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(57)【要約】
【課題】測定対象物の実際の形状を精度よく測定するこ
とができる形状測定装置および形状測定方法を提供する
こと。
【解決手段】測定対象物Ｗを保持するホルダ４５と、被
測定面Ｗｌの加圧状態における形状を測定して測定値を
出力するセンサ３０と、センサ３０を中心軸Ｒ１回りに
回転させる駆動装置と、センサ３０を中心軸Ｒ１と直交
する軸Ｒ２上で移動させることが可能であり、かつ軸Ｒ
２軸と中心軸Ｒ１との交点の両側に亘って移動させるこ
とが可能なスライドレール２０およびバー２１と、ホル
ダ４５をＺ軸に沿って移動させることが可能であり、か
つＸＹ面内において移動させることが可能なＸＹＺステ
ージと、センサ３０から出力された測定値に基づいて被
測定面Ｗｌの球心の位置を算出し、球心の位置をセンサ
３０の回転中心Ｃに一致させる制御を行う制御装置６０
と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球面状をなす被測定面を有する測定対象物の前記被測定面の形状を測定する形状測定装
置であって、
　前記測定対象物を保持するホルダと、
　前記被測定面の加圧状態における形状を測定して測定値を出力するセンサと、
　前記センサを第１の軸回りに回転させるセンサ回転機構と、
　前記センサを、前記第１の軸と直交する第２の軸上で移動させることが可能であり、か
つ前記第２の軸上に沿って、前記第２の軸と前記第１の軸との交点の両側に亘って移動さ
せることが可能なセンサ移動機構と、
　前記ホルダを、鉛直方向と平行な第３の軸に沿って移動させることが可能であり、かつ
前記第３の軸と直交する面内で移動させることが可能なホルダ移動機構と、
　前記センサから出力された前記測定値に基づいて前記被測定面の形状を算出、および、
前記被測定面の球心の位置を算出し、前記ホルダ移動機構に対し、前記球心の位置を、前
記第１の軸と前記第２の軸との前記交点に一致させる制御を行う制御装置と、
　を備えることを特徴とする形状測定装置。
【請求項２】
　前記測定対象物は、光学レンズを加工するための加工皿であり、
　前記被測定面を構成する前記加工皿の表面には、弾性体が設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の形状測定装置。
【請求項３】
　前記センサは、予め算出された圧力であって、前記光学レンズを加工する際に前記加工
皿の表面に作用する圧力により前記被測定面を加圧することを特徴とする請求項２に記載
の形状測定装置。
【請求項４】
　前記センサは、前記被測定面に接触する部位に、前記センサを前記被測定面に沿って案
内するガイド機構を有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載
の形状測定装置。
【請求項５】
　前記ガイド機構は、１つ以上の回転子を備え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】
　前記制御装置は、前記回転子の偏心量を算出し、前記偏心量に基づいて、前記センサか
ら出力された前記測定値を補正す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】
　前記第２の軸上における前記センサの位置は、前記被測定面の大域的な形状に応じて調
節可能であることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の形状測定装
置。
【請求項８】
　前記ホルダを前記第３の軸回りに回転させるホルダ回転機構をさらに備えることを特徴
とする請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の形状測定装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記センサにより表面の少なくとも一部に真球面を有するマスターを
測定することにより得られた測定値から前記形状測定装置における組み付け誤差を算出し
、前記組み付け誤差を用いて、前記センサから出力された前記被測定面の前記測定値を補
正することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の形状測定装置。
【請求項１０】
　前記制御装置は、
　前記形状測定装置に関して予め取得された測長距離に関する情報を記憶する記憶部を有
し、
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　前記測長距離に関する情報を用いて、前記センサと前記被測定面との距離に起因する前
記測定値の誤差を補正することを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載
の形状測定装置。
【請求項１１】
　前記形状測定装置の周囲における温度を計測する温度計測器をさらに備え、
　前記制御装置は、
　前記形状測定装置に関して予め取得された温度特性に関する情報を記憶する記憶部を有
し、
　前記温度特性に関する情報を用いて、前記温度の変化に起因する前記測定値の誤差を補
正することを特徴とする請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の形状測定装置。
【請求項１２】
　前記制御装置は、前記センサが測定した前記被測定面と前記測定対象物の外周面の測定
値に基づき、前記被測定面に対する前記外周面の偏心量を算出することを特徴とする請求
項１から請求項１１のいずれか一項に記載の形状測定装置。
【請求項１３】
　球面状をなす被測定面を有する測定対象物の前記被測定面の形状を、第１の軸回りに回
転可能であり、前記第１の軸と直交する第２の軸上で移動可能なセンサを備える形状測定
装置が測定する形状測定方法であって、
　加圧状態における前記被測定面の形状を測定する前記センサから出力された測定値に基
づいて前記被測定面の形状を算出、および、前記被測定面の球心の位置を算出し、前記球
心の位置を、前記第１の軸と前記第２の軸との交点に一致させるステップを含むことを特
徴とする形状測定方法。
【請求項１４】
　前記ステップは、光学レンズを加工するための加工皿であって、表面に弾性体が設けら
れた加工皿を前記測定対象物として測定することを特徴とする請求項１３に記載の形状測
定方法。
【請求項１５】
　前記センサによって、予め算出された圧力であって、前記光学レンズを加工している際
に前記加工皿の表面に作用する圧力により前記被測定面を加圧することを特徴とする請求
項１４に記載の形状測定方法。
【請求項１６】
　前記センサにおいて、前記被測定面に接触する部位に設けられた回転子の偏心量を算出
し、前記偏心量に基づいて、前記センサから出力された前記測定値を補正するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１３から請求項１５のいずれか一項に記載の形状測定
方法。
【請求項１７】
　前記第２の軸上における前記センサの位置を、前記被測定面の大域的な形状に応じて調
節するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１３から請求項１６のいずれか一項
に記載の形状測定方法。
【請求項１８】
　前記センサにより、表面の少なくとも一部に真球面を有するマスターの前記真球面を測
