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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに直交する２軸方向または３軸方向へ移動体を移動させる移動装置における前記２軸
方向または３軸方向のうちの所定２軸方向と直交する方向に関する前記移動体の位置誤差
の、前記所定２軸方向のうちの１軸方向に沿う変化状態を表す真直誤差曲線を逐次２点法
により求めることを、前記２軸方向のうちの他の１軸方向に繰り返し、
前記所定２軸方向と直交する方向に関する前記移動体の位置誤差の、前記他の１軸方向に
沿う変化状態を表す真直誤差曲線を、既に求めた前記真直誤差曲線群の両端の座標位置で
求めて、それら両端の座標位置での真直誤差曲線を境界真直誤差曲線とし、
前記境界真直誤差曲線に基づき前記真直誤差曲線群の配置を修正して誤差曲面を求め、
前記誤差曲面によって、前記所定２軸を含む平面上でのその平面と直交する方向に関する
前記移動体の２次元位置誤差を評価することを特徴とする、移動装置の位置誤差評価方法
。
【請求項２】
前記誤差曲面を請求項１記載の方法により前記所定２軸を含む平面と直交する１軸方向に
対して求めることを、前記３軸方向の各々の所定座標範囲内について繰り返すことにより
誤差空間を求め、
前記誤差空間によって、前記所定座標範囲内の空間における前記移動体の３次元位置誤差
を評価することを特徴とする、移動装置の位置誤差評価方法。
【請求項３】
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前記逐次２点法により位置誤差を求めている点の中間では、位置誤差の特性に基づき一次
または多次元補間により位置誤差を求めることを特徴とする、請求項１または２記載の移
動装置の位置誤差評価方法。
【請求項４】
請求項２または３記載の方法で求めた前記誤差空間を表すデータを、前記移動装置の作動
を制御する制御装置内に保持し、
この誤差空間データにおける誤差分を補償する補正関係式を用いることにより、前記移動
装置による前記移動体の移動位置を補正することを特徴とする、移動装置の３次元位置精
度向上方法。
【請求項５】
前記誤差空間データを、前記移動装置の周囲環境の変化に応じてあらかじめ求めておき、
前記移動装置の使用の際にその使用時の周囲環境に対応した前記誤差空間データにおける
誤差分を補償する補正関係式を用いることにより、前記移動装置による前記移動体の移動
位置を補正することを特徴とする、請求項４記載の移動装置の３次元位置精度向上方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、互いに直交する３軸方向へ測定子を移動させる３次元測定装置や互いに直交
する２軸方向または３軸方向へ工具を移動させる工作機械の如き移動装置の、それら測定
子や工具の如き移動体の位置誤差を評価する方法および、その評価方法を用いて位置精度
を向上させる方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
３次元測定装置は、機械加工の自動化、高精度化が進む中、生産ラインや生産システムに
欠かせない寸法、形状精度を評価する機能を負っている。一方、３次元測定装置がハード
ウェアとして現在以上に測定精度を上げることは、製造技術に困難が伴う上に、製造経費
も上昇する結果を招く。このため近年、装置の精度を出荷時に把握して測定子の動きを補
正することにより、装置としての基本性能である測定精度を向上させることが行われるよ
うになっている。
【０００３】
しかしながらこれまでの補正は、測定子をある区間送ったときに得られる累積誤差を求め
、その区間に比例的に誤差を割り当てるものであり、区間内の測定子の運動誤差を把握し
て補正するものとはなっていない。このことは、運動誤差の評価方法自体について現状で
は、標準的方法を探索するため精度標準となる図１２に示す如きボールプレートを世界の
主要機関が持ち回りして、所持する３次元測定装置で図１３に示すようにそのボールプレ
ートを測定することによって測定装置の誤差を評価、比較している段階であることに象徴
されている。
【０００４】
ちなみに、ボールプレートの価格は非常に高いものとされ、また、相当の重量であるため
、取り扱いも容易とはなっていない。しかも持ち回り試験の結果は、３次元測定装置の誤
