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　神戸製鋼グループのものづくりの歴史は，1905（明治
38）年に鈴木商店が神戸の脇浜にあった小林製鋼所を買
収し，神戸製鋼所として創業を開始した時から始まり，
今年で110年目を迎える。最初の製品はトロッコの車輪
といった鋳物製品であったが，翌年の1906年にはクラン
クシャフトを加え本格的な事業活動を展開した。1914

（大正 3 ）年には海軍向けに空気圧縮機の開発・製品化
を行い，機械メーカーとしての道も切り拓いた。その後
さらに国産 1 号機の電気ショベルを製造，アルミ・銅製
品や溶接材料の生産を開始するなど，メーカーとしての
基盤を着実に固めていった。戦後いち早く鉄鋼の生産を
再開し，1955（昭和30）年に国内初の金属チタンの生産
を開始，1959（昭和34）年には神戸製鉄所の第 1 号高炉
に火入れを行い，銑鋼一貫メーカーとしての道を歩み始
めた。1970（昭和45）年に加古川製鉄所が完成し，線材・
棒鋼をはじめとする幅広いメニューが揃った。日本の高
度成長とともに当社グループも大きく成長し，鉄鋼・非
鉄と機械の複合経営の基盤を築いてきた。さらに，海外
拠点を拡大する一方で，2002（平成14）年には神鋼神戸
発電所を立ち上げ，国内最大規模となる電力卸供給事業
を開始した。このように，現在までに当社グループはさ
まざまな歴史を刻んできており，足元では「ものづくり」
を行う事業拠点（製鉄所，工場など）は，グループ全体
で国内は43箇所あまり，海外を合わせると80箇所を数え，
全世界で36,000人の従業員を擁するまでになっている。
当社グループの中長期経営ビジョンであるKOBELCO 
VISION “G”では，ものづくり力の強化を重要課題と
して位置付けており，素材，機械ならびに電力を事業の
柱とする世界でもあまり類をみない複合企業体として，
グローバルな成長を目指した事業活動を推進している。

　「ものづくり」という言葉は日本特有の表現であり，
その意味するところは広く英語などの外国語に翻訳する
ことはなかなか難しい。最近では和製英語として

“MONODZUKURI”がそのまま使われることもあるよ
うである。当社においては「ものづくり」を，企業理念
のひとつである『信頼される製品，技術，サービスを提
供します』を実践するための「営業・マーケティング～
開発・設計～調達～製造・生産」といったトータルの活
動であると定義している。また，「ものづくり力」とは，

「“永続的”に信頼される技術，製品サービスを提供する
力」であり，成長のための「エンジン」でもある。一方

で，藤本ら 1 ）は，「ものづくりは要素技術をつなぎ，顧
客に向かう流れを作り，新しい設計を盛り込んだ製品に
よって顧客を満足させる経済活動にほかならない」とし
ている。さらに，「現場の実力は，製品・工程の設計思
想と現場の組織能力の相性に左右され，設計情報の創造
の仕方，素材への転写の仕方が，ものづくりの基本課題
である」と整理している。この課題に対する解決能力こ
そが企業の競争力そのものにつながるのであろうが，筆
者はものづくり力は「技術力」，「現場力」と「マネジメ
ント力」の三つからなり，さらにこれらを支える土台と
して，「人材力」と「組織力」が重要であると考えている。
これらは一朝一夕で構築できるものではなく，終わりの
ない地道な活動を続けていかなければならない。

　近年，日本の製造業は，生産の海外移転による国内の
空洞化，品質の高度化とグローバル品質の確保，新興諸
国での技術力向上や生産能力増などの外部からの脅威の
増大，労働人口の構成年齢の変化による技能継承の問題
など，ものづくりに関わる様々な課題に直面しており，
当社グループも例外ではない。ものづくりに対する経営
の舵取りが，企業の持続的成長の成否に大きく影響を及
ぼすことは必至である。企業は品質に責任を持たなけれ
ばいけないことはもとより，価格や納期に大きく関わる，
生産性，コスト，リードタイムなどに対しても責任を持
った取り組みを行わなければならない。これらは顧客側
からは見えない部分であるが，競争力を左右する重要な
因子である。
　こういったなか，当社グループにおいては，ものづく
り力の強化のための様々な特徴ある活動を行っている。

「現場力」や「人材力」の面では1956年に開始されたQC
サークル活動が各現場において活発に推進されており，
それらの成果を競い合う場としてグループ全体の

「KOBELCO QCサークル大会」が毎年開催されている。
また，匠の技を伝承するための「技能道場」が多くの工
場で設置されているなど，技能継承活動にも力を入れて
いる。
　「技術力」，「組織力」の面では，本社のものづくり推
進部が中心となり，各工場の代表者が参加する「ものづ
くり推進リーダ会議」を開催し，全社施策に係る議論や
優れた事例の情報共有を図っている。さらに，圧延技術，
機械加工，計電制御や生産管理といった個別の要素技術
に関わる専門技術者同士の交流の場として「生産技術交

ものづくり特集号の発刊にあたって
山本浩司
執行役員　 経営企画部，ものづくり推進部，IT企画部，人事労政部（QC支援）担当
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流会」を開催し，技術レベルの向上や人材育成に努めて
いる。
　科学的管理法の父と呼ばれているフレデリック・W・
テーラが，「測定なくして管理はなく，管理なくして適
正なマネジメント活動は行えない」と述べているように，
ものづくり力の強化を図るにはまずは可視化が重要とな
る。当社ではそういった「マネジメント力」の面での強
化策の一環で，全社共通のものづくり力の指標として
2011年から「品質失敗コスト 2 ）」の集計・管理を開始し
ている。

　さて，当社グループは鉄鋼，アルミ・銅，溶接といっ
た素材系事業と，産業機械や建設機械，プラントのエン
ジニアリングなどの機械系事業を営んでおり，技術の裾
野も幅広い。グループで保有する多様な技術を最大限に
活用し，融合することが当社グループのものづくり力強

化やライバル会社との差別化に不可欠である。そう言っ
た意味で研究開発も非常に重要となるが，当社では技術
開発本部にも，ものづくりを支える研究体制を整備して
おり，事業部門の開発部隊と連携しながら様々な研究開
発が行われている。本特集号では，こうした研究開発成
果のなかから，特にものづくりに深く関係する，シミュ
レーション，加工技術，計測技術や分析技術などに関す
る論文を紹介する。当社グループはこれからも，信頼さ
れる製品，技術，サービスを提供する企業として社会に
貢献し，ステークホルダーの負託に応えていきたいと考
えている。読者の皆様からの忌憚ないご意見とご指導を
お願いする。

参　考　文　献
1 ） 藤本隆宏ら. ものづくり経営学. 光文社新書, 2007, p.5.
2 ） 梶原武久. 品質コストの管理会計. 中央経済社, 2008.
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まえがき＝製鋼プロセスにおいて，高温溶融物の運搬容
器や精錬反応容器に用いられる耐火物は，使用温度や熱
履歴といった操業条件，およびスラグや溶鉄などの接触
物の状況に応じて，様々な組成や品質のものが使用され
ている。これら各種耐火物をうまく使いこなし，耐火物
のコストダウン，および漏鋼などの耐火物トラブルの低
減を推進するためには，使用箇所ごとの状況から損耗機
構を正しく理解し，数ある耐火物特性の中から評価すべ
き特性を特定して適切な耐火物材質を選定することが重
要となる。さらに，築炉施工方法の変更や膨張代の適正
化による応力集中の緩和など，構造体側からの改善手段
を検討することも必要である。これらに加え，今後予想
される耐火物使用環境の苛酷化や新たな製造プロセスの
出現に対して迅速に対応するためには，耐火物の評価技
術と解析技術の向上は今後ますます重要性を持つものと
思われる。
　本稿では，当社における耐火物評価技術の整備と，こ

の評価技術を適用することによって操業改善へとつなげ
た事例について報告する。

1 . 耐火物の評価技術

　耐火物評価は，個体としての耐火物の特性評価と，耐
火物を構造体とした場合の評価に分けられる。前者の個
体耐火物の特性評価では，使用される条件を想定して，
化学的損耗性（スラグによる侵食，脱炭脆化など）ある
いは物理的損耗性（熱衝撃による剥離（はくり）・き裂，
溶鋼摩耗など）の評価項目や試験条件を選定することに
なる。また，後者の構造体としての特性評価では，耐火
物の強度，弾性率，熱膨張率といった基礎物性データを
測定し，転炉や取鍋といった耐火物の集合体としての挙
動をシミュレーションすることになる。
　当社では，これら評価技術の構築を進めてきた。表 1
に代表的な評価項目をまとめる。これらの評価項目につ
いての試験は当社グループ内にて実施可能であり，各種

耐火物評価技術と評価適用による改善事例
Refractory Evaluation Technique and Examples of Improvement by 
Evaluation Application

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)
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In order to deal with environmental changes in the steel making process, improvement in the refractory 
evaluation and analysis technology will have more importance from now on. This report introduces our 
techniques for refractory evaluation; they include such items as slag corrosion, thermal spalling resistance, 
and the various refractory properties using equipment for the evaluation of material properties at high 
temperature. In addition, this report describes two examples of operational improvement achieved using 
these evaluation techniques. The joint wear of MgO-C refractory at the ladle slag line was improved by 
the application of the proper refractory material selected with a view to oxidation and slag corrosion 
resistance properties. The specific consumption of repair material in the BOF was reduced by the 
optimization of the expansion allowance, which was determined through elastic-plastic analysis using the 
fundamental properties of refractory and temperature transition in the furnace refractory.
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銘柄の耐火物の特性取得と特性の比較評価による材質選
定，および容器ライニングの設計に活用している。
　本章では，代表的な評価試験として 3 種の試験を紹介
する。
1. 1　スラグ耐食性評価試験
　スラグ侵食による化学的損耗は，損耗の主要因の一つ
である。スラグとの接触面において耐火物が反応し，形
成された反応相が溶融，あるいは脆化していく損耗機構
である。
　当社鉄鋼事業部門技術開発センターにて実施可能な高
周波誘導炉内張り法 1 ）, 2 ）は，複数銘柄の耐火物を対象
に，同一の試験条件によってスラグ耐食性を比較評価す
るものである（図 1 ）。本評価手法の特徴は，スラグ／
メタル境界部における局部溶損 3 ）を模擬できる点にあ
り，例えば，取鍋および転炉でのスラグライン耐火物の
特性評価・選定などに適用される。実炉の使用条件に極
力近づけるための工夫として，試験温度やスラグ組成の
条件設定に加え，評価サンプルへの熱履歴の付与やイン
ペラによる溶鋼攪拌（かくはん）を加えた試験手法があ
り，必要に応じて実施している。
1. 2　耐熱衝撃性評価試験
　耐火物は熱履歴を受ける環境で使用されており，熱衝
撃（以下，スポールという）によって発生した内部応力
が原因となってき裂，または剥離による損耗が生じる。
一般的に，耐食性と耐熱スポール性は相反する特性であ
り，想定される使用環境に適した特性のバランスを考慮
して耐火物材質を選定・適用する必要がある。
　評価耐火物を溶銑に浸漬し，その後水冷する操作を繰
り返し行う試験として溶銑ディップ試験がある。この試
験を実施後，耐火物サンプルを目視あるいはX線透過に
よるき裂測定 4 ）を行うことによって耐熱スポール性を
評価することができる。また，耐火物内部を透過する超
音波の伝播（でんぱ）速度を測定し，その減衰量から耐
火物内部のき裂発生量を推測する手法も実施している。
さらに，耐熱スポール性を示す指標である熱衝撃係
数 5 ）, 6 ）の算出に必要な強度，弾性率，熱膨張率の基礎
物性値は，1.3節に示す高温物性評価試験機を用いて測
定できる体制を整えている。
1. 3　高温物性評価試験
　鋼製容器内に築炉された耐火物は，変形を拘束された
状態で高温下に曝（さら）されることによって操業中に
熱応力が発生する。その結果，圧縮力による表面剥離や

曲げモーメントによる貫通ひび割れなどの損傷が生じ
る。これらの力学的な損傷が生じた場合，スラグ侵食や
流動による摩耗などの定常的・安定的な損耗とは異なり，
耐火物の残厚が比較的大きな規模で断続的に減少するこ
とになるため，耐火物の寿命を予測して使い込むことが
難しくなる。
　熱応力による損傷に対応するためには，高温環境下で
の耐火物の強度物性を把握する技術が不可欠である。当
社技術開発本部では高温物性評価試験装置 7 ）を導入し，
材料評価が可能な体制を整えている。試験装置の外観と
内部構造を図 2 に，実施している強度試験のイメージを
図 3 に示す。本装置は，ヒータで加熱した炉内で各種強
度試験および熱膨張試験を行うことができ，熱応力によ
る損傷が問題になる転炉や溶銑鍋に用いられる耐火物の
物性把握などに活用している。

2 . 評価技術の適用による改善

2. 1　取鍋MgO-C耐火物の寿命向上
　加古川製鉄所では、取鍋のスラグライン部にMgO-C
耐火物を適用し，約100ヒート使用ごとに張り替えを実
施している。近年，スラグライン部の終点判定技術とし
てレーザ残厚測定装置 8 ）を導入して耐火物の寿命向上と
安定稼働の両立を図っており，耐火物トラブルは減少傾
向にある。
　一方，耐火物材質面の問題として，隣り合うスラグラ
イン耐火物の接合部（以下，目地部という）に発生する
局所的溶損がある（図 4 ）。とくに間欠操業時において

図 1  高周波加熱によるスラグ耐食性評価
Fig. 1  Schematic diagram of slag corrosion test using induction 

furnace

図 3  高温物性評価装置で実施できる強度試験の例
Fig. 3  Example of strength tests by using the equipment for 

evaluating high temperature properties of materials

図 2  高温物性評価装置の（a）外観，（b）内部の様子
Fig. 2  Equipment for evaluating high temperature properties of 

materials
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突発的に発生するため，予定した寿命に至らない時点で
使用の中止を余儀なくされることがある。本節では，前
章の評価技術を活用してMgO-C耐火物の材質適正化に
取り組んだ内容を報告する。
2. 1. 1　耐火物の損耗機構
　スラグライン部に適用しているMgO-C耐火物は，数
mmオーダ以上のMgO粗大粒と，数μmオーダの黒鉛，
バインダ，酸化防止剤（金属Al, Siなど）9 ）, 10）などを含む
微細粒から構成される複合・不均一材料である。必要と
される主要特性は，スラグ耐食性，耐熱スポーリング性，
および炭素含有耐火物特有の耐酸化性であり，これらの
特性のバランスが使用条件に適合していることが損耗改
善につながる。
　損耗の原因を把握して耐火物の必要特性を検討するた
め，目地溶損が大きかった使用後耐火物の組織を観察し
た。その結果を図 5 に示す。微細粒領域において，カー
ボンの酸化による脱炭相の存在とその脱炭相にスラグが
侵入していることが確認され，微細粒領域が先行して溶
損している損耗形態であることがわかった。これより，
損耗の第一要因は，目地境界部から酸素が進入すること
による耐火物の脱炭反応であり，第二の要因は，生成し
た脱炭相にスラグが侵入することで生じる化学的損耗で
あると推測された。したがって，目地部異常溶損の抑制
には，微細粒領域での耐酸化性とスラグ耐食性を強化し
た材質の適用が有効と考えられた。
2. 1. 2　耐火物の材質選定
　MgO-C耐火物における耐酸化性を強化する手段とし
て，①緻密化による微細粒領域への酸素進入の抑制，②
微細粒領域に含まれる酸化防止剤の適正化，が挙げられ
る。一方，酸化防止剤は，カーボンの酸化を抑制する効
果がある反面，過剰添加は不純物源となってスラグ耐食

性を低下させる要因となる。微細粒領域の耐火物組成と
スラグとが混合した場合の溶融挙動を把握するために，
液相線温度を計算した（図 6 ）。計算には，微細粒領域
に存在している酸化防止剤の量と不純物量を当社で定量
評価した結果を用いた。現行材Aでは，微細粒領域への
スラグ侵入により，融点が操業温度以下に低下する領域
が広く，酸化防止剤が過剰添加されていることがわかっ
た。
　そこで，損耗抑制のためには，酸化防止剤量の抑制に
よる耐食性向上と緻密化（気孔率低下）による耐酸化性
の向上が適切と考えて耐火物の試作を行い，耐酸化性，
スラグ耐食性，および耐熱スポール性を評価した。耐酸
化特性は，サンプルを大気雰囲気下，1,400℃に加熱さ
れた電気炉に 3 時間保持し，酸化相厚みを測定すること
で評価した。スラグ耐食性は高周波誘導炉内張り法によ
り求め，1,600℃に加熱した溶鋼にスラグを添加し，添
加後30分ごとにスラグ添加・排出を計 3 回繰り返すこと
でスラグ・メタル界面の局部溶損量を評価した。耐熱ス
ポール特性は，1,000℃× 3 時間の還元焼成をした耐火
物サンプルを1,600℃の溶銑に 1 分間浸漬した後，15秒
間の水冷を行い，れんが内に発生したき裂をX線で評
価 4 ）して求めた。
　各特性の比較結果を図 7 に示す。この結果から，現行
材よりも耐熱スポール特性は劣るものの，耐酸化性およ
びスラグ耐食性が優れる材質Bを実機テストに適用し，
改善効果の確認を行った。
2. 1. 3　実炉による試験結果
　取鍋スラグラインの半周に現行材A，残り半周に選定

図 7  耐酸化性、耐食性、および熱スポーリング性の評価結果
Fig. 7  Evaluation results of oxidation, corrosion, and  spalling resistances

図 6  耐火物の微細粒領域におけるスラグ侵入量と融点の関係
Fig. 6  Relationship between fraction of slag in refractory matrix and 

melting point of refractory

図 5  目地損傷部のミクロ組織
Fig. 5  Micro photograph and schematic figure at joint wear position

図 4  取鍋スラグライン耐火物（MgO-C耐火物）の目地損傷
Fig. 4  Joint wear at slag-line refractory (MgO-C bricks) of ladle after 

actual use
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した材質Bを施工した実炉テストを実施した。目地損傷
状況の結果を図 8 に示す。材質変更によって目地部の損
耗が抑制されており，従来の損傷速度の83％程度まで損
傷速度を低下することができた。
2. 2　転炉耐火物の膨張代適正化による剥離損傷の抑制
　加古川製鉄所では，転炉出鋼側の直胴下部や出鋼口の
周辺において耐火物が早期に剥離し，炉寿命確保のため
に補修材を多量に使用する場合がある。1.3節で述べた
ように，耐火物の剥離は熱応力が原因として考えられ
る。こうした熱応力による損傷に対応するには，高温で
の耐火物物性と実炉の耐火物の温度分布推移を把握し，
これらを用いた数値シミュレーションによる損傷評価が
有効と考えている。本節では，れんが間の熱膨張を吸収
するための隙間（膨張代）を適正化することによって，
剥離損傷を抑制した事例について述べる。
2. 2. 1　転炉耐火物の強度物性評価
　転炉で使用されているMgO-C耐火物の物性の特徴に
ついて述べる。図 9 に，MgO-Cれんがの各温度におけ
る圧縮強度と割裂引張強度の例を示す。本試験の範囲で
は，450℃で圧縮強度が極小値をとり，高温では強度が
回復して1,200℃で最大値をとる。さらに高温の領域で
は1,650℃まで強度は低下する挙動を示した。不焼成耐
火物ならではの複雑な温度依存性があり，使用温度まで
の耐火物物性を取得することの重要性がうかがえる。ま
た，ぜい性材料であるため一般的な金属材料とは異な
り，引張強度は圧縮強度と比較して著しく低い。このた
め，構造体の内部応力が耐火物の最大引張強度に容易に
達してひび割れを生じさせることが推察される。
　図10には，圧縮試験における応力－ひずみ関係の一
例として，室温における試験結果を示す。約15MPaま
では線形性があり，弾性体としての挙動を示す一方で，

それ以降は徐々に非線形性を呈する。数値解析による炉
内耐火物の熱応力評価においては，弾塑性解析によって
評価することが望ましいことを示している。
　後述する応力解析では，各温度での応力－ひずみ関係
を与えて評価している。現在は，熱応力による損傷が問
題となっている材料に対し，実炉での使用温度領域にお
ける耐火物特性（強度特性，熱膨張特性など）のデータ
ベース整備を進めている。
2. 2. 2　炉内耐火物の温度分布の把握
　れんがの剥離防止のために，れんが同士の間には熱膨
張による応力発生を防止するための膨張代（築炉時にれ
んが間に挟んだ可燃性のボール紙が操業中に焼失し，隙
間となって残る）を与えているが，これまで、評価の前
提条件である操業中の炉内れんがの温度分布が明確でな
かった。そこで，炉内各部のMgO-Cれんがに熱電対を
設置して稼働面から鉄皮外面までの温度分布推移を計測
し，測定結果を満足するように伝熱解析で合わせ込みを
行った。
　この調査を通じて，稼働初期からの炉内耐火物の温度
推移を数値解析で再現できるようになった。図11は解
析結果の例であり，溶銑装入～出鋼中まで溶鉄に浸漬す
る下部コーン部（ナックル部と呼称することもある）の

図11 数値解析で再現した下部コーン部における稼働初期からの
温度分布推移

Fig.11 Analysis results of temperature distribution of furnace bricks 
at lower corn section

図10  室温における圧縮強度特性（応力－ひずみ曲線）
Fig.10  Stress-strain curve by compressive test at room temperature

図 9  MgO-C耐火物の圧縮強度と割裂引張強度の温度依存性
Fig. 9  Temperature dependence of compressive strength and 

splitting strength of MgO-C specimen

図 8  実機テストによる目地損傷抑制効果
Fig. 8  Comparison of joint wear
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出鋼側における温度推移を抜き出したものである。予熱
完了後から 1 ， 2 ， 3 ヒート目と推移するにつれ，稼働
面のごく近傍（50mm地点）では 1 ヒート中の温度の上
下がありながら，徐々に全体の温度が上昇していくこと
がわかった。この結果は，次項の応力解析の前提条件と
して活用している。
2. 2. 3　応力解析による高応力部位の抽出と膨張代の改善
　数値解析による応力評価を通じて膨張代を改善し，応
力を低減させることによって剥離対策を行った。
　2.2.1項で取得した耐火物物性から応力－ひずみ関係を
与え，2.2.2項で取得した炉内耐火物の温度条件下におい
て弾塑性応力解析による損傷評価を行った。解析モデル
は，加古川製鉄所の 1 号転炉の 3 次元モデル（鉛直方向：
全れんが，円周方向：約 5 °分（周期条件））であり，れ
んが同士の隙間（膨張代）の条件は実炉の設定条件に準
じて与えた。
　出鋼側の温度分布および応力解析結果を図12に示す。
稼働面近傍は温度が高く熱膨張が大きいため，大きな応
力が発生している。とくに，出鋼側の直胴部下部では，
円周・鉛直の両方向ともに応力が大きく，最小主応力（こ

の場合は，最大圧縮応力）が一軸の圧縮強度に達してい
ることがわかった。この高応力部位の膨張代を増加させ
ることによって応力の低減を図った。最小主応力が圧縮
強度を下回る設定に変更して操業に供したところ，剥離
損傷が低減されたことによって，図13に示すように補
修材の原単位が減少し，コストダウンに寄与した。

むすび＝本稿では，耐火物の評価技術とそれを活用した
改善事例について紹介した。今後，鋼材品質の厳格化に
伴って製造プロセスが変化し，耐火物の使用環境が変化
していくと考えられる。このため，実炉の使用条件に合
わせた評価条件の設定が行えるよう，耐火物評価技術を
高度化し，さらなる耐火物のコストダウンや安定操業に
つながるよう努めていきたい。
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図12 転炉耐火物の熱応力解析の結果（ 1 ヒート目の吹錬終了時
のタイミング）

Fig.12 Results of stress analysis for converter bricks after blowing 
of 1st heat

図13 加古川製鉄所の転炉における補修用耐火物の原単位の推移
（縦軸は指数表示）

Fig.13 Change in consumption of repairing refractory for converters 
at Kakogawa Works
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まえがき＝耐火物は，製銑・製鋼工程において高温の溶
銑や溶鋼を保持，あるいは運搬する容器の内部に施工さ
れている。耐火物の厚さが薄くなると，高温溶融物であ
る溶銑や溶鋼を容器の外部に流出させる漏銑，漏鋼とい
う大きな事故につながる。そのため，耐火物の厚さを計
測し，管理する技術が重要である。
　混銑車は，高炉にて溶銑を受銑して転炉まで運搬する
耐火物容器である。一般的に混銑車は，溶銑の保熱のた
めに開口部が小さく，外部から耐火物を観察することが
困難である。
　そこで本稿では，汎用の三次元レーザ距離計を用いて
実測した鉄皮の外面形状を厚さの基準とすることによ
り，混銑車の耐火物厚さを短時間で簡易に精度良く定量
化する管理計測技術 1 ）について紹介する。

1 . 混銑車における耐火物管理の概要

　混銑車はトピードカーとも呼ばれ，魚雷型をした耐火
物容器である。一般的な混銑車の耐火物構造を図 1 に示
す。混銑車の鉄皮内側に施工される耐火物は，鉄皮側か
ら順に永久張りれんが，内張りれんがと呼ばれている。
内張りれんがは，溶銑による摩耗やスラグによる溶損，
熱衝撃などにより損耗していき，薄くなると交換あるい
は補修を行う。そのため，内張りれんがの厚さを測定し
管理している。通常は，定期修理のときに耐火物を室温
に冷やし，熟練作業者が炉内に入って内張りれんがの薄
い場所を目視によって判断し，図 2 に示すボーリング作
業で取り出した内張りれんが厚さを測定している。しか
し，この方法では以下の問題点がある。

・ボーリング箇所以外のれんがの厚さはわからない。
・混銑車はその複雑な鉄皮形状から，れんがが薄くな

っている箇所を目視で精度良く判断することが難し

い。
・ボーリングするために 1 箇所あたり20分程度の時間

がかかる。このため，修理工程の都合上，数多くの
箇所を測定することもできない。

　そのため混銑車は，耐火物の厚さを精度良く管理計測
することが困難な耐火物容器である。

耐火物容器の管理計測技術
Method of Measuring Brick Thickness

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（技術資料）

It is difficult to estimate the thickness of brick visually due to the complicated shape of the torpedo 
ladle shell. Kobe Steel has developed a method of measuring torpedo ladle brick thickness at room 
temperature using a commercial 3D laser scanner, which can accurately evaluate a damaged position in 
a short time and visualize the damaged area. This method has actually produces highly accurate data 
for the torpedo ladle brick thickness. Thanks to this method, the life of the torpedo ladle refractory has 
been prolonged by appropriate repair and the usage of the torpedo ladle refractory has been reduced.

大竹　了＊1

Ryo	OTAKE
小里俊哉＊2

Toshiya	OZATO

＊ 1  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　製鋼部　＊ 2  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　制御部

図 2  耐火物のボーリング作業
Fig. 2  Appearance of boring

図 1  混銑車の耐火物構造
Fig. 1  Refractory lining of torpedo ladle
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2 . 耐火物厚さ測定技術の概要と特徴

　耐火物の厚さ測定技術としては三次元レーザ距離計を
用いた方法が一般的であり，転炉や取鍋において広く適
用されている 2 ）。三次元レーザ距離計の原理を図 3 に示
す。三次元レーザ距離計は，対象物に対して連続してレ
ーザを照射し，対象物から反射波が戻ってくるまでの時
間を計測することにより，その時間と光の速度から対象
物までの距離を計算して形状として測定することができ
る。
　　l＝c⊿t/2
ここで，lは対象物とレーザ距離計との距離，Δt はレー
ザを照射して反射波が対象物から戻ってくるまでの時
間，cは光の速度である。レーザ距離計は光の速度で距
離を計算することから，短時間で測定することができる
という特長を有している。
　三次元レーザ距離計を用いて耐火物厚さを測定するに
は，図 4 に示すつぎの三つの手順が必要である。まず，
測定対象とする耐火物容器とレーザ距離計を所定の位置
に設置し，互いの距離や向きなどの位置関係を決める。
つぎに，レーザ距離計で損耗後の耐火物表面形状を測定
する。そして，損耗後の耐火物表面形状と，厚さを求め
る上で基準となる形状を比較して耐火物の残存厚さを計
算する。レーザ距離計で耐火物厚さを精度良く測定する

ためには，耐火物容器とレーザ距離計の位置関係を精度
良く決めること，および耐火物厚さの基準となる形状を
適切に決めることが重要である。

3 . 混銑車とレーザ距離計の位置関係の決定方法

　転炉や取鍋は混銑車と比較して開口部の面積が広く，
レーザ距離計を炉の外部に設置しても炉内の測定が可能
である。そのため転炉や取鍋では，レーザ距離計の測定
位置（炉外）において基準を固定物にとることができ，
位置関係を決めることが容易であった。これに対して混
銑車の炉内を測定するためには，レーザ距離計を炉内に
入れる必要があるが，炉内からの測定のみでは位置関係
を決めることが困難である 3 ）。
　そこで，混銑車においてレーザ距離計と混銑車の位置
関係を決めるために，一つのレーザ距離計を用いて炉内
外で測定を 2 回実施する以下の方法を採ることにした。
まず，炉内から測定可能な位置（炉外）に，移動可能な
基準を 3 箇所以上設置し，その基準と耐火物表面形状の
位置関係を測定する。つぎに，耐火物容器に固定した 3
箇所以上の基準と移動可能な基準を炉外から測定する。
このときの測定方法を図 5 に示す。 1 回目の測定によ
り，耐火物表面とレーザ距離計の位置関係，および移動
可能な基準の位置の関係を決めることができる。 2 回目
の測定により，耐火物容器に固定した基準と移動可能な
基準の位置関係を決めることができる。移動可能な基準
に三角測量の原理を適用することで 1 回目と 2 回目の測
定の位置関係を決めることができ，これらによりレーザ
距離計と混銑車の位置関係を決めることができるように
なる。

4 . 内張りれんが厚さ基準形状の選択

　内張りれんが厚さの基準形状としては一般的に，つぎ
の三つのなかから選択される。
　　 1 ）耐火物を全て新しく施工したときの形状
　　 2 ）鉄皮や永久張りれんがの内面形状
　　 3 ）鉄皮図面形状や耐火物施工図面形状
　 1 ）においては，新しく施工した内張りれんがの形状
から損耗した量を引くことによって内張りれんが厚さが

図 4  レーザ距離計を用いた耐火物の厚さ測定手順
Fig. 4  Procedures to measure the brick thickness using laser scanner

図 3  レーザ距離計の原理
Fig. 3  Basis of laser scanner (time of flight method)

図 5  使用後耐火物表面形状の測定方法
Fig. 5  Schematics of measuring profile after use
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計算できる。しかし混銑車においては，耐火物を全て新
しく施工する時間間隔が長く，基準形状の適用に長期間
かかる。 2 ）においては，基準形状と耐火物表面形状の
表面間の距離から残存している内張りれんがの厚さを直
接計算することができる。しかし，鉄皮内面形状を測定
するためには内張りれんがを全て解体せねばならず，内
張りれんがを全て新しく交換する間隔が長い混銑車では
容易に適用できるものではない。 3 ）においては，実際
の混銑車鉄皮が長期間の使用により変形しているため，
測定誤差が大きくなって精度の良い評価ができない。
　そこで，短期間で精度の良い測定を実現するために，
鉄皮の実際の外面形状を基準形状とする方法を発案し
た。鉄皮の外面形状はいつでも測定が可能であり，鉄皮
の変形の影響も考慮することができる。ただし，れんが
厚さの全体の分布を測定するためには鉄皮外面形状全体
を測定することが必要であり， 1 回の測定では鉄皮の一
部分しか測定することができない。
　そのため，鉄皮の外面全周を覆うように適切な位置に
基準を設置し，レーザ距離計を 1 箇所に固定したままの
状態で混銑車を90°ずつ回転させて鉄皮外面全体を測定
した。測定の模式図を図 6 に示す。適切な位置に設置し
た基準に対して三角測量の原理を適用することで，おの
おのの角度から測定した鉄皮外面形状をつなぎ合わせて

混銑車鉄皮の全体形状とした。

5 . 測定結果

　図 7 に示すように，前述の位置関係の決定方法と基準
形状の選択を適用して混銑車の内張りれんが厚さを測定
した。なお，測定に用いた機器の仕様は表 1 のとおりで
あり，汎用の三次元レーザ距離計を用いた。
　混銑車の内張りれんがを全て新しく施工する大修理か
ら263kt受銑し，中間修理にて停止したときに内張りれ
んが残厚を測定した結果を図 8 に示す。測定結果の出力
は，炉内全体のれんが残存状況が一つの図から読み取り
が可能となるように三次元の厚さ分布を展開図に変換し
た。また，炉内を適切な区域に分け，各区域内の最小れ

図 8  測定結果の展開図
Fig. 8  Developed figure of measurement results

図 6  混銑車鉄皮外面形状の測定方法
Fig. 6  Schematics of measuring outer TPC shell

図 7  混銑車れんが厚さの測定方法と結果
Fig. 7  Measuring method and results of brick thickness of torpedo 

ladle

表 1  測定に使用したレーザ距離計の仕様
Table 1  Specifications of 3D profile laser scanner
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んが厚さを出力するようにしている。さらに，れんがの
最小管理単位はれんが 1 枚であるため，れんが 1 枚ごと
の最小厚さの出力も可能としている。
　測定に用いた汎用三次元レーザ距離計の分解能は炉内
で約 3 ～ 5 mmであり，図 8 に示すようにれんが間の目
地まで判別可能な測定結果を得ることができる。繰り返
し精度を評価するために，同一の混銑車に対してレーザ
距離計の設置位置を変更して 2 回測定を行った結果を
図 9 に 示 す。 得 ら れ た 繰 り 返 し 精 度 は 平 均 誤 差
－0.1mm，標準偏差1.9mmとなり，レーザ距離計と混銑
車の位置関係は移動可能な基準と固定位置に設置した基
準により適切に決められていることが確認できた。
　実際に残存している内張りれんが厚さとレーザ距離計
による測定から得られる結果を合わせるために，れんが
1 枚 1 枚に対して鉄皮厚さと永久張りれんがの厚さを設
定できるようにして，図10に示すように鉄皮外面と耐
火物稼動面の距離から設定した鉄皮と永久張りの厚さの
差分を計算した。レーザ距離計による測定結果とボーリ
ングによる厚さ測定の比較を図11に示す。図11より同
一部位の測定結果はボーリングによる実測値に対して
＋20～－10mmの範囲内に収まり，レーザ距離計から得
られた結果が平均的に11mm厚く測定されたことがわか
る。ボーリングと比較して厚く出力される原因は，れん
がのごく表層の脆化部分がボーリング測定時に剥離する
ことがあること，れんがの変質層部分の厚さをれんがで
はないとして測定時に除いていること，および施工時の

モルタル厚さの誤差に起因すると考える。これらの影響
を考慮すると，レーザ距離計により正確に測定できてい
ると考えられる。
　従来はボーリング箇所を目視で決めていたため，最も
薄いれんがの位置がわからなかった。しかし，このレー
ザ距離計を用いた内張りれんが厚さ測定方法により，炉
内全体において最も薄いれんがを確実に判別できるよう
になり，補修が必要な範囲を明確に把握することができ
るようになった。また，測定時間も解析時間を含めて 1
時間であり，修理工程に支障をきたすことなくれんが残
存状況の測定が可能となった。従来の測定方法であるボ
ーリングと開発した技術の差異を表 2 にまとめて示す。

6 . 混銑車れんが残厚測定技術の活用

　レーザ距離計による耐火物厚さ測定方法の導入前後に
おける混銑車耐火物の各種指標を図12に示す。従来の
目視とボーリングによる残厚測定では正確なれんが残存
状況がわからないため，炉内を吹き付け補修するにあた
って，本来必要な位置を限定することができず，炉内全
体を一定量補修せざるを得なかった。
　れんが残厚測定技術の活用により耐火物損傷状況が明
確になり，れんが残厚の薄い部分を限定して補修するこ
とができるようになった。具体的には，管理区域内のれ
んが残厚が初期施工時の半分以下まで薄くなった場合，
その区域内を吹き付け補修することで補修量を削減し
た。この結果，吹き付け補修量を60%低減できた。
　また，炉内全体のれんが残存状況が定量的に把握でき
るようになった。従来は，過去の大修理において解体し
たときのれんがの残存状況から大修理寿命を経験的に決

図10  内張りれんがの厚さ計算方法
Fig.10  Calculation of work brick thickness

図 9  繰り返し精度
Fig. 9  Repeated accuracy

図11  測定精度
Fig.11  Measurement accuracy

表 2  従来技術と開発したレーザ距離計による測定結果のまとめ
Table 2  Comparison between conventional method and developed 

method
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定していた。このため，漏銑防止のために大修理寿命を
延ばすことができていなかった。れんが残厚測定技術の
活用により，混銑車ごとのれんが残存状況が正確に良く
把握することが可能となった。これにより，薄い部分を
補修して漏銑を確実に防止しながら大修理寿命の延長を
図ることができるようになった。
　その結果，大修理寿命を 8 %延長することができ，大
修理解体時の内張りれんが残存厚みを平均12％削減でき
た。これらの取り組みの結果として，混銑車耐火物のコ
ストは汎用三次元レーザ距離計によるれんが厚さ測定技
術導入前後で 9 ％削減することができた。さらに，図13
に示すように，各損耗部位に対する損耗状況の傾向管理
が可能となり，漏銑を防止するための技術としても活用
できている。

むすび＝汎用の三次元レーザ距離計を用いた混銑車の内
張りれんが厚さ測定技術を開発し，混銑車耐火物厚さの
管理，耐火物使用量の削減に取り組みについて紹介し
た。今後，さらなる耐火物コスト削減技術の開発につな
げていく所存である。

　
参　考　文　献
1 ） 大竹　了ほか. CAMP-ISIJ. 2013, Vol.26, p.734.
2 ） 鈴木義之. 耐火物. 2008, 第60巻, 第 9 号, p.483-487.
3 ） 柳本隆之ほか. 耐火物. 1989, 第41巻, 第 4 号, p.197-202.

図13  れんが厚さの管理
Fig.13  Management of brick thickness

図12  測定技術導入前後の各指標の変化
Fig.12 Index of torpedo ladle refractory before and after introduction 

of laser scanner
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まえがき＝1960年代の高度経済成長期に建設されたプラ
ントは，既に数十年間稼働を続けている。主要な設備が
老朽化すると，一般的に構成機器の故障発生確率が高ま
り，補修費用が増大するとともに，設備の停止に伴う生
産機会損失のリスクが高まる。そのため，故障が発生す
る前に，設備保全計画を立案して実施するとともに，故
障の兆候を可能な限り早期に検出する検査技術がものづ
くり現場で重要となってきている。
　製鉄所の主要な鉄鋼生産設備は，補修や更新を計画的
に実施している。一方，配管の健全性は，その肉厚を超
音波厚さ計などで残厚を確認することによって担保され
る。しかし，製鉄所の配管は全長数十km以上に及ぶう
えに設置場所が高所であることが多く，配管全面を検査
して健全性を評価するには莫大な時間と費用が必要とな
る。
　本稿では，検査対象であるガス配管に対して遠隔から
面的に非接触で試験できる赤外線サーモグラフィと，点
測定であるが定量性に優れる超音波厚さ測定を組み合わ
せて，配管の効率的な検査方法を検討した結果を紹介す
る。

1 . 配管検査の課題に対するアプローチ

　本稿で対象とした配管は，地上に設置された一系統が
数kmの長さを持つ大口径の金属製ガス配管とした。ガ
ス配管が破裂に至る原因の一つに，水を主成分とする堆
積物が配管内部に長期間蓄積したことによる水溶液腐食
が挙げられる。また，実際に破裂した配管を観察したと
ころ，堆積物と内部ガス流体の界面が接する配管壁面付
近で特に腐食が進行している事例が見受けられ，堆積物
の界面付近で発生する減肉を把握しておく重要性がうか
がわれる。これらの知見から，堆積物の有無と，界面の

位置及びその付近の減肉分布を計測できれば補修の優先
順位を決定する大きな助けとなることが期待できる。
　従来，配管の劣化診断法として，目視点検や超音波に
よる厚さ測定が行われてきた。しかし，目視点検では配
管内面の腐食は確認できず，また，超音波による厚さ測
定は代表点のみとなるため，界面付近で局所的に進行し
た内面腐食を見逃しやすいという問題があった。さら
に，内部流体の圧力が高い場合，配管が減肉部から破裂
する危険性があり点検作業が制限されるため，従来の検
査手法だけでは効率的なスクリーニングを実現できなか
った。
　これらの問題を解決するために，以下の 3 段階で試験
を進めることとした。
　第Ⅰ段階：
　管内堆積物の存在の有無を赤外線サーモグラフィ装置
によるパッシブ法（測定対象物に人為的な温度変動を与
えずに測定対象物からの赤外線放射を利用する試験方
法）で確認する。堆積物が検出されれば第Ⅱ段階に進む。
検出されない場合は「保留」とする。
　第Ⅱ段階：
　堆積物の界面付近で腐食が進行し，「直ちに補修を要
する肉厚」以下で破裂の危険性が高い部位の有無を赤外
線サーモグラフィ装置によるアクティブ法（測定対象物
を加熱または冷却し，人為的に温度変動を作り出して試
験する方法）で検出する。減肉部位を検出した場合には
破裂の危険があるため，超音波による厚さ測定は省略す
る。検出されない場合は第Ⅲ段階に移る。
　第Ⅲ段階：
　第Ⅱ段階の試験の結果，堆積物の界面付近で「経過観
察を要する肉厚」以下に属する減肉部位が検出されれば，
当該部位の肉厚を超音波厚さ計によって定量化する。な

赤外線サーモグラフィ試験による効率的な配管検査
Efficient Inspection of Gas Pipes by Infrared Thermography

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)
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お，「経過観察を要する肉厚」以下の減肉部位が検出さ
れなければ「保留」とする。
　ここで，「直ちに補修を要する肉厚」や「経過観察を
要する肉厚」を検出する条件は，事前に模擬試験片で決
めておく。
　上記の 3 段階の試験を行い，被検体である配管を「直
ちに補修する」，「経過観察する」，「保留する」の三つに
スクリーニングした。この考え方は，医療分野で多数の
傷病者が発生した際に，救命の順序を決める「トリアー
ジ」の手法を参考にした 1 ），2 ）。リスクの大きな配管か
ら適切に補修できればプラント停止のリスク低減に大き
い効果をもたらすことが期待できる。つぎに，分類の判
定基準として用いた赤外線サーモグラフィ装置による堆
積物の検出方法と減肉分布の測定方法について述べる。

2 . 堆積物の検出方法

　配管の内部では堆積物とガスが存在する領域は分離し
ており，配管に与えられる熱負荷が変動すれば，それぞ
れの領域で熱的応答が異なる。そのため，配管の外表面
に生じた非定常温度分布を赤外線サーモグラフィ装置で
測定することによって，堆積物の界面の位置を取り出す
ことができる。配管に与えられる熱負荷変動としては以
下の二つが考えられる。

（ａ）配管を流れるガスの流量，温度の変化に起因した，
配管の内部から与えられる熱負荷が変動する場合

（ｂ）太陽による放射エネルギーや気温変動などの外的
環境の変化に起因した，配管の外部から与えられ
る熱負荷が変動する場合

ここでは，実際に計測可能な機会が多い後者，すなわち
（ｂ）について，伝熱解析及び模擬ガス配管を用いた基
礎実験を実施し，試験条件を検討した。
2. 1　有限要素法による伝熱解析
　配管内部の堆積物を配管の外表面の温度分布として計
測可能となる条件について定性的な傾向を明らかにする
ため，有限要素法（FEM）による伝熱解析を行った。
管の肉厚，管外面に与える熱流束を変化させ，その影響
を定性的に検討した。

（ 1 ） 解析モデル及び解析条件
　堆積物の有無による温度差が最も大きくなる条件で，
熱画像による界面の検出可能性を確認するため，配管表
面に生じる温度分布をFEMによる二次元定常熱伝導解
析によって推定した。管壁の形状は平板として近似し，
解析モデルを図 1 ，用いた物性値を表 1 に示す。
　堆積物の主成分が水であることは確認されていたた
め，水の物性値を用いた。解析では，空気と水の温度上
昇は考慮していない。また，配管と空気及び水との間の
熱伝達は考慮したが，空気と水との間の熱伝達は考慮し
なかった。肉厚は 6 mmと12mmとした。また，熱流束
は 7 月の晴天時の実測値である800W/m2と，薄曇り時
の200W/m2を採用した。

（ 2 ） 解析結果
　まず，熱流束値の影響について検討した。厚さ 6 mm
の平板に入射する熱流束を200W/m2，800W/m2とした

時の管の外表面温度分布を図 2 に示す。熱流束値が大き
いほど空気と水の温度差が大きくなり，堆積物の検出が
容易である。
　つぎに，配管の肉厚の影響について検討した。熱流束
を800W/m2とした時，肉厚 6 mm及び12mmの場合の管
の外表面温度分布を図 3 に示す。平板の肉厚が薄いほど
空気と水の温度差が大きく，検出が容易であることが分
かる。しかし，今回解析した全ての条件で，界面の位置
に温度勾配があり，表面温度分布から堆積物の界面位置
を求めることは困難であることが分かった。
2. 2　階差数列を利用した界面推定法
　これまで石油タンクなどの底部に堆積するスラッジの
レベル推定において，ある瞬間に撮影した熱画像から堆
積物の界面を推定することが行われてきた 3 ）。しかし，
あくまで作業者が熱画像上で界面を定めるため，境界が
不明瞭な場合，作業者によって界面の位置がばらつく可

図 2  熱流束と配管表面の温度分布との関係
Fig. 2  Relation between radiant energy and temperature difference 
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Radiant energy:
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表 1  FEM解析に用いた物性値
Table 1  Material constants used in simulation

Mild steel Density

Specific heat

Thermal conductivity

7860 kg/m3

473 J/(kg·K)

51.6 W/(m·K)
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能性がある。そこで，簡便な界面決定手法として，熱画
像上に設定した直線上に分布する温度値数列に対して第
一階差数列を計算し，その極小もしくは極大点から推定
する方法を考案した。

（ 1 ） 数値シミュレーションに基づく検討
　2.1節の（ 2 ）で得られた表面温度分布から，界面を
決定するため第一階差数列を計算した結果を図 4 に示
す。全ての条件で，界面と極小点の位置が一致している。
階差数列処理は，微分処理と同様の特徴を有しており，
表面温度分布で温度変化が最も大きい界面で極小もしく
は極大値を持つ。熱画像において界面を横断するライン
上の温度分布を取得し，第一階差数列を計算することに
よって，界面の検出が可能となることが分かった。

（ 2 ） 模擬ガス配管による試験
　 模 擬 ガ ス 配 管（ 直 径：300mm， 管 軸 方 向 長 さ：
1,000mm，厚さ：3.2mm）内に水を底面から60mmの位
置まで注入し，堆積物を模擬した。熱画像は10時から15
時まで 1 時間ごとに，配管の下から斜め45°の角度で撮
影した。図 5 に代表的な測定例を示す。図 5 （b）に熱
画像，図 5 （c）に図 5 （b）のデータ処理ライン（点線
で示す）上の温度分布を示す。また，図 5 （c）の階差
数列を計算した結果を図 5 （d）に示す。図 5 （d）で
は極小点と水の界面がよく一致している。しかし，配管
は曲面であるため，画像上の配管端部では放射率の角度
依存性により反射による外乱の影響を受けやすく，本来
の界面の左側にも極小点が現れている。そのため，界面
を決定する際には，斜め45°だけでなく，角度を変えて
撮影した複数枚の熱画像から総合的に判断する必要があ
る。

（ 3 ） 実配管試験による評価
　図 6 に実際に使用されているガス配管を計測した事
例を示す。φ1,200mmで底面から250mmの位置まで堆
積物が存在していることを放射線透過試験で確認してい
る。模擬ガス配管と同様に太陽で加熱されている領域の
中央部Aの第一階差数列を計算すると，底面から約
230mmの位置に極小点が見られ，放射線透過試験の結
果とほぼ一致した。熱画像では界面が傾いているように
見えるため，Aの右に新たにデータ処理ラインBを設け
て，両者を比較した。図 6 （d）に示す通り，A，Bと
もほぼ同じ界面の位置が得られた。この結果から，第一

図 3  配管の肉厚と配管表面の温度分布との関係
Fig. 3  Relation between wall thickness and temperature difference 
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Fig. 6  Measurement example of gas pipe
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Fig. 5  Measurement example of simulated gas pipe
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階差数列を使って推定する方法の有効性が確認できた。

3 . 減肉分布の測定方法

　近年，赤外線サーモグラフィ装置の温度分解能の向上
によって，ある特定の瞬間の非定常温度分布を撮影し，
内部の欠陥を推定することが比較的容易となった。しか
し，特定の熱画像から欠陥を推定するため，周囲からの
反射などの影響を受け，欠陥の推定が困難となる場合も
ある。そのため，時系列に計測した熱画像を信号処理し
て欠陥を推定する様々な方法が検討されている 4 ）。外乱
の影響を軽減し，簡便に減肉分布を得られる方法とし
て，時系列に計測した熱画像の画素間での温度変化の相
関係数を計算し，相関係数の分布として著しく減肉して
いる部位を検出する方法を考案した。
3. 1　相関係数を用いた減肉分布計測の妥当性検討
　減肉欠陥を模擬した平底穴欠陥を有する試験片を用い
て，減肉分布計測における課題とその対策について検討
した。 図 7 に検討に用いた試験片の仕様を示す。試験
片から約0.2mの位置に2.3kWのハロゲンヒータを設置
し，約20秒のステップ加熱を行った。加熱中及び加熱後
の熱画像は，赤外線サーモグラフィ装置によって毎秒 5
フレームで連続記録した。加熱を始めてから 3 秒後の熱
画像を図 8 に示す。試験片中央にある平底穴欠陥では断
熱効果によって周囲より温度の高い領域が生じ，減肉を
検出できている。しかし，その上部にハロゲンヒータに
起因する反射の影響が帯状に観察され，見かけの温度が
高く計測されている。これは，映りこむ物体がハロゲン
ヒータで，試験片の温度に比べて著しく高いので，試験
片からの反射を無視できないことによる。欠陥と外乱を
区別するため，次の信号処理を行った。

　図 8 の熱画像におけるa～e点の時系列温度変化を
図 9 に示す。健全部では加熱開始時にステップ的に温度
が上昇し，その後は一定の傾きで直線的に昇温するが，
平底穴欠陥部では加熱開始時は緩やかに温度が変化し，
最終的には一定の傾きに収束する傾向を示す。また，平
底穴欠陥部の肉厚が薄くなるほど一定の傾きに収束する
までに必要な時間が長くなる傾向を示す。この傾向の違
いを数値化するため，健全部を 1 点選び，他の画素との
加熱過程における時系列温度変化の相関係数 rを求め
た。相関係数 rの計算式を式（ 1 ）に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　  ………………（ 1 ） 

　ここで，xi は健全部の時系列温度変化，yi は各画素の
時系列温度変化とする。また，x, yはそれぞれxi , yi の平
均値を表す。相関係数 rはxi , yi をそれぞれ平均が 0 ，分
散が 1 になるように正規化し，その共分散を求めること
を意味している。反射の影響は温度変化が正規化される
ことによって除かれる。
　ステップ加熱中の20秒間の熱画像で，e点の時系列温
度変化を健全部の時系列温度変化として与え，各画素の
相関係数分布を求めた結果を図10に示す。信号処理で
は，健全部でステップ的に温度が変化する加熱開始前後
と加熱終了前後の時間帯は除外し，ステップ加熱中の緩
やかな温度変化を用いた。図10では試験片の中央部に 3
箇所の平底穴欠陥が観察されており，板厚が薄くなるほ
ど，相関係数が小さくなることが分かる。図 8 と図10を
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図 8  ステップ加熱 3 秒後の熱画像
Fig. 8  Thermal image at 3sec after step heating start
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図 7  平底穴欠陥を有する試験片の形状
Fig. 7  Dimension of specimen with flat bottom hole defects
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比較すると，相関係数分布画像では反射による外乱が著
しく軽減されており，欠陥が鮮明に現れている。
3. 2　実配管への適用
　実際のプラントに用いられている配管の減肉分布を評
価した事例を図11に示す。計測部位には減肉があり，
既に外部から補修されている。しかし，補修した領域が
減肉領域の全てを覆えていない恐れがあったため，本手
法を用いて評価した。熱画像を撮影する際には，測定面
に付着した埃などによって疑似黒体処理した場合と同様
の効果が期待できるため，疑似黒体処理は施していな
い。図11（b）に赤外線サーモグラフィ装置を補修領域
とほぼ正対する位置に設置して撮影した熱画像を示す。
この時，補修領域はその周囲と比較して見かけの表面温
度が著しく高く測定されており，そのため，補修領域の
周囲で画像のコントラストが低く表示されている。ま
た，ハロゲンヒータを熱源として用いると，照射領域の
熱流束が一様ではないため，加熱むらも生じている。外
乱としてこれらの影響が熱画像に現れるため，図11（b）

