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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定物の三次元形状を測定する形状測定装置であって、
　前記被測定物の表面に接触するプローブと、
　前記プローブの前記被測定物に対する押し付け圧を制御する制御部と、
　前記制御部にて、前記プローブの押し付け圧の制御へのメカ共振周波数による影響を低
減するために用いるフィルタのフィルタパラメータを設定するフィルタ設定部と、
　前記被測定物の表面と前記プローブとの接触位置を制御する駆動部と、
　前記接触位置における、前記被測定物の表面と前記プローブとの接触角および接触方向
を取得する取得手段と、
を有しており、
　前記フィルタ設定部は、
　　前記被測定物の表面と前記プローブとの前記接触角および接触方向と、前記フィルタ
パラメータとを対応づけたフィルタテーブルを備え、
　　前記取得手段にて取得した前記接触角および接触方向と前記フィルタテーブルとに基
づいて、前記フィルタパラメータを設定することを特徴とする形状測定装置。
【請求項２】
　前記フィルタテーブルは、前記被測定物の表面と前記プローブとの前記接触角および接
触方向と、前記プローブの押し付け圧の制御への前記メカ共振周波数による影響を低減さ
せるフィルタパラメータとを対応づけたテーブルであることを特徴とする請求項１に記載
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の形状測定装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記接触位置における、前記被測定物の表面に対する前記プローブの押
し付け圧が一定となるよう制御することを特徴とする請求項１または２に記載の形状測定
装置。
【請求項４】
　前記メカ共振周波数の特性を予め得る周波数特性計測器を更に備えることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載の形状測定装置。
【請求項５】
　前記周波数特性計測器は、ＦＦＴアナライザであることを特徴とする請求項４に記載の
形状測定装置。
【請求項６】
　前記ＦＦＴアナライザは加振器を備えていることを特徴とする請求項５に記載の形状測
定装置。
【請求項７】
　被測定物に対するプローブの押し付け圧を制御し、前記プローブを前記被測定物の表面
で走査させて、前記被測定物の三次元形状を測定する形状測定方法であって、
　予め前記被測定物の表面と前記プローブとの接触角および接触方向と、前記プローブの
押し付け圧の制御へのメカ共振周波数による影響を抑制するために用いるフィルタのフィ
ルタパラメータと、を対応づけたフィルタテーブルを用意しておき、
　前記プローブの走査位置における、前記被測定物の表面と前記プローブとの前記接触角
および接触方向を取得し、
　取得した前記接触角および接触方向と前記フィルタテーブルとに基づいて前記フィルタ
パラメータを設定し、前記プローブの押し付け圧を制御することを特徴とする形状測定方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は接触式三次元形状測定装置及びプローブ制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　接触式のプローブを被測定物に対して接触させつつ走査するとともにプローブの三次元
的な位置を計測することで、被測定物の形状を計測する形状測定装置が知られている。こ
のような形状測定装置では、プローブの移動に伴う形状測定装置の機械共振の影響で振動
的な測定誤差が生じるという問題がある。このため、従来では例えば、ハイカットフィル
タや、ノッチフィルタ等のフィルタを適用することで測定誤差を低減させていた。従来の
形状測定装置の制御システムとしては、例えば特許文献１に記載されているような測定器
がある。その構造を図８に示す。図８において、ホストコンピュータは測定機本体を制御
するためのものであり、駆動制御部と測定値取得部とフィルタ装置とを備える。フィルタ
装置は測定値取得部にて取得される測定値にデジタルフィルタを適用して測定機本体のメ
カ共振周波数特性に基づく測定誤差の影響を低減する。フィルタ装置はパラメータ取得部
と、フィルタ設計部と、フィルタ処理部とを備える。
【０００３】
　パラメータ取得部は、プローブの種類、測定位置、測定機の姿勢、及び被測定物に対し
て付加する測定力に代表される測定条件など、測定機本体のメカ共振周波数特性を変化さ
せる条件を取得する。測定機本体のメカ共振周波数特性は、このようにプローブの種類や
測定条件等によってメカ共振周波数特性が変化する。
フィルタ設計部は、パラメータ取得部にてプローブの種類や測定条件等に基づいて、測定
機のメカ共振周波数特性の変化に追従するデジタルフィルタを設計する。フィルタ処理部
はフィルタ設計部にて設計されたデジタルフィルタを測定値取得部にて取得される測定値
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に適用する。
【０００４】
　このような構成で、測定条件に応じて変化する測定機のメカ共振周波数特性を推定し、
推定した測定機のメカ共振周波数特性の変化に追従するフィルタ処理をすることで測定誤
差を低減させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－３８７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載の従来例では、プローブの種類、測定位置、測定機の姿勢、被測
定物に対して付加する測定力などの測定条件に応じて変化する測定機のメカ共振周波数特
性の変動には対応できる。
【０００７】
　しかしながら、測定機のメカ共振周波数の影響を受けて発生する制御振動に関してプロ
ーブと被測定物との傾斜角度及び方向によってＸＹ方向の制御振動がＺ方向であるプロー
