
 
 

（一財）日本建設情報総合センター研究助成事業 
 
 
 
 

コム距離計を用いた大型構造物の 
三次元データの高精度化および絶対変形の計測 

報告書 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年12月25日 

 

 

  



 
 

助成研究者紹介 
 

たかます きよし 

高増 潔 

現職：東京大学大学院工学系研究科教授（工学博士） 

主な学術論文（2015年～2018年）： 

 Agustinus Winarno, Shusei Masuda, Satoru Takahashi, Hirokazu Matsumoto, Kiyoshi 

Takamasu: Noncontact method of point-to-point absolute distance measurement using 

tandem low-coherence interferometry, Measurement Science and Technology 29, 2018, 

025006, 1-8. 

 Masaki Michihata, Jonggang Kim, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu, Yasuhiro 

Mizutani, Yasuhiro Takaya: Surface Imaging Technique by an Optically Trapped 

Microsphere in Air Condition, Nanomanufacturing and Metrology (2018) 1, 2018, 32-38. 

 Masaki Michihata, Shin-ichi Ueda, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu, Yasuhiro Takaya: 

Scanning dimensional measurement using laser-trapped microsphere with optical standing-

wave scale, Optical Engineering 56 (6), 2017, 064103 1-9. 

 Tingzhi Hu, Muzheng Xiao, Xicheng Wang, Chao Wang, Zhijing Zhang, Kiyoshi 

Takamasu: High-Precision Aspheric Surface Measurement Using Scanning Deflectometry: 

Three-Dimensional Error Analysis and Experiments, International Journal of Automation 

Technology 11 (5), 2017, 728-735. 

 Masaki Michihata, Deqing Kong, Kiyoshi Takamasu, Satoru Takahashi: A Simulation Study 

of Plasmonic Substrate for In-Process Measurement of Refractive Index in Nano-

Stereolithography, International Journal of Automation Technology 11 (5), 2017, 772-780. 

 Chen Meiyun, Takahashi Satoru, Takamasu Kiyoshi: Multi-Beam Angle Sensor for Flatness 

Measurement of Mirror using Circumferential Scan Technology, International Journal of 

Precision Engineering and Manufacturing 17 (9), 2016, 1093-1099. 

 Taro Onoe, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu, Hirokazu Matsumoto: Non-contact 

precision profile measurement to rough-surface objects with optical frequency combs, 

Measurement Science Technology 27, 2016, 124002-1-7. 

 Wiroj Sudatham, Hirokazu Matsumoto, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu: Verification 

of the positioning accuracy of industrial coordinate measuring machine using optical-comb 

pulsed interferometer with a rough metal ball target, Precision Engineering 41, 2015, 63-67. 

 Meiyun Chen, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu: Development of high-precision micro-

roundness measuring machine using a high-sensitivity and compact multi-beam angle 

sensor, Precision Engineering 42, 2015, 276-282. 
  



 
 

目 次 
 

1．研究目的 1 
1.1 光コム距離計による長距離測定 1 
1.2 建設分野への応用 3 
1.2.1 大型構造物の建設における絶対寸法の測定 3 
1.2.2 長期に渡る大型構造物の変形モニタリング 3 
1.3 光コムレーザと絶対距離測定の必要性 5 
1.4 研究の目的 7 
1.5 報告書の構成 8 
 
2．光コムパルス干渉計 9 
2.1 光周波数コムの特徴 9 
2.2 光コムの発生方法 11 
2.3 光コムの応用 13 
2.4 パルス干渉法の原理 14 
2.4.1 単色光による干渉縞 14 
2.4.2 白色光による干渉縞 15 
2.4.3 パルス干渉による干渉縞 16 
2.4.4 パルス干渉法による絶対測長 17 
2.5 パルス干渉計の開発 20 
2.5.1 パルス干渉法の実験系 20 
2.5.2 パルス干渉計の要素 20 
2.5.3 パルス干渉計の実験 22 
2.5.4 HeNeレーザ変位計による走査ステージの位置決め 23 
2.5.5 パルス干渉計の精度評価：ブロックゲージの測定 24 
2.6 パルス干渉計による絶対測定の開発結果 27 
 