差特性を規定できるほどに系統的な結果を得るには至っていない。なお、図１４は、ボー
ルプレートによる誤差測定結果表示の例であり、（ａ）は誤差の方向と大きさとを棒で示
し、（ｂ）は測定平面内での誤差を網目の変形で示している。かかるボールプレートを空
間内の特定位置において測定子の３軸方向の位置誤差を求めるためには、取り扱いが容易
とは言えないボールプレートを高精度に位置決めする調整を繰り返し行うことが必要とな
る。これは現実的とは言えず、これによって誤差空間を求めることは極めて難しい。
【０００５】
空間的な誤差を求めることまではしないが、実用に供されている誤差較正法としては、図
１５に示す如き標準ブロックを用いたステップゲージによる方法、通常のブロックゲージ
による方法、図１６に示す如きテストバーによる方法、図１７に示す如きオートコリメー
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タによる方法、そして図１８に示す如きレーザ測定装置による方法等が標準的である。し
かしながら、上述したテストバーによる方法、オートコリメータ、レーザ測定装置、ボー
ルプレート、標準ブロックを用いたステップゲージによる方法、或いは、図１９（ａ），
（ｂ）に示す如き逆転法等の従来法は、調整に時間がかかり、自動的な評価を行うことが
困難であり、測定装置の精度維持が困難であるといった問題がある。
【０００６】
一方、工作機械の場合を考慮すると、工具先端の運動精度の評価には、オートコリメータ
や、真直定規に加え、レーザ測定装置が用いられている。しかしながら、これらによって
誤差空間を求めることは、装置の配置、調整に時間を要すること、加工物の精度評価には
適していても工具運動の評価には用いられないこと、空間内の所定位置の３軸方向誤差を
同定するには作業と時間を要しすぎること等により、実際的には難しいと言える。
【０００７】
これまでに用いられてきた各種の方法は、精度を評価する上ではよく考えられたものでは
あっても、測定の作業性、生産性、価格性等の観点からすると、これを多用し、あるいは
標準的なものとするには、必ずしも適切とは言い難かった。従って、従来の方法によって
誤差空間を評価して補正の対象とする基本の誤差特性とし、ハードウェアの機能を一定の
ところで確保して、測定子運動の補正により装置の精度向上を図ることは、実際上難しか
った。
【０００８】
ところで、本願発明者は、先に東京大学生産技術研究所１９８２年６月発行の「生産研究
」第３４巻第６号中第２５～３４頁に発表した論文「真直度測定法の動向と逐次２点法の
展開」にて、逐次２点法による真直誤差の測定方法を提案しており、この逐次２点法は、
互いに間隔を空けて工具台に配置した二つの変位計をその間隔に等しいピッチでその間隔
を空けた方向へ移動させながら測定対象の表面に対する変位計の変位量を測定して、二つ
の変位計の変位量のデータ列から工具台の運動の真直誤差と測定対象の表面の真直誤差と
を同時にかつ独立して求めるものである。本願発明者は、この逐次２点法を上述の如き誤
差の評価に適用することで、テストバーによる方法、オートコリメータ、レーザ測定装置
、ボールプレート、標準ブロックを用いたステップゲージによる方法、或いは、図１９（
ａ），（ｂ）に示す如き逆転法等の従来法に比べて、調整に時間をとらず、自動的な評価
を容易に行うことができ、測定装置の精度維持が容易となる、という点に想到した。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
この発明は、上述した逐次２点法の特性に鑑みて前記従来の方法の課題を有利に解決した
誤差測定方法を提供せんとするものであり、この発明の移動装置の位置誤差評価方法は、
請求項１記載のものでは、互いに直交する２軸方向または３軸方向へ移動体を移動させる
移動装置における前記２軸方向または３軸方向のうちの所定２軸方向と直交する方向に関
する前記移動体の位置誤差の、前記所定２軸方向のうちの１軸方向に沿う変化状態を表す
真直誤差曲線を逐次２点法により求めることを、前記２軸方向のうちの他の１軸方向に繰
り返し、前記所定２軸方向と直交する方向に関する前記移動体の位置誤差の、前記他の１
軸方向に沿う変化状態を表す真直誤差曲線を、既に求めた前記真直誤差曲線群の両端の座
標位置で求めて、それら両端の座標位置での真直誤差曲線を境界真直誤差曲線とし、前記
境界真直誤差曲線に基づき前記真直誤差曲線群の配置を修正して誤差曲面を求め、前記誤