だけでは減肉による微小な表面温度変化を捉えることは
困難であった。加熱による温度変化が 5 ℃以上ある画素
から図11（b）に矢印で示す点を健全部として選定して
相関係数処理した画像を図11（c）に示す。相関係数処
理によって，時系列温度変化は正規化されるため，ハロ
ゲンヒータによる加熱むらの影響は軽減されており，補
修領域の周囲に存在する減肉が疑われる領域を明瞭に認
識できる。後日，超音波厚さ計で肉厚を測定したところ，
滑らかに肉厚が補修部に向けて減少していく様子が確認
できた。この時，a点の肉厚は，健全部の約13%，また，
その左部のb点の肉厚は，健全部の約45%であった。こ
の結果から相関係数分布を求めることで，著しく減肉し
ている部位を検出できることが確認できた。今後，配管
内部の堆積物や配管表面状態などが表面温度に及ぼす影
響を検討し，適用範囲を拡大する予定である。

むすび＝製鉄プラントで用いられているガス配管の健全
性を効率的に確認するために，医療分野におけるトリア
ージ手法を参考にして，赤外線サーモグラフィ装置と超
音波厚さ計による試験結果を判定基準としたスクリーニ
ング方法を提案した。配管内の堆積物が原因となる水溶
液腐食による減肉を評価するために，赤外線サーモグラ
フィ装置を用いた配管内の堆積物の検出方法と，減肉分
布の計測方法について試験条件や信号処理法などを開発
し，実配管に適用して有効性を確認した。
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価特別研究委員会. 非破壊評価ハンドブック. 2004, p.169-175.
図11  実配管の検査事例

Fig.11  Measurement example of pipe
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まえがき＝熱延鋼板の製造において，タンデム圧延機に
よる熱間仕上連続圧延（以下，熱間仕上圧延という）は
板材の板厚および板クラウンを造り込むための重要な工
程である。実圧延に際しては，これら板厚の制御に加え
て，スタンド間の板形状を良好に保持しながら安定した
通板状態を確保することも求められている。これまで
に，圧延スタンドごとのワークロール（以下，WRとい
う）プロフィルの適正化，WRプロフィルに応じたパス
スケジュールの設定，およびパススケジュールどおりの
圧延を実現するためのミルセッティングに関する技術開
発が数多くなされてきている。とくに，パススケジュー
ルに関しては，初期のパワーカーブを用いた設定法 1 ）

に始まり，圧延理論に基づいた設定法 2 ）, 3 ）が開発され，
その発展形としてファジイ多目的計画法やエキスパート
システムなどによりパススケジュールを最適化する方
法 4 ）, 5 ）が提案されている。
　当社においては，これらの圧延パススケジュール設定
法の実機適用を試みてきたが，WRプロフィルや圧延荷
重などのモデル式の精度不足や高強度鋼板を始めとする
新たな難圧延材の出現などの理由によって，実圧延作業
での定着には到っていない。
　しかしながら，パススケジュール設定の適正化は，今
後ますます増加すると考えられる難圧延材や厚幅サイズ
ジャンプ材に対応し，かつ，若年層への世代交代が進む
圧延オペレータの経験不足をカバーしていく上で早急に
達成しなければならない課題であった。
　こうしたことから，最適化手法を含めたモデル化を主
体とした今までのパススケジュール設定法のレベルアッ
プではなく，板材ごとのパススケジュールを設定する
際，圧延オペレータの経験不足をカバーしつつ，過去の
経験則の適用可能な支援システムの開発を行った。

1 . 圧延オペレータ支援システムの基本構想

　当社加古川製鉄所熱延工場における熱間仕上圧延機の
概要を表 1 に示す。F1からF7の全 7 スタンドを有し，
前段のF1からF3はWRに上下左右非対称なプロフィル
を付与したショートストロークのWRシフトミル，後段
のF4以降は一般的なプロフィルを持つロングストロー
クのWRシフトミルという構成になっている。また，全
スタンドともWRベンダを装備している。
　この熱間仕上圧延機のパススケジュール設定に関し
て，板材の板厚・板クラウンとスタンド間形状に大きく
影響し，かつ調整頻度が高い圧下スケジュール設定（各
圧延スタンドの出側板厚と圧延荷重の関係）と各圧延ス
タンドのWRベンダ設定を決める際の意思決定をオペレ
ータ支援の対象とした。また，この意思決定を行うため
に必要となる有効な情報を提供することを目的とし，以
下の方策を具体化した。
　①圧下スケジュールは，過去の実績圧下スケジュール

のばらつきの中から圧延オペレータが適正と判断し

熱間仕上連続圧延における圧延オペレータ支援システム
Decision Support System for Operator in Hot Strip Mill

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

A decision support system was developed recently and is being used in selecting draft schedules in the 
hot finishing mill at Kakogawa Works. It helps the operator to determine a better schedule based on 
the past results of actual rolling operations. After applying the system, the variations in draft schedules 
and sheet crown ratio schedules for the finish rolling have been narrowed down to smaller ranges 
than before. It is thought that this is the result of the preferences of operators as they selected draft 
schedules for finish rolling with edge wave strip shapes. This system has now become essential to the 
operator in the hot strip mill, and contributes to the trouble-free operation of finish rolling.
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たものを選択できるようにする。
　②各圧延スタンドのWRベンダ設定も圧下スケジュー

ルと同様に，過去実績のばらつきの中から良いと思
えるものを選択できるようにする。

　③圧下スケジュールとWRベンダ設定における過去実
績のばらつきは，圧延サイズ，圧延温度および圧延
時のWRの状態などの圧延条件が類似しており，か
つ，時系列的にも近い板材のものが用いられるよう
にする。

2 . 圧延オペレータ支援システムの構築

　当社熱延工場における熱間仕上圧延の圧下スケジュー
ルおよびWRベンダの設定方法は，板材の厚さ，幅およ
び鋼種で層別されたテーブル方式によるものであり，そ
の時々の板厚や板クラウンの実績値，通板状況に応じ
て，圧延オペレータによる介入調整が必要となってい
る。そのため，オペレータの経験や技量によって圧延結
果に差が生じることが多々あり，圧下スケジュールと
WRベンダの設定の確度が一定水準以上となるような支
援システムが求められていた。
2. 1　圧下スケジュールと板クラウン比率スケジュール

の過去実績抽出方法
2. 1. 1　圧下スケジュールのばらつき
　圧下スケジュールは，板厚，板幅，鋼種および圧延温
度などの板材の特徴量でほぼ層別できることが経験上知
られている。そこで，圧下スケジュールのばらつきを定
量的に取り扱うため，式（ 1 ）に示すように，板材の特
徴量から，圧下スケジュール設定対象の板材が中心とな
るように，ユークリッド距離による基準空間を過去に圧
延された板材の実績データを用いて作成する。同式に用
いる特徴量はすべて，その平均値と標準偏差で正規化し
ている。鋼種を示す特徴量は，C，Si，Mnなどの化学成
分で代表させた。正規化した特徴量の重み係数に関して
は，圧延荷重への影響度合いを考慮して決定した。

　　　　　　　　　　　　……………………………（ 1 ）

ただし，dj：過去の j番目板材と対象板材のユークリッ
ド距離，xi, j：過去の j番目板材における i番目特徴量， 
xtgt i：対象板材における i番目特徴量，ai： i番目特徴量
の重み係数，N：板材における特徴量の数である。
　つぎに，式（ 2 ）による類似度がしきい値を満足する
板材を時系列的に並べたときの直近のM本を抽出する。
抽出された板材の圧下スケジュールの上下界をとること
によって圧下スケジュールのばらつきを求める。

　　　　　　　　　　　………………………………（ 2 ）

ただし，wj：過去の j番目板材と対象板材の類似度，c：
類似度計算の調整係数である。
　図 1 は，式（ 1 ），（ 2 ）を用いて求めた圧延サイズ
2.3mm厚×1,100～1,200mm幅（以下1,200mm幅という）
の軟鋼における圧下スケジュールのばらつきを示した例
であり，圧下スケジュールのばらつきはある程度の範囲
に収まっている。圧延オペレータは，経験則と近々の圧

延状況を踏まえてこのばらつきの中から適正と考えられ
る圧下スケジュールを選択することはさほど困難ではな
いように見える。
2. 1. 2　WRベンダ設定のばらつき
　図 2 は，圧延サイズ1.8～2.8mm厚×1,200mm幅の軟鋼
における各スタンドのWRベンダ設定の実績値を示した
ものである。いずれのスタンドも実績値は大きくばらつ
いており，この中から適正なWRベンダ設定値を選択す
ることはほぼ不可能である。 WRベンダ設定のばらつき
は，圧下スケジュールのように板材の特徴量を用いて直
接的に表すことができない。
　しかし，圧延オペレータの介入調整によってスタンド
間の板形状が改善されるという事実から，圧延オペレー
タにはベンダ調整の暗黙知が存在していると考えられ
る。この暗黙知を形式知化するため，実績の圧下スケジ
ュール，WRベンダ設定値およびロールの状態から各圧
延スタンドの板クラウン比率（出側板クラウン／出側板
厚）を算定し整理した。その結果，例えばF1スタンド
のWRベンダ設定の実績分布の尖度は－0.55であるのに

dj＝ ai・（xi, j－xtgt i）2
N

i＝1

wj＝exp（－（dj/c）2）

図 1  圧下スケジュールのばらつき（軟鋼，2.3mmt×1,100～
1,200mmw）

Fig. 1  Variation of draft schedule in mild steel strip of size 2.3mmt×
1,100-1,200mmw

図 2  ワークロールベンディング力のばらつき（軟鋼，1.8～
2.8mmt×1,100～1,200mmw）

Fig. 2  Variation of work-roll bending force in mild-steel strip of size 
1.8-2.8mmt×1,100-1,200mmw
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対し，板クラウン比率の実績分布の尖度は0.75となるな
ど，図 3 に示すように，圧延オペレータの狙いの板クラ
ウン比率スケジュールがそのばらつきを含めて抽出され
た。すなわち，WRベンダ設定のばらつきは，板クラウ
ン比率スケジュールのそれと置換することができ，板材
の特徴量で層別された板クラウン比率スケジュールのば
らつきの中から圧延オペレータに適正と考えるスケジュ
ールを選択させることでWRベンダ設定を適正化するこ
とができる。
2. 2　圧下スケジュールと板クラウン比率スケジュール

の基準とそれらへの介入調整
　過去実績のばらつきの中から，圧下スケジュールと板
クラウン比率スケジュールを選択する際，基準となるス
ケジュールが必要である。ここでは，ばらつきの上下界
の中央を通るものを単純に基準スケジュールとして採用
した。さらに，基準スケジュールへの介入調整のやり方
として，圧下スケジュールについてはF1～F7スタンド
の圧延荷重を個々に上げ下げできるようにしている

（図 4 ）。また，圧下スケジュールの連続性をある程度維
持するため，あるスタンドの荷重を修正したときはそれ

より前段のスタンドの荷重も連動して変化するようにな
っている。
　一方，板クラウン比率スケジュールへの介入は，図 5
に示すように，F1～F7スタンドの板クラウンを個々に
上下することでできるようにした。板クラウン比率スケ
ジュールについては，前スタンドの板クラウン比率との
大小によってスタンド間の板形状が決まるため，圧下ス
ケジュールのような前段スタンドの連動修正は行わな
い。
2. 3　システム構成と圧延オペレータへの情報提示
　圧延オペレータ支援システムは，図 6 に示すように，
既存の圧延プロセスコンピュータの下位に接続したパー
ソナルコンピュータに搭載している。支援システム用パ
ーソナルコンピュータ内には板材の圧延実績がデータベ
ースとして保存されている。このデータベースと圧延プ
ロセスコンピュータからリアルタイムで受け取る圧延材
のデータを用いて，圧下スケジュールと板クラウン比率
スケジュールのばらつき，各スケジュールの基準および
WRベンダの設定値を計算し，圧延オペレータへの情報
提示を行う。圧延オペレータは，この情報を参照しつつ
基準スケジュールに介入し，板材を圧延する際の圧下ス
ケジュールと板クラウン比率スケジュール（WRベンダ
設定値に相当）を決定する。
　実圧延に採用された圧下と板クラウン比率スケジュー
ルは，最新の圧延実績データとしてデータベースに順次
保存され，次材以降の各スケジュールのばらつき計算に
反映されていく。
　圧延オペレータに提示する画面は図 7 に示すとおり
である。圧下スケジュールと板クラウン比率スケジュー
ルのばらつきと同時に，最終的に圧延オペレータが決め
た圧下スケジュールと板クラウン比率スケジュールおよ
びそれによるWRベンダ設定値を表示している。同画面
にはさらに，圧延オペレータが意思決定する際の判断材
料となり得るWRシフト位置，サーマルや摩耗のWRプ
ロフィルの情報も表示している。図 4  圧下スケジュールへの手介入例

Fig. 4  Example of operator intervention for draft schedule

図 3  板クラウン比率のばらつき（軟鋼，1.8～2.8mmt×1,100～
1,200mmw）

Fig. 3  Variation of strip crown ratio in mild steel strip of size 1.8-
2.8mmt×1,100-1,200mmw

図 5  板クラウン比率スケジュールへの手介入例
Fig. 5  Example of operator intervention for scheduling sheet crown 

ratio
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3 . 実機適用結果と考察

　今回新たに開発した圧延オペレータ支援システムを実
機適用した結果，実圧延の圧下スケジュールと板クラウ
ン比率スケジュールの選定に生じた変化について以下に
記す。
　サイズ：2.3mm厚×1,200mm幅，鋼種：軟鋼の板材を
対象とした支援システム導入前後の圧下スケジュールの
ばらつきを比較した（図 8 ）。F4，F3スタンドの圧延荷
重のばらつきが小さくなったものの，総じて，圧下スケ
ジュールばらつきが改善されたようには見えない。
　この圧下スケジュールばらつきの中から，代表的なス
ケジュールを抜き出すために，k-means法 6 ）による圧下
スケジュールばらつきの非階層的クラスタ分析を行っ
た。本方法は，多次元データ（属性ベクトル）をk個の
層別（クラスタ）に分類する方法であり，クラスタの数
kはあらかじめ与えておく必要がある。個々の属性ベク
トルは，各クラスタの重心（クラスタ内の属性ベクトル
の平均値）からの距離に応じて，最も近しいクラスタに

属するように分類される。このような分析に際して，属
性ベクトルは，式（ 3 ）に示すように，圧下スケジュー
ルと同値である各圧延スタンドの圧下量を要素とする 7
次元ベクトル，また，クラスタ重心と属性ベクトル間距
離はユークリッド距離を採用した。また，k-means法で
は，事前に分類するクラスタの数kを決めることが求め
られるが，ここではkは，妥当と思われる圧下スケジュ
ール分類が得られるまで 2 から順に増やしていくように
した（今回はk＝ 3 ）。
　　ν＝{Δh1,Δh2,Δh3,Δh4,Δh5,Δh6,Δh7} ……………（ 3 ）
ただし，ν：板材の圧下スケジュールの属性ベクトル， 
Δh1～Δh7：F1～F7スタンドの圧下量である。
　支援システム導入前後の圧下スケジュールばらつきの
クラスタリング結果を図 9 に示す。導入前の圧下スケジ
ュールにはA，B，Cの 3 クラスタが存在しているが，
導入後にはCのクラスタが淘汰されてA，Bの二つのク
ラスタしか残存しなくなっていることがわかる。Cクラ
スタを形成する圧下スケジュールは，圧延荷重がF5ス
タンドで立ち上がった後，F6，F7スタンドで急激に下

図 6  熱延オペレータ支援システムの構成
Fig. 6  Configuration of decision support system for operating hot strip mills

図 7  熱延オペレータ支援システムの画面例
Fig. 7  Screenshot example of decision support system



22 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014）

がる。このため，板材のスタンド間形状がF5出側で耳
波大となりF6，F7出側で中波に移行しやすいスケジュ
ールである。これに対し，残りの 2 クラスタ内の圧下ス
ケジュールは，各スタンド間形状として耳波からほぼ平
坦（へいたん）あるいは耳波のままを維持しやすいスケ
ジュールである。圧延オペレータには元来，通板時の板
材の絞り，蛇行および曲がりなどの圧延トラブルのリス
クを回避しやすいという理由から，板材のスタンド間形
状を耳波にしようとする傾向がある。このため，今回の
支援システムの導入によって通板時の耳波指向が加速さ
れ，AあるいはBのクラスタ内の圧下スケジュールが選
択される頻度が劇的に増加したものと推察される。
　さらに，板クラウン比率スケジュールのばらつきにつ
いても圧下スケジュールの場合と同様な分析を行った結
果，図10に示すように支援システムの導入前後でばら
つきを形成するクラスタに違いが出ていることがわか
る。導入前に存在したA’， B’， C’の 3 クラスタのうち，C’
のクラスタが導入後に消滅し，板クラウン比率スケジュ
ールのばらつきはA’， B’の二つのクラスタに収斂（しゅ
うれん）した。さらに，A’クラスタ内の板クラウン比率
スケジュールにおけるF7とF6スタンドの板クラウン比
率を見ると，支援システムの導入後，その差が小さくな
っていることがわかる。支援システム導入後に残ったA’
とB’のクラスタの板クラウン比率スケジュールは，F6
とF7スタンドの板クラウン比率の変化からすると，F7
スタンド出側の板形状が平坦あるいは耳波になりやすい
スケジュールである。これは，仕上圧延後の板形状につ
いても，ランアウトテーブル上での水冷時に板上水の排
出性を高めて冷却むらを避けたいとの理由から，圧延オ
ペレータは耳波願望を持っていることによる。すなわ

図 9  熱延オペレータ支援システム導入前後の圧下スケジュールのクラスタリング解析結果（軟鋼，2.3mmt×1,100～1,200mmw）
Fig. 9  Result of cluster analysis of variation in draft schedule of mild steel strip of size 2.3mmt×1,100-1,200mmw before and after introduction of 

decision support system

図 8  熱延オペレータ支援システム導入前後の圧下スケジュール
の比較（軟鋼，2.3mmt×1,100～1,200mmw）

Fig. 8  Comparison in variation of draft schedule in mild steel strip 
of size 2.3mmt×1,100-1,200mmw before and after introduction 
of decision support system
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ち，今回の支援システムの導入によって，圧延オペレー
タの耳波指向が明確に板クラウン比率スケジュールの選
択に反映されたものと推察される。
　若手圧延オペレータを対象に，支援システムの導入に
よって運転技能の習得度がどのように変わったかを調べ
た。その結果を図11に示す。習熟度は，経験10年以上
のオペレータ複数名が社内基準に従い，レベル 1 ～ 3 の
3 段階で判定した。レベル 1 は運転操作不可（イメージ
トレーニング）の段階，レベル 2 は運転操作の際に指導
者の補助を要する段階，レベル 3 は指導者の補助なく一
人運転対応可能となる段階である。導入前は 4 名，導入
後は 2 名のオペレータの習熟度の平均をグラフに示した。
　仕上圧延オペレータとして認定されるには，レベル 3
まで運転技能を習得する必要がある。導入前では，圧下

調整作業に関わる運転技能の習熟度がレベル 3 に達する
のに 8 年間要していたのに対し，導入後は 3 年間にまで
短縮された。

むすび＝熱間仕上圧延において，過去実績のばらつきの
中から，圧延オペレータが適正と判断した圧下スケジュ
ールと板クラウン比率スケジュールを選択できるように
するための支援システムを開発し，2011年 4 月から実機
適用を開始した。
　本支援システムにより，圧延オペレータが選択する圧
下スケジュールと板クラウン比率スケジュール（各圧延
スタンドのWRベンダ設定）には，通板時の板形状とし
て耳波指向がより顕著に現れるようになった。また，そ
の結果として，圧下スケジュールと板クラウン比率スケ
ジュールのばらつきが支援システムの適用前に比べてよ
り狭い範囲に収斂した。これにより熱間仕上圧延におけ
る板材の通板状態が安定し，板クラウンや板厚の造り込
みが容易になったことから，圧延オペレータの運転技能
習得期間を短縮することができた。
　なお，本稿は「鉄と鋼」Vol.99（2013），No.12で発表
した「熱延鋼板の熱間仕上連続圧延における圧延オペレ
ータ支援システムの開発」に加筆したものである。
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図10  熱延オペレータ支援システム導入前後の板クラウン比率スケジュールのクラスタリング解析結果（軟鋼，2.3mmt×1,100～1,200mmw）
Fig.10 Result of cluster analysis of variation in strip crown ratio schedule of mild steel strip of size 2.3mmt×1,100-1,200mmw before and after 

introduction of decision support system

図11  新人熱延オペレータの運転習熟期間の変化
Fig.11 Improvement in required training period for new operators 

for hot finishing mill
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まえがき＝自動車分野を中心にハイテンやばね，軸受鋼
などに代表されるSi添加鋼やCr添加鋼の使用が広がって
いる。鋼の製造プロセスでは，高温で形成される表面酸
化皮膜（スケール）が原因となって，表面品質劣化や生
産性，歩留りの低下をもたらす場合がある。
　鋼の製造プロセスで生成されるスケールは，表面から
ヘマタイト（Fe2O3），マグネタイト（Fe3O4），ウスタイ
ト（FeO）の積層構造となるが，SiやCrを含有する鋼で
は，FeOと鋼の間にファイアライト（Fe2SiO4）やクロ
マイト（FeCr2O4）といったSiやCrの鋼表界面への拡散

（外部酸化）によって形成される複合酸化物からなる中
間層，さらに鋼内部には粒状のシリカ（SiO2）やクロミ
ア（Cr2O3）が分散析出した内部酸化層が形成される。
　これらの中間層や内部酸化層は，その後のプロセスに
おけるスケールに起因する種々の現象に影響し，たとえ
ば，加熱されたスラブやビレットの脱スケールが不十分
な場合に起こる 1 次スケールの残留による赤スケールや
その残留スケールの押し込みによる疵（きず），圧延中
に生成する 2 次スケールに起因するめっき不良などの原
因となることが知られている。
　これらの各種プロセス条件や，鋼中成分から最終製品
の表面性状・特性を予測し，適切な改善指針を抽出する
ためには，中間層形成に及ぼす外部酸化挙動や内部酸化
の生成挙動の把握が極めて重要となる1 ）, 2 ）。そこで本稿
では，Si及びCr添加鋼における内部酸化に着目し，内部
酸化深さの成長速度と内部酸化から外部酸化への移行に
及ぼす酸素分圧と成分組成の影響を理論計算と実験によ
り検討した。

1 . 理論計算

1. 1　内部酸化深さの成長速度
　内部酸化とは，酸素が合金内に拡散し，合金内部の表

面近傍に合金元素の酸化物を微細な粒子として析出させ
る酸化のことである。したがって，内部酸化は合金での
み起こり，SiやCr添加鋼のように，溶質元素（Si，Cr）
の酸化物が，溶媒元素（Fe）の酸化物よりも安定で，
合金の酸素溶解度が大きい場合にのみ生じる。Si添加鋼
ではSiO2の粒子が，Cr添加鋼ではCr2O3の粒子が，合金
の表面からある一定の深さの領域に析出し，内部酸化層
を形成する。
　内部酸化層の成長速度は擬定常状態近似を用いて誘導
する。図 1 にA-B合金（Fe-Si，またはFe-Cr合金）の
表面近傍の酸素濃度（NO），溶質濃度（NB）を簡略化し
た模式図を示す。ここで，溶質B（Si，Cr）濃度は希薄で
あって，安定な酸化物を形成すると仮定する。また，表
面の酸素分圧（PO 2）は低く，溶媒A（Fe）は酸化できな
いが，溶質Bは酸化できるとする。さらに，擬定常状態
近似では，合金に固溶した酸素の濃度分布は内部酸化層
で直線的に変化すると仮定すると，A-B合金の内部酸化

Si及びCr添加鋼における内部酸化挙動の予測
Calculation of Internal Oxidation Behavior of Silicon- or Chromium- Containing 
Steels

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

The internal oxidation rate and the range of the Si or Cr concentration and the partial oxygen pressure 
at which the internal oxidation occurs were calculated in order to clarify the formation mechanism 
of fayalite scale or chromite scale which can form as a sub-scale in Si- or Cr- containing steels. By 
comparing the calculated and measured values, we confirmed that the rate equation determined for 
internal oxidation was reasonable.
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図 1  A-B合金の内部酸化層における酸素濃度と溶質（B）濃度プロ
ファイルの模式図 

Fig. 1  Approximate concentration profiles for oxygen and solute B 
in internal-oxide layer of A-B alloy
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深さ（x）は，酸化時間（ t）を用いて，式（ 1 ）で表
すことができる 1 ）。

　　　　　　　　　　…………………………………（ 1 ）

ここで，DOは合金中の酸素の拡散定数，N O
（s）は溶媒A中

の酸素の溶解度，N B
（0）は溶媒A中の溶質Bの初期濃度，n

は酸化物の価数である。
　式（ 1 ）から，内部酸化深さは酸化時間に対して放物
線則に従って増加することが分かる。また溶質B（Siま
たはCr）の初期濃度N B

（0）が高いほど内部酸化の進入速度
は減少する。
1. 2　内部酸化から外部酸化への移行条件
　鋼表面からの酸素の内方拡散に対して，溶質Bの外方
拡散が相対的に大きくなった場合に，内部酸化から外部
酸化へと移行し，BOn（SiO2またはCr2O3）の連続層が
合金表面に形成されることになる。詳細な解法は省略す
るが，Wagner3）によると，内部酸化層中の酸化物の容
積割合の臨界値g*を用いて，内部酸化から外部酸化への
移行条件は式（ 2 ）で与えられる。
 
　　　　　　　　　　　　……………………………（ 2 ）

ここで，DBは溶媒A中の溶質Bの拡散定数，VはA-B合金
のモル体積，Voxは溶質Bの酸化物のモル体積である。こ
の式に以下の節に示す各種物性値や数式を代入すること
によって，各温度での内部酸化と外部酸化の境界となる
酸素分圧や合金元素の濃度を求めることができる。
1. 3　各種物性値の設定
　式（ 1 ），（ 2 ）における各種物性値のうちDO，及びN O

（s）

の値は未知である。まず，DOについては，高田ら4 ）の
Si添加鋼中の酸素の拡散定数の報告から，式（ 3 ）と仮
定した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 3 ）

　 つ ぎ に 溶 媒 中 の 酸 素 溶 解 度（N O
（s））に つ い て は，

Sievertの法則 5 ）に従うと仮定すると，鋼と接する雰囲
気の酸素分圧PO 2との関係において，式（ 4 ）のように
示すことができる。
　　N O

（s）＝A（T） PO 2 ……………………………………（ 4 ）
　A（T）は温度（T）にのみ依存する係数であるが，Fe/
FeO平衡酸素分圧下における鋼中の酸素溶解度のデー
タ 6 ）～ 8 ）をもとに，A（T）を 式（ 5 ）のように表した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 5 ）

　式（ 4 ），（ 5 ）からN O
（s）は式（ 6 ）のように表すこと

ができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 6 ）

　Fe-Si合金やFe-Cr合金の内部酸化深さ，及び内部酸
化と外部酸化の境界計算に必要なその他の物性値は以下
のように設定した。なお，式（10）～（12）については，
室温におけるモル体積を用いた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 7 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 8 ）

　　n＝2（Fe－Si）  or  n＝1.5（Fe－Cr） ………………（ 9 ）
　　V＝7.1 （cm3/mol） …………………………………（10）
　　VSiO2＝23.1 （cm3/mol） ……………………………（11）
　　VCr2O3＝29.2 （cm3/mol） ……………………………（12）
　g*の値は報告例が少なく，本稿ではIn-Ag合金の高温
酸化実験で見積もられた0.309）を用いた。なお，g*の値
を0.2～0.4として内部酸化から外部酸化への移行条件を
計算したが，本稿での結論を変える結果とはならないこ
とを確認している。
　式（ 3 ），式（ 6 ）～式（12）を式（ 1 ），式（ 2 ）に代入す
ることにより，Fe-Si合金及びFe-Cr合金のある温度に
おける内部酸化深さ，並びに内部酸化と外部酸化の境界
の溶質濃度N B

（0）と酸素分圧PO 2を算出することができる。
1. 4　内部酸化と外部酸化の境界の溶出濃度と酸素分圧

計算結果
　計算の一例として，850℃におけるFe-Si合金の内部酸
化と外部酸化の境界を計算した結果を図 2 に示す。Fe
中のSi初期濃度（N B

（0）：モル分率）と酸素分圧PO 2をパラ
メータに計算を行っており，図 2 は前者を横軸，後者を
縦軸にしてその境界を示している。内部酸化のみが生じ
るのは図 2 における②の領域であり，Si濃度が増加する
に従って内部酸化のみが生成する酸素分圧領域が狭くな
る。Si添加量が 1 %以上では内部酸化が起こる酸素分圧
範囲は極めて小さくなり，1.2%以上で内部酸化が起こら
なくなると推定される。
　図 3 には計算結果から得られた酸化層の断面構造の
模式図を示す。内部酸化が生じる②の領域より酸素分圧
が低い③の領域では，酸素分圧が低く酸素の拡散が極端
に遅いため，相対的にSiの表面拡散が速くなり，表面に
SiO2の外部酸化皮膜が生成される。一方，①と②の境界
はFe2SiO4生成の平衡酸素分圧である。②より酸素分圧
の高い①の領域では，SiO2周辺のFeが酸化されることに
よってFeOが生成し，SiO2との反応によってFe2SiO4が鋼
表面に生成する。さらに酸素分圧が高い雰囲気ではFe2SiO4

の上層にFeOやFe3O4といったFe酸化物が生成する。

2DONO
（s）

NB
（0）n

x＝ t 1/2
1/2

πg*
2n

NB
（0）≥

1/2NO
（s）DOV
DBVox

DO＝2.9×10－7exp （m2/sec.）90（kJ/mol）
RT

－

A（T）＝9.7×10－5exp 162（kJ/mol）
RT

NO
（s）＝9.7×10－5exp 162（kJ/mol）

RT PO2

DSi＝7.4×10－5exp （m2/sec.）220（kJ/mol）
RT

－

DCr＝2.3×10－4exp （m2/sec.）239（kJ/mol）
RT

－

図 2  850℃におけるSi添加鋼の内部酸化から外部酸化への境界条
件の計算結果

Fig. 2  Calculated boundary condition between internal and external 
oxidation in Si containing steels at 850℃
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2 . 実験検証

2. 1　実験方法
　表 1 に示す成分組成のSi添加鋼及びCr添加鋼を真空
誘導溶解炉にて溶製し，φ 6 mm×10mmの円柱状試料
に機械加工して酸化実験に使用した。なお円柱状試料は
側面をバフ研磨により鏡面に仕上げた。
　円柱状試料は，雰囲気制御が可能な熱処理炉を用いて
850℃で所定時間保持する熱処理（酸化処理）を実施した。
熱処理中の酸素分圧は，加湿したN2-3%H2混合ガスの露
点調整により制御し，H2とH2Oの比から求められる平衡
酸素分圧とした。酸素分圧の範囲は，2.04×10－17Pa（露
点－25℃）から5.05×10－14Pa（露点＋25℃）とした。
　前記酸化試料は樹脂に埋め込み，円柱断面（横断面）
を観察できるように樹脂ごと切断した後，断面をエメリ
ー紙（#220～#1500）による研磨，及びアルミナ懸濁液
を用いたバフ研磨により鏡面に仕上げた。円柱断面を
SEMにて観察することにより，内部酸化の状態を調べ

るとともに，鋼表面から内部酸化層先端までの最大距離
を測定し内部酸化深さとした。
2. 2　内部酸化深さの計算値と実測値の比較
　露点を－10℃に制御した雰囲気（PO 2＝3.42×10－16Pa）
において，850℃で1,800～7,200秒，Fe-0.2mass%Si鋼を
酸化処理した試料のSEM観察結果を図 4 に示す。いず
れの試料でも内部酸化が生じており，内部酸化の深さは
酸化時間が増加するに従って大きくなることが分かる。
図 5 には，実測した内部酸化深さの経時変化と各種物性
定数を用いて算出した計算値を比較した結果を示す。
　図 5 より実測値と計算値はおおむね一致していること
が分かる。したがって，850℃での内部酸化挙動を予測
するのに，仮定した物性値を使用することはおおむね妥
当であると考えられる。
2. 3　内部酸化と外部酸化の境界計算と実測値の比較
　図 6 に，850℃でのSi添加鋼における内部酸化と外部
酸化の境界計算結果と，Si濃度が異なる Si添加鋼を種々
の酸素分圧雰囲気下で酸化したときのスケール構造を示
す。図 6 の「○」は内部酸化のみが生成した条件であり，
図 5 で示したように粒子状の内部酸化物のみが鋼の表面
付近に生成した状態を示す。また，図 6 の「●」は鋼表
面にスケールは見られないが粒界酸化が生成した条件，

「▲」は鋼表面にスケールが生成した条件を示す。「●」
と「▲」の酸化層の断面構造の観察結果を図 7 に例示する。
　鋼の結晶粒界は酸素やSiの高速拡散経路であり，結晶
粒内と比べて酸素ポテンシャルが高いことが想定され
る。1. 2節で述べたように，鋼内部への酸素の拡散より

図 3  Si添加鋼の酸化構造
Fig. 3  Oxidative conditions on Si containing steels

図 4  0.2％Si添加鋼の酸化後の断面SEM像（850℃，1,800～7,200秒，Po2：3.42×10－16Pa）
Fig. 4  SEM images of internal-oxide layer in Fe-0.2mass%Si alloys heated at 850℃ under oxygen partial pressures of Po2=3.42×10－16Pa for 1,800, 

3,600 and 7,200 seconds respectively

表 1  SiおよびCr添加鋼の成分
Table 1  Chemical compositions of Si or Cr containing steels

図 5  内部酸化深さの経時変化の計算値と実測値の比較（0.2%Si
添加鋼，850℃，Po2=3.42×10－16Pa）

Fig. 5  Time dependence of thickness of internal-oxide layer in Fe-
0.2mass%Si alloy specimens in oxygen partial pressures of 
Po2=3.42×10－16Pa at 850℃
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もSiの外方拡散が優勢になった場合に外部酸化が生成す
ると考えると，粒界から粒内への酸素拡散に比べて粒内
から粒界へのSiの拡散が優勢になった場合に粒界酸化が
生成することが推測される。図 3 において想定した酸化
の状況とは異なるが，粒界酸化を外部酸化の一つの形態
と仮定すると，Si添加鋼では，実測した酸化の形態が計
算とよく一致しているといえる。
　図 8 に，Cr添加鋼での内部酸化と外部酸化の境界計
算結果と，Cr濃度を変えたCr添加鋼を種々の酸素分圧
条件で酸化処理した際の酸化層の生成状況（実測）を示
す。酸化層構造を示すプロットはSi添加鋼で説明したも
のと同じである。Si添加鋼に比べて，Cr添加鋼では内部
酸化が生成する酸素濃度が低く，組成領域も広いことが
分かる。これは，鋼中のSiの拡散よりもCrの拡散が遅い
ため相対的に酸素の内部拡散が優勢となり，鋼内部に酸
化物を生成しやすいためと考えられる。また，Fe, SiO2

／Fe2SiO4平衡酸素分圧よりもFe, Cr2O3／FeCr2O4平衡
酸素分圧の方が低いため，Cr添加鋼ではSi添加鋼よりも
低い酸素分圧領域に内部酸化の生成域が存在している。
一方, Cr添加鋼でも外部酸化が生成すると想定される条
件下ではSi添加鋼と同様に粒界酸化の生成が見られた

（図 7（b）に例示）。Cr添加鋼についても，粒界酸化を
外部酸化の一つの形態とみなすと，計算から予測された
酸化の形態と実測された酸化の状況はおおむね一致する
と考えられる。

むすび＝Si添加鋼やCr添加鋼において疵やめっき不良な
どの表面品質不良の原因となる内部酸化に着目し，内部
酸化深さの成長速度と，内部酸化と外部酸化の境界条件
に及ぼす酸素分圧と成分組成の影響について検討を行っ
た。設定した鋼中の酸素の拡散定数DO，及び鋼中の酸素
の溶解度N O

（s）の値の妥当性を酸化実験により明らかとし，
鋼中のSiやCrの濃度，雰囲気の酸素分圧をパラメータと
して内部酸化深さが予測できることを検証した。内部酸
化から外部酸化へと移行する境界条件について，内部酸化
のみ生成するSi及びCr添加量と酸素分圧の条件について
は，おおむね計算で求めたとおりであることが実証できた。
　本稿で紹介した鉄鋼スケールの内部酸化予測技術を活
用することにより，スケールの構造，密着性に影響する
SiやCrの酸化挙動を明らかにすることが可能となる。本
技術は，熱延やめっきラインでの鋼材表面品質向上を目
的とした操業条件の検討などに幅広く活用している。
　今後はSiやCrの酸化物とスケール密着性との関連を定
量的に予測できるシミュレーション技術を開発して，さ
らに高まりつつある鋼材の表面品質改善への要求に対し
て応えて行きたい。
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図 7  酸化状況の例
　　（（a）（b）粒界酸化生成，（c）（d）外層スケール生成） 

Fig. 7  Examples of oxidation states; (a) ●, (b) ● exhibiting grain-
boundary oxidation; (c) ▲, (d) ▲ exhibiting outer scale formation 

図 6  850℃におけるSi添加鋼の酸化状況の計算と実測の比較（○
内部酸化のみ，●粒界酸化が生成，▲外層スケールが生成）

Fig. 6  Calculated and measured oxidation states of Si containing 
steels at 850℃; ○ exhibiting internal oxidation; ● grain-
boundary oxidation; ▲ exhibiting outer scale formation

図 8  850℃におけるCr添加鋼の酸化状況の計算と実測の比較
（○内部酸化のみ，●粒界酸化が生成，▲外層スケールが生成）

Fig. 8  Calculated and measured oxidation states of Cr containing 
steels at 850℃; ○ exhibiting internal oxidation; ● grain-
boundary oxidation; ▲ exhibiting outer scale formation
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まえがき＝チタン合金は，比強度（=0.2％耐力／密度）
において他の金属素材より優れており，世界で使用され
ているチタン合金鍛造品の50％以上は軽量化と強度が要
求される航空機向け部材である1 ）。
　近年の旺盛な旅客需要を背景に民間航空機市場は年率
4 ～ 5 ％で拡大しており，リプレースを含めると今後20
年間で現在の 2 倍以上の航空機が必要になると予想され
ている 2 ）。さらに，航空機 1 機あたりに使用されるチタ
ン合金の使用割合は近年増加しており，チタン合金鍛造
品の需要は増大傾向にある。
　一方，チタン合金は一般的に難鍛造材料であるといわ
れているように，金型への充満性が低く，形状を確保す
ることが難しい。さらに，航空機向けチタン合金鍛造品，
なかでもエンジンディスク，シャフトなどの回転体部品
では高い信頼性が要求され，鍛造時の温度やひずみ，ひ
ずみ速度を制御して材料特性および品質検査の仕様を達
成することが必要である。
　また，チタン合金は他の金属素材と比較して，原料が
高価なことに加えて被削性（機械加工性）が悪く，加工
費も高い。そのため，航空機用途以外も含めた需要拡大
のためには，品質を確保しつつ，ニアネット化して歩留
りを高めることも鍛造技術の観点からは重要となる。
　本稿では航空機向けチタン合金部品の鍛造技術につい
て述べる。

1 . 航空機に用いられているチタン合金鍛造品

　チタン合金鍛造品は様々な航空機機体構造部品および
エンジン部品に使用されている。例えばBoeing 787型機
の構造部材においては，チタン合金の比率は約15％と従
来機種の 2 倍以上に上り，1 機あたりのチタン合金の使
用量（推定）は100t前後になる2 ）。これは，機体重量削

減による燃費改善を目的に，アルミ合金に代えて大量に
使用されるようになった炭素繊維強化樹脂（CFRP）と
チタン合金の適合性が良いためである。チタン合金は
CFRP部材と締結してもガルバニック腐食が生じにく
く，また，熱膨張率がCFRPと近いために温度変化によ
るひずみを抑制できる。
　機体構造部品に用いられる一般的なチタン合金は，
Ti-6Al-4V（略称Ti-64）合金であり，80～90％を占める。
Ti-64は最も汎用的なα-β合金であり，各種特性のバラ
ンスが良く，これまでの豊富なデータや使用実績がある。
　一方，機体構造部品のなかでもランディングギヤと呼
ばれる航空機の脚部には，およそ200～400tもの重量の
中大型航空機を支え，かつ着陸時の衝撃に耐える必要が
あるため，高強度・高靭（じん）性の材料が求められる。
現行NiCrMo鋼が主流であるが，Boeing 777型機やエア
バスA380型機ではNearβ（α-β合金の中でβ安定化元
素濃度が高い合金）の高強度チタン合金Ti-10V-2Fe-
3Al，またBoeing 787型機ではTi-5Al-5Mo-5V-3Crといっ
た新しいチタン合金が適用されている 3 ）。これらのチタ
ン合金はTi-64より高価であるが，鍛造性に優れるとと
もに，鍛造後に溶体化時効処理を行うことで強度を向上
させることができる。
　航空機エンジンでは，使用温度が590℃以下のファン
や圧縮機の部分にチタン合金が多く使用されている 2 ）。
ファンディスクや低圧圧縮機ディスクにはTi-64合金が
用いられ，中圧圧縮機ディスクにはNearβのTi-6Al-
2Sn-4Zr-6Mo（Ti-6246）合金やTi-5Al-2Sn-2Zr-4Cr-4Mo

（Ti-17）合金を溶体化時効処理したものが使用される。
さらに，高温となる高圧圧縮機ディスクにはNearα

（α-β合金の中でβ安定化元素濃度が低い合金）のTi-
5.8Al-4Sn-3.5Zr-0.7Nb-0.5Mo-0.35Si合金（IMI834）などの
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耐熱チタン合金鍛造品が使用されている。ファンや圧縮
機のディスク，シャフト，ブレードなどの回転体には，
静的強度や疲労強度，破壊靭性のほか，超音波探傷試験

（UT）における欠陥検出のしやすさなど，様々な特性に
対して高いレベルが要求される4 ）。

2 . チタン合金の熱間鍛造特性

　チタン合金は図 1 に示すように，添加元素の種類と添
加量によって，α合金，α-β合金，β合金の三つに大
別できるが 5 ），最も一般的に使用されているのはα-β
合金である。いずれの合金も結晶構造が最密六方格子の
α相と体心立法格子のβ相の 2 相から形成され，各相の
量やサイズ，形態が異なることで鍛造性や機械的特性に
大きな違いが生じる。Mo，V，Cr，Feなどのβ安定化
元素が多いほどβ相が多くなり，一般的に鍛造性が良く
なる。一方，β安定化元素が多くなり過ぎるとβ変態点

（α＋βの 2 相域とβ単相との遷移温度）が低下するた
めに，α-β鍛造（α＋β相の 2 相域で鍛造する方法）の
場合には変形抵抗が高くなり，鍛造時により大きな力量
を要する。したがって，用途や要求特性に応じて適切な
合金と鍛造方法の組み合わせを選択する必要がある。
　チタン合金と一般の鉄鋼材料の熱間加工における円柱
圧縮試験による応力－ひずみ線図の例を図 2 に示す。鉄
鋼材料が一般に加工硬化挙動を示すのに対し，チタン合
金の特に高ひずみ速度での加工においては，ひずみの増
加に伴って変形抵抗値が低下する挙動を示している。こ
のような加工軟化挙動を示す材料においては，最初に変
形が生じた部位の変形抵抗が下がるため，さらに加工を
続けるとその後もその部位が優先的に変形を続けること
となる。その結果，鍛造品内部では不均一なひずみ分布
が生じることとなるほか，型鍛造においては型充満が起
こり難くなる。また，チタンは比較的熱伝導率が低い材
料であるため，加工中のひずみの不均一によって加工発

熱による温度分布が維持増長されることにより，ひずみ
に加えて温度分布も不均一となる。
　一方，チタン合金鍛造品の代表的な製造工程は図 3 に
示すとおりであるが，鍛造後の熱処理温度が通常β変態
点以下であるため，鍛造ままの組織状態が製品の組織形
態，ひいては特性に大きく影響を及ぼす。それゆえチタ
ン合金では，製品形状を得ることのみならず，所望の組
織・特性を得るためには，鍛造中の温度やひずみ，ひず
み速度ならびに鍛造後冷却速度のコントロールが極めて
重要になる。
　次章では，特に鍛造中の温度およびひずみの影響に着
目し，具体的な事例を取り上げながらチタン鍛造品の工
程設計の考え方，ならびにそれに必要な技術について紹
介する。

図 1  チタン合金の種類と状態概念図 5 ）

Fig. 1  Phase diagram of titanium alloy 5 ）
図 3  チタン合金鍛造品の製造工程例（模式図）

Fig. 3  Schematic illustration of titanium forging process

図 2  チタン合金と鉄鋼材料の高温変形抵抗の模式図
Fig. 2  Schematic illustration of flow stress curve in high temperature
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3 . チタン合金の熱間鍛造技術

3. 1　航空機用Ti-6246合金ディスクのβプロセス鍛造
　前述のとおり，航空機用ジェットエンジンの圧縮機に
は軽量高強度材としてチタン合金が多く用いられてい
る。なかでも，外周部に動翼を取り付ける回転体ディス
ク材には，高度な信頼性が要求されるため鍛造品が使わ
れている。ディスクに要求される材料特性は高疲労強度
と優れた靭性であり，適用される合金の一つがTi-6246
である。
　β変態点以下の温度域（α＋β域）で鍛造加工する方
法であるα＋β域鍛造で得られる組織は，伸長α粒が分
断されて再加熱により等軸化するため，等軸α粒とマト
リックスが微細な針状αを含むα＋βの 2  相組織とな
るが（図 4（a）），この組織は破壊靭性値が低いという
特性上の問題がある。それを改善する製造法として，β
域加熱による鍛造法（以下，βプロセス鍛造法という）
がある。このプロセスで得られる組織は，鍛造中にα相
の析出が少なく，鍛造後の冷却中にα相が析出すること
で図 4（b）のように全面針状組織となり，高い破壊靭
性値が得られる。従来のα＋β域鍛造ディスクの室温で
の破壊靭性値が30MPa・m1/ 2 レベルである6 ）, 7 ）のに対
し，βプロセス鍛造材は50MPa・m1/ 2 以上の値が得られ
る8 ）, 9 ）。
　一方，βプロセスにおいては，鍛造前のβ域加熱によ
り組織が変態してそれまでの加工履歴の影響がほとんど
なくなるため，鍛造材の特性は最終鍛造時の温度および
加工ひずみに大きく左右される。そのため，適正な材料
特性を得るためには，βプロセス鍛造加工条件の高度な
制御が必要となる10）。

3. 2　βプロセス鍛造の適正条件～組織～
　βプロセス鍛造のコンセプトは，延性と疲労強度を低
下させる直線状の粒界αの抑制と破壊靭性を高める針状
αの促進の観点から，加工硬化させたβ相から粒界への
α相の優先析出を抑制することで全面的に針状のα相を
析出させることにある。
　図 5 に組織面からのプロセス条件範囲を示す。図 5 上
図の縦軸は加工温度，横軸は圧縮率である。実験時の不
均一ひずみを考慮するために，上部の横軸にはFEM 解
析により求めた組織観察部（厚さ中心，半径の 1 / 2 R部）
の相当ひずみも示した。図 5 の下部に実験時の代表的な
プロセス条件でのミクロ組織を示す。温度が高い領域

（b）では再結晶粗大β粒が生成する。また，温度が低
くても加工ひずみの少ない領域（c）では直線状粒界α
の残留する組織となる。温度が低く，加工ひずみの大き
い領域（d）では針状αのアスペクト比（長さと幅の比）
が小さく，等軸化が進んでいる。このように粒内のα組
織が等軸化してしまうと，α＋β域鍛造材の組織と同様
になるため破壊靭性値が低下し，き裂伝播速度も速くな
る。
　これに対し，図 5 上図の網掛けを施したプロセス条件
範囲では図 5 下のミクロ組織（a）に代表されるように，
粒界αが不連続であり，かつ粒内はアスペクト比の大き
い（細長い）針状組織が得られ，疲労特性が向上でき
る10） 。
3. 3　βプロセス鍛造の適正条件～材料特性～
　前節の金属組織と鍛造条件の関係に加え，材料特性に
及ぼす影響を調査した。まず，加熱温度1,000℃，金型
温度850℃の条件で，圧下率を33％および67％として圧
縮加工することによって外径φ230×厚さ80mmの円柱
圧縮鍛造材を製作して機械的特性を調査した。ここでは

図 4  チタン合金Ti-6246のミクロ組織
Fig. 4  Microstructure of forged Ti-6246

図 5  Ti-6246合金のβプロセス鍛造条件とミクロ組織
Fig. 5  Influence of temperature and strain on microstructure of Ti-

6246 β processed forging
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ひずみによる顕著な影響の見られた引張および疲労試験
結果を示す。なお，室温での破壊靭性値は，今回の試験
範囲ではひずみ量によらず50MPa・m1/ 2 以上であった。
　引張試験片は鍛造材の厚さ中心（ 1 / 2 t）， 1 / 4 t，
および表層10mmの各位置から引張軸が接線方向となる
ように切り出した後，930℃× 1 hの溶体化および595℃
× 8 hの時効処理を施した試料を用いて試験した。
　図 6 （a）に，圧縮率33％および67％の鍛造材におけ
る各試験片位置の相当ひずみをFEM解析により求め，
相当ひずみに対する室温引張特性を示した。引張強度

（UTS），降伏強度（YS）には相当ひずみの影響は見ら
れないが，絞り値（RA）は相当ひずみが0.5以下で低下
する。したがって，十分な延性を確保するためには少な
くとも0.5以上の相当ひずみを加える必要がある。
　図 6（b）にジェットエンジンのディスク材で重要な
特性の一つである低サイクル疲労（LCF）の破断寿命に
対する相当ひずみの影響を示した。破断寿命は相当ひず
みが大きくなると向上する傾向がある。相当ひずみが少
ない場合は延性が低いこと，および鍛造相当ひずみの少
ない直線状粒界αを持つ組織では，負荷応力による転位
が粒界αに堆積しやすいために疲労き裂の発生が粒界α
に沿って起こることで，疲労寿命が短くなると考えられ
る。
3. 4 βプロセス鍛造解析技術による工程設計
　上述のように適正条件範囲に温度，ひずみを制御しな
がら目標のディスク形状を得る鍛造工程を決定するため

には変形－温度連成FEM解析による温度・ひずみ予測
を活用することが不可欠である。このFEM解析を高精
度に行うための重要な項目の一つがFEM解析に適用す
る変形抵抗データの取り扱いである。
　円柱圧縮試験での荷重－ストローク測定結果からTi-
6246の応力－ひずみ線図を作成すると図 7 のようにな
り，前述のとおり，特に低温では加工軟化の様相を示す。
しかし，実際には加工発熱による試験片素材の温度上昇
があるため，温度変化の影響を受けた結果である。
FEMによる変形－温度連成解析では，加工発熱は別途
計算されているため変形抵抗値としては温度一定（恒温）
条件での値が必要である。そこで，下記の手法により加
工発熱による温度上昇の影響を取り除いた。 
　まず，変形抵抗σとひずみεの関係を式（ 1 ）のよう
に仮定した。
　　σ＝A（T）×（1.0＋Fεn） …………………………（ 1 ）
ここに，A（T）：初期変形抵抗値（温度Tとひずみ速度
の関数），n：加工硬化指数，F：係数である。
　低ひずみ域であれば加工発熱の影響が少ないため，
図 7 の応力－ひずみ線図の降伏点から変形抵抗の温度と
ひずみ速度依存性データを構築し，式（ 1 ）のA（T）を
決定する。つぎに，圧縮試験のストローク－荷重線図と
一致するように変形－温度連成解析を行って，加工硬化
指数nと係数Fの最適化を行った。以上により得られた
式（ 1 ）を用いることで，図 8 に示すように各温度，ひ

図 6  Ti-6246合金 βプロセス鍛造材の材料特性と加工歪の関係
Fig. 6  Influence of forging strain on tensile properties of Ti-6246 β 

processed forging

図 7  Ti-6246の圧縮応力歪線図
Fig. 7  Stress-strain curves of Ti-6246 as measured

図 8  Ti-6246の恒温変形抵抗
Fig. 8  Isothermal flow stress of Ti-6246
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ずみ速度，ひずみにおける恒温変形抵抗が算出可能とな
る。
　恒温変形抵抗データを適用したFEM解析により，直
径約700mmの実鍛造ディスク品を対象にしてプロセス
設計を行った。図 9 に，決定したβプロセス鍛造条件に
おける鍛造後の形状，温度・相当塑性ひずみ分布，およ
び鍛造品各部位における鍛造中の温度，相当塑性ひずみ
履歴の解析結果を示す。各部位において，組織および材
料特性の観点から求めた適正条件範囲内にて変形が完了
している。
　以上のような工程設計技術を適用して試作した鍛造品
の組織写真の一例を図10に示す。このような針状α組
織とすることで，50MPa・m1/ 2 を超える高い室温破壊靭
性値が得られている。

むすび＝本稿では，航空機エンジン用ディスクの鍛造事
例を中心に，チタン合金鍛造品の特徴となる鍛造技術を
紹介した。チタンは，温度やひずみの精緻な制御による
組織，材料特性の造り込みが必要な，加工の難しい材料
である反面，鍛造技術による差別化の余地が大きい材料
であるといえる。
　日本国内では，2013年から日本エアロフォージ株式会
社において待望の超大型 5 万トンプレスが稼働し始め
た。これを活用することで，日本の航空機向けチタン合
金鍛造品の生産量が今後一層向上することが期待されて
いる。
　そのためにも，形状や温度に留まらず鍛造後の組織や
材料特性の高精度な予測も可能とする解析技術の構築，
ならびにチタンに代表されるような熱間難加工材の鍛造
技術のさらなる高度化を進めていく。
　
参　考　文　献
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3 ） R. R. Boyer et al. Ti-2007 Science and Technology. 2007, 
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4 ） 村上昌吾ほか. 金属. 2013, Vol.83, No.4, p.33.
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図 9  ディスク部品βプロセス鍛造の温度および歪解析結果
Fig. 9  Calculated results of temperature and strain during disk forging