3．ボールレンズを利用した長距離測定 28 
3.1 ボールレンズを利用した絶対長距離計測手法の提案 28 
3.2 ボールレンズ 29 
3.2.1 コーナキューブおよびキャッツアイ 29 
3.2.2 光コム・ボールレンズネットワーク 30 
3.3 ボールレンズ間の距離計測手法 34 
3.4 ボールレンズ反射光特性シミュレーション 37 
3.4.1 シミュレーションのモデル 37 



 
 

3.4.2 シミュレーション結果 38 
3.4.3 シミュレーションの考察 41 
3.5 ボールレンズの反射光特性実験 44 
3.5.1 使用したボールレンズ 44 
3.5.2 有効反射領域の屈折率依存性についての実験 45 
3.5.3 反射光強度についての定量的実験 47 
3.5.4 ボールレンズ間距離測定実験 50 
3.6 ボールレンズ間距離計測の誤差要因 54 
3.6.1 ボールレンズ形状による誤差 54 
3.6.2 ボールレンズのアライメント 55 
3.6.3 不確かさ評価 56 
3.7 ボールレンズを利用した距離測定の結論 58 
 
4．結論と今後の展望 59 
4.1 結論 59 
4.2 今後の展望 61 
 
参考文献 64 
研究業績 66 

 



1 
 

1．研究目的 
1.1 光コム距離計による長距離測定 
 周波数コムレーザ（以下 コムレーザ）は長さの国家標準であり，コムレーザを利用する

ことで高精度かつ直接的にトレーサブルな距離測定が可能となった．開発しているコム距

離計は，屈折率2.0のボールレンズをターゲットとし，広い距離範囲（最大100 m）で高精度

（10 µm～100 µm）に絶対距離を計測できる新しいシステムである．対象とする大型三次元

構造物は，天体望遠鏡，航空機，橋梁，プラントなどを含む．大型三次元構造物に基準点を

設置し，三次元的にマイクロメートル精度で絶対位置を測定することで，他の手法で測定し

た三次元データの基準とすることができる．また，基準点間の絶対距離の変化から構造物の

変形を測定できる． 

 コム距離計により，三次元絶対位置をマイクロメートルの精度で計測することを目指す．

図1.1に示すように，大型三次元構造物に基準となるボールレンズを設置する．ボールレン

ズ間の絶対距離を，コム距離計のプリズムモジュールによりマイクロメートルオーダの精

度で測定することで，絶対的な三次元基準（光コム・ボールレンズネットワーク）を構築す

ることができる．この基準点と他の手法（画像計測等）で測定した三次元データを統合する

ことで，高精度な三次元形状測定が実現できる．さらに，基準点間の絶対距離の変化を10年

以上の期間で計測することが可能となり，大型三次元構造物の変位および形状をモニタリ

ングできる． 

 図1.2に示すコム距離計は，コムレーザによるパルス干渉手法に基づいている．コムレー

ザを周波数標準でロックすることで，パルス間隔の高精度化が可能で，このパルス間隔を測

定の目盛りとして利用できる．長距離測定の場合，空気屈折率の補正が必要となるが，温度

測定による補正や複数の屈折率による屈折率測定などを利用することで，屈折率補正が適

用可能である．このコム距離計と新しく開発したプリズムモジュールにより，2つのボール

レンズ間の絶対距離を高精度（マイクロメートルオーダ）で測定でき，このボールレンズを

基準点として大型構造物に配置できる． 

 コム距離計により絶対距離計測においては，我々のグループの研究が世界的に最も先端

的な研究として評価されている．すでに，400 mを超える絶対距離を数十µmの精度で測定す

ることに成功している．コム距離計の成果に対する応用研究は，ここ数年で開始された段階

であるが，大型三次元測定機の高精度校正，大型素粒子加速器の位置計測，大型非球面測定

機の校正などの応用研究が提案されている．また，新しくボールレンズをターゲットとする

ことを提案し，ボールレンズ間距離の絶対測定を実用的に高精度で実施できることを実証

する． 
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図1.1 大型構造物に三次元位置基準（ボールレンズ）を設定：光コム・ボールレンズネッ