差曲面によって、前記所定２軸を含む平面上でのその平面と直交する方向に関する前記移
動体の２次元位置誤差を評価することを特徴としている。
【００１０】
かかるこの発明の移動装置の位置誤差評価方法によれば、３次元測定装置および、それと
同様の構造による半導体基板や液晶表示装置用ガラス基板等の測定装置の誤差評価のため
に、測定子の運動の真直誤差曲線および平面誤差曲面を測定することができる。また、こ
れに止まらず、逐次２点法の特徴として、同時に測定対象の基板等の誤差形状を測定する
ことができる。そしてこの発明の方法によれば、工作機械等の、測定装置以外の移動装置
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についても、工具台等の移動体の運動の誤差評価のために、真直誤差曲線および平面誤差
曲面を測定することができる。
【００１１】
なお、この発明の移動装置の位置誤差評価方法においては、請求項２に記載したように、
前記誤差曲面を請求項１記載の方法により前記所定２軸を含む平面と直交する１軸方向に
対して求めることを、前記３軸方向の各々の所定座標範囲内について繰り返すことにより
誤差空間を求め、前記誤差空間によって、前記所定座標範囲内の空間における前記移動体
の３次元位置誤差を評価することとしても良い。
【００１２】
この発明の移動装置の位置誤差評価方法によれば、逐次２点法により、上記のように移動
体としての測定子の真直運動誤差曲線を基本として誤差空間を求めるので、測定誤差に関
する性能をより詳細に評価することができる。そしてこの発明の方法による、逐次２点法
による真直誤差曲線を基本とする誤差空間の同定は、空間として包括的であること、測定
を実施するための器具等の調整に時間を要しないこと、座標軸に対応して系統的な誤差が
求められること等の点で優れている。
【００１３】
またこの発明の移動装置の位置誤差評価方法においては、請求項３に記載したように、前
記逐次２点法により位置誤差を求めている点の中間で、位置誤差の特性に基づき一次また
は多次元補間により位置誤差を求めることとしても良い。
【００１４】
このようにすれば、逐次２点法により位置誤差を求めている点の中間では補間によって位
置誤差を求めるので、逐次２点法により位置誤差を求める点の間隔をある程度空けても、
それらの点間の位置でも位置誤差を求め得ることから、逐次２点法による測定の速度を速
め得て、真直誤差曲線や誤差曲面をより短時間で求めることができる。
【００１５】
そして、請求項４記載のこの発明の移動装置の３次元位置精度向上方法は、請求項２また
は３記載の方法で求めた前記誤差空間を表すデータを、前記移動装置の作動を制御する制
御装置内に保持し、この誤差空間データにおける誤差分を補償する補正関係式を用いるこ
とにより、前記移動装置による前記移動体の移動位置を補正することを特徴としている。
【００１６】
かかるこの発明の移動装置の３次元位置精度向上方法によれば、上述の如くして逐次２点
法で求めた誤差空間を表すデータを制御装置内に保持し、これを基とした、誤差空間デー
タにおける誤差分を補償する補正関係式を用いて誤差を補正する動きを、例えば制御装置
のＣＮＣ（コンピュータ式数値制御）機能によって与えることで、装置の機能そのもので
ある測定精度や工具移動精度の向上を果たすことができ、これにより、装置のハードウェ
ア構成によって精度向上を図る場合には価格の上昇が避けられない段階に達している中に
あって、価格を抑制しつつ装置の性能向上を期することができる。
【００１７】
半導体基板、大型画像表示装置用ガラス基板等では、nm 台の平面形状の評価が求められ
ており、これらの精度評価には、定盤をテーブルとする通常の直角座標系の３次元測定装
置や、テーブルを回転させる極座標系の３次元測定装置の利用が考慮されている。そして
これらの装置では、ハードウェアの改善によって極限精度を高め、所要の測定精度や分解
能の達成を目指している。従って、これに逐次２点測定法を導入し、本発明の方法を適用
すれば、従来法の発想による測定装置に、より一段と高精度の機能を付加することが可能
となり、これによって、生産技術における加工精度向上に寄与することができる。
【００１８】
なお、極座標系の３次元測定装置に本発明の位置誤差評価方法を適用する際には、互いに
直交する３軸の代わりに、互いに直交する２軸とそれらのうちの１軸周りの回転角とを用
