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(57)【要約】
【課題】従来の校正支援装置においては、不良コストお
よび校正コストを削減できないという課題があった。
【解決手段】校正対象が取得した測定値を受け付ける受
付部１１と、校正対象の測定値が正常である値の範囲で
ある許容範囲を示す情報である許容範囲情報が格納され
得る許容範囲情報格納部１２と、許容範囲情報が示す正
常である値の範囲に対する、受付部１１が受け付けた測
定値の分布位置を判断する分布位置判断部１４と、分布
位置判断部１４の判断結果に応じて、校正対象１につい
ての最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方
を算出する算出部１５と、算出部１５の算出した算出結
果を示す情報を出力する出力部１７とを備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
校正対象の校正を支援する校正支援装置であって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付部と、
前記校正対象の測定値が正常である値の範囲である許容範囲を示す情報である許容範囲情
報が格納され得る許容範囲情報格納部と
前記許容範囲情報が示す正常である値の範囲に対する、前記受付部が受け付けた測定値の
分布位置を判断する分布位置判断部と、
前記分布位置判断部の判断結果に応じて、前記校正対象についての最適修正限界または最
適点検間隔の少なくとも一方を算出する算出部と、
前記算出部の算出した算出結果を示す情報を出力する出力部とを具備する校正支援装置。
【請求項２】
前記算出部は、前記分布位置判断部が判断した測定値の分布位置に応じた、測定値の許容
差を取得し、当該許容差を用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を
算出する請求項１記載の校正支援装置。
【請求項３】
前記分布位置判断部は、前記測定値を代表する値である代表値の位置が、前記許容範囲の
上限値と下限値とのいずれに近いかを判断し、
前記算出部は、
前記分布位置判断部が、前記代表値が前記許容範囲の上限値の方に近いと判断した場合に
、前記許容範囲の上限値と前記代表値との間隔の値を用いて、最適修正限界または最適点
検間隔の少なくとも一方を算出する請求項１または請求項２記載の校正支援装置。
【請求項４】
前記分布位置判断部は、前記許容範囲の上限値と前記代表値との間隔の値を、測定値の許
容差として用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する請求項
３記載の校正支援装置。
【請求項５】
前記分布位置判断部は、前記測定値を代表する値である代表値の位置が、前記許容範囲の
上限値と下限値とのいずれに近いかを判断し、
前記算出部は、
前記分布位置判断部が、前記代表値が前記許容範囲の下限値の方に近いと判断した場合に
、前記許容範囲の下限値と前記代表値との間隔の値を用いて、最適修正限界または最適点
検間隔の少なくとも一方を算出する請求項１から請求項４いずれか記載の校正支援装置。
【請求項６】
前記分布位置判断部は、前記許容範囲の前記代表値と前記下限値との間隔の値を、測定値
の許容差として用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する請
求項５記載の校正支援装置。
【請求項７】
校正対象の校正を支援する校正支援装置であって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付部と、
検査対象についての真値が格納され得る真値格納部と、
前記受付部が受け付けた前記測定値の変化の傾向を判断する変化傾向判断部と、
前記真値を取得し、前記変化傾向判断部の判断結果に応じて、校正の目標値を決定する目
標値決定部と、
前記目標値決定部が決定した目標値を出力する目標値出力部とを具備する校正支援装置。
【請求項８】
前記変化傾向判断部は、測定値が単調増加しているか否か、および測定値が単調減少して
いるか否かを判断し、
前記目標値決定部は、前記変化傾向判断部が、測定値が単調増加していると判断した場合
に、前記目標値を真値よりも小さい値に決定し、前記変化傾向判断部が、測定値が単調減
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少していると判断した場合に、前記目標値を真値よりも大きい値に決定する請求項７記載
の校正支援装置。
【請求項９】
前記目標値決定部は、前記校正対象についての最適修正限界を示す情報を取得し、前記変
化傾向判断部が、測定値が単調増加していると判断した場合に、前記目標値を、真値より
も、前記最適修正限界の半分だけ小さい値に決定し、前記変化傾向判断部が、測定値が単
調減少していると判断した場合に、前記目標値を、真値よりも、前記最適修正限界の半分
だけ大きい値に決定する請求項８記載の校正支援装置。
【請求項１０】
校正対象の校正を支援する校正支援方法であって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップと、
格納されている許容範囲情報であって、前記校正対象の測定値が正常である値の範囲であ
る許容範囲を示す情報である許容範囲情報が示す正常である値の範囲に対する、前記受付
ステップで受け付けた測定値の分布位置を判断する分布位置判断ステップと、
前記分布位置判断ステップによる判断結果に応じて、前記校正対象についての最適修正限
界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する算出ステップと、
前記算出ステップにより算出した算出結果を示す情報を出力する出力ステップとを具備す
る校正支援方法。
【請求項１１】
校正対象の校正を支援する校正支援方法であって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップと、
前記受付ステップにより受け付けた前記測定値の変化の傾向を判断する変化傾向判断ステ
ップと、
格納されている真値であって、検査対象についての真値を取得し、前記変化傾向判断ステ
ップによる判断結果に応じて、校正の目標値を決定する目標値決定ステップと、
前記目標値決定ステップが決定した目標値を出力する目標値出力ステップとを具備する校
正支援方法。
【請求項１２】
コンピュータに、
校正対象の校正を支援する処理を実行させるためのプログラムであって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップと、
格納されている許容範囲情報であって、前記校正対象の測定値が正常である値の範囲であ
る許容範囲を示す情報である許容範囲情報が示す正常である値の範囲に対する、前記受付
ステップで受け付けた測定値の分布位置を判断する分布位置判断ステップと、
前記分布位置判断ステップによる判断結果に応じて、前記校正対象についての最適修正限
界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する算出ステップと、
前記算出ステップにより算出した算出結果を示す情報を出力する出力ステップとを実行さ
せるためのプログラム。
【請求項１３】
コンピュータに、
校正対象の校正を支援する処理を実行させるためのプログラムであって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップと、
前記受付ステップにより受け付けた前記測定値の変化の傾向を判断する変化傾向判断ステ
ップと、
格納されている真値であって、検査対象についての真値を取得し、前記変化傾向判断ステ
ップによる判断結果に応じて、校正の目標値を決定する目標値決定ステップと、
前記目標値決定ステップが決定した目標値を出力する目標値出力ステップとを実行させる
ためのプログラム。
【請求項１４】
校正対象の校正を支援する処理を実行させるための処理をコンピュータに実行させるため
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のプログラムが記録された記録媒体であって、
コンピュータに、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップと、
格納されている許容範囲情報であって、前記校正対象の測定値が正常である値の範囲であ
る許容範囲を示す情報である許容範囲情報が示す正常である値の範囲に対する、前記受付
ステップで受け付けた測定値の分布位置を判断する分布位置判断ステップと、
前記分布位置判断ステップによる判断結果に応じて、前記校正対象についての最適修正限
界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する算出ステップと、
前記算出ステップにより算出した算出結果を示す情報を出力する出力ステップとを実行さ
せるためのプログラムが記録された記録媒体。
【請求項１５】
校正対象の校正を支援する処理を実行させるための処理をコンピュータに実行させるため
のプログラムが記録された記録媒体であって、
コンピュータに、
校正対象の校正を支援する処理を実行させるためのプログラムであって、
前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップと、
前記受付ステップにより受け付けた前記測定値の変化の傾向を判断する変化傾向判断ステ
ップと、
格納されている真値であって、検査対象についての真値を取得し、前記変化傾向判断ステ
ップによる判断結果に応じて、校正の目標値を決定する目標値決定ステップと、
前記目標値決定ステップが決定した目標値を出力する目標値出力ステップとを実行させる
ためのプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定システム等の構成対象の校正を支援する校正支援装置等に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　電子部品などの製造現場では顧客に対して製品品質を保証するために、複数工程におい
て、計測器等を用いて、製品あるいは中間品の品質を計測している。製造ライン等におい
ては、計測器等の測定値に対して、測定値の正常である値の範囲である許容範囲を設定し
、範囲外の製品や中間品については廃棄や再加工を行うようにしている。
【０００３】
　このような製造現場においては、計測器等に計測誤差が生じると、誤判定や生産パラメ
タの調整値に影響を与え、不良コストの増大や不良流出リスクの増大を招く可能性がある
。
【０００４】
　このため、計測誤差を抑えるために、適宜、計測器等の校正を行う必要がある。
【０００５】
　このような計測器等の校正を支援する方法としては、従来、誤判定による損失と校正に
よる損失をトレードオフを考慮した損失関数より、最適点検間隔と最適保全限界を決定す
る方法が知られていた（例えば、非特許文献１参照）。
【０００６】
　また、従来の校正を支援する方法としては、上記の損失関数に用いるパラメータの時間
変化を考慮し、設備保全コストが最小となる最適点検間隔、最適保全限界を決定する方法
があった。
【０００７】
　また、従来の校正を支援するシステムとしては、真値と測定値のドリフト量を検出し、
ドリフト量が０になるように修正を行うシステムがあった。
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【特許文献１】特開２００４－１４５４９６号公報（第１頁、第１図等）
【特許文献２】特開２００５－４３１２１号公報（第１頁、第１図等）
【非特許文献１】田口玄一著、「校正方式マニュアル」、日本規格協会、１９９２年１月
、ｐ．４３－５１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、従来の校正方法や校正支援システム等においては、以下に示すような問題
点があった。
【０００９】
　例えば、電子部品製造等においては、測定値と、測定値に影響を与える要因とに複雑な
関係があるとともに、複数の計測器等で複数の測定値を計測することが多い。さらに、複
数の測定値間にはトレードオフの関係があるため、各計測器等についての測定値の許容範
囲の中心、いわゆる規格中心、に測定値の分布の中心等をあわせることが困難である。こ
のような製造現場において、上述したような非特許文献１に示されているような損失関数
を適用して算出した最適点検間隔、最適修正限界を用いて、計測器等を校正するタイミン
グ等を管理しても、損失関数に測定値の分布が考慮さていないため、不良コストを最小化
できない場合があった。
【００１０】
　具体的には、計測器等の許容範囲の中心と測定値の分布の中心がずれている場合、中心
が一致している場合に比べ、同じ計測性能であっても、許容範囲を超える可能性が高くな
る結果、不良コストや不良流出リスクが大きくなってしまう恐れがある。
【００１１】
　このように、測定値の分布位置が、測定値の許容範囲の中心からずれている場合、計測
器等の小さな誤差が歩留まりに大きな影響を与えることとなり、不良品による損失等の不
良コストが増大してしまうという課題があった。
【００１２】
　一方、計測誤差の主な要因として、計測環境の経時変化があげられる。例えば、電圧計
測のように接触計測を行う場合、計測治具が磨耗し接触圧が次第に確保できなくなったり
、接触部に皮膜ができ抵抗値が変化することがあり、結果として計測誤差が増加する。
【００１３】
　このように、誤差の原因が経時変化等の場合、誤差の変動としては単調になることが多
い。例えば、接触圧が弱くなるにつれて真値に対して測定値が小さくなったり、抵抗値が
大きくなるにつれて真値に対して測定値が小さくなったりする。
【００１４】
　ここで、従来の計測器等の校正においては、上記の非特許文献１に示したように、算出
した最適修正限界の中心を真値に設定しておき、測定値がこの最適修正限界が示す範囲外
となった時点で、測定値のずれ量が０、すなわち真値となるように修正、すなわち校正を
行われていた。
【００１５】
　しかしながら、このように真値と測定値のズレが単調減少、単調増加する場合、上記の
非特許文献１に示したような最適修正限界を用いて、測定値のずれ量が０、すなわち真値
となるように修正、すなわち校正を行うと、実質的な最適修正限界の範囲が、０点から、
最適修正限界の上限もしくは下限までの範囲、すなわち最適修正限界の半分になってしま
う。そのため、このような場合においては、最適修正限界の範囲の半分が無駄となり、校
正回数の頻度が増加し、校正周期が短くなってしまい。結果として、校正に要するコスト
である校正コストが増大してしまうという課題があった。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の校正支援装置は、校正対象の校正を支援する校正支援装置であって、前記校正
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対象が取得した測定値を受け付ける受付部と、前記校正対象の測定値が正常である値の範
囲である許容範囲を示す情報である許容範囲情報が格納され得る許容範囲情報格納部と前
記許容範囲情報が示す正常である値の範囲に対する、前記受付部が受け付けた測定値の分
布位置を判断する分布位置判断部と、前記分布位置判断部の判断結果に応じて、前記校正
対象についての最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する算出部と、
前記算出部の算出した算出結果を示す情報を出力する出力部とを具備する校正支援装置で
ある。
【００１７】
　かかる構成により、許容範囲を超える測定値の発生しやすい場合には、校正を行う基準
を厳しくし、許容範囲を超える測定値の発生しにくい場合には、校正を行う基準を甘くす
ることとなり、判定ミスを減らしつつ、校正頻度も減らすことができ、不良コストと校正
コストとの両方を低減させることができる。
【００１８】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記算出部は、前記分布
位置判断部が判断した測定値の分布位置に応じた、測定値の許容差を取得し、当該許容差
を用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する校正支援装置で
ある。
【００１９】
　かかる構成により、測定値の分布位置に応じて許容差を変更することで、校正を行う基
準を変更することができ、不良コストと校正コストとの両方を低減させることができる。
【００２０】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記分布位置判断部は、
前記測定値を代表する値である代表値の位置が、前記許容範囲の上限値と下限値とのいず
れに近いかを判断し、前記算出部は、前記分布位置判断部が、前記代表値が前記許容範囲
の上限値の方に近いと判断した場合に、前記許容範囲の上限値と前記代表値との間隔の値
を用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する校正支援装置で
ある。
【００２１】
　かかる構成により、測定値の分布位置に応じて許容差を変更することで、校正を行う基
準を変更して、不良コストと校正コストとの両方を低減させることができる。
【００２２】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記分布位置判断部は、
前記許容範囲の上限値と前記代表値との間隔の値を、測定値の許容差として用いて、最適
修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する校正支援装置である。
【００２３】
　かかる構成により、測定値の分布位置に応じて許容差を変更することで、校正を行う基
準を変更することができ、不良コストと校正コストとの両方を低減させることができる。
【００２４】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記分布位置判断部は、
前記測定値を代表する値である代表値の位置が、前記許容範囲の上限値と下限値とのいず
れに近いかを判断し、前記算出部は、前記分布位置判断部が、前記代表値が前記許容範囲
の下限値の方に近いと判断した場合に、前記許容範囲の下限値と前記代表値との間隔の値
を用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する校正支援装置で
ある。
【００２５】
　かかる構成により、測定値の分布位置に応じて許容差を変更することで、校正を行う基
準を変更することができ、不良コストと校正コストとの両方を低減させることができる。
【００２６】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記分布位置判断部は、
前記許容範囲の前記代表値と前記下限値との間隔の値を、測定値の許容差として用いて、