トワークの構築 

 

 
図1.2 コム距離計による2つの基準ボール間の距離測定システム：コム距離計とのプリズ

ムモジュールの結合 

 
 本研究の特徴を，以下の3つの項目に示す．③については，今後の研究計画の課題である． 

① コム距離計によりボールレンズまでの距離を，マイクロメートルの精度で絶対計測で

きるために，最適なボールレンズの仕様を決定し，実験により実証する． 

② ボールレンズ間距離を測定するために，新しい光学系としてプリズムモジュールを開

発し，長距離のボール間距離を実験的に測定し，精度評価を行う． 

③ コム距離計を利用したレーザトラッカを開発し，三次元絶対位置を高精度で測定でき

る． 
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1.2 建設分野への応用 
 この特徴を建設分野への応用として，以下の3つを考えている．以下にA），B）それぞれ

について簡単に説明する．C）については，③のレーザトラッカを使用するため，この研究

の発展した将来展望として考えている． 

A) 大型構造物の建設における絶対寸法の測定 

B) 長期に渡る大型構造物の変形モニタリング 

C) 大型構造物の建設における三次元絶対位置の測定 

 
1.2.1 大型構造物の建設における絶対寸法の測定 
 図1.1に示すように，建設する大型構造物の基準となる位置にボールレンズを三次元位置

基準として設定する．ボールレンズは，直径5 mmから30 mm程度の屈折率が2.0のガラスボ

ールで，比較的簡単に安定的に構造物に取り付けることができる．コム距離計（図1.2）の

プリズムモジュールを利用して，ボールレンズ間の絶対距離を測定することで，構造物の寸

法を絶対計測する．コム距離計とプリズムモジュールは，光ファイバネットで接続されてい

るため，1台のコム距離計によりファイバスイッチで切り替えることで，多くの（最大100以

上）の寸法を測定できる． 

 このことにより，建設中の大型構造物の寸法を常に計測し，管理，調整することができる．

寸法精度は，マイクロメートルレベルのため，大型構造物建設の品質を飛躍的に高くするこ

とができる． 

 
1.2.2 長期に渡る大型構造物の変形モニタリング 
 上記の図1.1の構成において，長期間（10年以上）に渡り，大型構造物の基準寸法の経年

変化，変形をモニタリングできる．コム距離計は，絶対距離測定のため，一旦装置を外した

り，装置が故障で取り換えたりしても，同様に絶対測定できる．また，多くの大型構造物に

対して，1つのコム距離計で計測を定期的に行うことも可能である． 

 建設においては，長期間に渡り完成した大型構造物をモニタリングすることにより，修繕

の計画，安全性の評価が可能になる．図1.3に鉄骨モジュールにボールレンズを．設定した

例を示す．鉄骨モジュールの絶対寸法，寸法の変化を長期間に渡って測定することができる． 

 

  



4 
 

   
図1.3 鉄骨モジュールのモデルの寸法：ボールレンズによる測定 
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1.3 光コムレーザと絶対距離測定の必要性 
 日本においては，メートル定義の改定と技術的な発展に従い，長さ標準も改定を重ねてき