ブ押付け方向の制御振動に加わることへの対応は困難である。
【０００８】
　測定機のメカ共振周波数特性に起因するプローブ押付け方向の周波数特性及び振幅特性
、つまり制御振動特性は、プローブと被測定物との接触位置及び接触角度に依存して変化
する。そのような特性を持った制御振動がプローブ押付け方向へ加わった場合、プローブ
押付け圧に偏差が発生する。
【０００９】
　このプローブ押付け圧の偏差が発生することに関係する以下のような問題点がある。プ
ローブ制御系によってプローブを被測定物に対して押し付け圧を一定に保ちながら被測定
物の表面形状に応じて速やかに移動制御する。しかしながら、連続的に被測定物表面を走
査する場合にプローブ押し付け圧が変化することでプローブ押付け圧の偏差が発生して、
プローブ押付け圧の変化に伴って被測定物の表面形状の変化や変形、プローブの倒れとい
った姿勢の変化、及びプローブの変形が生じる。プローブの位置をもって被測定物表面の
形状とする三次元形状測定装置では、被測定物の表面形状の変化や変形、プローブの姿勢
の倒れといった姿勢の変化及びプローブの変形が直接的に測定精度を低下させてしまう。
【００１０】
　制御振動に対しては帯域阻止フィルタが有効であるが、周波数及び振幅を固定にしてフ
ィルタを設計するため、特性が変化する制御振動に対しては効果が薄い。
【００１１】
　本発明の目的は傾斜角に依存して測定機のメカ共振周波数特性が変化する条件下でもプ
ローブ制御の押付け圧の偏差を発生させることなく、また偏差振幅が小さくするよう安定
的な制御にすることで、測定機の測定精度への影響を最小限に抑えることである。
【００１２】
　さらに被測定物の傾斜角に依存して周波数特性・振幅特性が変化する制御振動に対応し
た追従型のフィルタ処理をすることでプローブ偏差の発生を抑え、直接的に測定誤差を低
減させることのできる接触式三次元形状測定装置及びプローブ制御方法を提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の接触式三次元形状測定装置は、接触式プローブで被測定物の表面を走査するこ
とによって前記被測定物の三次元形状を測定する接触式三次元形状測定装置であって、被
測定物に対する前記接触式プローブの押し付け圧を制御するプローブ制御部と、前記制御
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部の制御に応じて押し付け方向に前記接触式プローブを移動させるためのステージを駆動
するガイドと、前記ステージの位置を検出する変位計と、メカ共振周波数特性を予め得る
周波数特性計測器と、メカ共振周波数による制御振動を抑えるフィルタ装置と、前記被測
定物の傾斜情報を得る手段と、前記被測定物の傾斜情報と前記メカ共振周波数特性から傾
斜に応じたフィルタパラメータを得る手段と、前記フィルタパラメータを前記フィルタ装
置に設定する手段と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明のプローブ制御方法は、接触式プローブで被測定物の表面を走査すること
によって前記被測定物の三次元形状を測定する三次元形状測定装置において前記接触式プ
ローブを制御する、プローブ制御方法であって、被測定物に対する前記接触式プローブの
押し付け圧を制御すること、前記制御工程での制御量に応じて押し付け方向に前記接触式
プローブを移動させるためのステージを駆動すること、前記ステージの移動量を検出する
こと、予め得たメカ共振周波数特性を基に、メカ共振周波数による制御振動をフィルタ装
置によって抑えること、前記被測定物の傾斜情報を得ること、前記被測定物の傾斜情報と
前記メカ共振周波数特性から傾斜に応じたフィルタパラメータを得ること、得られた前記
フィルタパラメータを前記フィルタ装置に設定することを備え、それにより前記メカ共振
周波数の制御振動を抑制することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明のプローブ制御方法によれば、予め角度情報及びスキャン
制御系のＸＹ位置指令情報を基にプローブ制御部がプローブと被測定物との接触角度及び
接触方向を把握できる。
【００１６】
　それによって、メカ共振周波数の影響を受けて発生するプローブ制御振動を帯域阻止す
る帯域阻止フィルタを設定することができる。さらにプローブと被測定物との接触角度及
び接触方向の変化に伴う制御振動周波数及び振幅の変化に追従した帯域阻止フィルタを設
定してプローブ制御が可能となる。それにより、プローブと被測定物との接触角度及び接
触方向の変化に伴う制御振動を常に抑制するので、従来よりも更にプローブ制御のロバス
ト性が向上し、測定機の形状測定データ誤差を低減する効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例に係るプローブ制御方法の制御ブロック図である。
【図２】接触式三次元形状測定装置と接触式プローブの構造を示す俯瞰図である。
【図３】接触式三次元形状測定装置と接触式プローブの構造を示す概略側断面図である。
【図４】接触式三次元形状測定装置と接触式プローブ位置計測方法の構造を示す俯瞰図で
ある。
【図５】接触式三次元形状測定装置のメカ共振周波数特性を取得可能とする構造の側断面
図とメカ共振周波数を示すグラフである。
【図６】接触式プローブおよび被測定物のモデルとプローブ接触角度および接触方向変化
の様子を示す概念図である。
【図７】接触式三次元形状測定装置のプローブ制御周波数特性を取得可能とする構造の側
断面図とプローブ制御周波数特性を示すグラフである。
【図８】従来の形状測定装置の制御システムブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明を適用できるプローブ制御方法の制御ブロックである。図１において、
プローブ制御ブロック１１はフィルタ設定部１２とプローブ制御部１３で構成されている
。