いれば良い。そしてその際、直交座標系に沿って変位計を移動させて測定した位置誤差デ
ータを極座標系に変換しても良く、また直接、極座標系に沿って半径方向および周方向へ
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変位計を移動させて位置誤差データを求めるようにしても良い。
【００１９】
さらに、この発明の移動装置の３次元位置精度向上方法においては、請求項５に記載した
ように、前記誤差空間データを、前記移動装置の周囲環境の変化に応じてあらかじめ求め
ておき、前記移動装置の使用の際にその使用時の周囲環境に対応した前記誤差空間データ
における誤差分を補償する補正関係式を用いることにより、前記移動装置による前記移動
体の移動位置を補正することとしても良い。
【００２０】
誤差空間のマトリックス構成は、周辺環境、使用条件等によって変化する場合も想定され
るが、これに対しては逐次２点法により誤差空間を求めることがこれまでの方法に比べて
自動的、容易に可能であることにより、これら条件の変化に対して、誤差空間構成マトリ
ックスを与えることによって、容易に補正を実施することが可能となる。
【００２１】
すなわち、請求項５に記載のように、周囲環境、代表的には装置の周囲温度、集中繰り返
し使用による構造代表点の温度上昇等に対して、誤差空間データを求めて記憶しておくこ
とで、実環境下における環境の監視により、それぞれの誤差空間に対する補正を行うこと
が可能となり、測定装置や工作機械の周囲環境の変化に対して測定精度や工具移動精度を
維持することができる。
【００２２】
従って、この発明は、機械部品をはじめとする加工部品形状の測定技術、誤差空間をマト
リックスにより表現し、これを基本として補正関係式を構成することによる測定性能向上
を可能とする情報処理技術や、精度向上に伴い、これを満足する高精度機械部品の製造を
可能とする生産加工技術、そして工作機械の工具運動に適用が可能であることによる生産
加工技術等の諸技術分野に利点をもたらすことができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、この発明の実施の形態を実施例により、図面に基づき詳細に説明する。ここに、
図１は、この発明の移動装置の位置誤差評価方法の一実施例としての３次元測定装置の位
置誤差評価方法における処理の流れを示すフローチャート、図２（ａ）～（ｇ）は、図１
に示す処理を示す説明図、そして図３は、上記実施例の方法を適用する３次元測定装置の
一例を示す斜視図である。
【００２４】
この実施例の方法では、先ず、図３に示す如き３次元測定装置について、図示のように門
型フレームの延在方向をＸ軸とする、Ｘ，Ｙ，Ｚの３軸方向の座標空間を設定する。そし
てここでは、図４に示すように、逐次２点法による誤差測定のために上記３次元測定装置
にプローブの代わりに測定子Ｐを取り付け、その測定子Ｐの先端部に二つのレーザ式非接
触型変位計を取り付けるとともに、逐次２点法を行って誤差空間を算出するための通常の
コンピュータを設置して、そのコンピュータに上記二つの変位計の出力信号をアナログ／
デジタル・コンバータを介して入力する。そしてそれら二つの変位計を、極力平坦にした
対象板ＯＢに対向させて、二つの変位計の離間方向に測定子Ｐをそれらの変位計の間隔に
等しいピッチで移動させながら測定を繰り返す。図５は、その測定原理を示す概念図であ
り、図中Ｍは変位計を示す。
なお、逐次２点法に使用する変位計の種類は、上述のものには限られない。また、逐次２
点法自体の詳細は、前述した「真直度測定法の動向と逐次２点法の展開」を参照されたい
。
【００２５】
次に、図３に示すＸ，Ｙ，Ｚ軸を持つ直角座標系である(X, Y, Z) 系に対し、(Xi , Yj ,
 Zk) が構成する平面を考える。ここで、ｉ＝0, 1, ・・ｌ（エル），ｊ＝0, 1, ・・ｍ
，ｋ＝0, 1, ・・ｎとする。(Xi , Y0 , Z0 ) を取り、X軸に沿って逐次２点法を適用す
ると、測定子のX軸沿いの真直誤差曲線が以下によって求められる。
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測定子上の二つの変位計をA，B、測定子および対象板表面の真直誤差をX，Z、変位計によ
る測定値をDとすると、Xk，Zkは以下に示す簡潔な関係で求められる。この時、測定子が
移動する際にはこれが回転するヨー運動はないものとする。
【数１】

