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精密工学科・講師 関根 務 
 
略歴  
1978.5  埼玉県生まれ  
1997.3  埼玉県立行田工業高等学校  卒業  
2002.3  山口大学工学部機械工学科  卒業  
2004.3  山口大学大学院理工学研究科博士前期課程機械工学専攻  修了  
2004.4  人材派遣会社社員として製造業数社に勤務  
  （主に機械加工，材料検査，品質・生産管理等に従事）  
2006.3  有限会社海老沼製作所（主に金型・自動車部品製作に従事）  
2011.3  東京工業大学大学院理工学研究科  
  博士後期課程機械制御システム専攻  修了  
2011.4  日本大学理工学部機械工学科  助手  
2013.4  現職  
 
担当科目  

精密加工学，熱力学，入門ゼミナール (共担 )，問題発見ゼミナール (共担 )，精密工学実験 2(共担 )，  
基礎製 Fig(共担 )，精密工学特講 (共担 ) 

 
研究活動内容  

1. はじめに  
近年，多軸制御工作機械や複合加工機を利用し，

従来では成し得なかった複雑で付加価値の高い製

品製造への期待が高まっている．数ある加工技術の

中でも，エンドミル切削加工は高品質な機械部品を

精度よく低コストで生産できるため，各産業におい

て製品製造の基幹技術として利用されている．特に

近年，航空機産業で 5 軸制御エンドミル加工の果た

す役割は重要度を増しており，加工後の表面性状と

生産効率という一般にトレードオフの関係にある

両側面からの更なる高度化が望まれている．  
本報では，多軸制御工作機械を用いた加工の高度

化のために，著者がこれまでに取り組んできた研究

について概説する．また，前任校で学生と共に立ち

上げたいくつかの研究についても後述する．  
  
2. 新しい形状表現法 (Modified Local Interpolation)

の提案  
 三次元 CAD(Computer-Aided Design)は，今や製品

設計のスタンダードとなり，大学の授業でも取り上

げられている．CAD において利用されている形状

表現法は大きく分けると二種類ある．一つはパラメ

トリック表現であり，NURBS(Non-Uniform Rational 
B-Spline)や Bézier 表現などがその代表的なもので

あ る ． 他 方 は ポ リ ゴ ン 表 現 で あ り ， S T L ( S t e r e o 
Lithography)形式や細分割曲面 (Subdivision Surface)
がよく知られている．両表現は 3 次元コンピュータ

グラフィックスの分野で盛んに研究されており，パ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Modified Local Interpolation 
 
ラメトリック表現では，少ないデータ量で任意の曲

面を表現可能であるが，幾何学的な計算の取り扱い

が複雑で形状精度の評価が難しい．ポリゴン表現で

は，幾何学的な計算の取り扱いは容易であるが，一

般に膨大なデータ量となり，多くの不完全なデータ

では精度評価のために再構築を要する．このように

両表現はいずれも一長一短である．そこで，両表現

の長所を組み合わせた新しい形状表現法の一つと

して，著者らは Modified Local Interpolation を提案

している 1 )． Fig.1 にその概念図を示す．この形状

表現法では，ポリゴン表現における各頂点での法線

ベクトルを用いることにより，局所的な形状精度を

高めることが可能である．  
 

3. 工具経路生成法の高精度化  
 C A D による形状作成後，そのデータを用いて

NC(Numerical Control)もしくは CNC(Computer NC)
工作機械で所望の形状を得るための加工条件選定
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バ通信の分野では多値変復調技術やディジタルコ

ヒーレント技術などを適用して単位周波数あたり

のデータ量を表す周波数利用効率の向上が追求さ

れていますが、シャノンの通信理論によれば高い周

波数利用効率を得るためには高い信号雑音比（ S/N
比）を得ることが必須の条件となります。光通信に

おける原理的な S/N 比は光パワーに比例するので、
高い S/N 比を得るには高い光パワーを用いること

が最も直接的な方法となるはずです。しかし情報量

の増大に伴って、光ファイバへの入力光パワーが増

大し、“非線形シャノン限界”による伝送容量の限

界が指摘されています  3 )。これは光ファイバの非線

形効果と光増幅器の発生する自然放出光との相互

作用により、光ファイバへの入力パワーを増大させ

ると、一定以上の光パワーではむしろ信号の

比が劣化してしまうというものです。この課題を解

決する技術として PSA の研究を進めています。従
来の光増幅器では理想的な場合でも入力光の S/N
比を半分に劣化させてしまうのに対して、PSA では
理論的には入出力の S/N 比を劣化させない増幅が