定して、測定値を出力するマスター測定ステップと、
　前記マスター測定ステップにおいて測定された前記マスターの測定値に基づいて、前記
形状測定装置における組み付け誤差を算出する第１の演算ステップと、
　前記第１の演算ステップにおいて算出された前記組み付け誤差を用いて、前記センサか
ら出力された前記被測定面の前記測定値を補正する第２の演算ステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１３から請求項１７のいずれか一項に記載の形状
測定方法。
【請求項１９】
　前記形状測定装置に関して予め取得された測長距離に関する情報を用いて、前記センサ
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と前記被測定面との距離に起因する前記測定値の誤差を補正する補正ステップをさらに含
むことを特徴とする請求項１３から請求項１８のいずれか一項に記載の形状測定方法。
【請求項２０】
　前記形状測定装置に関して予め取得された温度特性に関する情報を用いて、前記形状測
定装置の周囲における温度の変化に起因する前記測定値の誤差を補正する補正ステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１３から請求項１８のいずれか一項に記載の形状測定
方法。
【請求項２１】
　前記センサが測定した前記被測定面と前記測定対象物の外周面の測定値に基づき、前記
被測定面に対する前記外周面の偏心量を算出するステップをさらに含むことを特徴とする
請求項１３から請求項２０のいずれか一項に記載の形状測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、球面形状部品における曲面の形状を測定する形状測定装置および形状測定方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　球面形状の代表的な部品として、光学レンズや、光学レンズを加工する加工皿がある。
従来、これらの部品の形状測定方法として、例えば特許文献１に示すような接触式プロー
ブを用いた接触式の測定方法や、特許文献２，３に示すようなレーザ変位計を用いた非接
触式の測定方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２１９７６４号公報
【特許文献２】特開平９－１７８４３９号公報
【特許文献３】特開２００２－２５７５１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　光学レンズを加工する加工皿の表面には、ポリウレタン等からなる弾性体が設けられて
おり、光学レンズを加工する際には、当該弾性体が加圧・変形する。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１～３で提案された測定方法では、前記したような光学レンズ
加工時における加工皿（弾性体）の加圧・変形が考慮されておらず、加圧・変形前の加工
皿の形状しか測定することができない。このため、特許文献１～３で提案された測定方法
では、センサによって測定した加工皿の形状（以下、「測定形状」という）と、光学レン
ズ加工時における加工皿の実際の形状（以下、「実効形状」という）との間に乖離が生じ
るという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、測定対象物の実際の形状を精度よく測
定することができる形状測定装置および形状測定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る形状測定装置は、球面状
をなす被測定面を有する測定対象物の前記被測定面の形状を測定する形状測定装置であっ
て、前記測定対象物を保持するホルダと、前記被測定面の加圧状態における形状を測定し
て測定値を出力するセンサと、前記センサを第１の軸回りに回転させるセンサ回転機構と
、前記センサを、前記第１の軸と直交する第２の軸上で移動させることが可能であり、か
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つ前記第２の軸上に沿って、前記第２の軸と前記第１の軸との交点の両側に亘って移動さ
せることが可能なセンサ移動機構と、前記ホルダを、鉛直方向と平行な第３の軸に沿って
移動させることが可能であり、かつ前記第３の軸と直交する面内で移動させることが可能
なホルダ移動機構と、前記センサから出力された前記測定値に基づいて前記被測定面の形
状を算出、および、前記被測定面の球心の位置を算出し、前記ホルダ移動機構に対し、前
記球心の位置を、前記第１の軸と前記第２の軸との前記交点に一致させる制御を行う制御
装置と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記測定対象物は、光学レン
ズを加工するための加工皿であり、前記被測定面を構成する前記加工皿の表面には、弾性
体が設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記センサは、予め算出され
た圧力であって、前記光学レンズを加工する際に前記加工皿の表面に作用する圧力により
前記被測定面を加圧することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記センサは、前記被測定面
に接触する部位に、前記センサを前記被測定面に沿って案内するガイド機構を有すること
を特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記ガイド機構は、１つ以上
の回転子を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記制御装置は、前記回転子
の偏心量を算出し、前記偏心量に基づいて、前記センサから出力された前記測定値を補正
することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記第２の軸上における前記
センサの位置は、前記被測定面の大域的な形状に応じて調節可能であることを特徴とする
。
【００１４】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記ホルダを前記第３の軸回
りに回転させるホルダ回転機構をさらに備えることを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記制御装置は、前記センサ
により表面の少なくとも一部に真球面を有するマスターを測定することにより得られた測
定値から前記形状測定装置における組み付け誤差を算出し、前記組み付け誤差を用いて、
前記センサから出力された前記被測定面の前記測定値を補正することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記制御装置は、前記形状測
定装置に関して予め取得された測長距離に関する情報を記憶する記憶部を有し、前記測長
距離に関する情報を用いて、前記センサと前記被測定面との距離に起因する前記測定値の
誤差を補正することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記形状測定装置の周囲にお
ける温度を計測する温度計測器をさらに備え、前記制御装置は、前記形状測定装置に関し
て予め取得された温度特性に関する情報を記憶する記憶部を有し、前記温度特性に関する
