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調査目的 
材料ナノテクノロジーの一端を担う量子ビームプロセス技術は、情報通信分野のみ

ならず、革新的部材加工技術の高度化に有用と見なされ重点課題となっている。量子

ビームの代表的なイオンビームを用いた材料・部材の加工技術としては、半導体、デ

バイス材料あるいは分析評価分野では実用化され大きな市場を形成している。しかし

産業用構造部材の高機能化は、付加価値の高い部材については一部実用化されている

が、大半を占める一般的な部材については、まだ多くの課題があり研究開発段階であ

る。本調査では、材料ナノ加工プログラムの中で、イオン、プラズマ、レーザーを含

めた量子ビームプロセスの現状と、今後のニーズに対する技術的課題と部材加工の必

要性、市場性を明らかにし、平成１５年度の新規プログラムにおけるイオン・プラズ

マ利用による加工技術に係わる研究開発の基本計画策定を狙いとした先導調査を実

施したものである。 

 



 

 

はじめに 

バブル期に端を発した我が国の構造的不況は、今日も依然としてその出口を見出

せない状況にある。エネルギーや工業資源の少ない我が国が 21 世紀においても先

進国として世界をリードしていくためには、我が国の知的資源の有効活用こそが最

も重要かつ唯一の答えであるといっても過言ではない。事実、我が国には歴史的に

先達が開拓し、めんめんと受け継がれてきた世界に誇る赫々たる先端的技術が随所

に蓄積されている。 

昨年秋、ご覧になった方も多いと思うが、NHK の人間講座で、ご自身旋盤工でか

つ作家である小関智弘氏による「ものづくりの時代―町工場の挑戦―」の番組放映

があった。大阪や、東京の町工場で科学者の末席を汚す私自身も初めて聞く、ただ

一言“すごい！”というような技術をやさしく紹介したもので、我が国の産業の基

盤をなす金型などの技術などをとおして日本の技術が如何にすばらしい、かつ世界

をリードしているものであるかが如実に理解できたものである。番組では、しかし

ながら、これらの技術のいくつかは、人件費の極めて安いアジア地域で生産される

ようになり、我が国では注文の減少に伴って技術の発展･維持も徐々に困難になり

つつあり、町工場の社長さん達が集まって知恵を出し合い、さまざまな特技を合体

させた新製品の創出についても、前向きに紹介されていた。 

 

本調査の実施目的は、「我が国の産業技術の更なる高度化を目指して、材料ナノ

テクノロジーの一端を担う量子ビームプロセス技術の代表的なイオンビームを用

いた材料・部材の先端的加工技術の現状と、今後のニーズに対する技術的課題と部

材加工の必要性、市場性を明らかにし、平成１５年度の新規プログラムにおけるイ

オン・プラズマ利用による加工技術に係わる研究開発の基本計画策定を狙いとした

先導調査を実施する。」ものであるが、 

もとより、他国よりぬきんでた追随を許さぬ技術を開拓するには、先の町工場の

社長さんたちと同様、我が国が世界を大きくリードしている異分野の研究成果を適

用･融合させることが極めて効果的である。 

 

今回の調査対象の三次元加工技術は、さまざまな高機能薄膜を凹凸の激しい製品

に均質に成膜しようとするものであり、これに必要な高密度プラズマ生成技術は、

我が国が世界を大きくリードしている核融合研究ですでに基本的な技術が開拓済

みのものである。 

我が国の緊喫な産業活性化に貢献するためにも、これらの技術がタイミングよく

産業技術へ移転応用されることが現在最も重要であると考える。関係各位のご理解

と英断を期待したい。 

委員長 吉 川  潔 
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２．３次元イオン注入装置技術の課題 ３４８ 
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３．三次元イオン注入装置について ３５４ 
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Abstract 

This report summarizes the results of leading research on “Advancement and Application of Processing, 
and Nano-surface Modification Technology”. The purpose of this survey of leading research is to 
comprehend whole figure of the ion-photon beam related processes and to clear the gap lying between the 
current technology level and of actual application as one of the world-leading technology we have raised in 
Japan. 