た．日本における長さ標準の測定と校正は，主として産業技術総合研究所において行われる．

日本における長さの国家標準は，2009年にヨウ素安定化ヘリウムネオンレーザーから光周

波数コムレーザ（光コム）へと代わった．この変更には主に下記の3つの理由がある．光コ

ムの詳しい原理等については第2章に示す． 

 精度向上（不確かさ低減）：長さの国家標準として発生する「波長（真空中）」が

従来に比べ300倍高精度となった． 

 複数の波長に対応：これまでは，633 nmの波長のレーザの校正しか行えなかった

が，光通信帯の1.5 µm帯および短波長域の532 nmのレーザの校正も可能となった． 

 堅ろう性：装置の寿命や動作の信頼性などについても，従来のレーザをしのいでい

る部分があり，これまでよりも，さらに確実な標準供給が可能となった． 

 このように，長さの定義とそれを実現するための国家標準が高精度化するに従い，それら

を用いて長さ計測または三次元計測を行う手法も高精度化が求められている．現代におい

て最も高精度な長さ計測，三次元計測が求められる構造物には，大型の橋梁，プラント，高

炉などがある．高精度な長さ計測，三次元計測技術が求められる．将来的には，数マイクロ

メートルオーダで組み立て，数ヶ月以上の間，その変動をモニタリングする必要がある． 

 このような課題に対しては，高精度であることはもちろん，大量に配置した基準点の三次

元計測が効率的に行えること，安定した長期モニタリングのために絶対計測が行えること

が求められる．絶対計測と相対計測についての概要を図1.4に示した．単色レーザ光で構成

したマイケルソン干渉計のように，変位計測では距離を測る際に基準となるゼロ点からタ

ーゲットを移動させ，その間にいくつの干渉縞があるかを数えねばならない（フリンジカウ

ンティング）．このときに何らかの要因でレーザ光が遮られてしまえば，測定をゼロ点から

やり直す必要があり，長期モニタリングには適していない．一方，絶対計測では変位計測に

比べて一般的に測定精度は落ちるが，計測途中での中断に影響を受けず，よりロバストな計

測であると言える． 
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図1.4 相対計測（変位計測）(a)と絶対距離計測(b)の差異：相対計測では可動する対象物の

変位を計測する，絶対距離計測では固定された二点間の距離を計測する 
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1.4 研究の目的 
 本研究では，橋梁，プラントをはじめとする大型構造物の三次元計測のため，以下のよう

な性能を持つ三次元計測手法の開発を目的とした． 

 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 

 以上を実現するためには，現状の測長方法の誤差要因を低減する必要があるが，これらを

すべて同時に満たすような手法は確立されていない．そこで本研究では，距離計測手法とし

て先行研究において実績のある干渉法を応用した光コムによるパルス干渉を利用した．こ

れによりマイクロメートルオーダの距離測定精度が実現できる．さらに，運動学的な誤差と

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，駆動機構に由来する誤差要因となる測定中の運動学的誤差を低減す

る，「光コム・ボールレンズネットワーク」を提案する．これを図1.1に示した．このシス

テムでは，測定対象物にボールレンズを複数配置し，そのボールレンズ間距離を測定するこ

とにより対象物を三次元計測する．ボールレンズ間距離は対象物に固定された測距モジュ

ールにより絶対測定される．この詳細は第3章で述べる．このシステムは以下のような特徴

を持つと期待される． 

 高精度（三次元計測の不確かさ 10 µm 以下） 

 トレーサブルな絶対距離計測 

 広測定範囲（10 m 以上） 

 駆動機構に由来する測定中の運動学的誤差の低減 

 ひとつの干渉計で多くの絶対距離を測定可能 

 基点をつなげることで複雑な構造物を計測可能 

この実現のために，本研究では任意のボールレンズ間の距離を10 µm以下の不確かさで測

定することを目指す．これに対して特に検討を要する素子はボールレンズとボールレンズ

間の距離測定のためのプリズムモジュールであるため，これらの特性評価を行う． 
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1.5 報告書の構成 
 本報告書では以下のような構成に従って研究を記述する． 