情報を用いて、前記温度の変化に起因する前記測定値の誤差を補正することを特徴とする
。
【００１８】
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　また、本発明に係る形状測定装置は、上記発明において、前記制御装置は、前記センサ
が測定した前記被測定面と前記測定対象物の外周面の測定値に基づき、前記被測定面に対
する前記外周面の偏心量を算出することを特徴とする。
【００１９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る形状測定方法は、球面状
をなす被測定面を有する測定対象物の前記被測定面の形状を、第１の軸回りに回転可能で
あり、前記第１の軸と直交する第２の軸上で移動可能なセンサを備える形状測定装置が測
定する形状測定方法であって、加圧状態における前記被測定面の形状を測定する前記セン
サから出力された測定値に基づいて前記被測定面の形状を算出、および、前記被測定面の
球心の位置を算出し、前記球心の位置を、前記第１の軸と前記第２の軸との交点に一致さ
せるステップを含むことを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記ステップは、光学レンズ
を加工するための加工皿であって、表面に弾性体が設けられた加工皿を前記測定対象物と
して測定することを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記センサによって、予め算
出された圧力であって、前記光学レンズを加工している際に前記加工皿の表面に作用する
圧力により前記被測定面を加圧することを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記センサにおいて、前記被
測定面に接触する部位に設けられた回転子の偏心量を算出し、前記偏心量に基づいて、前
記センサから出力された前記測定値を補正するステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記第２の軸上における前記
センサの位置を、前記被測定面の大域的な形状に応じて調節するステップをさらに含むこ
とを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記センサにより、表面の少
なくとも一部に真球面を有するマスターの前記真球面を測定して、測定値を出力するマス
ター測定ステップと、前記マスター測定ステップにおいて測定された前記マスターの測定
値に基づいて、前記形状測定装置における組み付け誤差を算出する第１の演算ステップと
、前記第１の演算ステップにおいて算出された前記組み付け誤差を用いて、前記センサか
ら出力された前記被測定面の前記測定値を補正する第２の演算ステップと、をさらに含む
ことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記形状測定装置に関して予
め取得された測長距離に関する情報を用いて、前記センサと前記被測定面との距離に起因
する前記測定値の誤差を補正する補正ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記形状測定装置に関して予
め取得された温度特性に関する情報を用いて、前記形状測定装置の周囲における温度の変
化に起因する前記測定値の誤差を補正する補正ステップをさらに含むことを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明に係る形状測定方法は、上記発明において、前記センサが測定した前記被
測定面と前記測定対象物の外周面の測定値に基づき、前記被測定面に対する前記外周面の
偏心量を算出するステップをさらに含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、被測定面を加圧しながら走査して形状測定を行うため、表面に弾性体
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が設けられた加工皿を測定対象物とした場合においても、加工時における実効形状を精度
よく測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置の構成を示す模式図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置が備えるセンサの第１の構成例
を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置が備えるセンサの第１の構成例
を示す、図２とは異なる位置の断面を示す断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法を示すフロ
ーチャートである。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法において、
マスター（測定対象物）の調節方法を示すフローチャートである。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法において、
被測定面の測定方法の第１の例を説明するための模式図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法において、
マスターの測定値の補正方法を説明するためのグラフである。
【図８】図８は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法において、
演算処理およびデータ格納方法を示すフローチャートである。
【図９】図９は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法において、
センサの測定値の補正方法を説明するためのグラフである。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法におい
て、センサの測定値の補正方法を説明するためのグラフである。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置が備えるセンサの第２の構
成例を示す断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置が備えるセンサの第３の構
成例を示す断面図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法におい
て、被測定面の測定方法の第２の例を説明するための模式図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置が備えるセンサの第４の構
成例を示す断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態に係る形状測定装置による形状測定方法におい
て、偏心量の測定方法を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態に係る形状測定装置および形状測定方法について、図面を参
照しながら説明する。なお、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではなく、以下
の実施の形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的