可能になります。微弱な電気信号を計測するときに

位相感応検出器 (Phase Sensitive Detector:PSD)を基
本にしたロックインアンプが良く用いられていま

すが、PSA は同様の低雑音増幅を光周波数領域で実
現するものであると言えます。具体的には増幅する

周波数 の光と位相同期した周波数 の励起光を

PPLN 導波路に入射すると上記の周波数混合により
差周波光である周波数の光が発生し、励起光と信

号光の位相差に応じて信号と干渉を起こすため、位

相に応じたパラメトリック利得が得られることに

なります。この増幅器は励起光と位相の合った成分

だけを増幅するために強度雑音が小さく、かつ入力

の位相雑音も低減することが可能になります。これ

までに PPLN 導波路を用いた PSA における低雑音
増幅特性や光ファイバの中継器として用いた場合

の伝送特性の改善効果などが明らかになりつつあ

ります。

波長変換素子の通信応用と並行して上記の中赤

外光源を用いた地球温暖化ガスの高感度センシン

グの研究も進めてきました。近年は電力中央研究所

との共同研究で水耕栽培から発生する N2O の高感

度検出に取り組んできました。農業分野では窒素肥

料により栽培を行いますが、過剰な肥料を与えると

微生物が肥料を分解して温暖化ガスである N2O を

発生してしまうことが問題となっています。N2O の
大気中濃度は 300ppb と CO2 に比べて３ケタほど小

さいのですが、温暖化係数が 300 倍程度あるために
極めて微量な濃度のガスを検出する必要がありま

す。波長変換素子による 4.6m 帯光源を用いたガス
センサを試作し、水耕栽培したトマトから発生する

N2O リアルタイムセンシングを行うことで施肥条

件と N2O 発生の因果関係などが明らかになってき

ました。

４．今後の研究
今後はこれまでの PPLN 波長変換技術の研究成

果等を踏まえて以下の研究を進めてゆきたいと考

えています。

１．光通信ネットワークの大容量化に向けた低雑音

PSA の研究
研究に端緒についたばかりの PPLNを用いた PSA

には多くの課題があります。中でも多値変調信号の

伝送には高い S/N 比が必要ですが、これまでの研究
は２値の位相変調に信号フォーマットが限られて

おり、多値変調フォーマットに対応可能な構成、伝

送信号からの搬送波位相を効率的に抽出する方法、

中継増幅を行った場合の伝送特性に与える影響等

を明らかにしてゆきたいと考えています。

２．光周波数標準の実現に向けた光コムの発生と応

用

マイクロ波等の電気信号で扱える周波数領域ま

ではシンセサイザ等が市販されています。一方で光

の発振器であるレーザの絶対周波数は大きなゆら

ぎを持っており、これが上記の PSA の実現や将来
の光通信の大容量化の課題になると考えられます。

光の絶対周波数の基準となる技術として光の周波

数が櫛状に並んだ光コムと呼ばれる技術がありま

す。光コムの簡便な発生方法や、 PPLN 導波路を用
いた絶対周波数安定化などの研究を進めたいと考

えています。

３．中赤外レーザ光源を用いた高感度ガスセンシン

グ

波長変換により発生する中赤外光源を用いた高

感度ガスセンシングと、その医療応用に挑戦したい

と考えています。総合大学である東海大学に所属し

ているメリットを活かしてホルムアルデヒド等の

シックハウス症候群原因物質のリアルタイムセン

シングとその応用の研究を学内連携を通じて進め

てゆきたいと考えています。

参考文献

1) M. M. Fejer, G. A. Magel, D. H. Jundt, and  R. L.  
Byer,  “Quasi-phase-matched second harmonic 
generation:  tuning and tolerances” IEEE  J. Quantum 
Electron., vol. 28, pp. 2631-2654, Nov. 1992.  
2) M. Asobe, T. Umeki, and O. Tadanaga, “Phase 
sensitive amplificat ion with noise figure below the 3 
dB quantum limit using CW pumped PPLN 
waveguide” Opt. Express 20, pp.13164 -13172 (2012) 
3) A. Bononi, P. Serena, N. Rossi, “Nonlinear 
signal-noise interactions in  dispersion-managed links 
with various modulation formats,” Optical Fiber 
Technology, 16, 73-85, (2010).