図10  Ti-6246βプロセス鍛造ディスクのミクロ写真
Fig.10  Microstructure of β processed disk forging
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まえがき＝近年，製品サイズの大型化に伴って，鍛錬成
形比を得るために鋼塊直径を大径化する傾向にある。鋼
塊が大型化するとザク性欠陥と呼ばれる内部欠陥および
偏析が顕著となる。そのため，自由鍛造ではプレスの最
大加圧力下でも鋼塊内部を均質化することが困難となる。
　従来，理論解析により圧縮工程における大型品での鍛
錬効果について研究 1 ）されている。また，円柱状プラ
スチシンを用いた圧着の物理的モデルの検討 2 ）や，鋼
塊表面冷却による内部温度分布の影響が調査 3 ）されて
いる。一方，粉末焼結体の密度変化による各種鍛伸方法
の影響 4 ）などの研究により，静水圧積分パラメータを
用いた欠陥の閉鎖挙動の評価が行われている。また，こ
のパラメータを修正した静水圧積分パラメータを圧延に
おけるザク状欠陥の圧着性評価に適用した事例 5 ）が報
告されている。このように，静水圧積分パラメータは加
工方法によらず欠陥閉鎖の指標に適用可能である。ま
た，欠陥閉鎖を評価できる利点があり，圧縮工程または
鍛伸工程単独での適用は広く行われている。しかしなが
ら，鋼塊の凝固時に発生する内部欠陥は圧縮工程を経て
鍛伸工程へと進むが，これらを一連の工程として内部欠
陥の変形挙動を明らかにされた事例は少ない。このため，
これらの工程を一つの工程と考え，内部欠陥の変形挙動を
明らかにし，各工程における鍛造条件を適正化する必要が
ある。
　当社ではまず，鋼塊時での内部欠陥を模擬した二次元
鍛造シミュレーションを行い，圧縮工程における内部欠
陥の閉鎖挙動を調査した。つぎに，鍛伸工程において，
モデル実験と三次元鍛造シミュレーションから内部欠陥
閉鎖評価数（Q値）を算出し，内部欠陥閉鎖に関する限

界値の定量化を行った。さらに，実機鋼塊を用いて内部
欠陥閉鎖条件と閉鎖挙動確認する実験を行い，適正鍛造
条件を算出した。

1 . 圧縮工程における内部欠陥閉鎖挙動 

1. 1　鍛造シミュレーションモデルおよびモデル実験結
果との比較

　圧縮工程では，鋼塊の鋳込み時に発生したザク性内部
欠陥の挙動を明確にする必要がある。そのため，初期欠
陥の位置やそのサイズに依存した，圧下率による変形後
の欠陥サイズの定量的な関係を求めた。そこで，汎用有
限要素法（以下，FEMという）解析ソフト（Forge2D）
を用いて欠陥位置およびサイズを変更した鍛造シミュレ
ーションを行い，欠陥の閉鎖挙動を調査した。なお，同
ソフトは材料間の接触判定およびリメッシュ機能を有し
ており，内部欠陥閉鎖挙動を調査することが可能であ
る。鍛造シミュレーションの素材モデルの概略を図 1 に

内部欠陥閉鎖挙動の予測技術
Prediction of Closing Internal Voids by Using Numerical Simulation

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

A deformation analysis of the closing behavior of internal voids was conducted by a two-dimensional 
finite element method (FEM) simulating voids in a steel ingot under compression. A comparison was 
made between model experiments and analytical results, which confirmed the applicability of the 
analysis to the behavior of internal voids. This analysis was used to study the relationship between the 
reduction ratio and the void shape/void position. For a forging process, a model experiment and 3-D 
FEM were performed to determine a Q value, an evaluation index of void closure. This value was used 
to quantify the limit value at which the closure of internal voids begins. As a result, the voids were 
found to close at a Q value of 0.21 or greater. In addition, an experiment was carried out using a 30 
tonne ingot, and the UT inspection results and calculated Q values were compared. It was found that 
the void closure occurs at a Q value of 0.6 or greater.
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図 1  鍛造シミュレーションの素材モデル
Fig. 1  Analytical model
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示す。ここでは実際の鋼塊形状を単純化した円柱形状と
し，解析では軸対称モデルを仮定して実施した。
　まず，鍛造シミュレーションを行う前に，シミュレー
ション結果を評価できる内部欠陥挙動のモデル実験を実
施した。
　実験では，変形後の人工欠陥の形状を正確に測定する
ため，圧縮実験後に断面切断を行わずにX線CTにより
欠陥寸法を測定した後，実験材を切断して欠陥形状を測
定した。また人工欠陥は，球状などの凹みをあらかじめ
付与した部材 2 個，およびその部材と同一材質の円筒管
を 1 個用意し，凹みを付与した部材を円筒管の中に押し
込むことで，所望の位置に所望の形状の人工欠陥ができ
るようにした。なお，モデル実験材はあらかじめ450℃
で 3 h焼鈍した純アルミニウム1070材を用いた。
　モデル実験材はH0/D0=2.0とし，欠陥形状h0/d0= 5 ，
欠 陥 径d0/D0=0.08， 欠 陥 位 置T/H0=1/2で， 高 さH0を
100mmとした。
　鍛造シミュレーションに用いる摩擦係数は，モデル実
験での加工後素材の側面バルジ変形形状（最大径）がシ
ミュレーション結果と一致するようにクーロン摩擦μを
決定し，μ=0.15を採用した。さらに，試験材を用いた圧
縮試験によって変形抵抗を測定し，変形抵抗式として式

（ 1 ）を決定した。なお，本変形抵抗式を用いた場合の圧
縮荷重の予測値と実験値は 3 %以内で一致している。
　　σ＝91.1×ε0.287 ……………………………………（ 1 ）
　圧下率による初期欠陥に対する欠陥径および欠陥高さ
に関して，モデル実験結果と鍛造シミュレーション結果
の比較を図 2 に示す。また，モデル実験および鍛造シミ
ュレーションで得られた各圧下率における内部欠陥形状
の比較を図 3 に示す。同図から，各圧下率での鍛造シミ
ュレーション結果と実験結果で得られた欠陥形状はよく
一致しており，欠陥の高さ減少率および拡径率も精度よ
く一致している。このことから，FEM解析により内部
欠陥閉鎖挙動が明らかにできると考えられる。
1. 2　欠陥形状・欠陥位置・欠陥サイズの影響 
　ザク性欠陥は鋳塊の特定部位（最終凝固位置近傍）に
発生し，サイズもさまざまである。このため，鋼塊の圧
縮工程の評価では，その欠陥サイズや欠陥位置の影響を
明らかにすることは重要である。このため，表 1 に示す 条件に基づいて鍛造シミュレーションを実施した。圧下

率と内部欠陥面積比（S/S0）との関係を図 4 に示す。本
結果より，初期欠陥形状比（h0/d0）が大きくなるに伴い，
また，欠陥位置（T/H0）が中心から離れるに伴い欠陥
が閉鎖しにくい傾向となることがわかった。
　鋼塊形状H0/D0=1.5において欠陥形状（h0/d0）と位置

（T/H0）が異なる場合の欠陥径/鋼塊径（d0/D0）と内部
欠陥が閉鎖した限界圧下率との関係を図 5 に示す。な
お，上記の限界圧下率は空隙部の節点がすべて接触した
状態の圧下率とした。同図より，欠陥径（d0/D0）が変
化しても限界圧下率が大きく変わらないことから，実鋳
塊でD0 が大きな場合でも本解析が妥当であることがわ
かる。一方で，欠陥形状（h0/d0）が大きくなるに伴い，
圧縮方向と同一方向に欠陥が長くなるために限界圧下率
が大きくなる。欠陥が閉鎖するには，欠陥形状h0/d0＝

図 2  モデル実験および変形解析における圧下率と欠陥径（d/d0）
および欠陥高さ（h/h0）との関係

Fig. 2  Relationship between reduction ratio and void shape (d/d0 and 
h/h0) for analytical results and experimental results

図 3  モデル実験および鍛造シミュレーションで得られた各圧下
率における内部欠陥形状の比較

Fig. 3  Internal void shape comparison with experimental result (left) 
and analytical result (right) (equivalent strain distribution)

表 1  鍛造シミュレーションの条件
Table 1  Analytical model (Ingot shape H0/D0＝1.5)

図 4  圧下率と内部欠陥面積比（S/S0）の関係におよぼす欠陥形状
および欠陥位置の影響

Fig. 4  Effect of void shape and position on the relation between 
reduction ratio and void area ratio (S/S0)
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5 以上では75%以上の圧下率が必要であり，欠陥の形状
によっては，実機の圧縮工程で完全に閉鎖するのは難し
いと考えられる。
1. 3　鍛伸工程における内部欠陥
　上述のように，圧縮工程だけでは欠陥が残存する可能
性があるため，次工程以降の鍛伸工程で確実に閉鎖させ
る必要がある。
　はじめに，鍛伸工程における内部欠陥閉鎖挙動を明確
化するためのモデル実験を行った。実験材形状を図 6 に
示す。供試材は熱間鋼の変形と同様の挙動を示す鉛材を
用いた。初期形状φ40mm×36mmの円柱形状（モデル
1 ）と□35mm×36mmの角柱形状（モデル 2 ）の 2 種
類用意した。また，欠陥形状はφ2 mmの貫通孔とした。
工具形状の模式図を図 7 ，モデル 1 およびモデル 2 の各
実験条件を表 2 に示す。
　工具は上部に平工具，下部に実験材よりも大きな広幅
工具を用いた。圧下順序は，図 7 および表 2 に示すよう
に，両端（ 1 ， 2 ）を圧下した後に中央部（ 3 ）を圧下
し，さらに，一端（ 4 ，すなわち 1 と同一部位）を圧下
した。これにより，同一圧下率で圧下回数が異なる部位

（ 2 と 4 ）と同一圧下回数で圧下率が異なる部位（ 3 と 4 ）
が得られる。実験後，平工具中央部で断面切断を行い，
貫通孔部分を楕円形状と仮定し，長径・短径を測定して
内部欠陥の面積を算出した。圧下率（＝（初期高さ－圧
下後高さ）／初期高さ×100）と変形前後の内部欠陥面積
比の関係を図 8 に示す。本結果より，モデル 1 およびモ
デル 2 ともに初期のビレット形状に依存するが，圧下率
に関しては総圧下率が同一であれば圧下回数に関係な
く，ほぼ同一の欠陥面積比となることがわかる。このこ
とから，本稿において対象としている空隙閉鎖はひずみ
が支配的であると考えられる。
1. 4　鍛造シミュレーションによる内部欠陥閉鎖評価数

の算出 
　内部欠陥の閉鎖を狙った工程設計を行うためには内部
欠陥閉鎖挙動を定量的に把握する必要がある。そこでこ
こでは，従来提案されている大矢根の式を活用した内部
欠陥閉鎖評価数Q 4 ）を活用して定量化を行った。なお，
内部欠陥閉鎖評価数（以下，Q値という）は以下の式で

定義されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 2 ）

ここで，σm：静水圧応力，σeq：相当応力，εeq：相当ひ
ずみである。当社では，Q値を算出するためにモデル実
験と同一条件の鍛造シミュレーションを行った。なお，
素材モデルは1/2対称として貫通孔がある状態で欠陥形
状を求めるとともに，Q値を計算するために貫通穴がな
い状態で，上記式（ 2 ）を用いて各要素について計算さ
れた応力成分・ひずみ成分から求めた。鍛造シミュレー
ションに用いた摩擦係数および変形抵抗を表 3 に示す。
これらの値は過去の文献 6 ）から得られた値である。
　モデル 1 およびモデル 2 の実験および鍛造シミュレー
ションで得られた断面形状の代表例を図 9 に示す。実験
および鍛造シミュレーションで得られた同一圧下率での
内部欠陥面積比の比較を図10に示す。これらの結果か
ら，欠陥形状および面積比が実験と鍛造シミュレーショ
ンでよく一致していることがわかる。鍛造シミュレーシ
ョンより得られたQ値と実験より得られた内部欠陥面積
比の関係を図11に示す。この結果より，鍛伸工程で内

Q＝ （－σm/σeq）dεeq＝（－σm/σeq）iΔεeq
iεf

0 i＝1

n

図 5  欠陥径/鋼塊径（d0/D0）と限界圧下率との関係（H0/D0＝1.5）
Fig. 5  Relationship between void shape (d0/D0) and critical upset 

ratio（H0/D0＝1.5）

図 6  実験材形状
Fig. 6  Shapes of experimental material

表 2  モデル 1 およびモデル 2 の各実験条件
Table 2  Experimental conditions

図 7  工具形状の模式図
Fig. 7  Appearance of forging method
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部欠陥が閉鎖するQ値は初期断面形状に関係なく0.21以
上であることがわかった。

2 . 実鋼塊を利用した鍛造実機試験

2. 1　実機実験条件
　鋼塊を所定の温度で加熱し，自由鍛造プレスを用いて
断面積を段階的に減少させるように鍛造した。その際
に，その都度内部欠陥を超音波探傷試験で調査して，内
部欠陥の変化を測定した。鍛造後，超音波の透過度を向
上させるための焼鈍を実施した後，表面の酸化スケール
を除去して超音波探傷試験を実施した。
　供試材はJIS SF590A相当で，鋼塊の重量は30t，鋼塊
形状は押湯部を除いてφ1,380mm，高さ2,180mmである。
　各パスの目標断面形状を表 4 に示す。使用した金敷は
幅W=800および500mmの上下同一幅を有する 2 種類の
平金敷（Flat die）を使用した。
　探傷位置を図12に示す。 S/N比 2 ： 1 として同図に
示すA面およびB面のMDDS（最小検出欠陥径：Minimum 
Detectable Defect Size）を算出した。
2. 2　実鋼塊における内部欠陥閉鎖挙動
　前節で述べた実験条件において測定した平底穴換算値

（FBH）と鍛造シミュレーションにより計算した当該位
置における内部欠陥閉鎖評価数Qの計算結果を図13に示
す。ここで，被検査材のMDDSはおよそφ1.0mm前後で
あることから，Q値は0.4以上で欠陥検出以下となり，外
挿を行うとQ値は0.6以上で超音波探傷試験による欠陥は
なくなると考えられる。このため，欠陥の閉鎖にはQ≧
0.6が必要であると判断した。上記から欠陥閉鎖に必要
なQ値について，貫通孔を設けた小型実験ではQ≧0.21
に対し，実欠陥ではQ≧0.6と大きな差が生じている。こ
れは，小型モデル実験の欠陥形状が貫通孔であること，
また，実鋼塊の欠陥は分布を持っていることなどが原因
と考えられる。
　一方，図13のQ＜0.21の領域を見ると，FBHとQ値は
ほぼ線形に変化している。このことから，欠陥サイズが
大きい場合では，線形に欠陥が小さくなると考えられ
る。一方，欠陥が小さくなると，それに伴って，数値シ
ミュレーションのメッシュサイズを小さくする必要があ

図 8  圧下率と内部欠陥面積比の関係
Fig. 8  Relationship between reduction ratio and void area ratio

図10 実験および鍛造シミュレーションで得られた内部欠陥面積
比の比較

Fig.10 Comparison in void area ratio between analytical and 
experimental results

表 3  摩擦係数および変形抵抗
Table 3  Analytical conditions

図11  Q値と実験より得られた内部欠陥面積比の関係
Fig.11 Relationship between Q value and void area ratio of　

experimental result

図 9  実験および鍛造シミュレーションで得られた断面形状の代表例
Fig. 9  Cross section shapes of experimental results and analytical 

results
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るが，今回は欠陥サイズ変化によるメッシュサイズの変
更は行っていないため，実際よりも小さなQ値で欠陥が
閉鎖したと考えられる。

3 . 内部品質を重視した鍛伸工程設計

　前章から，鍛伸工程ではQ≧0.6を満たすことにより内
部欠陥が閉鎖することがわかった。このため，鍛伸工程
設計には，Q値を高くするような設計が必要である。図
13からもわかるようにQ値は，金敷幅が500mmのときよ
り800mmのときの方がより高い値を持っている。これ
は，金敷幅が大きいことにより，長手方向の材料変形が

拘束されるためである。そこで，同じ鍛錬成形比となる
ようなパススケジュールで金敷幅800mm，500mmの 2
条件で鍛造を行い，欠陥の有無を調査した。
　鍛造パススケジュールを表 5 に示す。これは，金敷に
よる幅広がりも考慮して目標形状とするパススケジュー
ル設計を行っている。 実際に，このパススケジュール
にて鍛造した結果，幅500mmの場合ではQ＜0.6となり，
欠陥が検出されたが，幅800mmの場合ではQ≧0.6とな
り欠陥が検出されなかった。 
　本結果から，あらかじめQ値を算出し，Q≧0.6となる
ように鍛造パススケジュールを設計することで，欠陥が
発生しない条件を決定することが可能となった。

むすび＝鍛造シミュレーションを活用して，内部欠陥閉
鎖挙動について検討した。以下に得られた結果を示す。
1 ）圧縮工程の鍛造シミュレーションから欠陥の形状・

サイズ・位置と圧下率の関係を調査した結果，圧縮
工程だけで欠陥閉鎖を行うためには75％以上の圧下
が必要である。

2 ）人工欠陥によるモデル実験および三次元鍛造シミュ
レーションを用いて内部欠陥閉鎖評価数の定量化を
行った結果，鍛伸工程において内部欠陥閉鎖評価数
Q=0.21以上で欠陥が閉鎖することがわかった。

3 ）実鋼塊を用いた実験において欠陥が閉鎖する鍛造条
件は，Q=0.6以上であることがわかった。

4 ）欠陥閉塞の閾値（いきち）を考慮することにより，
実機鍛造に有益な鍛造パススケジュールを算出可能
であることを検証した。
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図12  探傷位置
Fig.12  Position of ultra-sonic test

表 5  鍛造パススケジュールの設計例
Table 5  Example of forging process design

表 4  目標断面形状
Table 4  Target size for each pass

図13  Q値とF.B.H.の関係
Fig.13  Relationship between Q value and F.B.H.
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まえがき＝当社13,000tプレスでは，船舶用クランクシャ
フト用素材やプロペラ軸，リアクタシェルなど，大型の
鍛鋼品を製造している。鍛鋼品の概略製造工程を図 1 に
示す。自由鍛造中には表面疵（きず）が発生することが
あり，鍛造作業中にスカーフィングにより除去してい
る。しかしながら，熱間延性が良好であると考えられて
いる鋼種においてもまれに，品質不良となるほど深い表
面疵が鍛造後や焼鈍・調質後に発見される場合がある。
表面疵が残存していると，比較的浅い表面疵であっても
グラインダによる疵除去や磁粉探傷検査などを実施する
必要があり，費用・生産性の損失となる。それに加えて
深い表面疵では，修正作業が必要になる場合や，機械加
工時の取り代が確保できずに製品として使用できなくな
る場合もあり，損失は非常に大きい。
　そこで当社では，鍛鋼品において品質不良となり得る
表面疵，なかでも発生機構が不明瞭な深い表面疵を抑制
するための評価手法を考案した。本稿において抑制方法
を検討した結果を報告する。

1 . 鍛鋼品の表面疵

　本稿では700MPa級炭素鋼（以下，SF700という）の
長尺軸製品を例として以下に述べる。本製品は，焼鈍・
調質後，多数の軸方向表面疵が確認された。表面疵の発
生状況を図 2 ，表面疵の外観写真を図 3 に示す。多数
確認された軸方向表面疵のなかでも比較的深い疵を選
び，疵に沿って強制破断したときの断面写真を図 4 に示
す。この軸方向の表面疵は，外観からはしわ

4 4

のように見
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■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

Kobe steel has been manufacturing shafts for vessels. Infrequently, deep surface defects were detected 
on these products after forging and heat treatment. This paper describes the mechanism of surface 
flaws on forgings and the evaluation method suitable for the actual hot forging. Evaluation of the 
mechanism of surface flaws on forgings, using a hot compressive test, brought out the fact that the hot 
compressive test has a strong correlation with the reduction of the area of the hot tensile test, and this 
method is more suitable for evaluating the ductility on an actual hot forging than is the conventional 
method. It is assumed that the generation of deep surface defects can be prevented by identifying the 
limiting the temperature of propagation and finishing forging before that temperature is reached.

池上智紀＊1

Tomonori	IKEGAMI
有川剛史＊1

Takefumi	ARIKAWA
山部大輔＊2

Daisuke	YAMABE
香川恭徳＊2

Yasunori	KAGAWA

＊ 1  鉄鋼事業部門　鋳鍛鋼事業部　技術開発部　＊ 2  鉄鋼事業部門　鋳鍛鋼事業部　鍛圧部　

図 1  鍛鋼品の概略製造工程
Fig. 1  Manufacturing process of steel forging

図 3  長尺軸製品に発生した軸方向表面疵
Fig. 3  Surface defects in axial direction on long shaft

図 2  表面疵が発見された長尺軸製品
Fig. 2  Surface defect on long shaft
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える。しかし，通常の鍛造による表面の材料流動に起因
するしわ状の疵はせいぜい 5 mm程度の深さであるのに
対して，この疵は最大で20mm以上の深さであった。こ
のようなしわ状の深い表面疵はまれに発生することがあ
るが，その発生機構は今のところ明確にはなっていな
い。
　ここで，深い表面疵の発生機構を検討する。まず，焼
鈍・調質時の熱応力により割れが生じた，もしくは細か
な疵が伸展した可能性が疑われる。軸方向の表面疵に対
して垂直に切断した写真を図 5 に示す。疵周辺に幅
400μm程度の脱炭層が確認された。疵周辺の脱炭層厚
さは，疵発生から検出までの疵周辺の熱履歴に影響を受
ける 1 ）。そこで，CT（Compact Tension）試験片に疲
労き裂を発生させて疲労き裂部を切り出し（図 6 ），鍛
造温度が①1,100℃，②800℃以降，③調質時の冷却工程
以降の 3 条件の熱履歴を模擬的に与えた（図 7 ）。観察
の結果，き裂周辺に生じた脱炭層厚さはそれぞれ，
650μm，500μm，300μm程度であった。このことから，
当該疵は調質時に発生したものではなく，鍛造工程で発
生していたと考えられる。
　つぎに，鍛造作業中のどのタイミングで疵が発生して
いるかを調査した。当該品の熱履歴と疵周辺組織の比

較・観察，鍛造作業時立会い，および作業ビデオ確認な
どの状況調査を行ったが，鍛造作業中の具体的な疵発生
時期は特定できなかった。とくに軸方向の疵は，熱間状
態では熟練の作業者であっても発見が難しく，立会い確
認した製品のなかにも焼鈍・調質後に初めて疵が発見さ
れたものがあった。鍛造作業中の素材表面は，酸化スケ
ールの付着，凹凸のある鍛造肌のために疵の発見が困難
になっているものと思われる。

2 . 深い表面疵発生機構の仮説

　 1 章で検討した深い表面疵は，以下の考えから材料の
延性低下に起因する疵の一種であると考えた。図 8 に示
すように，深い表面疵が発生した長尺軸製品の鍛造時間
は疵未発生品と比べ長く，温度の低下により材料の延性
が低下していたことが予想される。さらに，図 9 のよう
に実機で発生した表面疵の近傍には，問題となった深い
表面疵以外にも細かな疵が多数確認できる。疵の先端は
鋭く，応力集中部となるため，細かな疵が形成された後
に鍛造による引張応力が付加されることにより，疵の先
端からき裂が伸展する可能性がある（図10）。汎用有限
要素解析ソフトABAQUSを用い，鍛造によって軸方向
の疵周辺に引張応力が生じる可能性を検討した。実機鍛
造条件に合せて解析モデル，解析条件を決定した

（図11）。また，摩擦係数は鍛造解析でよく用いられる
0.3を採用した。解析の結果，圧下量が大きくなれば疵

図 6  疲労き裂入りCT試験片
Fig. 6  Fatigue-crack specimen for compact tension test

図 5  表面疵の断面ミクロ写真
Fig. 5  Cross-sectional microstructure of surface crack

図 4  軸方向に切断された疵の断面写真
Fig. 4  Picture of longitudinal section of deep defect

図 7  熱履歴をうけたき裂近傍の断面写真
Fig. 7  Cross-sectional microstructure near crack after heat-treatment

図 8  長尺軸製品の鍛造時間
Fig. 8  Forging operation time of long shafts
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周辺に引張応力が生じることを確認した（図12）。鍛鋼
品表面に発生する深い表面疵は，しわ状の細かな疵が鍛
造時の材料の延性低下によって伸展した疵と仮定し，材
料延性と疵伸展の評価手法を検討した。

3 . 延性評価

3. 1　熱間引張試験
　熱間での延性は，グリーブル試験機を用いた定ひずみ
速度熱間引張試験を実施し，試験後の絞り値によって評
価した。供試鋼は，SF700に加えてSF600， 5 %Cr合金
鋼（以下，65CrMo20という）を用いた。それぞれの化
学組成および実機製造における表面疵発生頻度を表 1
に示す。試験条件はAr置換雰囲気とし，SF600，SF700
では1,230℃，65CrMo20では1,160℃で300秒間の加熱と
した（図13）。加熱温度から試験温度までの冷却速度は，
実機表面温度を参考に0.167℃/sとした。加熱温度から
冷却し，試験温度で30秒間保持した後に引張試験を開始
した。ひずみ速度は，実機鍛造条件（ひずみ速度：1.0
×10－2/s～5.0×10－3/s程度）を基に5.0×10－3/s一定とし，
試験片破断後はArガスにより急冷した。試験温度と絞

図10  深い表面疵の発生機構予想
Fig.10  Expectation of outbreak mechanism of deep defects

図 9  深い表面疵近傍の断面ミクロ写真
Fig. 9  Cross-sectional microstructure of deep defects

図13  熱間引張試験条件
Fig.13  Process of hot tensile test

図12  鍛造シミュレーションによる応力解析
Fig.12  Results of stress analysis for forging simulation

表 1  供試材の化学成分と疵発生頻度（wt％）
Table 1  Chemical compositions and frequency of flaw generation 

of test specimen (wt%)

図11  解析モデルと条件
Fig.11  Analysis model and condition
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り 値 と の 関 係 を 図14に 示 す。 各 鋼 種 の 絞 り 値 は，
65CrMo20の700℃以外，SF700およびSF600の600℃以外
の試験温度では60%以上の値を示している。一般的に，
定ひずみ速度の熱間引張試験の絞り値が60%以上あれ
ば，熱間圧延および鍛造における延性は優良であり，
50%以上でも割れはほとんど発生しないとされている2 ）。
本試験条件においては，700～800℃において，SF600の
延性はやや高い傾向にあるものの，SF600の600℃以外
の条件においてはいずれの鋼種でも50%以上の絞り値が
得られており，延性に大きな差異はないことが確認でき
た。
3. 2　熱間圧縮試験
　熱間引張試験の結果からは，いずれの鋼種においても
650℃以上では材料延性に大きな差異のない結果が得ら
れた。本結果は，実機製造における表面疵発生頻度と合
致しないことから，自由鍛造における延性評価のため他
の手法 3 ）～ 5 ）を検討した。周方向あるいは軸方向いずれ
の表面疵であっても， 2 章で述べたプロセスによって深
い疵が発生すると仮定し，ノッチ入り円柱を用いた熱間

圧縮試験を考案した。試験は図15に示すように，あら
かじめノッチを形成した円柱材を所定の温度まで加熱し
た後に，試験温度まで実機表層を模擬して徐冷却し，端
面拘束冶具を用いて圧縮した。本来であれば，荷重方向
に対して垂直な方向にノッチを入れるべきであるが，ノ
ッチ先端からの伸展量がごくわずかであるため，差異が
明確にならない。そこで，伸展量に明確な差異を生じさ
せるため，ノッチを荷重と平行な方向に設けて試験を実
施した。また，ノッチの方向を変化させても，応力集中
によってノッチ先端からき裂が発生する状況自体には差
異はない。
　試験後の円柱材を軸方向の高さ中心で切断してノッチ
近傍の断面を観察し，ノッチ先端から伸展したき裂長さ

（以下，伸展長さという）を計測した。なお，ノッチは
幅0.3mmのワイヤカットで成形した。軸方向の高さ中心
に空けた深さ20mmの穴にKタイプ熱電対を差込み，実
体の温度および冷却速度を測定した。
　まず，SF700を供試し，ノッチ深さを2, 5, 10, 15mmの
4 種とし，圧縮率を初期円柱高さの43%とした試験を実
施した。試験前後の試験片外観写真を図16に示す。図
に示すように，試験条件によってノッチ先端からのき裂
伸展に差異が認められた。SF700における各温度，各ノ
ッチ深さでの伸展長さを表 2 に示す。伸展長さはノッチ

図14  熱間引張試験結果
Fig.14  Results of hot tensile test

図16  試験前後の円柱材（SF700，5 mmノッチ）
Fig.16  Specimen before and after testing (SF700 with 5mm notch)

図15  熱間圧縮試験の実験工程
Fig.15  Process of hot compressive test
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深さの影響を受け，本試験条件の場合には 5 mmノッチ
で伸展長さが最も大きくなることがわかる。 5 mmノッ
チにおける伸展長さは，600℃で6.0mm，650℃では
0.0mm，700℃では3.5mmであった。SF700の試験結果
において伸展長さが最も大きくなった 5 mmノッチの条
件で，65CrMo20，SF600でも同様の試験を実施した。
3 鋼種の熱間圧縮試験結果を図17に示す。65CrMo20は
750℃において6.5mm伸展した。一方，SF600では600℃
でのみ伸展し，その伸展長さは1.0mmであった。
　以上の結果から，65CrMo20，SF700，SF600の順に伸
展 長 さ が 大 き く， 本 試 験 条 件 に お い て65CrMo20，
SF700，SF600の順でき裂が伸展しやすい鋼種であるこ
とが明らかになった。これは，表 1 に示す疵各鋼種の実
機製造時の表面疵発生頻度と一致しており，考案した熱
間圧縮試験は，実機における割れ発生の傾向を熱間引張
試験よりも明確に評価できると考えられる。
3. 3　延性評価のまとめ
　二つの異なる試験方法により，材料の熱間域の延性を
評価した。ここで，熱間引張試験の絞り値と，熱間圧縮
試験の伸展長さとの関係を図18に示す。図より，SF700
の絞り値と伸展長さには相関関係があることがわかり，
熱間圧縮試験は，熱間引張試験と同様に熱間域の延性を

評価できていると考えられる。ただし，絞り値と伸展長
さの関係は鋼種による影響があると予想される。例え
ば，同じ絞り値65%程度の条件でも，65CrMo20では伸
展長さ6.5mm，SF700では伸展長さ6.0mm，SF600では
伸展しないことが予測されるなど，絞り値と伸展長さの
関係が異なっている。熱間引張試験の絞り値は一般的に
用いられているが，熱間圧縮試験の方が表 1 に示す表面
疵発生頻度をよりよく評価している。
　以上に述べた結果から，鋼種間の延性の差異は，熱間
圧縮試験の伸展長さの方がより敏感に評価できる可能性
が高く，実機における深い表面疵の発生は，仮定した疵
発生機構のように，細かい疵の伸展により発生している
可能性が高いと考えられる。

4 . 実機工程の検証

　延性評価の結果を踏まえて，実機の表面疵発生機構の
仮説と疵発生抑制方法を立案した。図19に，SF700を用
いた長尺軸製品鍛造時の表面温度変化と，同一形状での
疵発生品と疵未発生品の鍛造時の作業工程を示す。本図
における表面温度として，サーモビュアによる表面温度
測定値を実機測定値，およびφ860の丸棒を空冷する条
件における熱伝導解析結果を示した。図の作業工程を比
較すると，疵発生品は鍛造作業に長時間要しており，平
金敷（Flat-die）による鍛造の終了時温度は，疵未発生
品では700℃程度，疵発生品では600℃程度であることが
わかる。SF700の熱間圧縮試験の結果によると，700℃
以下においてき裂が伸展していた。疵発生品では，700
℃以下でも平金敷による鍛造を続けており，SF700の熱
間圧縮試験の結果によると，細かな疵が伸展して深い表
面疵が残存したと考えることができる。一方，疵未発生
品においても，700℃以下でタップ金敷（Tap-die）によ
る鍛造が実施されているが，タップ金敷による鍛造の場
合は，タップ金敷接触表面は圧縮応力が付加されている

図18  引張試験絞りと圧縮試験伸展長さの関係
Fig.18 Relationship between reduction of area of tensile test and 

propagation length of compression test

図17  熱間圧縮試験結果
Fig.17  Results of hot compression test

表 2  SF700における伸展長さ
Table 2  Propagation length for SF700

図19  実機鍛造工程時間と表面温度
Fig.19 Relationship between actual forging time and surface 

temperature
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ため，表面に細かな疵があったとしてもき裂が伸展しな
かったものと考えられる。
　以上の結果から，熱間圧縮試験にて疵伸展限界の温度
を見極め，その温度到達前に平金敷による鍛造を終える
ことで深い疵の残存を抑制できると考えられる。

むすび＝鍛鋼品でまれに発生する深い表面疵について，
その発生機構を推定した。また，新たな延性評価方法を
考案して疵の抑制方法を検討した結果，以下の結論を得
た。
　検討した熱間圧縮試験での伸展長さは，熱間引張試験
の絞り値と相関関係があり，熱間圧縮試験による延性評
価は，従来一般的に利用されている熱間引張試験と比べ
て，自由鍛造における深い疵発生を評価できていると考

えられる。すなわち，熱間圧縮試験は，自由鍛造におけ
る各鋼種の熱間域での延性をより鋭敏に評価できると考
えられる。
　今後，他鋼種において同様の評価数を増やす必要があ
るが，熱間圧縮試験を用いることにより，表面疵の発生
を抑制した温度などの鍛造限界条件を決定できる可能性
がある。 
　
参　考　文　献
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3 ） 工藤英明ほか. 塑性と加工. 1967, Vol.8, No.72, p.17.
4 ） 南雲道彦ほか. 鉄と鋼. 1970, Vol.56, S205, p.205.
5 ） 両角不二雄ほか. 材料. 1970, Vol.19, No.19, p.255.
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まえがき＝圧縮機械本体のケーシングやロータなど，機
械部品の多くに鋳物が使われており，加工コスト低減や
設計自由度を向上させるためにも，その形状制御が重要
である。
　一般的な鋳造法であるキャビティ鋳造法では，求める
形状を模した木型または金型を用いて砂型内に空洞を作
り，そこに溶けた金属を流し込んで品物を得る。一方，
消失模型鋳造法では，求める形状を模した発泡樹脂の型
をそのまま砂内に埋め込み，溶けた金属と置換させるこ
とで品物を得る。後者の場合，上型と下型を組み合わせ
て空洞を作る必要がなく，合わせ面の“ばり”を手入れ
する必要がない。また，砂型から木型を抜く時の摩擦抵
抗を減じるために設けられる“抜け勾配”が必要なく，
よりニアネットに品物を鋳造することができる。
　消失模型鋳造法には，自硬性砂を用いるFMC（Full 
Mold Casting）と，樹脂添加されていない砂を用いる
EPC（Evaporative Pattern Casting）がある。EPCの概
要を図 1 に示す。いずれの方法も，変形しやすい発泡樹
脂模型の表面に“塗型剤”と呼ばれる耐火性のコーティ
ング剤を塗布・乾燥させて，模型の表面強度を上げてか
ら枠（以下，フラスコという）内に設置した後，砂を充
填する。FMCの場合，砂に樹脂が混練されており，そ
の樹脂の脱水縮合反応を利用して砂の強度を得る。一
方，EPCの場合は，フラスコ内の砂に振動を付与した後
に減圧することで充填密度を上げ，くさび効果で砂型の
形状を保持させる。このように，FMCよりEPCのほう
が砂型の強度が低く，砂型内の発泡樹脂模型が変形しや
すいプロセスになっているため，砂の重量や溶湯からの
浮力の大きい数百kg以上の大型製品はFMC，数十kg以

下の中小型製品はEPCで作られることが多い。
　消失模型鋳造法では，造型中に受ける外力で発泡樹脂
模型が変形するため，鋳物をニアネットシェイプ化する
ためにはこの変形も考慮して模型形状を設計する必要が
ある。しかし，通常は溶湯が製品になる際の熱収縮しか
考慮せず，模型が一定の収縮率（ 8 /1,000～10/1,000）
で製品になると仮定して模型形状を設計し，複数回の試
作を通じて形状の修正を行う。したがって，試作回数の
少ない効率的な模型設計を行うためには，模型形状から
得られる鋳物の最終形状を事前に予測することが必要で
ある。模型の形状と鋳物の最終形状が異なる理由とし
て，先に述べた冷却による熱収縮のほかに，造型中の模
型の変形，模型が溶湯と置換する際の静圧や燃焼ガス圧
による変形などが考えられ，それらの影響を定量的に把
握しなければならない。
　本稿では，中小型製品のニアネットシェイプ化を目的
とし，EPC造型中の発泡樹脂模型の変形挙動を調査し

消失模型鋳造法における鋳物形状予測
Predicting Shapes of Castings Manufactured by Evaporative-pattern 
Casting Process

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

In order to obtain a near net shaped product by evaporative pattern casting, the deformation of the foaming 
resin pattern during molding or solidification and the heat shrinkage of the casting should be taken into 
account in designing the initial pattern shape. In this study, the strain on the pattern during molding was 
measured with sufficient accuracy so as to understand the influence of vibration and evacuation on pattern 
deformation. Moreover, the geometries of the initial pattern and the casting product were compared, and the 
influence of casting conditions was also examined. As a result, the deformation of pattern during molding 
was relatively small, and the size of the casting product was larger than the initial pattern in some cases, 
despite the shrinkage due to solidification. Therefore, it became clear that the pressure of molten metal or 
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図 1  EPC工程の概念図
Fig. 1  Evaporative-pattern casting process
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た。これまで，EPCにおける振動，脱気中のフラスコ内
の砂圧分布 1 ）や，その結果生じる発泡樹脂模型のひず
み 2 ）, 3 ）について報告されている。しかし，造型中の模
型のひずみを精度良く測定し，その変形挙動について定
量的に考察した例は少ない。従来は，柔らかい発泡樹脂
模型表面のひずみをひずみゲージで測定する実験が行わ
れていた。しかしながら，このような実験から求めた模
型の表面ひずみでは，ゲージ自身の変形抵抗（剛性）の
影響が無視できず，模型の正確な変形挙動の把握が困難
であった。そこで当社は，発泡樹脂または塗型を施した
発泡樹脂表面のひずみをひずみゲージで測定する時に，
ひずみゲージ自身の変形抵抗を考慮することによって，
模型に作用する真のひずみの値を算出する校正式を提案
した 4 ）, 5 ）。本稿では，提案した校正方法を述べるととも
に，この方法を用いて模型に発生するひずみ量を測定
し，EPC造型中に砂から受ける力によって生じる模型の
変形量から，造型時の模型変形が最終鋳造形状に与える
影響を明らかにした。また，模型と鋳物の形状を比較す
ることで，最終形状に大きな影響を与える鋳造条件につ
いて考察した。

1 . ひずみの校正方法

1. 1　主な計算条件
　市販されているはく状のひずみゲージは，ひずみを受
感する金属はくを埋め込んだラミネートフィルムを樹脂
系の接着剤で被測定物に貼付して用いられる（図 2 ）。
一方，フィルムや硬化した接着剤はそれぞれ，ヤング率
2 ～ 3 GPa程度の剛性を有しているため，被測定物のヤ
ング率が数GPa以下になると，ひずみの測定感度が低下
して補正する必要が生じることが知られている。本稿で
用いる発泡樹脂は，ポリメチルメタクリレート75%，ポ
リスチレン25%の共重合体ビーズ「クリアポール注）」を
約40倍に発泡して作られるもので，図 3 に示す応力－ひ
ずみ関係を持つ。図で明らかなように，ヤング率換算で
数MPaの剛性しか持たないため，真のひずみを得るた
めの補正が必要である。また，EPCでは模型表面に塗型
剤を塗布，乾燥させて強化するが，乾燥後の塗型剤の層

（以下，塗型という）も，図 4 に示すようにヤング率約

200MPaの剛性しか有しておらず，塗型した模型であっ
ても補正が必要となる。
　そこで，発泡樹脂体と塗型の 2 層構造を持つ被測定物
の表面ひずみをひずみゲージで求めるため，数値解析を
用いて補正方法を検討した。塗型後の発泡樹脂体のブロ
ックにゲージを貼付した 1 / 4 計算モデル（図 5 ）に対
して，汎用有限要素法解析ソフト「Abaqus ver.6.4」（ダ
ッソー・システムズ㈱）を用いてひずみ分布を求めた。

図 2  ひずみゲージの貼付状況
Fig. 2  Schematic view of strain gauge on test piece

図 5  計算モデル
Fig. 5  Computational model

図 3  発泡樹脂の応力－ひずみ線図
Fig. 3  Stress-strain diagram of foaming resin

図 4  塗型Aの荷重－たわみ線図
Fig. 4  Load - deflection diagram of coating "A"

脚注） クリアポールは㈱ジェイエスピーの登録商標である。
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表 1 に示す異なる厚さの発泡樹脂体，塗型について計算
することで，汎用性の高い補正式を得ることを目的とし
た。
1. 2　計算結果
　引張変位が0.5mmの時点における模型表面のひずみ

（真のひずみεtr）とゲージのひずみ（ゲージ出力値εg）
の比を求め， 2 層体の剛性比Rとの関係を図 6 に示す。
このとき，剛性比Rは式（ 1 ）で定義した。
　　R＝（Eg×tg）／（Em2×tm2） …………………………（ 1 ）
ここで，Eg，tgは，それぞれひずみゲージと接着剤を一体
とみなした場合のヤング率，厚さであり，Em2，tm2は塗型
のヤング率と厚さである。 
　図 6 に示すように，真のひずみεtrとひずみゲージの
測定値εgの比，つまり補正係数は，塗型とひずみゲー
ジ（および接着剤）の剛性比Rに応じて線形に変化して
いる。すなわち，発泡樹脂の厚さによらず，塗型厚さと
その縦弾性係数を把握してRが求められれば，ひずみゲ
ージで測定した値を式（ 2 ）に代入することで，真のひ
ずみが得られることがわかった。
　　εtr=（0.066R＋1.0）εg ………………………………（ 2 ）

2 . 実験方法

　ねずみ鋳鉄（JIS_FC250）製の100×100×200mmの直
方体鋳物を対象に，EPCにおける造型中の発泡樹脂模型
の変形と鋳物の最終形状の関係を調べた。鋳造に供した
発泡樹脂模型は前章で検討した材料と同じである。この
模型に，表 2 に示す異なる塗型剤 2 種を塗布した。所定
の濃度（表 2 のボーメ値）の塗型剤の入った槽に模型を
浸してから40℃で乾燥させた後，再度塗布と乾燥を行
い，「 2 度塗り」した模型を作製した。なお，塗型前後
の模型形状を 3 次元デジタイザ「SpinArm-Apex247S」

（㈱ミツトヨ）で測定し，両者を比較して求めた塗型の
平均厚さを表 2 に示す。

　塗型，乾燥後の模型の代表位置に低弾性材料用のひず
みゲージ「KFML-5-350-C1」（㈱共和電業）をエポキシ
系接着剤「EC-30」（同社）を用いて貼付し，ひずみを
測定した。また，別の試験体には，模型表面に土圧計

「KDE-200kPa」（㈱東京測器研究所）を両面テープで貼
付し，造型中の圧力を測定した。なお，この土圧計で得
られる負圧の精度は低く，参考値として用いた。本実験
では，とくに模型側面の変形に着目し，模型の底面から
高さ100mm（側面中央）の位置で，鉛直方向のひずみ
と圧力を測定した（図 7 ）。
　鋳造には，図 8 に示す内部形状が縦830×横660×高さ
650mmのフラスコを用い，図 9 に示すように模型を縦
方向に配置するパターン，横方向に配置するパターン，
それぞれ 4 個同時に鋳造した。前述したひずみと圧力の

図 6  剛性比と補正係数の関係
Fig. 6  Relationship between stiffness ratio and correction coefficient

表 1  計算に用いたデータ
Table 1  Numerical analysis data

表 2  実験に使用した塗型剤と塗型厚さ
Table 2  Characteristics and thickness of coating materials

図 8  フラスコの外観
Fig. 8  Appearance of flask

図 7  ひずみ，圧力の測定位置
Fig. 7  Measurement points of strain and pressure
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測定は縦方向の配置時に行った。
　造型では，はじめにフラスコの内底面から高さ
120mmまでけい砂（JIS_ 5 号）を敷き，その上に模型，
湯道などを配置した。ひずみゲージを結線して測定開始
後，模型が埋まる高さ（内底面から320mm）まで砂を
投入して 1 G（約40Hz）の上下振動を30秒加えた。その
後，フラスコ上面まで砂を投入して同じ条件で振動を加
えた。加振終了後にフラスコ上面にビニールシートを被
せ，フラスコ下部から内部の空気を抜いて0.038MPa減
圧した。減圧開始から約 3 分後，1,380℃の溶湯を12秒
間で注ぎ込んだ。なお，減圧は注湯15分後まで継続した。
　注湯の約16時間後にフラスコ内から鋳物を取り出し，
ショットブラスト，不要部の切除を行った後に 3 次元デ
ジタイザにて形状を測定した。

3 . 実験結果と考察

　図10に造型中の圧力の変化を示す。 2 度の砂投入，
加振によって砂圧は上昇し，振動停止後に安定した。フ
ラスコ底面からの高さが同じでも砂圧には分布があり，
最大となるA点（堰（せき）側）では 5 kPaとなる。
　振動停止後に減圧すると，模型側面の圧力は急激に減
少して負圧（模型側面を外側に引っ張る力）となった。
減圧すると砂層の上表面が一様に下がることから，砂の
充填密度は上がっているが，模型の側面を砂が押し付け
る力は減じたといえる。
　以上から，模型が砂から受ける圧力は，振動充填時に

正圧，脱気時に負圧となること，模型の向き（配置）に
よって絶対量が変化することがわかった。
　図11に造型中の模型側面の鉛直方向ひずみの変化を
示す。なお，このひずみは，式（ 1 ）で求めたR=1.05
を式（ 2 ）に代入して求めた値である。砂の投入，振動
に伴って鉛直方向のひずみは圧縮となり，その絶対量は
増加した。さらに減圧すると，前述したように模型側面
は負圧に転じるが，鉛直方向の圧縮ひずみは増加した。
これは，試験体全体が鉛直方向に圧縮される効果のほう
が，側面を負圧で引っ張る（塗型が曲げ変形して表面に
引張ひずみが生じる）効果より支配的なためと考えられ
る。
　模型の初期形状と鋳物の最終形状を比較した。測定の
様子，およびデータ処理例として鋳物の形状（分布は模

図 9  フラスコ内の模型の配置
Fig. 9  Configurations of patterns in flask

図11  造型中の模型表面のひずみ変化
Fig.11  Change of strain at pattern surface during molding (Coating "A")

図10  造型中の圧力の変化
Fig.10  Change of pressure during molding
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型との寸法差）を図12に示す。図中の代表点（①～⑦）
における模型と鋳物の厚みの差を求め，①の値を高さ方
向の収縮量，②から⑦の平均値を横方向の収縮量として
整理した。その結果を図13に示す。
　塗型Aを用いた場合，縦配置の時は，模型より鋳物の
ほうがやや大きくなり，横配置の時は，鋳物のほうが小
さくなる。一方，Aより強度の高い塗型Bを用いた場合，
模型と鋳物の形状差は小さくなる（収縮率±0.8%以下）
が，同じ条件でも模型より鋳物が膨張する場合と収縮す
る場合があり，傾向が一致していない。このことから，
塗型あるいは鋳込み姿勢によって，鋳物の最終形状は元
の模型より膨張する場合と収縮する場合があることがわ
かった。
　本実験に用いた材料JIS_FC250は，凝固温度から常温
までに約 1 %熱収縮することから，熱収縮だけを考えれ
ば，鋳物は造型終了時の模型形状より約 1 %収縮するは
ずである。図11に示したひずみの測定結果から，造型時
の模型変形は数十μmオーダであり，それを考慮しても，
鋳物の最終形状は模型の初期形状（造型前）より小さく
なるはずである。つまり，模型より大きい鋳物ができる
場合，造型終了から凝固完了までの間に，何らかの理由
で模型，もしくは模型と置換した溶湯の領域が拡大した
と考えられる。
　EPCの場合，溶湯による圧力（湯の流れによる動圧，
ヘッド差に伴う静圧），または発泡樹脂の燃焼で生じる
ガスの圧力 6 ）によって，模型と置換した溶湯の領域，
つまり外表面の塗型（以下塗型殻）を広げようとする内

圧が生じる。それに対し，前述したように周囲の砂は塗
型殻の変形を抑制しているが，砂充填が不十分で砂と塗
型殻表面に微小な隙間ができたり，砂の形状保持力（く
さび効果）が弱い場合，塗型殻は広がることができる。
このことから，鋳込み姿勢（縦置きか横置きか）による
変形量の違いは，溶湯による圧力（流体力）の変化，塗
型ごとの変形量の違いは，内圧に対する変形抵抗，すな
わち塗型殻の剛性の違いの影響という仮説が成り立つ。
　例えば，塗型殻（塗型“A”）に相当する，ヤング率
200MPa，厚さ1.5mm，100×200mmの面が，静圧に相
当する0.04MPaの圧力を受けた時の最大たわみを求める
と， 4 辺固定板の問題 7 ）と仮定しても約170mmである。
このことからも，溶湯による圧力または発泡樹脂の燃焼
ガス圧による塗型殻の変形を周囲の砂が支えていること
がわかる。
　これまで述べてきたように，鋳物の最終形状を予測す
る上では，造型中の振動や減圧といった条件に加え，注
湯以降の溶湯による圧力や燃焼ガス圧，それに対する変
形抵抗力（塗型の強度や，砂による形状保持力）の影響
を把握する必要のあることがわかった。また，燃焼ガス
圧の影響を減じるためには塗型の通気度も問題になる。
従来は，残渣（さ）欠陥や湯回り不良対策として通気度
が研究されてきた 8 ）が，鋳物形状予測の観点でも今後
の検討が必要と考えられる。

むすび＝EPC造型中の試験体表面の圧力とひずみを測定
するとともに，発泡樹脂模型の形状と鋳物の最終形状を
比較することで，以下の結論を得た。
　 1 ）造型中の振動，減圧によって，模型表面の圧縮ひ

ずみは増加する。
　 2 ）この圧縮変形に凝固・冷却時の収縮変形が加わる

にも関わらず，元の模型より鋳物が大きくなるこ
とがある。

　 3 ）以上より，鋳造中の溶湯による圧力や発泡樹脂の
燃焼で生じるガスの圧力が，鋳物の最終形状に大
きな影響を与えていることが示唆された。

　今後は，溶湯の動圧を含めた流体力や，燃焼ガス圧が
鋳物形状に与える影響を調査する。
　最後に，発泡樹脂およびその圧縮強度データを提供し
ていただいた㈱ジェイエスピーに感謝の意を表します。
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図13  製品形状に与える鋳造条件の影響
Fig.13  Effects of casting conditions on product shape

図12  3 次元形状測定機による測定
Fig.12  Measurement by coordinate measuring machine
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まえがき＝近年，空気分離装置などに使用される遠心式
圧縮機は大型化し需要も旺盛である。それに伴って，主
要部品であるインペラも大型化して加工時間が長くなっ
ており，製品の長納期化や加工コストアップを防ぐため
の加工時間短縮が急務である。
　高速回転する遠心式圧縮機のインペラは，高精度かつ
高強度であることが求められるため，機械加工による削
り出しによって製作するのが主流である。インペラの翼
形状は，高圧力比・高効率を得るために 3 次元的にねじ
れた複雑な形状となっており，隣接する翼が覆い被さっ
ている。そのため，一般的な金型加工に適用される同時
3 軸， 4 軸制御マシニングセンタでは加工が困難であ
り，同時 5 軸制御マシニングセンタによる加工が必要と
なる。
　そこで当社では，同時 5 軸制御マシニングセンタの特
性やワーク形状の特性に合わせた加工方法を見出すため
に，近年発達の著しいシミュレーション技術を取り入れ
て，インペラの大型化に対応した高効率加工方法の開発
に取り組んだ。以下に近年取り組んだ加工技術の概要を
紹介する。

1 . インペラ翼加工

　インペラの翼形状は，性能面，強度・振動面，構造面
のすべての要求仕様を満たすよう，流体性能解析や強
度・振動解析などを繰り返し行うことによって最適な形
状が決定される。典型的なインペラ形状のソリッドモデ
ルとインペラ各部の名称を図 1 に示す。
　インペラのような自由曲面の加工は同時 5 軸マシニン
グセンタによって加工される。同時 5 軸マシニングセン
タの特徴は，直線軸 3 軸と回転軸 2 軸を同時制御するこ
とによって工具姿勢を任意に制御し，複雑な 3 次元形状

部品を加工できることである。その反面，工具（主軸）
とワーク・治具との 3 次元的な干渉を考慮する必要や，
ボールエンドミル先端の刃先の周速がゼロになるデッド
ポイントでの加工を回避した工具軌跡を生成する必要な
ど，NCプログラム作成は格段に難しくなる。
　インペラの素材としては，強度，耐食性の面から主に
ステンレス鋼が，さらにインペラの周速度が高い場合は
比強度の高いチタン合金などが採用される。ステンレス
鋼やチタン合金は切削性が悪く一般的に難削材と呼ばれ
ている。さらに，熱伝導率が他の鋼に比べて小さいため，
切削熱が刃先に集中して工具先端の劣化が速まり，工具
寿命が短くなる。また，ワークの仕上精度にも悪影響を
与える。
　つぎにインペラ翼加工の問題点を下記にまとめる。

① 3 次元形状の加工であるため切込量が常時変化し，
切削負荷が一定でない。

②同時 5 軸マシニングセンタは構造上，回転軸周辺の
機械剛性が低いため，一般的に重切削加工に向いて

遠心圧縮機大型インペラ加工技術
Machining Technology for Large Impellers of Centrifugal Compressors

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（解説）

The impellers of centrifugal compressors are becoming larger. We needed to achieve machining 
efficiency in dealing with the characteristics of 5-axis machining centers, work shapes and upsizing. 
Kobe Steel reduced the machining time by using contour machining, a system for leveling cutting 
resistance, a method for predicting chatter vibration, and so on. This paper describes the actions we 
have recently taken to improve the machining of large impellers.