これを (Xi，Yj，Z0 )、すなわちｊを整数としてYj　について繰り返せば、X 軸方向に求
めた真直誤差曲線群をZ＝0面に対して求めることができる。
【００２６】
二つの変位計の先端面は、基礎理論では揃ったものとしている。しかし実務的には、必ず
僅かの不揃いΔ（図６参照）が残る。測定された真直誤差曲線には、２点の送り回数をｌ
（エル）として、測定終段でｌΔが蓄積され、重なって求められる。従って、Y0 に対す
る測定子運動の真直誤差曲線では、この分を補正することで、Ｘ軸上の測定範囲の両端で
誤差δz を０として誤差曲線を与えることができる。一方、Yj 、ｊ＝1, ・・m に対して
求められた Xi に関する真直誤差曲線については、始端は 0 とし、終端をｌΔで補正し
ても、δz ≠0 であり、δz (Yjm) が残ることとなる。
【００２７】
これらの真直誤差曲線群から、平面誤差曲面を構成する手段として、(X0, Yj , Z0)、(Xl
 , Yj , Z0) において、ｊ＝0, 1, ・・m として、Ｙ軸方向の真直誤差曲線を求める。す
なわち、Ｘ軸方向の真直誤差曲線群の始端、終端において、これらと直交する方向の真直
誤差曲線を求める。このとき、Ｘ軸方向に誤差曲線を求めるのに用いた二つの変位計を垂
直軸線周りに回転させてそのまま用いれば、先端不揃いΔは保持されて、Ｙ軸方向の真直
誤差曲線の評価に直ちに考慮することができる。これを当初からＹ軸方向に配置した二つ
の変位計で測定する場合には、Ｘ軸方向で考慮した先端不揃い評価と同じ方法を別に行い
、Ｙ軸方向の真直誤差曲線を求めることが可能である。しかし、各真直誤差曲線の終段で
、δz の評価を可能としていたことを考慮すると、Ｘ軸方向の測定に用いた変位計を上記
のように回転させてそのまま用いることが、測定精度、作業能率の維持には有効である。
【００２８】
Ｘ軸方向に求めた真直誤差曲線群を、その始端および終端で求めたＹ軸方向真直誤差曲線
の当該位置で重ねることによって、相互に独立に求められたＸ軸方向真直誤差曲線群を要
素として結合して平面誤差曲面を構成することが可能となる。
上述した、誤差曲線群から誤差曲面を構成する処理は、図１にフローチャートで示す手順
によって行うことができ、この手順を模式化した状況を図２に示す。すなわち、図１に示
す手順では、先ず、ステップＳ１で、図２（ａ）に示すように、y=０，・・，mの各々に
対してｘ軸方向に真直誤差曲線を求め、続くステップＳ２で、図２（ｂ）に示すように、
ｘ=ｌ（エル），ｙ=０での誤差から補正量Δを算出する。
続くステップＳ３では、図２（ｃ）に示すように、ｘ軸方向の各真直誤差曲線を上記Δ分
補正し、続くステップＳ４では、図２（ｄ）に示すように、ｘ=０およびｘ=ｌ（エル）の
各々について、ｙ軸方向の各真直誤差曲線を求める。
そして続くステップＳ５では、図２（ｅ）に示すように、ｙ軸方向の各真直誤差曲線を上
記Δ分補正し、続くステップＳ６では、図２（ｆ）に示すように、各ｘ軸方向の各真直誤
差曲線をそれぞれ、それらの曲線の両端がｘ=０およびｘ=ｌ（エル）の各々について求め
たｙ軸方向の各真直誤差曲線上に位置するように補正する。
最後のステップＳ７では、図２（ｇ）に示すように、ｘ=ｌ（エル）での、x軸方向とｙ軸
方向との真直誤差を比較する。この比較による計測の妥当性の検討のステップは、３次元