Through this survey research, we are aiming, eventually, at the project proposal through the identification 
of the entire figure of ion-photon beam processing, such as processing technology of the structure part by 
ion beam, surface modification technologies, and laser processing technologies. 

In the first chapter in this report, the historical view of R&D are briefly described, followed in Chapter II 
by the description of history of ion-photon beam technologies, technological needs and requirements for the 
fields of electronics and structure parts, technological issues on the formation of high density plasma, 
development of diagnostics and recycle technologies, feasibility and critical issues on equipments, and 
patents and status of  related foreign activities.  

Throughout the survey research, the followings are newly found out, i.e., 
Plasma-ion process technology draws attention as the actual application technology of ion-beam 

technology (IONICS technology), to the versatile fields of industry, and is greatly expected to provide the 
advanced function, and high quality to fine structure parts dealt with by industries, to prevent from 
de-industrialization, and to create new and innovative industries as well. Particularly, in the metal mold 
industry for manufacturing precision parts, low cost, quick delivery, high quality are essential to cope with 
the international competition. Although application of either low carbon steel or alumina light material of 
easy cutting property and of short delivery could meet these requirements, low wear resistance due to low 
hardness of the latter is the critical issue to be resolved, and improvement of high hardness and high wear 
resistance on the material surface is necessary to achieve the similar level of high hard carbon steel.  

The state of the art, however, has the following critical technological and economical issues to be 
resolved, such as, 

(1) Incapability of coating of thick and dense film of a few tens of microns to the light material in the 
low temperature, 

(2) Necessity of uniform and dense film coating to the precision material in a complicated figure, 
(3) Less cost competitiveness compared with plating or nitride treatment. 

For the solution of these issues, there already exist some seed technologies related to plasma-ion 
processes, which can now enable to some extent, 
(1) Low temperature, uniform film formation to the solid parts of either cylindrical, or uneven simple 

configuration by injecting ions perpendicular to the material surface, 
(2) High density coating by ion injection through nano-fanctional structure technology, 
(3) High speed film formation through direct injection of the plasma ions. 

It is found, however, that the low plasma density achieved at present can hardly accomplish uniform 
and high density film coating onto the material of complicated configuration, consequently leading to the 
incapability of various functional film formation, such as functionally graded film, multi-layer film, super 
functional DLC film, and intermetallic compound. 

In order to achieve these advanced film formation, the following technology developments are 
required, i.e., 
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(1) Development of high density plasma generation, high voltage-current nano pulse control technology, 
(2) Application of the world leading magnetic fusion technologies (high density plasma confinement), 

and of high voltage-current nano pulse control technology developed in the laser fusion technology, 
(3) Integration of both fusion engineering and ion technology, 
(4) Formation of various functional films through the hybrid of gas and metal plasma. 

The survey of this leading research finally summarize, that the above achievements could eventually 
result in the following very promising performances, such as, 
(1) Capability of high function, high quality, and low cost precise metal mold made of cheap and light 

metal, 
(2) Improvement of fuel efficiency through the lightweight and high function (low friction and wear)  

transport machine, and mobile parts, 
(3) Manufacturing of high function and high quality precision parts (bearing, gear, precise screw cutting 

tool, and micro drill), 
(4) Realization of low cost comparable with plating or nitride treatment by high-speed film formation. 

Taking these very positive results into consideration, we are strongly wishing to propose the national 
project on the “Advancement and Application of Processing, and Nano-surface Modification 
Technology” based on the high density plasma for the economical restoration of Japan in the very near 
future. 