戒能　徹＊1

Toru	KAINO

＊ 1  機械事業部御門　開発センター　高砂加工部

図 1  インペラソリッドモデル
Fig. 1  Solid model of impeller
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いない。
③ワーク形状が薄肉で工具長も長くなるため，びびり

振動が発生しやすく加工速度を上げられない。
　これらの問題を解決するため，①に対しては切削負荷
平準化技術の採用，②に対しては等高線加工の採用，③
に対しては不等ピッチ・不等リード工具の採用や，びび
り振動予測技術の採用により加工効率化に取り組んだ。
以下にそれぞれの概要を紹介する。

2 . インペラ翼荒加工効率化の取り組み

2. 1　切削負荷平準化技術
　インペラ翼の荒加工工程で使用している工具は，図 2
に示すようなハイスラフィングテーパーボールエンドミ
ルである。インペラの大型化に伴って荒加工用工具も大
型化してきたが，同時に切込量も増加したため切削抵抗
も増加し，加工途中に過負荷による機械停止や，工具破
損が発生しやすくなった。そのため，切込量や送り速度
などの加工条件を下げる必要があり，単純に工具を大型
化しただけでは加工効率を上げることができなかった。
　工具破損の原因は，切込量増加による切削負荷の増加

以外に，インペラ翼加工においてはワークと機械の干渉
を回避するために工具長が長くなり，工具のたわみが生
じやすいことが考えられる。また，インペラのような複
雑な 3 次元形状の加工は，切込量や工具姿勢が常に変化
し，それに伴って切削負荷も常に変化する。工具破損を
防止するためには負荷がなるべく高くならないように切
削条件を落として加工しなければならず，加工時間が長
くなってしまう問題があった。
　そこで，切削負荷の変動を低減するために，切削負荷
平準化技術を採用した。切削負荷平準化技術を応用した
システムを図 3 に示す。切削負荷平準化システムは，材
料に応じた切削負荷モデル，工具形状データ，素材形状
モデル，およびNCプログラム（工具軌跡）を用いて素
材と工具の接触量を幾何学的に計算することにより，時
系列の切削負荷を算出することができる。
　また，最大切削負荷のしきい値を入力し，再計算させ
ることによって切削負荷を平準化できる。これにより，
切削負荷が大きい所は送り速度を遅くして切削負荷を下
げ，切削負荷が小さい所は送り速度を速くして切削負荷
を上げることにより，工具軌跡を変えることなく切削負
荷の変動を抑えることが可能になった。切削負荷平準化
の例を図 4 に示す。なお，切削負荷のしきい値は，材料
や工具サイズ，切込量に応じてテスト加工を行い，デー
タベース化した。
　切削負荷平準化により安定した加工を実現した結果，
送り速度を約60%向上させることができ，切込量を径方
向で25%，軸方向で約30%まで増加することができた。
また，切削負荷の変動が安定したため，工具のたわみや
工具破損が原因の削り込みの危険性が少なく，従来
2 mm残していた仕上代を 1 mm残しまで削減できた。
そのため仕上加工時間も大幅に削減できた。
2. 2　等高線加工
　等高線加工は主に金型加工などの複雑な形状の加工に
用いられる。軸方向の切込量を一定にして加工するた
め，小さい切込量で高い送り速度での加工を実現するこ
とにより，複雑な形状でも高能率な荒加工が可能であ
る。また，このような低切込高送り加工は，切削負荷が
軸方向すなわち機械の主軸方向に多くかかり，径方向に
かかる切削負荷は低い。そのため，インペラ翼加工のよ
うに突出しの長い工具を使用していても，低工具剛性に
よる面粗度不良や工具寿命悪化を回避して高能率加工が

図 4  切削負荷平準化の例
Fig. 4  Example leveling cutting resistance

図 3  切削負荷平準化システムの概念図
Fig. 3  Conceptual diagram of system for leveling cutting resistance

図 2  ハイスラフィングテーパーボールエンドミル
Fig. 2  High-speed steel roughing taper ball end mill
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できる。また， 5 軸加工においては剛性が低い回転軸を
固定して加工ができるため，突出しの長い工具でも剛性
を維持して安定した加工が期待できる。
　しかし，等高線加工は高能能率加工を期待できる反
面，インペラに適用する際は，複雑な翼形状と工具の干
渉を回避しつつ，アンダーカットが発生しない加工範囲
や最適な工具姿勢を 3 次元的に見つけ出さなければなら
ない。従来のCAMでは工具姿勢の角度をおおまかに指
定して等高線加工パスを作成し，加工範囲が適正か検証
を重ねる必要があり，従来のNCプログラム作成方法で
の等高線加工は困難であった。工具姿勢を決定するため
の幾何学的切削面の設計の様子を図 5 に示す。
　しかし，近年の 3 D-CAD/CAMの発達により，加工
範囲の指定や最適な工具姿勢の指定が 3 Dモデル上で視
覚的にできるようになり，短時間で最適な加工パスを作
成し検証できるようになった。その結果，翼面形状に沿
った形で効率よく最大の加工範囲で低切込高送り加工を
実現できるようになった。
　低切込高送り加工では，従来のハイスラフィングテー
パーボールエンドミルでの荒加工と比べて切込量は小さ
くなるが，刃先を超硬素材にすることによって送り速度
を20倍に向上させることができ，切粉排出量の増加が期
待できる。しかし，切込量が小さくなるため，ある程度
大径の工具で加工する必要がある。そのため，翼間の広
いトレーリングエッジ側の荒加工に適用することにし
た。
　さらに，従来荒加工に用いていたハイスラフィングテ
ーパーボールエンドミルに代えて超硬素材の刃先を持っ
たラジアスカッタを使用できるようになり，加工時間を
平均で17%短縮できた。

3 . インペラ翼仕上加工効率化の取り組み

3. 1　不等ピッチ・不等リード工具
　リーディングエッジの加工方法において，工具側面で

切削する場合は，パス数も少なく加工時間が短くできる
が，リーディングエッジ全長にわたって工具側面が同時
に接触するため切削負荷が大きい。さらに，ワークも薄
肉で低剛性であるため，リーディングエッジ周辺でびび
り振動が発生し，良好な面粗度を得られない問題があっ
た。そのため，工具先端R部を使用した突き加工にして
切削負荷を抑えていたが，パス数が増加するために加工
効率の低下を招いていた。工具側面加工と工具先端加工
における工具移動方向の模式図を図 6 に示す。
　高効率加工を目標に，工具側面での加工時のびびり振
動防止効果をねらった工具の開発を行った。『びびり振
動には，強制びびり振動と自励びびり振動とがあり，加
工中に大きな振動を伴う場合の多くが，自励びびり振動
の一つである再生型びびり振動である。
　図 7 に切削加工におけるびびり振動の発生原理を示
す』1 ）。切削加工中には，被削材と工具の相対運動によ
り切削面に若干の凹凸が生じる。さらに，『前加工波状
面と現加工波状面との位相差により，切り取り厚さ（切
削量：図中の実線と破線の間）が周期的に変化する（図
7 a）。これが切削抵抗の周期的な変動となり，その振動
が一定値を超えると振動が成長して再生型びびり振動に
つながる。

図 5  工具姿勢決定の例
Fig. 5  Example of tool attitude

図 7  切削加工におけるびびり振動 1 ）

Fig. 7  Mechanism of chatter vibrations in cutting 1 ）

図 6  工側面切削と工具先端切削
Fig. 6  Frank milling and point milling



52 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014）

　これを抑制するには，切れ刃の間隔を変えるなど，切
り取り厚さの周期もしくは規則性を変える方法が有効で
ある（図 7 b）』1 ）。上記理論を採り入れたインペラ翼加
工用の不等ピッチ・不等リード工具を開発した。これに
より，工具側面でリーディングエッジを加工してもびび
り振動が防止でき，面粗度を満足する加工ができた。図
8 に不等ピッチ・不等リード工具を示す。
3. 2　びびり振動予測技術
　ハブ面の加工は突出しの長い工具を使用して加工して
いるため，加工速度を上げたり切込量を増やしたりする
とびびり振動が発生し，要求面粗度を満足できない問題
があった。そこで，びびり振動を防止し加工効率を上げ
るための最適な加工条件を追及するために，びびり振動
予測技術の適用を検討した。
　びびり振動予測技術は，理論上のびびり発生限界加工
条件を予測するものである。ワーク側の材料特性とし
て， 2  次元切削実験により求めたすくい角，工具傾斜
角と切削抵抗値の関係をあらかじめ求めておく。つぎ
に，工具（切刃）とワークの幾何学的関係を考慮した切
削力モデルにより切削抵抗値を算出する。一方，工具・
機械の動特性を求めるために，エンドミルの機上加振実
験からシステムのバネ定数と粘性係数を求める。この切
削力と工具取り付け時の動特性から理論上のびびり発生
限界加工条件を予測する。
　インペラ翼加工に使用する工具は一般的に，使用後に
毎回再研磨するため工具長がまちまちである。しかし，
ハブ面加工用の工具は先端のボールエンドミルを交換す

る焼嵌め式であるため工具長に変化がなく，ワークが変
わっても工具の動特性に変化がない。このため，本予測
技術を採用することにした。図 9 は本予測技術を用いた
びびり振動予測曲線である。びびり振動予測技術の適用
により，軸方向の切込量を0.4mmから 1 mmへ向上でき，
工具回転数も1,280rpmから3,200rpmまで向上してもび
びりを発生させることなく加工することができた。

むすび＝当社大型インペラの機械加工における課題につ
いて紹介し，その課題に対して大型インペラに適した工
具や加工方法，加工条件を最適化することにより，加工
時間を大幅に短縮することができることを示した。今後
もインペラは大型化していく傾向にあり，加工難易度は
ますます高くなると予想されるなか，今後も品質を維持
しながら最新の加工技術を取り入れることによって，加
工時間の短縮をめざしていきたい。

　
参　考　文　献
1 ） 柴田朝子. NACHI TECHNICAL REPORT. 2012, Vol.25 B2.

図 9  びびり振動予測技術適用による切削条件の向上
Fig. 9  Improvement of cutter condition with chatter vibrations 

predicting method

図 8  不等ピッチ・不等リード工具
Fig. 8  Variable pitch and variable lead angle milling cutter



神戸製鋼技報/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014） 53

まえがき＝ボールエンドミル加工は，金型や航空機部品
など，自由曲面を有する複雑な形状の部材を加工する際
に用いられる重要な加工法である。しかしながら，工作
物形状の制約から細長いボールエンドミル工具を使用す
るときのように工具が低剛性の場合，あるいはインペラ
やスクリューなどのように加工物が薄く低剛性の場合，
再生型びびり振動が発生しやすく，加工条件が制約を受
け，加工能率向上の障害となっている。
　びびり振動の抑制に関しては，これまでに不等ピッチ
エンドミルや不等リードエンドミルに関する研究や，び
びり振動が発生する限界切り込みを高くする条件を理論
的に予測する試みが多くなされてきた 1 ）～ 6 ）。一方，近
年の工作機械の多軸化により，加工面に対する工具姿勢

（ボールエンドミル工具の切削送り方向を回転軸とする
傾斜，およびピックフィード方向を回転軸とする傾斜）
の自由度が高くなっている。
　そこで本稿では，再生型びびり振動に対して，安定限
界が高い工具傾斜角度を選択することで再生型びびり振
動を抑制し，より高能率な加工を達成することを最終的
な目的とした。また，低剛性工作物を加工する場合にお
いて，切削送り方向周りの工具傾斜を考慮した再生型び
びり振動安定限界を予測する数値解析モデルを構築し，
実験的に検証した。

1 . ボールエンドミル加工における安定限界の予測

　加工プロセスにおいて発生する振動は，その瞬間の切
り込み深さを変化させるだけでなく，仕上げ面に転写さ
れて次の加工での切り込み深さの変化を生じさせる（再
生効果）。図 1 に示すように，切り込み深さの違いによ
って現在の切り込み深さが変動し，加工プロセスを通し

て切削力変動が生じる。さらに，これが加振力となり，
低剛性構造のコンプライアンス伝達関数を通して再び振
動（再生型振動）が生じる。
　この閉ループ系の安定判別によって再生型びびり振動
の安定限界を解析し得る7 ）, 8 ）。したがって，伝達関数が
既知であり，加工条件として切れ刃通過周期Tが決まっ
ている場合には，加工プロセス部分のゲイン，すなわち
単位振動変位に対して発生する切削力変動量を算出する
ことができれば安定限界を予測し得る。なおエンドミル
加工では，工具回転角度に依存して切削に関与する切れ
刃の数や切削方向が変化するため，上記の加工プロセス
ゲインは一定値ではない。
　しかし通常，切れ刃通過周期の間にびびり振動が大き
く成長，減衰することはないため，変動する加工プロセ
スゲインを平均して一定値として扱い得ることが実証さ
れている6 ）～ 8 ）。
　一方，ボールエンドミル加工における切削力の予測に
関しては，これまでにいくつかのモデルが提案されてい
るが 9 ）, 10），上述のようにびびり振動の安定限界解析にお

ボールエンドミル加工における再生型びびり振動の予測
Prediction of Regenerative Chatter Vibration in Ball End Milling
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impellers, screw propellers and turbine blades with free-form surfaces. As these thin structures are 
flexible, regenerative chatter vibration often occurs and causes severe problems such as short tool 
life and the deterioration of surface quality. Therefore, an analytical model has been developed with 
consideration given to the tool inclination around the cutting feed direction; it is applied in the present 
research to predict the stability limits at varied inclination angles. We confirmed that the critical 
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図 1  ボールエンドミル加工における再生型びびり振動のブロッ
ク線図

Fig. 1  Block diagram of ball end milling process with regenerative 
chatter vibration
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いては，切削力そのものではなく，その変動成分のみが
必要となる。そこで本稿では，工具傾斜を考慮し，微小
変位によって生じる切削力増分を予測する解析モデルを
構築する。
1. 1　加工プロセスゲインの算出
　薄板状の低剛性工作物の加工を対象とした場合，びび
り振動は工作物の振動により発生する。この場合，上述
の特性より，びびり振動の安定限界を決定する加工プロ
セスゲインは，工作物が板厚方向に単位長さだけ変位し
た場合に生じる切削力増分の振動方向（板厚方向）成分
の平均値によって近似し得る。 
　ボールエンドミルに傾斜角を与えて加工を行う場合
は，工具の切削送り方向を紙面鉛直下向き方向にとる
と，図 2 に示すように傾斜角度αにより加工に関与する
切れ刃の位置（切れ刃の角度）が変化し，工具軸方向か
ら見た工作物の除去部分の形状が大きく変化する。この
ため，傾斜角度が加工プロセスゲインに対して大きな影
響を持つ。
　工具の傾斜角度αが30°の場合を例にとると，板厚方
向の微小変位Δdによって，工作物の除去断面形状は
図 3 に示すように変化する。具体的には，工具切れ刃の
加工に関与する角度範囲が若干増加する。また，工具回
転軸と垂直な断面A-Aを見ると，切り取り厚さが増加
し，さらに加工を行う角度範囲（逆に言えば空転角度範
囲）も若干増加する。これらの変化によって切削力が増
加し，この場合には，その板厚方向成分がびびり振動を
励起する。 
　本稿では，切削力増分を算出する上で，エンドミルの
切れ刃を微小切れ刃の集合であると考える。図 4 に示す
ように，まず各微小切れ刃に作用する切削力の増分の振
動方向成分を計算し，その後積算することによって全体
の切削力増分を計算する。
　図 3 に示すように，エンドミルの円弧切れ刃の中心を
原点とする直交座標系（工具座標系）を考えると，エン
ドミルの各微小切れ刃の加工軌跡（x, y, z）はエンドミ
ルの回転角度θや円弧切れ刃の角度位置φにより式（ 1 ）
で計算することができる。
　　
　　　　　　　　　　　………………………………（ 1 ）
　　
　板厚方向への微小変位Δdにより，微小切れ刃におい
て切り取り厚さが増加する。その増加量Δctは次式によ
り算出される。
　　Δct＝Δd（－sinθcosαsinφ＋sinαcosφ） ………（ 2 ）
　この切り取り厚さの増加により，微小切れ刃に作用す
る切削力増加量とその振動方向（板厚方向）成分は，比
切削抵抗を用いて次のように表すことができる。

　　　　　　　　　　　………………………………（ 3 ）

　　dFv（φ, θ,  dc）
　　　＝－cosα（cosθdFt＋sinφsinθdFr＋cosφsinθdFa） …（ 4 ）
　　　　－sinα（－cosφdFr＋sinφdFa）

　ここで，dFt , dFr , dFa , dFvは，それぞれ微小切れ刃に
作用する切削力増分の主分力成分，背分力成分，それら
に垂直な方向成分，および振動方向成分であり，Kt , Kr , 
Kaはそれぞれ主分力方向，背分力方向，それらに垂直な
方向の比切削抵抗を示している。また，dcは板厚方向の
切り込み量である。
　つぎに，切れ刃全体に作用する切削力の増分の振動方
向成分Fvは，式（ 5 ）に示すようにdFvを積分すること
により求められる。

　　　　　　　　　　　………………………………（ 5 ）

x＝r sinφcosθ
y＝－r sinφsinθ
z＝－r cosφ

dFt

dFr ＝Δct rdφ
dFa

Kt

Kr

Ka

Fv（θ, dc）＝ dFv

φmax

φmin

図 2  工具傾斜角度の違いによる加工に関与する切れ刃位置の変化
Fig. 2  Change in position of cutting edge engaged in work piece by 

changing tool inclination

図 3  微小振動変位による切削断面形状の変化
Fig. 3  Change in cutting shape of cross-section by small displacement
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ここで，φminおよびφmaxは，回転角度θにおいて加工に
関与する切れ刃の角度位置φの最小値と最大値である。
これらの算出方法については次節において述べる。
　つぎに，上記の振動方向切削力増分Fvの工具 1 回転
中の平均値Fv avrは式（ 6 ）により算出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 6 ）

ここで，Nはエンドミル工具の刃数である。
　初めに仮定した微小変位量Δdと上式で求められる切
削力増分の関係を求めた結果を図 5 に示す。図に示され
るように，現実的な振動振幅（ 0 ～100μm）において，
微小変位量Δdと切削力増分の間にはほぼ線形関係が認
められる。
　本稿の数値解析においては，振動発生初期の安定性を
解析することから，微小な変位量としてΔd= 5μmを仮
定する。そして，式（ 6 ）で求められる切削力増分を微
小変位量で除することによって（式（ 7 ）），単位変位量
に対する切削力増分，すなわち加工プロセスゲインを求
める。

　　　　　　　　　……………………………………（ 7 ）

1. 2　切削領域の判別
　ここでは，上述の切削力増分を式（ 5 ）によって計算
するため，各回転角度において加工に関与する切れ刃の
範囲（φminおよびφmax）を求める。この計算は，各微
小切れ刃が，現在の加工によって除去されるべき部分

（図 3 の網掛け部分）の内部にあるかどうかを判定する
ことによって数値的に行う。
　微小変位Δdを考慮すると，一つ前の加工パスにおい
て工具中心は点（0, pf sinα－Δdcosα, pf cosα＋Δdsinα）
を通ることから，この一つ前の加工パスによる仕上げ面
は式（ 8 ）によって示される円筒面となる。
　　（y－pf sinα＋Δdcosα）2＋（ z－pf cosα＋Δdsinα）2＝r 2 …（ 8 ）
ここで，pf はピックフィード量である。また，工作物上
面は式（ 9 ）によって表される平面である。
　　 z＝y/tanα－（ r－dc－Δd）/sinα ………………（ 9 ）
　つぎに，一つ前の切れ刃による仕上げ面は，式（10）
のように，点（ f, －Δdcosα, Δdsinα）を中心とする球
面によって近似することができる。
　　（x－f ）2＋（y＋Δdcosα）2＋（ z－Δdsinα）2＝r 2 …（10）

　式（ 8 ），（ 9 ），（10）によって加工領域の境界を定義
することができる。したがって，式（ 1 ）によって算出
される微小切れ刃の位置が図 3 の網掛け部内にある場合
に切削が行われるため，各回転角度θにおいて式（11）
によって切削の有無を判別することにより，数値的に式

（ 5 ）の積分を実行することができる。
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（11）

　　
　ただし，工具傾斜角αが90°以上の場合については，
切り込み量によってボールエンドミル側面の直線状切れ
刃が切削に関与することがある。その場合には，直線切
れ刃の軌跡を式（12）により算出し，直線切れ刃部によ
る切削を考慮した式（13）によって判別することができ
る。

　　　　　　　　………………………………………（12）

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（13）

　　
1. 3　安定限界の予測
　つぎに，上述の加工プロセスゲインを用いて再生型び
びり振動の安定限界，すなわち臨界切り込み量を予測す
る。本稿のように振動が 1 方向に限定される場合，図 1
に示すブロック線図は 2 次元的な旋削（突切り加工）の
場合と基本的に同じであり，臨界切削幅とそれに対応す
る回転数は次のように求められる11）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（14）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（15）

　ここで，a limは臨界切削幅，Kは振動方向（背分力方向）
の比切削抵抗，GとHはそれぞれ伝達関数の実部と虚部，
ωcはびびり振動周波数，Tは主軸回転周期，nは主軸回転

Fv avr（dc）＝ Fv（θ, dc）dθ
2π

02π
N

fvavr（dc）＝Δd
Fvavr

（y－pf・sinα＋Δd・cosα）2

＋（ z－pf・cosα－Δd・sinα）2≥ r 2

z≤ y/tanα－（ r－dc－Δd）/sinα
（x－f）2＋（y＋Δd・cosα）2＋（ z－Δd・sinα）2 ≥ r 2

x＝r cosθ
y＝－r sinθ
z≤ y/tanα－（ r－dc－Δd）/sinα
y≤－r＋pf sinα＋Δd cosα

（ z>－pf coｓα＋Δdsinα）
（x－f）2＋（y＋Δdcosα）2 ≥ r 2（ z>Δdsinα）

alim＝ or2KG（ωc）
－1

alimK＝2G（ωc）
－1

T＝ 2kπ＋ 3π＋2tan－1＝60n
（k＝0, 1, 2…）

1
ωc G（ωc）

H（ωc）

図 4  ボールエンドミルの幾何学モデル
Fig. 4  Geometric model of ball end mill 図 5  微小振動変位と切削力増分の関係（dc=1.0 mm, pf=1.0 mm, 

f=0.025 mm/tooth, r= 5 mm,α=45°） 
Fig. 5  Relationship between small displacement and cutting force 

increment at dc=1.0 mm, pf=1.0 mm, f=0.025 mm/tooth, 
r= 5 mm and α=45°
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数である。
　式（14）において，臨界切削幅a limと比切削抵抗Kを
掛け合わせた値a lim Kは，前述の加工プロセスゲイン
fv avrに相当する。したがって，対象とするボールエンド
ミル加工プロセスでは，式（14）および（15）をそれぞ
れ式（16）および（17）に書き換えることができる。

　　　　　　　　　　　………………………………（16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（17）

　式（16）により算出される fv avr（dclim）は再生型びび
り振動が発生する臨界の加工プロセスゲインであり，伝
達関数の実部により決定される。つまり，本手法による
加工プロセスゲインの計算と式（16），（17）による臨界
値の計算を組み合わせることにより，任意の加工条件

（pf , f, r, α）でびびり振動が発生する臨界条件（切り込
み量dclim，回転数n）を予測することができる。

2 . 実験方法

　立形マシニングセンタによりボールエンドミル加工を
行い，びびり振動の発生有無を検証した。工具には直径
10mmの超硬ボールエンドミル（三菱マテリアル㈱製
C-2MB），加工機械にはオークマ㈱製立型マシニングセ
ンタMILLAC 3VA-DSを使用し，工作物には構造用炭
素鋼S45Cを用いた。切削条件を表 1 に示す。
　工作物については，薄板状工作物を模擬するため，
図 6 に示すように低剛性の薄板状治具を製作し，その上
部に幅40mm，長さ80mm，厚さ10mmの工作物を取り
付けて，突き出し長さが約70mmとなる部位に加工を行

った。また，工作物に対する工具の傾斜角度αについて
は，本治具の角度を変化させることにより調整した。び
びり振動発生の判定は，加工後の加工面性状の観察と工
作物固定治具に固定した加速度計（㈱東陽テクニカ製
352C68）により測定された信号の周波数解析により行
った。

3 . 実験結果

3. 1　切削実験結果
　切削実験において，びびり振動が発生しなかった場合
と発生した場合の代表例として，二つの条件下での仕上
げ面写真と振動加速度の周波数分析結果を図 7 に示す。
びびり振動が発生しなかった場合の振動周波数は，正確
に切れ刃通過周波数1,150rad/sの整数倍になっている

（図 7（a））のに対し，びびり振動の発生した条件ではピ
ークの振動周波数が3,316rad/sとなった（図 7（b））。
　つぎに，各切削条件におけるびびり振動発生の判定結
果を図 8 に示す。本実験結果から，工具傾斜角度αによ
り，びびり振動が発生する臨界切り込み量が大きく変化
していることがわかる。具体的には，傾斜角度αが90°
以下では，傾斜角度の増加にともないびびり振動の発生
する臨界切り込み量が極めて小さくなっている。また，
傾斜角度αが90°以上では，120°から150°の間で極めて
大きな臨界切り込み量となる。一方，直線切れ刃の影響

fvavr（dclim）＝2G（ωc）
－1

T＝ 2kπ＋ 3π＋2tan－1＝60nN

（k＝0, 1, 2…）

1
ωc G（ωc）

H（ωc）

図 6  工作物および実験治具
Fig. 6  Schematic illustration of flexible work piece fixture and 

experimental setup

表 1  切削条件
Table 1  Experimental and analytical milling condition

図 8  切削実験結果
Fig. 8  Results of cutting experiments

図 7  びびり振動の周波数分析結果と加工表面の拡大写真
Fig. 7  Microphotographs of cut surfaces and frequency spectrum of 

measured vibrations with and without chatter vibration
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が現れるα>160°では臨界切り込み量は減少することが
わかる。
3. 2　加工プロセスゲインの解析結果
　加工プロセスゲイン fv avrに対する工具傾斜角度αと切
り込み量dcの影響を明らかにするため，これらのパラメ
ータα，dcを変化させ，表 1 に示す切削条件，表 2 に示
す解析条件で fv avrを算出した。表 2 に示す比切削抵抗値
は，同じ被削材を高剛性治具を介して動力計に固定して
切削実験を行うことによりあらかじめ同定した。
　加工プロセスゲイン fv avrの解析結果を図 9 に示す。図
に示されるように，工具傾斜角度αによって加工プロセ
スゲイン fv avrは大きく変化する。図 8 と比較すると，臨
界切り込み量が小さくなる工具傾斜角度と，加工プロセ
スゲインが大きくなる（すなわちシステムが不安定にな
る）工具傾斜角度が良く一致している。
　図 9 において，αが120°から150°の間では，切り込み
量dcの増加によって逆に fv avrが減少している。この興味
深い逆転現象は，つぎに述べるように切削方向の変化に
起因していると考えられる。本実験では，主軸から見て
右回りに正回転しているエンドミルに対し，図 2 におい
て紙面の手前から奥へ向かう切削送り運動を与えている
ため，αが90°以上では切削方向がアップカットになる
切削範囲が多くなる。アップカットでは，背分力は工作
物を押す方向に作用するが，主分力は反対に引っ張る方
向に作用し，これらが相殺するため，結果的に板厚方向
の加振力が小さくなる。この相殺効果は切り込み量が大
きくなるとより顕著になることから，上記のような現象
が導出されたものと考えられる。
　一方，αが90°以下では，ボールエンドミルの頂点付
近での切削が加工プロセスゲインを増大させていると考
えられる。これは，加工位置が頂点に近づくほど空転期
間に対する切削期間の割合が大きくなり（溝切削に近づ
く）， 1 回転中の平均的な切削力増分が増大するためで
ある。これらの現象に対応し，図 8 に示されるように，，
αが120°から150°の間で臨界切り込み量が極めて大きく
なり，逆に80°近くで極めて小さくなっている。
　つぎに，実験結果との比較を行うため，図10におい
て傾斜角度αを横軸に，切り込み量dcを縦軸にとり，加
工プロセスゲイン fv avr（dc）の大きさを鳥瞰図で示し，
同図に切削実験結果を合わせて示す。図に示されるよう
に，加工プロセスゲインの解析値と切削実験による臨界
切り込み量の傾向は良く一致しており，本解析の有効性
を確認することができる。
3. 3　臨界加工条件の予測結果
　あらかじめインパルス応答法によって同定した低剛性
工作物の伝達関数から，再生型びびり振動の臨界条件の
予測を行った。具体的には，表 3 に示す伝達関数の実部
の値を式（16）に代入することにより，工具回転数nが
5,500min－ 1 ，びびり振動の周波数ωcが3,209rad/sのとき
の臨界加工プロセスゲイン fv avr（dclim）を予測し得る。
　この結果，臨界値は306N/mmとなった。この臨界加
工プロセスゲインを図 9 内の赤線で示す。この値よりも
大きな加工プロセスゲインを生じる切り込みでは，再生

型びびり振動の発生が予測される。すなわち，臨界加工
プロセスゲインを生じる切り込み量を探索することによ
って，臨界切り込み量を予測することができる。この解
析を行った結果を図10内の赤線によって示す。すなわ
ち，赤線よりも切り込み量が大きければ再生型びびり振
動が発生し，小さければびびり振動は発生しないことを

図10  安定限界dclimとプロセスゲイン fvavrの予測結果および切込
みdcと工具傾斜角αを変化させた切削実験結果

Fig.10 Predicted stability limit dclim and milling process gain fvavr , 
and experimental results at varied depth of cut dc and 
inclination angleα

図 9  切削抵抗増分 fvavr（dc）の解析結果
Fig. 9  Calculated result of average cutting force increment fvavr (dc)

表 2  測定された伝達関数の角速度および実部と虚部の比較
Table 2  Angular frequency and corresponding negative real part 

and imaginary part of measured transfer function

表 3  プロセスゲインの解析条件
Table 3  Conditions for analysis of milling process gain
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示している。図10のように，再生型びびり振動安定限界
の予測値と実験値は，定量的にも良く一致している。
　以上の実験および解析により，ボールエンドミル加工
における再生型びびり振動安定限界は，工具傾斜角度に
よって極めて大きな影響を受けることが明らかになっ
た。したがって，本稿で構築した解析モデルを援用して
工具傾斜角度と加工パスを最適化し，近年急速に発展し
てきた多軸加工を行うことで，インペラなどの低剛性工
作物加工の高能率化，低コスト化，仕上げ面品質の向上
等に大きく貢献できるものと期待される。

むすび＝本稿では，低剛性の板状工作物をボールエンド
ミル加工する場合において，切削送り方向周りの工具傾
斜角度を考慮し，再生型びびり振動安定限界を予測する
方法について検討を行い，以下の成果を得た。

（ 1 ）工具傾斜角度を考慮して加工プロセスゲイン，さ
らに再生型びびり振動安定限界（臨界切り込み量）
を予測する数値解析モデルを構築した。

（ 2 ）上記モデルにより計算された臨界切り込み量は実
験結果と良く一致していることを確認した。

（ 3 ）臨界切り込み量は，解析値および実験値ともに工
具傾斜角度αが120°から150°の間で極めて大きく
なる。また，傾斜角度αが90°以下では90°に近づ

くほど臨界切り込み量が極めて小さくなることが
わかった。このことから，工具姿勢および加工パ
スの設計に際して，本解析モデルを援用すること
により，再生型びびり振動の発生を抑制して高能
率な加工を実現し得る可能性を示した。

　
参　考　文　献
1 ） F. Ismail et al. International Journal of Machine Tools & 

Manufacture, 2002, Vol.42, p.115.
2 ） 白瀬敬一ほか. 精密工学会誌. 1998, Vol.64, No.3, p.465.
3 ） Y. Altintas et al. ASME J. Manuf. Sci. Eng. 1998, Vol.120, 

p.684.
4 ） 社本英二ほか. 日本機械学会関西支部講演会講演論文集, 2002, 

No.024-1, p.3.
5 ） E. Budak. ASME J. Manuf. Sci. Eng. 2003, Vol.125, No.2, p.29.
6 ） E. Budak. ASME J. Manuf. Sci. Eng. 2003, Vol.125, No.2, p.35.
7 ） Y. Altintas et al. Annals of the CIRP, 1995, Vol.44, No.1, 

p.357.
8 ） Y. Altintas et al. ASME J. Manuf. Sci. Eng. 1999, Vol.121, 

p.586.
9 ） B. Ozturk et al. International Journal of Machine Tools & 

Manufacture. 2006 Vol.46, p.728.
10） B. Ozturk et al. International Journal of Machine Tools & 

Manufacture. 2006, Vol.46, p.736.
11） 社本英二. 日本機械学会講習会－生産加工基礎講座－実習で

学ぼう「切削加工，びびり振動の基礎知識」テキスト. （2001-
2008）.



神戸製鋼技報/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014） 59

まえがき＝近年，機械製品の開発スピードは上がってき
ており，なかでも溶接施工におけるアーク溶接の高効率
化や，安定して品質が確保できる最適溶接条件の迅速な
決定が望まれてきている。アーク溶接現象は，アークプ
ラズマ現象，溶接ワイヤの溶融と溶滴の落下，母材の溶
融，溶融池の形成，ワイヤ溶融による母材の肉盛など考
慮しなければならないことが多いうえに複雑であり，そ
の挙動を正確に把握することは難しい。そのため，一般
的には溶接条件の決定は実験を繰り返し，時間をかけて
最適溶接条件を見出しているのが現状である。また，ア
ーク溶接中における溶融池の現象を理解することは溶接
施工の技術開発や品質向上に大きく寄与できるものの，
表面は直接観察できるが，溶融池内部の直接観察は高度
な透過観察システム 1 ）を使用しない限り難しい。
　そこで，溶接条件の事前最適化の検討や，溶融池の現
象解析に有効な手段となるのが数値解析によるシミュレ
ーションである。
　本稿では，アークプラズマ解析と溶融池の熱流体解析
をリンクさせ，溶接ビードの表面形状および溶融池内部
の現象を再現することを目的としてアーク溶接解析のモ
デル化を試みた。解析結果事例について報告する。

1 . 数値解析手法と解析モデル

　前述のように，アーク溶接現象は多くの現象が複雑に
関係している。これまでも消耗式電極を模擬したアーク
溶接モデルを構築した技術は多数ある2 ）～16）。しかし，
多くのアーク溶接モデルの特徴としては，溶接棒の溶滴
落下後の表面形状を，自由表面を伴う熱流体解析ではな
く，溶滴量と溶融池表面の力の釣り合い計算により決定
している。また，入熱およびアーク圧力分布については
ガウス分布を仮定で定義して解析を実施しており2 ）～13），

熱流体解析とアーク圧力分布の統合モデル14）～16）はほと
んどない。そのため，アークからの入熱による物性値の
変化や，熱流体の温度分布による対流の発生など，ビー
ド形状と溶け込み形状に及ぼす重要な因子を考慮した解
析がなされていないのが現状である。
　アークプラズマの現象は溶融池の変動現象と比較して
時間的に非常に高速な現象であり，解析を実施する場合
は，溶融池の変動現象を表現する熱流体解析に対して，
アークプラズマ解析の非定常計算において収束性を得る
ための繰り返し計算で時間刻みを非常に細かくする必要
がある。そのため，アークプラズマ解析と熱流体解析を
連成させた解析を実施した場合，計算機能力において現
実的な時間で解析ができないことが課題となっている。
　そこで，アークプラズマ解析と溶融池ビード形状解析
を分け，支配方程式の異なる二つの解析の間の懸け橋と
なるUser Defined Function（以下，UDFという）を作
成することによって統合したアーク溶接解析モデルを構
築した。このUDFの主な機能は，溶融池ビード形状解
析で用いているVolume Of Fluid（以下，VOFという）
法で表現された母材および表面要素を抽出し，アークプ
ラズマ解析で得られたアーク圧力および熱流速を境界条
件として与える機能，および計算速度を向上させるため
の並列化計算手法の導入である。
　この手法により，アークプラズマ解析と溶融池ビード
形状解析の計算における時間刻みをそれぞれ最適な間隔
で実施することができる。さらに，溶接ビード形状に及
ぼす因子を考慮可能な解析が，現在の計算機スペックに
おいても現実的な時間で解析可能となった。そのアルゴ
リズムを図 1 に示す。
　ここで，アークプラズマ解析については汎用物理シミ
ュレーションソフトCOMSOL MultiphysicsⓇを用い，二

アーク溶接の熱流体解析
Thermal Fluid Dynamics Modeling for Arc Welding
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次元軸対称定常解析とし，電極の溶融は考慮していな
い。また，溶融池およびビード形状解析については自由
表面を取り扱えるVOF法を用い，汎用熱流体解析ソフ
トウェアANSYS Fluentにて解析を行った。

2 . 二次元モデル解析結果

　基礎解析手法の構築を目指すため二次元モデルとし
た。溶接条件は電流値：300A，電圧値：30V，シール
ドガス：Ar100%，シールドガス流量：10L/min，溶接
速度：30cm/min，ワイヤ径：φ1.2mm，ワイヤ供給速
度10m/min，溶材と母材はSUS，肉盛り溶接として最も
単純な平板上を直線で溶接するビードオンプレートにて
Metal Inert Gas（以下，MIGという）溶接として解析
を実施した。溶滴の設定方法は，ワイヤ先端位置である
4.5mmの高さに溶融金属を湧出させ，ワイヤ供給速度と
溶滴移行の周期から算出した 1 滴あたりの体積を球と想
定し，その断面積に達した時に溶滴は落下するとした。
さらに，溶滴の湧出位置は溶接速度で移動させることで
ビードを形成させた。アークプラズマ解析結果を図 2 に
示す。アークプラズマ解析では二次元軸対称モデルにて
実施し，熱源の移動，母材表面の変形，電極の溶融は考
慮せず，電場，磁場，速度場，圧力場，温度場を連成し
て計算を実施した。
　この計算結果から，母材表面における熱流束分布およ
びアーク圧力分布を抽出したものが図 3 である。この分
布を溶融池およびビード形状解析の熱流体解析への境界
条件として入力する。ビード形状解析では，アークプラ
ズマによって発生するプラズマジェットを模擬するた
め，プラズマジェットを圧力に換算して付与することで
モデル化した。溶接開始から0.5秒および1.5秒の時の溶
融池ビード形状解析結果におけるビード形状と溶融池内
部のベクトル図をそれぞれ図 4 ，図 5 に示す。解析で
は，時間経過に伴ってビードが正常に形成され，約
1.2mmから約2.5mmのビード高さに成長する状態が得ら
れた。また，アーク圧力によって溶融池に渦が発生して

図 1  解析アルゴリズム
Fig. 1  Algorithm of welding analysis

図 3  母材表面における熱流束分布（上）とアーク圧力分布（下）
Fig. 3  Heat flux (upper) and arc pressure (lower) at surface of 

molten pool computed by COMSOL

図 2  アークプラズマ解析結果
Fig. 2  Analysis results of arc-plasma by TIG arc welding
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おり，時間経過に伴い渦が大きく成長する結果となっ
た。この渦は溶融した金属の流動を意味しており，渦の
大きさは溶融深さを表している。これは，図 6 に示す温
度分布結果からもわかる。しかしながら，解析に用いた
溶接条件において，実際には図 5 に示す渦の大きさほど
深い溶け込みが生じることはない。これは，本解析が二
次元解析であり，溶接線直交方向の放熱ロスを考慮して
いないことに起因して，金属の溶融量が増加したためと
推測している。この結果から，二次元解析は放熱ロスを
考慮した三次元解析に拡張させる必要がある。

3 . 三次元モデル解析結果

　前述の二次元モデルを三次元に拡張し，ビード形状や
溶融池の対流を検討した。図 7 に示すように母材は，板
厚10mm，板幅50mm，長さ60mmの平板とした。二次
元解析との相違点は，溶滴はワイヤ供給速度から換算し

た体積を溶滴移行の周期に合わせて滴下すること，およ
び三次元的な放熱ロスを考慮していることである。
　溶接開始0.48秒から2.37秒までの解析結果（温度分布）
を図 8 に示す。二次元解析と同様に時間経過とともにビ
ードが形成されており，放熱ロスを考慮した三次元解析
ではビード後端の冷却が表現されている。また，図 9 に
示す溶接線方向の断面における解析結果（温度分布）に

図 9  溶接方向断面における温度分布
Fig. 9  Temperature distribution of cross-section of welding direction

図 7  MIG溶接三次元解析モデル
Fig. 7  FEM mesh model for three-dimension MIG welding analysis

図 6  溶接方向断面における溶融池の温度分布
Fig. 6  Temperature distribution in molten pool

図 4  0.5秒時の溶融池の表面形状と流速ベクトル
Fig. 4  Surface shape and flow vector in molten pool of MIG welding 

at 0.5s

図 5  1.5秒時の溶融池の表面形状と流速ベクトル
Fig. 5  Surface shape and flow vector in molten pool of MIG welding 

at 1.5s

図 8  MIG溶接のビード形状解析結果
Fig. 8  Results of bead formation process computed for the MIG 

welding
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おいて，溶融深さは二次元解析と比較して浅くなってい
ることが明らかになった。図10に2.37秒後の溶接線に直
交する断面および溶接方向の断面における溶融池内部の
温度分布と速度ベクトルを示す。溶滴の落下とアーク圧
力によって鉛直下向きの強い流れが発生している。ま
た，鉛直下向きの流れによって，高温の溶融金属が内部
へと輸送されており，その流れが駆動力となって，ビー
ド前方側と後方側に二つの渦が発生しているのがわか
る。溶滴落下による鉛直下向きの流れはLaoら16）によっ
ても同様の結果が得られている。このように，開発した
この三次元解析では，溶融池内部の挙動および温度分布
が予測できるようになった。

4 . 三次元解析結果と実験結果との比較

　前述の三次元解析結果と実験結果との比較を行った。
実験では便宜上板材にSM490を使用し，MIG溶接を実施
した。溶接電流・電圧・速度は解析条件と同じである。
図11に試験材の断面写真と凝固温度以下の位置での温
度分布の解析結果を示す。実験は，ビード幅14mm，ビ
ード高さ3.5mm，溶け込み深さ3.5mmに対して，解析結
果のビード幅は17.4mmと25%程度広く，ビード高さは
3.8mmとほぼ一致，溶け込み深さは最高到達温度を検証
したところ2.7mmとなり，わずかながら浅かった。実験
結果との差異は，材料の粘性の差と解析の溶滴供給量過
多が要因と考えられる。しかしながら，本解析結果はお

おむね実験結果を再現できており，今後はこれらの高精
度化を進めていくことで，数値解析によるビード形状の
予測技術への適用が期待できる。

5 . 今後の展開

　現状は，シールドガスにArガスを用いたMIG溶接に
て解析を実施しているが，より実用性がある技術に発展
させるためには，鉄鋼材料の接合に多用されるCO2溶接
やMetal Active Gas（以下，MAGという）溶接での解
析技術が必要である。CO2溶接とMAG溶接ではMIG溶
接とシールドガスの物性値が変化するため，アークプラ
ズマの熱分布が変化する。そのため，まずはこれらのシ
ールドガスの物性値の取得を行い，開発を進めていく予
定である。
　また，本解析技術を実際に設計・開発に利用していく
ために，様々な溶接継手（例えば突合せ継手，隅肉継手）
での解析が可能となる必要があり，さらに多様な溶接条
件（例えば多層溶接，ウィービング，トーチ角度）を再
現できるようにUDFを改良していく必要があると考え
られる。

むすび＝アーク溶接のアークプラズマ解析と溶融池ビー
ド形状解析の統合解析技術を開発し，三次元解析に拡張
することによって，実験結果との相関が得られる解析結
果を得ることが可能となった。このことにより，アーク
溶接の溶接中現象の再現，ビード形状の予測，溶け込み
形状の予測などが可能となる解析技術の基礎ができあが
ったといえる。
　

図11 実験結果と解析結果の形状比較結果
Fig.11  Compare with analysis results and experimental results

図10  2.37秒時の温度分布および速度ベクトル
Fig.10 Temperature distribution and velocity vector of MIG welding 

analysis at 2.37s
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まえがき＝クレーン事業のグローバル生産化に伴い，国
内工場に対しては，マザー機能として世界最高の生産性

（省人等）・品質を追及すること，また量の変化にも柔軟
に対応することが事業課題になっている。また，海外工
場においては，熟練溶接士に依存することなく国内同等
の溶接品質を確保することも課題である。
　これらの課題に対応するため当社では，従来，溶接士
の高度な熟練技能に依存してきたラチスブーム（中間ブ
ーム，上部ブーム，下部ブーム）溶接工程の自動化に取
り組んできた。このうち，中間ブームの溶接に対しては
既に自動化を完了し，稼働させている 1 ）～ 4 ）。上下部ブ
ームは，中間ブームに比べて継手数が多く，ロボットの
教示時間が増加するなどの上下部ブーム特有の課題が多
い。
　このたび当社ではこれらの課題を克服し，上下部ブー
ムに対しても溶接の自動化を実現させたので，本稿にお
いてその概要を報告する。

1 . ラチスブーム溶接工程自動化における問題点

　クローラクレーンのブームは，図 1 に示すようにパイ
プをラチス配置にした構成（以下，ラチスブームという）
としている。このブームは大きく分けて，上部，下部，
および中間部という 3 種類のブームで構成される。パイ
プを組み合わせたラチス構造の構成部品の溶接は，肉厚
の薄いパイプと厚いパイプが混在する溶接継手であり，
かつ溶接線方向が上りから下りへと連続的に変化する鞍
型溶接線となる。このため，溶接時のトーチ姿勢や運棒
動作においては鞍型形状を倣（なら）う必要があり，高
度な技能が求められる。
　このラチスブームの溶接自動化には，長尺ブームの溶
接中に生じる熱ひずみや組み付け誤差のため，溶接部位

の開先位置を常時検出する倣い溶接が必須となる。鞍型
の複雑形状を有する「パイプ＋パイプ」継手は形状が連
続的に変化するため，通常のアーク倣い機能が使えな
い。これまでに当社は，中間ブーム溶接に対しては倣い
機能を実現するために独自のラチスパイプ継手溶接線検
出ロジックを開発し，図 2 （右）に示すように，市販の
溶接用レンジセンサハードと組み合わせることによって
溶接自動化を完了させ，実機稼働中である。対象となる
中間ブームは，同じ交差角の継手形状を繰り返し有する
平行ブームであり，全て「パイプ＋パイプ」継手である。
このため，図 2 （左）に示すように，総継手数70（ 7 ブ
ーム×10継手）と教示作業の対象が比較的少なく，個別
教示で対応できた。
　一方，より設計種が多い上下部ブームにおいては，以
下の課題があった（表 1 ）。

上下部ブーム自動溶接システム
Automatic Welding System for Top-Bottom Booms of Crawler Crane

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（技術資料）

An automatic welding system for upper and lower booms was developed at KOBELCO CRANES CO., 
LTD, to ensure a stable production capacity, high quality, and flexibility for varying work volumes. A 
technique was also developed for reducing the man-hours spent in teaching the weld lines of lattice 
pipes, as well as a sensor technology that enables copy welding by the reliable detection of the welding 
line, even during large-current welding that generates fumes and spatter in large amounts and when 
welding on a mirror surface.
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図 1  クローラクレーンのブーム構成
Fig. 1  Construction of booms for crawler crane
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　課題①継手形状が多く教示工数大：ブームがテーパ形
状であることからパイプの交差角が全て異な
り，「パイプ＋パイプ」継手が 1 機種でも平均
20継手ある。このため，全44ブーム×20継手＝
880継手もの個別の教示作業が必要となる。そ
のため，中間ブームに比べて教示工数が大幅に
増加し，自動化の障害となっていた。

　課題②溶接線の検出が困難：「パイプ＋パイプ」継手
に加え，上下部ブーム特有の「パイプ＋板」，「板
＋板」継手が存在する。板溶接部の開先は機械
加工されて鏡面状態になっていることが多く，
市販の溶接用レンジセンサではレーザ光が鏡面
反射し，安定した溶接線検出ができないことが
多い。また，ウィービングを伴う大電流溶接を
行うため，スパッタ・ヒューム環境中でのウィ
ービングにおいても安定した溶接位置検出が必
要となる。

2 . ラチスブーム教示データ作成支援技術

　テーパ形状となっている上下部ブームの880種もの継
手を対象とする教示作業には高度な溶接ノウハウが要求
され，誰にでもできる作業ではない。熟練オペレータで
も 1 継手 1 時間程度かかるため，全機種の教示作業が完
了するのに何箇月もかかってしまう。そこで，幾何学的
な情報から鞍型曲線を計算し，さらにオペレータノウハ
ウを反映して教示データを作成する方法を開発した。ま
た，コンピュータ内で作成した教示データを実機で修正
することなく実行できるよう，ロボットごとに発生する
機差を効率的に補正する方法を考案した。

2. 1　オペレータノウハウを反映した教示データ作成方法
　すでに自動化を実現した中間ブームにおいて，総継手
数70に対して作成した教示データのデータベース化を行
い，教示済み継手に対しては継手位置を平行移動して再
利用した。一方，新規の継手に対しては，実機での修正
作業のやりやすさを考慮して近似するデータを引き当て

（複写し），ワイヤ先端位置がパイプに干渉しないよう少
し離した位置に仮教示点を作成し，教示編集作業をサポ
ートする仕組みを構築済みである。
　中間ブームでは，継手のパイプ径の組み合わせや取り
得る交差角の範囲などが限定的なため，上記のような簡
便な方法で十分対応が可能であった。しかし，上下部ブ
ームでは，パイプの継手形状を決定する幾何学的情報

（メインパイプ直径，ラチスパイプ直径，交差角度）の
組み合わせが多岐にわたっており，ほとんどが新規に作
成することとなる。そのため，中間ブームでの近似デー
タに対して修正する方法では，教示作業に何箇月もかか
るという課題が判明していた。
　パイプの溶接におけるトーチ先端の狙い位置は，パイ
プとパイプの継手となる鞍型曲線に対して一定量ずらし
た位置を狙う必要がある。また，溶接中に時々刻々と変
化する開先角度や溶接方向（上り／下り）に応じてトー
チ狙い角や電流，電圧，溶接速度，運棒動作を都度変更
させる高度な熟練スキルが必要である。
　そこで，ここで開発した教示データ作成方法では，パ
イプ継手の幾何学的情報に基づいて溶接線となる鞍型曲
線を計算し，その曲線に対し適切な溶接狙い位置となる
ように半径方向外側にメインパイプに沿ってシフトでき
るようにした。このシフト量やシフト範囲は，図 3（左）
に示すように，ラップ部分のビード管理が必要であるた
め，図 3 （右）に示すように，継手に応じてオペレータ
が調整できるよう指定可能とした。
　また，熟練溶接士の溶接施工ノウハウ（狙い角度，電
流，電圧，溶接速度など）については，まず図 4 に示す
ように，蓄積された教示データのデータベースより「適
切な教示データ」を引き当てる。つぎに，先に計算した
鞍型曲線に対してシフト量が反映された狙い位置に，引
き当てた教示データの狙い角度・電流・電圧・溶接速度
などの溶接施工ノウハウを展開する方法で対応する。「適
切な教示データ」の引き当て方法としては，パイプ直径

図 2  中間ブーム溶接自動化の取組状況
Fig. 2  Current status of automating process of insert boom

表 1  中間ブームと上下部ブームの違い
Table 1  Differences among booms (top, insert and bottom)