(7) JP 2008-216042 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する校正支援装置である。
【００２７】
　かかる構成により、測定値の分布位置に応じて許容差を変更することで、校正を行う基
準を変更することができ、不良コストと校正コストとの両方を低減させることができる。
【００２８】
　また、本発明の校正支援装置は、校正対象の校正を支援する校正支援装置であって、前
記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付部と、検査対象についての真値が格納され
得る真値格納部と、前記受付部が受け付けた前記測定値の変化の傾向を判断する変化傾向
判断部と、前記真値を取得し、前記変化傾向判断部の判断結果に応じて、校正の目標値を
決定する目標値決定部と、前記目標値決定部が決定した目標値を出力する目標値出力部と
を具備する校正支援装置である。
【００２９】
　かかる構成により、真値と測定値の実質的な偏り誤差の許容範囲を、偏り範囲を０とな
るように修正した場合よりも広くとることができ、偏り範囲を０となるように修正した場
合よりも校正間隔を長くすることができ、校正コストを低減することができる。
【００３０】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記変化傾向判断部は、
測定値が単調増加しているか否か、および測定値が単調減少しているか否かを判断し、前
記目標値決定部は、前記変化傾向判断部が、測定値が単調増加していると判断した場合に
、前記目標値を真値よりも小さい値に決定し、前記変化傾向判断部が、測定値が単調減少
していると判断した場合に、前記目標値を真値よりも大きい値に決定する校正支援装置で
ある。
【００３１】
　かかる構成により、偏り範囲を０となるように修正した場合よりも校正コストを低減す
ることができる。
【００３２】
　また、本発明の校正支援装置は、前記校正支援装置において、前記目標値決定部は、前
記校正対象についての最適修正限界を示す情報を取得し、前記変化傾向判断部が、測定値
が単調増加していると判断した場合に、前記目標値を、真値よりも、前記最適修正限界の
半分だけ小さい値に決定し、前記変化傾向判断部が、測定値が単調減少していると判断し
た場合に、前記目標値を、真値よりも、前記最適修正限界の半分だけ大きい値に決定する
校正支援装置である。
【００３３】
　かかる構成により、真値と測定値の実質的な偏り誤差の許容範囲を最適修正限界の範囲
全体とすることができ、校正間隔を長くすることができ、校正コストを低減することがで
きる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明による校正支援装置等によれば、不良コストを低減させることができる。
【００３５】
　また、本発明による校正支援装置等によれば、校正コストを低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、校正支援装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の形態
において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する場合
がある。
【００３７】
　（実施の形態）
　図１は、本実施の形態における校正支援装置のブロック図である。
【００３８】
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　校正支援装置１は、受付部１１、測定値格納部１２、許容範囲情報格納部１３、分布位
置判断部１４、算出部１５、算出用情報格納部１６、出力部１７、真値格納部１８、変化
傾向判断部１９、目標値決定部２０、目標値出力部２１を具備する。
【００３９】
　また、図２は、本実施の形態における校正支援装置を備えた生産システムの構成の概略
を示す概念図である。
【００４０】
　本生産システムは、生産ライン１００と、校正支援装置１とを具備している。生産ライ
ン１００は、生産設備１０１～１０３と、校正対象２００とを具備している。なお、ここ
では生産設備を例に挙げて説明しているが、生産設備以外の設備であっても良い。
【００４１】
　各生産設備１０１～１０３は、製品等の製造に用いられる生産設備であれば、どのよう
な生産設備であっても良い。例えば、電子部品等の生産設備であっても良い。また、各生
産設備１０１は同じ生産設備であっても異なる生産設備であっても良い。
【００４２】
　校正対象２００は、校正の対象となる装置やシステム等である。校正対象２００は、具
体例を挙げると、生産ライン１００で製造される製品や中間品についての特性値の計測や
検査等に用いられる測定システムである。測定システムは、例えば、計測器や検査器等を
備えており、測定値を出力する。計測器は、製品や中間品についての特性、例えば、電圧
特性や、温度特性、接点間隔等についての計測を行う装置である。計測器は、具体的には
、電圧計測器、レーザ変位計等である。また、検査器は、製品や中間品についての特性に
ついての計測を行い、製品や中間品の特性の合否判定を行い、不良品を判断を行うもので
ある。測定システムは、検査の際に、検査対象、例えば製品や中間品に、駆動電流や、熱
等を供給する装置等を、更に備えていても良い。また、測定システムは、計測器または検
査器のみにより構成されていても良い。ここでは、生産ライン１００に校正対象２００が
一つである場合について説明しているが校正対象２００は複数であっても良く、また、生
産ライン１００のどの位置に設けられていても良い。校正対象２００は、測定値を出力す
る。校正対象２００が計測した測定値、特に後述する最適点検間隔において計測された測
定値は、ディスプレイ等に表示されても良いし、校正支援装置１にネットワークや通信回
線、配線等を介して送信されてもよい。測定値は、取得される毎に随時送信されてもよい
し、複数の測定値を一時記憶等により蓄積した後、複数の測定値毎に送信されても良い。
なお、測定値は、着脱可能な記録媒体に蓄積されてもよい。なお、校正対象２００が複数
設けられている場合、各校正対象２００からの測定情報がそれぞれ分別可能に校正支援装
置１に出力されるようにすればよい。
【００４３】
　なお、本実施の形態において述べる校正とは、校正対象２００に対して行われる校正の
ことであり、具体的には、校正対象２００が出力する測定値が、予め設定された基準を満
たす値となるように校正対象２００の測定値等を補正すること等である。例えば、測定シ
ステム等の校正対象２００が出力する測定値を調整したり、測定システム等の校正対象２
００が検査を行う際に製品や中間品等に与える駆動電流や熱等を調整すること等により、
測定値の校正が行われる。
【００４４】
　受付部１１は、校正対象２００が取得した測定値を受け付ける。測定値は、具体的には
、一の校正対象２００から得られる同じ測定項目についての、異なる時刻に測定された測
定値である。また、受付部１１は、当該測定値が測定された日時等を示す情報等を受けつ
けても良い。受付部１１は、例えば、ネットワークや通信回線、配線等を介して、校正対
象２００が送信する測定値を受信することで、測定値を受け付けてもよい。また、着脱可
能な記録媒体に蓄積された測定値を読み出して、測定値を受けつけても良い。また、キー
ボード等の入力デバイス等を介して受け付けてもよい。受付部１１が受け付けた測定値は
、通常、測定値格納部１２に蓄積される。また、受付部１１が受け付けた、測定値が測定
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された日時を示す情報も測定値格納部１２に蓄積される。なお、ここで述べる測定値は、
実質的に測定した値が分かる値であれば、実際に測定した値でなくてもよい。例えば、実
際の測定値を補正した値や、実際の測定値から、測定値の真値を減算したいわゆる偏り誤
差等を、測定値と考えてもよい。かかることは、他の構成においても同様である。ここで
述べる受付とは、例えば、他の機器等から送信される入力信号の受信や、記録媒体等から
の情報の読み出し等である。受付部は、受信デバイスや受信デバイスのデバイスドライバ
ーや、記録媒体から情報を読み出す読み出し装置のドライバー、入力デバイスのドライバ
ー等で実現され得る。
【００４５】
　測定値格納部１２には、受付部１１が受け付けた測定値が格納され得る。また、測定値
が取得された日時等を示す情報が、測定値に対応付けられて格納されても良い。ここで述
べる格納は、長期的な格納や、一時記憶等の一時的な格納も含む概念である。測定値格納
部１２不揮発性の記録媒体でも、揮発性の記録媒体でも良い。
【００４６】
　許容範囲情報格納部１３には、校正対象２００の出力する測定値が正常である値の範囲
である許容範囲を示す情報である許容範囲情報が格納され得る。許容範囲情報は、許容範
囲を指定できる情報であればよく、例えば、測定値の許容範囲の上限値と、下限値との組
み合わせであっても良いし、測定値の許容限界の中心と、その中心値に対する許容差の値
との組み合わせであっても良い。例えば、測定値が、製品の重量の値であったとすると、
許容範囲情報は、製品の重量を正常と判断するための範囲の上限値と下限値であっても良
い。なお、ここで述べる測定値は、上述したように、実際に測定した値そのものでなくて
もよい。例えば、いわゆる偏り誤差等であってもよい。許容範囲情報格納部１３に許容範
囲情報がどのように蓄積されるかは問わない。例えば、工場出荷時に蓄積されていても良
いし、受付部１１等の受付部を介して受け付けた許容範囲情報が蓄積されても良い。許容
範囲情報格納部１３は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現
可能である。
【００４７】
　分布位置判断部１４は、許容範囲情報が示す正常である値の範囲に対する、受付部１１
が受け付けた測定値の分布位置を判断する。分布位置を判断する処理の一例を以下に説明
すると、分布位置判断部１４は、まず、測定値格納部１２に格納されている測定値から、
測定値を代表する代表値を求める。代表値とは、１以上の測定値を代表する値であり、具
体的には、１以上の測定値の平均値や、中央値、最頻値等である。ここで分布位置の判断
に用いられる１以上の測定値は、通常、最新の、予め設定した所定の期間や所定の数の測
定値である。例えば、最新の１ロット分等の測定値であっても良いし、最新の２０個の測
定値であっても良いし、前回校正対象２００に校正を行った時点から現在までの期間の全
ての測定値であっても良い。なお、測定値としては、最新の値を含む測定値を用いること
が好ましいが、代表値を求めるために統計処理を行うため、要求される精度等によっては
、必ずしも最新の値を用いなくてもよい。そして、分布位置判断部１４は、許容範囲情報
格納部１３に格納されている許容範囲情報を読み出し、求めた測定値の代表値の位置が、
許容範囲情報格納部１３内に格納されている許容範囲情報が示す許容範囲の上限値と下限
値とのいずれに近いかを判断する。例えば、代表値と許容範囲の上限値との距離の値およ
び代表値と許容範囲の下限値との距離の値とをそれぞれ算出し、代表値と許容範囲の上限
値との距離の値が、代表値と許容範囲の下限値との距離の値よりも大きければ、下限値に
近い位置に分布していると判断する。また、代表値と許容範囲の上限値との距離の値が、
代表値と許容範囲の下限値との距離の値よりも小さければ、上限値に近い位置に分布して
いると判断する。また、許容範囲の上限値と下限値の平均値を求め、この平均値よりも代
表値が大きければ、許容範囲の上限値に近い位置に分布していると判断する。また、この
平均値よりも代表値が小さければ、許容範囲の下限値に近い位置に分布していると判断す
る。なお、代表値が許容範囲の中央に位置する場合、測定値が、許容範囲の下限値または
上限値のいずれか一方に近い位置に分布していると判断するように設定しておいても良い
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。また、測定値の分布位置が、許容範囲の中央であると判断しても良い。ここでは、分布
位置判断部１４は、判断結果を算出部１５に出力する。また、後述する具体例等において
説明するように、分布位置判断部１４は、最適修正限界を利用して、測定値を監視するこ
とで、校正対象２００を校正するタイミングを検出するようにしても良い。分布位置判断