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うためのものである。図７は、上述した処理によって求められた誤差曲面の測定例である
。
【００２９】
以上に示した方法を繰り返し、所要座標位置でＸ，Ｙ，Ｚ軸方向の誤差成分を与えるよう
平面誤差曲面群を求めることにより、当該３次元測定装置の誤差空間を求めることができ
、かかる誤差空間は、各座標位置に関する誤差成分を要素成分とするマトリックスによっ
て表示することができる。
それゆえ、この発明の３次元位置精度向上方法では、上記マトリックスから各座標位置に
おける誤差成分を０とする補正関係式を構成し、これに基づき、３次元測定装置のＣＮＣ
機能による指令で上記誤差分を補償するようにプローブを移動させる。これにより、３次
元測定装置の測定機能の高精度化を図ることができる。
また、上記方法は、工作機械等の、３次元測定装置以外の移動装置にも適用し得て、そこ
での移動体の移動精度の高精度化を図ることができる。
【００３０】
ところで、上記誤差空間は、３次元測定装置等の移動装置が配置されている環境、或いは
、時間の経過に伴う装置の状態変化等によって影響を受けると考えられる。
通常、３次元測定装置等の高精度の移動装置が設置される環境は恒温調整されている。し
かしながらこれが満足されない状況下の使用も考えられ、そのような場合には移動装置は
環境温度の影響を受けることになる。また、移動装置の連続稼働によって装置が部分的に
発熱する可能性もある。さらに、移動装置の長期間に亘る使用で磨耗や微小変形等により
誤差空間が変化する可能性もある。
このような誤差空間の変化に対しては、誤差空間の測定時の環境や装置の状態と、装置の
実際の使用時の環境や装置の状態との相互の関係を明らかにするとともに、あらかじめ環
境や装置の状態変化に応じて誤差空間を測定して補正関係式を求めておき、装置の実際の
使用の際にその時の環境や装置の状態に応じて補正関係式を変更することで、精度維持を
図ることが可能となる。
【００３１】
また、測定位置相互の中間位置に関しては、測定位置における誤差を基に直線や曲線、或
いは曲面補間による推定を行うことができる。
すなわち、逐次２点法で誤差が得られる計測点は離散的であるが、以下の如き補間・内挿
手法を用いれば任意計測点における補正量を算出することができる。
誤差が得られている点を(xi, yi, zi)、その点におけるz成分の誤差をez(i, i, i)とおく
。なお、x成分、y成分に関しても全く同様である。このとき、ある計測点(x, y, z)にお
ける誤差ezを推定し、計測結果からezを減ずることによって空間誤差を補正することがで
きる。これは、図８に示すような流れとなる。
なお、厳密には点(x, y, z-ez)における誤差を求めなければならないが、ezが十分に小さ
いので、上記のように点(x, y, z)での誤差の推定で問題ない。
【００３２】
誤差ezを推定するための主な方法としては、以下の３つの方法が考えられる。
(1) 線形の補間（双一次補間）
(2) 高次の補間
(3) 最小２乗法
【００３３】
(1) 線形の補間（双一次補間）
図９に示すように、点(x, y, z)の近傍で、逐次２点法により空間誤差が得られている計
測点８点に着目する。
【数２】