 まず，第2章ではパルス干渉の原理を説明し，さらに実際にパルス干渉計を構築し，この

精度評価を行う．さらに，ボールレンズに，先行研究における干渉計の誤差要因を評価し，

この改善を行う． 

 第3章では前述の光コム・ボールレンズネットワークのために，必要なボールレンズ間の

距離計測を行う．このためにボールレンズ間距離の測距モジュールとしてプリズムモジュ

ールを提案し，これが機能する条件について理論的・実験的に検討し，目標とする性能を満

たすような測距モジュールを構築する． 

 第4章では，本研究をまとめ，今後の展望を述べる． 
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2．光コムパルス干渉計 
2.1 光周波数コムの特徴 
 光周波数コムは現在のマックスプランク量子工学研究所のHänschらのグループによって

提案された．光周波数コムから出力されるレーザ光は図2.1に示されるように，時間領域に

おいてパルス間隔が安定した超短パルス列となる．実際のコムレーザでは，繰返し周波数が

50 MHz～100 MHz程度（パルス間隔で3 m～6 m程度），パルス幅が100 fs程度（長さで30 µm

程度）となっている．この超短パルス列はフーリエ変換の関係にある周波数領域においては，

図2.2のように安定した一定の周波数間隔で多数の縦モードが並んだモード列となる．この

モード列が図のように櫛の歯状の離散スペクトル構造を示すため，光周波数コム（または単

に光コム）と呼ばれている． 

 

 
図2.1 時間軸で観測した光コム光源：超短パルスが一定時間ごとに並ぶ 

 

 
図2.2 周波数軸上で観測した光コム光源：一定周波数ごとに縦モードが並ぶ 

 
 光コムの登場までは，レーザの絶対周波数を原子時計からいくつものレーザとの周波数

比較をつなげることで決定していた．このときの系は複雑なものとなり，コストが大きい．

しかし，光コムでは広帯域に一定間隔で縦モードが並ぶため，レーザや周波数標準の周波数

を一挙に結びつけることで簡単に，高精度に絶対周波数を決定できる．つまり，「光周波数

のものさし」として利用することができる．この功績が認められ，HänshとHallは2005年に

ノーベル賞を受賞している． 
 光コムの振る舞いを決定するパラメタを詳しく見る．時間領域でのパルス間隔を𝑇𝑇rep，周
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波数領域での繰り返し周波数を𝑓𝑓repとする．𝑇𝑇repは光パルスが共振器中を一周する時間に等

しい．時間軸に並ぶ各パルスを観察すると，包絡線（エンベロープ，envelope）と搬送波（キ

ャリア，carrier）が存在している．エンベロープは群速度で進行し，キャリアは位相速度で

進行するため，それらの位相関係はパルスごとにずれを生じる．このずれはキャリア・エン

ベロープ・オフセット（Carrier Envelope Offset，CEO）と呼ばれる．後述するモード同期の

原理による要請から，CEOの位相量𝜑𝜑CEOは一定値となる．周波数領域ではCEOは1/𝑓𝑓repの間

に𝜑𝜑CEOだけずれるので，下式のように表すことができる． 

 
𝑓𝑓CEO = �

𝜑𝜑CEO
2𝜋𝜋 �𝑓𝑓rep          (Eq. 2.1) 

 
従って，光コムから発振される𝑛𝑛番目のモード周波数は𝑓𝑓(𝑛𝑛)は下式のように表される． 

 
𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑛𝑛𝑓𝑓rep + 𝑓𝑓CEO          (Eq. 2.2) 

 
上式は光コムを記述する際に極めて重要な式である．一般的に，𝑓𝑓repおよび𝑓𝑓CEOを制御する

ことにより，光コムは制御される．𝑓𝑓repは共振器長を変えることで，𝑓𝑓CEOは自己参照法によ

り励起強度を変えることで制御される．𝑓𝑓repと𝑓𝑓CEOの安定化を行うことではじめて，光コム

は絶対値の付与された「光周波数のものさし」として機能する． 
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2.2 光コムの発生方法 
 光コムを発生させるための重要な概念としてモード同期がある．モード同期とは，レーザ