部１４は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。分布位置判断部１４の処理手順は
、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されて
いる。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００４８】
　算出部１５は、分布位置判断部１４の判断結果に応じて、校正対象２００についての最
適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する。具体的には、算出部１５は
、分布位置判断部１４が判断した測定値の分布位置に応じた、測定値の許容差を動的に取
得し、当該許容差を用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出す
る。例えば、算出部１５は、分布位置判断部１４が、代表値が許容範囲の上限値に近いと
判断した場合に、許容範囲の上限値と代表値との間隔の値を用いて、最適修正限界または
最適点検間隔の少なくとも一方を算出する。具体的には、許容範囲の上限値と代表値との
間隔の値を、測定値の許容差として用いて、最適修正限界または最適点検間隔の少なくと
も一方を算出する。また、算出部１５は、分布位置判断部１４が、代表値が許容範囲の下
限値に近いと判断した場合に、許容範囲の下限値と代表値との間隔の値を用いて、最適修
正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する。具体的には、許容範囲の代表値
と下限値との間隔の値を、測定値の許容差として用いて、最適修正限界または最適点検間
隔の少なくとも一方を算出する。算出部１５が算出に用いるパラメータ等は、予め後述す
る算出用情報格納部１６に格納されており、算出時に適宜読み出して利用するものとする
。なお、ここで述べる測定値は、上述したように、実際に測定した値そのものでなくても
よい。例えば、いわゆる偏り誤差等であってもよい。算出部１５が最適修正限界または最
適点検間隔の少なくとも一方を算出する処理については後述する。なお、ここで述べる測
定値の許容差とは、算出部１５が最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算
出する処理において用いる許容差である。この許容差は、通常は、測定値の基準値と限界
値との差のことで、基準値としては、許容範囲の上限値と下限値との中心値が用いられる
。ただし、ここでは、上記のような分布位置判断部１４の判断結果に応じた許容差を用い
るようにしている。なお、最適修正限界とは、測定値の誤差が、この最適修正限界が示す
限界を超えた場合に、校正対象２００の修正、すなわち校正、を行うことが、コスト等を
考慮して最適となる測定値の誤差の限界のことである。また、最適点検間隔とは、製品、
あるいは中間品の特性等が、許容範囲内にあるかどうかを点検するうえで、コスト等を考
慮して最適と考えられた間隔である。なお、最低修正限界および最適点検間隔については
、公知技術であるので詳細な説明は省略する。算出部１５は、通常、ＭＰＵやメモリ等か
ら実現され得る。算出部１５の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフト
ウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現
しても良い。
【００４９】
　算出用情報格納部１６には、算出部１５が、最適修正限界または最適点検間隔の少なく
とも一方を算出する際に用いられる、測定値の許容差以外のパラメータ等が格納されてい
る。算出に利用されるパラメータ等については後述する。算出用情報格納部１６には、工
場出荷時等に予めパラメータ等が格納されていても良いし、受付部１１等の受付部が受け
付けたパラメータ等が適宜蓄積されても良い。また、算出部１５の算出結果に応じて、蓄
積されているパラメータを更新する必要がある場合、算出部１５の算出した値で、パラメ
ータを適宜上書きして書き換えられるようにしても良い。算出用情報格納部１６は、不揮
発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能である。
【００５０】
　出力部１７は、算出部１５の算出した算出結果を示す情報を出力する。算出結果とは、
最終修正限界を示す情報や、最適点検間隔を示す情報等である。ここで述べる出力とは、
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ディスプレイへの表示、プリンタによる紙等への印字、外部の装置への送信等を含む概念
である。例えば、校正対象２００が、自動で最適点検間隔の設定を行うことが可能な装置
であった場合、算出部１５が算出した最適点検間隔の情報を、出力部１７が、校正対象２
００に出力することにより、これを受信した校正対象２００が、受信した最適点検間隔の
情報を用いて点検間隔を変更するようにしてもよい。また、出力部１７が、算出結果を示
す情報をディスプレイ等に表示する場合、どのような表示形態で表示を行っても良く、例
えば、最終修正限界を示す情報や、最適点検間隔を示す情報等を数値等で表示しても良い
し、グラフ等で表示しても良い。出力部１７は、ディスプレイやプリンタ等の出力デバイ
スを含むと考えても含まないと考えても良い。出力部１７は、出力デバイスのドライバー
ソフトまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現され得る。
【００５１】
　真値格納部１８には、検査対象についての真値が格納され得る。検査対象とは、校正対
象２００による検査の対象となる、製造ライン１００で製造される製品あるいは中間品で
ある。真値とは、校正対象２００が計測する特性等についての、検査対象、言い換えれば
測定対象の真の値である。ただし、実際には測定の対象の真値を知ることは不可能である
ため、ここでは、真値の代わりに、真値とみなすことのできる値、いわゆるみなし真値も
真値と考える。例えば、本実施の形態においては、標準となる製品あるいは中間品等を予
め用意しておき、この製品あるいは中間品を、高精度な計測器で測定して得られた値を真
値として用いてもよい。真値は工場出荷時等に予め格納されていても良いし、受付部１１
等の受付部が受け付けた真値が蓄積されても良く、真値が真値格納部１８にどのように蓄
積されるかは問わない。真値格納部１８は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性
の記録媒体でも実現可能である。不揮発性の記録媒体でも、揮発性の記録媒体でも良い。
【００５２】
　変化傾向判断部１９は、受付部１１が受け付けた測定値の変化の傾向を判断する。測定
値の変化の傾向とは、具体的には、受付部１１が時系列に沿って受け付けた２以上の測定
値が真値に対して単調増加しているか否か、およびが単調減少しているか否か等のことで
ある。例えば、変化傾向判断部１９は、受付部１１が受け付けた２以上の測定値を時間で
微分して、微分した値が正であれば測定値が真値に対して単調増加していることを判断す
る。また、微分した値が負であれば測定値が単調減少していることを判断する。あるいは
、受付部１１が受け付けた２以上の測定値を、直前に測定された測定値と順番に比較して
いき、常に直前の測定値以上である場合、単調増加と判断し、常に直前の測定値以下であ
る場合、単調減少と判断する。変化傾向判断部１９が変化傾向を判断する対象となる測定
値は、通常、最新の、予め設定した所定の期間や所定の数の測定値である。例えば、最新
の１ロット分等の測定値であっても良いし、最新の２０個の測定値であっても良いし、前
回校正対象２００に校正を行った時点から現在までの期間の全ての測定値であっても良い
。なお、測定値としては、最新の値を含む測定値を用いることが好ましいが、変化傾向を
推定して判断することが可能であれば、必ずしも最新の値を用いなくてもよい。また、測
定値が、完全に単調増加あるいは単調減少していなくても、統計処理等により、ほぼ単調
増加、あるいは単調減少しているとみなすことができる状態である場合には、要求される
精度等によっては、単調増加している、もしくは単調減少していると判断するようにして
もよい。ここでは、変化傾向判断部１９は、判断結果を目標値決定部２０に出力する。変
化傾向判断部１９は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。変化傾向判断部１９の
処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に
記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００５３】
　目標値決定部２０は、真値格納部１８に格納されている真値を取得し、当該真値を用い
て、変化傾向判断部１９の判断結果に応じて、校正の目標値を決定する。具体的には、変
化傾向判断部１９が、測定値が単調増加していると判断した場合に、目標値を真値よりも
小さい値に決定する。どの程度小さい値とするかの、値の幅や割合等は予め設定しておく
。ここで、目標値決定部２０が校正対象２００についての最適修正限界を示す情報を、算
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出部１５や、受付部１１等の受付部等を介して外部から取得し、変化傾向判断部１９が、
測定値が単調増加していると判断した場合に、目標値を、真値よりも、最適修正限界の半
分だけ小さい値に決定するようにすることが好適である。また、目標値決定部２０は、変
化傾向判断部１９が、測定値が単調減少していると判断した場合に、目標値を真値よりも
大きい値に決定することが好適である。どの程度大きい値とするかの、値の幅や割合等は
予め設定しておく。ここで、目標値決定部２０が校正対象２００についての最適修正限界
を示す情報を上記のように取得し、変化傾向判断部１９が、測定値が単調減少していると
判断した場合に、目標値を、真値よりも、最適修正限界の半分だけ大きい値に決定するこ
とが好ましい。なお、変化傾向判断部１９の判断結果が単調増加および単調減少のいずれ
でもない場合、校正の目標値を、例えば真値に決定するようにすればよい。なお、校正の
目標値を、真値を基準として、真値との差で表すようにしても良い。目標値決定部２０は
、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。目標値決定部２０の処理手順は、通常、ソ
フトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し
、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００５４】
　目標値出力部２１は、目標値決定部２０が決定した目標値を出力する。ここで述べる出
力とは、ディスプレイへの表示、プリンタによる紙等への印字、外部の装置への送信等を
含む概念である。例えば、校正対象２００が、自動で測定値が目標値となるように校正す
ることが可能な装置であった場合、目標値決定部２０が決定した目標値を、目標値出力部
２１が、校正対象２００に出力することにより、これを受信した校正対象２００が、受信
した目標値を用いて校正を行うようにしてもよい。また、目標値出力部２１が、目標値を
ディスプレイ等に表示する場合、どのような表示形態で表示を行っても良く、例えば、目
標値を数値等で表示しても良いし、グラフ等で表示しても良い。目標値出力部２１は、デ
ィスプレイやプリンタ等の出力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良い。目標
値出力部２１は、出力デバイスのドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバーソ
フトと出力デバイス等で実現され得る。
【００５５】
　以下、算出部１５が行う最適修正限界と最適点検間隔とを算出する処理について説明す
る。
【００５６】
　上述した非特許文献１に示されているように、最適点検間隔と最適修正限界は、損失関
数として、「損失＝校正コスト＋偏り誤差によるコスト」を求め、この損失を最小化する
点検間隔と修正限界とを求めることで、算出される。具体的には、最適点検間隔ｎおよび
最適修正限界Ｄは、
【００５７】
【数１】