図 3  溶接ノウハウ活用例
Fig. 3  Utilization of welding know-how (example)
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比（ラチスパイプ直径／メインパイプ直径）や交差角度
などの幾何学的な全データ対して，ロボットがパイプに
干渉しないように空間フィルタを適用し，パイプ幾何学
的情報の数値的な距離で、教示データを選定している。
　全体の教示作業が進むにつれて蓄積される教示データ
が増え，引き当てられた教示データでの適合率が上がる
ことによって，溶接施工に関する修正作業が徐々に低減
されていく。教示作業時間の低減を目指して本手法の開
発を行ってきたが，教示データが十分に蓄積された段階
では動作確認と微修正のみで済むようになり，非熟練者
でも教示作業が可能となるという副次的な効果も得られ
た。また，教示ノウハウそのものを抽出してルール化を
行っているのではなく，ノウハウの含まれた教示データ
をデータベースに登録すればすぐに実際の教示に使用で
きるようにしていることが，本手法のメリットでもあ
る。将来，技術革新などにより溶接施工方法が大幅に変
更された場合でも，問題なく対応可能である。
2. 2　ロボット機差の効率的な補正方法
　前節で述べた方法によって，溶接施工ノウハウを反映
する教示データが作成できるが，このデータをそのまま
実機ロボットで実行することはできない。なぜなら，コ
ンピュータ内の仮想世界のロボットと実機ロボットには
機差（誤差）があり，そのずれ

4 4

量を補正する必要がある
ためである。コンピュータ内で生成した教示プログラム
を実機ロボットで再生すると数mm程度のずれが発生す
る。この原因として，ロボット関節の平行度，直交度，
位置，およびロボットのリンク長などの設計値との誤差
が大きな要因である（図 5 （左））。溶接線を倣う精度と
して±0.5mm以下を目標にしており，溶接用レンジセン
サの分解能・精度などの動作時に発生する誤差を考慮す
ると，ロボットの機差による誤差の補正目標は±0.2mm
以下程度に抑えることが必要となる。
　ロボットの機差を補正する方法として，ロボット関節
の上述の誤差要因であるリンクパラメータを導出する方
法がある。しかし，リンクパラメータ以外の誤差要因（重
力によるリンクのたわみ，ギヤのバックラッシュなど）
もあり，ロボットの動作範囲空間の位置姿勢を変化させ

た場合の先端誤差は 1 mm以下に抑えるのは困難であ
る。このため，精度0.2mmを実現するのは，各位置姿勢
での誤差を直接計測し補正する方法が現実的である。
　ロボットが持つ 6 自由度の動作空間に対して誤差を計
測するのは現実的でない。そこで，パイプの溶接箇所が
ロボットから見て常に同じ位置になるように設備そのも
のの計画・設計段階から検討し，パイプ溶接時のロボッ
トの動作領域を限定した。また，溶接トーチ周りの回転
角は，溶接作業に影響を及ぼさない姿勢角であることか
ら，この回転角は常に所定の値となるようにし，誤差と
して計測すべき姿勢角の自由度を減じた。このように，
パイプを溶接するときに取り得る位置と姿勢の範囲を限
定した空間にて発生する誤差を計測した。計測方法は，
図 5 （右）に示したようなダイアルゲージ 3 個を直交に
配置し，ロボット先端に球状の計測プローブを持たせ，
2 自由度（プローブ先端を極とする極座標系における迎
角および水平角）の姿勢変化による先端ずれ量をする。
この計測作業を，最大パイプの鞍型曲線がほぼ包含でき
る直方体領域（前後50mm×左右100mm×上下30mm）
の 8 頂点で計測した（図 6 ）。この空間内にて，計測し
た誤差により先端位置を補正した結果を図 6 （下）に示
す。x，y，zとも目標であった誤差0.2mm以下に補正で
きることを示している。
　先の方法で作成した教示データに対して補正を行うこ

図 4  パイプブーム教示データ作成支援
Fig. 4  Data-generation support for teaching robot welding pipe booms

図 6  ロボット機差補正の測定結果例
Fig. 6  Measuring the change of torch angle before and after error 

correction

図 5  ロボット機差の測定
Fig. 5  Measuring instrumental error of the robot
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とで，目標とする補正精度を達成した。その結果，作成
した教示データの機差による誤差の修正は不要となっ
た。さらに，ロボットの動作軌跡に関しては動作確認程
度で対応できるようになり，実機での教示修正時間の大
幅な短縮を行うことに成功した。

3 . 鏡面ワークや，ウィービングに対応した溶接
位置検出技術

　上下部ブーム特有の「パイプ＋板」，「板＋板」継手で
鏡面状態を有する開先面に対して，レンジセンサのレー
ザ光を照射すると，多重反射が発生して溶接位置の検出
が不安定になるという問題がある。正規の光切断線と多
重反射光を分離可能な光学配置関係を特定し，センサ設
計に反映すると共に，光切断線の連続性を考慮して正規
の光切断線を抽出する画像処理手法を開発し，開先形状
を安定して計測することができる溶接位置検出技術を開
発した。
3. 1　レーザ多重反射に対応したレンジセンサ
　V形開先に対して，溶接ロボットアームの先にCCDカ
メラおよびレーザ投光器で構成された溶接用レンジセン
サを図 7 に示す。開先継手に光切断光を照射し，カメラ
で撮影して三角測量の原理で開先継手までの距離や継手
形状を計測する。本センサで溶接線を認識し，あらかじ
め教示した位置を補正しながら倣い溶接を行う。図 8

（ 1 ）のように，錆や塗装など光が乱反射する拡散面状
態の表面では多重反射は発生せず，正規の光切断線のみ
がはっきり観測される。これに対し，図 8 （ 2 ）のよう
な機械加工などで光が正反射する鏡面状態では，レーザ
光の多重反射が発生し，正規の光切断線との分離が難し
くなる。
　このように上下部ブームの板と板の継手では，検出す
べき正規の光切断線と多重反射成分が混在し，溶接線位
置の安定した検出が困難である。市販の溶接用レンジセ
ンサでは，光学フィルタや画像処理の工夫によって正規
の光切断線を抽出することが一般的であるが，検出には
限界がある。そこで当社は，独自の溶接線位置検出技術
を組み込んだ溶接用レンジセンサを開発した。
3. 1. 1　光切断線の映像シミュレーション
　図 9 は溶接用レンジセンサの構成である。図に示すよ
うに，開先角度θ（すみ肉継手の場合はθ＝90度）の二
等分線を示すラインと，溶接線で構成される平面上にカ
メラとレーザ投光器を配置し，溶接線に対して直交する
ようにレーザスリット光を照射する。レーザ投光角度を
α，カメラ角度をβとする。
　両部材とも拡散面の場合は，レーザスリット光の多重
反射が発生しないため，カメラで撮像した画像は図10

（ 1 ）のようになる。
　片側の部材が拡散面，もう片側の部材が鏡面の場合
は，図10（ 2 ）のように多重反射（二次反射）のレーザ
スリット 2 本が現れる。一本目は，レーザスリット光Ａ
が鏡面である部材Ｂに写り込んだスリット光Ａ’である。
このレーザスリット光Ａ’は，鏡面に映り込んだレーザ
スリット光Ａを見ているため，レーザスリット光Ａ’の

位置は見る位置，すなわちカメラ位置によって変化す
る。二本目は，レーザスリット光Ｂが，鏡面である部材
Ｂで正反射し，拡散面である部材Ａに照射されたレーザ
スリット光Ｂ”である。このレーザスリット光Ｂ”は，部
材Ａで乱反射しているため，カメラがどの位置にあって
も見る位置は変化しない。
　つぎに，両部材とも鏡面の場合は，図10（ 3 ）のよう
になり，二次反射のレーザスリット光は合計 4 本現れ
る。鏡面部材に写り込んだレーザスリット光Ａ’，レー
ザスリット光Ｂ’と，鏡面部材で正反射したレーザスリ
ット光Ａ”，レーザスリット光Ｂ”である。
　図10の（ 1 ），（ 2 ），（ 3 ）は，あるカメラ角度がβの
ときの見え方を示したが，カメラ角度βを増やしていく

図 9  溶接用レンジセンサの構成
Fig. 9  Configuration of range sensor for welding

図 8  光切断画像の例
Fig. 8  Light-section images (examples)

図 7  レンジセンサ付き溶接用ロボット
Fig. 7  Welding robot with range sensor
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と，「スリット光Ａ，スリット光Ｂ」と，「スリット光Ａ’，
スリットＢ’」の位置が逆転する。図10（ 4 ）はそのと
きの見え方を示す。
　このように，開先角度θの溶接継手を対象に，レーザ
投光角度α，カメラ角度βの溶接用レンジセンサを配置
したとき，カメラで観測される二次反射までの光切断線
はシミュレーションにより算出できる。θを50度，αを
60度としたときのカメラ角度βと，画像中心からの見か
け上の角度γの関係をグラフで示すと図11上のように
なる。グラフにプロットされた，赤色の真の光切断線と，
分離の難しい緑色と青色の多重反射成分の写り込みを分
離するためには，例えばβ＝70度のカメラ配置をしても
分離ができない。また，筐体（きょうたい）サイズの小
型化と溶接トーチなどの機器の制約によりカメラβは小
さくできない。つまり，真の光切断線の分離のしやすさ
と，レンジセンサの小型化の観点から，最適なカメラ角
度βは80度であることがわかる。当社は，対象となる開
先角度θを約50度と限定することで，画像内における真
の光切断線と多重反射成分を分離しやすい配置関係を見
出した。すなわち，対象継手を限定すれば，レーザ多重
反射が起きにくいセンサの配置が決まる。この配置関係
を基に溶接用レンジセンサを設計し，鏡面状態でも溶接
線位置を安定して検出することが可能となった。
3. 2　センサ保護窓の汚染対策
　大電流溶接のためスパッタ（溶接中の飛散金属）やヒ
ューム（金属蒸気）が大量に発生する。これにより，レ
ーザ光を照射・受光しているセンサの保護窓は汚れるた
め，定期的に交換する必要がある。保護窓の交換頻度が
多いと現場作業員にとっても負担が大きい。保護窓の材
質により汚れ度合は変化するため，ここでは石英ガラ
ス，アクリル板，およびポリカーボネートを保護窓の材
質として溶接を行い，汚れ度合を比較した。溶接電流
250Aで50分の溶接を行ったときの保護窓の汚れを図12

（ 1 ）に示す。ポリカーボネートが比較的，汚れを付着

させていないことがわかる。さらに，溶接アーク光およ
びスパッタが直接，保護窓に当たらないように遮光板を
伸ばし，かつ，狭隘（きょうあい）部でも遮光板がパイ
プにぶつからないように設計を工夫した場合が図12（ 2 ）
である。（ 2 ）では保護窓はほとんど汚れていないこと
がわかる。

図11  光切断線における画像内の見え方変化
Fig.11  Appearance change of image in light-section method

図10  レーザ二次反射光の画像内の見え方
Fig.10  Appearance of secondary reflection image

図12  保護窓の汚染対策
Fig.12  Dirt protection by protective window
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3. 3　ウィービングに対応した光切断線検出技術
　スパッタ発生時の溶接の様子（図13（ 1 ））をレンジ
センサ内のカメラで撮像すると，レーザ光による光切断
線と同様に，高輝度のため画像に写り込んで光切断線と
の分離ができず，安定して形状計測ができない問題があ
る（図13（ 2 ））。撮像画像中のスパッタは光切断線より
高速に移動することから，スパッタによる誤検出を低減
させる方法として時系列画像における輝度変化に着目し
た。
　連続する時系列画像K枚をカメラで撮像したとき，そ
の画像輝度をImage1（i, j）, ... , ImageK（i, j）とする。i, jは画
像（サイズ：M×Nピクセル）の座標である。K枚の画
像の平均輝度 Image0（i, j）は式（ 1 ）で表される。
　　 Image0（i, j）＝（ Image1（i, j）＋…＋ImageK（i, j））/K …（ 1 ）
時系列画像の輝度を平均することで高速に移動するスパ
ッタの輝度は下がる。一方，溶接継手の形状は大きく変
化しないことを前提とすると，照射している光切断線の
輝度は平均しても変化がない。そこで，生成された
Image0（i, j）を使って光切断線を抽出することにした。
図14にK＝ 3 のときの模式図を示す。
　しかし，輝度を画像平均するにあたっては，ウィービ
ング時などのセンサが揺れているときは光切断線の画像
もぶれ，安定して検出できない問題がある。そこで，ス
パッタ飛散方向とウィービング方向が直交していること
に着目し，ウィービング溶接時に画像が左右に揺動して
も，ウィービング方向に撮像画像を照合することで，よ
り安定して開先形状を計測することができる溶接位置検
出技術を開発した。

　画像照合に使用する画像間類似度としてSAD（Sum of 
Absolute Difference）を用いた。 Image1（i, j）を基準にす
ると，時系列画像 Image2（i, j），…， ImageK（i, j）のSADは以
下のように表される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 2 ）

　　
　ウィービング方向は決まっていることが多いので，画
像照合のための画像シフト方向も限定することができ
る。これを式（ 2 ）中ではS2，…，SK で表現している。
SADが最も小さくなるS2，…，SK を探索し，各画像をシ
フトすることで，Image1（i, j），…，ImageK（i, j）の光切断
の位置をImage1（i, j）とほぼ一致させることができ，式

（ 1 ）にてImage0（i, j）を計算できる。K＝ 3 のときの上述
のロジックを模式図で示したのが図15である。
　なお，全ての画素についてSADを計算していると処理
時間が遅くなるため，ここでは光切断線を抽出して光切
断線領域のみを対象にSADを計算している。これによっ
て計算領域を限定し，計算時間の短縮を図ることによっ
て実時間倣い溶接を実現した。
　実験結果例を図16に示す。対象継手は水平すみ肉，
溶接条件は電流250A，電圧96%，速度40cm/minである。
ウィービングしても形状検出は100%であった。

SAD2＝ΣΣ｜Image2（i, j－s2）－Image1（i, j）｜
j＝0 i＝0

M－1 N－1

SAD3＝ΣΣ｜Image3（i, j－s3）－Image1（i, j）｜
j＝0 i＝0

M－1 N－1

SADK＝ΣΣ｜ImageK（i, j－sK）－Image1（i, j）｜
j＝0 i＝0

M－1 N－1
…

図15 ウィービング時の溶接線検出ロジック
Fig.15  Logic for detecting welding position during weaving

図16  溶接倣い実験結果例
Fig.16  Example of sensor tracking

図14  スパッタ環境下での溶接線検出ロジック
Fig.14  Welding-position-detection logic in spatter environment

図13  溶接中のスパッタおよびヒューム
Fig.13  Spatter and fume during welding
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4 . 自動溶接結果

　コベルコクレーン株式会社および溶接事業部門の協力
のもと，溶接ロボット，ポジショナ，スライダ，倣いセ
ンサなどで構成される上下部ブーム自動溶接システムを
コベルコクレーン工場に構築した（図17（ 1 ））。
　本システム構築により，熟練溶接士のノウハウが反映
された完成度の高い教示データが作成できるようになっ
た。また，実機に発生するロボット機差を補正すること
により，実機での教示作業時間が 1 / 2 に短縮できた。
さらに，非熟練溶接士にも熟練溶接士同等の教示データ
が作成可能となり，要員確保が容易になったためモデル

チェンジ時の教示時間短縮が可能となった。
　また，上下部ブーム特有の検出困難な溶接線に対し，
鏡面ワークや，スパッタ，ヒュームなどの悪環境中での
ウィービングにも対応した溶接位置検出技術の実現によ
り，倣い溶接が可能となった。
　これらに加え，上下部ブームで必須の板部溶接のワー
クずれを検出する新技術の開発や多層盛り溶接の倣い溶
接対応を行い，安定・高品位な溶接が実現できる自動化
を達成し，先端の溶接倣い精度0.5mm以下を実現，安定
した溶接を行うことができた。図17（ 2 ），（ 3 ）に本シ
ステムにて実際に溶接を行ったときの溶接外観を示す。

むすび＝上下部ブームの溶接自動化を達成したことで，
今後，パイプブームモデルチェンジ時においても教示工
数が低減でき，生産ラインの垂直立上げが可能となる。
また，海外工場においても今後生産量が増大したとき
に，熟練溶接士に代わり，溶接自動化のコア技術をブラ
ックボックス化した上で，溶接自動化が実現でき，海外
での需要に応じた迅速で最適な生産体制構築や溶接品質
向上に貢献できる。
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3 ） 飛田正俊ほか. 月刊 溶接技術2009年 9 月号. 産報出版.
4 ） 山下俊治ほか. R&D神戸製鋼技報. 2012, Vol.62, No.1, p.87-90.図17  上下部ブーム自動溶接システムの様子

Fig.17  Automatic welding system and welding beads
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まえがき＝急速なグローバル化が進む中，日本国内メー
カの製造拠点が海外にシフトするとともに，国内外で製
造された製品が全世界で販売・利用されるようになった。
それに伴うものづくりの現地生産や供給体制の構築はも
とより，現地アフタサービス・アフタサポート体制の構
築も，今後メーカがグローバル市場で生き残っていく上
での重要な差別化要素となりつつある。
　本稿では，当社グループで最もグローバル化が進むコ
ベルコ建機株式会社（以下，コベルコ建機という）での
eラーニング（コンピュータとネットワークを活用した
教育手段）というITを活用したグローバル・アフタサ
ービスエンジニア育成体制について紹介し，実事例を通
じて海外拠点アフタサービス人材育成における課題と今
後のIT活用の可能性について展望する。

1 . コベルコ建機のグローバル・アフタサービス
体制

　コベルコ建機では，日本に本拠をおく営業本部カスタ
マーサポート部が中核となり，全世界を八つのエリアに
分けてアフタサポート体制を構築している。全世界で約
4,000人のアフタサービスエンジニアが，同社の高性能・
高品質な建設機械製品をお客様に日々気持ちよくお使い
いただくためサポート業務に従事している。これらのサ
ービスエンジニアの育成は，専用の研修施設と専用の教
育カリキュラムに基づいて行われている。2009年から日
本国内拠点でその一部にeラーニングの導入を開始。そ
の後2011年より海外拠点にも適用を拡大した。2013年度
末現在，世界約20箇国のアフタサービスエンジニアを対
象にeラーニングシステムを全世界共通教育ツールとし

て展開するに至っている。多言語対応eラーニングシス
テムの画面例を図 1 に示す。

2 . コベルコ建機でのeラーニング導入事例

2. 1　eラーニング導入形態
　一般にeラーニングは，教育会社などが提供するデジ
タル教材を用いた遠隔教育・通信教育サービスとしての
利用や，大学・企業などでの学生・社員を対象とした教
育・研修の手段の一つとして利用されてきた。前者を「コ
ンテンツ提供型利用」，後者を「教育・研修手段型利用」
と分類した場合，コベルコ建機でのeラーニング活用は
その両面の機能と特性をもつ必要がある。
　具体的には，まず全世界のアフタサービスのマザー拠
点である日本の営業本部カスタマーサポート部が，同社
製品（建設機械）の保守点検・整備に必要な共通基本技
術と最新製品保守技術に関する情報を全世界に同時に発
信・提供する手段としてeラーニングを活用している。
　つぎに，実際に現地サービスエンジニアの教育・研修
を担う現地アフタサービス拠点の現地トレーナが，同シ
ステム上にあるマザー拠点から供給されたトレーニング
用コンテンツを使い，現地サービスエンジニアに対して
効果的かつ効率的に教育・研修を行う手段としても同シ
ステムを活用している。
2. 2　eラーニング導入の工夫点
2. 2. 1　プライベート・クラウド方式の採用
　コベルコ建機では，「コンテンツ提供型利用」と「教育・
研修手段型利用」の両面からeラーニングを利用するに
あたり，インターネットを活用したプライベート・クラ
ウド方式によるマルチ言語対応システムとしてeラーニ

アフタサービスエンジニアのグローバル育成システム
Global e-learning System for Technical Support Engineers
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ング環境を構築した。これにより，各拠点のトレーナに
各拠点専用のeラーニング環境をそれぞれ提供でき，ト
レーナの裁量に応じて教育・研修手段として活用するこ
とを可能にした。
2. 2. 2　トレーニングプログラムによるユニット化
　教育・研修手段の提供だけにとどまらず，マザー拠点
のカスタマーサポート部から“全世界共通”の研修用e
ラーニング教材を供給するとともに，日本側で任意の教
材を組み合わせてパッケージ化したものをトレーニング
プログラム集としても提供した。これにより，現地トレ
ーナがそれぞれの拠点の実情に応じてトレーニングプロ
グラム集の中から必要な項目を選択し，段階的にさらに
は反復的にも活用できる。
2. 2. 3　全世界共通教材・共通指標による評価
　2013年末現在，全世界共通教材として 5 種類，約50の

トレーニングプログラムが用意されている。トレーニン
グプログラムは保守点検・整備を行う上で必要となる「共
通基本技術分野（①油圧基礎，②機械要素，③電気基礎，
④ショベル基礎）」と「⑤製品別技術情報」から構成さ
れている（表 1 ）。すべてのトレーニングプログラムに
は最終学習項目に修了テストが設定されており，本修了
テストを全問正解した時点でそのトレーニングプログラ
ムの受講を完了とする仕組となっている。各拠点のトレ
ーナは，修了テストの結果や受講状況をシステム上で確
認できるようになっており，活用方法は各拠点で様々で
ある。例えば中国拠点では，eラーニングを現地研修施
設での集合研修の必須事前教育として位置づけ，eラー
ニングの受講完了を集合研修への参加条件とする使い方
に加え，トレーナは修了テストの結果を確認して集合研修
の指導方法を組み立てるといった活用方法をとっている。

図 1  サービスエンジニア向け全世界共通教育ツールの画面例
Fig. 1  Screen-shot examples of a global e-learning system for technical-support engineers

表 1  eラーニングによるトレーニングプログラムの例
Table 1  Example of e-learning training programs
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　一方，マザー拠点である日本のカスタマーサポート部
では，日本から供給した教材やトレーニングプログラム
集が各拠点でどの程度の人数のサービスエンジニアに受
講され，どのような理解度合であったかを確認できる仕
組となっている。全世界共通教材・共通評価指標により，
エリアごとのサービスエンジニアの技術や知識レベルの
確認と評価を行っている。

3 . eラーニングの位置づけ・役割とその可能性

3. 1　人材育成面での課題と，eラーニングの位置づけ
　海外のアフタサービス拠点では，日本と比較して離職
率が高い点が人材育成面での問題となっている。そのた
め，初級レベルのサービスエンジニアを大量かつ短期間
に育成し，その中から優秀な人材を選んでレベルアップ
を図っていくといった人材育成戦略がとられている。海
外拠点でのサービスエンジニア育成では，研修施設にお
いて一定期間研修を行うことによって人材育成していく
日本式の方法よりも，ITを活用して短期間で大量に必
要最低限の知識を伝授し，現場実践を通じて育成・強化
する方法が，現時点では費用対効果の点で有効であると
考えられる。
　同社を含め，当社グループでは，日本国内製造現場の
技能伝承支援手段の一つとしてeラーニングの活用を実
践しているが，日本においては徒弟制的教育習慣があ
り，eラーニングはあくまでも補完的教育手段として捉
えられるケースが多い。一方新興国では，スキル・キャ
リア獲得志向が高いため，日本以上にeラーニングを積
極的に活用する傾向が見受けられ，有効な教育手段とし
て機能している。
3. 2　今後のIT活用の可能性と技術的課題
　コベルコ建機では今後さらなるグローバル展開を推進
する計画であり，新規進出した海外拠点におけるアフタ
サービス体制の早期立ち上げや，全世界規模でのアフタ
サービス技術の品質維持・向上が従来以上に求められて
いる。その中で，eラーニングの位置づけや役割も変化
しつつある。具体的には，eラーニングのもつ即効性と
大規模・一斉教育手段としての特性を生かし，従来の集
合研修の補完的手段としての活用から主要研修手段とし
て位置づけが変化しつつある。

　一方で，eラーニングが真の教育・研修手段として機
能していくためには，幾つか解決しなければならない技
術的課題もある。一つには，コベルコ建機の事例のよう
に，製品・技術内容に関する教育を通じた差別化技術の
情報流出への対応である。現状システムにおいてもこの
点を配慮した仕組を実現してはいるが，全世界規模に拡
大する中でさらなる工夫が必要と認識している。また，
教材・コンテンツ面では，海外現地ニーズも踏まえたさ
らなる内容の拡充に加え，その地域の母国語への対応も
重要となる。コベルコ建機における現状の運用では，教
材の言語は英語，中国語，日本語の三箇国語としている
が，新興国の初級エンジニアの育成においては母国語で
の教材提供が必要となってきている。グローバルに技術
情報を提供するための翻訳体制の強化も今後の課題とな
るが，ゲームコンテンツのような非言語的手法により，
技術とマインドを伝える方法を充実していくことも必要
かもしれない。
　最後に，eラーニングを主要研修手段として成立させ
る上で最も重要な課題として，人材育成制度・人事施策
との整合性，連携強化を挙げたい。従来，教育・人材育
成施策の効果は定量的に確認・評価することが難しく，
定性的な評価にとどまっていることが多い。しかし，昨
今のスマートデバイスなどに代表されるITの日常化と
高性能化により，人材育成に関する情報と業務パフォー
マンスに関する情報を紐付け，総合的に情報処理・活用
ができる時代に入りつつある。したがって，今後の海外
拠点における人材育成では，eラーニングを人材育成制
度や人事施策とうまく連携させることによって，これま
で以上に有効かつ業務パフォーマンスに直結した教育ツ
ールとして進化できるのではないかと期待している。

むすび＝コベルコ建機ではグローバルなアフタサービス
体制を構築するため，全世界共通教育ツールとしてeラ
ーニングを導入・展開している。当社では今後，グルー
プの機械系事業におけるアフタサービスにおいて，コベ
ルコ建機での知見・手法を適用し，コベルコグループの
製品群が全世界のお客様に機能面とアフタサービス面で
信頼され満足していただけるよう，努力していく所存で
ある。
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まえがき＝鉄板や銅板，アルミ板などの薄板生産ライン
において圧延や熱処理により薄板にはさまざまな形状不
良が生じる。とくに圧延時にはロールのたわみや圧延前
の板の形状，圧延中のロールプロフィールの影響を受け
るため，板幅方向に伸びの差ができることがある。この
ような幅方向の伸び差（ひずみ分布）は無張力状態では
板が座屈して板形状を悪化させ，中伸び，耳波など 1 ）

の形状不良となる。薄板製品の品質を確保するために
は，このようなひずみ分布の大きさを管理してひずみを
小さくすることが重要である。そのため，さまざまなラ
インに低コストで簡便に適用できるひずみ分布計測シス
テムが求められている。
　板幅方向の伸び差が内部応力の座屈により板形状とし
て顕在化された状態であれば，レーザ式や渦電流式の変
位計を用いた平坦度測定法，走査レーザを用いた光切断
法 2 ）などにより通板中の板形状を非接触で直接計測す
ることが可能である。しかしながら，薄板ラインでは板
の長手方向に一定の張力を付加しながら通板するのが一
般的である。このため，ひずみ形状は張力により引き伸
ばされて潜在化し，見かけ上は平坦な形状となることか
ら，顕在化した形状の測定法は適用できない。このよう
な潜在化した板形状を検出する方法として，分布してい
るひずみが引き伸ばされることで発生する板幅方向の張
力分布を測定できる形状検出ローラが実用化されてい
る 3 ）。形状検出ローラはロールの幅方向にロードセルを
埋め込んだ接触式の形状測定装置であり，計測機本体が
ロール形状で設置しやすいことから多くの圧延ラインに適
用されている。一方で連続焼鈍ラインや亜鉛めっきライン
などの加熱帯や冷却帯への設置が困難という問題がある。

　ところで，振動法により板の総張力を固有振動数から
直接同定する方法が従来の研究において提案されてお
り，比較的単純な理論と測定機器構成で非接触の計測が
可能となっている 4 ）。そこで，当社ではひずみ分布計測
のため従来の振動法による張力同定法を発展させ，ひず
み分布を有する薄板の幅方向の固有振動数と振動モード
より張力分布を求める方法を開発した。そのための基礎
理論を構築し，開発した手法の妥当性を有限要素法（以
下，FEMという）による解析と実験により検証した。

1 . 振動法による薄板の張力分布同定の基礎理論

　本章では，本稿の基盤となっている張力分布同定理
論 5 ）について説明する。
1. 1　薄板の振動現象の 2 次元的な簡易モデル
　図 1（a）に示すような幅方向にひずみ分布を有する

振動法による薄板の張力分布同定技術
Identification of Tension Distribution of Thin Plate Based on Vibration 
Characteristics

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

The quality improvement of steel sheets, aluminum sheets and copper sheets requires the highly 
accurate in-line measurement of tension distributions. Hence, an attempt was made to develop a 
technique for identifying the tension distribution of a thin plate on the basis of its natural frequency 
and vibration mode. This paper describes the new method that resulted from this attempt. A simplified 
dynamic model was constructed for a thin plate, using springs to model the tension distribution. The 
spring constant for the simplified model was calculated using the least-squares method from the 
measured modal parameters. This identification technique was applied to the vibration characteristics of 
an aluminum sheet. The identified tension distribution agrees well with that measured by strain gauges.
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図 1  薄板の張力パターンのモデル化
Fig. 1  Tensile pattern modelling of thin plate
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薄板に対して長手方向に張力を付加した場合，ひずみの
大きい部分の張力は低く，ひずみの小さい部分の張力は
高くなる。幅方向には張力による幾何剛性分布が発生す
るから，これらを幅方向の等価剛性分布と見なし，図 1

（b）のようにモデル化することができる。ここで図 1（b）
に示すモデルにおいては，例えば薄板の圧延時において
一定の圧延条件であれば，板の長手方向のひずみ分布は
板を支持するロールの間隔内においてはほぼ一様と見な
すことができる。そこで，FEMによる薄板の振動解析
のための計算モデル（図 2 ）を長手方向に張力分布が一
様であるとした前提から，長手方向中央部の板の振動を
表現する簡易モデルを作成した。簡易モデルでは幅方向
の張力分布をばね分布でモデル化し，薄板を質量mと重
心点回りの慣性モーメントJを持つ長さ lの剛体要素を
ピンで連結したリンクモデルで表現した。幅方向に分布
した振動変位 zは lに対して十分に小さいとして要素の
回転変位θを zi＋1－zi≒lθiと近似し，節点の自由度は z方
向の並進自由度のみとした。したがって簡易モデルで
は，薄板を幅方向にn－ 1 等分割して節点を配置した場
合は自由度nとなる。また，薄板の長手方向の曲げ剛性
は十分小さいとして無視し，幅方向の曲げ剛性τを要素
間の回転ばねとして，張力分布は各節点に配置したばね
分布ki （ i=1～n）でモデル化した（図 1（b））。
　図 1（b）に示した簡易モデルの運動方程式を式（ 1 ）
に示す。式（ 1 ）中のMは質量行列，Kは剛性行列，z
は各節点における変位ベクトルである。KτとKTはそれ
ぞれ剛性行列の曲げ剛性成分と張力成分である。KTは
同定対象となるばね分布ki（ i=1～n）を対角要素とする
未知行列，MおよびKτは板の寸法，物性より算出され
る既知行列である。
　　Mz‥＋Kz＝0  ………………………………………（ 1 ）
　　z＝{ z1 z2 … zn}T……………………………………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 3 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 4 ）

　　　　　　　　　　　　……………………………（ 5 ）

　　K＝Kτ＋KT ………………………………………（ 6 ）
1. 2　薄板の振動特性から張力分布を同定する方法
　与えられた薄板の振動特性より張力分布を求める方法
について述べる。具体的には，薄板の固有振動数と幅方

向の振動モードから最小二乗法によりばね分布ki（ i=1
～n）を求め，弦の方程式を利用して各節点における剛
性値を個別に張力値に換算して張力分布を算出する方法
である。
　薄板の固有振動数ωi

2（ i=1～p）を対角要素とする行
列をΩ2，対応するモードベクトルを列ベクトルとする
モード行列をΦとおくと式（ 7 ）の関係が成り立つ 6 ）。
　　MΦΩ2＝KΦ ………………………………………（ 7 ）
　式（ 7 ）に左側からΦTを乗じて整理すると既知の係
数行列と未知のばね分布ベクトルとの積となる。ただ
し，ΦTはΦの転置行列である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 8 ）

　式（ 8 ）の未知ベクトルを最小二乗法で解けば，ばね
分布を求めることができる。なお式（ 8 ）のpは張力分
布の同定計算に用いたモードの数を表す。式（ 8 ）の左
辺における係数行列をΦk，未知ベクトルをkT，右辺の既
知ベクトルをkωとすると
　　ΦkkT＝kω …………………………………………（ 9 ）
で表され，Φkの擬似逆行列によりkTを求めることができ
る。求まったばね分布は次式により，張力値に変換する。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（10）

　式（10）中のTiは簡易モデルの節点 iにおける張力値
［N］，Lは支持ロール間隔［m］を示す。式（10）で計算
された張力分布を合計することで総張力が求まる。ま
た，式（10）により得られた張力は節点ごとの値である
ので次式により要素ごとの値に変換する。
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図 2  中伸び板の有限要素モデル
Fig. 2  Finite element model of center buckled plate
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（11）

1. 3　特異値分解による張力分布同定の高精度な数値計
算法

　ところで，計算に使用するモード数が少ない場合や幅
方向の分割数が大きい場合は行列Φkのランクが不足し，
式（ 9 ）の最小二乗解が不定となることがある。そこで，
特異値分解を利用して望ましい解を求める方法について
述べる。係数行列Φkは特異ベクトルを列ベクトルとす
る直交行列PとQ，特異値を対角成分に持つ対角行列D
を用いて
　　Φk＝PDQT …………………………………………（12）
と分解できる 7 ）。Dを特異値の大きい部分行列Dsと特異
値の小さい部分行列Dnに分けるとΦkは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（13）

と近似できる。式（13）で特異値Dsには必要な信号成分，
微小な特異値Dnにはノイズや計算誤差などにより生じ
る成分が含まれる。微小成分Dnを除去した式（13）によ
り，Φkの擬似逆行列は次式のように近似される。
　　Φ†

k＝QsDs
－1PT

s ……………………………………（14）
　式（14）で算出されたΦ†

k を式（ 9 ）に用いることで
実際の張力分布と一致する良好な同定結果を得ることが
できる。
1. 4　FEMによる薄板の振動解析結果への張力分布同定

法の適用
　提案した張力分布同定理論を，FEMによる薄板の振
動解析から得られる張力分布と比較して，計算精度を検
証した結果について述べる。本稿では形状不良の一例と
して中伸びの場合について検証する。ここでいう中伸び
とは，板幅方向の中央部の伸びひずみが座屈して周期的
な波形状として顕在化した形状である。図 2 にひずみ分
布として中伸びを設定したFEMモデルを示す。図 2 の
FEMモデルは実モデルよりひずみ形状をわかりやすく
するため z方向に10倍拡大している。
　材料は板厚0.5mm，幅1,000mm，全長9,000mmのアル
ミ薄板とし，支持ロール間隔を4,500mmとした。アルミ
板の密度は2,700kg/m3，ヤング率は70GPa，ポアソン比
は0.3とした。ひずみ分布の波形状は図 2 に示すとおり
振幅3.4mmを最大値とした幅方向に直線的な分布とし，
長手方向は周期500mmの正弦波となるような形状とし
た。板の長手方向の一端上の節点に対しては，z方向の
変位を拘束するとともに，巻き取りリールあるいはペイ
オフリールにより一様に引っ張られる状態を模擬するた
めに，x方向の変位が等しくなるような境界条件を与え
た。これにより，板幅方向に分布する張力の総張力と等
しくなるような張力を一つの節点に設定するだけで，幅
方向に一様な強制変位を与えたことに相当する解析結果
が得られる。また，反対側の板端部はx方向と z方向を
拘束した単純支持とした。加えて，板の長手方向の 6 箇
所において，通板ロールを模擬した z方向拘束を設定し
た。図 2 中の拘束は幅方向 5 箇所ずつ図示しているが，
実際のモデルの拘束は幅方向の全節点である。y方向の

拘束は，剛体モードを除去するために板端部中央の一節
点だけに加えた。また，シェル要素を用いたFEMモデ
ルのメッシュは一辺が50mmの正方形とした。
　張力を4,900Nに設定して静解析を行い，得られた幾何
剛性を考慮して固有値解析を行った。その結果を図 3 に
示す。張力分布同定計算には長手方向中央部における幅
方向の振動モードを使用した。図 4 に擬似逆行列を用い
た場合，および式（14）に示した特異値分解を用いた場
合の中伸び張力分布の同定結果を示す。同定計算には図
3 に示した 1 次から 4 次の幅方向振動モードを使用し，
簡易モデルは11自由度とした。図 4（a）に示すとおり，
擬似逆行列を用いた最小二乗法（LSM）では同定結果
に大きな誤差が生じているのに対し，特異値分解により
絶対値の小さい特異値を除去した場合（SVD）はFEM
結果とよく一致していることがわかる。図 4 （b）は係
数行列Φkの特異値分解結果で10個の特異値のうちσ8～

T̂＝ T 2－2
T2＋T3
2T 1＋ , , , , ＋T n… Tn－2＋Tn－1

2
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図 4  最小二乗法と特異値分解法との比較
Fig. 4  Comparison between least squared method and proposed 

SVD method

図 3  中伸び薄板の振動モード
Fig. 3  Natural vibration mode of thin plate in the case of center 

buckle
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σ10は値がほぼ 0 となっており，式（13）の特異値は
Ds=diag（σ1,…,σ7），Dn=diag（σ8,…,σ10）となる。擬
似逆行列で大きな同定誤差を生じているのは，Φ†

k が計
算される過程で特異値が大きい信号成分に対して相対的
に特異値が小さい誤差成分が逆数Dn

－ 1 により拡大された
ことが原因である。これに対して提案手法では，特異値
の小さい誤差成分を分離し，同定計算をする際に除去し
ているため良好な結果を得ることができる。

2 . 空気の付加質量を考慮した振動法による薄板
の張力分布の同定法

　構造物の周囲に流体が存在する場合，構造物の振動特
性は流体部の影響を受ける 8 ）。とくに空気中の薄板のよ
うに，流体と接する表面積が大きく板厚が薄い場合，周
囲の流体の付加質量効果に対して板自体の質量が相対的
に小さくなるため，空気が板の振動特性に与える影響が
大きくなる。薄板の周囲に空気が存在することにより板
の固有振動数は真空中よりも低くなり，板の振動モード
も変化する。第 1 章は空気の存在を考慮しないFEMモ
デルによる解析であり，真空中と見なせる条件での固有
振動数と振動モードを用いることで良好な同定結果が得
られていた。しかし，実際に薄板の周囲に空気が存在す
る場合の同定精度を保証するためには，空気の付加質量
についての検証が必要である。そこで本章では，新たに
空気の付加質量をモデル化したFEM解析を行って同定
精度への影響度を明らかにした。また，薄板に作用する
空気の付加質量を算出し，張力分布同定用の簡易モデル
に加えることで同定精度を改善する方法を開発した。
2. 1　仮想質量法による付加質量を考慮した薄板のFEM

振動解析
　構造物の周囲に流体が存在する場合，構造物が振動す
ると構造部と流体部が接する面に圧力分布が発生する。
接表面の単位加速度あたりの圧力分布のうち，加速度と
同相成分を構造物に付加される質量分布と見なせば，流
体の圧力効果を質量効果としてモデル化することができ
る。そこで本節では，空気の影響を考慮する方法として
仮想質量法 9 ）を用いた場合について述べる。市販の
FEM解析ソフトであるMSC NastranではVirtual mass
機能により，仮想質量法による流体の付加質量効果を考
慮した解析を行うことができる。なお，Virtual mass機
能では流体の特性は非圧縮性の一様密度であり，表面波
や粘性効果は考慮されていない。
　空気の付加質量を算出するためのFEMモデルは第 1
章のアルミ薄板モデルと同様とした。周囲に存在する空
気の付加質量効果について，仮想質量法で算出された付
加質量行列の対角成分を薄板のFEMモデルの節点に対
応させて図示したものを図 5 に示す。図 5 のx軸は板長
手方向，y軸は板幅方向，z軸は付加質量の大きさを示
す。ここで得られた付加質量行列から式（ 1 ）の質量行
列を補正する質量行列m̂addを求め，次式のように補正す
ると付加質量の影響を考慮した張力分布同定が可能とな
る。
　　M̂＝M＋m̂add ………………………………………（15）

2. 2　付加質量を考慮したFEMによる振動解析結果への
張力分布同定法の適用

　張力分布がフラットな場合について，FEM解析結果
の固有振動数と振動モードおよび空気付加質量を考慮し
て張力分布同定した結果を図 6 に示す。固有値解析にお
ける空気付加質量は仮想質量法（Virtual mass）により
与え，簡易モデルに加える付加質量行列は仮想質量法の
計算値を用いた。板寸法や付加質量の特性などのFEM
解析条件は前節で説明したモデルと同様である。
　図 6（a）は付加質量をモデル化したFEM解析結果の
固有振動数と振動モードに対し，第 1 章の理論で同定し
た結果をWithout virtual mass，本章での提案手法によ
り空気の付加質量を考慮して張力分布同定を行った結果
をWith virtual massとして示している。比較のため
FEMの静解析で得られた張力分布も一緒に示している。
図 6（a）より付加質量を考慮した場合はFEM解析で得
られた実際の張力分布と同定値がよく一致していること
がわかる。それに対し，付加質量を考慮しない場合は同
定値がFEM解析値を大幅に下回る結果となった。図 6

図 6  フラットな薄板の有限要素モデルでの同定結果
Fig. 6  Identification results of finite element model for flat thin plate

図 5  付加質量分布の計算結果
Fig. 5  Calculation results of added mass distributions
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（a）の張力分布より求めた板全体に作用する総張力値を
図 6 （b）に示す。付加質量を考慮した場合は総張力誤
差が－0.4%と極めて高精度であったのに対し，付加質量
を考慮しない場合は誤差が－30%と大幅に同定精度が悪
化した。これは，材質が比較的密度が低いアルミであり，
薄く幅広な板形状であるため板自体の質量に対して空気
の付加質量効果が大きいためである。付加質量の影響度
を固有振動数ごとに定量的に評価するため，簡易モデル
についてモード分離を行い，モードごとに 1 自由度の振
動系と見なした場合の等価的な質量であるモーダルマス
を算出した。 1 次の固有振動数に対応するモーダルマス
は付加質量を考慮することで88％増加し， 2 次の固有振
動数に対応するモーダルマスは39％増加した。したがっ
て，実際のアルミ薄板に張力分布同定技術を適用する場
合は空気の付加質量の考慮は必須である。
　なお，空気の付加質量は，板幅を直径とする円柱体積
分の空気質量として簡易的に見積もる方法が知られてい
る。その方法によれば，本章の解析モデルの場合は空気
の付加質量は4.57kgであり，支持ロール間における板の
質量の75%に相当する。例えば，板幅が100mmとなれば
空気の付加質量は7.5%まで減少し，許容できる程度まで
影響が小さくなる。一方，解析モデルと同じ寸法の鋼板
であれば付加質量は板に対して26％となり，付加質量の
考慮が必要と判断できる。このように，付加質量の簡易
計算値と板の質量とを比較することで付加質量の考慮の
要否を判断できる。

3 . 実験による張力分布同定法の精度検証

3. 1　薄板の振動特性測定用の実験装置および実験方法
　振動特性測定に用いた実験装置の概要を図 7 に示す。
測定対象である薄板は 2 本のロールで支持されており，
薄板長手方向の板端部の片方は土台に固定されたクラン
プで固定し，もう片方のクランプは張力が負荷できるよ
うにねじ機構で長手方向に可動するような構造とした。
薄板は支持ロールの中央付近に設置したエアーノズルか
ら噴射される圧縮空気によって非接触で加振され，その
際の板振動を幅方向に配列した複数のレーザ変位計で計
測した。
　図 8 に計測システムの構成を示す。エアー加振では発
信器から出力された加振信号を増幅器により増幅し，電
磁弁を駆動する。電磁弁には工場エアーが供給されてお
り，加振信号に従ってパルス状の圧縮空気を噴射し，加
振周波数を連続的に変化（スイープ）させながら板の振
動モードを励起させた。レーザ変位計からの板振動計測
値はアナログ電圧信号として加振信号とともにデータロ
ガーで計測した。ロガーで計測された振動データをパー
ソナルコンピュータに取り込み，伝達関数計算と偏分反
復法 5 ）によるモード解析を行って薄板の固有振動数と
幅方向の振動モードを求めた。得られた固有振動数と振
動モードから式（ 8 ）を使って板幅方向の張力分布を同
定した。また，張力分布同定値の妥当性を検証するため
に，ひずみゲージを幅方向に複数枚貼り付け薄板で発生
している張力分布を計測した。

3. 2　薄板の振動特性測定結果と張力分布の同定結果
　測定対象はアルミの薄板とし，ひずみがほとんどない
フラットな板を用いた。エアー加振での加振周波数は板
の固有振動数がある 5 ～40Hzの範囲とし，スイープ時
間は 2 分間とした。レーザ変位計による板振動測定点は
幅方向に10箇所とし，板の両端から10mm内側の範囲で
等間隔に配置した。また，ひずみゲージは，レーザ変位
計と同様に板の両端から10mm内側の範囲で等間隔に 7
箇所貼り付けた。
　図 9（a）にアルミ薄板の測定条件を示す。アルミ薄
板の寸法は板厚0.3mm，板幅1,000mmでロール間隔を
2,000mmとし，可動側クランプの 3 点に1,633Nずつ張力
を負荷した条件で計測を行った。図 9（b）はスイープ
加振により各レーザ変位計で測定した板振動の周波数応
答である。10Hzから40Hzの間に複数のピークがみられ，
板の固有振動数が存在することがわかる。図 9（c）は
周波数応答より算出した 1 次から 4 次までの板の幅方向
振動モードと固有振動数である。なお，振動モードの単
位は無次元である。求めた幅方向振動モードと固有振動
数を用いて第 2 章で述べた空気の付加質量を考慮した張
力分布の同定を行った。
　図10に図 9（c）の計測結果を用いて張力分布を同定
した結果を示す。なお，図10（a）では検証用ひずみゲ
ージの測定値にアルミのヤング率70GPaを乗じた値を張
力分布とし，比較のため張力分布同定結果も応力値に換
算した値を示した。また，張力分布同定値は，MSC 
NastranのVirtual mass機能を用いて仮想質量法により
算出した付加質量を用いた同定値（With virtual mass），
および付加質量を考慮しないで同定した値（Without 
virtual mass）についてそれぞれ示した。図10（a）より，
ひずみゲージによる張力分布測定値と付加質量を考慮し
た同定結果がよく一致していることがわかる。それに対
し，空気の付加質量を考慮しない場合は算出された応力
値がひずみゲージによる計測値よりも低く，誤差が大き
い結果となった。同定した張力分布から算出した総張力

図 8  計測システムの構成
Fig. 8  Measurement system configuration

図 7  実験装置の外観
Fig. 7  Overview of experimental equipment
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を図10（b）に示す。付加質量を考慮した場合，ひずみ
ゲージと同定値との差は 3 %程度となり，精度良く測定
できている。一方，付加質量を考慮しない場合は総張力
が大幅に低く同定された。
3. 3　耳波ひずみのある薄板の張力分布同定結果
　図11（a）に耳波状態のアルミ薄板の測定条件，図11（b），

（c）に振動特性の測定結果を示す。アルミ薄板の寸法は
板厚0.24mm，板幅1,040mmで，ロール間隔を1,100mmと
した。 3 点の負荷張力は200N，1,200N，200Nとした。
　図11（c）の計測結果を用いて張力分布を同定した結
果を図12に示す。図12 （a）より耳波ひずみにより板幅
方向両端部応力が下がる傾向が確認でき，ひずみゲージ
による張力分布測定値と付加質量を考慮した同定結果が
一致していることがわかる。図12 （b）に示した総張力
も測定値と付加質量を考慮した同定値がよく一致してい
る。耳波状態においても空気の付加質量を考慮しないと
誤差が大きい結果となった。

図11  耳波ひずみのあるアルミ薄板の振動特性計測結果
Fig.11 Measurement results of vibration characteristics for edge 

buckled aluminum thin plate

図10  フラットなアルミ薄板の張力分布と総張力の同定結果
Fig.10 Identification results of tension distribution and total tension 

for flat aluminum thin plate

図 9  フラットなアルミ薄板の振動特性計測結果
Fig. 9  Measurement results of vibration characteristics for flat 

aluminum thin plate
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むすび=当社では，ひずみのある薄板の振動特性から幅
方向の張力分布を同定する技術を開発し，以下の結果を
得た。

（ 1 ）薄板を長手方向に縮小した簡易モデルを作成し，固
有振動数と振動モードから最小二乗法により張力分
布を求めることができる張力分布同定理論を提案し
た。これにより，板全面ではなく幅方向の振動モー
ドのみの少ない計測点と計算量で張力分布を同定す
ることが可能となった。さらに，簡易モデルは板の
寸法と物性より作成できるため，鉄や銅，アルミ，
その他の材料も含めた広範な薄板製品に適用するこ
とが可能である。

（ 2 ）計測点と比較して同定計算に使用する振動モード数
が少ない場合でも，特異値分解を利用することで張
力分布の計測点数を減らすことなく良好な同定結果
を得られる方法を示した。

（ 3 ）提案手法を検証するため，代表的なひずみ分布であ
る中伸びを再現した薄板のFEMモデルを作成した。
このFEMモデルを用いて，張力を付加した状態の
固有振動数と幅方向の振動モードを解析し，張力分
布同定技術を適用した。その結果，FEMの静解析
より得られた張力分布と提案手法による同定結果が
よく一致し，本手法の妥当性が確認された。

（ 4 ）薄板の周囲に存在する空気の付加質量効果を仮想質
量法で考慮した固有値解析を行い，アルミの薄板に
おいては空気の付加質量が板の振動特性に大きな影
響を与えることを明らかにした。そこで，仮想質量
法により求めた付加質量行列を用いて簡易モデルの
質量行列を補正する張力分布同定手法を開発した。
開発手法をFEMによる薄板の振動解析結果に適用
し，本手法により空気の付加質量が作用する場合の
同定精度が大幅に改善することを確認した。

（ 5 ）開発した技術を実験で検証するため，張力が負荷さ
れた薄板に対して圧縮空気の噴射によるエアー加振
とレーザ変位計による板振動計測を行い，板幅方向
の振動モードと固有振動数を計測した。測定した板
の振動特性に対して付加質量を考慮した張力分布同
定法を適用し，張力分布を同定した。ひずみゲージ
による計測値と付加質量を考慮した同定値がよく一
致することを確認し，本手法の有効性を明らかにし
た。
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図12  耳波ひずみのあるアルミ薄板の張力分布と総張力の同定結果
Fig.12  Identification results of tension distribution and total tension 

for edge buckled aluminum thin plate
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まえがき＝機械製品の静粛性は，規制やユーザ評価に関
わる性能として年々その重要性が増している。機械製品
の主な騒音問題に，機械の駆動源の振動が構造物を伝搬
して発生する固体伝搬音と呼ばれる騒音がある。固体伝
搬音は，振動源の配置，構造物，空間の形状が変化する
ことによって騒音レベルが大幅に変動する。とくに回転
機械など，回転の周期で決まる純音（単一正弦波の音）
が支配的な騒音の場合にその傾向は顕著となる。純音が
支配的な騒音は，最近ではハイブリッドカーなどでも指
摘されており，たとえ騒音レベルとしては低くても，そ
の特徴的な音が耳障りとなる。従来の研究においても，
純音が支配的な騒音は，騒音レベルの数値だけでは過小
評価されることが指摘されている1 ）～ 3 ）。また，この純
音性の騒音は，前述のとおり構造物だけでなく空間の形
状の影響も受けやすく，構造物の振動モードのみに着目
して振動を低減しただけでは騒音低減につながらない場
合がある4 ）, 5 ）。しかしながら，一般的には「振動＝音」
と捉えることが多く，構造物の振動モードのみに着目し
た対策を実施することにより，しばしば試行錯誤に陥っ
てしまうのが現状である。
　空間の影響を考慮する方法は種々提案されており，放
射モード解析もその一つである。放射モード解析は1990
年代前半に提案され，主に騒音を逆位相の音で消すアク
ティブノイズコントロールの分野で発展してきた 6 ）～11）。
放射モードの形状は振動分布とは独立しているため，固
体放射音発生における空間影響の現象把握に非常に有効
であり，橋りょうの低周波音問題12）やタイヤノイズの研
究13）にも適用されている。ただし，放射モードは空間の

形状と音響放射パワーの関係を示すものではあるが，構
造物の振動モードまでは考慮されていないため，構造と
空間の両方を同時に考慮した設計に直接利用することは
できない。
　上記の放射モード解析の課題に対し，本稿で提案する

「加振力放射モード解析」は，放射モード解析を拡張し，
構造物の振動モードと音響空間を同時に考慮することが
できる分析手法として提案してきたものである14）～20）。
本稿では，加振力放射モード解析の理論と基本的な性
質，実験による理論の検証，油圧ショベルのブーム放射
音問題への適用例を紹介する。

1 . 加振力放射モード解析の理論

　図 1 に振動物体が周囲に形成する音場の概念図を示
す。任意の空間の音圧分布ベクトルprは，振動する構造
物の全振動速度分布ベクトルveと伝達関数行列Zrを用い
て次式で表される。

加振力放射モード解析による振動放射音の抑制
Reduction of Structure-Borne Sound by Using Force Radiation Mode 
Analysis

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

The location of a vibration source within a machine is sometimes found to have a significant impact 
upon the sound power radiated from the machine. Radiation mode analysis is known to be a powerful 
tool for interpreting and predicting sound radiation from a vibrating object since radiation modes 
are independent of a structure's surface vibration. However, knowledge of the radiation modes alone 
cannot be used directly to understand the relationship between the location of the vibration source 
and sound power radiation. This paper introduces force radiation modes ( frad-modes) that enables to 
correlate exciting force to acoustic power. This modes are extension of the radiation modes combining 
the mobility matrix of a structure and its radiation modes. It is demonstrated by simulation and 
experiment that the radiated sound power can be reduced by locating the driving force at or near the 
nodes of the force radiation modes.