に同一のものも含まれる。また、以下で参照する各図面において、同一部分には同一の符
号を付して示している。
【００３１】
[形状測定装置]
　以下、本発明の実施の形態に係る形状測定装置の構成について、図１～図３を参照しな
がら説明する。形状測定装置１は、凸または凹の球面状をなす被測定面を有する測定対象
物の当該被測定面の形状を測定するものであり、より詳細には被測定面の各点における径
方向の形状偏差を測定する。
【００３２】
　形状測定装置１は、図１に示すように、ベース１０と、一対の支持部材１１と、エンコ
ーダ１２と、一対のスライドレール２０と、バー２１と、センサ３０と、θステージ４１
と、Ｘステージ４２と、Ｙステージ４３と、Ｚステージ４４と、ホルダ４５と、温度計測
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器５０と、制御装置６０と、を備えている。なお、以下の説明では、同図に示すように、
鉛直方向をＺ方向とし、Ｚ方向と直交する水平面をＸＹ面とする。
【００３３】
　測定対象物Ｗは、少なくとも一部に凸または凹の球面状をなす被測定面Ｗｌを有する部
材であり、具体的には光学レンズを加工（研磨加工）するための加工皿である。後記する
ように、被測定面Ｗｌを構成する加工皿の表面には、弾性体Ｗｅが設けられている（図２
および図３参照）。なお、図１では、測定対象物Ｗの上面（被測定面Ｗｌ）を凹形状、下
面を平面状としているが、測定対象物Ｗの形状は、少なくとも被測定面Ｗｌが球面形状を
なしていれば、特に限定されない。また、被測定面Ｗｌの表面状態については、粗面であ
ってもよいし、研磨面であってもよい。
【００３４】
　ベース１０は、平板状に形成されており、その上にセンサ３０をはじめとする各種部品
が配置されている。一対の支持部材１１は、棒状に形成されており、ベース１０の両側面
において、互いに対向する位置に配置されている。
【００３５】
　一対のスライドレール２０は、支持部材１１に対して、エンコーダ１２を介して回転可
能に取り付けられている。一対のスライドレール２０は、エンコーダ１２の中心軸Ｒ１（
第１の軸）回りに３６０°回転可能、かつ互いに平行に設けられている。なお、エンコー
ダ１２は、センサ３０の回転角度を検出するための回転角度センシング部材である。
【００３６】
　バー２１は、スライドレール２０に設けられたレール部２０ａに沿って摺動可能に取り
付けられている。スライドレール２０およびバー２１は、中心軸Ｒ１と直交する軸Ｒ２（
第２の軸）上でセンサ３０を移動させる「センサ移動機構」として機能する。そして、こ
のセンサ３０が移動可能な経路である軸Ｒ２と中心軸Ｒ１との交点が、センサ３０の回転
中心Ｃとなる。
【００３７】
　バー２１およびセンサ３０は、軸Ｒ２に沿って、回転中心Ｃの両側に亘って移動可能に
設置されている。レール部２０ａにおけるバー２１の位置（すなわち軸Ｒ２上におけるセ
ンサ３０の位置）は、被測定面Ｗｌの大域的な形状に応じて調節される。具体的には、被
測定面Ｗｌの大域的な形状が凹の球面状である場合、バー２１は支点２０ｂよりも下側に
配置され、被測定面Ｗｌの大域的な形状が凸の球面状である場合、バー２１は支点２０ｂ
よりも上側に配置される。
【００３８】
　スライドレール２０およびバー２１には、例えば図示しない駆動装置が設けられており
、スライドレール２０の回転運動およびスライドレール２０におけるバー２１の摺動は、
この駆動装置を介して制御装置６０により自動制御される。なお、この駆動装置は、スラ
イドレール２０を介してセンサ３０を中心軸Ｒ１回りに回転させる「センサ回転機構」と
して機能する。
【００３９】
　エンコーダ１２の回転移動量およびスライドレール２０におけるバー２１の直進移動量
（支点２０ｂからの距離および移動方向）は、制御装置６０に出力される。なお、スライ
ドレール２０の回転運動およびスライドレール２０におけるバー２１の摺動は、自動制御
ではなく、ユーザが手動で制御してもよい。
【００４０】
　センサ３０は、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌの形状を測定する。センサ３０は、一般的
な接触式または非接触式のセンサとは異なり、被測定面Ｗｌを加圧しながらその形状を測
定する。そして、センサ３０は、測定した測定対象物Ｗの形状（測定値）を制御装置６０
に出力する。ここで、センサ３０の具体的構成については後記する（図２および図３参照
）。
【００４１】
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　θステージ４１は、ベース１０上の水平面内において回転可能に設けられている。θス
テージ４１は、Ｚ方向と平行な軸回りに回転することにより、バー２１に対するホルダ４
５（すなわち測定対象物Ｗ）の相対的な向きを変化させる「ホルダ回転機構」として機能
する。
【００４２】
　Ｘステージ４２、Ｙステージ４３およびＺステージ４４は、θステージ４１上に設けら
れている。Ｘステージ４２、Ｙステージ４３およびＺステージ４４は、θステージ４１上
でＸＹＺの各方向に並進することにより、ホルダ４５（測定対象物Ｗ）の３次元的な位置
を調節する「ホルダ移動機構」として機能する。
【００４３】
　θステージ４１、Ｘステージ４２、Ｙステージ４３およびＺステージ４４には図示しな
い駆動装置が設けられており、θステージ４１の回転運動と、Ｘステージ４２、Ｙステー
ジ４３およびＺステージ４４の各方向における並進運動とは、この駆動装置を介して制御
装置６０により自動制御される。なお、θステージ４１の回転運動と、Ｘステージ４２、
Ｙステージ４３およびＺステージ４４の各方向における並進運動とは、自動制御ではなく
、ユーザが手動で制御してもよい。
【００４４】
　ホルダ４５は、Ｚステージ４４上に配置され、測定対象物Ｗを保持する。温度計測器５
０は、ベース１０上に脚部５０ａを介して設けられ、周囲の温度を測定する。温度計測器
５０によって測定された周囲の温度は、制御装置６０に出力される。
【００４５】
　制御装置６０は、形状測定装置１全体の動作を制御する。制御装置６０は、例えばパー
ソナルコンピュータによって構成されている。制御装置６０は、当該制御装置６０の制御
プログラムや各種情報を記憶する記憶部６１と、被測定面Ｗｌの形状を算出する演算部６
２と、算出した被測定面Ｗｌの形状を表示する表示部６３と、これら各部の動作を統括的
に制御する制御部６４と、を備えている。
【００４６】
　制御部６４は、被測定面Ｗｌの球心がセンサ３０の回転中心Ｃと一致するように、スラ
イドレール２０におけるバー２１の位置、θステージ４１、Ｘステージ４２、Ｙステージ
４３およびＺステージ４４の位置を調節し、被測定面Ｗｌの形状を測定する一連の動作を
制御する。
【００４７】
　制御部６４は、具体的には、センサ３０によって被測定面Ｗｌを走査することにより、
被測定面Ｗｌの形状（微小な凹凸や、真球からの形状誤差）を測定する。前記したように
、被測定面Ｗｌの球心は、センサ３０の回転中心Ｃと一致するように制御部６４によって
設定される。従って、スライドレール２０およびθステージ４１を回転させることにより
、センサ３０から被測定面Ｗｌ上の各点までの距離を一定に維持することができる。そし
てこれにより、被測定面Ｗｌの全域に対して、センサ３０において生じる固有の誤差、具
体的には、被測定面Ｗｌまでの測長距離の違いに起因する誤差（以下、「直進性誤差」と
