 

大阪府立産業技術総合研究所



ファイバーレーザ微細加工装置

■導入機種のご紹介

【提供サービス】

 

依頼試験、受託研究など

【運用時期】

 

導入時期は、平成24年1月頃で、早期運用を目指し取り組んでおります。装置情報につきましては、当所ホーム

 

ページ、ニュースレター、メール発信などでご案内致します。

●装置概要
本装置はレーザ光をワークに照射して微細な溶接や切断，穴あけなどの加工を行うことができます。レーザのスポット径

 

が小さく（最小φ30μm），パワーの精密なコントロールもできるため，高精度な微細加工を行うことができます。

発振器には最新のファイバーレーザを採用し，加工ステージは位置決め精度±1μmの3軸高精度ステージです。

レーザ出射ユニットには補助ガスを同軸ノズルから供給する加工ヘッドとビームの高速走査が可能なスキャンヘッドの2種

 

類の加工ヘッドを備えています。

●特徴
対応可能な加工方法

○溶接

○切断

○穴あけ

○マーキング

○彫刻など

加工対象

○鉄鋼材料（軟鋼，炭素鋼，ステンレス鋼など）

○非鉄材料（アルミニウム，銅，マグネシウムなど）

○高脆性材料（セラミックス，ガラスなど）

○その他（プラスチック，樹脂など）

●主な仕様

ファイバーレーザ
発振器

光ファイバ

高精度
加工テーブル

スキャンヘッド
同軸ノズル
加工ヘッド

加工対象発振器 ファイバーレーザ

（独IPG社製）

発振形式 連続発振（CW）

およびパルス発振

最大レーザパワー（CW） 200W

パルスエネルギー 0.1~1mJ

パルス幅 100ns

繰り返し周波数（パルス） 20～200kHz

最小スポット径 φ30μm

加工テーブル 3軸加工テーブル

テーブルストローク 300mm（X）×200mm（Y）

最大テーブル送り速度 10m/min.

スキャンヘッド加工エリア 50mm×50mm

補助ガス Ar，窒素，Air

●メーカ

 

赤澤機械株式会社

加工機イメージ

●加工事例

SUS0.1mmt，φ34μm，160穴／秒

彫刻 溶接穴あけ

銅の重ね溶接0.3mm＋0.3mm

大阪府立産業技術総合研究所
〒594-1157 和泉市あゆみ野2丁目7番1号 http：//tri-osaka.jp/



微細複合加工システム微細複合加工システム

■導入機種のご紹介

EM203

電極成形

工具計測

切削・研削加工

形状計測

本装置は，高精度微細加工を目的として，マイクロ放電加工，微細切削・研削加工，マイクロ工具成形，機上形状測定

 

機能を持った複合加工・計測システムです．リチウムイオン電池や太陽電池などの新エネルギー分野や情報・通信，医

 

療関連分野など幅広い産業分野で利用される微細金型や微細部品の加工に利用できます．

■加工例：様々なマイクロ部品や金型，工具などの加工が可能

非接触形状測定
レーザプローブユニット

歯車

プレス部品

非接触輪郭形状測定機

加工部 計測部

位置決め精度

位置決め分解能

最小パルス幅

最小加工穴

工具成形機能

主軸回転数

加工範囲

1μm

0.1μm

5 ns

φ3μm

WEDG方式

60,000 /min

X,Y：200 mm

Z：95 mm

計測方式

スポット径

分解能

傾斜面の計測

ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ範囲

測定サイズ

表面粗さ測定

レーザプローブ

1μm

0.01μm

最大角度：80度

10 mm

φ80 mm以下

JIS規格準拠

■主な仕様

抜きパンチ
切削工具

■計測例：複雑な輪郭形状の計測が可能

WEDG

工具成形

微細放電加工

大阪府立産業技術総合研究所
〒594-1157 和泉市あゆみ野2丁目7番1号 http：//tri-osaka.jp/



非破壊検査用X線CTシステム

■導入機種のご紹介

【提供サービス】

 

依頼試験、受託研究など

■装置概要
本装置は医療用X線CTシステムの産業用版であり、X線を二次電池・鋳造品・プラスチック部品・電子部品などに照射し、

 

透過したX線画像を複数枚組み合わせる解析（画像再構成）により、非接触、非破壊で製品や部品の内部構造の三次元画

 

像を得る装置です。非破壊で内部構造の観察および製品寸法精度の計測、図面との比較検討、欠陥検出を行い、品質の向

 

上を図ることができます。

(Microfocus X-ray Computed Tomography )

■特徴

高出力・高分解能

○

 

管電圧230kVにおける透過能力
⇒

 

アルミニウム150mm程度、鉄・銅15～20mm、プラスチック300mm程度

○

 

高分解能スキャンモードを搭載
⇒

 

高分解能で撮影範囲を拡大できるオフセットコーンスキャンによる撮影が
可能（分解能4μm～）

デジタルエンジニアリングによるものづくり支援

○

 

内部構造観察機能
⇒

 

撮影した二次元断面画像から三次元内部構造を可視化

○

 

寸法計測機能
⇒

 

画像処理技術により所定寸法を計測
設計CADデータやマスタ部品との比較照合が可能

○

 

解析機能
⇒

 

内部欠陥（空隙など）の定量評価

○

 

リバースエンジニアリング
⇒

 

CTデータをSTLデータやIGESデータなどの三次元CADデータへ
変換が可能

■主な仕様

■使用事例
・リチウムイオン電池：内部構造の観察
・鋳造品：巣の発生状況の検査
・プラスチック部品：デジタルエンジニアリングを用いた寸法計測
・溶接品：溶接部のクラックの検出

装置外観

撮像のイメージ

撮像例（コンデンサ）

管電圧 最高230kV

管電流 最大1mA

出力 最大140W

焦点寸法 4μm

形式 フラットパネルデテクタ

有効エリア 200×200mm

画素ピッチ 0.2×0.2mm

搭載可能寸法 最大φ320×h300mm

搭載可能重量 最大15kg

スキャンモード

その他機能

フルスキャン・オフセットスキャン・ハーフスキャン・マルチスキャン

全自動校正・オートセンタリング・ダブルオブリーク・デジタルエンジニアリング

X線発生装置

X線検出器

試料テーブル

大阪府立産業技術総合研究所
〒594-1157 和泉市あゆみ野2丁目7番1号 http：//tri-osaka.jp/
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