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 比較的大きい構造物に対して，非接触三次
元絶対計測を実現するために，本研究では，
距離計測手法として光コムによるパルス干渉
を利用した．さらに，機械的な誤差と三次元

座標生成時の誤差を低減するため，ボールレ
ンズを利用して，測距網を多辺測量法に基づ
いて張り巡らせ，誤差要因となる測定中の運
動学的誤差を排する，「光コム・ボールレン
ズネットワーク」を提案した． 
 任意のボールレンズ間の距離を不確かさ10

 µm以下で測定するために，ボールレンズとプ
リズムモジュールの特性評価を行い，測定手
法を開発した．新しく提案する手法が達成す
べき課題を以下に示す． 
 絶対距離計測可能 
 10 m程度の距離を測定可能 

 三次元計測の不確かさ10 µm以下 
 多点の三次元計測が可能 
 長期的なモニタリングが可能 
 パルス干渉による絶対計測において，干渉
計の評価と改善を行った．干渉計の改善にお
いては，安定化HeNeレーザを用いた干渉計測

によりスキャニングステージの変位を計測す
ることにより高精度化を実現した．ブロック
ゲージと比較測定した結果，数十nm程度の絶
対精度で広帯域光源の干渉による測定が可能
であることが確認された． 
 光コム・ボールレンズネットワーク実現の

ため，ボールレンズ間距離を10 µm以下の精度
で測定する測距モジュールのデザインを二種
類（同心分割型，直線分割型）提案した． 
 使用するボールレンズについては，従来の
屈折率1.95のボールレンズでは長距離測定は
難しかったが，シミュレーションにより，屈

折率1.99以上のボールレンズが必要なことを
明らかにした．材料を調査し，特注により屈
折率1.998のボールレンズを試作した．このボ
ールレンズを利用して，10 mの絶対距離測定
が可能となった．従来は，アライメントに非
常に時間がかかったが，反射特性がよいため，

比較的簡単にアライメントが行えるようにな
り，現場での利用可能性を示すことができた． 
 次に，プリズムモジュールの仕様の最適化
を行った．提案した二種類の中から直角プリ

ズムを利用した直線分割型プリズムモジュー
ルを採用した．このプリズムモジュールを利
用して，10 mまでのボール間距離をサブマイ
クロメートルの繰返し精度で測定が行えた．
プリズムモジュールの誤差解析を詳細に行
い．空気の屈折率以外の誤差（アライメント，

干渉縞の検出，ボールレンズの形状，プリズ
ムの直角）が1 μm以下にできることを示し
た． 
 提案したネットワークの，建設現場への応
用方法を提案した．大型構造物への応用とし
て，大型構造物の建設における絶対寸法の測

定および長期に渡る大型構造物の変形モニタ
リングに光コム・ボールレンズネットワーク
が利用可能であることを示した．また，将来
の課題として，ボールレンズを利用したレー
ザトラッカの開発の必要性を示した． 
 以上のように，本研究では，ボールレンズ

の仕様の決定と測距モジュールの最適化によ
り，目標とする任意のボールレンズ間の距離
計測が実現可能であることが示された．パル
ス干渉計による直線分割型測距モジュールを
プリズムモジュールとして利用することで，
提案手法である光コム・ボールレンズネット

ワークの実現可能性が示された． 
 本研究の成果として，複数の国内会議およ
び国際会議で発表を実施した．また，ボール
レンズの特性については，「Novel design of 
ball-lens-based laser tracker using 
pulsed interferometer 」 を Measurement 

Science and Technology誌（2019年6月）に発
表した．今後は，光コム・ボールレンズネッ
トワークの応用研究についての発表を，来年
度の国内学会（精密工学会春季大会，2020年
3月）および国際会議（ICPE2020，2020年11月）
に行う予定である． 
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   In order to realize non-contact three-dimensional absolute measurement for relatively 

large structures, this study used pulse interference by an optical comb as a distance 

measurement method. Furthermore, in order to reduce mechanical errors and errors in 

generating three-dimensional coordinates, a ball-lens is used to detect the distance 

measurement network based on the multi-lateration method, and kinematics during the 

measurement that causes errors are measured. We have proposed an optical comb ball lens 

network that eliminates errors. 

   To realize an optical comb / ball lens network, two types of distance measuring module 

designs (concentric split type and linear split type) were proposed that measure the 

distance between ball lenses with an accuracy of 10 µm or less. For the ball lens to be 

used, long distance measurement was difficult with a conventional ball lens with a 

refractive index of 1.95, but simulations revealed that a ball lens with a refractive index 

of 1.99 or more was required. We investigated the materials and prototyped a ball lens 

with a refractive index of 1.998 as a custom order. Using this ball lens, it was possible 

to measure an absolute distance of 10 m. In the past, alignment took a long time, but due 

to the good reflection characteristics, alignment could be performed relatively easily, 

demonstrating the feasibility of use in the field. 

   Next, the specifications of the prism module were optimized. A linear split prism module 

using a right-angle prism was adopted from the two types proposed. Using this prism module, 

the distance between balls up to 10 m can be measured with submicrometer repeatability. 

Perform error analysis of the prism module in detail. It was shown that errors other than 

the refractive index of air (alignment, detection of interference fringes, shape of ball 

lens, right angle of prism) could be less than 1 μm. 

   The method of applying the construction sites was proposed. As an application to large 

structures measurement, it was shown that the optical comb / ball lens network can be used 

to measure absolute dimensions in the construction of large structures and to monitor 

deformation of large structures over a long period of time. In addition, the necessity of 

developing a laser tracker using a ball lens was shown as a future task. 

   As described above, in this study, it was shown that the target distance measurement 

between arbitrary ball lenses can be realized by determining the specifications of the 

ball lens and optimizing the ranging module. The feasibility of the proposed optical comb 

/ ball lens network was demonstrated by using a linear sprit prism module for distance 

measuring with a pulse interferometer. 
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