Ａ：許容限界を超えたときの損失の平均（円／個）
Ｂ：計測器（校正対象）の点検に要する経費（円）
Ｃ：計測器（校正対象）の修正に要する経費（円）
ｕ0：現行の平均修正間隔
Ｄ0：現行の修正限界
Δ：許容差
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で表される。
【００５８】
　図３は、許容範囲と測定値との関係を模式的に示すグラフであり、横軸は測定値の値、
縦軸はサンプル数を示す。ここで、ＳL、ＳUは、予め指定された、測定値を正常と判断す
るための許容範囲の下限値および上限値である。この許容範囲の下限値および上限値は、
許容範囲情報格納部に格納されている許容範囲情報により得られる値である。測定値の許
容限界の中心は、（ＳL＋ＳU）／２となる。この許容限界の中心から、許容範囲の上限値
または下限値までの距離、すなわち差の絶対値が、許容差Δである。従来は、この許容差
Δが、式１の許容差Δとして用いられていた。この許容差を、便宜上、Δ0として図３（
ａ）に示す。
【００５９】
　ここで、図３（ａ）に示すように、測定値が、許容範囲の中心に分布している場合、仮
に、校正対象２００に図に示すような偏り誤差Ｅが生じても、測定値は、許容範囲内とな
るため、製品は正常であると判断され、製品の歩留まり等には影響を与えない。
【００６０】
　しかしながら、図３（ｂ）に示すように、測定値が、許容範囲の中心からずれて分布し
ている場合、校正対象２００に同じ偏り誤差Ｅが生じると、測定値が許容範囲からはずれ
てしまい、製品が異常と判断されることが起こりうる。この結果、歩留まりが低下し、不
良コストが増大することとなる。
【００６１】
　したがって、このような測定値の分布位置による不良コストの増加を抑えるためには、
測定値の分布が許容範囲の中心からずれているか否か等を、式１に示した最適点検間隔と
最適修正限界とを求める式に反映させることが必要となる。
【００６２】
　このため、本実施の形態においては、以下に説明するように、上記の式１において、測
定値の分布位置に応じた許容範囲を指定する許容差Δを与えることで、測定値の分布位置
による不良コストの増加を抑えることが可能な最適点検間隔と最適修正限界とを算出する
ようにしている。
【００６３】
　まず、校正支援装置１の算出部１５において、測定値の分布と許容範囲の下限値ＳLお
よび上限値ＳUの位置関係から、計測性能を管理するための許容範囲の下限値ＳL'および
上限値ＳU'を算出する。具体的には、受付部１１が受け付けた校正対象２００の測定値の
平均値を求める。測定値としては最新の１ロット分の製品についての測定値を使っても良
いし、前回の校正日からのすべての測定値を使ってもよい。次に、求められた測定値の代
表値、ここでは例として平均値Ｘbarから、許容範囲情報格納部１３に格納されている許
容範囲情報が示す許容範囲の下限値ＳLと、上限値ＳUまでの間隔の値を次式で求める。た
だし、ここでは、間隔であるので、値の絶対値を取るものとする。
【００６４】
【数２】