いう）を排除して、精度のよい形状測定を行うことができる。
【００４８】
（直進性誤差および温度特性誤差の補正演算）
　ここで、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌが真球であれば、前記したような直進性誤差を排
除した形状測定を行うことができる。しかしながら、被測定面Ｗｌにうねりが生じている
等、真球から外れている場合、上記直進性誤差の影響がセンサ３０（具体的には後記する
第１変位センサ３７）の測定結果に表れてしまう。また、形状測定装置１が設置される環
境によっては、温度変化に起因する誤差（以下、「温度特性誤差」という）が発生するこ
ともある。
【００４９】
　そこで、本実施の形態では、センサ３０（具体的には後記する第１変位センサ３７）に
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おける直進性誤差および温度特性誤差の誤差成分（補正データ）を事前に評価して記憶部
６１に記憶させ、センサ３０から出力された測定値に対してこれらの誤差成分を用いて補
正演算を行うことにより、高精度な形状測定を実現している。なお、これらの誤差成分は
、センサ３０が個別に有する固有の成分であり、一度取得して記憶部６１に記憶させれば
、センサ３０の較正を行うまで再度取得する必要はない。
【００５０】
　ここで、被測定面Ｗｌに対する測定対象距離（センサ３０（具体的には後記する第１変
位センサ３７）から被測定面Ｗｌ上の各点までの距離）を変化させると、測定対象距離と
センサ３０における測定値との間に誤差が生じる。このような誤差が直進性誤差である。
直進性誤差は、各測定対象距離に対するセンサ３０の測定値から取得することができ、取
得された直進性誤差は記憶部６１に記憶される。
【００５１】
　また、センサ３０（具体的には後記する第１変位センサ３７）と被測定面Ｗｌとの位置
関係を変化させることなく、温度環境を変化させると、測定対象距離とセンサ３０の測定
値との間に誤差が生じる。この誤差が温度特性誤差である。温度特性誤差は、各測定対象
距離に対するセンサ３０の測定値から取得することができ、取得された温度特性誤差は記
憶部６１に記憶される。
【００５２】
（センサの構成）
　以下、形状測定装置１が備えるセンサ３０の具体的構成について、図２および図３を参
照しながら説明する。ここで、図２および図３は、被測定面Ｗｌの形状測定時におけるセ
ンサ３０の断面を示している。また、図３は、図２に示した断面に対して直交する断面を
示している。
【００５３】
　センサ３０は、複数の変位センサを備えるセンサユニットである。センサ３０は、ハウ
ジング３１と、エア供給管３２と、板状部材３３と、支持部材３４と、回転子３５と、エ
ンコーダ３６と、第１変位センサ３７と、第２変位センサ３８と、を備えている。
【００５４】
　ハウジング３１の内部空間３１ａには、第１変位センサ３７の一部、板状部材３３、支
持部材３４の一部等が配置されている。また、内部空間３１ａには、被測定面Ｗｌの形状
測定時に、エア供給路３１ｂを介して圧縮エアが供給される。
【００５５】
　エア供給管３２は、ハウジング３１の内部空間３１ａに圧縮エアを供給する。エア供給
管３２は、一端側が外部のエア供給源（図示省略）に接続されており、他端側がハウジン
グ３１に形成されたエア供給路３１ｂと接続されている。そして、エア供給管３２は、被
測定面Ｗｌの形状測定時に、エア供給路３１ｂを介して内部空間３１ａに圧縮エアを供給
する。
【００５６】
　板状部材３３は、内部空間３１ａに配置されており、当該内部空間３１ａ内を移動可能
に構成されている。板状部材３３の一方の面（第１変位センサ３７と対向する面）には、
内部空間３１ａに供給された圧縮エアにより、圧力Ｐが作用している。すなわち、板状部
材３３は、圧力Ｐで被測定面Ｗｌの方向に加圧（付勢）されている。
【００５７】
　支持部材３４は、回転子３５を支持する。支持部材３４の一端側は、板状部材３３に固
定されている。また、支持部材３４の他端側は二又に分かれており（図３参照）、当該二
又部分の間に設けられた軸部材（図示省略）によって回転子３５を軸支している。また、
支持部材３４の内部には、第２変位センサ３８が設けられている。なお、本実施の形態で
は、図２および図３に示すように、支持部材３４および板状部材３３を別体で示している
が、両者は一体で構成されていてもよい。
【００５８】
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　回転子３５は、センサ３０を被測定面Ｗｌに沿って案内するためのガイド機構である。
回転子３５は、センサ３０による被測定面Ｗｌの形状測定時において、当該被測定面Ｗｌ
と接触する部位（センサ３０の先端）に設けられている。
【００５９】
　回転子３５は、例えばベアリングを内蔵したローラによって構成され、被測定面Ｗｌの
形状測定時に軸部材（図示省略）の回りを自転しながら被測定面Ｗｌを走査する。また、
回転子３５は、被測定面Ｗｌの形状測定時において、前記した板状部材３３に加わる圧力
Ｐに応じて、被測定面Ｗｌを加圧する。
【００６０】
　ここで、本実施の形態における測定対象物Ｗは、表面に弾性体Ｗｅが設けられた加工皿
であり、被測定面Ｗｌに、例えば微細な穴や溝等が意図せずに形成されている場合がある
。そのため、例えば一般的な接触式プローブによって被測定面Ｗｌを加圧しながら走査し
ようとすると、接触式プローブが被測定面Ｗｌに引っ掛かるおそれがある。そこで、本実
施の形態では、センサ３０の先端に設けた回転子３５を、当該センサ３０を被測定面Ｗｌ
に沿って案内するためのガイド機構として機能させることにより、被測定面Ｗｌへの引っ
掛かりを回避し、センサ３０が被測定面Ｗｌ上を滑らかに走査できるようにしている。
【００６１】
　エンコーダ３６は、回転子３５の所定位置からの回転角度を測定するものであり、回転
子３５の回転軸の位置に設けられている。エンコーダ３６によって測定された回転子３５
の回転角度は、制御装置６０に出力される。
【００６２】
　第１変位センサ３７は、被測定面Ｗｌの形状を測定する。第１変位センサ３７は、所定
の間隙を隔てて板状部材３３と対向する位置に配置されており、板状部材３３の変位を検
出することにより、被測定面Ｗｌの形状を測定する。そして、第１変位センサ３７によっ
て測定された板状部材３３の変位は、制御装置６０に出力される。
【００６３】
　第１変位センサ３７としては、例えば三角測距方式により変位を測定する非接触式の光
照射型変位計や、接触式の測定器を用いてもよい。
【００６４】
　第２変位センサ３８は、回転子３５の偏心量を測定する。第２変位センサ３８は、所定
の間隙を隔てて回転子３５と対向する位置に配置されており、回転子３５の外周の変位を
検出することにより、回転子３５の偏心量を測定する。そして、第２変位センサ３８によ
って測定された回転子３５の偏心量は、制御装置６０に出力される。
【００６５】
　第２変位センサ３８としては、例えば三角測距方式により変位を測定する非接触式の光
照射型変位計や、接触式の測定器を用いてもよい。
【００６６】
　本実施の形態では、第１変位センサ３７による被測定面Ｗｌの形状測定と同期して、第
２変位センサ３８によって回転子３５の偏心量を取得（算出）し、当該偏心量に基づいて
、第１変位センサ３７の測定値を補正している。これにより、例えば回転子３５の形状に
微小なうねり等が生じていることにより、回転振れが発生する場合であっても、測定誤差