共振器中で励起される各モード間の位相関係を固定することである．まず，モード同期され

たレーザの振る舞いを考える．𝑁𝑁個のモードの合成電場𝐸𝐸(𝑡𝑡)は次式で表される． 

 

𝐸𝐸(𝑡𝑡) = � 𝐴𝐴𝑛𝑛exp 𝑖𝑖((𝜔𝜔0 + 𝑛𝑛∆𝜔𝜔)𝑡𝑡 + 𝜙𝜙𝑛𝑛)
+(𝑁𝑁−1)/2

𝑛𝑛=−(𝑁𝑁−1)/2

        (Eq. 2.3) 

 
ただし，𝐴𝐴𝑛𝑛は𝑛𝑛番目のモードの強度，𝜔𝜔0は中心角周波数，∆𝜔𝜔はモード間隔，𝜙𝜙𝑛𝑛は𝑛𝑛番目のモ

ードの位相である．このようなレーザがモード同期されているとき，𝜙𝜙𝑛𝑛 = 0として（一定と

しても同様の結果が得られる），次のように変形できる． 

 

𝐸𝐸(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴0
sin �𝑁𝑁∆𝜔𝜔𝑡𝑡2 �

sin �∆𝜔𝜔𝑡𝑡2 �
exp(𝑖𝑖𝜔𝜔0𝑡𝑡)               (Eq. 2.4) 

 
ただし，簡単のため，𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐴𝐴0とした．これをプロットしたものが図2.3である．これより，

周期𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋/∆𝜔𝜔ごとに繰り返すパルス列が発生することが見て取れる．また，パルス幅は

2𝜋𝜋/𝑁𝑁∆𝜔𝜔であり，励起されるモード数に反比例する．よって超短パルス光を発生させるには

広帯域で多くのモードを励起させることが重要である． 

 

 
図2.3 式(2.4)に従ってシミュレートしたパルス列：(a) 100本程度のモードを励起したと

き (b) 100000本程度のモードを励起したとき 

 
 このようなモード同期を発生させる方法として受動モード同期と能動モード同期がある．

ここでは安定性がよく，多く用いられる受動モード同期について述べる．受動モード同期に

は可飽和吸収体が用いられる．光が可飽和吸収体を透過する際に，光強度が弱いときは強い

吸収を受けるが，強度が増大するときにはほとんど損失なしに通過できる．つまり，光強度

の強い成分のみが抽出され，さらにレーザ媒質で増強されることで定常的なパルスが形成
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される．これを周波数軸で見ると，各モード間の位相関係が固定される，つまり，モード同

期が実現される． 

 現在，市場に最も多く存在するのは，エルビウムドープファイバと非線形偏波回転を用い

たリング共振器型のものである．エルビウムドープファイバはコア部に希土類であるエル

ビウムを添加したファイバであり，石英ファイバの低損失帯である1.55 µm帯で誘導放出を

持つために広く用いられる．非線形偏波回転は光がファイバ中で自己位相変調と相互位相

変調による非線形屈折率変化を受けることで，偏光が光強度に依存してパルスの伝搬中に

変化する現象であり，偏光子と組み合わせることで本質的に可飽和吸収体として機能する．

分散補償は異常分散を持つ石英ファイバと異常分散を持つエルビウムドープファイバの長

さを調整することにより行う．本研究で用いるのもこのタイプのものである． 
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2.3 光コムの応用 
 光コムの用途は，上記のような「周波数のものさし」のみならず，多様な応用に広がって