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【００２０】
　プローブ制御方法は、後述する接触式三次元形状測定装置２００に適用可能である。フ
ィルタ設定部１２は、ＸＹスキャン軸制御装置１２１が指令するスキャン方向位置指令の
Ｘ方向指令１２２とＹ方向指令１２３と測定管理装置１２４の被測定物の傾斜情報が保持
する被測定物の傾斜角を入力するのに適用可能な傾斜演算部１２５を備える。被測定物の
傾斜情報は、傾斜角度及び傾斜方向を含む。
【００２１】
　フィルタ設定部１２は、さらにＸＹＺ方向によって振幅成分および周波数成分が異なる
メカ共振周波数をＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向それぞれに帯域阻止できる帯域阻止フィルタの
パラメータを保持するフィルタテーブル１２６を備える。
【００２２】
　フィルタテーブル１２６について、複数のメカ共振周波数を同時に帯域阻止するために
、複数の帯域阻止フィルタ（バンドストップフィルタ、帯域除去フィルタとも称する）の
パラメータをフィルタテーブル１２６の一パターンに持たせることも可能である。フィル
タテーブル１２６は、後述する接触式プローブ２２８と被測定物２６との接触角度及び接
触方向によって変化するメカ共振周波数を最適にした状態で、帯域阻止可能な帯域阻止フ
ィルタのパラメータをＸＹＺ方向と傾斜角度および傾斜方向でパターン化して保持してい
る。
　以下、本発明の実施形態では「フィルタパラメータ」の語は、例えば帯域阻止フィルタ
における阻止帯域など、フィルタ装置におけるフィルタリング機能の設定値を指す用語と
して説明を行う。
　なお、上述の先行技術１における「パラメータ」の語は、プローブの種類、測定位置、
測定機の姿勢、及び被測定物に対して付加する測定力に代表される測定条件など測定機本
体のメカ共振周波数特性を変化させる条件を指している点で全く異なる。
【００２３】
　帯域阻止フィルタのパラメータ取得及び前記パラメータのパターン化に際しては、接触
式三次元形状測定装置２００のメカ共振周波数の特性を予め測定・分析してフィルタパラ
メータを得ることが必要である。
【００２４】
　プローブ制御部１３は、現在のプローブ押付け圧を測定するのに適用可能なスケール（
ＳＣＬ）１３１とスケール１３１の値をディジタル値へ変換する変換部１３２、ディジタ
ル値に変換された現在のプローブ押付け圧１３３をフィードバックするフィードバックル
ープを備える。
【００２５】
　プローブ制御部１３は、さらに現在のプローブ押付け圧と目標プローブ押付け圧１３４
からプローブ押付け圧偏差１３５を得る減算器１３６を備える。プローブ制御部１３は、
プローブ押付け圧偏差１３５からプローブ押付け圧操作量１３７を演算するのに適用可能
なプローブ操作量の制御演算部１３８を備える。プローブ制御部１３は、プローブ押付け
圧操作量１４０から特定のメカ共振周波数を低いレベルに減衰させる帯域阻止フィルタ処
理をするフィルタ部１３９をさらに備える。
【００２６】
　フィルタ部１３９は、傾斜演算部１３８によってＸＹ方向指令パルスと被測定物情報か
ら求められるプローブと被測定物２６との接触傾斜角度及び傾斜方向を基に最適な帯域阻
止フィルタのフィルタパラメータをフィルタテーブル１２６から選択する。
【００２７】
　フィルタ部１３９により選択された帯域阻止フィルタパラメータを、プローブ制御開始
前にフィルタ部１３９に設定し、プローブ制御部１３の制御ループ内でフィルタ処理をさ
せる。
【００２８】
　本発明のプローブ制御方法を適用可能な接触式三次元形状測定装置２００においては、
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ＸＹスキャン動作時にＸ方向指令値、Ｙ方向指令値からプローブと被測定物２６との接触
傾斜角度および接触傾斜方向を算出する。例えば接触傾斜角度および接触傾斜方向によっ
てメカ共振周波数が変化した場合でも、その変化に追従する。
【００２９】
　プローブ制御部１３は、フィルタ部１３９によってフィルタ処理されたフィルタ処理後
のプローブ押付け圧操作量１４０をアナログ変換処理する変換部１４１と、ステージ操作
量１４２を生成するのに適用可能なアンプ１４３を備える。接触式プローブ２２８を押し
付け方向に移動させるためのステージを操作して得られるステージ操作量１４２を接触式
プローブ２２８が取り付けられたＺ軸に伝えることで一定のプローブ押付け量を制御する
ことが可能なアクチュエータ（Ｍ）１４４を備える構成となっている。
【００３０】
　Ｘ方向指令値、Ｙ方向指令値からプローブ２２８と被測定物２６との接触傾斜角度およ
び接触傾斜方向を算出するタイミングは、例えばリアルタイムに行ってもよい。
【００３１】
　帯域阻止フィルタをフィルタ設定部１２のフィルタテーブル１２６からプローブ制御部
１３のフィルタ部１３９に設定するタイミングは、例えばリアルタイムに行ってもよい。
【００３２】
　図２及び図３は、本発明を適用及び本発明のプローブ制御方法の効果を確認可能な接触
式三次元形状測定装置と接触式プローブの構造を示すものである。図２は、本発明の実施
形態となる３次元形状測定装置の構成を示す斜視図であり、図３は、図２の概略側断面図
である。 
【００３３】
　図２及び図３において、３次元形状測定装置２００の基部を構成する除振台２１５ａ,
２１５ｂ,２１５ｃ上には、装置全体の基台となるベッド２１６が配置され、これらの除
振台２１５ａ,２１５ｂ,２１５ｃにより３ヶ所で支持されている。この構造により床面の
微小制御振動は減衰し、ベッド２１６までは伝わらない。 
【００３４】
　ベッド２１６はベース定盤２１を支持するための支持面２４４を有し、この支持面２４
４上の３ヵ所の支持点においてベース定盤２１を支持する。第１の支持点はベース定盤２
１の底面と支持面２４４の両方に略円錐形状の窪み２４５を設け、球２４７ａを挟む。第
２の支持点は、第１の支持点を通るＹ軸に平行な直線上に位置し、ベース定盤２１の底面