の発生を防止することができる。
【００６７】
　以上のようなセンサ３０を備える形状測定装置１は、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌの形
状を測定する際に、光学レンズ加工時における状況を再現しながら測定を行う。すなわち
、形状測定装置１は、光学レンズを加工している際に加工皿（測定対象物Ｗ）の表面に作
用する圧力により、被測定面Ｗｌを加圧しながら形状の測定を行う。このようにして、光
学レンズの加工中と同様の圧力が加工皿（測定対象物Ｗ）に加えられている状態で、被測
定面Ｗｌの形状を測定する。
【００６８】
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　ここで、被測定面Ｗｌの形状測定時における加圧量は、被測定面Ｗｌの形状測定の前に
予め実験的に算出する。具体的には、実際に加工に用いられる加工皿（測定対象物Ｗ）と
、加工対象となる光学レンズの形状との比率から、光学レンズ加工時に加工皿に作用する
単位面積当たりの力を加圧量として算出することができる。なお、光学レンズ加工時に加
工皿に作用する単位面積当たりの力とは、具体的には光学レンズと加工皿とが全面で接触
し、光学レンズが最終形状になる時（加工が終了する直前）の単位面積当たりの力のこと
を示している。
【００６９】
　なお、被測定面Ｗｌの形状測定時における加圧量は、光学レンズ加工時に加工皿（測定
対象物Ｗ）に作用する圧力と同じであることが好ましいが、多少の誤差等が含まれていて
も構わない。
【００７０】
[形状測定方法]
　以下、本実施の形態に係る形状測定装置１を利用した形状測定方法について、図４～図
１０を参照しながら説明する。
【００７１】
　まず、真球状をなす被測定面を有するマスターをホルダ４５にセットする（ステップＳ
１０）。なお、以下の説明では、マスターが有する被測定面を凸の球面形状とするが、凹
の球面形状であっても同様に各ステップを実行することができる。
【００７２】
　続いて、マスターの各種調節を行う（ステップＳ１１）。以下、本ステップにおけるマ
スターの調節方法の詳細について、図５を参照しながら説明する。
【００７３】
　まず、制御装置６０による自動制御またはユーザによる手動制御によって、θステージ
４１、Ｘステージ４２、Ｙステージ４３およびＺステージ４４を調節し、マスターの頂点
の位置を出す（ステップＳ１１１）。
【００７４】
　続いて、制御装置６０による自動制御またはユーザによる手動制御によって、マスター
の球心がセンサ３０の回転中心Ｃと一致するように、Ｚステージ４４を調節し、マスター
の球心位置を出す（ステップＳ１１２）。
【００７５】
　続いて、制御装置６０による自動制御またはユーザによる手動制御によって、スライド
レール２０のバー２１の位置を調節し、センサ３０とマスターの頂点との距離が個々のセ
ンサ３０に設定されている測定基準距離を出す（ステップＳ１１３）。
【００７６】
　そして最後に、制御装置６０による自動制御またはユーザによる手動制御によって、ス
ライドレール２０に設けられた駆動装置を回転させ、センサ３０を測定開始位置に移動さ
せる（ステップＳ１１４）。そして、処理はメインルーチン（図４参照）に戻る。
【００７７】
　ステップＳ１１に続いて、制御装置６０による自動制御によって、スライドレール２０
に設けられた駆動装置を介してスライドレール２０を回転させ、センサ３０を測定開始位
置から測定終了位置まで中心軸Ｒ１回りに回転させて、マスターの被測定面の測定を行う
（ステップＳ１２）。
【００７８】
　ここで、本ステップにおけるマスターの被測定面の測定方法（走査方法）としては、例
えば図６の方法が挙げられる。図６の例では、マスターＷｍの被測定面Ｗｌに対し、半円
周Ｍ１上の１点にセンサ３０を接触させた状態でスライドレール２０に設けられた駆動装
置を回転させることにより、半円周Ｍ１を走査する。続いて、θステージ４１を回転させ
てセンサ３０の接触点をずらし、半円周Ｍ２上の１点にセンサ３０を接触させた状態で前
記駆動装置を回転させることにより、半円周Ｍ２を走査する。同様にして、センサ３０で
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半円周Ｍ３～Ｍｎの走査を繰り返すことにより、各半円周Ｍ３～Ｍｎの形状を測定するこ
とができる。
【００７９】
　ステップＳ１２に続いて、演算部６２は、センサ３０から出力された測定値（第１変位
センサ３７の変位量、第２変位センサ３８の変位量、エンコーダ３６の回転量）、エンコ
ーダ１２の回転量、θステージ４１の回転量および温度計測器５０から出力された温度測
定値を取り込み、被測定面Ｗｌの測定値を補正して当該被測定面Ｗｌの形状を算出する演
算処理を行い、演算結果のデータを記憶部６１に格納する（ステップＳ１３）。
【００８０】
　本ステップにおいて、演算部６２は、具体的にはセンサ３０から出力されたマスターＷ
ｍの測定値に対し、回転子３５の偏心誤差量の算出と、第１変位センサ３７の直進性誤差
および温度特性誤差の補正を行う。以下、それらの詳細について、図７～図１０を参照し
ながら説明する。
【００８１】
　図７において、実線はマスターＷｍの被測定面Ｗｌの形状の理論値を示しており、破線
は測定値を示している。マスターＷｍの被測定面Ｗｌは、狙いの測定精度よりも高精度に
制作された真球状をなしている。従って、図７に示す理論値と測定値との差は、形状測定
装置１における測定誤差（組み付け誤差、回転子３５の偏心誤差、直進性誤差、温度特性
誤差）と考えることができる。
【００８２】
　制御装置６０の演算部６２は、図８に示すように、まず回転子３５の偏心量を算出して
格納する（ステップＳ１３１）。本ステップにおいて、演算部６２は、図９の（ａ）に示
すように、第２変位センサ３８とエンコーダ３６の同期出力された測定値（第２変位セン
サ測定値）に対して、記憶部６１に予め記憶された直進性誤差（測長距離ごとの測定誤差
）および温度特性誤差の２誤差を補正して除去する。この２誤差除去後の測定値が、回転
子３５の偏心量（偏心誤差量）となる。演算部６２は、このようにして得た偏心量のデー
タを、記憶部６１に格納する。
【００８３】
　続いて、演算部６２は、第１変位センサの直進性誤差および温度特性誤差を補正する（
ステップＳ１３２）。本ステップにおいて、演算部６２は、図９の（ｂ）に示すように、
第１変位センサ３７の測定値（第１変位センサ測定値）に対して、記憶部６１に予め記憶
された直進性誤差（測長距離ごとの測定誤差）および温度特性誤差の２誤差を補正して除
去する。
【００８４】
　続いて、演算部６２は、設備の組み付け誤差を算出して格納する（ステップＳ１３３）
。本ステップにおいて、演算部６２は、図１０に示すように、ステップＳ１３２で補正し
た２誤差除去後の第１変位センサ３７の測定値に対して、ステップＳ１３１で算出した回
転子３５の偏心量を補正する。これにより、マスター理論値に対する設備の組み付け誤差
を算出する。演算部６２は、このようにして算出した組み付け誤差のデータを、記憶部６
１に格納する。
【００８５】
　ここで、図９の（ａ）および図１０の（ａ）において、グラフの縦軸は偏心量[μｍ]を
、グラフの横軸は回転子３５の回転角[θ]を示している。また、図９の（ｂ）および図１
０の（ｂ）において、グラフの縦軸は形状誤差[μｍ]を、グラフの横軸は測定対象物Ｗの
測定角[θ]を示している。また、図１０では、回転子３５の外周長さが測定対象物Ｗの測