【００６５】
　さらに、算出部１５では、式２で算出したこれらの間隔の値の大小関係を比較し、図３
（ｃ）に示すような計測性能を管理するための許容範囲（ＳL'，ＳU'）を決定する許容差
Δを算出する。
【００６６】
　具体的には、「下限値までの間隔」＜「上限値までの間隔」のとき、測定値の分布が許
容範囲の下限値ＳL側にずれていることなるため、計測性能を管理するための許容範囲の
上限値および下限値（ＳL'，ＳU'）を次式で表されるものとする。
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【数３】

【００６８】
従って、この場合の許容差Δとしては、

【数４】

を求める。
【００６９】
　一方、「下限値までの間隔」≧「上限値までの距離」のとき、測定値の分布が許容範囲
の上限値ＳU側にずれていることをあらわし、計測性能を管理するための許容範囲の上限
値および下限値（ＳL'，ＳU'）を次式で表されるものとする。
【００７０】

【数５】

【００７１】
従って、この場合の許容差Δとしては、
【数６】

を求める。
【００７２】
　したがって、本実施の形態の校正支援装置１の算出部１５では、上記のように、許容範
囲情報格納部１３の許容範囲情報を用いて、分布位置判断部１４の分布位置の判断結果に
応じた許容差Δを構成し、この許容差Δを用いて、上記の式１により最適点検間隔および
最適修正限界、もしくはいずれか一方を算出する。すなわち、
【００７３】
【数７】

により、最適点検間隔ｎおよび最適修正限界Ｄが算出される。また、
【００７４】
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【数８】