と支持面２４４の両方に、Ｙ軸の方向に稜線の方向を一致させた略３角柱形状の窪み２４
６を設け、球２４７ｂを挟む。第３の支持点は、第１及び第２の支持点からＸＸ軸方向に
所定距離だけ離間した位置にあり、ベース定盤２１の底面と支持面２４４の両方の平面の
間に球２４７ｃを挟む。  
【００３５】
　この構成により、第１の支持点においてはＸＹＺ方向を拘束し、第２の支持点において
はＸＺ方向を拘束し、第３の支持点においてはＺ方向を拘束する。ここで、ベッド２１６
が変形し、３つの支持点間の距離が変化した場合を考える。第１の支持点と第２の支持点
間の距離の変化に対しては、第２の支持点に配置された球２４７ｂが３角柱形状の窪み２
４６に沿って移動するため、ベース定盤２１には、ベッド２１６の変形によって引き起こ
される不要な力が伝達されない。
【００３６】
　また、ベッド２１６の第２の支持点と第３の支持点間の距離、及び第１の支持点と第３
の支持点間の距離が変化しても、ベース定盤２１の第３の支持点はベッド２１６に対して
ＸＹ平面内で自由に移動可能であるため、ベース定盤２１にベッド２１６の変形によって
引き起こされる不要な力が伝達されない。従って、ベッド２１６が変形しても、ベース定
盤２１が変形することが防止できる。  
【００３７】
　ベース定盤２１上には、被測定物２６を固定し、また３本の支柱２５ａ、２５ｂ、２５
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ｃを固定し、この支柱上の３ヵ所において基準鏡保持フレーム２３２を支持する。第１の
支柱２５ａ上の第１の支持部２２９では、基準鏡保持フレーム２３２を堅固に固定する。
第２の支柱２５ｂ上の第２の支持部２３１は、第１の支持部２２９を通るＹ軸に平行な直
線上にあり、断面がＸＸ軸方向に長くＹ軸方向に薄い四角柱状（薄板状）に形成されてい
る。また、第３の支持部２３０は、第１の支持部２２９からＸ軸方向に所定距離だけ離間
した位置にあり、直径の小さい円柱状に形成されている。  
【００３８】
　この構成により、第１の支持部２２９においては、ベース定盤２１に対して基準鏡保持
フレーム２３２をＸＹＺ方向に拘束し、第２の支持部２３１においては、第２の支持部２
３１を構成する薄板状の柱がＹ方向に容易に曲げ変形するのでＸＺ方向を拘束する。さら
に、第３の支持部２３０においては、第３の支持部２３０を構成する細い円柱状の柱がＸ
方向及びＹ方向に容易に曲げ変形するためＺ方向のみを拘束する。
【００３９】
　ここで、ベース定盤２１が被測定物２６の自重などの影響により変形し、３ヵ所の支持
点間の距離が変化した場合を考える。第１の支持点と第２の支持点間の距離の変化に対し
ては、第２の支持点がＹ方向に移動可能であるため、基準鏡保持フレーム２３２には、ベ
ース定盤２１の変形によって引き起こされる不要な力が伝達されない。また、第２の支持
点と第３の支持点間の距離、及び第１の支持点と第３の支持点間の距離が変化しても、第
３の支持点はベース定盤２１に対してＸＹ平面内で容易に移動可能であるため、基準鏡保
持フレーム２３２にベース定盤２１の変形によって引き起こされる不要な力が伝達されな
い。従って、ベース定盤２１が変形しても、基準鏡保持フレーム２３２が変形することが
抑制できる。  
【００４０】
　基準鏡保持フレーム２３２には、３つのＸ基準鏡２７、Ｙ基準鏡２８、Ｚ基準鏡２９が
取り付けられる。
【００４１】
　次に、被測定物２６に接触して被測定物２６の表面形状を測定するための測定子の構成
について説明する。  
【００４２】
　図２及び図３において、ベッド２１６上にはＸ軸スライドガイド２１７が固定されてお
り、Ｘ軸スライドガイド２１７上には、Ｘスライド２３がＸ軸方向に摺動自在に支持され
ている。Ｘスライド２３は、Ｘスライド駆動用モータ２１８とボールネジ２１９により摺
動駆動される。Ｘスライド２３には、Ｙ軸方向に沿ってＹ軸スライドガイド２２０が固定
されており、Ｙ軸スライドガイドには、Ｙスライド２２がＹ軸方向にスライド自在に支持
されている。
【００４３】
　Ｙスライド２２は、Ｙスライド駆動用モータ２２１とボールネジ２２２により摺動駆動
される。さらに、Ｙスライド２２には、Ｚ軸方向に沿ってＺ軸スライドガイド２２３が固
定されており、Ｚ軸スライドガイド２２３には、Ｚスライド２４がＺ軸方向にスライド自
在に支持されている。Ｚスライド２４は、Ｚスライド駆動用モータ２２４とボールネジ２
２５により摺動駆動される。Ｚスライド駆動用モータ２２４には、このモータの回転角を
検出するエンコーダ２４５が設けられている。さらにＺスライド２４には、接触式プロー
ブ２２８が支持されたハウジング２２６が固定されている。以上の構成により、接触式プ
ローブ２２８を、ベッド２１６に対してＸＹＺ方向に３次元的に動かすことができる。
【００４４】
　接触式プローブ２２８は、被測定物２６の表面に接触して被測定物表面のＺ軸方向の高
さを測定する。接触式プローブ２２８は平行板バネ２２７ａ～２２７ｄを介してＺ軸方向
にのみ移動可能にハウジング２２６に支持されている。接触式プローブ２２８の下端には
形状精度が高いことが補償されている球であるマスターボール２４０が取り付けられ、上
部には鏡２４１が設けられている。Ｚスライド２４の接触式プローブ２２８の直上方の位
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置には光干渉計である変位計２１４が設けられており、Ｚ基準鏡２８とプローブ２２８の
上部の鏡２２９との間の距離Ｚ１（図４）を測定する。
【００４５】
　ハウジング２２６には、鏡２２９の位置を検出する変位センサー（不図示）が設けられ
ており、ハウジング２２６に対する接触式プローブ２２８の相対変位を検出する。変位セ
ンサーの出力信号は、不図示の接触圧制御回路に入力され、接触圧制御回路は、変位セン
サーが検出するプローブ２２８の相対変位量に基づいて平行板バネ２２７ａ～２２７ｄの
変形量を検出し、プローブ２２８の被測定物２６への押付け圧が一定になる様にＺスライ
