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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同等の一連のワークピースを検査するための座標測定装置であって、各ワークピースと
位置検出関係をもつ読み取り位置に移動可能なワークピース検出プローブを具え、
　（ａ）前記ワークピースに近似した特徴、寸法および部位を有し、前記座標測定装置と
は別の装置を用いて動的誤差の影響を受けない較正が行われた加工品を準備する工程と、
　（ｂ）前記座標測定装置を用い、前記ワークピース検出プローブを、動的誤差を生じさ
せる速度で前記加工品に対して移動させることで前記加工品を測定する工程であって、当
該移動の速度が、当該加工品の測定に続いて前記一連のワークピースにおける同等のワー
クピースを測定するときにも適用される速度である当該工程と、
　（ｃ）前記別の装置を用いた、動的誤差の影響を受けていない前記加工品の較正値およ
び前記動的誤差の影響を受けている加工品の測定値の差に対応する誤差マップまたは誤差
関数を生成する工程と、
　（ｄ）前記座標測定装置により、動的誤差を生じさせる前記速度で前記同等のワークピ
ースを測定する工程と、
　（ｅ）当該同等のワークピースの測定値を前記誤差マップまたは誤差関数を用いて補正
することで、動的誤差および静的誤差の双方を除去もしくは低減する工程と、
を適宜の順序で実行するように構成されている座標測定装置。
【請求項２】
　前記加工品は、前記同等の一連のワークピースの内の一つのワークピースである請求項
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１に係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項３】
　前記加工品は前記ワークピースと同じ表面処理が施されたものである請求項１または請
求項２に係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項４】
　前記加工品の表面処理は前記ワークピースの表面処理を模倣したものである請求項１ま
たは請求項２に係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項５】
　前記座標測定装置は幾何学的誤差について補正されるものである請求項１ないし請求項
４のいずれかに係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項６】
　前記座標測定装置は幾何学的誤差について補正されないものである請求項１ないし請求
項４のいずれかに係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項７】
　前記加工品に対して部分座標系がセットアップされ、該部分座標系内に前記ワークピー
スの誤差データおよび測定値がストアされる請求項１ないし請求項６のいずれかに係る一
連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項８】
　前記ワークピース検出プローブが接触プローブである請求項１ないし請求項７のいずれ
かに係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【請求項９】
　前記ワークピース検出プローブが非接触プローブである請求項１ないし請求項７のいず
れかに係る一連のワークピースを検査するための座標測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワークピースの寸法を検査するための座標測定装置に関するものである。座
標測定装置には、例えば、座標測定機械（ＣＭＭ）、工作機械、手動座標測定アームおよ
び検査ロボットが含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　ワークピースが製造された後に、これを座標測定機械（ＣＭＭ）上で検査することは通
常行われることである。座標測定機械は、機械の作動空間（working volume）内の直交す
るＸ，Ｙ，Ｚの３方向に駆動可能なプローブが取り付けられる軸（quill）を有している
。
【０００３】
　プローブの動的なたわみに起因する不正確さは、ワークピースに接触させる際にプロー
ブを非常に低速に移動させることで低減できる。
【０００４】
　どのような測定を行う前にも、較正すなわち「データミングサイクル」を含めることが
普通であり、基準物の表面に同じ低速で接触させることでプローブの較正が行われる。こ
れによって、オフセットを計算することが可能となり、これをストアしておくことで、続
く測定時の読みをプローブのスタイラスボールの直径のようなファクタについて補正する
ことができる。
【０００５】
　本出願人による特許文献１には、座標測定機械（ＣＭＭ）を用いて連続したワークピー
スの検査を行う方法が開示されている。ここでは、プローブを移動させようとする各方向
について、データムボールなどの基準物に対しプローブを低速で接触させることにより、
まずプローブの較正すなわちデータミングが行われ、一組の補正オフセットを得てこれを
コンピュータにストアし、続く測定時に用いるようにしている。
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【０００６】
　測定すべき第１のワークピースをＣＭＭのテーブルに置き、ワークピース表面上の一組
のポイントを低速で測定することで、正確な読みを得ることができるようになる。次に、
