
フレキシビリティを窮めた
MRF研磨装置の基幹モデル
Q-flexシステムは, MRFの高い加工予測性を踏襲しながら,
モジュール化構造や量産対応プラットホームを採用することで
加工能力の大幅な向上と, 多様化する生産ニーズへの対応
を実現しました. Q-flexは, 難易度の高い球面, 非球面,
自由曲面の加工においてもその真価を発揮します.

フレキシブルな加工技術
MRFヘッド
工具を使わなくてもスピーディにヘッドの交換ができます. また, スパイラル, 
ラスター, 自由曲面ラスターのそれぞれの研磨方法に合わせて, ホイールの
向きの変更も容易です.

MR研磨剤コントロールモジュール（FCM）
モジュール内でMR研磨剤のコントロールが完結しています
ので, MR研磨剤の継時的な変動が少なく, MR研磨剤
の交換もスピーディーです.

QED.NETソフトウェア
バッチ処理モードあるいは試作モードの設定が可能となり, 
オペレーターのスキルに合わせて最適なスループットが得ら
れます.

• ウィザードですべての操作や設定をわかりやすくガイド.
• QED.NETソフトウェアには, 業界標準として注目さ

れているQタイプ多項式の最新技術を搭載.

フレキシブルな構造設計
Q-flexはモジュール化設計されているので,　作業量に合わせた
最適設定により,　作業効率を大幅に向上させることができます.
Q-flexは生産志向の作業環境にも適応します.
MRFヘッドには, 10mm, 20mm, 50mm, 150mmの4種の
ホイール径があり,　加工ニーズによってスピーディに交換できます.
• スポットサイズや凹面試料の曲率半径, 自由曲面の形状

などに応じて, MRFヘッドを選択します.
• スパイラル, ラスター, 自由曲面ラスターのいずれかの研磨

方法を選択し,それに合わせてMRFヘッドを装着します.
• Q-flexに内蔵されているプロービングシステムによってMRF

ヘッドのアライメントが自動的に行われます.

FCMには, 研磨剤デリバリーシステムのハードウェアとソフトウェア
がすべて収納されています.
• FCMが複数台あれば, スピーディにMR研磨剤を交換でき,

ダウンタイムを大幅に短縮することが可能です.
• MR研磨剤は, FCMでもバイパスすることができます.
• クリーニングは簡単です. FCMにはキャスターが付いています

ので,　容易に移動することができます.
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ラスター加工および自由曲面ラスター加工
• 試料サイズ ：約125 x 125mm まで (Q-flex 100)*

 約300 x 300mm まで (Q-flex 300)*
(形状により、より大きな試料でも対応可)

• 試料の外形︓円形、矩形、六角形、楕円 他
ビットマップ定義によるカスタム開口形状

• ラスター研磨モード
- 試料の形状 ：平面, プリズム面, シリンドリカル面
- 最大スロープ︓約90° (シリンドリカル面のみ)

• 自由曲面ラスター研磨モード
- 試料の形状 ︓球面, 非球面, トロイダル面,

軸外し非球面, 自由曲面
- 最大スロープ︓X方向 約90°, Y方向 30-45°

(ホイールによる)

スパイラル加工および自由曲面スパイラル加工
• 試料サイズ  ：約125mmφ まで (Q-flex 100)*

  約300mmφ まで (Q-flex 300)*
• 最大スロープ︓約90°
• 試料の外形 ︓円形
• スパイラル研磨モード

- 試料の形状：平面、球面、非球面
• 自由曲面スパイラル研磨モード

- 試料の形状︓トロイダル面, 軸外し非球面, 自由曲面

技術仕様

Q-flex 100 Q-flex 300
ワーク直径* 5~125mm 5~300mm

スパイラル研磨における
ワーク曲率半径**

150mmホイールの場合：凸半球面～凹105mm   
50mmホイールの場合：凸半球面～凹35mm   
20mmホイールの場合：凸半球面～凹14mm
10mmホイールの場合︓凸半球面～凹 7 mm 

ラスター研磨における
ワーク曲率半径**

150mmホイールの場合：スパイラル研磨の場合の制約
＋表面傾斜度最大30°

50mmホイールの場合：スパイラル研磨の場合の制約 
＋表面傾斜度最大45°

20mmホイールの場合：スパイラル研磨の場合の制約
＋表面傾斜度最大40°

10mmホイールの場合︓スパイラル研磨の場合の制約
＋表面傾斜度最大40°

最大ワーク重量* 2.5kg (レンズホルダ含む） 18.8kg (レンズホルダ含む）

ワーク取付け方法 真空チャック

駆動軸 X, Y, Z, A†, B†, +バーチャル駆動軸

ユーザーインタフェー ス タッチスクリーン付HMI
QED.NETソフトウェア（Windows® 10）

MRF研磨剤 QED製 C10+, C12, D10, D11, D20 および C30に対応

本体寸法 (設置面積） 1.37m (W) x 1.67m (D) 1.88m (W) x 3.23m (D）

最小設置床面積 2.45m (W) x 3.57m (D) 2.84m (W) x 4.32m (D)

本体寸法 (高さ） 2.29m (H) 2.33m (H)

総重量 1,588kg 4,082kg

入力電源 200-220VAC, 50/60Hz
3相+PE (4線), 20A

200-220VAC, 50/60Hz
3相+PE (4線), 30A

圧縮空気 (最小)*** 6 bar, 85 l/min, 乾燥および10μm以下に除塵濾過

仕様は予告なく変更されることがあります. 

* ワークの形状や重量の仕様は概略値であって, あくまでもガイドラインとしての意味合いです. ワークのイナーシャのようなファクター
は定量化するのが困難なため, この範囲外のパーツであってもある条件下では適用可能であったり, この範囲内であってもすべての
条件下で適用可能とは言い切れない場合もあります. この範囲外にあるパーツに関しては, 前もって十分な検討をしていただくか,
QEDにお問い合わせください.
** 半径の範囲は試料の形状およびMRFヘッドの形状に依存します.
*** 3/8” ミニエアチューブ および 1/4“ メスNPTコネクタ（コネクタは、お客様にてご用意願います）
† 利用できる駆動軸は, オプションに依ります。

10mm, 20mm, 50mm, 
150mm の各MRFヘッドの
スピーディな交換が可能です.

"Around-the-Wheel" バー
チャル駆動軸技術を加えること
でフル自由曲面の研磨加工が
可能となりました.

Q-flexの機能

形状補正
　収束性

　形状精度

1回の研磨加工で5-10xの改善
<λ/30-λ/40 (PV) ただし、測定精度による制約あり

表面粗さの改善

　高精度研磨加工 　

　超高精度研磨加工

<1nm rms
<0.5nm rms       （ガラスあるいは単結晶に、それに適応する

MRF研磨剤を使用した場合）
<0.1-0.2nm rms （特定の材料に、高性能MRF研磨剤を使用

した場合）

光学表面の改質 • レーザー損傷に対する耐性向上
• 表面損傷の除去
• 表面応力の除去
• ヘイズの除去および外観改善

微細な形状の創成 • 透過波面エラーの補正
• プリズム頂角エラーの補正
• 薄膜における膜厚変化の補正
• フェーズプレートや補償光学素子の創成

製品性能（Q-flexによる研磨加工実績の例）
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試料のローディング（Q-flex 300）
• 大型で重量のある試料を安全かつ効率よくアライメント

約300mmφ まで (Q-flex 300)*
• 研磨面を上向きにマウントし、センター出しをした後、反転

させながら、研磨位置へ移動します.
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