山口善三＊1（博士（工学））

Dr.	Zenzo	YAMAGUCHI

＊ 1  技術開発本部　機械研究所

図 1  振動物体からの音響放射パワーの算出
Fig. 1  Calculation of sound power from vibrating object
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　　pr=Zr ve ……………………………………………（ 1 ）
振動物体の音響パワーWは，振動物体を取り囲む領域を
通過する音の全エネルギーを捉えることによって算出で
きるため，prから以下のように計算できる。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 2 ）

ここで，＊は複素共役を意味し，ρは空気の密度，cは音
速であり，Srは遠距離球面上の面積を示す。式（ 1 ）を
式（ 2 ）に代入すると以下の式が得られる。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 3 ）

Rは放射抵抗行列と呼ばれ，振動物体の振動と音響パワ
ーの関係を示す係数行列である。ここで，上付きのHは
共役転置を意味する。Rを固有値分解し得られた固有ベ
クトルが放射モードである。空間の特性を表すRを固有
ベクトル，すなわち 1 次独立なベクトルに分解すること
により，振動モードのように空間の基本特性を把握する
ことができる。ここでは，さらに振動速度分布ベクトル
veを構造のモビリティ行列Tと加振力分布ベクトル feを
用いて以下のように表す。
　　ve=Tfe ………………………………………………（ 4 ）
式（ 4 ）を式（ 3 ）に代入すると音響パワーは次式のよ
うに加振力分布と構造・音響放射の複合行列Cで表すこ
とができる。
　　W = fe

H THRT fe= fe
H C fe ……………………………（ 5 ）

ここで，Cは次式のように固有値分解できる。
　　C=MTΦM  …………………………………………（ 6 ）
Mの各行は固有ベクトルであり，これが本稿で紹介す
る加振力放射モード（ frad-modes）と呼ぶものである。
Cがエルミート行列なのでΦは正の整数の固有値をもつ
対角行列となる。したがって，音響パワーWは最終的に
次式で表現できる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 7 ）

dは加振力分布と加振力放射モードを掛け合わせたもの
であり，加振力分布が音響パワーに対してどの程度寄与
するのかを示す。

2 . 加振力放射モードの基本性質

2. 1　解析モデル
　加振力を受けて振動し，音を発生する非常に単純なモ
デルとして，バフル中の両端単純支持ばりを図 2 に示
す。本モデルは，モータが設置される台板のような構造

を想定しており，バフルは，振動する板からの放射音を
簡単に取り扱えるように振動板の裏表の音の伝搬を遮る
ものである。本モデルを対象に加振力放射モードの基本
性質について示す。
　解析対象の両端単純支持ばりは，板厚 1 mm，幅20mm，
長さ300mm，損失係数0.01の鋼製とした。200Hzではり
を加振した際の遠距離音圧を，半径R=10mの半球面上
における水平角，仰角ともに15度刻みの64点について計
算し，その結果から加振力放射モードを求めた。対象モ
デルに様々な外力を加えたときの音響放射パワーを検討
するため，表 1 に示す加振条件（z方向）を設定した。
2. 2　振動速度及び音圧の計算
　加振力放射モードを計算するためには，振動物体のモ
ビリティマトリクスTを求める必要がある．各モビリテ
ィ係数は構造物への単位加振入力に対する振動速度応答
である。図 2 の両端単純支持ばりのモデルは，はりの幅
が長さに比べて十分に小さく板厚が薄いため，変形前の
はりの中心軸に垂直な面は変形後も垂直であるという仮
定に従うベルヌーイ・オイラーばりとして扱え，はりの
任意の点xにおける振動速度振幅v（x）が式（ 8 ）によっ
て計算できる。ここで，x0は加振点の位置，Fは加振力
の振幅，ρbははりの密度，Aははりの断面積，hははりの
高さ，Lxははりの中心から端部までの長さ（全長は
2 Lx），Eはヤング率，ηは損失係数を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 8 ）

また，音響放射パワーと対比させるため，はりの平均振
動速度も式（ 9 ）にて計算する。ここでNeは振動物体の
要素数であり，振動速度実効値の 2 乗値を全表面にわた
って平均化したものを平均振動速度と呼ぶ。式（ 9 ）の 
Uを固有値分解すると振動モードが得られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 9 ）

　遠距離音圧prは，Riを要素－受音点間の距離，Siを要
素の面積として式（10）のRayleigh Integral 21）を用いて
求める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（10）

2. 3　加振放射力モードの計算結果
　図 3 に振動モードを，図 4 に加振力放射モードの計
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図 2  バフル中の両端単純支持梁
Fig. 2  Simply-supported beam in baffle

表 1  加振条件（200Hz）
Table 1  Driving force condition (200Hz)
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算結果を示す。図 3 ， 4 の（a）は固有ベクトル，（b）
は固有値を示している。
　 図 3 ， 4 の（b） に 示 し た 固 有 値 の 大 小 比 較 は，
200Hzにおける平均振動速度，音響放射パワーに対する
各モードの寄与を表し，ともに 1 次の固有値が 2 次以降
より大きい。図 3 （a），図 4 （a）には， 200Hzの 1 次
固有値に対応する振動モード，加振力放射モードを黒ひ
し形（◆）で示し，モードの腹が 3 箇所，節が 2 箇所の
形状をもつ特徴が分かる。ここで，通常の固有振動モー
ドの次数と区別するためにこれらを第 1 振動モード，ま
た同様に，加振力放射モードも第 1 加振力放射モードと
呼ぶことにする。それぞれ200Hzの音響放射パワー，平
均振動速度に対して最も寄与の大きなモード形状である
ことを意味する。振動モードに関しては，通常の 3 次の
固有振動モードと呼ばれる形状が200Hzの平均振動速度
に対しては支配的になる。

　つぎに，これらのモード形状を用いて，図 5 ，図 6
に示す音響放射パワー，平均振動速度の計算結果につい
て考察する。
　図 5 に，図 2 の単純支持ばりの 1 箇所のみを200Hzで
加振するcase 1 の条件において，加振点の位置（横軸）
と音響放射パワー（黒ひし形（◆），左縦軸），加振点の
位置と平均振動速度（白四角（□），右縦軸）の関係を
示す。
　図 5 から分かるように，単純支持される端部を除い
て，平均振動速度はx0=－0.05またはx0=0.05付近を加振
した際に小さくなる。一方，音響放射パワーはこの 2 箇
所では比較的大きな音響放射パワーとなり，x0=－0.08ま
たはx0=0.08を加振した際に小さくなる。これは，図 3

（a）に示すとおり，200Hzにおいて支配的な第 1 振動モ
ードのx=－0.05，0.05が節であり，この場所を加振して
も第 1 振動モードが励起されないためである。一方，第
1 加振力放射モードは，x=－0.08，0.08が節になってい
るため，これらの点の加振が第 1 加振力放射モードを励
起できずに音響放射パワーも小さくなる。
　このように，振動モードの節を加振することが必ずし
も音響放射パワーを最小にしないことは明らかであり，
加振力放射モードを調べることにより，音響放射パワー
に対する節が明らかにできることが分かる。
　図 6 に，200Hzで 2 箇所同時加振するcase 2 -1～case 
2 -3の条件における音響放射パワー（黒四角（■），左
縦軸）と平均振動速度（白ひし形（◇），右縦軸）を比
較したものである。図 6 より，条件ごとの平均振動速度
の大きさはcase 2 -1 < case 2 -2 < case 2 -3であるのに

図 4  200Hzにおける加振力放射モード（（a）固有ベクトル，（b）固有値）
Fig. 4  frad -modes at 200Hz ((a) eigenvectors, (b) eigenvalues)

図 3  200Hzにおける振動モード（（a）固有ベクトル，（b）固有値）
Fig. 3  Vibration modes at 200Hz ((a) eigenvectors, (b) eigenvalues)

図 6  異なる加振位置による200Hzにおける音響放射パワーと平
均振動速度の比較

Fig. 6  Comparison of sound power and average mean square 
vibration velocity at 200Hz at different locations of exciting 
force

図 5  加振点と音響放射パワー，平均振動速度の関係（200Hz）
Fig. 5  Dependence of sound power and average mean-square 

vibration on location of exciting force (200Hz)
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対し，音響放射パワーとはまったく逆の傾向となる。
　平均振動速度について，第 1 振動モードは前述のとお
りx=－0.05，0.05で節になるためcase 2 -1，case 2 -2は
小さくなる。case 2 -1，case 2 -2を比較すると，どちら
も第 1 振動モードに対しては節だが，第 2 振動モード

（図 3 （a）の白四角）はx=－0.05，0.05において節では
なく逆位相である。このため，同位相加振の場合（case 
2 -1）の方が逆位相加振の場合（case 2 -2）よりも第 2
振動モードが励起されにくく，その結果平均振動速度が
小さくなる。case 2 -3に関しては， 1 次モードの節では
ないので他の場合に比べて平均振動速度が大きい。
　一方，音響放射パワーに関しては，第 1 加振力放射モ
ードは前述のとおりx=－0.08，0.08が節であるため，
case 2 -3の音響パワーが最も小さい。case 2 -1，case 2 -2
の差異については，第 1 加振力放射モードはx=－0.05，
0.05で同位相であるため，逆位相の加振力を加えたcase 
2 -2の場合の方が同位相のcase 2 -1よりも第 1 加振力放
射モードを励起しにくく，音響放射パワーが小さい。
　このように，加振力放射モードへの分解は加振分布と
音響放射パワーの関係を明らかにし，音響放射パワーを
最小化する加振点の特定につながるため，振動源を含め
た低騒音構造設計が可能となる。

3 . 実験による検証

3. 1　実験装置
　検証に使用した試験体である両端固定ばりを模擬した
鋼製短冊板を図 7 に示す。鋼製短冊板の板厚は 1 mm，
幅20mm，長さ300mmである。振動分布や表面の音圧分
布は，鋼板を長辺方向に15要素に分割したそれぞれの中
央で測定した。図 8 に試験装置を示す。鋼板の中央から
はりの法線方向に 1 m離れた点に 1 点，法線方向から
45°の角度で中央から 1 m離れた周囲に 4 点，計 5 点で
音圧を計測し，音響放射パワーは 5 点の音圧と半径 1 m
の半球の表面積から求めた。モビリティ行列Tを得るた
め，鋼板は圧電素子で加振して振動速度を計測した。ま
た，放射抵抗行列Rを得るために鋼板表面とマイク設置
点間の音響伝達関数を測定した。音源となるスピーカに
対して鋼板の要素サイズが小さいため，音響伝達特性
は，相反定理により，体積速度音源をマイク設置点に置
き，鋼板の表面音圧を計測することで得た。
3. 2　実験結果
　図 9 に，鋼板の x0=－0.08mを加振した際の 1 m点の
音圧から直接求めた音響放射パワー（図の細実線：
measurement）と，鋼板のモビリティと音響伝達関数の
積から求めた音響放射パワー（図の太実線：calculation）
を比較した。両者はよく一致しており，モビリティと音
響伝達関数が正確に測定されたことを確認した。
　図10に，250Hzにおける加振位置と音響放射パワー，
加振位置と平均振動速度の関係を示す。図11には，
250Hzにおける加振力放射モードの固有ベクトルと固有
値を示す。
　図10は，図 9 と同様に，鋼板のモビリティと音響伝達
関数から算出された音響放射パワー（calculation）が，

測 定 し た 音 圧 か ら 求 め た 音 響 放 射 パ ワ ー
（measurement）とよく一致していることが分かる。ま
た，図11より，加振力放射モードの固有値 1 次が非常に

図 9  音圧から求めた音響放射パワー（Measurement）と，鋼板の
モビリティと音響伝達関数の積から求めた音響放射パワー

（Calculation）の比較 （加振点：x0=－0.08m）
Fig. 9  Comparison between sound power calculated directly from 

measured sound pressures and sound power calculated from 
sound pressures estimated from mobility and acoustic 
transfer functions (driven point: x0=－0.08m)

図 7  試験用振動物体（鋼製短冊板）
Fig. 7  Vibrating object for testing (steel strip)

図 8  実験装置配置
Fig. 8  Experimental setup
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大きいため，加振点と音響放射パワーの関係は第 1 加振
力放射モードの形状と類似することが分かる。これらの
結果より，計測により得られた加振力放射モードの形状
からも音響放射パワーを最小化する加振位置を特定する
ことができることが確認された。
　一方，図10より，平均振動速度と音響放射パワー（計
算値及び計測値）の傾向が異なり，両端以外のどの点を
加振してもほぼ一定である。このことから，平均振動速
度だけからでは音響放射パワーを最小化する点を見いだ
せないことが分かる。 

4 . 実問題への適用

　油圧ショベルなど油圧を駆動源とする機械の場合，ポ
ンプの脈動が配管内を伝搬し，その脈動圧による振動が
配管の支持部を介して構造物に伝搬して騒音問題が発生
する。発生する騒音の大きさは，加振力と構造物・音響
空間の応答によって決まる。騒音が発生しにくい構造の
設計を目的に，構造物のCADデータを元に，加振力放
射モードを算出するプログラムを作成した。
　図12は，油圧ショベルブームの加振力放射モードを算

出した結果の一例である。本解析により，ブームの場所
ごとの音響放射パワーへの感度が可視化できるようにな
り，配管支持位置の指針が事前に得られるようになった。

むすび＝本稿では，新しく提案する加振力放射モード解
析について，理論，基本的な性質，実験による妥当性の
検証，実機への適用例を示した。本技術は，複雑な構造
物，音響空間においても加振源と音響放射パワーの関連
性を理解することができるため，機械の低騒音設計に非
常に有効である。今後は，油圧ショベルキャブ内のよう
な閉空間への適用や，遮音板などより基本的な防音構造
への展開を進めていく予定である。
　本研究を進めるにあたり，終始貴重なご助言をいただ
きました神戸大学阪上公博教授，パデュー大学J. Stuart 
Bolton教授に，本紙面を借りてお礼申し上げます。
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図11  250Hzの加振力放射モード（（a）固有ベクトル，（b）固有値）
Fig.11  frad-modes at 250Hz ((a) eigenvectors, (b) eigenvalues)

図10 250Hzにおける加振位置と音響放射パワー（計算値，計測
値），平均振動速との関係

Fig.10 Dependence of sound power and average mean-square 
vibration velocity on driving force locations at 250Hz

図12  油圧ショベルブームの加振力放射モード
Fig.12  frad-mode of hydraulic excavator boom
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まえがき＝稼動中の機械装置の点検や出荷前の製品検
査，研究開発など様々な分野で振動計測が行われるが，
振動現象の計測には一般的に，加速度センサやレーザ変
位計などの 1 点を測定対象とするセンサが用いられるこ
とが多い 1 ）。一方，近年の高速カメラ技術の発展は著し
く，振動する物体を撮影して画像処理することにより，
非接触で多点同時に大変位の振動を検出できる 2 ）。しか
し，このような計測では通常，取得した画像データをフ
ラッシュメモリなどにいったん保存してPCに転送し，
座標の算出を行う。このため，記録データ容量の制約か
ら，長時間の連続計測が行えないという欠点がある。
　そこで当社では，カメラを用いた測定手法を基本原理
とし，高速かつ長時間の測定を可能とする振動計測シス
テムを独自に開発した。本計測システムはまた，空間上
の任意の場所に設置することができ，三次元座標検出機
能を有する。
　本稿では，本計測システムの開発で得られた振動変位
の測定手法とともに，実証機による測定結果について報
告する。

1 . 測定原理

1. 1　高速画像処理カメラシステム
　本計測システムでは，目標物の振動変位を多数点同時
にカメラ画像から計測できるようにするため，撮像素子
の情報をクロック遅延なく制御することが可能な回路素
子であるFPGA（Field-Programmable Gate Array）を
使った画像処理方法を採用した。
　一般的なカメラシステムでは，輝度画像を連続的に撮
影してコンピュータ上のメモリなどにいったん蓄積し，

測定対象物の座標検知などの画像処理はメモリ上の輝度
画像を用いてオフラインで計算処理される。しかし，メ
ガピクセルレベルの画像を長時間連続計測する場合には
非常に大きなデータになり，記録できる情報量に限界が
ある。また，カメラからコンピュータへの転送時間やコ
ンピュータ上での画像処理に時間がかかる。
　これに対して筆者らは，カメラユニット内にFPGA素
子を持ち，メガピクセル規模の撮像素子を制御して撮像
するとともに，同時並列でリアルタイムに画像処理して
測定対象物（画像上の高輝度パターン）の座標位置を取
得する高速画像処理カメラシステムを開発してきた

（図 1 ）。本高速画像処理カメラシステムは，自動車用タ
イヤの表面形状パターン判定 3 ），鉄道用のトンネルの形
状異常判定 4 ）などの産業用途への応用として既に使用
実績がある。
　今回，機械製品の振動計測に同技術を適用し，視野画
像内に含まれる輝点を認識して位置座標（x，y）をリ
アルタイムに計算する高速画像処理カメラシステムを開
発した。開発したカメラシステムは最大24個の輝点を認
識し，最大 1 kHz（測定エリア0.1Mpixel選択時）で動

ステレオカメラを用いた柔構造物の三次元振動変形測定法
Measurement Method for Three Dimensional Vibration Transformation of 
Flexible Structure Using High-speed Stereo Camera Technique
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（論文）

We have developed a new method of measuring three dimensional transformation of a vibrating object 
using a high-speed stereo camera technique. This method is applicable to the large displacement of 
flexible structures that cannot be measured by the conventional method. As a demonstration, we 
have also developed a prototype comprising two high-speed cameras with a coaxial reflective optical 
system to measure the coordinates of the marker on the image plane of the respective cameras in 
real time and a unit that produces three-dimensional spatial coordinates from the aforementioned two 
plane coordinates. As a result, the prototype was found to have practical measurement accuracy and 
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図 1  高速カメラを用いた高速画像処理システム
Fig. 1  High-speed signal processing system using high-speed camera
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作することができる。
1. 2　測定光学系
　本測定装置は，測定対象に光線を照射し，サンプル上
の特定箇所（マーカ設置部位）で反射した光の座標をカ
メラによる受光系で求めることが基本原理となる。同光
学系をステレオ視方向に 2 組配置することにより，三次
元空間上での座標を知ることができる。
　ここで，本測定装置の基本構成を説明する。一つの光
学ユニットは，図 2 に示すように投光系と受光系を半透
鏡を用いて同軸に配置した構成としている。サンプル上
にはガラスビーズ分散型反射材を用いて形成した円盤形
のマーカを設置する。この特殊な反射材は，光源の位置
によらず入射光を180度折り返す方向へ選択的に光線を
反射する特性を持つ。このため，充分な強度を持つ光源
光を照射することで背景に対するマーカのコントラスト
を高め，背景雑音の極めて少ない画像を得ることができ
る。マーカはカメラ画像上で直径 5 ～10pixelの大きさ
になるよう，カメラ光学系の拡大率に合わせた大きさの
ものを使用する。
　さらに図 3 に示すように，本測定装置では上記構成に
よる光学ユニットを 2 組用い， 2 方向から測定対象物を
測定視野に納める形でステレオ視配置を構成している。
1. 3　座標の算出
　上記の光学系により取得した輝度画像を用いて測定点
の座標を計算する流れは二つに分かれる。
　第一に，各カメラで撮影した画像から，視野平面にお
ける見掛け上の位置座標をカメラごとに算出する。カメ

ラ座標系を基準としたマーカの座標mを式（ 1 ）で定義
する。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 1 ）

ここで，（xi，yi）は i番目の画素の座標，Kiは i番目の画
素の輝度である。式（ 1 ）は画像座標上で輝度重心を示
しており，画像上のマーカ像の位置をsub-pixel単位の分
解能で算出することができる（図 4 参照）。
　第二に， 2 台のカメラの視野平面における位置座標か
ら，三次元空間上の位置座標を算出する。カメラの撮像
フレームごとの画像に対して上記の動作を実行し，サン
プルの変位を空間座標変位の時間変化として出力する。
ここで，三次元空間上の座標M（X，Y，Z）と各カメラの
画像平面に投影された座標m1（x1，y1），m2（x2，y2）との関
係（図 5 （ 2 ）参照）は，つぎの関係で記述される。
　　s1m1=A1[R1￨t1]M …………………………………（ 2 ）
　　s2m2=A2[R2￨t2]M …………………………………（ 3 ）
sは任意の倍率，Aはカメラ固有の内部光学系の歪みを
表す行列，[R￨t]は並進t・回転Rの同次変換によりカメ
ラの姿勢を表す行列である。これらは図 5 （ 1 ）のよう
にあらかじめ座標基準として設置したキャリブレーショ
ンパターンの撮影画像から決定される係数である。ここ
では代表的なキャリブレーション方法であり，複数の平
面上の座標が既知の格子点を利用するZhangの方法 5 ）を
用いて決定した。
　式（ 2 ），（ 3 ）に式（ 1 ）で決定した座標m1，m2を与え，
連立方程式を解くことで座標Mを算出する。

m≡ ，
（xi・Ki）

i＝1

n

Ki
i＝1

n

（yi・Ki）
i＝1

n

Ki
i＝1

n

図 3  光学系全体の構成
Fig. 3  Set-up of the whole optical system

図 2  光学ユニット単体の構成
Fig. 2  Set-up of single optical unit

図 5  2 台のカメラ画像からの三次元座標の算出
Fig. 5  Calculation of three-dimensional coordinate by two camera coordinates

図 4  マーカ像の輝度分布
Fig. 4  Brightness distribution of marker image
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　なお，カメラ内部の高速画像処理でリアルタイム処理
していったんメモリに蓄積するのは，第一の計算処理過
程の結果であるカメラの視野平面におけるマーカの位置
座標である。この時点で画像情報から座標情報へ変換さ
れデータ量が軽減されたものになっているため，メモリ
上のデータをコンピュータへ転送して計算する負荷は小
さく，即時処理が可能である。

2 . 振動測定装置の作成

　提案手法の測定性能を明らかにするために，試作機を
製作して検証した。製作した試作機の外観を図 6 に示
す。本試作機の測定系は，投光系と受光系による同軸光
学系を一体の光学ユニットとしてまとめ，これらを 2 個
持つ構成となっている。
　 2 個の光学ユニットは，サンプル形状や測定目的によ
ってサンプルを視野に収める空間上の任意の 2 箇所に配
置できる。この際に格子状のキャリブレーションパター
ンを描画した平面ターゲットを測定し，それぞれの光学
ユニットの姿勢情報を取得することができる。
　投光系の光源には100Wメタルハライドランプを用い，
これを光ファイバライトガイドで導光する構成である。
このため，通常の屋内照明環境下でも充分なコントラス
トを得ることができる。
　 2 個の光学ユニットのうち一方をmaster側，他方を
slave側とし，masterの測定トリガ信号をslave側へ入力
することにより，互いに0.1ms以下で同期した撮像を可
能にした。

　試作機の動作性能を表 1 に示す。使用するカメラの受
光面サイズは 1 Mpixelである。この中で分析対象とす
る測定領域を任意の長方形で設定できる。サンプリング
周波数は分析対象領域の大きさとほぼ逆比例の関係にあ
り，たとえば600×200画素の領域を分析対象とする場合
は 1 kHzのサンプリング周波数，1,000×750画素の領域
を分析対象とする場合は0.2kHzのサンプリング周波数
となる。同時にサンプリングできる測定対象の数は最大
24個である。測定対象はあらかじめ操作画面に表示され
る画像上で目標にマーキングし，番号付けを行うことで
指定する。連続測定できるサンプリング回数は60万回で
あり，これは 1 kHzでサンプリングした場合600秒間に
あたる。サンプリングが終了したあと，コンピュータへ
の座標データ転送および三次元空間上の座標の算出処理
を行い，空間座標としての測定結果を出力する。
　本試作機を用いて 1 kHzで600秒間サンプリングした
場合，転送される座標データのサイズは約60Mbyteであ
る。これに対し，従来法のように画像データを直接転送
する場合には， 7 秒間のサンプリングでデータサイズが
1 Gbyteを超えるため，通常は数秒以下のサンプリング
時間が採用される。このように，今回開発したシステム
は長時間の連続計測を可能としている。

3 . 試作機による振動測定結果

　開発した試作機を用い，実際の振動物体を対象に変位
を計測した。測定対象に振動変位を与えるため，汎用型
振動試験装置を用いた。本試験装置は上面のステージに
対して最大加速度30Gの鉛直方向の振動を与えることが
できる。センサユニットをサンプル設置面上方に開き角
度60度，距離450mmの位置に対称に配置した状態で測
定を行った。サンプリング周波数は500Hzとした。
　銅線の周囲をポリ塩化ビニル材で被覆された長さ
250mm，直径 5 mmのケーブルをサンプルとして準備し
た。このサンプルの両端をステージ上に固定した。固定
点間距離は180mmである（図 7 ）。
　最初に振動振幅の計測精度を検証した。検証用測定対
象として，ほぼ剛体的に振動するサンプルステージ面の
1 箇所に設置した反射マーカを用いた。振動試験装置に

図 6  試作機の外観
Fig. 6  Appearance of prototype

図 7  振動計測用サンプルの設置状態
Fig. 7  Set-up of measuring object for vibration test

表 1  試作機の動作性能
Table 1  Specification of prototype
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は，振幅0.5mm，振動数10.0Hzの振動を与えた。測定対
象の振動変位の計測結果を図 8 に示す。同図に併せて表
示している振動装置の指令波形とよく一致していること
が確認できる。同図に示す両者の差分結果から，ノイズ
を含む誤差は0.05mm以下となることがわかる。これは，
本測定視野条件における画素分解能（0.6mm/pixel）の
約10分の 1 であり，原理的に見積もられる分解能に対し
て妥当な測定精度が得られたことが確認できる。
　つぎにケーブルの測定結果を図 9 に示す。ケーブル上
にはマーカを最大24箇所設置可能であるが，ここではケ
ーブルの形状を把握するために 9 箇所に設置した。ケー
ブルを設置したステージをケーブルの固有振動数35Hz，
振幅0.5mmで振動させた。ケーブルの長手方向であるY
軸と，高さ方向であるZ軸とで構成される平面上に，各
マーカの座標を表示した。ここではサンプルステージ面
に設置したマーカを基準変位とし，測定された空間上の
座標変位からこれを差し引くことで，サンプルステージ
に対するケーブルの相対高さ（振動変形）を求めている。
振動周期内での 5 つの時刻の測定結果を同グラフに重ね
たところ，ケーブルの変形が捉えられており，時刻ごと
の変動の様子が確認できる。
　図10は，全マーカの振動変位をX-Y-Zの三次元空間座
標上に表示したものである。35Hzと二次の固有振動数
である90Hzの結果を示す。振動による変位成分を強調

するため，振動中心からの変位を20倍に拡大して表示し
た。加振周波数35Hzではケーブル全体が鉛直方向に変
位する単純な一次の固有振動が見られる。これに対して
加振周波数90HzではpointA周辺部は変位せず，pointB，
pointC周辺部が鉛直方向に変位していることから，ケー
ブルの固定点を結ぶ直線を軸としてケーブルが回転する
振動モードが生じたことがわかる。
　このように，本測定装置で振動モードの変化を十分に
捉えられ，振動条件下での詳細な挙動分析が可能であっ
た。

むすび＝高速度カメラにステレオカメラの原理を適用
し，測定対象の立体的な振動変形を測定する手法を開発
した。本測定手法に基づいて製作した試作機により，長
さ250mmのケーブルを対象に，その固有振動数である
35Hz，90Hzで加振した時の振動変位を分解能0.05mmで
計測できることを実証し，振動モードの変化を捉えられ
ることを示した。
　本測定装置は，測定終了と同時に測定対象（最大24点）
の空間座標データを保持しているため，測定現場におい
て測定終了直後に結果を分析することが可能である。ま
た，二つのセンサユニットを空間上の任意の場所に設置
でき，測定対象との距離，視野拡大率などの光学条件を
変更することで視野と分解能を選択可能であるという自
由度を有する。
　今後，これらの特長を生かし，振動試験装置上のサン
プルの微小振動だけでなく，車載用電子基板上の実装ケ
ーブルや各種機械製品自体の振動の計測，土木建築構造
物における大変位低周波成分の測定など，多様な測定ニ
ーズに適用できるよう改良を加えていく所存である。
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図 8  振動試験装置の振動変位測定結果
Fig. 8  Measurement results of vibration displacement of vibratory 

testing equipment

図10  ケーブルの三次元振動変位測定結果
Fig.10 Measurement results of three dimensional displacement of 

vibrating cable

図 9  ケーブルの振動変形（加振周波数：35Hz）
Fig. 9  Measurement results of vibration transformation of cable 
 (Frequency of vibration = 35Hz)
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まえがき＝多数の孔を設けた板状の部材である多孔板
は，背後に空気層を設けることで吸音性を発揮すること
が知られている。吸音特性については古くから実験的，
理論的な研究がなされており，そのメカニズムは，孔内
における空気と内壁面との摩擦による粘性減衰および空
気が孔から噴出する際に生じる渦によるエネルギー消散
と考えられている1 ）, 2 ）。とくに，渦によるエネルギー消
散は孔内空気の振動速度に対して非線形な特性を持って
おり，高音圧環境で大きな吸音効果をもたらす。
　近年，孔加工技術の発展に伴って，孔を細孔化して粘
性減衰効果を高めることにより，高音圧下でなくても従
来多用されているグラスウールなどの多孔質吸音材と同
等以上の吸音性能を得ることが可能となっている。ま
た，適切な金属素材を用いることによって耐候性，耐久
性，リサイクル性などに優れた吸音構造を実現できるこ
とから，多方面で多孔吸音構造を利用した防音構造が実
用化されている3 ）。
　多孔板の吸音特性に関する理論研究 1 ）, 2 ）, 4 ）は，吸音
構造の合理的な設計のために非常に有益で，それらを 1
次元伝達マトリクス法 5 ）と組み合わせることにより，孔
径，開孔率，板厚，および空気層の厚さを設計パラメー
タとして，所要の周波数帯域で所要の垂直入射吸音率を
実現する吸音構造の設計も可能となった。
　一方で，吸音構造が実用される騒音環境は 1 次元音場
とは限らず，複雑な 3 次元形状をしているうえに，吸音
構造への音波入射条件も複雑になるのが一般的である。
また，多孔板の吸音性能は上述のように非線形性を有し
ている1 ）ため，吸音構造設置位置の音圧条件によって多

孔板の最適仕様は変化する。さらには，前述の孔の細孔
化に伴って多孔板の薄肉化が進み 3 ），多孔板の振動が増
大して吸音特性に与える影響を無視できなくなってい
る6 ）。そのため，多孔吸音構造を最適に設計・配置し，
それを適用した製品の静音性を最大化するためには，任
意の多孔吸音構造を含む任意の音場を多孔板の振動およ
び非線形吸音特性を考慮して事前に予測・可視化する技
術の獲得が必要不可欠である。
　本稿では，多孔板により複数の領域に分割されている
音場を対象に，多孔板振動に有限要素法を，音場に境界
要素法を適用する音場－多孔板連成解析手法を提案す
る。そして，提案手法の妥当性を確認するため，多孔板
の音響連成振動および非線形吸音特性が発現している問
題を対象に，数値解析と実測の比較検証を実施した。最
後に，本解析手法を製品開発に適用した事例を紹介する。

1 . 微細多孔吸音板を含む音場の数値解析技術 7 ）, 8 ）, 9 ）

1. 1　多孔板を含む音場のモデル化
　振動する多孔板を含む音場の例として図 1 に示す音
場を取り上げ，数値モデル化手法について説明する。こ
の音場は多孔板によって二つの領域（領域ⅠとⅡ）に分
割されている。多孔板はその表裏から作用する音圧や外
部からの機械加振力によって振動している。図 1（b）
に示すように，領域Ⅰ，Ⅱの多孔板に接する境界をそれ
ぞれΓⅠp，ΓⅡpとし，それ以外の境界をそれぞれΓⅠ，ΓⅡと
する。
　まず，二つの音場領域Ⅰ，Ⅱには境界要素法を，多孔
板には有限要素法を適用し，各音場および多孔板振動を

微細多孔吸音板を含む音場のシミュレーション技術と製品
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記述したマトリクス方程式を作成する。その際，両音場
領域の多孔板に接する境界ΓⅠp，ΓⅡpと多孔板は同じ要素
分割とする。そして，多孔板要素とその要素を挟んで互
いに対面する二つの音場要素の状態量である板振動速度
と音圧および媒質粒子速度を結び付けるマトリクス方程
式を多孔吸音モデルを基に新たに導出し，振動する多孔
板を含んだ全音場に対する全体マトリクス方程式を導く。
1. 2　境界要素法による音場の定式化
　まず，多孔板のない閉じた単一の音場（境界をΓとす
る）についての離散マトリクス方程式の一般的表記を示
す。音場を支配するヘルムホルツ方程式（波動方程式）
から境界Γ上の任意点に対する積分方程式を導き，それ
に境界要素法を適用して離散化（要素 i，i=1,･･･, N）す
ることにより，マトリクス方程式
　　［H］｛p｝＝［G］｛u｝ ………………………………（ 1 ）
を導出できる10）。ここで，｛p｝，｛u｝はそれぞれの要素に
おける音圧piと法線方向粒子速度uiで構成されるN行の
音圧ベクトルおよび粒子速度ベクトルであり，［H］，［G］
は音場の形状，座標と境界条件，媒質，解析周波数によ
り決定されるN行N列の係数マトリクスである。なお，
本稿では，各要素内で音圧pと法線方向粒子速度uは一
定であるとして離散化した。 
　ついで，図 1（b）の二つの音場（領域Ⅰ，Ⅱ）それぞ
れに対する離散マトリクス方程式を求める。領域Ⅰ，Ⅱ
の多孔板に接する境界ΓⅠp，ΓⅡpの音圧ベクトルと粒子速
度ベクトルをそれぞれ｛pⅠ

p｝，｛pⅡ
p｝，｛uⅠ

p｝，｛uⅡ
p｝とし，

それ以外の境界ΓⅠ，ΓⅡに関して｛pⅠ｝，｛pⅡ｝，｛uⅠ｝，｛uⅡ｝
とすると，領域Ⅰ，Ⅱそれぞれに対する式（ 1 ）は，

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 3 ）

となる。ここで，HXY，GXY（X, Y＝Ⅰ，Ⅰp，Ⅱ，Ⅱp）は，
それぞれ係数マトリクス［H］，［G］の部分マトリクス
である。式（ 2 ），（ 3 ）において多孔板に接しない境界
ΓⅠ，ΓⅡのうち，粒子速度が既知の要素（境界条件として，
剛壁条件あるいは音場に対する加振として任意の速度値
が与えられる要素）では音圧のみが未知数となり，音響
インピーダンスが既知の要素（境界条件として，吸音特
性が与えられる要素）では音圧と粒子速度が未知数とな
る。多孔板に接する境界ΓⅠp，ΓⅡpでは，音圧と粒子速度

がともに未知数となる。
1. 3　有限要素法による多孔板振動の定式化
　多孔板振動についての離散マトリクス方程式の一般的
表記を示す。孔サイズと開口率が小さい多孔板への適用
を前提として，開孔による多孔板の質量，剛性の変化を
無視して板振動に有限要素法を適用すると，周波数領域
における多孔板全体に対するマトリクス運動方程式は式

（ 4 ）となる11）, 12）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 4 ）

ここで，｛v｝は要素節点における多孔板の振動速度ベク
トル，［M］，［K］はそれぞれ質量マトリクス，剛性マ
トリクス，｛ f｝は機械加振による外力ベクトル，｛ f p｝は
多孔板表裏の音圧差により多孔板に作用する音圧加振力
ベクトル，ηは構造減衰を表す損失係数，ωは角振動数
である。なお，本稿では，膜要素と板曲げ要素との組み
合わせからなる平面シェル要素（ 1 次要素）を離散化に
用いた。式（ 4 ）では，すべての節点において振動速度
が未知数であり，音圧加振力｛ f p｝は後述の式（11）の
ように多孔板表裏の音圧差と関係付けられる。
1. 4　音場と多孔板振動の連成挙動のモデル化
　多孔板の振動速度vと多孔板を挟んで対面する音場の
音圧pと媒質粒子速度uの関係，および多孔板表裏の音
圧差により板に作用する音圧加振力 fpについて説明する。
　まず，多孔板の板厚が音波の波長より十分小さい場合
への適用を前提として，孔内の媒質は一体となって運動
すると仮定すると，孔内媒質の両端面に位置する領域
Ⅰ，Ⅱの音場要素 iの法線方向粒子速度uⅠ

p
, i，uⅡ

p
, iは等し

くなる。すなわち，
　　uⅠ

p
, i＋uⅡ

p
, i＝ 0  ……………………………………（ 5 ）

となる。
　つぎに，多孔板による圧力減衰は，多孔板と媒質の相
対速度によって誘起されると考えて，
　　pⅠ

p
, i－pⅡ

p
, i＝－Z（uⅡ

p
, i＋wi） ………………………（ 6 ）

とする。ここで，pⅠ
p
, i，pⅡ

p
, iは対面する領域Ⅰ，Ⅱの音場

要素 iの音圧，uⅡ
p
, iは領域Ⅱの音場要素 iの法線方向粒子

速度，wiは音場要素 iに接する多孔板要素内の平均法線
方向振動速度であり，左辺が多孔板による圧力減衰，右
辺のuⅡ

p
, i＋wiが多孔板と媒質の相対速度を表している。

本稿で用いた多孔板要素では，法線方向振動速度
wi（x, y）（x, yは要素面内座標）が要素内で一定ではない
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HIp I HIp Ip

pI
pIp
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GIp I GIp Ip

uI
uIp＝

HII II HII IIp
HIIp II HIIp IIp
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jω［M］＋ ［K］｛v｝－｛ f p｝＝｛ f｝1＋jη
jω

図 1  振動する多孔板を含む音場の数値モデル化
Fig. 1  Numerical modeling of acoustic field including vibrating perforated plate
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ため，平均振動速度wiを用いて相対速度を求めることと
した。式（ 6 ）のZについては，宇津野ら4 ）が提案した
垂直な音波入射のみを考慮した多孔板吸音モデルに多孔
板の音響連成振動を加味して，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …（ 7 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………（ 8 ）

　　k s
2＝－jωρ/μ ………………………………………（ 9 ）

とする。ここで， tは多孔板の板厚，a，dはそれぞれ孔の
半径，直径，Rpは開口率（［孔の全面積］／［多孔板の面
積］），ρは孔内媒質の密度，μは孔内媒質の粘性係数，ζ
は孔の圧力損失係数，J0，J1はそれぞれ 0 次， 1 次の
Bessel関数である。式（ 7 ）および式（ 8 ）の右辺第 1
項は，孔内における媒質と内壁面との粘性摩擦による圧
力減衰を表す。式（ 7 ）の右辺第 2 項は，媒質が孔から
噴出する際に生じる渦による圧力減衰を表し，孔内媒質
の粒子速度に依存して多孔板の非線形特性を表してい
る。多孔板の音響連成振動を考慮してこの非線形項に多
孔板の振動速度と多孔板上の媒質粒子速度の相対差を導
入する点が，本手法で用いる多孔板吸音モデルと宇津野
ら4 ）の多孔板吸音モデルの差異である。また，一般に，
多孔板の孔にはあらゆる方向から音波が入射することに
なるが，本手法では，音場と多孔板との接合面において
局所作用を仮定し，多孔板法線方向の粒子速度のみによ
って吸音効果が生じるとしている。さらに，本手法で用
いる多孔板の吸音モデルでは要素における個々の孔位置
については考慮していない。
　多孔板と多孔板に接する境界ΓⅠp，ΓⅡp上の互いに重な
るすべての要素組み合わせ（ i=1,･･･, N '）について式

（ 5 ），（ 6 ）を作成すると，式（10）の伝達マトリクス
方程式を得られる。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（10）

ここで，Aは多孔板の全節点・全自由度の振動速度から
なるベクトル｛v｝から，要素ごとの平均振動速度を算
出するための係数マトリクスである。－Zは式（ 7 ），

（ 8 ）から求める各要素の組み合わせに対する係数Zの
逆符号値を対角に持つ対角マトリクス， 1 と－ 1 は正お
よび負の単位マトリクス， 0 は零マトリクスである。
　つぎに，多孔板表裏の音圧差により多孔板に作用する
音圧加振力 f pについて説明する。互いに対面する領域
Ⅰ，Ⅱの音場要素 iに挟まれた板要素の各節点に作用す
る音圧加振力は，多孔板表裏の音圧差を用いて，
　　｛ f i

p｝＝｛Ni｝（pⅠ
p
, i－pⅡ

p
, i） …………………………（11）

として与えることができる。ここで，｛Ni｝は板曲げ要素

の形状関数などからなる係数ベクトルである。音圧差に
係数ベクトル｛Ni｝を乗ずることで，要素内で均一の法
線方向の力である音圧加振力を板要素の節点における等
価な力およびモーメントに置換できる。右辺の音圧差
は，式（ 6 ）によって多孔板と媒質の相対速度に関係付
けられる。
　すべての多孔板要素（ i=1,･･･, N '）について式（11）
を作成し，すべての節点自由度について重ね合わせる
と，式（12）の伝達マトリクス方程式が得られる。

　　　　　　　　　　　………………………………（12）

なお，式（11），（12）は板振動速度wiの正方向が領域Ⅰ
の粒子速度uⅠ

v
, iの正方向と等しい場合の関係であり，逆

に領域Ⅱの粒子速度uⅡ
v
, iと等しい場合には，式（11），

（12）の右辺においてNと－Nが逆になる。
　多孔板が媒質から受ける力として，上述の多孔板表裏
の音圧差による力に加えて，孔内での粘性摩擦力も存在
するが，本手法ではこれを無視している。作用反作用に
より多孔板と孔内媒質塊には同じ大きさの力が作用する
が，開口率が小さく，媒質に比して十分に大きい密度を
有する金属製などの多孔板への適用を前提とした場合，
孔内媒質塊に比して十分に大きな質量を有する多孔板に
対して，粘性減衰力は十分微小であると考えられるから
である。
　以上で導出した五つのマトリクス方程式（ 2 ），（ 3 ），

（ 4 ），（10），（12）を連立することにより，振動する多孔
板を含む全音場に対する全体マトリクス方程式が式（13）
のように導出され，全音場および多孔板振動を求めるこ
とができる。すべての音場要素の音圧pとすべての多孔
板要素の振動速度vが未知数であり，多孔板に接する境
界ΓⅠp，ΓⅡp上の音場要素と吸音境界など音響インピーダ
ンスが規定されている音場要素では粒子速度uも未知数
となる。本マトリクス方程式は非線形方程式になるた
め，反復解法を用いて計算する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（13）

　なお，ここでは 1 枚の多孔板と二つの音場領域で構成
される場合について説明したが，より多くの多孔板，音
場領域が存在する場合に対しても同様の取り扱いにより
解析することが可能である。また，多孔板の振動，吸音
特性の非線形性を無視できる場合も本手法により解くこ
とができる7 ）, 8 ）。
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2 . 数値解析手法の妥当性の検証 9 ）

　前章で説明した数値解析手法の妥当性を確認するた
め，図 2 に模式図で示した音響管を用いて実測と数値解
析により多孔板の垂直入射吸音率を求めて比較検証した。
2. 1　実測の方法と結果
　図 2 の音響管は鋼製で側壁厚さ 7 mm，全長750mm，
内径88mmの円形断面を有し，一端に音源のスピーカを，
他端に30mmの背後空気層を設けて多孔板を設置した。
多孔板は，音圧加振による連成振動が生じるように，板
厚0.14mm，孔径0.5mm，開口率 1 %のアルミ製とした。
吸音率の算出は，多孔板表面から49mm（Mic. 1 ）およ
び119mm（Mic. 2 ）の位置にあるマイクロホンで計測
した音圧を用いて， 2 点マイクロホン法13）により算出
した。スピーカへの入力信号は単一周波数の正弦波（純
音）で，作用音圧の大きさによる吸音特性の変化が現れ
るように，Mic. 1 における音圧レベルが80～130dBの範
囲で10dBずつ変化するように印加電圧を調整して吸音
率を計測した。計測周波数は50Hz間隔で200～1,200Hz
としたが，特徴的な挙動が見られた周波数帯域のみ
20Hz間隔で詳細に計測した。
　実測した垂直入射吸音率を図 3 に示す。同図中，実線
で結んだドットはMic. 1 における音圧レベルを80～130dB
の範囲で10dBずつ変化させたときの実測値である。なお，
80dB未満での計測値は80dBと差異がなかった。破線は
多孔板の連成振動および吸音特性の非線形性を考慮しな
い場合の垂直入射吸音率の 1 次元伝達マトリクス法によ
る計算値であり，1,200Hzで吸音率0.9のピークを有する。
　まず，多孔板への作用音圧（Mic. 1 における音圧が作
用音圧を代表していると仮定する）が最も小さく，吸音
特性の非線形性が発現していないと考えられる80dBの

結果に着目する。多孔板の連成振動を無視した場合（破
線）に比べて680Hzより高周波数側で吸音率が落ち込ん
でおり，その低周波数側近傍の640Hzで卓越して上昇し
ている。このような挙動は多孔板の音響連成振動に起因
する特徴的なものであり，本供試体の場合には640Hzで
多孔板が（ 2 ，0 ）モード（節円数が 2 ，節直径数が 0
のモード）で共振している8 ）ためである。
　つぎに，多孔板への作用音圧の影響，すなわち，多孔
吸音特性の非線形性の影響に着目する。Mic. 1 における
音圧を80dBから90dBに増大させると800Hz以上におい
て若干の吸音率向上が見られ，100dBではその傾向がよ
り明確になっている。110dB以上ではさらに大きく向上
しており，広い周波数範囲において大きな吸音率を得ら
れている。また，110～130dBの比較でより明確である
が，作用音圧が高くなるに従って周波数特性が低周波数
側にシフトする傾向が見られる。多孔板の音響連成振動
に起因するピーク，ディップ（80dBでは640～680Hz）
付近では，100dBまでは大きな変化は見られず，110dB
以上でピーク，ディップともに低周波数側にシフトしな
がら吸音率が向上している。
2. 2　数値解析のモデルと結果
　解析に用いた数値モデルを図 4 に示す。モデルは多孔
板の表裏に位置する二つの音場（スピーカ加振面と多孔
板の間の領域Ⅰと多孔板の背後空気層の領域Ⅱ）と多孔
板からなっており，軸対称を仮定して 1 / 4 領域のみの
モデルとした。音場の要素分割は，最大辺長が21mmの
三角形および四角形の要素で行い，領域Ⅰが647個，領
域Ⅱが261個の要素を有する。加振面は，実験における
スピーカの表面形状を概略模擬する円錐形状にしてお
り，全面を同相・同振幅（振幅値については後述する）
の体積加振として駆動した。領域Ⅰ，Ⅱの円筒内面およ
び領域Ⅱの終端部の内面は剛壁（粒子速度 0 m/s）とし
た。多孔板および背後空気層の仕様は実測と同じであ
る。多孔板の要素分割は，評価周波数範囲200～1,200Hz
における振動モードを精度良く表現できるように，136
個（半径を10分割， 1 / 4 外周を12分割）の三角形要素
で分割した。音場領域Ⅰ，Ⅱの多孔板に接する要素も，
多孔板と同じ要素分割となっている。多孔板の周囲拘束
は，周辺上全節点を単純支持とした。また，多孔板振動
の構造減衰は，すべての多孔板要素に全周波数帯域一様
に損失係数0.035を付与した。吸音率は，実験において
マイクロホンを設置した位置に相当する領域Ⅰの円筒内
面上 2 要素の音圧値から算出した。解析周波数は 5 Hz
間隔である。なお，多孔板に対する外部からの機械加振
力（式（ 4 ）の右辺の｛ f｝）は，本問題では 0 である。

図 3  垂直入射吸音率（実測）
Fig. 3  Normal incidence sound absorption coefficient by experiment

図 4  音響管の数値モデル（ 1 / 4 対称モデル）
Fig. 4  Numerical model for acoustic tube ( 1 / 4  symmetric model)

図 2  実測および数値解析の対象（多孔板を設置した音響管）
Fig. 2  Object for experiment and numerical analysis (Acoustic tube 

including perforated plate)
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　数値解析による垂直入射吸音率を図 5 に示す。スピー
カ面を全周波数均一に振動速度3.16×10－ 6 m/sから3.16
×10－ 1 m/sまで1.78倍（振動速度レベルで 5 dB）刻みで
強制加振したときのMic. 1 の位置における音圧レベルと
吸 音 率 か ら，Mic. 1 位 置 の 音 圧 レ ベ ル80，90，･･･，
130dBに対する吸音率を線形補間により算出した。解析
値（図 5 ）を実測値（図 3 ）と比較すると，多孔板の音
響連成振動による特徴的な挙動であるピーク，ディップ

（600～700Hz）が見られる点，作用音圧が大きくなるに
したがって吸音率が向上し，その周波数範囲も広くな
り，さらに周波数特性が低周波数側にシフトしている
点，また，110dB以上において前述のピーク，ディップ
でも低周波数側にシフトしながら吸音率が向上している
点において，解析と実測は良好に一致している。吸音率
の絶対値や周波数シフト量に若干の差異はあるが，多孔
板の音響連成振動と非線形吸音特性が多孔吸音構造の性
能に及ぼす影響の予測に対する本数値解析手法の妥当性
を確認できた。
　ここでは多孔板の音響連成振動と非線形吸音特性とが
同時に発現している問題を取り上げたが，どちらか一方
あるいは双方を無視できる問題に対しても実測との比較
検証を実施しており，定量的により良好に一致すること
を確認している7 ）, 8 ）, 14）, 15）。また，ここでは多孔板に正
面から音波が入射する 1 次元音場を対象としたが，音波
が多孔板に斜めに入射し，多孔板表面上において音圧の
大きさ・位相が分布を持つ場合についても吸音特性およ
び多孔板の振動特性が実測とよく一致していることを確
認しており7 ）, 14），音場と多孔板との接合面における局所
作用の仮定も妥当であったといえる。

3 . 製品開発への適用例

3. 1　圧縮機用消音器
　圧縮機用消音器の設計に活用した事例を紹介する。圧
縮機本体で圧縮された気体が下流の配管へ間欠的に吐き
出されることによって配管内に圧力変動（吐出脈動）が
生じ，下流の配管や機器において騒音や振動が問題にな
ることがある。一般に，吐出脈動を低減するために消音
器が用いられるが，ここでは吸音部材として多孔板を用
いた消音器を開発した。グラスウールあるいはスチール

ウールなどの繊維系吸音材ではなく，多孔板を使用する
ことによって低周波数からより広帯域で消音効果を得ら
れる。また，吸音材の飛散を防止できるとともに，消音
器の耐久性および性能安定性の向上も期待できる。
　図 6（b）を参照しながら，圧縮機用消音器の構造を
説明する。本消音器は，拡張室と多孔板を用いた吸音室
から構成されている。同図に表示しているメッシュは消
音器内壁面上および多孔板表面上の音場要素（境界要素）
であり，拡張室，吸音室ともに同図の左右方向に中心軸
を有する円筒形をしている。音波は，圧縮機からつなが
る右下のパイプを上方に進み，拡張室の側面（円筒面）
から消音器に入る。拡張室の左端断面の中央には円形の
出口が設けられており，それに続く吸音室内を音波は伝
搬し，左端から消音器を出て行く。吸音室に設置される
多孔板は拡張室出口と同径の円筒形をしており，消音器
内壁面との間に形成される背後空気層はドーナツ形の断
面をしている。
　図 6（a）は本消音器の消音性能（入口音圧－出口音圧）
を示しており，○が開発した数値解析手法，◆が実測，
△が平面波音場（音波伝搬方向に直交する断面内を均一
に扱える音場）を仮定した一般的な性能計算式による結
果である。数値解析を活用することにより従来計算式よ
りも高精度に消音性能を予測できており，このような 3

図 6  消音器内の音波伝搬シミュレーション
Fig. 6  Numerical simulation of sound propagation in silencer

図 5  垂直入射吸音率（数値解析）
Fig. 5  Normal incidence sound absorption coefficient by numerical 

analysis
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次元の複雑形状音場における本開発手法の有効性がよく
分かる。また，数値解析により消音器内部を可視化でき
るため，現象に基づいた最適設計が可能となった。例え
ば，図 6（b）は1,500Hzにおける消音器内壁面上および
多孔板内表面上の音圧分布を示している。本周波数では
入口パイプから拡張室において，本来の消音器設計では
避けるべき共鳴が生じている。しかしながら，吸音室の
入口付近は音圧の節になっており，消音器性能への悪影
響は限定的であることから，コストおよび搭載性を優先
して入口パイプの長さを決定した。
3. 2　微細多孔アルミ製吸音パネル「アルミ箔エコキュ

ーオン注）」16）

　道路・鉄道用防音壁の開発において，従来製品に対す
る開発製品（多孔板使用）の優位性を事前検証した事例
を紹介する。
　従来の道路・鉄道用防音壁は吸音材としてグラスウー
ルなどの繊維系吸音材を用いており，廃棄時の産廃処
理，日照・雨水などによる経年劣化，飛散による健康性
などの問題があった。このような問題を解決すべく開発
したのが「アルミ箔エコキューオン」である。本製品は，
一般の吸音パネルと同じように，パネル内部を保護しな
がら音を内部に導く穴あき板と遮音板（穴はない）から
なる二重壁構造の外観をしているが，従来製品における
グラスウール充填ではなく，二重壁と平行に複数の微細
多孔アルミ箔を互いに離して設置している。図 7 は，防

音壁による鉄道車両騒音の低減効果を数値解析を用いて
予測した結果（一例として1,000Hzの場合）である。転
動音を想定した騒音源を車両下部に設定し， 2 本の線路
の外側に防音壁（線路に面する側が吸音面）を配置して
周囲への騒音伝搬を解析した。なお，本解析は，同一の
音場・構造が紙面直交方向に無限に続く 2 次元問題とし
て解いた。図 7 は音圧レベルの分布を示しており，（a）
は高さ4.5mの従来防音壁を設置した場合，（b）は高さ
4.0mの開発製品を設置した場合の結果である（両図で同
じ階調の領域は同じ音圧レベルである）。両者を比較す
ると，高さが低いにもかかわらず，開発製品を設置した
方が防音壁外側の騒音レベルが低いことが分かる。この
ように，数値解析を活用することにより，吸音パネル設
計の妥当性，開発製品の優位性を事前に確認しながら製
品開発を進めることができるようになった。

むすび＝当社グループの防音製品および機械製品用騒音
低減部品においても，微細多孔板を用いた吸音構造の採
用が進んでいる。吸音構造の最適設計にとどまらず，そ
れを組み込んだ製品や部品の最適設計での活用を目指
し，吸音板を含む音場の数値解析技術を開発した。本解
析手法は任意の音場，吸音構造，音波入射に対応してお
り，多孔板の音響連成振動および非線形吸音特性も考慮
できる。今後も，本技術を活用して，当社グループの製
品設計に貢献する。
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図 7  鉄道騒音の伝搬シミュレーション
Fig. 7  Numerical simulation of railway noise propagation

脚注） アルミ箔エコキューオンは神鋼建材工業㈱の登録商標である。
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まえがき＝素材から機械まで幅広い製品を製造している
当社のものづくりにおいて検査技術は重要である。とり
わけ，超音波探傷試験は対象内部の検査が可能であるた
め様々な対象に適用されている。一般に市販されている
超音波探触子を用いて検査することも多いが，検査対象
が複雑な形状の場合や，検査すべき欠陥サイズが微小で
市販の超音波探触子では対応できない場合には，品質保
証仕様に合わせて超音波探触子を設計，製作する必要が
ある。
　近年，コンピュータの処理速度が飛躍的に向上したこ
とに伴い，これまでは長時間の解析が必要であった超音
波シミュレーションは現実的な技術になってきてい
る 1 ）, 2 ）。当社でも数年前から超音波シミュレータを導入
しており，本稿では曲面下の微小欠陥検出用の超音波探
触子の設計に超音波シミュレータを用いた事例を紹介す
る。

1 . 超音波の挙動と探傷原理

　超音波は探触子から被検査材の表面を介して内部に伝
播する。超音波は音響的な界面で反射・屈折するため，
被検査材内部に欠陥がある場合はその界面で反射し受信
信号が得られる（図 1 ）。これが超音波探傷の基本原理

である。反射信号の有無による欠陥有無判定のみなら
ず，材料ごとに決まる超音波の音速と伝播時間から探触
子から欠陥までの距離が測定できる。超音波の波長（周
波数）を検査対象欠陥サイズに応じて適切に選択すれば，
信号強度から欠陥サイズを推測することも可能となり，
一般的には欠陥の検出限界サイズは波長の1/2～1/5程
度 3 ）とされる。

2 . 曲面下微小欠陥検出用プローブの設計

　船舶などのエンジンに用いられるクランク軸のフィレ
ット部（曲率半径12mmの曲面下）に対する超音波探触
子の設計を例に超音波シミュレータの活用事例を説明す
る。ここで求められる検出目標は，表層から深さ40mm
において平底穴（FBH：Flat Bottom Hole）φ0.5mmか
らの信号のS/Nが 6 dB以上である。しかし，一般的に
市販されている表面が平らな探触子では曲面との接触が
難しく探傷が困難であるため，曲面に対応した超音波探
触子を設計・製作する必要がある。
　微小欠陥を検出する場合には超音波ビームを集束させ
て欠陥からの反射強度を向上させる必要があるが，図 2

超音波シミュレータの深触子設計への活用事例
Application Example of Ultrasonic Wave Simulator in designing probe

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（技術資料）

The use of the ultrasonic wave simulator is introduced with an application to a fillet part as an 
example. In designing the ultrasonic probe, it is important to visualize the propagation of ultrasonic 
waves and to evaluate signal strength by the ultrasonic wave simulator. The ultrasonic wave simulator 
is useful in improving the ultrasonic testing (UT) technique.