ド２４の位置を制御する信号を出力する。この制御信号は、不図示のモータ用アンプに入
力され、このモータ用アンプを介してＺスライド駆動モータ２２４が駆動される。  
【００４６】
　また、エンコーダ２４５の出力信号は、Ｚスライド２４のＺ軸方向の位置を制御する図
示しない位置制御回路に入力され、図示しない位置制御回路は、エンコーダ２４５が検出
するＺスライド駆動モータ２２４の回転角に基づいて、Ｚスライド２４の位置を制御する
信号を出力する。この制御信号は、モータ用アンプ（不図示）に入力され、このアンプを
介してＺスライド駆動モータ２２４が駆動される。  
【００４７】
　上記の接触式プローブ２２８の接触圧を制御する状態と、Ｚスライド２４の位置を制御
する状態とは、図示しないスイッチにより切り替えられる。そして、図示しないスイッチ
の動作は、さらに装置全体の制御を行う図示しない総合制御装置により制御される。  
【００４８】
　Ｚスライド２４の先端部には、Ｚスライド２４のＸ方向の距離を測定するための光干渉
計である変位計２１０,２１１（図４参照）が設けられており、Ｚスライド２４の上下の
２ヶ所の点とＸ基準鏡２７との間の距離Ｘ１,Ｘ２を測定する。Ｙ方向についても同様な
光干渉計である変位計２１２,２１３（図４参照）が設けられており、Ｚスライド２４の
上下の２ヶ所の点とＹY基準鏡２８との間の距離を測定する。
【００４９】
　ここで、図４に示すようにＸ１の測定軸とＹ１の測定軸はＺ１の測定軸上の点Ｃ１で交
わり、Ｘ２の測定軸とＹ２の測定軸はＺ１の測定軸上の点Ｃ２で交わる様に各測定軸を設
定する。Ｃ１とＣ２の間の距離をＬ１とし、Ｃ２とプローブ２２８の上端に固定した鏡２
４１の間の距離をＬ２とし、そこからプローブ先端のマスターボール２４０の中心Ｃ３ま
での距離をＬ３とする。  
【００５０】
　この条件のもとにおいて、プローブ２２８の先端のマスターボール２４０の中心位置座
標（Ｘp,Ｙp,Ｚｐ）は、次の式によりもとめられる。  
Ｘp＝Ｘ１＋（Ｘ２－Ｘ１）×（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）÷Ｌ１＋δＸ （１）  
Ｙp＝－Ｙ１－（Ｙ２－Ｙ１）×（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）÷Ｌ１＋δＹ（２）  
Ｚp＝－Ｚ１＋δＺ （３）  
ただし、δＸ,δＹ,δＺは定数である。  
【００５１】
　ここで、上記の式の意味について説明する。既に説明したような、Ｘスライド、Ｙスラ
イド、Ｚスライドを用いた３次元移動機構においては、プローブ２２８を移動させるとき
、各スライドの移動誤差により、Ｚスライドには移動誤差が生ずる。一般に移動誤差とは
軸の移動によって定義される次の６つの誤差である。  
（Ａ）位置誤差  
　３次元位置の誤差で、ＸＹＺ方向の３種類があり、ΔＸ,ΔＹ,ΔＺと記述する。  
（Ｂ）姿勢誤差  
　姿勢誤差とは、回転に関する誤差でＸＹＺ軸回りの３種類があり、ΔθＸ,ΔθＹ,Δθ
Ｚと記述する。 
【００５２】
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　以上の６種類の移動誤差成分が、ＸＹＺスライドのそれぞれに関して生じるため、その
先端に配置されているプローブの位置及び姿勢は、それらの移動誤差の積み重ねに影響さ
れ、ＸＹＺ軸の移動にともなって変化する。
【００５３】
　上記の式（１）乃至式（３）を用いてプローブの位置を算出することにより、この移動
誤差に影響されずにプローブ先端のマスターボールの中心位置を測定できることを以下に
示す。  
（位置誤差について）
　ＸＹＺ方向の位置誤差ΔＸ,ΔＹは、そのまま光干渉計などの変位計で測定する長さＸ
１,Ｘ２に反映されるので、プローブ位置の測定誤差にはならない。また、変位計の測定
する長さＺ１は、プローブとＺ基準鏡との間の距離であるため、ΔＺはＺ方向の測定値に
影響しない。  
（姿勢誤差について）
　例えば、Ｙ軸回りの姿勢誤差ΔθＹが生じると、点Ｃ１の位置からみてマスターボール
２３０の中心位置（点Ｃ３）はΔθＹ×（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）だけＸ方向にずれる。従っ
て、マスターボール中心（点Ｃ３）のＸ方向の正しい位置Xpは、点Ｃ１のＸ方向位置がＸ
１なので、 
Ｘp＝Ｘ１＋ΔθＹ×（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）＋δＸ （４） 
と表わされる。ここで、δＸは、被測定物２６の取り付け位置誤差等に起因する誤差であ
り、変化するものではなく定数である。 
【００５４】
　一方、点Ｃ１の位置から見ると、姿勢誤差ΔθＹにより点Ｃ２もΔθＹ×Ｌ１だけＸ方
向にずれることになる。ここで、点Ｃ２のＸ方向位置は、変位計によりＸ２として測定さ
れるので、点Ｃ２のＸ方向のズレ量ΔθＹ×Ｌ１は、  
　　　ΔθＹ×Ｌ１＝（Ｘ２－Ｘ１）と表わされる。この式からΔθＹを求めると、  
　　　ΔθＹ＝（Ｘ２－Ｘ１）÷Ｌ１となる。これを、上記の式（４）に代入すれば、Ｘ
pは、
　　　Ｘp＝Ｘ１＋（Ｘ２－Ｘ１）×（Ｌ１＋Ｌ２＋Ｌ３）÷Ｌ１＋δＸ
となり、上記の式（１）が求められることとなる。 
　Ｘ軸回りの姿勢誤差ΔθＸについても、同様に考えれば、マスターボール中心のＹ方向
の正しい位置は、式（２）の様に求められる。 
　さらに、Ｚ軸回りの姿勢誤差ΔθＺについては、プローブの先端が球であるので、測定
誤差にはならない。 
【００５５】
　なお、式（１）,（２）,（３）において、δＸ,δＹ,δＺは、被測定物２６の取り付け
位置誤差等に起因する定数誤差であり、未知であるが、被測定物２６の形状を測定する目
的のためには相対的な位置が分かれば十分なので問題はない。言い換えれば、被測定物が
、測定基準である３つの基準鏡に対してどこに固定されているかは正確に知る必要はない
。 
【００５６】