により、最適点検間隔ｎおよび最適修正限界Ｄが算出される。
【００７５】
　なお、式１のＡ、Ｂ、Ｃ、ｕ0、Ｄ0等の値は、算出用情報格納部１６に格納されており
、算出時に適宜読み出されるものとする。また、算出部１５が算出した結果により、算出
用情報格納部１６に格納されている情報は、必要に応じて、適宜更新される。
【００７６】
　また、上記においては、「下限値までの間隔」＝「上限値までの間隔」のときは、
【００７７】
【数９】

【００７８】
により許容差Δを求めるようにしたが、この場合、（SU－Ｘbar)＝(Ｘbar－ＳL)となるこ
とから、
【００７９】
【数１０】

【００８０】
により許容差Δを求めるようにしても良い。
【００８１】
　次に、校正支援装置１の動作について図４のフローチャートを用いて説明する。なお、
ここでは、最初に校正対象２００についてのｉ＝１回目の校正がすでに行われているもの
とする。また、予め、測定値の許容範囲情報を用いて算出された最適点検間隔ｎ(ｉ)およ
び最適修正限界Ｄ(ｉ)が設定されているものとする。これらの情報は、例えば算出用情報
格納部１６等に予め蓄積しておく。また、ここでは、ｊ番目の測定値を含む点検データを
、キーボード等の入力デバイスを介して、もしくは、校正対象２００からネットワーク等
を介して受け付ける場合について説明する。
【００８２】
　（ステップＳ４０１）校正支援装置１は、カウンターｉに１を代入する。
【００８３】
　（ステップＳ４０２）校正支援装置１は、カウンターｊに１を代入する。
【００８４】
　（ステップＳ４０３）受付部１１は、ｊ番目の点検データであるｊ番目の測定値を受け
付けたか否かを判断する。受け付けた場合、受け付けた測定値を、測定値格納部１２に蓄
積してステップＳ４０４へ進む。受け付けていない場合、ステップＳ４０３に戻る。また
、受け付けた測定値を、出力部１７等を用いてディスプレイ等に表示するようにしても良
い。なお、ｊ番目の測定値は、受付部１１が測定値を受け付けるタイミングにおいて測定
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された一の測定値であっても良いし、受付部１１が測定値を受け付けるタイミング近傍に
おいて複数の検査対象からそれぞれ測定した複数の測定値の代表値、例えば平均値等、で
あってもよい。
【００８５】
　（ステップＳ４０４）分布位置判断部１４は、ｊ番目の測定値を用いて、ｉ回目の校正
のｊ回目の点検の偏り誤差Ｙ(ｉ，ｊ)を算出する。偏り誤差は、（ｊ番目の測定値－真値
）で算出される。
【００８６】
　（ステップＳ４０５）分布位置判断部１４は、ステップＳ４０４において算出した偏り
誤差Ｙ(ｉ，ｊ)が、ｉ回目の校正の際に算出された最適修正限界Ｄ(ｉ)の上限値ＤU(ｉ)
よりも大きいか否かを判断する。最適修正限界Ｄ(ｉ)の上限値ＤU(ｉ)は、ＤU(ｉ)＝Ｄ(
ｉ)／２である。大きくない場合、ステップＳ４０６に進み、大きい場合、ステップＳ４
０７に進む。
【００８７】
　（ステップＳ４０６）分布位置判断部１４は、ステップＳ４０４において算出した偏り
誤差が、ｉ回目の校正の際に算出された最適修正限界Ｄ(ｉ)の下限値ＤL(ｉ)よりも小さ
いか否かを判断する。最適修正限界Ｄ(ｉ)の下限値ＤL(ｉ)は、ＤL(ｉ)＝－Ｄ(ｉ)／２で
ある。小さい場合、ステップＳ４０７に進み、小さくない場合、ステップＳ４２３に進む
。
【００８８】
　（ステップＳ４０７）分布位置判断部１４は、校正対象２００に対するｉ回目の校正後
に受け付けた測定値の代表値、ここでは例として平均値Ｘbar(ｉ)、を算出する。
【００８９】
　（ステップＳ４０８）分布位置判断部１４は、許容範囲情報格納部１３から許容範囲情
報を取得して、許容範囲の上限値ＳUおよび下限値ＳLを取得する。
【００９０】
　（ステップＳ４０９）分布位置判断部１４は、許容範囲の上限値ＳUと測定値の代表値
である平均値Ｘbar(ｉ)との間隔が、許容範囲の下限値ＳLと測定値の平均値Ｘbar(ｉ)と
の間隔より大きいか否かを判断する。大きい場合、ステップＳ４１０に進み、大きくない
場合、ステップＳ４１１に進む。
【００９１】
　（ステップＳ４１０）算出部１５は、ｉ回目の校正後の許容差Δ(ｉ)＝Ｘbar(ｉ)－ＳL

を算出する。そして、ステップＳ４１２へ進む。
【００９２】
　（ステップＳ４１１）算出部１５は、ｉ回目の校正後の許容差Δ(ｉ)＝ＳU－Ｘbar(ｉ)
を算出する。そして、ステップＳ４１２へ進む。
【００９３】
　（ステップＳ４１２）算出部１５は、ｉ＋１回目の校正後の最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)を
算出する。算出した最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)の値を、算出用情報格納部１６に蓄積する。
なお、最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)を算出しない場合、この処理は無視される。
【００９４】
　（ステップＳ４１３）算出部１５は、ｉ＋１回目の校正後の最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)を
算出する。算出した最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)の値を、算出用情報格納部１６に蓄積する。
なお、最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)を算出しない場合、この処理は無視される。
【００９５】
　（ステップＳ４１４）出力部１７は、算出部１５が算出した最適修正限界ｎ(ｉ＋１)お
よび最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)を出力する。例えば、最適修正限界ｎ(ｉ＋１)および最適点
検間隔ｎ(ｉ＋１)を、グラフ等を用いてディスプレイに表示する。なお、いずれか一方の
みを表示しても良い。
【００９６】
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　（ステップＳ４１５）変化傾向判断部１９は、ｉ番目の校正後に受け付けた１番目から
ｊ番目までの測定値を、測定値格納部１２から読み出す。
【００９７】
　（ステップＳ４１６）変化傾向判断部１９は、ｉ番目の校正後の測定値が単調増加であ
るか否かを判断する。例えば、ｉ番目の校正により決定された最適点検間隔ｎ(ｉ)で測定
されたｊ個の測定値のそれぞれについて偏り誤差Ｙ（ｉ、ｋ）（ただしｋは、１～ｊの整
数）を求め、点検された順番に沿って隣接する偏り誤差Ｙ（ｉ、ｋ）間の全ての傾きを求
める。そして、全ての傾きが０以上である場合に、単調増加と判断する。単調増加と判断
しなかった場合、ステップＳ４１７に進む。単調増加と判断した場合、ステップＳ４２０
に進む。
【００９８】
　（ステップＳ４１７）変化傾向判断部１９は、ｉ番目の校正後の測定値が単調減少であ
るか否かを判断する。例えば、ｉ番目の校正により決定された最適点検間隔ｎ(ｉ)で測定
されたｊ個の測定値のそれぞれについて偏り誤差Ｙ（ｉ、ｋ）（ただしｋは、１～ｊの整
数）を求め、点検された順番に沿って隣接する偏り誤差Ｙ（ｉ、ｋ）間の全ての傾きを求
める。そして、全ての傾きが０以下である場合に、単調減少と判断する。単調減少と判断
しなかった場合、ステップＳ４１８に進み、単調減少と判断した場合、ステップＳ４２１
に進む。
【００９９】
　（ステップＳ４１８）目標値決定部２０は、偏り誤差Ｙ(ｉ，ｊ)＝０、すなわち、ｊ番
目の測定値を真値に修正することを、校正の目標値に決定する。
【０１００】
　（ステップＳ４１９）目標値出力部２１は、校正の目標値を出力する。具体的には、測
定値が、ステップＳ４１８や後述するステップＳ４２０やステップＳ４２１等で決定した
目標値となるように、校正対象２００を校正する指示を出力、例えば表示、する。そして
、ステップＳ４２２に進む。
【０１０１】
　（ステップＳ４２０）目標値決定部２０は、偏り誤差Ｙ(ｉ，ｊ)＝－Ｄ(ｉ＋１)／２、
すなわちｊ番目の測定値を「真値－Ｄ(ｉ＋１)／２」となるように修正することを、校正
の目標値に決定する。そして、ステップＳ４１９に進む。
【０１０２】
　（ステップＳ４２１）目標値決定部２０は、偏り誤差Ｙ(ｉ，ｊ)＝Ｄ(ｉ＋１)／２、す
なわちｊ番目の測定値を「真値＋Ｄ(ｉ＋１)／２」となるように修正することを、校正の
目標値に決定する。そして、ステップＳ４１９に進む。
【０１０３】
　（ステップＳ４２２）校正支援装置１は、カウンターｉを１インクリメントする。そし
て、ステップＳ４０２に戻る。
【０１０４】
　（ステップＳ４２３）校正支援装置１は、カウンターｊを１インクリメントする。そし
て、ステップＳ４０３に戻る。
【０１０５】
　なお、図４のフローチャートにおいて、受付部１１が、校正対象２００等から最適点検
間隔ごとに、測定値を読み出して受け付けるようにしてもよい。
【０１０６】
　なお、図４のフローチャートにおいては、ステップＳ４０９で用いられる下限までの距
離は、Ｘbar(ｉ)－ＳLで表され、上限までの距離は、Ｘbar(ｉ)－ＳUで表される。なお、
Ｘbar(ｉ)は、ｉ回目の校正後の測定値の平均値である。
【０１０７】
　また、許容範囲の上限値ＳUと測定値の代表値である平均値Ｘbar(ｉ)との間隔が、許容
範囲の下限値ＳLと測定値の平均値Ｘbar(ｉ)との間隔より大きい場合のｉ回目の校正後の
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許容差Δ(ｉ)は、
【０１０８】
【数１１】