福井利英＊1

Toshihide	FUKUI
和佐泰宏＊1

Yasuhiro	WASA

＊ 1  技術開発本部　生産システム研究所

図 1  超音波探傷検査の原理
Fig. 1  Principle of ultrasonic test

図 2  曲面での超音波の挙動
Fig. 2  Action of ultrasonic wave on curved surface
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に示すように曲面を介して超音波が入射すると，界面で
の屈折により超音波ビームが拡散するため探傷精度が低
下する。超音波の焦点等の幾何学的な伝播挙動は簡易計
算可能であるが，超音波の波長と同等レベルの微小な欠
陥を検出しようとする場合，波動性を考慮する必要があ
るため，市販の超音波シミュレータ「ComWAVETM 注）」
を用いた超音波伝播計算が有効である。設計方針とし
て，曲面に対して振動子曲率を界面であるフィレット表
面に焦点が結ぶようにして界面での屈折が無視できるよ
うにし，さらに曲面と直交する方向には，送受信を 2 分
割配置しそれらの設置角度（以下，屋根角という）を適
切に設計することで，表面エコーを最小限に止めながら
深さ方向に焦点を持たせ，検査領域内での高感度な探傷
を目指した。
　図 3 に設計した探触子による超音波送受信のシミュ
レーション結果を示す（視点は図 3 の（a），（b）を参照）。
振動子から発生した超音波がくさび中を伝搬してフィレ
ット表面に集束し，そこから線音源として内部に伝搬し
ていく様子が分かるほか，フィレット表面に配置された
微小振動子から発生した超音波が内部に伝搬していくの
と同等であり，表面での曲率の影響がないことが分か
る。一方，表層から線音源として内部に伝播していくと
距離に反比例して信号強度が低下することになる。前述
の屋根角（roof angle）は特定の深さに感度を持つ設計
要素であり，対象欠陥の深さに対して適切に設定するこ
とで，深さ方向の信号強度の低下を補うことができる。
今回のシミュレーションでは，深さ30mm程度で欠陥の
反射信号強度がピークとなるように屋根角を設定し，深
さの異なる欠陥からのエコー強度を計算した。図 4 に深

さ方向に対する表層焦点と屋根角の効果を示す。曲面に
沿う方向には表層に焦点を持たせることで，表層付近

（ 5 ～10mm）で信号強度が高くなる。一方，直交する
方向には屋根角をつけることで深い部分（30～40mm）
で信号強度が高くなることが分かる。直交する二つの方
向に分けた超音波伝播を考慮した設計とすることで深さ
方向に広い感度分布を得ることができた。

3 . 曲面下微小欠陥検出用プローブの評価

　図 5 にシミュレーション結果に基づき製作した探触
子とFBHφ1mmの人工欠陥を製作したテストピースを
示す。対象欠陥サイズから周波数は 5 MHzである。
図 6 に実験とシミュレーションによるFBHφ1mmの信
号強度の比較を示す。最大信号強度に対して15％以内の
精度で実験結果とシミュレーション結果が一致している
ことが分かる。また図 7 に検出可能な欠陥サイズの評価
結果を示す。FBHφ0.5mmの値はFBHφ1mmの実験結
果から，面積比に応じS/Nを算出した。この結果から
FBHφ0.5mmにおいては深さ40mmまでS/N：6 dB以上
で検出可能であることが分かる。

図 4  深さ方向の感度に対する表層焦点と屋根角の効果
Fig. 4  Effect of surface focus and roof angle on sensitivity of depth 

direction

図 3  超音波のシミュレーション結果
Fig. 3  Simulation results of the ultrasonic wave

図 7  検出可能な欠陥サイズの評価
Fig. 7  Evaluation of detectable defect size (flat bottom hole)

図 6  実験値と計算値での欠陥エコー強度の比較
Fig. 6  Comparison of defect echo strength between experimental 

value and calculated value

図 5  製作した探触子とテストピース
Fig. 5  Manufactured probe and specimen

脚注） ComWAVEは伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の登
録商標です。
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むすび＝当社で製造されているクランク軸のフィレット
部に対応する超音波探傷プローブの設計を例に，超音波
シミュレータの活用について紹介した。
　本報では触れなかったが，複雑な形状の被検査材の超
音波探傷では，形状起因の反射信号が複数あらわれ，探
傷を難しくするが，シミュレーションではこの影響は分
離して解析でき，反射信号の影響を軽減するような探触
子の配置などを容易に検討することが可能になる。
　さらに微小欠陥を探傷する際には粒界ノイズが障害に
なるが，シミュレーションにより材料の粒径サイズや粒

形状をモデル化し超音波ノイズを評価することで，超音
波探傷性能を向上させるための材料設計の指針を得ると
いった検査手法とは異なる利用方法にも広がりつつあ
る。当社のものづくりを支える重要な要素技術として，
超音波シミュレーションを活用した非破壊検査技術の高
度化を今後とも進めていく所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 北原道弘. 非破壊検査. 1998, Vol.47, No.4, p.234-237.
2 ） 上田光弘. 非破壊検査. 1998, Vol.47, No.4, p.238-242.
3 ） 日本非破壊検査協会. 超音波探傷試験Ⅰ. p.9.
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まえがき＝Liイオン二次電池の設計開発や運用におい
て，シミュレーションによる特性評価や性能予測技術が
果たす役割はますます重要になっている。とくに実験困
難な過酷条件下での熱特性評価や系統解析を用いた最適
運用条件の探索，電気化学反応などの仮説に対する検証
などを目的とし，幅広い活用が期待されている。
　㈱コベルコ科研（以下，当社という）においても，こ
のような高まる期待に対応し，安全性試験から電極材料
特性評価に至るまで，さまざまなシミュレーション技術
を構築している。既発表文献 1 ）, 2 ）に続き，本稿では，
3 次元の電極活物質の実凝集構造を模擬しLi輸送をより
精緻に解析する充放電シミュレーション技術，複数の劣
化因子を考慮したサイクル特性評価シミュレーション技
術，および電極体内の充放電電流分布を考慮した発熱解
析モデルを代表として，それぞれ解析事例を交えて紹介
する。

1 . 凝集構造を模擬した 3 次元充放電シミュ
レーション

　 充 放 電 特 性 を 評 価 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で は，
J. Newmanらが電気化学反応とイオン種の輸送方程式を
連成して解析する 1 次元モデル 3 ）を構築して以来，これ
を用いた解析が非常に多く実施されてきた。
　一方，最近では活物質の形状や配置を高度に制御した
電極 4 ）が模索されるなど，電極内部におけるLi濃度分布
や反応分布の 3 次元での評価に対するニーズが高まって
いた。
　そこで当社では，従来型のNewmanらによる 1 次元充
放電モデルをベースに，活物質を球体近似して 3 次元的

に配置したモデル（以下，球体近似モデルという）およ
び活物質のFIB-SEM 3 次元像を用いたモデル（以下，
実凝集構造モデルという）を構築し，充放電時のLi濃度
分布解析，およびそれに起因する固有ひずみによる応力
分布解析を実施した 5 ）。 
1. 1　Liイオン電池の充放電モデリング
　Liイオン電池では，活物質内のLiが固液界面における
挿入・脱離反応および電解液中の泳動・拡散を通して，
対極の活物質へ輸送されることで充放電が実現される。
代表的な正極LiCoO2，負極グラファイトの組み合わせ
の場合，固液界面では式（ 1 ），式（ 2 ） の反応が起こる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 1 ）
　　　　　　　　　　　　　　　……………………（ 2 ）

　 本 モ デ ル で は，Liの 反 応・ 輸 送 過 程 に つ い て，
J. Newmanらのモデル 3 ）をベースとした。
　活物質内でのLiは式（ 3 ）に示したように濃度拡散に
よって輸送される。

　　　　　　　　　　…………………………………（ 3 ）

cはLi濃度，Dは拡散係数を表す。
　固液界面では，Butler-Volmer式に基づく電気化学反
応が発生するものとし，

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 4 ）

　　η＝φs－φl－U　 …………………………………（ 5 ）
とする。ここで，iは界面における反応電流密度，i0は交
換電流密度，Fはファラデー定数，Rは気体定数，Tは系
の温度である。また，ηは過電圧を表し，固相電位φs

Li1－xCoO2＋xLi++xe－⇄LiCoO2
LiC6⇄Li1－xC6+xLi++xe－

放電

充電放電

充電

∂c
∂t＝∇・（－D∇c）

i＝i0 exp －exp－
0.5F
RT
η

0.5F
RT
η

Liイオン二次電池における充放電Li輸送と劣化現象のモ
デル解析
Modeling Li Transportation and Degradation Phenomena of Li-ion 
Secondary Batteries
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から液相電位φlおよび平衡電位Uを引いたもので定義
される。
　電解液中における電位分布は，Liイオンの泳動・拡散
を考慮したNernst-Planck式，すなわち式（ 6 ）を用い
て計算する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 6 ）

φl，cl はそれぞれ電解液中の電位，Liイオン濃度を表し，
σl，t＋はそれぞれイオン電導度，輸率である。これに質
量保存則を合わせ，Liイオン濃度分布を計算した。
1. 2　球体近似モデル
　球体近似モデルの解析形状を図 1 に示す。当社の試作
電池を模擬し，正極をLiCoO2，負極をグラファイトと
した上でそれぞれ合材層の厚さが80μm，60μmかつ固
相体積率が60%となるよう，10μm径の球体活物質を配
置した。なお，活物質以外の領域は電解液（ 1 ： 2  
EC：DEC）で満たされていると仮定した。
　計算実施にあたり，当社試作電池のパラメータの値を
表 1 に示す。ただし，拡散係数は滑らかな関数で濃度依
存性を持たせた。図 2 は，実測とシミュレーションモデ
ルの放電カーブを比較したものである。0.2ItA から
1.0ItA において，実測の放電特性を良好に再現している
ことが分かる。ここで1.0ItAは， 1 時間で電池が満充電
から完全放電となる電流値を意味する。
　定電流放電中（1.0ItA，SOC90%）における正極・負
極それぞれの活物質内Li濃度を図 3 に示す。ここで，
SOCは充電深度（state of charge）を意味し，満充電状
態はSOC100%，完全放電状態はSOC 0 %となる。
　負極活物質領域の断面を図 3（b）に，正極活物質領
域の断面を図 3（c）に示す。負極活物質では中心から
表面にかけて，正極活物質では表面から中心にかけて濃

度勾配が形成されている。また，これらのLi濃度分布は，
活物質の位置や隣接する活物質との接触状態，空孔の幅
などによって異なっている。負極活物質間の接触領域近
傍の電解液では，Liイオン濃度が比較的高くなる。逆に，
正極活物質間の電解液では，広い空孔でLiイオン濃度が
高くなり，電気化学反応と活物質へのインターカレーシ
ョンも進む様子が見られた。このように，活物質凝集構
造を 3 次元で模擬することによって従来型の 1 次元モデ
ルでは捕らえることができなかった詳細な分布データを
把握することが可能となり，セルレベルでの電池特性の
ボトルネック探索への活用が期待される。
1. 3　実凝集構造モデル
　代表的な 3 元系正極材であるLi（Ni1/3Mn1/3Co1/3）O2の
実サンプルのFIB-SEM断面像を 3 次元ボクセル化し，
モデル形状とした。実凝集構造モデルでは，負極を金属
Liとし，正極は実凝集構造を鏡像の繰り返し構造とする
ことで厚さを50μmに調整した。図 4 に解析形状を示す。
　定電流放電中（ 1 ItA，SOC90%）における正極活物
質表面のLi濃度分布およびそのスライス像を図 5 に示

＋
2σlRT

F
（1－t＋）∇lncl∇・ ＝0－σl∇φl

図 1  球体近似モデルの解析形状
Fig. 1  Schematic image of particle model

表 1  本解析で用いたパラメータ
Table 1  List of charge/discharge parameters used in this model

図 3  定電流放電（1.0ItA、SOC90%）でのLI濃度分布（（a）活物
質表面，（b）負極断面，（c）正極断面）

Fig. 3  Li concentration in discharge process ( 1 ItA discharge, 
SOC90%) ((a) surface of active particles, (b) cross sections of 
negative electrode, (c) cross sections of positive electrode)

図 2  0.2ItA，1.0ItAにおける実測とシミュレーションの放電曲線
の比較

Fig. 2  Discharge curves of experimental and simulation results for 
0.2ItA and 1.0ItA
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す。おおむね活物質の中心から表面近傍にかけて濃度勾
配が形成されている。ただし，その活物質の形状や大き
さによってLi濃度分布は大きく異なり，結果として複雑
な分布となっていることが分かる。とくに，微小な突起
部においてLi濃度が非常に高くなっている（図中の破線
で囲った部分）。
　このように，特定領域が高Li濃度となる場合，応力集
中を引き起こして活物質の割れを誘発する可能性があ
る。そこで，計算された放電時のLi濃度分布から発生す
る固有ひずみ分布を求め，活物質に発生する応力分布を
評価した。最大固有ひずみε0, max，正極の最大Li濃度
cs, max，Li濃度csを用いて，式（ 7 ） から固有ひずみε0を
求めて応力の定常解析を実施した。

　　　　　　　　　　　………………………………（ 7 ）

ここでは，放電状態（SOC 0 %）において固有ひずみな
しと仮定している。活物質の機械物性は文献値 6 ）を用い
た。

　図 6 はSOC90%におけるミーゼス応力の分布およびそ
のスライス像である。応力は微小突起領域（点線で囲っ
た部分）に集中しており，この部位で割れが発生しやす
いと考えられる。

2 . 充放電サイクル劣化シミュレーション

　従来のリチウムイオン電池のサイクル劣化シミュレー
ションでは，負極の表面に蓄積する不働態SEI膜の成長
をモデル化し，充放電サイクル数と共に容量が漸減する
様子が再現されてきた 7 ）。しかしながら，抵抗増加の主
要因の一つとされる正極側の劣化を考慮したモデリング
はほとんど実施されておらず，正極・負極それぞれの劣
化を切り分けた議論が困難であった。また，高サイクル
数域において発生する電極粒子の割れや剥離（はくり）
などを伴う急激な容量低下についてモデル化された事例
はほとんどない。
　そこで当社では，従来の不働態SEI膜成長モデルに加
えて，正極活物質表面の構造転移，および電極粒子の割
れや集電箔からの剥離を考慮したサイクル劣化シミュレ
ーションモデルを構築し，それぞれの劣化要因における
サイクル挙動を予測した。
2. 1　正負極劣化を考慮したサイクルシミュレーション
　負極活物質表面上のSEI成長モデルは，Popovらのモ
デル 7 ）に基づいて構築した。電解質の分解反応（副反応）
は充電時にのみに発生するとし，式（ 8 ） を仮定する。
　　S＋nLi＋＋ne－→P ………………………………（ 8 ）
ここで，Sは溶媒，P は副反応生成物である。固液界面
では充放電反応であるButler-Volmer式に加え，充電時
にはターフェルの式（式（ 9 ））に基づく劣化副反応が
発生するものとする。すなわち，

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 9 ）

ここで，Jsは副反応の電流密度，i0Sは副反応の交換電流
密度であり，ηsは副反応の過電圧，Fはファラデー定数，
Rは気体定数，Tは系の温度である。また，副反応生成

cs,max－cs

cs,max
ε0＝ε0,max Js＝－i0Sexp － ηs

0.5F
RT

図 6  実凝集構造モデルにおける活物質表面のミーゼス応力分布
（上図，1.0ItA放電，SOC90%）とそのスライス像（下図）

Fig. 6  Distribution of von Mises stress on surface of active material 
particles constructed from FIB-SEM images (upper, 1.0ItA 
discharge, SOC90％) and cross section (lower)

図 4  正極のFIB-SEM 3 次元像，STL像，およびメッシュ像（図
上），実凝集モデルの形状（図下）

Fig. 4  FIB-SEM, STL and mesh image of positive active particles 
(upper), schematic representation of charge/discharge model 
based on FIB-SEM images (lower)

図 5  実凝集構造モデルにおける活物質表面のLi濃度分布（上図，
1.0ItA放電，SOC90%）とそのスライス像（下図）

Fig. 5  Distribution of Li concentration on surface of active material 
particles constructed from FIB-SEM images (upper, 1.0ItA 
discharge, SOC90％) and cross section (lower)
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物による電気抵抗Rfilmは，初期抵抗Rinitとサイクルによ
って発生する抵抗Rpの和として式（10） で表される。
　　Rfilm＝Rinit＋Rp（t） …………………………………（10）
ここで，サイクルによる抵抗Rpは副反応生成物の厚さ
δに依存するとし，δは副反応電流量に従って線形に増
加すると仮定した。充放電サイクルによる容量低下は，
充電過程における副反応電流の時間積分を用いて見積も
った。
　サイクル進行に伴い，正極活物質表面に構造転移層が
成長することをTEMなどで確認している 8 ）。この転移
層により，活物質内のLi有効拡散係数が減少するようモ
デル化した。本解析では，式（11）のように構造転移層
の厚さδcubicはサイクルと共に一定速度で成長するとし，
式（12）のように活物質表面に均一に存在するものとす
る。

　　　　　　　…………………………………………（11）

　　Vcubic＝4πRδcubic …………………………………（12）
ただし，Nはサイクル数，kは比例定数を表す。また，
Vcubicは活物質体積における構造転移層の体積である。な
お，活物質内のLi有効拡散係数は，構造転移層の割合に
応じて変化するものとした。図 7 に正極・負極それぞれ
の劣化機構の概念図を示した。
　当社が試作した電池の容量および放電曲線を用いて，
負極副反応の交換電流密度 i0S，正極劣化反応の比例定
数kを決定した。その他のパラメータは推定値を用いた。
　初期状態，50サイクル後，および100サイクル後にお
ける実測と本モデルの計算値の放電曲線，容量変化の比
較をそれぞれ図 8（a），（b）に示す。適切な劣化パラメ
ータを用いることで，実測の劣化傾向を再現しているこ
とが分かる。また，図 8（c）に示すように，本解析では，
初期劣化過程は正極劣化による抵抗増加が支配的である
と予想された。
2. 2　電極活物質間の割れや剥離のモデル化
　電極活物質同士や活物質と集電体の間のき裂はParis
則，すなわち式（13）に従って進展するものとする。

　　　　　　　　………………………………………（13）

ただし，ΔKは応力拡大係数の変動幅，aはき裂長さ，n

はサイクル数，m，C0はそれぞれ材料定数である。応力
拡大係数は，応力変動幅およびき裂長さの平方根に比例
すると仮定した。接触抵抗は，き裂長さを用いて式（14） 
で増加するとした。

　　　　　　　　………………………………………（14）

ここで，R0は初期の接触抵抗，a0は接触長さである。
　図 9 （a）は，初期状態，20サイクル後，および50サ
イクル後の放電曲線の比較である。20サイクルまでは初
期の放電曲線とほとんど変わりないが，50サイクルで急
激に電圧低下が発生していることが分かる。また，図 9

（b）に容量維持率の変化を示した。負極SEI成長のみを
考慮した場合では，サイクル数と共に容量が徐々に低下
する一方，正極での割れを考慮したモデルでは，50サイ
クル辺りから急激に容量が低下していることが分かる。
これは，電極活物質間の接触面積が減少するほど，接触
抵抗が著しく増加するためと考えられる。

3 . 電極体内の充放電電流分布と発熱・伝熱解析
モデル

　リチウムイオン電池の充放電時の発熱・温度上昇を解

＝k
dδcubic

dN

＝C0ΔKmda
dn

R＝R0
a0

a0－a

図 7  正極および負極それぞれの劣化機構の概念図
Fig. 7  Schematic image of degradation mechanism of positive and 

negative electrodes

図 8  電極劣化シミュレーション結果と実測の比較（（a）放電曲線，
（b）容量変化，（c）抵抗成分への正極，負極の寄与）

Fig. 8  Comparison of degradat ion s imulat ion results and 
measurements ((a)discharge curves, (b)cell capacity, (c)
resistance of positive and negative electrodes)

図 9  き裂進展モデルによる劣化シミュレーション結果（（a）放
電曲線，（b）電極劣化モデルとの抵抗変化の比較）

Fig. 9  Simulation results of crack propagation model ((a) discharge 
curves, (b) resistance variation comparison with electrode 
degradation model )
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析するため，電極の材料と設計値の詳細が不明でも，放
電特性などの実測データを入力値として発熱量分布を計
算することのできる近似モデルの開発を行った。
　このような発熱モデルを基に， 3 次元的な電池内部の
温度分布を解析し，当社が試作したラミネート型電池の
放電時の発熱量（温度上昇）の測定結果との比較を行っ
てモデルの妥当性の検証を行った 2 ）, 9 ）。
3. 1　解析モデル
　リチウムイオン電池の充放電時の発熱・温度上昇のモ
デリングには幾つかのアプローチがある。最も簡易な方
法として，実測の過電圧から発熱量を見積もることによ
って温度上昇は予測できる。しかし，この手法では均一
発熱とするため，電極体内部の発熱量分布は得られな
い。
　一方，詳細モデルとしてNewmanモデル 3 ）などの物理
モデルを用いた解析では，電極体の発熱量分布が解析可
能である。しかしながら，電極の材料や設計値の詳細（電
極厚さ，空孔率，活物質径など）を知る必要があり，入
力データの収集が困難な場合がある。
　そこでここでは，電極の充放電発熱モデルとして
Newmanモデルを基本とした近似モデルを紹介する。こ
のモデルでは，電池内部の詳細なパラメータが不明で
も，実測のOCV（開回路電位）曲線や充放電曲線を用
いて正極および負極の電位・電流密度，反応電流密度の
分布を解くことにより， 2 次元モデル化した電極面での
ジュール熱，反応熱を算出する。物理モデルと本近似モ
デルで必要とする入力パラメータを比較すると表 2 の
ようになる。
　電極の電位分布は， 2 次元の電極シート上でオームの
法則（ポアソン方程式）により式（15）を用いて解析する。

　　　　　　　　　　　………………………………（15）

ここで，φ：電極電位分布，σ：集電箔の電気伝導率，t：
集電箔の厚さ，ireac：反応電流面密度である。電気化学
反応電流密度はButler-Volmer式を用いる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（16）

ここで，ts：電極合材厚，β：比表面積，i0：交換電流密
度である。
　正負極の過電圧ηP，ηnはそれぞれηP＝φp－Up－φl, P，
ηn＝φn－Un－φl, nと書ける。ここで，φp ,φn：正負極の
固相電位，φl, P ,φl, n：液相電位，Up , Un：開回路電位である。

　正負極間の電圧をφ，電池の開回路電位をUOCVと置く
と，正負極間の過電圧の合計は式（17）と書ける。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（17）

ここで，右辺第 2 項は液相での電位変化であり，液相の
イオン伝導度σl ，充放電電流密度 iz，電極間厚さ tavgを
用いて考慮する。以上のことから，正負極の各々の過電
圧は，

　 　　　　　　　　　　　　　 ……………………（18）

と配分する。
　正負極それぞれの式（16）の係数は，本モデルでは未
知数であるが，反応電流密度の面積分値が全電流値に等
しいことと，電極面上の同じ点では正負極の反応電流密
度が等しいことから決定される。
　このように算出された電極からの発熱量分布を用い
て， 3 次元熱伝導方程式より伝熱計算を行い，温度分布
を得る。
3. 2　解析条件
　シミュレーションおよび実測試験に用いた電池を
図10に示す。この電池は，正極Li（Ni1/3Mn1/3Co1/3）O2，
負極グラファイト，電解液（1M LiPF6 / EC：DEC＝ 1：
1 vol）で構成しており，正極17枚，負極18枚の当社が
試作したラミネート型電池（6.2Ah）である。充放電時
における電極体の温度は，電極体中間層および最外層に
それぞれ 3 点（合計 6 点）に熱電対を装着して測定した。
　入力パラメータとして，電極の材料や設計値の詳細は
不要であるが，実測の充放電曲線，OCV曲線，および
集電箔，電極合材，セパレータの厚さに関するデータは
必要である。電極体の熱物性（密度，比熱，熱伝導率）
は別途，測定評価した。
　ここでは，1 ItAのSOC100%⇒ 0 %の放電解析での発
熱・温度分布解析を実施し，実測結果と比較検証した。
3. 3　解析結果
　集電箔に流れる電流密度分布を図11に示す。負極タ
ブから入った電流は徐々に減少する。これは，充放電の
反応電流となって正極側へ向けて電極の厚さ方向に流れ
るためである。正極側に達した反応電流は，正極集電箔

tσ ＋ ＝ireac
∂2φ
∂x2

∂2φ
∂y2

ireac＝tsβi0 exp －exp－
0.5Fη

RT
0.5Fη

RT

ηp－ηn＝（φ－UOCV）－
tavg

σl
iz

|ηp|＝α
tavg

σl
izφ－UOCV－

|ηn|＝（1－α）
tavg

σl
izφ－UOCV－

表 2  物理モデルと本近似モデルにおける入力パラメータの比較
Table 2  Comparison in input parameters between physical model 

(1D Newman model) and 2D-3D approximation model

図10  実測試験用試作ラミネートセル（6.2Ah）
Fig.10  Laminate cell (6.2Ah) for testing



104 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014）

を正極タブへ向けて流れる。
　図12は，電気化学反応熱とジュール発熱を合わせた
電極面の発熱密度分布を示す。タブ近傍からの発熱が大
きくなる。
　電極中央部の最外層と中間部の温度の経時変化につい
て，シミュレーション結果と実測結果を比較したのが

図13である。シミュレーション結果は，電極の最外層
と中間部の温度差，また，温度の経時変化における変動
の，詳細な挙動をほぼ再現している。
　図14に， 1 ItA放電終了時の温度を比較した。温度は，
電極体表面および電極体中間層ともに中央部が最も高温
となり，続いて下端，タブ側の順となる。タブ近傍から
の発熱量が多いにもかかわらず，電極体の中心温度が高
くなるのは蓄熱性の影響である。また，タブ側の温度が
低くなるのは，タブからの放熱による影響と考えられ
る。これらの温度の大小関係は，図14に括弧付き数値で
示した実測の温度の大小の関係とも一致している。

むすび＝球体およびFIB-SEM像を基に 3 次元の活物質
凝集構造を模擬しLiイオン輸送をより精緻に解析する充
放電シミュレーションモデルを構築した。これらのモデ
ルにより，実形状によるLi濃度分布，Liイオン輸送評価
が可能となった。
　また，複数の劣化因子を考慮した充放電サイクル劣化
モデルを作成し，劣化要因ごとに切り分けた特性予測評
価を行った。
　最後に，電極体の放電発熱・伝熱連成解析の近似モデ
ルを提案した。本モデルを試作電池の 1 ItA放電過程に
適用し，実測の温度分布を良好に再現した。
　
参　考　文　献
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図14 1.0ItA放電終了時の測定点の温度のシミュレーション結果と実測
値の比較（（　）内は実測値，単位：℃）

Fig.14 Comparison of measured and calculated temperature 
distribution at the end of 1.0ItA discharge process (measured 
values shown in parentheses, unit：℃)

図11  集電箔の電流密度分布：（a）正極，（b）負極（単位：A/m2）
Fig.11 Distribution of current density : (a) positive electrode, (b)

negative electrode (unit : A/m2)

図13  電極中央の表面と内部（中間層）の温度の経時変化
Fig.13 Temperature change at surface point and inner point of 

center of cell

図12  電極面の発熱密度分布
Fig.12  Distribution of heat generation density on electrode surface
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まえがき＝フラットパネルディスプレイ（以下，FPD
という）は，スマートフォンやタブレットの普及に伴い，
高精細化，表示周波数の高速化，低消費電力化が要求さ
れている。In-Ga-Zn-O（以下，IGZOという）に代表さ
れる酸化物半導体 1 ）を用いた薄膜トランジスタ（以下，
TFTという）は，従来用いられてきたアモルファスSi（以
下，a-Siという）より移動度が高く，高精細化が可能で
あるとともに，a-Si用FPD製造ラインをほぼそのまま転
用することができる。このため，酸化物半導体を用いた
小型パネルが増加しつつあり，今後，大型TVにおいて
も需要が高まると考えられている。
　その反面，膜質に起因するTFTの電界効果移動度（以
下，移動度という）のばらつきや，光照射下における負
バイアスストレス（LNBTS）によるしきい値電圧（Vth）
シフトが問題となっている。このため，インライン評価
が重要視されている 2 ）。また，近年，歩留りを向上させ
るため，基板サイズの大型化が急速に進んでおり，それ
に伴う基板内での膜質のむらが問題となっている。
　㈱コベルコ科研（以下，当社という）は，これまでに
μ-PCD（Microwave Photo Conductivity Decay）法を
用いてSiウェーハの欠陥状態や，低温ポリシリコン

（LTPS）の膜質の評価技術を確立している 3 ）。上記技術
を応用し，酸化物半導体薄膜の膜質評価装置を新たに開
発した。本装置により，酸化物半導体の膜質に起因する
移動度の劣化およびVthシフトを評価できる。さらに，
マッピング測定を行うことにより，基板内での膜質のむ
らが評価可能であることがわかった。
　本稿では，μ-PCD法を用いて酸化物半導体TFTの移
動度とVthシフトを評価した結果，およびマッピングに
よる基板面内の膜質むらの評価例について紹介する。

1 . 酸化物半導体薄膜評価装置の概要

　開発した装置の例として，8.5世代（基板サイズ：
2,200×2,500mm）用μ-PCD測定装置（LTA-2850SPHIIB）
を 図 1 に 示 す。 装 置 の 寸 法 は 奥 行 き5,880mm， 幅
2,860mm，高さ2,550mmである。現状のラインナップで
は，研究開発用途（基板サイズ：200×200mm）から8.5
世代までの基板サイズに対応可能である。
　基板サイズの大型化に伴い，従来の装置構成のままで
は測定時間が大幅に延びることになる。このため5.5世
代以上の装置には，測定ヘッドを二つ搭載したデュアル
ヘッド方式を採用した。従来のシングルヘッドと新規設
計したデュアルヘッドの構成を図 2 に示す。ともにX軸
方向にステージ，Y軸方向にヘッドが移動する。デュア
ルヘッドにすることでY軸方向への移動量が半分となる
ため，従来8.5世代基板では40分程度であった測定時間
を，20分以内に短縮することができた。

μ-PCD法による酸化物半導体薄膜の評価装置 
－計測技術の有効性－
Evaluation System for Thin-Film Oxide Semiconductor Using μ-PCD 
－ Effectiveness of Measuring Technique

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（技術資料）

We have developed a novel system for evaluating thin film oxide semiconductors using a μ-PCD (Microwave 
photo conductivity decay) method. Variations in mobility and Vth shift are issues in the manufacturing process. 
We have established evaluation technology to deal with these issues. In addition, unevenness of the film 
quality in the substrate becomes an issue as the substrate increases in size. We showed that the mapping 
measurement was effective in coping with this issue.
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図 1  酸化物半導体薄膜評価装置（LTA-2850SPHIIB：基板サイ
ズ8.5世代）

Fig. 1  Evaluation system for oxide semiconductor thin films（LTA-
2850SPHIIB : substrate size G8.5）
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2 . μ-PCD法の測定原理

　μ-PCD法による測定原理について記述する。酸化物
半導体薄膜にバンドギャップを超えるエネルギーを持つ
レーザを照射すると電子・正孔対が発生し，過剰キャリ
アが生成される。過剰キャリアは再結合により消滅する
が，消滅までの時間（ライフタイム）は物理的特性によ
って決まる。レーザ照射により発生した過剰キャリアは
試料の導電率を増加させるため，マイクロ波の反射率が
変化する（図 3 ）。μ-PCD法はマイクロ波の反射率の時
間変化からライフタイムを測定する手法である。

　Siバルクやウェーハを評価する場合には十分な強度の
信号を検出できるが，薄膜では信号が微弱である。そこ
で，酸化物半導体薄膜の評価にはマイクロ波検出系に差
動μ-PCD法を用いている。これにより，従来の検出方
法と比べて500倍以上のS/N比を得ることができる 3 ）。
　図 4 に差動μ-PCD法の検出系の測定原理を示す。発
振されたマイクロ波は信号用と参照用導波管に分岐され
る。信号用導波管直下の試料中のキャリアをレーザによ
り励起し，過剰キャリアによる反射率の変化を測定す
る。信号用導波管（同図中A）からの信号は，過剰キャ
リアによる反射率の変化の信号に加え，ノイズ成分を含
んでいる。一方，参照用導波管（同図中B）からはノイ
ズ成分のみが得られる。これら二つの信号の差分（同図
中A－同図中B）を算出することでノイズ成分をキャン
セルし，高感度に信号を検出できる。

3 . μ-PCD法による酸化物半導体薄膜の評価方法

　図 5 に酸化物半導体におけるマイクロ波反射率の減
衰曲線を示す。酸化物半導体薄膜では，トラップを介し
再結合するSRH（Shockley-Read-Hall）理論 4 ）から予測
される単純な指数関数的振る舞いを示すのではなく，途
中から減衰が緩やかになることが特徴である。すなわ
ち，速い減衰と尾を引く遅い減衰の二つの成分から構成
される。遅い減衰成分の定量化には様々な方法がある
が，本稿ではわかりやすさを重視して，下記のように指
数関数の足し合わせとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
………………（ 1 ）

ここで，n1，n2はそれぞれ速い減衰と遅い減衰のレーザ
照射直後におけるキャリア密度であり，τ1，τ2はそれぞ
れ速い減衰，遅い減衰の時定数である。
　速い減衰は，酸化物半導体薄膜中の深い欠陥準位に起
因し，この欠陥準位はTFTの移動度に影響を与える 5 ）。
また，遅い減衰は，酸化物半導体薄膜中の浅い欠陥準位
に起因し，この準位はTFTのVthシフトに影響を与える 6 ）

n = n 1exp（－　 ）＋n 2exp（－　 ）
t
τ1

t
τ2

図 2  従来のシングルヘッドと新規デュアルヘッド
Fig. 2  Configurations of conventional single head and new dual head

図 4  酸化物半導体用差動μ-PCDの原理（A：信号＋ノイズ波を導波，B：ノイズ波を導波）
Fig. 4  Principle of differential μ-PCD for oxide semiconductor evaluation system (A : signal + noise wave, B : noise wave)

図 3  μ-PCD法の測定原理
Fig. 3  Measurement principle of μ-PCD method
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ことがわかっている。
　しかしながら，速い減衰のライフタイムはLTPSと同
様に非常に短く，直接的に観察することが困難である。
励起レーザのパルス幅がライフタイムに対して十分に長
い場合には，ピーク値はライフタイムに比例する 3 ）。そ
こで，本装置では速い減衰のライフタイム値の代わり
に，容易に精度よく測定できるピーク値を用いて移動度
の評価を行っている。
　図 6 に，TFTの電界効果移動度とμ-PCDで測定した
ピーク値の関係を示す。移動度はTFTのスイッチング

特性（Id-Vg特性）を測定し，その測定値から飽和移動
度を算出した。ゲート電圧（Vg）は－30～30V，ドレイ
ン電圧（Vd）は10Vとして測定した。測定結果から移動
度とピーク値は比例関係にあり，相関が認められる 7 ）。
　また，図 7 にLNBTSによるTFTのVthシフトとμ-PCD
で 測 定 し たτ2の 関 係 を 示 す。LNBTSの 条 件 はVg=
－20V，Vd=10V，基板温度：60℃，光源：白色LED（強
度25,000nit），ストレス時間： 2 時間である。こちらも
Vthシフトとτ2は比例関係にあり，相関が認められる。
　以上のように，二つのパラメータ（ピーク値とτ2）
を使用することで，TFT作製前の段階で酸化物半導体
薄膜の移動度，Vthシフトを評価可能であることがわか
った。

4 . マッピング計測の有効性

　量産ラインにおける問題の一つとして，基板大型化に
伴う基板面内における膜質むらが挙げられ，基板全面を
簡便に評価できるマッピング測定が有効である。
　図 8 のようにターゲット材の真上にガラス基板を配
置し，成膜した基板全面のピーク値を測定した。この際，
ターゲット材は図に示すような分割型と継ぎ目のない一
体型を使用し，その違いを確認した。結果を図 9 に示
す。両方のマップの外周部はともに低くなる傾向が確認
された。また，分割型の結果（同図（a））は，ターゲッ
ト継ぎ目に対応したピーク値の低い部分が確認できる。
その傾向が顕著な中心部のピーク値は，一体型（図（b））
の同じ領域の結果と比べ，約300mV低くなっている。
この領域でTFTのId-Vg特性から飽和移動度を算出した

（図10）。これより，ピーク値の低い分割ターゲットの

図 7  LNBTSによるTFTのVthシフトとμ-PCDで測定したτ2の関係
Fig. 7  Relationship between Vth shift of TFT under LNBTS and τ2 

measured by μ-PCD

図 6  TFTの電界効果移動度とμ-PCDで測定したピーク値の関係
Fig. 6  Relationship between field-effect mobility of TFT and peak 

value measured by μ-PCD 

図 5  酸化物半導体のマイクロ波反射率の減衰曲線
Fig. 5  Decay curve of microwave reflectance for oxide semiconductors

図 9  μ-PCDで測定したピーク値マッピングとむら（（a）分割タ
ーゲット，（b）一体型ターゲット）

Fig. 9  Peak value mapping measured by μ-PCD ((a) Divided target, 
(b) Whole target)

図 8  ターゲットとガラス基板の配置図
Fig. 8  Arrangement of target and glass substrate
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結果は，一体型ターゲットと比べて移動度も低くなって
いることがわかる。
　つぎに，Ga2O3，In2O3，ZnOスパッタリングターゲッ
トを図11のように配置し，多元同時スパッタリングを
行った。これにより，酸化物半導体薄膜の組成による膜
質の違いを評価する実験を行った。マッピング測定によ

るピーク値と，TFTの移動度の測定結果を同図に示す。
ピーク値と移動度の高低箇所は一致しており，強い相関
が認められる 5 ）。このように，ピーク値マッピングを行
うことでトランジスタ特性（移動度）のむらを簡便に確
認できる。
　図12に酸化物半導体薄膜（370×470mm基板サイズ）
の，アニール前後におけるピーク値全面マッピング測定
事例を示す。アニール処理前後で基板全体における平均
のピーク値が変化していることから，膜質に変化が生じ
ていることが確認できる。また膜質分布として，試料上
部が高い値を示す傾向は同じであるが，左下部のように
分布の異なる箇所が見られる。A－A’，B－B’間の値を
それぞれのマップ下のグラフにプロットした。一目盛は
ともに20mVとしている。アニール処理前後でのグラフ
を比較すると，中央から右の領域の膜質むらは改善され
ているが，左端は中央と比べ，ピーク値の急激な低下が
確認できる。このように，ピーク値マッピング測定は基
板全面の膜質むらの簡便な評価が可能であり，インライ
ン評価に適用することでプロセスの最適化や異常の検出
に有効である。

図12  アニール前後におけるIGZOのピーク値マッピング
Fig.12  Peak value mapping for IGZO film before and after annealing

図11 μ-PCDで測定したピーク値とTFTの電界効果移動度の関係
Fig.11  Relationship between field effect mobility and peak value using μ-PCD

図10  分割、一体型ターゲットにより成膜した試料のId-Vg特性
Fig.10 Id-Vg characteristic of samples deposited using divided and 

one-piece target
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むすび＝酸化物半導体薄膜用の評価技術とマッピングの
有効性について紹介した。本装置を用いることにより，
酸化物半導体薄膜の移動度およびVthシフトをTFT作製
前の段階で評価できる。加えて非接触，非破壊でマッピ
ング測定が可能であり，基板内の膜質むらの評価を行う
ことができる。これらの本装置の特長は，酸化物半導体
のTFT製造プロセスにおける条件の最適化や量産ライ
ンの歩留り向上に活用できる。今後，成膜時の酸素濃度
やアニール温度などの条件を変え，ピーク値並びにτ2

のマッピング測定の結果と，TFT特性との相関データ
を取得していく予定である。
　最後に，本装置の技術を生かし，FPD市場の発展に
貢献していきたいと考えている。
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まえがき＝近年，液晶や有機ELを用いるフラットパネ
ルディスプレイ（flat pannel display，以下FPDという）
は，テレビやスマートフォン，タブレットPCなど，そ
れぞれのアプリケーションにおいて高精細化が進み，現
在では，家庭用テレビでは 4 Kと呼ばれる高精細TV，
スマートフォンでは500ppiを超える高精細な表示画面が
実現し始めている 1 ）, 2 ）。
　これに伴い，ディスプレイを駆動する回路（バックプ
レーン）に用いられる半導体素子である薄膜トランジス
タ（thin film transistor，以下TFTという）には，高速
応答性，すなわち半導体特性としての高移動度が要求さ
れるようになった。
　これまでTFTを形成する半導体薄膜材料には，主に
大面積テレビ向けには，（電界効果）移動度が0.5cm2/

（V・s）程度 2 ）と低いもののコストが安いアモルファス
シリコン（amorphous silicon，以下a-Siという）薄膜が，
スマートフォン向けには100cm2/（V・s）以上の高い移動
度 2 ）をもつ低温多結晶シリコン（low temperature poly 
silicon，以下LTPSという）薄膜が使われてきた。それ
に対して，2004年に野村らが見出したアモルファス酸化
物半導体薄膜のamorphous-In-Ga-Zn-O4（以下，a-IGZO
という）薄膜 3 ）は，スパッタリング法により大面積に
成膜が可能であることや，移動度が10cm2/（V・s）程度
であり，a-Si薄膜の20倍以上の高移動度が比較的容易に
得られることがわかっている。また，a-IGZO薄膜を用
いたTFT（以下，a-IGZO-TFTという）においてリーク
電流をa-SiやLTPSよりも数桁小さく抑えることができ
るため 2 ）, 4 ），FPDの低消費電力化が可能であること，
などの実用上の利点が明らかになり，すでに一部のFPD
製造メーカによって製造が開始されている 2 ）, 5 ）。

　当社のグループ会社である㈱コベルコ科研では，これ
までFPD向けの金属配線材料用スパッタリングターゲ
ットを展開してきたが，近年，IGZOターゲットをはじ
めとするTFT向けアモルファス酸化物半導体ターゲッ
トの開発に着手し，当社において材料開発を行ってい
る。
　ところで，酸化物半導体においては，その多元性に起
因する組成のずれ，あるいはアモルファスに起因する構
造の揺らぎにより，膜中に電気的な欠陥が導入される。
また，その欠陥が製造プロセスに依存するとともに，そ
のうちのいくつかがTFTの特性に影響を与えることが
知られている。例えば，パネル製品に組み込まれた
a-IGZO-TFTは，使用中にさらされる光や待機中の印加
電圧によってストレスを受けて特性劣化する6 ）ことが実
用上の問題となっている。信頼性が悪化する原因はいま
だ解明されていないが，TFTの特性は半導体薄膜（チ
ャネル領域）の電子状態に起因するため，ストレスによ
る特性劣化もチャネル領域の電子状態の変化に起因する
と考えられる。したがって，酸化物半導体の開発を行う
にあたり，半導体薄膜中の電子状態の把握，そのTFT
特性への影響の明確化による材料制御，および製造プロ
セスがその電子状態に与える影響についての知見に基づ
く提案が必須となる。
　本稿では，TFTの信頼性に関わるチャネル領域にお
ける電子状態の評価方法としてPITS（photoinduced 
transient spectroscopy）7 ）法が有効なことを実験的に示
す。さらに，PITS法により観測した電子状態の変化と
TFT信頼性の関係を， 2 次元デバイスシミュレータを
用いて考察した結果を報告する。

PITS測定とデバイスシミュレーションによる酸化物半導
体TFTの特性解析
TFT Characteristic Analysis by PITS Measurement and Device Simulation  

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

Amorphous oxide semiconductors (AOS) have been attracting attention as high mobility materials 
because of the demand for fast response in thin film transistors (TFTs) using flat panel display.  
Stability under stress is important for AOS-TFTs. This study discusses the ways in which the defect 
states in the channel region of amorphous In-Ga-Zn-O (a-IGZO) TFTs influence their stress stability. 
The results of analysis carried out by photoinduced transient spectroscopy (PITS) measurement and 
device simulation suggested that the increase in shallow defect states in a-IGZO was a possible cause 
of the appearance of the hump shape in the Id-Vg characteristics of a-IGZO TFTs.
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1 . TFTの信頼性とチャネル領域に対する電子状
態評価

　FPD製造ではa-IGZO-TFTの信頼性確保が重要な課題
となっている。そうしたなか，液晶ディスプレイの通電
時の大部分を占める待機状態TFTに負のゲート電圧が
印加されるとともに，バックライトの迷光による光照射
を連続的に受ける状態を模擬する加速試験であるLight 
negative bias temperature stress（以下，LNBTSとい
う）試験が最も重要視されている。LNBTSによる
a-IGZO-TFT特性が変化する要因として，酸化物半導体
に接する絶縁膜 8 ）やその界面 9 ）でのホールトラップ，酸
化物半導体薄膜中の伝導帯下部浅い準位の増加10）～13）な
ど様々な理由が報告されているが，いまだ十分に明らか
にされていない。
　本稿では，酸化物半導体薄膜中の伝導帯下部の欠陥に
着目し，その変化をPITS法により調査した。従来，半
導体薄膜の電子状態の評価は，薄膜自体の物理分析，ま
たは電気特性評価によって行われてきた14）～17）。しかし
ながらTFTでは，ソースおよびドレイン形成などの半導
体薄膜形成後の製造工程により，ソース・ドレイン電極
間のチャネル領域の電子状態が変化してTFT特性に影
響を与えるため 6 ），従来のMetal-Oxide-Semiconductor 

（MOS）ダイオード構造などを用いた特性評価だけでは
TFT特性との相関を獲得するには不十分である。そこ
で当社は，他の手法では困難であったチャネル領域の電
子状態評価をPITS法を用いることによって可能にし
た18）。
　PITS法は，半導体中の欠陥準位の評価に一般的に用
いられるDeep level transient spectroscopy（DLTS）法19）

より発展し，もともと空乏層変化の生じない高抵抗な半
絶縁膜GaAsの評価に用いられた手法である7 ）。光によ
り励起された電流の減衰過渡応答が，欠陥準位に捕獲さ
れたキャリアの放出時定数に対応して変化する。そのた
め，定電圧印加状態の半導体に対して，パルス光照射後
一定時間の電流変化の温度依存性を測定することで，測
定信号に欠陥準位に対応するピークが観測される。
　次章以降では， PITS法をTFTに適用し，LNBTS試験
前後のa-IGZO-TFTの電子状態を直接評価した結果を示
す。さらに，LNBTS前後のa-IGZO-TFTの電子状態の
変化がTFT特性に与える影響を 2 次元デバイスシミュ
レーションを用いて考察した結果を示す。

2 . 実験方法

2. 1　TFTの製造プロセス
　評価に用いたa-IGZO-TFTの製造プロセスとそのプロ
セスに対応する断面構造を図 1 に示す。まず，ガラス基
板上にゲート電極として100nmのMoをDCマグネトロン
スパッタリングにより形成した。その上に，ゲート絶縁
膜となる250nmのSiO2をPlasma-enhanced chemical vapor 
deposition（PECVD）により成膜した。さらに，チャ
ネル層となる厚さ40nmのa-IGZOをガス圧13Pa，O2/Ar
流量比 4 %の条件で成膜し，ウェットエッチングにより

パターニングを行った。その後，大気雰囲気にて300℃
で 1 時間の熱処理を行った。その後，後工程の電極エッ
チングからチャネル層表面を保護するためにエッチスト
ップ層（Etch stop layer：ESL）と呼ばれるSiO2を100 
nm形成した。次いで，Moを100nm成膜し，ウェットエ
ッチングによりソース・ドレイン電極を形成した。続い
て，TFT全体を保護するパッシベーション層として
SiO2，SiNxをそれぞれ100nm，150nm成膜した。最後に
ドライエッチングによりパッシベーション層にコンタク
トホールを形成し，三つの電極それぞれにプローブをコ
ンタクトできるようにした。同一の作製条件で熱処理を
実施していないTFTも比較のために作製した。
2. 2　測定条件
　作製したa-IGZO-TFTに対して Id-Vg特性評価とPITS

図 2  TFTに対するPITS測定の設定概略
Fig. 2  Setup of PITS measurements for TFT evaluation

図 1  TFT製造フローとTFTの断面構造
Fig. 1  Fabrication flow and cross-sectional schematics of TFTs
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測定を実施した。 Id-Vg特性はLNBTS試験の前後に行い，
両者の比較を行った。LNBTS試験の光源には白色LED
を用いた。ステージ加熱によりTFTを60℃に加熱した
状態でゲート電極へ－20Vの負バイアスを 2 時間印加し
た。
　図 2 にa-IGZO-TFTに対するPITS測定系の概略を示
す。PITS測定には波長375nmの光源を使用し，パルス
幅100msでTFTのチャネル部に照射した。TFTを78Kま
で冷却後，ゲート電圧をソース・ドレイン電流が10－ 9A
となるように印加した。その後，2 K/minの昇温速度で
400Kの温度まで上昇させながら測定を行った。