　このように、上記の式（１）乃至（３）を用いれば、移動軸の移動誤差に影響されない
で、プローブの３次元位置を測定することができる。 
【００５７】
　次に、上記の構成において、被測定物２６の形状を測定する手順について説明する。  
　まず、被測定物２６をベース定盤２１に取り付ける。この際、ベース定盤２１は被測定
物２６の重量により変形する。しかし、前述した様に３ヶ所の支持点２２９,２３０,２３
１の作用により、基準鏡保持フレーム２３２は変形が抑制され、従って、３次元形状測定
装置の位置の基準である３つの基準鏡２７,２８,２９の相対的な位置は変化しない。また
、環境温度の変化によるベース定盤２１の変形に対しても同様の作用により、基準鏡保持
フレーム２３２は変形が抑制される。 
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【００５８】
　次に、図示しないスイッチにより、図示しない位置制御回路を選択し、プローブ２２８
のＺ軸方向の位置を被測定物２６から離れた所定の位置に制御する（ステップＳ１）。次
に、Ｘスライド２３及びＹスライド２２を駆動して、被測定物２６の最初の測定ポイント
の上方にプローブ２２８を移動させる（ステップＳ２）。このとき、Ｘ及びＹスライドの
移動にともなって、スライド２２の重量がベッド２１６に作用する位置が変化するため、
ベッド２１６が変形する。しかし、前述した様に３ヶ所の支持点２４５,２４６,２４７の
作用により、ベース定盤２１は変形しない。これはＺスライドが移動した場合も同様であ
り、Ｚスライドの移動にともなってベッド２１６が変形しても、ベース定盤２１は変形し
ない。さらに、環境温度の変化によるベッド２１６の変形に対しても、同様の作用により
ベース定盤２１は変形しない。 
【００５９】
　次に、Ｚスライド２４を駆動して被測定物２６の表面にプローブ２２８の先端が接触す
るまで、下降させる（ステップＳ３）。このとき、変位センサー２３１の出力をモニター
し、平行板バネ２２７ａ～２２７ｄの変位量、言い換えればプローブ２２８の被測定物２
６への接触圧が所定の値になるまでＺスライド２４を下降させる（ステップＳ４）。平行
板バネ２２７ａ～２２７ｄの変位量が所定値になったところで、図示しないスイッチを切
り替えて接触圧制御回路２３９を選択し、変位センサー２３１の出力が一定になる様に、
言い換えればプローブ２２８の接触圧が一定になる様にＺスライド２４の位置を制御する
（ステップＳ５）。
【００６０】
　次に、光干渉計である変位計２１０,２１１,２１２,２１３,２１４の出力から、式（１
）乃至（３）を用いてプローブ先端のマスターボール２３０の位置を算出する（ステップ
Ｓ６）。そして、この算出した座標位置を図示しない総合制御装置内のメモリに保存する
（ステップＳ７）。 
【００６１】
　次に、Ｘスライド２３及びＹスライド２２を駆動して、プローブ２２８を被測定物２６
の表面に接触した状態で走査しながら、プローブ２２８の位置を順次測定し、総合制御装
置２９０内のメモリに記憶していく（ステップＳ８）。そして、全部の測定領域を走査し
終えたかを判定し（ステップＳ９）、走査が終了していなければステップＳ６に戻り、走
査が終了していればステップＳ１０に進む。ステップＳ１０では、図示しないスイッチを
切り替えて、プローブ２２８を位置制御の状態とし、さらにプローブ２２８を被測定物２
６から退避させて測定を終了する（ステップＳ１１）。 
【００６２】
　以上説明した様に、上記の実施形態によれば、ベッド２１６に対して、ベース定盤２１
を３点で支持し、そのうちの１点では、ベース定盤２１を強固に固定し、他の１点ではＹ
軸方向のみに可動に支持し、残りの１点ではＸＹ方向に可動に支持することにより、ベッ
ド２１６の変形がベース定盤２１に伝達されず、高精度な測定が可能となる。 
【００６３】
　また、ベース定盤２１に対して、基準鏡保持フレーム２３２を３点で支持し、そのうち
の１点では、基準鏡保持フレーム２３２を強固に固定し、他の１点ではＹ軸方向のみに可
動に支持し、残りの１点ではＸＹ方向に可動に支持することにより、ベース定盤２１の変
形が基準鏡保持フレーム２３２に伝達されず、高精度な測定が可能となる。 
【００６４】
　基準鏡２７,２８,２９を３ヶ所の押し当て点と、３ヶ所以上の引っ張り点で基準鏡保持
フレーム２３２に保持しているので、基準鏡の自重による変形を小さくすることができ、
高精度な測定が可能となる。 
【００６５】
　また、ベース、基準鏡保持フレーム、及び基準鏡を熱膨張係数の小さい材料を用いて形
成することにより、環境温度が変化した場合でも、これらの部材の変形量を小さく抑える
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ことができ、高精度な測定が可能となる。 
【００６６】
　また、Ｚスライドの位置を５ヶ所の変位計で測定しているので、これらの測定値を用い
ることにより、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸の移動誤差に影響されない高精度な位置測定が可能と
なる。 
【００６７】
　Ｚ軸の基準鏡２９の鏡面が下向きに配置されているので、空気中の塵等の堆積により基
準鏡の性能が劣化することを防止できる。
【００６８】
　また、ＸＹＺ移動機構の末端部に設けられた最も重量の軽いZスライド２４が、プロー
ブ２２８を被測定物２６の高さ方向に追従させるため、被測定物２６の高さ方向へのプロ
ーブの追従性能が高く、高速で精度の高い測定が可能となる。
【００６９】
　なお、上記の実施形態においては、第３の支持点２３０を細い円柱状に形成する様に説
明したが、断面積が小さければ、正方形などの正多角形の断面の柱でも同じことである。
また、第２の支持点２３１を薄板状に形成する様に説明したが、これに限らず、Ｙ方向に
変形しやすい断面形状であればよく、楕円形の断面の柱などでもよい。
【００７０】
　また、上記の実施形態では５つの光干渉計等の変位計を用いて測定した５つの長さを位