 

gure１.Advancement and Application of Processing, and Nano-surface Modification 
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 概  要 

 本報告書は、先導調査研究「加工・構造部材のナノ表面改質技術の高度化と応用に関する調査

研究」において実施された調査報告をまとめたものである。本調査研究では、我が国が世界をリ

ードして培ってきた先端技術の一つとして、量子ビームプロセスの全体像を把握し、現状の技術

レベルと応用分野を明確化するため調査研究を行ったものである。イオンビームを用いた部材の

加工技術、プラズマを用いた表面改質技術、レーザーを用いた部材加工技術など量子ビームプロ

セス全体像を浮かび上がらせ、我が国がなすべき先端的な部材加工プロセスの方向を明確化し、

プロジェクト提案することを狙いにしている。 

 本報告書では、第Ⅰ編で、研究開発の概要を述べ、第Ⅱ編においては、第１～７章にわけ量子

ビーム加工技術の流れから、電子・構造部材の各分野ごとの技術ニーズと必要性、電子・構造部

材に要求される量子ビーム加工技術のシーズ、高密度プラズマ形成のための技術的課題、計測と

リサイクル技術の展開、装置技術の課題と実現性、特許ならびに海外動向等について詳細にまと

めた。 

 調査研究結果をまとめると、次のようなこと判った。 

 プラズマ・イオンプロセス技術はイオン工学を産業と言う目線で捉えた技術でイオン工学の実

用化を図る技術として注目を浴びているが、半導体分野に対して表面改質分野は遅れている。 

 そこで産業界が抱える精密部材の高機能化・高品位化・高生産性を実現し、基盤生産加工技術

の国際競争力を付けて産業空洞化を阻止すると同時に新規・新生産業を創出するものと期待され

ている。 

 特に精密部材を代表する金型産業では低コスト、短納期、高品質が不可欠で、現在国際競争の

真っ直中にある。安価な低炭素鋼、短納期を可能にする易切削性のアルミ軽量材料を採用するこ

とによりこの要求を満足させるが、軟材料であるため摩耗し易いことが問題である。部材の表面

を高硬度にし耐摩耗性を向上させるには難切削性の高硬度炭素鋼並にする必要がある。しかし現

状技術では①軽量材料に数十ミクロンの厚膜を高密着に低温で付けることが出来ない。②複雑形

状を有する精密部材に均一に、高密着に膜を付けることが出来ない。③メッキ、窒化に比較して

コスト競争力がない。と言う技術的大きな問題点を有している。 

 これらの問題点を解決するためのプラズマ・イオンプロセスのシーズ技術としては、①プラズ

マ中のイオンを基材面に垂直に引き込むことによる簡単な立体形状物（円筒、ゆるい凹凸）への

低温、均一注入・成膜技術、②イオン注入によるナノ傾斜構造制御による高密着技術、③プラズ

マ中のイオンを直接引き込むことによる高速成膜技術。等があるが、現在の技術はプラズマ密度

が低いので複雑形状を有する精密部材に均一に、高密着に膜を付けることが出来ず、各種機能膜

（傾斜機能膜、多層膜、超機能DLC膜、金属間化合物）が出来ないことが判った。 

 これを可能にするには下記の技術開発を必要とする。 

①．精密部材に均一注入・成膜するには高密度プラズマ技術、極短高電圧・大電流パルス技術を

開発する必要がある。 

②．世界の先端を走る日本の磁気閉じこめ核融合技術で培われた高密度プラズマ閉じ込め技術、

レーザー核融合で培われたドライバーである高電圧・大電流極短パルス技術の適用化研究開発。 

③．核融合技術とイオン工学技術（イオン注入、機能成膜）の融合技術の開発。 

④．ガスプラズマ、金属プラズマのハイブリッド化による各種機能膜の研究開発。である。 

 これにより得られる成果は 

①．安価な材料、軽量材料を用いた精密金型部品の高機能化、高品位化、低コスト化。 

②．輸送機械・移動体・モバイル部品の軽量化と高機能化（摩擦・摩耗の低減）による燃費向上。 

③．精密部品（軸受け、歯車、精密ねじ工具、マイクロドリル等）の高機能化、高品位化。 

④．高速成膜によるメッキ・窒化並のコスト実現 等とまとめられた。 

 今後、これらの結果を基に別紙の内容例のごとく国家プロジェクトとしての提案を図る。 
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