【０１０９】
である。また、このとき、ステップＳ４１２で算出されるｉ＋１番目の最適修正限界Ｄ(
ｉ＋１)およびステップＳ４１３で算出されるｉ＋１番目の最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)は、
【０１１０】

【数１２】

Ａ(ｉ)：ｉ番目の校正後の許容限界を超えたときの損失の平均（円／個）
Ｂ(ｉ)：ｉ番目の校正後の計測器（校正対象）の点検に要する経費（円）
Ｃ(ｉ)：ｉ番目の校正後の計測器（校正対象）の修正に要する経費（円）
ｕ(ｉ)：ｉ番目の校正後の平均修正間隔
Ｄ(ｉ)：ｉ番目の最適修正限界
【０１１１】
で表される。なお、平均修正間隔とは、前回修正を行った時期から今回修正を行った時期
までの期間である。すなわち、ｕ(ｉ)は、ｉ番目の校正を行った時期から、ｉ＋１番目の
校正を行う間での期間である。
【０１１２】
　また、許容範囲の上限値ＳUと測定値の代表値である平均値Ｘbar(ｉ)との間隔が、許容
範囲の下限値ＳLと測定値の平均値Ｘbar(ｉ)との間隔より大きくない場合のｉ回目の校正
後の許容差Δ(ｉ)は、
【０１１３】

【数１３】

【０１１４】
である。また、このとき、ステップＳ４１２で算出されるｉ＋１番目の最適修正限界Ｄ(
ｉ＋１)およびステップＳ４１３で算出されるｉ＋１番目の最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)は、
【０１１５】