(8) JP 4660779 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

とおくと、空間誤差ez(x, y, z) は、図１０に示す線形内挿の概念図から明らかなように
、
【数３】

となる。
この方法の特徴としては、以下の点が挙げられる。
・計算が楽である。
・空間誤差ez(x, y, z)が境界線上（図１０の立方体の辺）で連続となり、ez(x, y, z)の
微分は不連続となる。
・８個の計測点が直方体の頂点になっていなければならない。
【００３４】
(2) 高次の補間
(1) の一次の補間の発展形として、補間精度の向上、なめらかさの実現のために、より高
次の補間を行うことが考えられる。B-spline曲面の当てはめなどが相当する。
ｚが一定の面に対してB-Spline曲面などを当てはめる。はさまれている２つの曲面上で得
られる空間補正量に対し、線形補間を行って点(x, y, z)における補正量を算出する手法
、x, y, z軸の３軸方向に対し逐次的にB-Spline補間を適用する手法などが利用しうる。
この方法の特徴としては、以下の点が挙げられる。
・空間誤差ez(x, y, z)が境界線上（図１０の立方体の辺）で連続となり、ez(x, y, z) 
の微分・２次微分も連続となる。
・多数の計測点が必要（３次の当てはめの場合で4×4×4点の計測点が必要）である。
・得られる解の妥当性が明確でない。
【００３５】
(3) 最小２乗法
空間誤差ez(x, y, z) があるモデルに従うと仮定し、そのモデルへの当てはめを行う。
ここでは最も単純なモデルとして、x, y, zに対する一次のモデルを考える。すなわち、
【数４】

とおけるとする。
最小２乗法を適用する。逐次２点法により空間誤差が得られている計測点を(xi, yi, zi)
、計測点(xi, yi, zi)における空間誤差の計測値をezi (i=1・・・,m)とおく。空間誤差
の計測値と未知パラメータ(a, b, c, d)との間に次の関係式が成り立つ。
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【００３６】
上記の式を、
【数６】

と置く。yの各成分eziの不確かさが未知の等しい値であり、また成分間で相関がないと仮
定する。不確かさの分散をσ2と置く。
このとき、最小２乗解は、
【数７】

で与えられる。これを計算すると、
【数８】

となる。
【００３７】
また、σ2の推定値は、
【数９】

となり、この推定値を用いて、上記最小２乗解の不確かさの共分散行列Cxが、
【数１０】
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によって算出される。
点(x, y, z)における空間誤差およびその不確かさは、
【数１１】