置測定のよりどころとしているが、干渉計で測定する長さの精度は、使用する光源の波長
に依存している。そこで、市販されている波長補正用の干渉計を加えて６つの干渉計のシ
ステムとすれば、形状測定中の気温、気圧の変動による波長の変化にも影響されない形状
測定が可能となる。 
【００７１】
　また、変位センサー２３１の出力をフィードバック回路２３９及び図示しないスイッチ
を介してＺ軸駆動用モータ２２４に導く回路は、プローブ２２８の押付け力を一定に保つ
ために必要なものであり、前述した様に高い応答性が必要である。そこで、Ｚ軸の応答性
能を高めるために、例えば、スライドガイド２２３をエアーベアリングとして摩擦を低減
したり、回転するモータとボールネジによる駆動方式をリニアモータに置き換え、バック
ラッシュなど非線形的な要素をなくす構成としてもよい。 
【００７２】
　また、本実施形態では、プローブの移動にＸＹＺ軸の３軸を用い、被測定物の表面を２
次元的に走査する様にしているが、Ｘ軸を省略し、Ｙ軸、Ｚ軸のみを用いて被測定物表面
の１断面のみ走査する構成でもよい。
【００７３】
　また本発明の測定機への適用事例を挙げたが、測定機に限定しなくても構わず、測定機
と近似した構成をもつ装置例えば加工機への適用も可能である。
【００７４】
　図５は、接触式三次元形状測定装置のメカ共振周波数特性を取得可能とする構造の側断
面図であり、予めメカ共振周波数の計測及びメカ共振周波数を分析して帯域阻止可能な帯
域阻止フィルタのパラメータを取得可能とする装置構成である。図６はそのメカ共振周波
数を示すグラフであり、接触式三次元形状測定装置、メカ共振周波数分析用周辺機器およ
び、接触式三次元形状測定装置において取得可能なメカ共振周波数特性の特性例を示す。
【００７５】
　図５において、接触式三次元形状測定装置は少なくとも三次元形状測定動作時には使用
しないメカ共振周波数を測定可能とする外部計測機器であるＸＹＺ方向加速度センサー２
５０と周波数特性計測器２５１を接続する。
【００７６】
　メカ共振周波数特性の測定のため、Ｚ方向可動ステージを被測定物とは接触しないある
位置で位置制御した状態で、図示しない加振器のスイープサイン波形アナログ信号２５２
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を加算器２５３によってＺ方向アクチュエータ－駆動用アンプ出力信号に加算する。アン
プ出力信号にアナログ信号を加算することでアクチュエータ２２４をスイープサイン波形
状に回転し、回転力が直動方向に変換されることによりＺ方向可動ステージ２４をプロー
ブ押付け方向にスイープサイン波形状に移動する。
【００７７】
　そのとき、ＸＹＺ方向加速度センサーをプローブ支持体のプローブ先端に限りなく近い
側で取り付け可能な位置に取り付けたＸＹＺ方向加速度センサーからのＸＹＺ方向加速度
信号出力２５４をコンディショナー２５５によって増幅する。
【００７８】
　その状態で、Ｚ方向可動ステージ２４がプローブ押付け方向にスイープサイン波形状に
動いている状態で発生するＸＹＺ方向加速度信号を取得する。そのとき、ＸＹＺ方向加速
度センサーのＸＹＺ方向加速度信号とスイープサイン波形アナログ信号を周波数特性計測
器２５１に入力し、ＸＹＺ方向加速度信号とスイープサイン波形アナログ信号とを周波数
特性計測器２５１によってＦＦＴ解析する。
【００７９】
　それにより、接触式三次元形状測定装置のＸＹＺ方向メカ共振周波数を取得できる。図
５（ａ）は、接触式三次元形状測定装置のＸ方向に取得したメカ共振周波数をボード線図
で表示したものである。図５（ｂ）は、接触式三次元形状測定装置のＹ方向に取得したメ
カ共振周波数をボード線図で表示したものである図５（ｃ）は、接触式三次元形状測定装
置のＺ方向に取得したメカ共振周波数をボード線図で表示したものである。さらに前記フ
ィルタテーブルの調整設定手順として、フィルタテーブルには帯域阻止フィルタを５ない
し６個を上限に複数パターン設定できる。すなわち最適に帯域阻止可能な帯域阻止フィル
タを図５（ａ）（ｂ）（ｃ）からメカ共振周波数のうち、振幅が大きいものを傾斜角度及
び傾斜方向に合わせて組み合わせることでフィルタテーブルに実装できる。
【００８０】
　上述の説明において、ばねは、例えば板ばねであり、ガイドは、例えばリニアガイドで
ある。また、Ｚ方向アクチュエータは、例えばサーボモーターであり、変位計は、例えば
非接触式レーザー変位計である。更に、周波数特性計測器は、例えばＦＦＴアナライザで
あり、図示しない加振器は、例えばＦＦＴアナライザが備える。
【００８１】
　図６は、接触式プローブおよび被測定物のモデルとプローブ接触角度および接触方向変
化の様子を示す概念図である。図７は、接触式三次元形状測定装置のプローブ制御周波数
特性を取得可能とする構造の側断面図とプローブ制御周波数特性を示すグラフである。図
６において、例えば凹球形状の被測定物２６を接触式プローブ２２８にて三次元形状測定
する場合に、被測定物と接触式プローブ２２８との接触角度および接触方向状態が被測定
物２６のＸＹＺ位置によって変化する。このような状態においても最適にメカ共振周波数
の帯域阻止をするため、予めａ１からｈ４までの３２パターンの傾斜角度及び傾斜方向に
よってフィルタパラメータを用意する。
【００８２】
　フィルタパラメータは、被測定物２６および接触式プローブ２２８とのＸ方向接触角度
の正接を積算した値、すなわちプローブ押付け方向へ変換された値が、プローブ押付け方
向へ図５（ｂ）のＸ方向メカ共振周波数特性による制御振動が加わることを阻止するよう
に設定される。
【００８３】
　同様にフィルタパラメータは、被測定物２６および接触式プローブ２２８とのＹ方向接
触角度の正接を積算した値、すなわちプローブ押付け方向へ変換された値が、プローブ押
付け方向へ図５（ｃ）のＹ方向メカ共振周波数特性による制御振動が加わることを阻止す
る。同様にフィルタパラメータは、被測定物２６および接触式プローブ２２８とのＺ方向
接触角度の正弦で除算した値、すなわちプローブ押付け方向へ変換された値が、プローブ