【数１４】

で表される。
【０１１６】
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　なお、図４のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【０１１７】
　以下、本実施の形態における校正支援装置の具体的な動作について説明する。校正支援
装置の概念図は図２である。
【０１１８】
　ここでは、校正支援装置１には、予め設定された測定値の許容範囲を示す情報として、
許容範囲の上限値ＳUおよび下限値ＳLが、許容範囲情報格納部１３に格納されているもの
とする。また、ここでは既に、第ｉ回目の校正対象２００の校正が行われているものとす
る。さらに、上記の許容範囲情報を用いて算出された、最適点検間隔ｎ(ｉ)および最適修
正限界Ｄ(ｉ)が、算出用情報格納部１６等に蓄積されているものとする。
【０１１９】
　まず、予め校正されている校正対象２００を用いて、予め設定されている最適点検間隔
毎に、検査対象の測定を行い、測定値を取得する。なお、点検においては、真値が自明な
製品あるいは中間品を用いて測定を行う。そして、この測定値と、この測定値を取得した
点検日時を示す情報と、を含む点検データを、キーボードなどの入力デバイス等を介して
、校正支援装置１に入力する。受付部１１は、キーボードなどの入力デバイス等から入力
された、点検データを受け付ける。なお、点検データは、ＬＡＮ経由等で、校正対象２０
０から自動取得しても良い。そして、例えば、算出部１５等が、当該測定情報に含まれる
測定値から、真値格納部１８に格納されている真値を減算して、偏り誤差を算出し、算出
結果を、例えば、図５に示すようなグラフに表示する。
【０１２０】
　図５は、出力部１７が出力する、校正時期を監視するためのグラフであり、横軸は点検
の日時を、また、縦軸は偏り誤差、すなわち測定値－真値、をそれぞれ示している。また
、このグラフでは、校正の際に取得された最適点検間隔が校正日を基点として横軸に垂直
な補助線として表され、校正の際に取得された最適修正限界が縦軸に垂直な管理基準線と
して表示される。図５に示すグラフにおいては、最適修正限界の中央の値を、真値に設定
している。すなわち最適修正限界の中央の値を０に設定している。これにより、例えば、
ｉ回目の校正後の最適修正限界Ｄ(ｉ)の上限値は、Ｄ(ｉ)／２となり、下限値は－Ｄ(ｉ)
／２となる。
【０１２１】
　上述したように測定情報が入力されると、測定値に対応した偏り誤差のプロット点が図
５に示すようなグラフ上に描画される。なお、ここで述べるように、あらかじめ真値を校
正支援装置１に登録しておき、測定値を入力することで偏り誤差を計算してプロットする
ようにしてもよいし、校正対象２００が、実際の測定値から真値を減算して算出した偏り
誤差を測定値として出力する場合には、受付部１１が、この測定値を直接プロットしても
良い。
【０１２２】
　分布位置判断部１４では、偏り誤差の監視が行われ、点検データに応じてプロットされ
た偏り誤差が、現在の最適修正限界を超えると、最適修正限界の再計算を行うことを決定
する。例えば、図５において、点検日時が「３／１７」となったときに、測定値から得ら
れた偏り誤差が、最適修正限界Ｄ(ｉ)の上限値であるＤ(ｉ)／２を超えているため、最適
修正限界Ｄ(ｉ＋１)を算出することを決定する。
【０１２３】
　そして、分布位置判断部１４は、直前の校正後に受け付けた測定値の平均値Ｘbarを算
出する。分布位置判断部１４は、この平均値と、許容範囲情報格納部１３に格納されてい
る許容範囲情報を用いて、測定値の分布位置を判断する。
【０１２４】
　そして、分布位置判断部１４の分布位置の判断結果に応じて、算出部１５が最適修正限
界Ｄ(ｉ＋１)および最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)を算出する。例えば、図６（ａ）に示すよう
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に、測定値の平均値Ｘbarが、許容範囲の中心値よりも小さい場合、上述した式８および
式９により最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)および最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)が算出される。また、
図６（ｂ）に示すように、測定値の平均値Ｘbarが、許容範囲の中心値以上である場合、
上述した式１１および式１２により最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)および最適点検間隔ｎ(ｉ＋
１)が算出される。
【０１２５】
　そして、新たに算出部１５により算出された最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)を示す管理基準線
および最適点検間隔ｎ(ｉ＋１)を示す補助線を、出力部１７が、図７に示すように、グラ
フに表示する。
【０１２６】
　一方、校正支援装置１の変化傾向判断部１９では、測定値により算出された偏り誤差が
、最適修正限界を超えたことを検出した場合に、現在の最適点検間隔ｎ(ｉ)で測定された
偏り誤差Ｙ(ｉ，ｊ)（ただしｊ＝１，２，３・・・）を呼び出し、各区間の傾きを求める
。このとき、各区間の傾きが、すべて０以上になるとき、偏り誤差の変化、すなわち測定
値の変化が単調増加と判断する。そして、目標値決定部２０は、偏り誤差の値を、新たに
算出部で算出された最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)の下限値である－Ｄ(ｉ＋１)／２とすること
を、ｉ＋１回目の校正の際の目標値に決定する。また、各区間の傾きが、すべて０以下に
なるとき、偏り誤差の変化、すなわち測定値の変化が単調増加と判断する。そして、目標
値決定部２０は、偏り誤差の値を、新たに算出部で算出された最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)の
上限値であるＤ(ｉ＋１)／２とすることを、ｉ＋１回目の校正の際の目標値に決定する。
また、それ以外の場合は目標値決定部２０は、偏り誤差の値を、０とすることを、ｉ＋１
回目の校正の際の目標値に決定する。
【０１２７】
　例えば、図７に示したグラフにおいては、ｉ回目の校正後の測定値が単調増加している
ため、偏り誤差の値を、新たに算出部で算出された最適修正限界Ｄ(ｉ＋１)の下限値であ
る－Ｄ(ｉ＋１)／２とすること、すなわち、測定値を、真値に対して－Ｄ(ｉ＋１)／２と
することを、ｉ＋１回目の校正の際の目標値に決定する。
【０１２８】
　そして、目標値出力部２１は、例えば、図７に示すように、「測定値を真値に対して－
Ｄ(ｉ＋１)／２となるように修正してください。」等の出力、ここではディスプレイへの
表示、を行う。
【０１２９】
　このような表示に基づいて、ユーザにより校正対象２００の校正を行われる。その後同
様の処理が繰り返される。
【０１３０】
　ここで、例えば、図８に示すように、測定値と真値との差である偏り誤差が単調増加す
る場合、または単調減少する場合において、最適修正限界の範囲を超えた際に、図８（ａ
）や図８（ｂ）のように、校正により偏り誤差を０に修正すると、実質的な修正限界の範
囲が最適修正限界の範囲の半分になってしまう。そのため、校正周期Ｍ１が短く、校正回
数の頻度が増加してしまう。結果として、校正コストが増大してしまう。
【０１３１】
　これに対して、測定値と真値との差である偏り誤差が単調増加する場合、図８（ｃ）に
示すように、校正により偏り誤差を最適修正限界の下限値に修正すると、実質的な修正限
界が、最適修正限界と同じ範囲となるため、上記のように偏り誤差を０に修正する場合に
比べて、校正周期Ｍ２が長くなり、校正回数の頻度を低減し、校正周期を長くして、校正
コストを減少させることができる。
【０１３２】
　同様に、測定値と真値との差である偏り誤差が単調減少する場合、図８（ｄ）に示すよ
うに、校正により偏り誤差を最適修正限界の上限値に修正すると、実質的な修正限界が、
最適修正限界と同じ範囲となるため、上記のように偏り誤差を０に修正する場合に比べて
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、校正周期Ｍ２が長くなり、校正回数の頻度を低減し、校正周期を長くして、校正コスト
を減少させることができる。
【０１３３】
　以上、本実施の形態によれば、測定値の分布位置に応じて、最適修正限界または最適点
検間隔を算出するようにしたことにより、測定値の分布位置により、最適修正限界や最適
点検間隔を最適化して、不良コストを減少させることができるとともに、校正コストを減
少させることが効果がある。
【０１３４】
　また、本実施の形態によれば、測定値の分布傾向に応じて、校正の目標値を出力するよ
うにしたことにより、測定値の分布傾向に応じて、校正周期が長くなるような校正を行う
ことができ、校正コストを低減させることができる。
【０１３５】
　なお、上記実施の形態においては、測定値の分布位置に応じて算出部１５が算出した最
適修正限界を用いて、目標値決定部２０が目標値を決定するようにしたが、本発明におい
ては、測定値の分布位置に応じた最適修正限界を算出するための算出部１５等の構成を省
略して、予め設定されている最適修正限界や、従来と同様の、測定値の分布を考慮しない
で算出された最適修正限界を用いて、目標値決定部２０が校正の目標値を決定するように
しても良い。
【０１３６】
　また、上記実施の形態において、測定値の変化傾向に応じて構成の目標値を決定する構
成を省略して、測定値の分布位置に応じて算出部１５が算出した最適修正限界や最適点検
間隔を取得する校正支援装置を構成してもよい。
【０１３７】
　なお、上記実施の形態において、各処理（各機能）は、単一の装置（システム）によっ
て集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散処
理されることによって実現されてもよい。
【０１３８】
　また、上記実施の形態において、各構成要素は専用のハードウェアにより構成されても
よく、あるいは、ソフトウェアにより実現可能な構成要素については、プログラムを実行
することによって実現されてもよい。例えば、ハードディスクや半導体メモリ等の記録媒
体に記録されたソフトウェア・プログラムをＣＰＵ等のプログラム実行部が読み出して実
行することによって、各構成要素が実現され得る。
【０１３９】
　なお、上記実施の形態における校正支援装置を実現するソフトウェアは、以下のような
プログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータに、校正対象の校正を支援
する処理を実行させるためのプログラムであって、前記校正対象が取得した測定値を受け
付ける受付ステップと、格納されている許容範囲情報であって、前記校正対象の測定値が
正常である値の範囲である許容範囲を示す情報である許容範囲情報が示す正常である値の
範囲に対する、前記受付ステップで受け付けた測定値の分布位置を判断する分布位置判断
ステップと、前記分布位置判断ステップによる判断結果に応じて、前記校正対象について
の最適修正限界または最適点検間隔の少なくとも一方を算出する算出ステップと、前記算
出ステップにより算出した算出結果を示す情報を出力する出力ステップとを実行させるた
めのプログラムである。
【０１４０】
　また、このプログラムは、コンピュータに、校正対象の校正を支援する処理を実行させ
るためのプログラムであって、前記校正対象が取得した測定値を受け付ける受付ステップ
と、前記受付ステップにより受け付けた前記測定値の変化の傾向を判断する変化傾向判断
ステップと、格納されている真値であって、検査対象についての真値を取得し、前記変化
傾向判断ステップによる判断結果に応じて、校正の目標値を決定する目標値決定ステップ
と、前記目標値決定ステップが決定した目標値を出力する目標値出力ステップとを実行さ
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せるためのプログラムである。
【０１４１】
　なお、上記プログラムにおいて、情報を送信する送信ステップや、情報を受信する受信
ステップなどでは、ハードウェアによって行われる処理、例えば、送信ステップにおける
モデムやインターフェースカードなどで行われる処理（ハードウェアでしか行われない処
理）は含まれない。
【０１４２】
　また、このプログラムは、サーバなどからダウンロードされることによって実行されて
もよく、所定の記録媒体（例えば、ＣＤ－ＲＯＭなどの光ディスクや磁気ディスク、半導
体メモリなど）に記録されたプログラムが読み出されることによって実行されてもよい。
【０１４３】
　また、このプログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０１４４】
　また、上記実施の形態において、一の装置に存在する２以上の通信手段（情報送信部な
ど）は、物理的に一の媒体で実現されても良いことは言うまでもない。
【０１４５】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【０１４６】
　また、上記実施の形態では、校正支援装置がスタンドアロンである場合について説明し
たが、校正支援装置は、スタンドアロンの装置であってもよく、サーバ・クライアントシ
ステムにおけるサーバ装置であってもよい。後者の場合には、出力部や受付部は、通信回
線を介して入力を受け付けたり、画面を出力したりすることになる。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　以上のように、本発明にかかる校正支援装置等は、校正対象の校正を支援する装置等と
して適しており、特に、最適修正限界や最適点検間隔、校正の目標値等を出力する校正支
援装置等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】実施の形態における校正支援装置のブロック図
【図２】同校正支援装置の概念図
【図３】同校正支援装置を説明するための、許容範囲と測定値との関係を模式的に示す図
【図４】同校正支援装置の動作について説明するフローチャート
【図５】同校正支援装置の表示例を示す図
【図６】同校正支援装置の表示例を示す図
【図７】同校正支援装置の表示例を示す図
【図８】同校正支援装置を説明するための図
【符号の説明】
【０１４９】
　１　校正支援装置
　１１　受付部
　１２　測定値格納部
　１３　許容範囲情報格納部
　１４　分布位置判断部
　１５　算出部
　１７　出力部
　１８　真値格納部
　１９　変化傾向判断部
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　２０　目標値決定部
　２１　目標値出力部
　２００　校正対象

【図１】

【図２】

【図３】
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