によって算出される。
特徴としては、以下の点が挙げられる。
・空間誤差ez(x, y, z)が境界線上（上図の立方体の辺）で不連続となる（よって工作機
械への展開など軌跡の連続性が問われる場合には使用できない可能性がある）。
・計測点の配置、点数などに制約がない（実質的には(1)と同様に近傍８点が妥当である
）。
・得られる解の妥当性が高い（ただしモデルが妥当であることが前提である）。
・空間誤差の不確かさの見積もり・当てはめの妥当性の検討が可能である。
・モデルの妥当性の検討が必要である。
【００３８】
以上の３手法の何れが適当であるかは、対象とする三次元測定装置の特性・用途などによ
ると考えられる。一般論としては、計算が単純でかつ連続な双一次補間か、あるいは、不
連続性が生じるものの空間誤差の不確かさの見積もり・当てはめの妥当性の評価が可能な
最小２乗法か、のいずれかを用いるのが実用的ではないかと考える。
【００３９】
上述した誤差補正手法が、与えられた環境において妥当に適用できるかどうかを検証する
一方法を、以下に提案する。
逐次２点法により誤差が得られている計測点を一点おきに用いて当てはめを行い、残りの
計測点における誤差を計算する。計算で得られた誤差と逐次２点法により得られた誤差と
を比較し、２つの値が十分近ければ、誤差補正手法が妥当であると見なすことができる。
また同時に、その時の２つの値の差から、誤差補正手法により補正された後の値の誤差の
大きさを見積もることが可能であると考えられる。
【００４０】
さらに、逐次２点法を用いた空間誤差の計測における冗長な計測データの融合方法の一例
を、以下に提案する。
この方法では、図１１に示すように、例えば同図（ａ）に示すデータ１、データ２の如き
二つのデータを融合する場合に、先ず同図（ｂ）に示すように、互いに冗長な部分を持つ
データ１，２のうち一方のデータ２全体をオフセット補正する（データ１，２の各々で、
冗長な部分の平均値を求め、平均値間の差をオフセットとする）。
次いで同図（ｃ）に示すように、データ１、２の互いに冗長な部分の各点で平均値を求め
、求められた平均値を新たな計測値とする。
そして同図（ｄ）に示すように、必要に応じて0点の補正を行う
【００４１】
この融合方法は、例えばx軸方向の計測結果とy軸方向の計測結果や、正方向の計測結果と
負方向の計測結果、そして同一手法による複数の計測結果の融合等に用いることができる
。
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但し、前提として、各データ群の絶対的な値に意味はなく、相対的な計測値のみ意味を持
つこと、またオフセット（偏差）分を除けばデータ群内の計測値間に相関はないこと（す
なわち白色誤差）が必要である。
なお、データの融合は、様々なデータ補正（0点合わせなど）の前に行うことが望ましい
。
【００４２】
既に述べたように、この発明の方法の特徴として、使用する装置が簡便であることならび
に処理が容易であることから、測定装置の時間変動などに対応して誤差空間の再評価を行
うことが簡便であることが挙げられる。
誤差空間算出用の被測定物として、この発明の方法では、ボールプレートのように精度の
高いものを使用する必要は全くなく、一般に市販されているアルミ平板等を使用すれば十
分である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の移動装置の位置誤差評価方法の一実施例における誤差曲線群から誤
差曲面を構成する処理を示すフローチャートである。
【図２】　上記フローチャートでの処理の内容を示す説明図である。
【図３】　上記実施例の方法の実施に用いる３次元測定装置を例示する斜視図である。
【図４】　上記３次元測定装置での測定状態を示す説明図である。
【図５】　上記実施例の方法で行う逐次２点法の測定原理を示す概念図である。
【図６】　上記実施例の方法における測定子での変位計の不ぞろいを示す説明図である。
【図７】　上記実施例の方法で求めた誤差曲面の一例である。
【図８】　上記実施例の方法における誤差空間の任意位置での誤差を求める補正手順を示
すフローチャートである。
【図９】　上記実施例の方法で用い得る線形補間での座標設定を示す説明図である。
【図１０】　上記線形補間での内挿方法を示す概念図である。
【図１１】　上記実施例の方法で用い得る冗長データの融合方法を示す説明図である。
【図１２】　従来の誤差測定方法で使用するボールプレートを示す斜視図である。
【図１３】　上記ボールプレートによる誤差測定方法を示す説明図である。
【図１４】　上記ボールプレートによる誤差測定結果を示す説明図である。
【図１５】　ステップゲージによる従来の誤差測定方法を示す説明図である。
【図１６】　テストバーによる従来の誤差測定方法を示す説明図である。
【図１７】　オートコリメータによる従来の誤差測定方法を示す説明図である。
【図１８】　レーザによる従来の誤差測定方法を示す説明図および光路構成図である。
【図１９】　逆転法による従来の誤差測定方法を示す説明図である。
【符号の説明】
Ｐ　測定子
ＯＢ　対象板



(12) JP 4660779 B2 2011.3.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 4660779 B2 2011.3.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(14) JP 4660779 B2 2011.3.30

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(15) JP 4660779 B2 2011.3.30

【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(16) JP 4660779 B2 2011.3.30

10

フロントページの続き

    審査官  大川　登志男

(56)参考文献  特開平０７－１４６１２５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０４１７３３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１４２１３９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－３３４２４５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３３３６７０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B23Q  17/00
              B23Q  15/06
              B23Q  15/24
              G01B  21/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