定長さの１／４である場合を一例として示している。すなわち、同図の例では、回転子３
５における１回転分の偏心量を用いて、測定対象物Ｗの測定長さの１／４に対応する組み
付け誤差を算出する。
【００８６】
　ステップＳ１３に続いて、制御部６４は、ステップＳ１３で算出された被測定面Ｗｌの
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形状に基づいて、当該被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃ（図１参照）
と一致しているか否かを判定する（ステップＳ１４）。
【００８７】
　被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃと一致していない場合（ステップ
Ｓ１４でＮｏ）、ステップＳ１１に戻り、マスターＷｍの調節をやり直す。
【００８８】
　一方、被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃと一致している場合（ステ
ップＳ１４でＹｅｓ）、ホルダ４５からマスターＷｍを取り外し、測定対象物Ｗをホルダ
４５にセットする（ステップＳ１５）。その際、マスターＷｍの球心位置Ｏとセンサ３０
の回転中心Ｃとが一致している状態におけるマスターＷｍの測定値が、測定対象物Ｗを測
定する際の基準値となる。
【００８９】
　続いて、測定対象物Ｗの各種調節を行う（ステップＳ１６）。本ステップにおける測定
対象物Ｗの調節方法は、ステップＳ１１と同様である（図５参照）。
【００９０】
　続いて、制御装置６０による自動制御により、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌの測定を行
う（ステップＳ１７）。本ステップにおける測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌの測定方法は、
ステップＳ１２と同様である（図６参照）。
【００９１】
　続いて、センサ３０から出力された測定値（第１変位センサ３７の変位量、第２変位セ
ンサ３８の変位量、エンコーダ３６の回転量）、エンコーダ１２の回転量、θステージ４
１の回転量および温度計測器５０から出力された温度測定値を取り込み、測定対象物Ｗの
被測定面Ｗｌの測定値を補正して当該被測定面Ｗｌの形状を算出する演算処理を行い、演
算結果のデータを記憶部６１に格納する（ステップＳ１８）。
【００９２】
　本ステップにおいて、演算部６２は、具体的には測定対象物Ｗの被測定面Ｗ１の測定値
に対して、ステップＳ１３と同様にして、回転子３５の偏心量（偏心誤差量）の算出と、
第１変位センサ３７の直進性誤差および温度特性誤差の補正とを行う。続いて、演算部６
２は、補正後のデータから回転子３５の偏心量を補正し、最後にステップＳ１３で算出さ
れた組み付け誤差の値を補正することにより、形状測定装置１における組み付け誤差の補
正を行う。これにより、組み付け誤差、回転子３５の偏心誤差、直進性誤差および温度特
性誤差が除去された被測定面Ｗ１の測定値（補正後測定値）が得られる。
【００９３】
　続いて、制御部６４は、ステップＳ１８で算出された被測定面Ｗｌの形状に基づいて、
被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃ（図１参照）と一致しているか否か
を判定する（ステップＳ１９）。
【００９４】
　被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃと一致していない場合（ステップ
Ｓ１９でＮｏ）、ステップＳ１６に戻り、測定対象物Ｗの調節をやり直す。
【００９５】
　一方、被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃと一致している場合（ステ
ップＳ１９でＹｅｓ）、制御部６４は、ステップＳ１８で算出された被測定面Ｗｌの形状
を表すデータを表示部６３に出力し、当該形状を表示させる（ステップＳ２０）。これに
より、形状測定装置１による形状測定方法は終了する。
【００９６】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、被測定面Ｗｌを加圧しながら走査して形
状測定を行うため、表面に弾性体Ｗｅが設けられた加工皿を測定対象物Ｗとした場合にお
いても、加工時における実効形状を精度よく測定することができる。
【００９７】
　また、本実施の形態によれば、スライドレール２０のレール部２０ａに沿ってセンサ３
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０が移動可能に構成され、被測定面Ｗｌの球心位置Ｏをセンサ３０の回転中心Ｃに合わせ
た上で、センサ３０を回転させるため、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌが凸状または凹状の
いずれであっても、あるいは曲率半径にもよらず、被測定面Ｗｌに対する測長距離をほぼ
一定に保ちつつ測定を行うことができる。従って、測定値における直進性誤差を極めて小
さくすることができる。
【００９８】
　また、本実施の形態によれば、被測定面Ｗｌにおける微小なうねりによって生じる直進
性誤差や温度特性誤差を演算処理により除去することにより、測定対象物Ｗの被測定面Ｗ
ｌの形状の測定精度をさらに高めることが可能となる。
【００９９】
　また、本実施の形態によれば、真球状をなす被測定面Ｗｌを有するマスターＷｍを用い
て測定を行うことで、形状測定装置１における組み付け誤差を算出し、この組み付け誤差
を測定対象物Ｗの測定値から除去することにより、さらに高精度な形状測定を行うことが
可能となる。
【０１００】
　また、本実施の形態は、回転子３５がローラによって構成されているため、回転子３５
が摩耗しにくく、耐久度に優れているというメリットも有している。
【０１０１】
[変形例１]
　前記した実施の形態では、形状測定装置１のセンサ３０が回転子を１つ備えている場合
について説明したが、図１１に示すように、回転子を複数備える構成としてもよい。
【０１０２】
　変形例１におけるセンサ３０Ａは、ハウジング３１Ａの内部空間３１ａ、板状部材３３
Ａ、支持部材３４Ａ、回転子３５Ａをそれぞれ２つずつ備えているとともに、変位センサ
を１つのみ（第１変位センサ３７のみ）備えている。また、センサ３０Ａにおける第１変
位センサ３７は、２つの回転子３５Ａの間に配置されている。そして、第１変位センサ３
７は、２つの回転子３５Ａ間の間隙を通って、被測定面Ｗｌに光を照射することにより、
当該被測定面Ｗｌの変位を測定する。
【０１０３】
　以上のようなセンサ３０Ａを備える変形例１に係る形状測定装置は、被測定面Ｗｌの形
状測定時において、図１１に示すように、２つの回転子３５Ａによって被測定面Ｗｌを加
圧してその表面を加圧・変形させ、被測定面Ｗｌの形状を第１変位センサ３７によって直
接測定する。
【０１０４】
　すなわち、変形例１に係る形状測定装置は、形状測定装置１のような第２変位センサ３
８を利用した回転子３５の偏心の補正を行うことなく被測定面Ｗｌの形状を測定するため
、より簡易な方法によって、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌの実効形状を精度よく測定する
ことができる。
【０１０５】
　なお、変形例１に係る形状測定装置では、２つの回転子３５Ａ間の間隔が広すぎると、