第１のワークピースの測定を高速で繰り返す。低速時の読みと高速時の読みとの差が計算
され、ストアされる。
【０００７】
　ストアされた各測定ポイントについての誤差は、高速時の機械構造の動的なたわみにつ
いて考慮される。
【０００８】
　測定すべき次のワークピースをＣＭＭのテーブルに置き、高速で読み取りを行う。この
速度では、読みは不正確ではあるが反復性のものである。高速時の読みのそれぞれはスト
アされている対応誤差を加算することにより調整され、高速で読み取りを行うことによっ
て生じた誤差が補正される。
【０００９】
　この方法は、一ワークピースのみから動的誤差マップを作成することで、全体的に公称
上等しい一連のワークピースを高速に測定できるという利点がある。
【００１０】
　しかしながら、ＣＭＭを静的誤差マッピングしておくことで、低速で部品を正確に測定
できるようにしておかなければならないという点では不利である。
【００１１】
　特許文献２には、円形状、円筒形状および球形状の幾何学的エレメントの形状測定を行
う場合における座標測定装置の測定精度を向上する方法が開示されている。それぞれ異な
る直径を有し、円形状または円形切片形状の測定ラインを形成する一組の既知の形状（例
えばリングゲージ）は、直径と測定ラインとに対応する形状偏差の所定の第１セットを有
している。これら既知の形状が座標測定装置の異なる位置またはプレーン（ＸＹ，ＸＺ，
ＹＺ）に位置づけられる。これらの測定ラインが座標測定装置によって異なる速度でスキ
ャンされることで、形状偏差の第２セットが得られる。形状偏差の第１および第２セット
を比較することで、補正値が生成される。座標測定装置上で実際のワークピースを測定す
るに際し、円形状、円筒または球形状の幾何学的エレメントが不確かな範囲の直径および
スキャン速度で測定されることを選択タスクが示す場合には直ちに、ソフトウェアが補正
値を持つ対応データセットをユーザに提示する。そしてユーザはこの補正方法の使用を決
定することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第４，９９１，３０４号明細書
【特許文献２】米国特許第５，８９５，４４２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、同等の一連のワークピースを検査するための座標測定装置であって、各ワー
クピースと位置検出関係をもつ読み取り位置に移動可能なワークピース検出プローブを具
え、
　（ａ）前記ワークピースに近似した特徴、寸法および部位を有し、前記座標測定装置と
は別の装置を用いて動的誤差の影響を受けない較正が行われた加工品を準備する工程と、
　（ｂ）前記座標測定装置を用い、前記ワークピース検出プローブを、動的誤差を生じさ
せる速度で前記加工品に対して移動させることで前記加工品を測定する工程であって、当
該移動の速度が、当該加工品の測定に続いて前記一連のワークピースにおける同等のワー
クピースを測定するときにも適用される速度である当該工程と、
　（ｃ）前記別の装置を用いた、動的誤差の影響を受けていない前記加工品の較正値およ
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び前記動的誤差の影響を受けている加工品の測定値の差に対応する誤差マップまたは誤差
関数を生成する工程と、
　（ｄ）前記座標測定装置により、動的誤差を生じさせる前記速度で前記同等のワークピ
ースを測定する工程と、
　（ｅ）当該同等のワークピースの測定値を前記誤差マップまたは誤差関数を用いて補正
することで、動的誤差および静的誤差の双方を除去もしくは低減する工程と、
を適宜の順序で実行するように構成されている座標測定装置を提供する。
【００１４】
　前記加工品は、前記同等の一連のワークピースの内の一つのワークピースとすることが
できる。あるいは、前記加工品はワークピースに近似した特徴、寸法および部位を持つも
のであってもよい。前記加工品はワークピースと同じ表面処理が施されたものであっても
よいし、あるいはワークピースの表面処理を模倣したものであってもよい。
【００１５】
　座標測定装置は幾何学的誤差について補正されるもの、または幾何学的誤差については
補正されないものとすることができる。
【００１６】
　ワークピース検出プローブは、アナログ（スキャン型）プローブまたはタッチトリガプ
ローブなどの接触プローブとすることができる。あるいは、ワークピース検出プローブを
容量型プローブ、誘導型（inductance）プローブまたは光学プローブなどの非接触プロー
ブとすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】座標測定機械（CMM)の模式図である。
【図２】本方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　添付図面を参照し、本発明の好適実施形態を例に挙げて説明を行う。
【００１９】
　図１に示す座標測定機械（ＣＭＭ）はテーブル１０を具え、その上にワークピースが置
かれる。好ましくは、これは自動手段（不図示）によって行われる。自動手段は、生産工
程からの連続する実質的に等しいワークピースをそれぞれ、テーブル上の少なくとも公称
上同一の位置および向きに位置づける。アナログプローブ１４が機械の軸（不図示）に取
り付けられる。しかし他のタイプのプローブ（タッチトリガプローブを含む）が用いられ
るものでもよい。軸およびプローブは、コンピュータ１８によって制御されるＸ、Ｙおよ
びＺ駆動部１６の作動により、Ｘ、ＹおよびＺ方向に移動可能である。Ｘ、ＹおよびＺス
ケール２０（スケールの出力についてのカウンタを含む）は、プローブ１４が取り付けら