3 . 結果と考察

3. 1　測定結果
　図 3 に（a）熱処理なし，および（b）300℃の熱処理
を行ったa-IGZO-TFTに対するPITS測定結果を示す。い
ずれもLNBTS試験前の結果である。どちらのTFTにお
いても100K，140K，170K付近の低温域にピークが観察
される。これらのピークは以前に報告したPITS測定結
果18）を再現しており，チャネル領域に存在する欠陥に起
因するものと考えられる。一方，200K以上の高温域で
は，どちらのTFTのスペクトルからもブロードなピー
クが得られた。このブロードなピークは以前の評価18）

では見られない。以前の評価で用いた素子は今回の
TFTと同一の製造プロセスで作製したものである。し
かし，ソース・ドレイン電極間距離の長い素子であり，
今回のTFTと比較するとチャネル端部の影響が測定さ
れにくい構造であると考えられる。したがって，今回の

測定において見られた200K以上の高温域でのブロード
なピークは，チャネル端部のダメージによる欠陥の発生
などのTFTのプロセスや構造に由来する可能性がある。
　つぎに，図 4 に，（a）熱処理なし，および（b）300℃
の熱処理を行ったa-IGZO-TFTに対するLNBTS試験後
のPITS測定結果を先のLNBTS試験前の結果とともに示
す。LNBTS試験後は，どちらのTFTもスペクトル形状
が大きく変化している。とくに，100Kから200Kの低温
域に現れていた浅い準位のピークの強度がLNBTS試験
前の10倍以上となった。また，熱処理なしのTFTの方
がその変化は大きくなっている。PITSスペクトルに現
れるピークは，基本的には対応する伝導帯からのエネル
ギー位置での欠陥密度に関係する。したがって本結果
は，熱処理を行っていないTFTの方が，LNBTS試験後
に浅い準位が高密度に形成されている可能性があること
を意味する。
　図 5 に，（a）熱処理なし，および（b）300℃の熱処
理を行ったa-IGZO-TFTのLNBTS試験前後の Id-Vg特性
を示す。どちらのTFTもLNBTS試験後の Id-Vg特性は，
10－ 6Aから低電流側の特性がマイナス側に変化する，い
わゆるハンプと呼ばれるこぶ状特性を示している。
LNBTS試験前後での10－ 9Aにおけるゲート電圧の差（し
きい値電圧差）は，熱処理なしのTFTでは7.75V，熱処
理を300℃で行ったTFTでは2.50Vであり，熱処理なし
のTFTの方がハンプによりLNBTS前後でしきい値電圧
差が大きくなっている。
3. 2　デバイスシミュレーションによる解析
　前節で述べた二つのTFTでのLNBTS前後のしきい値

図 3  LNBTS試験前TFTのPITSスペクトル
Fig. 3  PITS spectra of TFTs before LNBTS test

図 4  LNBTS試験前後のTFTのPITSスペクトル
Fig. 4  PITS spectra of TFTs before and after LNBTS test
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電圧差を考察するため，PITS測定の結果を考慮し，伝
導帯下部の浅い準位に着目した 2 次元デバイスシミュレ
ーションを実施した。
　シミュレーションソフトウェアには「ATLAS」を用
いた。ATLASは有限要素法による電気特性解析ソフト
であり，TFT構造を三角形要素を用いてメッシュ分割

（モデル化）し，各要素でポアソン方程式，キャリア（電
子，正孔）連続の式，ボルツマンの輸送方程式を解くこ
とでTFTの電気特性を計算する。具体的には，与えら
れた初期のキャリア分布，電圧印加状態を基にポアソン
方程式からポテンシャル分布を求め，得られたポテンシ
ャル分布を基にボルツマン方程式，および連続の式を解
くことでキャリア分布を計算する。こうして得られたキ
ャリア分布を用いて再度ポテンシャル分布の計算を行
い，キャリア分布が変化しなくなるまで計算を繰り返す
自己無撞（どう）着計算によりTFT中のキャリア分布，
電流密度分布を求め，各種電気特性を算出する。
　一般に，アモルファス半導体の場合には，キャリアの
放出・捕獲源となる半導体のバンドギャップ内に存在す
る欠陥準位は，ドナータイプおよびアクセプタタイプの
2 種類あり，伝導帯端，価電子帯端から深くなるにつれ
て減衰する裾（すそ）状準位が存在する。
　モデル計算においては，ドナーおよびアクセプタの局
在準位をガウス分布関数で記述し，裾状準位は指数関数
で記述した20）。

　　　　　　　　　　　　　  ………………………（ 1 ）

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 3 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 4 ）

ここで，Ec，Evはそれぞれ伝導帯，価電子帯のエネルギ
ー位置である。NTAは伝導帯端部でのアクセプタタイプ
の欠陥準位の密度，NTDは価電子帯端部でのドナータイ
プの欠陥準位の密度，ETA，ETDは，それぞれアクセプ
タタイプ，ドナータイプの裾準位の減衰長（密度が 1 /e
になるエネルギー幅）を示している。EGA，EGDは局在
準位のエネルギー位置，NGA，NGDはそれぞれアクセプ
タタイプ，ドナータイプ局在準位の欠陥密度のピーク
値，WGA，WGDは局在準位の半値幅である。
　本解析では，Fungらの報告21）および藤井らの報告22）

を参考に上記の式（ 1 ）～（ 4 ）で表されるギャップ内準
位を用いてa-IGZOのバンドギャップ中の状態密度

（density of state，以下DOSという）を図 6 のように設
定した。伝導帯下部の浅い準位は伝導帯下部0.1～0.3eV
に存在することが報告されており15）, 17），その密度を
1016cm－ 3 ・eV－ 1 オーダと見積もっている17）。このこと
から，LNBTS試験前の浅い準位の深さ，密度を表 1 に

gTA（E）＝NTAexp
E－EC

ETA

gTD（E）＝NTDexp
EV－E

ETD

gGA（E）＝NGAexp －
EGA－E

WGA

2

gGD（E）＝NGDexp －
E－EGD

WGD

2

図 5  LNBTS試験前後のTFTの Id-Vg特性
Fig. 5  Comparison of Id-Vg characteristics of TFTs before and after 

LNBTS test

表 1  a-IGZOのデバイスシミュレーションに用いたパラメータ
Table 1  Parameters of a-IGZO used for device simulation

図 6  デバイスシミュレーションに用いるa-IGZOのDOS
Fig. 6  DOS of a-IGZO for device simulation
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示す条件Aのように設定した。それに対して，LNBTS
試験後の二つのTFTに対するPITS測定において，その
ピーク高さが数倍異なること，および熱処理なしの
TFTにおいて複数のピークが存在してブロードなピー
クとなっていることを考慮して，条件B，Cのようにド
ナータイプ欠陥の深さ，幅，密度を変化させた。シミュ
レーションに用いたその他のDOSのパラメータ，およ
び物理量を表 1 にあわせて示す。
　図 7 に，条件A，B，Cでのデバイスシミュレーショ
ンによる Id-Vg特性の計算結果を示す。条件Aでは Id-Vg特
性にハンプは現れていないが，条件B，Cの Id-Vg特性に
はハンプが現れている。また，欠陥準位の密度を高密度
に仮定した条件Cの方がハンプによるしきい値電圧の変
化が大きくなっている。このように，伝導帯下部に存在
するドナータイプ欠陥の増加により，図 5 に示す
LNBTS試験前後での実測 Id-Vg特性と同様にハンプが発
生することがわかった。したがって，LNBTS試験前後
のPITS測定で得られた伝導帯下部に存在するドナータ
イプ欠陥準位の増加がTFTの Id-Vg特性にハンプが現れ
た要因であると考えられる。この結果は，LNBTS試験
によるa-IGZO薄膜中での伝導帯下部の浅い準位の増加
がTFTの Id-Vg特性変化の原因であるとの説10）～13）を支持
するものである。

むすび＝本稿では，半導体薄膜の電子状態の評価が可能
なPITS法をTFTに適用し，a-IGZO-TFTのチャネル内
の電子状態の直接評価を試みた。その結果，これまでの
報告と同様に伝導帯下部の浅い準位に対応する100K～
200Kの低温域のピークと200K以上の温度域におけるブ
ロードなピークの存在を観測し，素子形状に起因する新
たな欠陥の発生を示唆する結果を得た。
　また，LNBTS試験後のTFTを直接測定することによ
り，伝導帯下の浅い準位が増加していることを明らかに
した。この浅い準位の変化を考慮してデバイスシミュレ
ーションを実施することでPITS法で観測された浅い準
位の増加がTFTの Id-Vg特性にハンプを発生させる可能
性があることがわかった。

　その一方で，LNBTS後のTFTでPITSスペクトルに現
れた浅い準位の起源について，また，欠陥準位存在位置
が膜中あるいは界面であるかによってハンプに影響を与
えるかどうかなどについては明確になっていないため，
今後明らかにしていく必要がある。
　さらに，LNBTS印加前の測定で現れる複数のピーク
の起源や，これらの準位がTFT特性にどのような影響
を与えるのかについても明確にする必要がある。
　欠陥準位の深さや密度の評価については今後，詳細な
PITS解析を進めていく。さらに，PITS法をはじめとす
る種々分析による電子状態の詳細評価を進めることで
a-IGZO薄膜の電子状態のモデルを構築し，プロセスが
酸化物薄膜の電子状態に与える影響と得られるTFT特
性との関係を明らかにしていく。
　本稿で述べたように，酸化物半導体のデバイス構造に
直接適用可能な分析解析技術を開発・高度化することで， 
FPD製造におけるプロセス設計指針を材料開発と並行
して得られるようになり， a-IGZOをはじめとするアモ
ルファス酸化物半導体のFPD分野への利用拡大に寄与
すると考えている。
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図 7  デバイスシミュレーションで求めた Id-Vg特性
Fig. 7  Results of Id-Vg characteristics obtained by device simulation



神戸製鋼技報/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014） 115

まえがき＝集積回路（以下，LSIという）は微細加工技
術の進歩により，著しい速度で高性能化，大容量化され
てきた。しかし，半導体プロセスにおけるデザインルー
ルが20nmの壁に近づくにつれて，素子の微細化に伴う
様々な問題が指摘されるようになっている。
　これらの問題を解決するための技術の一つがThrough 
Silicon Via（TSV）で接続する構造を持った 3 次元LSI
製造技術である1 ）。従来のLSI製造におけるウェーハプ
ロセスでは， 1 枚のウェーハから何個のチップが取れる
かがPossible Good Die（以下，PGDという）と呼ばれ，
チップコストを下げる上で重要であった。
　 3 次元LSIの製造においては，PGDに加えて生産性が
重視され，とくに工数のかかる積層工程のタクトタイム
をいかに減らすかということが重要となっている。薄化
した複数枚のウェーハをベースウェーハに重ねて貼り合
わせる，いわゆるWafer - on - a - Wafer（WOW）方式は，
チップ同士を貼り合わせる方式などに比べて高速で処理
できる可能性があり，近年注目されている技術である。
この方法は高精度のチップアライメントが必要となり，
ウェーハ貼り合わせ工程においては，ずれ量の正確な計
測が必要となっている。
　貼り合わせウェーハのずれには，中心ずれと，回転ず
れの 2 種類がある。貼り合わせウェーハのこれらずれ測
定方法については，これまでに様々な提案がされている
が，回転ずれ測定手法については薄化後のウェーハに対
して行われるものしかない。ウェーハ薄化工程前に貼り
合わせのずれを測定することができれば，ずれが比較的
大きな不良ウェーハの薄化工程を省くことができるた
め， 3 次元LSIの生産性向上につながる。
　こうした背景のもと，㈱コベルコ科研（以下，当社と
いう）は，薄化前における貼り合わせウェーハのずれ量

を測定するための方法を開発した。

1 . 貼り合わせウェーハのずれ

　本稿で述べる貼り合わせウェーハは，円盤状のシリコ
ンウェーハ表面を研磨し，露光などでパターンを形成し
たものを，アライメントマーク同士が合致するよう接着
剤などを用いて貼り合わせたものである。貼り合わせウ
ェーハ断面の模式図を図 1 に示す。また，本稿で述べて
いる中心ずれ量（X, Y），および回転ずれ量（θ）の定
義を図 2 に示す。まず，中心ずれ量は，上側ウェーハ，

貼り合わせウェーハのずれ測定法
Method for Measuring Shift of Bonded Wafers

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（論文）

Three-dimensional integration circuits (3D-IC) are regarded to provide a new model of large-scale 
integrated circuits; however, the development of an inspection technology for the bonded wafers is 
essential for the production of 3D-IC. We have developed a new kind of equipment to measure the shift of 
the center and rotation between the bonded wafers. This equipment enables not only the measurement 
of the center shift even when there is a large difference between the diameters of two wafers, but 
also inspection during the previous process of wafer thinning. We confirmed that reproducibility of 
measurement of bonded wafers meets the required specifications in the production process of 3D-IC.

古田洋平＊1

Yohei	FURUTA
射場邦夫＊1

Kunio	IBA
山本雄治＊1

Yuji	YAMAMOTO
赤松　勝＊1

Masaru	AKAMATSU
関　明宣＊1

Akinobu	SEKI
中道大介＊1

Daisuke	NAKAMICHI

＊ 1  ㈱コベルコ科研　LEO　事業本部　技術部

図 2  ずれの定義
Fig. 2  Definition of shift

図 1  貼り合わせウェーハ断面の模式図
Fig. 1  Schematic cross-sectional view of bonded wafers
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および下側ウェーハの中心同士の，平面方向における相
対的なX, Y座標の変位である。また，回転ずれ量は，上
下ウェーハのノッチ位置と，それぞれのウェーハ中心を
通る直線の交角θとしている。
　貼り合わせずれの測定においては，測定値のばらつき
の標準偏差（以下，1 σという）が 5μmでの測定再現
性の要求がある。そこで当社は，中心ずれ量の測定再現
性は顧客要望のまま 5μm（ 1σ）以下を，回転ずれ量
の測定再現性については300mmウェーハ外周において
5μm（ 1σ）のずれに相当する角度に換算した3.3×
10－ 5 rad（ 1σ）を目標値とした。

2 . 測定原理

2. 1　中心ずれ測定法
2. 1. 1　輪郭測定と中心座標決定の方法
　ウェーハの輪郭形状がほぼ真円であるため，ウェーハ
の中心座標は，その輪郭形状に対し円フィッティングを
行うことで求めることができる。また，ウェーハの輪郭
は，その概略の中心からエッジ位置までの点の集まりで
表現できる。本稿では，CCDカメラなどの撮像素子を
用いてウェーハを回転させながらエッジ位置を測定した
ときの，回転角度（円周角）とエッジ位置測定値の関係
としてウェーハの輪郭を測定する。図 3 は，中心がずれ
ている貼り合わせウェーハにおいて，上述の方法によっ
て得られる回転角度とエッジ位置測定値の関係を模式的
に示した図である。横軸はウェーハの円周角，縦軸がセ
ンサから出力されるエッジ位置の測定値を示している。
この点列を極座標系に変換することで輪郭形状を求める
ことが可能である。図 3 の分布を極座標系に変換したグ
ラフを図 4 に示す。図 4 のような輪郭形状を持つ貼り合
わせウェーハに対しては，上下ウェーハそれぞれの輪郭
について計算を行うことにより， 1 枚ずつのウェーハを
それぞれ真円と仮定した場合の半径値と，中心座標を求
めることができる。
2. 1. 2　 2 ウェーハの輪郭形状差測定
　上下ウェーハの大きさが異なり，その半径差に比べて
貼り合わせの中心ずれ量が小さい場合，上記の方法だけ
では 1 枚分のウェーハの輪郭しか測定できない。そこ
で，そのような場合でも半径値と中心座標を求めること
ができる方法を考案した。考案した手法では，万能投影
法 2 ）に準じた方法を用いて撮影した，貼り合わせウェ
ーハのエッジ部の断面投影像を利用する。図 5 に貼り合
わせウェーハのエッジ断面投影像の模式図を示す。ウェ
ーハを回転しつつこの方法での投影像を取得し，画像解
析することで 2 枚のウェーハの先端の相対的な変位が測
定できる。貼り合わされた 2 枚のウェーハの中心座標と
半径値は，先端の相対的な変位と，2.1.1項の方法で測定
された輪郭形状を組み合わせることで， 2 枚のウェーハ
の重なりが存在していても算出することが可能となる。
本稿では，貼り合わせウェーハにおける二つのエッジ先
端の相対的な変位を Edge position Gap（EG）としている。
2. 2　回転ずれ測定法
　回転ずれを測定する方法として，ウェーハ端部の切欠

であるノッチ位置から回転ずれを測定する方法を考案し
た。ノッチ位置の定義を図 6 に示す。ノッチ位置は，貼
り合わせウェーハの上下それぞれについて測定したノッ
チ形状の点列に対してフィッティング行い，このフィッ
ティング関数の頂点としている。ノッチ形状は，CCD
カメラなどのセンサや，後述する変位センサなどによる
測定が考えられる。算出した 2 枚のウェーハのノッチ位
置と，それぞれのウェーハの中心を通る直線の交わる角
度を回転ずれ量θとして求める。
2. 3　測定フロー
　中心ずれ，および回転ずれの測定フローを図 7 に示

図 5  貼り合わせウェーハのエッジ断面投影像
Fig. 5  Projection images of edge cross-section of bonded wafers

図 4  エッジ位置と回転角の関係（極座標系）
Fig. 4  Relationship between edge positions and arc angles in polar 

coordinate system

図 3  貼り合わせウェーハのエッジ位置と回転角の関係
Fig. 3  Relationship between edge positions and arc angle of bonded 

wafer
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す。まず，2.1.1項で述べた輪郭形状の測定を行う（図 7
（a））。つぎに，2.1.2項で述べた 2 枚のウェーハの輪郭形
状の差EGを，エッジ断面画像に基づいて算出する（図 7

（b），（c））。輪郭形状とEGから，二つのウェーハの輪郭
形状をそれぞれ算出し， 2 枚のウェーハの中心座標，中
心ずれ量，および半径値を個別に求める（図 7（d））。
　続いて，2.2節に基づいてノッチの形状測定を行い，
得られた上下ウェーハのノッチ形状からそれぞれのノッ
チ位置を求める（図 7（e）,（f））。中心ずれ測定から得
られた上下ウェーハの中心座標および半径値から，最終
的に回転ずれ量が求められる（図 7（g））。

3 . 貼り合わせずれ測定装置

　考案した中心ずれ測定手法を評価するために，当社が
商品化しているエッジ プロファイル モニタをベースと
して実証機を開発した。開発した装置の外観を図 8 に，
測定ユニット部の概要を図 9 に示す。測定ユニットは，
輪郭形状測定センサと，EGを測定する断面形状センサ，
および回転ステージを具備する。輪郭形状は，貼り合わ
せウェーハをステージ上で回転させながら測定される。
また，断面形状センサは，図中のEdge sensor部で示し
たように，ウェーハエッジに平行光束を照射してエッジ
の影をCCDカメラで撮像し，境界面をエッジ断面形状
として測定するものである。この手法は，非破壊かつ高
速の測定が可能なことから，ウェーハエッジ形状の工程
管理と出荷検査の両方の用途で標準的に利用されてい
る2 ）。この装置により得られた断面形状からEGを算出
する。
　つぎに，2.2節で説明した回転ずれ測定手法を評価す
るために構築したノッチ位置測定ユニット部の概要を
図10に示す。貼り合わせられた 2 枚のウェーハのそれ

ぞれのノッチ形状測定には，ライン状レーザ光が照射さ
れた測定エリアの高さ分布を求めるための，光切断法を
利用した凹凸形状センサを用いた。このセンサをサンプ
ル上下に配置し，ステージ上のウェーハを移動させなが
ら，ノッチ近傍のウェーハ面におけるエリア内の高さ分
布を測定する。得られた 2 次元の高さ分布から，ノッチ
の面取り部と平面部との境界をノッチ部の形状として抽
出する。上下のウェーハに対し，それぞれ抽出したノッ
チ形状からノッチ位置を算出し，上下ウェーハのノッチ

図10  ノッチ位置測定ユニットの構成
Fig.10  System configuration of notch-position measurement unit

図 9  エッジプロファイルモニタのシステム構成
Fig. 9  System configuration of edge profile monitor

図 8  エッジプロファイルモニタLEP-2200MC1
Fig. 8  Edge Profile Monitor LEP-2200MC1

図 7  測定フロー
Fig. 7  Measurement flow

図 6  ノッチ位置の定義
Fig. 6  Definition of  notch position
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位置の相対的な変位からずれ角θを求める。

4 . 測定結果

　開発した貼り合わせずれ測定装置の性能を評価するた
めに，中心および回転ずれ量測定の再現性を評価した。
表 1 に中心ずれ量を10回測定した結果を示す。EGmaxは，
貼り合わせウェーハの円周上においてEGの測定値が最
も大きかった角度の測定値と，その再現性である。ここ
で，上下ウェーハの直径が異なるため，中心ずれ量測定
結果より得られるX, Yのずれ量とは一致しないことを述
べておく。EGmaxの測定再現性は， 1σで0.1μmであっ
た。中心ずれ測定の再現性は，X方向について0.08μm，
Y方向については0.04μmであった。
　実験機を用いて回転ずれ量を10回測定した結果を
表 2 に示す。⊿θは，各測定値と10回の測定平均値との
差である。測定再現性は 1σで0.6×10－ 5 radであった。
　中心ずれ測定の再現性，および，回転ずれの再現性は
いずれも，目標とする再現性をクリアすることができ
た。

むすび＝輪郭形状測定センサと，断面形状測定センサを
組み合わせた測定ユニットを用いて，貼り合わせられた
2 枚のウェーハの半径値と，中心ずれ量を測定する技術
を開発した。また，中心ずれ測定法より得られる中心座
標，および半径値と，ノッチ位置のずれから，貼り合わ
せウェーハの回転ずれ量を測定する技術を開発した。さ
らに，考案した測定法に基づく測定装置を製作し，貼り
合わせウェーハの中心ずれ量，および回転ずれ量を測定
できることを確認し，中心ずれ量，および回転ずれ量の
測定再現性は，目標値以下となることを確認できた。
　 3 次元積層を行う半導体素子はまだ発展途上であるた
め，生産性向上のため様々な開発が実施されている。現
在，弊社では，エッジプロファイルモニタLEP-2000シ
リーズに，本開発手法を用いた貼り合わせずれ測定機能
をオプションとして搭載した装置を販売している。本開
発測定法を搭載した装置により， 3 次元積層の生産性を
高め，結果としてLSI製品のコストダウンに寄与できる
ことを期待したい。
　
参　考　文　献
1 ） Koji Fujimoto et al. TRANSDUCERS 2009 International. 

p.1877-1880.
2 ） 赤松　勝, こべるにくす. 2006, Vol.15, p.13-15.

表 1  中心ずれ測定結果，および再現性
Table 1  Repeatability for center shift measurements

表 2  回転ずれ測定再現性
Table 2  Repeatability for amount of rotation measurements
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まえがき＝近年のLED市場の急成長に伴い，その基板
材料として使用されているサファイアウェーハの生産量
は急激に増加しており，ウェーハ 1 枚から取得するチッ
プ数を最大化してコスト低減を図る動きが加速してい
る。その中で，ロールオフと呼ばれるウェーハエッジ付
近の形状管理が重要となっている。
　㈱コベルコ科研（以下、当社という）は，このような
要求を受け，サファイアウェーハ市場向けにシャックハ
ルトマンセンサを用いたエッジロールオフ測定装置を開
発した。シャックハルトマンセンサとは，マイクロレン
ズと呼ばれる微小なレンズが 2 次元配列された光学素子
を使用して 1 枚の撮像データを解析することにより，光
路の変化を捕らえる光学技術である。例えば，反射式天
体望遠鏡に使用される反射鏡のひずみなどによる光路変
化を補正する技術として応用されている 1 ）。このシャッ
クハルトマンセンサと当社保有のエッジ面取り形状測定
技術とを組み合わせることにより，サファイアウェーハ
のロールオフ値の定義に対応した測定を実現した。
　本稿では，ロールオフの概略と開発した装置の測定原
理，構成および測定例を紹介する。

1 . ロールオフの評価方法

　ウェーハのエッジ部断面図を図 1 に示す。一般的にエ
ッジから数mm幅のウェーハ外周領域では，内側の領域
に比べて平坦（へいたん）度が悪くなる傾向にあり，ウ
ェーハ外周領域では図 1 の「エッジ部拡大図」に示した
ように表面形状の緩やかな変化が見られる。ロールオフ
とはこのようなウェーハ外周領域の形状変化を示し，主
にスライス工程や研磨工程などのウェーハ加工時に発生
すると考えられる。ウェーハ面の外縁に向かうに従って

形状が垂れる場合が多いが，加工条件によっては盛り上
がった形状となる場合もある。
　 こ の ロ ー ル オ フ の 評 価 値 と し てROA（Roll Off 
Amount）がM. Kimuraらによって提案されている 2 ）。
彼らは基準とされるエッジ点から 3 mm以上内側を十分
平坦と想定しており，測定した形状の 3 ～ 6 mmの領域
で最小二乗直線を求め，その直線と基準エッジ点から
1 mm内側位置での形状の差をROAと定義している。た
だし，基準エッジ点はシリコンウェーハとサファイアウ
ェーハで異なり（図 1 ），シリコンウェーハでは物理エ
ッジ（図 1 ：Physical edge）が基準エッジ点とされて
いる。これに対し，サファイアウェーハでは，面取り部
とウェーハ表面との交点であるウェーハエッジ（図 1 ：
Wafer edge）が基準エッジ点とされている。

サファイアウェーハ向けエッジロールオフ測定装置
Edge Roll-off Measuring System for Sapphire Wafers

■特集：ものづくり	 FEATURE	:	MONODZUKURI	(Art	of	Design	and	Manufacturing)

（技術資料）

The production of sapphire wafers has been increasing rapidly with the recent growth of the LED 
market. To improve the yield of chips, it is necessary to control the shapes of the wafer edge, called "edge 
roll-off." This paper introduces the principles of measurement, construction and performance for an edge 
roll-off measuring system, "SEPR-1600," which was recently developed for the sapphire wafer market. 
This system combines a shape measurement device of a Shack-Hartmann type with a conventional edge 
profile monitor to realize a higher throughput, lower cost and smaller equipment size compared with 
the conventional monitor. It has been confirmed that this new system achieves high accuracy, with its 
measurement results matching those obtained by a contact type measurement. The measured values of 
roll-off fall within a standard deviation of 5.6nm, verifying the system's high repeatability.

妹尾和宜＊1

Kazuyoshi	SENOO
田原和彦＊1

Kazuhiko	TAHARA
甘中将人＊2

Masato	KANNAKA

＊ 1  ㈱コベルコ科研　LEO事業本部　技術部　＊ 2  技術開発本部　生産システム研究所　

図 1  ウェーハのエッジ部断面図及びロールオフの定義
Fig. 1  Edge part cross section of wafer and definition of roll-off



120 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 64 No. 2（Oct. 2014）

2 . シャックハルトマン式測定法の原理と特徴

　図 2 にシャックハルトマン式ロールオフ形状測定法
のシステム構成を示す。光源から放射した光はビームエ
キスパンダを通して平行光にした後，ビームスプリッタ
により下方のウェーハ面に照射される。ウェーハ面によ
り反射した光は，ビームスプリッタ，マイクロレンズア
レイを通過し，CCD撮像素子上に集光されて輝点が生
成される。図 3 にシャックハルトマン式測定法の原理図
を示す。マイクロレンズアレイは直径150μmのレンズ
がレンズ直径の間隔で格子状に等間隔で配列された光学
素子である。平行光が理想的に平坦なウェーハ面（参照
面）で反射した場合，マイクロレンズアレイを通過する
ことによりCCD撮像素子上に等間隔の反射光スポット
が集光される。一方，平行光がウェーハエッジ付近のロ
ールオフ部で反射した場合，ロールオフ部の面形状の傾
きによって反射方向が変わり，マイクロレンズアレイを
通過すると参照面のスポット位置よりずれた位置に集光
される。図 4 のように，ウェーハエッジを原点としてウ
ェーハ径方向をx軸とし，x軸方向のマイクロレンズア
レイのn番目のレンズについて考える。x軸の垂線mnと
ウェーハ面による反射光路とのなす角をθ（xn），CCD撮
像素子上の基準点からスポットまでの距離をan，CCD
撮像素子からマイクロレンズアレイまでの距離Lとする
と，次式が成り立つ。
　　

　ウェーハ面における接線と水平方向とのなす角である
表面角度φはウェーハエッジからの距離x'nに依存し，次
の式により求められる。
　　

この表面角度φ（x'n）を基準のレンズからn番目のレンズ
まで次の式により積算することで，x'nの位置でのウェー
ハ面の変位量Φ（x'n）が求められる。
　　

ここで，ウェーハとマイクロレンズアレイとの間の距離
をDとすると，x'nは次の式から求められる。
　　
　装置構成において，測定ステージ面からレンズアレイ
までの距離を一定とした場合，ステージ上にウェーハを
置くと，厚さによって距離Dは変化する。後述のエッジ
プロファイル測定により，ウェーハの厚さを測定するこ
とができ，距離Dの値を求めることができる。ウェーハ
のロールオフ形状は，上記x'nを横軸，Φ（x'n）を縦軸とし
てプロットすることにより得られる。
　このシャックハルトマン式測定法の特徴は，測定面が
鏡面であれば材質に依らず非接触測定が可能であること
と， 1 枚の撮像データを解析してロールオフ形状を導出
できるため，短時間でのデータ取得ができ，除振台など
による除振対策の必要がないことである。

3 . エッジ基準点の決定

　ロールオフ値（ROA）を算出するためには基準エッ
ジ点を特定する必要がある。しかし，シャックハルトマ
ン式測定法により得られた画像は離散的な輝点の点列と
なるため，画像からは基準エッジ点を精度よく特定する
ことができない。エッジ面取り形状はウェーハによって
多種多様であり，面取りがラウンド形状のウェーハでは
ウェーハエッジの判断が困難である。そのため，基準エ
ッジ点の特定には，シャックハルトマン式測定法とは別
の手法でウェーハごとの面取り形状の測定・解析を行う
必要がある。

tanθ（xn）=
an

L

φ（x′n）=
θ（xn）
2

Φ（x′n）= φ（x′k）－（x′k－x′k－1）
n

k=1

x′n=xn＋D tanθ（xn）
図 4  CCD画像からのロールオフ形状算出方法

Fig. 4  Method for calculating roll-off profile from CCD image

図 3  シャックハルトマン式測定法の原理図
Fig. 3  Principle of Shack-Hartmann type metrology

図 2  シャックハルトマン式測定の構成図
Fig. 2  Composition of Shack-Hartmann type measurement
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　本装置では，シャックハルトマン式測定法の光学系に
加えて，エッジ面取り形状測定法（エッジプロファイル
モニタ）の光学系を配置することにより，基準エッジ点
を特定できる構成となっている。エッジプロファイルモ
ニタの原理を図 5 に示す。LED光をエッジ部に照射し，
その陰影の画像をCCDカメラにより撮像する。この画
像を処理することによって図 6 のようにエッジ形状の
各寸法が測定できる。これにより基準エッジ点（物理エ
ッジ，ウェーハエッジ）を特定でき，シャックハルトマ
ン式測定法による測定結果と位置座標を合わせることに
より，サファイアウェーハを対象としたロールオフ形状
の定量評価を可能とした。

4 . ロールオフ測定装置

4. 1　装置仕様
　装置例としてロールオフ測定機能付エッジプロファイ
ルモニタSEPR-1600の外観写真を図 7 に示す。675（W）
×650（D）×330mm（H）の卓上タイプであり，対象ウェ
ーハサイズは標準でφ100～200mmであるが，オプショ
ンによりφ300mmまでの拡張が可能となっている。ウ
ェーハは測定ステージのピンで位置決めされ，パソコン
制御により自動でロールオフ形状とROA，エッジ面取
り形状のそれぞれの測定結果が出力される。
　 表 1 に 本 装 置 の 仕 様 を 示 す。ROAの 再 現 性 は σ
<30nmである。また，エッジ面取り形状測定を含めた
ロールオフ形状の測定を 1 ラインあたり 5 秒で測定でき
る。
4. 2　測定例と性能
　サファイアウェーハを測定したロールオフ形状測定デ
ータの例を図 8 に示す。このデータのROAは571nmで

ある。本装置のデータ表示画面では，ROAの算出条件
（平坦とする領域，ROA抽出位置，エッジの定義）を任
意に変更し，再計算を可能としている。
　図 9 に本装置で測定したロールオフ形状と従来の接

図 6  エッジプロファイル画像
Fig. 6  Edge profile image

図 5  エッジプロファイルモニタレイアウト
Fig. 5  Edge profile monitor layout

図 9  SEPR-1600と接触式測定器との相関データ例
Fig. 9  Example of correlation data of SEPR-1600 and contact type 

measuring instrument

図 8  ロールオフ形状測定データ
Fig. 8  Measured data of roll-off profile

図 7  ロールオフ測定機能付エッジプロファイルモニタ（SEPR-1600）
Fig. 7  Edge profile monitor with roll-off measurement function 

(SEPR-1600)

表 1  SEPR-1600の仕様
Table 1  Specification of SEPR-1600
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触式形状測定器で測定したロールオフ形状を比較した結
果を示す。測定形状の差は最大22nmであり，測定結果
は一致している。本装置は非接触測定であることから，
サンプルダメージや表面汚染が少ないことや，接触子の
メンテナンスが不要であることなどが特徴である。
　図10に本装置の測定再現性を評価した結果を示す。

図（a）に本装置で10回測定を行った際のロールオフ形状，
図（b）にROAの変動を示す。図（a）では10回の測定
形状が重なっており，図（b）のROAから算出した測定
再現性は5.6nm（標準偏差）となっている。

むすび＝サファイアウェーハ市場におけるロールオフ管
理の要求から，当社ではサファイアウェーハ向けのロー
ルオフ測定装置を開発した。本装置ではシャックハルト
マン式測定法と，当社保有のエッジ面取り形状測定法を
組み合わせることにより，サファイアウェーハのロール
オフ定義に対応した測定を実現した。
　今回紹介した装置はマニュアル機であるが，平坦度や
そり形状などの測定機能と組み合わせて，全自動の多機
能測定装置を提案することも可能である。
　今後，さらに付加価値を高めた装置の提案を通じ，多
様化する市場のニーズに適切に応え，サファイアウェー
ハ製造プロセスの歩留り向上に貢献していきたい。

参　考　文　献
1 ） 鈴木二郎ほか. 光学. 2006, 第35巻, 10号, p.534-541.
2 ） M. Kimura et al. Jpn. JAppl. Phys. 1999, Vol.38, p.38.

図10  10回再現性測定データ
Fig.10  Repeatability for 10 times data
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　近年，船舶分野では国際船級協会連合（IACS）の共
通構造規則（CSR）適用により鋼板が厚板化し，すみ肉
脚長が 6 mmから 8 mm程度に増大している。また，国
際海事機関（IMO）の塗装性能基準（PSPC）適用により，
2 回のストライプ塗装（溶接部などに対し，適正な膜厚
を確保するために行う塗装）およびスプレー塗装が義務
化されている。ただし，規定膜厚の320μmを満足する
場合， 2 回目のストライプ塗装が省略できる。
　従来の水平すみ肉専用フラックス入りワイヤでは，実
施工で安定して得られる脚長は 7 mm程度が限界であっ
た。それ以上の脚長では，上脚止端部アンダカットや下
脚止端部オーバラップ，二段形状になる場合がある。し
たがって，ビード形状によっては塗装性が劣化し，規定
膜厚を確保できないことが懸念されていた。
　そこで，水平すみ肉 1 パス施工で 9 mm程度の脚長が
得られ，上脚止端部アンダカットが小さく，ビード形

状が滑らか（止端形状のフランク角が大きい）で平滑
な（ 二 段 形 状 に な ら な い ） ビ ー ド 形 状 を 呈 す る

「FAMILIARCTM 注）MX-200F」を開発した。

特長
（ 1 ）溶接速度300mm/min程度の大脚長溶接時に滑らか

なビード形状が得られる。上脚のアンダカットも
小さいため，塗装性に優れる（規定膜厚を満足：
表 1 ）。

（ 2 ）プライマ塗布鋼板溶接時の耐気孔性が良好である。
（ 3 ）脚長 5 ～ 9 mmまでの広範囲な溶接が可能である

ため，水平すみ肉溶接施工の高能率化に寄与でき
る（図 1 ）。

（ 4 ）アーク安定性と溶滴移行が良好かつ，ヒューム・
スパッタ発生量も少なく，溶接作業性が良好であ
る。

新 製 品 新 技 術・ NEW	PRODUCTS	AND	NEW	TECHNOLOGIES

塗装性に優れたすみ肉ビード形状を実現したFCW「FAMILIARCTM MX-200F」
澤村直希
溶接事業部門　技術センター　溶接開発部

問合わせ先：溶接事業部門　技術センター　溶接開発部　TEL：（0466）20－3253　FAX：（0466）20－3289

脚注） FAMILIARC（ ）は当社の商標である。

表 1  脚長 8 mm狙いのビード外観およびビード形状

図 1  溶接速度と脚長の関係
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P22 ／ 執筆者の学位（博士）

朴　海洋＊1

Haeyang PAK

朴　海洋＊1(博士(工学))

Dr. Haeyang PAK

P28 ／ 執筆者の所属を示す上付き番号および所属

石野裕通＊1

＊1 エンジニアリング事業部門　新鉄源本部　石炭プロジェクト室

石野裕通＊4

＊4 エンジニアリング事業部門　新鉄源本部　石炭プロジェクト室（現  ㈱神鋼環境ソリューション）

P33 ／ 執筆者の所属を示す上付き番号

長山　展＊1    久山誠二＊3

長山　展＊3    久山誠二＊1

お詫びと訂正

　2014年 4 月23日に発行いたしました「R&D神戸製鋼技報 Vol.64, No. 1 特集：資源・エネルギー」におきまして、
記載に誤りがありました。
　ご愛読いただいている皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下
のように訂正いたします。

誤：

正：

誤：

正：

誤：

正：



■鉄鋼事業部門 鋼　　材：線材，棒鋼，厚板，熱延鋼板，冷延鋼板，電気亜鉛めっき鋼板，溶融亜鉛めっき鋼
板，塗装鋼板，異形棒鋼「デーコン」・「ネジコン」，銑鉄

 鋳 鍛 鋼：舶用部品〔クランクシャフト，機関部品，軸系，船体部品〕，産業機械部品〔型用鋼，
ロール，橋梁部品，圧力容器ほか〕，原子力部品

 チ タ ン：航空機エンジン・機体用部品〔鍛造品，リング圧延品〕，薄板〔コイル，シート〕，箔，
厚板，線材，溶接管，各種チタン材〔高強度用，耐食用，成型用，伝熱用，自動車
マフラー用，ゴルフクラブヘッド用，眼鏡用，建材用，医療材料用〕

 鉄　　粉：粉末冶金用鉄粉，圧粉磁芯用磁性鉄粉，土壌・地下水浄化用鉄粉，カイロ用鉄粉，
脱酸素材用鉄粉，金属射出成形用微粉末

 電　　力：電力卸供給，熱供給

■溶接事業部門 溶接材料：被覆アーク溶接棒，半自動溶接用フラックス入りワイヤおよびソリッドワイヤ，サブ
マージアーク溶接用ソリッドワイヤおよびフラックス，ティグ溶接棒，溶接用裏当材

 溶接システム：鉄骨溶接ロボットシステム，建設機械溶接ロボットシステム，そのほか溶接ロ
ボットシステム，オフラインティーチングシステム，溶接ロボット，溶接電源

 高機能材：脱臭・除湿・オゾン分解・有毒ガス除去，油煙除去など用高機能フィルタ，脱臭・
除湿回収装置

 全　　般：試験・分析・検査・受託研究，教育指導，コンサルティング業務，産業ロボット・
電源・機器の保守点検

■アルミ・銅 アルミニウム板：飲料缶用アルミ板，熱交換器用アルミ板，自動車用アルミ板，磁気ディスク
　事業部門  用アルミ基板，一般材
	 アルミニウム押出材・加工品：形材，管，棒，加工品〔自動車・輸送機用部材，OA機器用部材，

建材，建設用資材〕
	 アルミニウム合金およびマグネシウム合金鋳鍛造品：アルミ鍛造品〔航空機用部品，自動車用

部品，鉄道用部品ほか〕，鋳造品〔航空機用部品など〕，機械加工品〔半導体・液晶
製造装置部品〕

	 銅板・条：半導体用伸銅板条，自動車端子用伸銅板条，リードフレーム
	 銅　　管：空調用銅管，給湯用銅管，復水管，一般銅管

■機械事業部門 タイヤ・ゴム機械：バッチ式ミキサ，ゴム二軸押出機，タイヤ加硫機，タイヤ試験機，タイヤ・
ゴムプラント

 樹脂機械：大型混練造粒装置，連続混練押出機，二軸混練押出機，成形機，光ファイバ関連製
造装置，電線被覆装置

 高機能商品：真空成膜・表面改質装置〔AIP，UBMS〕，検査・分析評価装置〔高分解能RBS
分析装置〕

 圧 縮 機：スクリュ・遠心・往復圧縮機，スクリュ冷凍機，ヒートポンプ，ラジアルタービン，
汎用圧縮機，スクリュ式小型蒸気発電機

 素材成型機械：棒鋼線材圧延機，分塊圧延機，板圧延機，形状制御装置，連続鋳造装置，等方
圧加圧装置（HIP・CIP），各種高圧関連装置，金属プレス

 エネルギー：アルミニウム熱交換器（ALEX），LNG 気化器（ORV，中間媒体式，空温式，温
水式， 冷水式 ），圧力容器，航空宇宙地上試験設備

■エンジニアリング 新鉄源・石炭エネルギー：直接還元鉄プラント，ペレットプラント，製鉄ダスト処理プラント，
　事業部門  新製鉄プラント（ITmk3，FASTMELT），選鉱プラント，改質褐炭（脱水炭）製造
	 原子力・CWD：原子力関連プラント（放射性廃棄物処理・処分），原子力先端設備，原子炉・

再処理機器，使用済燃料輸送・貯蔵容器，燃料チャネル，濃縮ボロン製品
	 	 化学兵器処理に関するコンサルティング・探査・回収・運搬・保管・化学分析・モ

ニタリング・安全管理・無害化処理施設建設および運営業務
	 	 化学剤により汚染された土壌その他の無害化施設建設及び無害化業務
	 	 爆発性物質・難分解性毒性物質の処理施設建設及び処理業務
	 	 汚染された地域の環境回復業務
	 鉄構・砂防：砂防・防災製品〔鋼製堰堤，フレア護岸〕，ケーブル製作架設工事，防音・防振

システム
	 都市システム：新交通システム〔ゴムタイヤ式中量軌道システム，スカイレール，ガイドウェ

イバス〕，駅ホームドア，列車停止位置検知装置，建築限界測定装置（JKシリーズ），
無線モニタリング，無人運転システム，PFI型事業，医療情報システム

主要製品一覧



Iron & Steel Business
 Iron and Steel Products : Wire rods, Bars, Plates, Hot-rolled sheets, Cold-rolled sheets, Electrogalvanized sheets, 

Hot dip galvanized sheets, Painted sheets, Deformed bars, Pig iron
 Steel Castings and forgings : Marine parts (Crankshafts, Engine components, Shafting, Ship hull parts), 

Industrial machinery parts (Forgings for molds, Rolls, Bridge parts, Forgings for pressure 
vessel), Nuclear parts

 Titanium Products :  Parts for jet engines and airframes (Forgings, Ring rolling products), Coils, Sheets, Foils, 
Plates, Wire rods, Welded tubes, Titanium alloys for high strength applications, corrosion 
resistant applications and heat transfer applications, Titanium alloys for motorbikes and 
automobiles exhaust systems, golf club heads, architecture and medical appliances

 Steel Powders :  Atomized steel powders for Sintered parts, Soft magnetic components, Soil and ground water 
remediation, Handwarmers, Deoxidizers, Metal injection moldings

 Independent Power Producer : Wholesale power supply
 
Welding Business
 Welding Consumables : Covered welding electrodes, flux-cored and solid welding wire for semi-automatic welding, 

solid wire and fluxes for submerged arc welding, TIG welding rods, backing materials
 Welding Systems :  Robot systems for welding steel columns, welding robot systems for construction 

machine, offline teaching systems, other welding robots, power sources
 High Functional Materials : Filters for deodorization, dehumidification, ozone decomposition, toxic gas absorption, 

and oil mist elimination; equipments for deodorization, dehumidification
 General :  Testing, analysis, inspection, and commissioned research; educational guidance; consulting; 

maintenance and inspection of industrial robots, power sources, and machinery

Aluminum & Copper Business
 Aluminum and Aluminum Alloy Products : Sheets, strips, plates, shapes, bars, tubes, forgings, castings
 Aluminum Secondary Products : Blank and substrates for computer memory disks, pre-coated materials
 Aluminum Fabricated Products : Construction materials, electronics and OA equipment drums, automotive parts, 

heat exchanger parts, chamber, electrode parts
 Copper and Copper Alloys : Sheets, strips, tubes, pipes
 Copper Secondary Products : Conductivity pipes, inner grooved tubes for air conditioners, Lead frames
 Magnesium castings : Sand mold castings
 
Machinery Business
 Tire and Rubber Machinery : Batch mixers, twin-screw extruders, tire curing presses, tire testing machines, tire & 

rubber plant 
 Plastic Process Machinery : Large-capacity mixing / pelletizing systems, compounding units, twin-screw extruders, 

optical fiber processing equipment, wire-coating equipment, injection-molding machines
 Advanced Products : Surface modification system (AIP, UBMS), inspection and analysis systems(high-resolution 

RBS system)
 Compressor :  Screw compressors, centrifugal compressors, reciprocating compressors, refrigeration 

compressors, heat pomp, radial turbine, standard compressors, micro steam energy generator
 Material Forming Machinery : Bar & wire rod rolling mills, blooming & billeting mills, strip rolling mills, 

automatic flatness control systems, continuous casting equipment, hot isostatic presses, cold 
isostatic presses, various high pressure machinery, metal press machines

 Energy :  Aluminum brazed plate fin heat exchanger(ALEX), LNG vaporizers(Open rack vaporizers, 
Intermediate fluid vaporizer, Hot water vaporizer, Cold water vaporizer, Air-fin vaporizer), 
Pressure vessels, Aerospace ground testing equipment, 

  
Engineering Business
 New Iron･Coal and Energy : Direct reduction plants, Pelletizing plants, Steel mill waste processing plants, New 

ironmaking plants(ITmk3, FASTMELT), Iron ore beneficiation plants, Upgraded brown 
coal

 Nuclear･CWD :  Nuclear plants(radioactive waste processing/disposal), Advanced nuclear equipment, 
Spent fuel storage and transport packaging, Power reactor/Reprocessing plant 
components, Fuel channels

  Chemical weapon destruction(Consulting, search and recovery, Transportation, Storage, 
Chemical analysis, Monitoring, Safety management, CWD plant construction and 
operation), Detoxification of soil and other materials contaminated with chemical agents, 
Destruction of explosive ordnance and persistent toxic substances, Contaminated site 
remediation projects

 Steel Structure･Sabo : Sabo and Disaster Prevention Products(Steel grid sabo dams, Flaring shaped seawalls), 
Cable construction work, Acoustic & vibration absorption systems

 Urban Systems :  Urban transit system (Mass rapid transit system, Automated guideway transit system, 
SKYRAIL, Guideway bus), Platform screen door (PSD), Train stopping place detection 
equipment, Clearance envelope measurement equipment, Wireless monitoring, Automatic 
train control system, Private finance initiative (PFI) business, Medical information system

Business Items
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編集後記
＜特集：ものづくり＞
＊アベノミクスによる円安基調により，
輸出産業での価格競争力は増しています
が，長年の円高および企業のグローバル
化が日本国内製造業の空洞化を助長する
とともに，生産労働人口の減少が懸念さ
れ，将来的な成長戦略を描くためには，
国内では高性能・高品質な製品を継続的
に提供して行くことが必要となっていま
す。これらを実現するためには，製造業
の基礎力である“ものづくり力”が重要
であることが指摘されています。
＊当社におけるものづくりは，現場での
製造技術・製造ノウハウの伝承，製品の
品質管理・保証を行うためのプロセスの
モニタ・制御・システム，より安定な製
造を実現するためのプロセスシミュレー
ションや現象メカニズムの推定から適正
プロセスの設計，より効率的な装置を開
発するための装置設計やその背景となる
シミュレーション技術，ユーザでのもの
づくりをサポートする種々の検査・計測
機器・分析サービスなど，非常に広範囲
な技術分野からなっています。
＊今回の特集号では，これらの当社Gr
の“ものづくり力”に関する種々の技術
の中から，その一端をご紹介致しまし
た。素材系製品としては，製鋼の耐火物
評価技術から，鋳物の凝固寸法変化，鍛

造時の欠陥防止，熱間圧延のパススケジ
ュール設計，スケール欠陥予測，チタン
合金の最終製品特性と鍛造条件，冷間圧
延の圧延形状評価など，当社が取り扱っ
ている幅広い材料・製品に関する技術ト
ピックスをご紹介致しました。また，機
械系製品に関しては，静音設計のための
シミュレーション技術，機械製品に必須
の機械加工，溶接におけるシミュレーシ
ョン技術やそれを用いた高速切削や高品
位溶接設計など適用事例をご紹介しまし
た。さらに，シミュレーションや計測技
術を活用した半導体や電池の評価装置・
評価技術など，ユーザでのものづくりに
活用されている技術についてもご紹介致
しました。今回の特集号を御覧頂き，当
社Grで取り組んでいる“ものづくり”
に関する種々の技術の最新情報を理解し
て頂ければ幸いです。
＊“ものづくり”は，絶え間ない継続と
新たな技術の開発が必要で，当社Grで
は今後も，「ユーザの皆さんに信頼され
る技術，製品，サービスを提供する」と
の企業理念を実現するために，たゆまぬ
努力を続けてまいります。今後とも，当
社Grの技術，製品，サービスに，ご期
待ください。

（前田恭志，井上憲一）

次号予告
＜特集：社会インフラ関連＞
＊当社グループでは，材料と機械分野で
培った技術を核にして，道路，海洋，鉄
道など社会基盤（インフラ）に資する製
品・サービスを提供しています。
次号では，これらの中から技術的に特徴
のあるオンリーワン製品を主体に紹介し
ます。
＊まず鉄鋼材料分野では，橋梁（きょう
りょう）など腐食環境下で使用される溶
接構造用のロングライフ塗装用鋼板，鋼
構造物の疲労寿命を長くするための溶接
材料や溶接工法，鋼板の疲労き裂の進展
を遅らせる延命技術，鉄骨の耐震性向上
のための溶接工法，土壌の重金属を浄化
する鉄粉など，インフラの健全性向上に
貢献する技術を取り上げます。
＊つぎに土木分野では，土石流を防ぐ鋼
製堰堤（えんてい）やグリッドネット，

従来より低い高さで越波を防げるフレア
護岸，新幹線のトンネル緩衝工用の特殊
な吸音板，長大吊橋の主ケーブル防食技
術などユニークな技術を紹介します。
＊さらに，都市交通や医療分野における
システム，1250t吊りの超大型クローラ
クレーンも取り上げる予定です。
＊以上のように，当社グループのインフ
ラ関連の製品・技術は，多方面にわたっ
ており，いずれも独自の技術を核に展開
しているものです。わが国が今後も発展
を続けるためには社会の安全・安心の確
保がきわめて重要であり，インフラの充
実と高機能化が望まれるところですが，
当社グループもこれに貢献すべく努力し
ています。次号が，このような取り組み
をご理解いただける一助となれば幸いで
す。

（中川知和）

≪編集委員≫
　　　委　員　長　　杉　崎　康　昭
　　　副 委 員 長　　中　川　知　和
　　　委　　　員　　相　浦　　　直
　　　　　　　　　　井　上　憲　一
　　　　　　　　　　清　水　弘　之
　　　　　　　　　　中　島　悟　博
　　　　　　　　　　福　中　恒　博
　　　　　　　　　　藤　綱　宣　之
　　　　　　　　　　前　田　恭　志
　　　　　　　　　　三　村　　　毅
　　　　　　　　　　吉　村　省　二
　　　　　　　　　　　＜五十音順＞
　　　本号特集編集委員　　前　田　恭　志
　　　　　　　　　　井　上　憲　一
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「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Vol.64, No.2」お届けの件

変　更　届

㈱神戸製鋼所

秘書広報部

　拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　また平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　このたび、「Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報　Vol.64, No.2」を発行しましたのでお届け致します。

ご笑納のうえご高覧いただきましたら幸甚です。

　なお、ご住所・宛先名称などの訂正・変更がございましたら、下記変更届けに必要事項

をご記入のうえ、ＦＡＸにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬　具

神鋼リサーチ株式会社
Ｒ＆Ｄ神戸製鋼技報事務局　行
ＦＡＸ　078－992－5588
rd-office@kobelco.com
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