測定対象物Ｗの弾性によって第１変位センサ３７の測定点が復元してしまうため、２つの
回転子３５Ａ間の間隔は、復元しない程度に狭く設定することが望ましい。
【０１０６】
[変形例２]
　前記した実施の形態では、形状測定装置１のセンサ３０における回転子３５がローラに
よって構成されている場合について説明したが、図１２に示すように、ローラ以外からな
る回転子を備える構成としてもよい。
【０１０７】
　変形例２におけるセンサ３０Ｂは、回転子３５Ｂが鋼球によって構成されているととも
に、変位センサを１つのみ（第１変位センサ３７のみ）備えている。回転子３５Ｂを構成
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する鋼球は、偏心量の小さい（例えば０．５μｍ以下の）真球である。また、センサ３０
Ｂは、前記したセンサ３０と同様に、第１変位センサ３７が板状部材３３の変位を測定す
るように構成されている。なお、回転子３５Ｂは、筒状の支持部材３４Ｂによって支持さ
れている。
【０１０８】
　以上のようなセンサ３０Ｂを備える変形例２に係る形状測定装置は、偏心量の小さい鋼
球を回転子３５Ｂとして用いることにより、形状測定装置１のような第２変位センサ３８
を利用した回転子３５の偏心の補正を行うことなく被測定面Ｗｌの形状を測定することが
できるため、より簡易な方法によって、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌの実効形状を精度よ
く測定することができる。
【０１０９】
　また、回転自在な鋼球を回転子３５Ｂとして用いることにより、走査方法の自由度も向
上する。すなわち、センサ３０Ｂを備える変形例２に係る形状測定装置は、前記した図６
で示したような走査方法に加えて、例えば図１３に示すような走査方法も行うことが可能
である。
【０１１０】
　図１３の例では、マスターＷｍの被測定面Ｗｌに対し、円周Ｌ１上の１点にセンサ３０
を接触させた状態でθステージ４１を１回転させることにより、円周Ｌ１を走査する。続
いて、スライドレール２０に設けられた駆動装置を回転させてセンサ３０の接触点をずら
し、円周Ｌ２上の１点にセンサ３０を接触させた状態でθステージ４１を１回転させるこ
とにより、円周Ｌ２を走査する。同様にして、センサ３０で円周Ｌ３～Ｌｎの走査を繰り
返すことにより、各円周Ｌ３～Ｌｎの形状を測定することができる。
【０１１１】
[変形例３]
　前記した実施の形態では、形状測定装置１のセンサ３０におけるガイド機構が回転体（
回転子３５）によって構成されている場合について説明したが、図１４に示すように、回
転体以外からなるガイド機構を備える構成としても良い。
【０１１２】
　変形例３におけるセンサ３０Ｃは、ガイド機構が回転子ではなく、両端部がハウジング
３１側に向かって湾曲した板状部材３５Ｃによって構成されているとともに、変位センサ
を１つのみ（第１変位センサ３７のみ）備えている。なお、板状部材３５Ｃは、棒状の支
持部材３４Ｃによって支持されている。
【０１１３】
　以上のようなセンサ３０Ｃを備える変形例３に係る形状測定装置は、板状部材３５Ｃを
ガイド機構として用いることにより、形状測定装置１のような第２変位センサ３８を利用
した回転子３５の偏心の補正を行うことなく被測定面Ｗｌの形状を測定するため、より簡
易な方法および構成により被測定面Ｗｌの実効形状を精度よく測定することができる。
【０１１４】
[変形例４]
　前記した変形例２では、形状測定装置によって測定対象物Ｗの被測定面（球面）Ｗｌの
形状を測定する場合（図１３参照）について説明したが、変形例２に係る形状測定装置は
、測定対象物Ｗの被測定面Ｗｌに対する外周面の偏心量を測定することも可能である。
【０１１５】
　変形例４における偏心量の測定方法は、図４に示すステップＳ１９以降（測定対象物に
おける被測定面Ｗｌの球心位置Ｏがセンサ３０の回転中心Ｃ（図１参照）と一致したと判
定された後）に実行される。図１５は、偏心量の測定方法を説明するための模式図である
。
【０１１６】
　まず、形状測定装置は、測定対象物Ｗの外周面Ｗｏを測定する。詳細には、測定対象物
Ｗの外周面Ｗｏに対し、円周Ｋ１上の１点にセンサ３０（回転子３５）を接触させた状態
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でθステージ４１を１回転させることにより、円周Ｋ１を走査する。続いて、Ｚステージ
４４を駆動してセンサ３０の接触点をずらし、円周Ｋ２上の１点にセンサ３０（回転子３
５）を接触させた状態でθステージ４１を１回転させることにより、円周Ｋ２を走査する
。同様にして、センサ３０により円周Ｋ３～Ｋｎに対する走査を繰り返すことにより、各
円周Ｋ1～Ｋnの形状を測定することができる。
【０１１７】
　そして、演算部６２は、測定対象物Ｗの外周面Ｗｏの測定値とステップＳ１８において
取得したデータを基に、被測定面Ｗｌに対する外周面Ｗｏの偏心量（ＸＹ方向のズレ（シ
フト量）、外周面Ｗｏの傾斜量（チルト量））を算出する。
【０１１８】
　以上、本発明に係る形状測定装置および形状測定方法について、発明を実施するための
形態により具体的に説明したが、本発明の趣旨はこれらの記載に限定されるものではなく
、特許請求の範囲の記載に基づいて広く解釈されなければならない。また、これらの記載
に基づいて種々変更、改変等したものも本発明の趣旨に含まれることはいうまでもない。
【０１１９】
　例えば、前記した形状測定装置では、被測定面Ｗｌを加圧する際に圧縮エアを用いてい
るが、小型サーボやバネによって加圧してもよい。
【０１２０】
　また、前記した形状測定装置では、第２変位センサ３８によって取得した偏心量に基づ
いて第１変位センサ３７の測定値を補正する場合について説明したが、例えば回転子３５
の偏心量が非常に小さい場合（例えば０．５μｍ以下の場合等）は、このような補正を行
わなくてもよい。すなわち、形状測定装置は、偏心量が非常に小さい回転子３５を用いる
場合、第２変位センサ３８を備えず、かつ偏心量に基づく補正を行わない構成としてもよ
い。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　形状測定装置
　１０　ベース
　１１　支持部材
　１２　エンコーダ
　２０　スライドレール
　２０ａ　レール部
　２０ｂ　支点
　２１　バー
　３０，３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ　センサ
　３１　ハウジング
　３１ａ　内部空間
　３１ｂ　エア供給路
　３２　エア供給管
　３３，３３Ａ　板状部材
　３４，３４Ａ，３４Ｂ，３４Ｃ　支持部材
　３５，３５Ａ，３５Ｂ　回転子
　３５Ｃ　板状部材
　３６　エンコーダ
　３７　第１変位センサ
　３８　第２変位センサ
　４１　θステージ
　４２　Ｘステージ
　４３　Ｙステージ
　４４　Ｚステージ
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　４５　ホルダ
　５０　温度計測器
　５０ａ　脚部
　６０　制御装置
　６１　記憶部
　６２　演算部
　６３　表示部
　６４　制御部
　Ｗ　測定対象物
　Ｗｅ　弾性体
　Ｗｌ　被測定面
　Ｗｍ　マスター
　Ｗｏ　外周面

【図１】 【図２】

【図３】
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