れた軸の３次元における瞬間位置座標を指示する。プローブスタイラスのたわみを含むプ
ローブ１４からの信号２２はＣＭＭのＸ、ＹおよびＺスケール２０からの読みと組み合わ
されることで、スタイラス先端、従ってワークピース表面の位置が計算される。あるいは
、タッチトリガプローブを用いることで、プローブがワークピース１２の表面に接触した
ことを示す信号がスケール２０を止め、コンピュータ１８がワークピース表面のＸ、Ｙお
よびＺ座標の読み取りを行うようにされる。
【００２０】
　ここまで述べたように、上記機械は従来のものである。コンピュータ１８は、プローブ
１４にワークピースの表面をスキャンさせることで、あるいは、タッチトリガプローブ用
にはこれを複数の異なるポイントでワークピース１２の表面に接触させることで、所要の
検査オペレーションのためにワークピースの所要の形状および寸法を得るに十分となるよ
うにするプログラムを収納している。
【００２１】
　図２に示されるように、本検査方法においては次の手順が用いられる。測定される一連
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のワークピースの内の一つのワークピースがまず較正される（２４）。そのワークピース
の寸法および形状は、非常に高精度の機械上で例えば形状測定を行うこと、もしくは標準
的な機械上でワークピースを多数回または多くの向きで測定することのいずれかによって
、可能な限り最良の標準に対して較正される。そして当該一つのワークピースを較正済み
の加工品（以下、マスタとも言う）として使用可能となる。
【００２２】
　あるいは、ワークピースに近似した、特にワークピースの特徴にマッチした寸法および
／または部位の特徴がある較正済みの加工品を用いることも可能である。加工品は、例え
ば真円度測定機（roundness measuring machine）上で較正可能である。加工品は、測定
またはスキャンされる一連のワークピースと同じ表面処理が施されたものであること、あ
るいは一連のワークピースの表面処理を模倣したものであることが望ましい。
【００２３】
　較正済みのマスタまたは加工品は例えばＣＭＭである座標位置決め機械上にセットアッ
プされ、（２６）所望の速度でスキャンまたは測定される（２８）。所望の速度とは、そ
の速度で一連の他のワークピースもまた測定されることになるものであり、好ましくはス
ループットを最大にするための高速度である。この所望速度によって、座標位置決め機械
が所望の制限内でスキャンまたは測定を繰り返し行うことができるようになるべきである
。
【００２４】
　較正済みのマスタまたは加工品を所望速度で測定またはスキャンすることによって得ら
れた結果と、較正済みのマスタまたは加工品の既知の寸法および形状（較正によって得ら
れたもの）との間の、誤差マップが生成される（３０）。あるいは、多項式の誤差関数（
polynomial error function）などの誤差関数を用いることも可能である。
【００２５】
　一連のワークピース内の続くワークピースがＣＭＭ上にセットアップされ（３２）、Ｃ
ＭＭによって測定またはスキャンされる（３４）。続くこれらのワークピースに関連する
データは誤差マップまたは誤差関数によって補正される（３６）。続く部分がその前と実
質的に同じ速度で測定またはスキャンされることが望ましい。加えて、測定系のダイナミ
クスは機械の作動空間内の位置によって異なるので、続くワークピースも較正済みマスタ
または加工品と実質的に同じ位置に置かれることが望ましい。
【００２６】
　この方法によって、座標位置決め機械が高精度・高速度の測定を行うことができるよう
になる。
【００２７】
　本方法は、較正済みマスタまたは加工品の動的誤差と、較正済み加工品と同等または同
様のワークピースの動的誤差との比較を含んでいるので、静的誤差の補正を行う必要がな
い。較正済みマスタまたは加工品を使用する結果、幾何学的誤差についてＣＭＭの補正を
行う必要もなくなる。これは、プロセスを高速化し、較正のコストを低減する上で有利で
ある。ＣＭＭを定期的に較正する必要がなくなるからである。
【００２８】
　従って、本方法は、ＣＭＭの幾何学的誤差の補正を要することなく、動的誤差および静
的誤差の双方を補償するものである。
【００２９】
　上記方法の好ましい変形例として、例えば較正済みマスタまたは加工品の基準特徴（da
tum features）を用いることで、較正済みマスタまたは加工品の部分座標系をセットアッ
プするようにしてもよい。これは、高精度ＣＭＭ上でマスタワークピースまたは加工品の
較正を行う前または後に実施することができる。較正を通じて得られた較正対象マスタま
たは加工品の正確な測定値は、続いてこの部分座標系にストアされる。
【００３０】
　次に、一連のワークピースの内の最初のワークピースが高速測定されるＣＭＭに同じ部
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分座標系がセットアップされる。上述のように、これはワークピースの基準特徴を用いる
ことでセットアップ可能である。従って、測定値および誤差補正値はＣＭＭ座標系ではな
く部分座標系内で生じる。これによって、マスタまたは加工品の較正による正確なデータ
を、一連のワークピースから収集されたデータに容易に関連付けることができるようにな
る。
【００３１】
　本方法はまた、光学プローブ、容量型プローブまたは誘導型プローブなどの接触プロー
ブとともに用いる場合にも好適である。

【図１】 【図２】
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