押付け方向へ図５（ｄ）のＺ方向メカ共振周波数特性による制御振動が加わることを阻止
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する。
【００８４】
　図６において、例えば被測定物２６から６０６という断面を抽出すると、位置６０２で
得られる接触角度及び接触方向は凹面形状のＸＹ水平位置によって位置６０３、６０４、
６０５のように変化する。位置６０２においてはフィルタパラメータのパターンａ１が最
も帯域阻止の効果を発揮するが、位置６０３ではフィルタパラメータのパターンａ２が最
も効果を発揮して帯域阻止する。
【００８５】
　このように傾斜角演算部が接触角度及び接触方向の二つのパラメータを基にフィルタパ
ラメータをフィルタ部に設置することで、被測定物２６の測定中にメカ共振周波数の影響
を受けて発生するプローブの押付け方向制御振動を抑止することを可能とする。
【００８６】
　上述の説明では、一例として凹球形状被測定物によって説明したが、凸球形状、非球面
形状など被測定物の形状に依らず適用可能である。
【００８７】
　被測定物２６は、剛体物体で例えばガラスレンズや金型である。
【００８８】
　フィルタテーブルは、例えば３２パターンに分けたが、プローブ制御部を処理する図示
しない制御機器の処理能力が許す限りの個数を設定しても構わない。
【００８９】
　また、フィルタテーブルは、例えば被測定物２６の直径方向にパターン分けをしたが、
どのようなパターンの分け方をしても構わず、被測定物２６に応じてどのようなパターン
分けをしても構わない。
【００９０】
　次に、図７を参照して接触式三次元形状測定装置２００の接触式プローブ２２８の周波
数特性を取得可能な構成を説明する。
【００９１】
　図７（ａ）において、被測定物２６の面に接触式プローブ２２８を接触させてプローブ
制御を掛けた状態で周波数特性計測器２５１の図示しない加振器のスイープサイン波形ア
ナログ信号２５２を加算器２５３によってＺ方向アクチュエータ－駆動用アンプ出力信号
に加算する。アンプ出力信号にアナログ信号を加算することでアクチュエータ２２４をス
イープサイン波形状に回転し、回転力が直動方向に変換されることによりＺ方向可動ステ
ージ２４をプローブ押付け方向にスイープサイン波形状に移動する。そのときプローブ変
位を検出する変位計２１４が出力するプローブ変位信号２５６を、信号変換部２５７を経
由して周波数特性計測器２５１に取り込む。変位計のプローブ変位信号とスイープサイン
波形アナログ信号を周波数特性計測器２５１に入力し、プローブ変位信号とスイープサイ
ン波形アナログ信号とを周波数特性計測器２５１によってＦＦＴ解析する。それによって
接触式三次元形状測定装置２００の接触式プローブ制御の周波数特性を取得できる。
【００９２】
　例えば図７（ｂ）において、例えば被測定物２６の凹面の傾斜地点ＡからＨ、凹面の頂
点となる平面地点Ｉに接触式プローブ２２８を接触させたときに得られるプローブ制御周
波数特性を図７（ｃ）（ｄ）のようにボード線図で得ることができる。
【００９３】
　図７（ｃ）は、メカ共振周波数を考慮せず、フィルタテーブルを作成せずに帯域阻止フ
ィルタをフィルタ部に設定して得たボード線図である。
【００９４】
　図７（ｄ）では、メカ共振周波数を考慮してフィルタテーブルを作成して帯域阻止フィ
ルタをフィルタ部に設定して得たボード線図である。
【００９５】
　メカ共振周波数を考慮しない場合は、変位計２１４をフィードバック信号として周波数
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ーブ制御部で機能させる。しかしながら、その場合にはメカ共振周波数の影響を受けた制
御振動モードが多く、制御振動モードが発振状態のものが残存する。つまり接触式三次元
形状測定装置２００の接触式プローブ２２８の周波数特性から帯域阻止フィルタを固定の
一パターンで設定するだけでは、接触式プローブ制御を安定状態にできない。
【００９６】
　これに対してメカ共振周波数を考慮した場合は、前述のとおりメカ共振周波数から帯域
阻止フィルタを前記フィルタテーブルで設計しフィルタ部へ設定してフィルタをプローブ
制御部で機能させる。その場合、メカ共振周波数を考慮しない従来方法と比べてメカ共振
周波数による制御振動モードがなくなり、接触式プローブ制御を安定状態にできる。
【００９７】
　周波数特性の安定状態を確認できない場合、フィルタテーブルのフィルタパラメータの
組み合わせを調整することで、図７（ｄ）のように接触式プローブ制御を安定状態にでき
る。
【００９８】
　取得したフィルタパラメータを、接触式プローブと被測定物との接触角度及び接触方向
と関連付けてパターン化してフィルタテーブル１２６へ記録することで、周波数特性を常
に安定にできるフィルタテーブルを作成できる。
【００９９】
　帯域阻止フィルタは、例えば５ないし６個を上限としたが、プローブ制御部を処理する
図示しない制御機器の処理能力が許す限りの個数を設定しても構わない。
【符号の説明】
【０１００】
１１　　　プローブ制御ブロック
１２　　　フィルタ設定部
１３　　　プローブ制御部
２６　　　被測定物
１２１　　ＸＹスキャン軸制御装置
１２２　　Ｘ方向指令
１２３　　Ｙ方向指令
１２４　　被測定物情報
１２５　　傾斜演算部
１２６　　フィルタテーブル
１３１　　プローブ用スケール
１３２　　スケール変換部
１３３　　現在のプローブ押し付け圧
１３４　　目標プローブ押し付け圧
１３５　　プローブ押付け圧偏差
１３６　　減算器
１３７　　プローブ押付け圧操作量
１３８　　制御演算部
１３９　　フィルタ部
１４０　　プローブ押付け圧操作量
１４１　　アナログ変換部
１４２　　ステージ操作量
１４３　　アンプ
１４４　　アクチュエータ 
２００　　接触式三次元形状測定装置
２２８　　接触式プローブ
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