東海大学紀要工学部
vol.53,No1,2013,pp.115-116

新任教員紹介



偶数ヘッダー 

 ― 2 ― 

や工具経路生成が行われる．このような計算機を援

用 し た 生 産 準 備 全 般 を 取 り 扱 う プ ロ セ ス は

CAM(Computer-Aided Manufacturing)と呼ばれ，近代

ものづくりの発展に大きく貢献してきた．冒頭でも

触れたが，エンドミル切削加工後の表面性状と生産

効率は一般にトレードオフの関係となるが，工具経

路生成時に表面性状と生産効率を考慮した適切な

条件を選定することで，両側面をバランスさせるこ

とが可能となる．著者らは，ボールエンドミルによ

る自由曲面加工のために新しい工具経路間隔決定

式を提案してきた 2 )． Fig.2 に自由曲面加工の一例

を示す．提案した式では図中の工具経路間隔 (Pa th 
interval)を適切に定めることで両側面を制御可能で

あり，さらに計算効率も高いことを報告している． 
 

4. 加工面性状の幾何学的解析  
 多軸制御工作機械や複合加工機などの開発が契

機となり，それらを用いた付加価値の高いものづく

り技術の台頭が望まれている．例えば，付加価値の

高いものづくり技術の一つとして，多軸制御エンド

ミル加工による機能性表面の生成が考えられる．一

方で，送り速度，工具回転数および工具姿勢などの

加工条件と，それらの条件下で生じる加工面性状と

の因果関係は未だ明瞭でない．これらの関係性が明

らかとなれば，CAD/CAM による生産準備段階にお

いて，所望の機能性表面をデザインできる．著者ら

は，エンドミル切削加工後の表面性状の幾何学的解

析法を新たに構築し，加工条件と表面性状の関係に

ついて検討してきた 3 )． Fig.3 に解析によって得ら

れた加工面性状を示す．また，ここまでに述べた研

究は工作機械に関する財団から研究助成を受ける

こととなり，自らもこれらの研究の更なる進展に期

するところ大である．  
 

5. 新たな研究展開に向けて  
 これからの研究を見据えて，著者はこれまでに学

生達と新たな研究を立ち上げてきている．そのすべ

ては紙面の都合上紹介できないが，特に印象深いも

のをここに取り上げる．ここで，文面だけとなり誠

に恐縮ではあるが，各研究の概念図については割愛

せざるを得なかったことを追記しておく．  
まずは，微細加工に関する研究である．この研究

では FIB(Focused Ion Beam) System を用いた． FIB
を用いた微細加工の研究は様々なものが報告され

ているが，FIB system の加工特性についてはほとん

ど調べられていない．そこで，筆者らは，微細な直

線溝加工と円形溝加工を行うことで，FIB system の

加工特性について調査し，得られた特性を考慮する

ことで，より正確な微細加工が可能であることを報

告した．なお，この研究は学術講演会で見事に優秀

講演賞に選出されている．  
 次は設計過程の創発知識に関する研究である．こ

の研究は，モバイル機器を用いた生産支援システム

構築のための基礎研究として立ち上げたものであ

る．特に設計工学に関する研究を始めた背景には，

著者が当時担当していた設計製図の授業の中で，学

生に言葉だけのコミュニケーションでは伝えきれ

ない情報をタブレット端末などのモバイル機器と

ネットワーク技術を介して何とか伝えたいという

切実な思いがあった．この研究はモバイル機器を利

用した教育支援として，設計製図教育に限らず成果

を展開させることができると考えている．  
 以上，著者がこれまでに取り組んできた研究につ

いて概説した．浅見かもしれないが，東海大学はい

ろいろな可能性に満ちていると思う．浅学寡聞ゆえ

に，皆様からご指導・ご鞭撻を賜り，浅見が先見と

なるように精進していきたい．  
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Fig.2 自由曲面加工  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 加工面性状の解析結果  

Path interval
Ball-end mill 

Tool Path 

Designed shape

－ 116－

新任教員紹介