いる．ここでは，距離計測に用いられる代表的なものを紹介する． 

 光コムの各モードを CW 光源として扱うもの 

 繰り返し周波数が数GHz以上の高繰り返し周波数の光コムでは，単一モードを切り出し，

絶対周波数の付与されたCW光源として扱うことができる．しかし，一般的に多く用いられ

ている光コムは繰り返し周波数がMHzオーダであるので，単一モードを切り出すのは難し

く，波長可変のCW光源を光コムのモードに同期させる方法が取られる．また，波長可変の

CW光源を光コムの各モードに対して次々に同期させることで，波長走査に周波数スケール

を付与することも可能である． 

 モード間の干渉を利用するもの 

 単一の光コムの多数のモード同士のセルフビート，複数の光コム間でのクロスビートを

利用する．モード間のビートを取ることで，広帯域・高精度なRFやマイクロ波信号が得ら

れることになる．変調・ヘテロダインとして利用することで，光コムの特性を保持しながら，

RFやマイクロ波領域で信号処理を行うことができる．特に，二台の微小に繰り返し周波数

が異なる光コム間のビート信号を用いて分解能を向上させる，デュアルコム法は現在盛ん

に研究が行われ，距離計測にも用いられている． 

 パルス間の干渉を用いるもの 

 光コムでは，異なるパルス間で干渉を引き起こすため，通常の白色干渉と異なり，パルス

間隔に対応した任意の距離で干渉縞が得られることになる．よって，高精度で長距離の距離

計測を行うことができる．これについては次節で詳らかにする． 
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2.4 パルス干渉法の原理 
本研究で用いたパルス干渉法の原理をここでは明らかにする．まず，単色光による干渉か

らはじめ，パルス干渉へとつなげる． 

 
2.4.1 単色光による干渉縞 
 図2.4のようなマイケルソン干渉計による光学系を組み立てる．このとき，二光路の長さ

の差により時間遅れ𝜏𝜏が生じ，それは 

 

𝜏𝜏 =
2OPD

c
                        (Eq. 2.5) 

 
と書ける．ただしOPDは二光路の光路長差，cは光速である． 

 ここで，干渉計に単一周波数の光が入射したときを考える．入射光の解析信号𝜀𝜀を 

 
𝜀𝜀 = 𝜀𝜀0 exp(−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡)                     (Eq. 2.6) 

 
とおく．強度反射率50％のビームスプリッタを通るごとに電場が1/√2 になることを考えて

ディテクターに入る信号は 

 
1
2

{𝜀𝜀(𝑡𝑡) + 𝜀𝜀(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)} =
1
2
𝜀𝜀0exp(−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡){1 + exp(𝑖𝑖𝜔𝜔𝜏𝜏)}       (Eq. 2.7) 

 
となる．この強度を𝐼𝐼(𝜏𝜏) とおくと， 

 

𝐼𝐼(𝜏𝜏) = ��
1
2

{𝜀𝜀(𝑡𝑡) + 𝜀𝜀(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)}�
2

𝑑𝑑𝑡𝑡 

=
1
2

|𝜀𝜀0|2(1 + cos𝜔𝜔𝜏𝜏)             (Eq. 2.8) 

 
である．なお，このとき積分区間は有限な十分に長いある時間であるとし，結果は時間平均

をとっている．これを図示すると図2.5のようになる． 

 よって，𝐼𝐼(𝜏𝜏) は𝜏𝜏の変化に対して正弦波的に変化する干渉縞となり，𝜔𝜔を既知のものとす

れば 𝐼𝐼(𝜏𝜏)の変化より鏡の変位などを求めることができる． 
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図2.4 典型的なマイケルソン干渉計：Mirror1のスキャニングにより干渉縞を観測するこ

とができる 

 

 
図2.5 単色光による干渉縞 

 
2.4.2 白色光による干渉縞 
スーパールミネッセントダイオード（SLD）により白色光を生じさせるとき，これは通常

の半導体レーザよりも広い波長帯域を持つ．このとき発生する干渉縞の様子を考える．この

干渉法は白色干渉法として知られている．簡単のため光源の波長を離散化して考えると，白

色光源は複数の波長を持った光の集まりだと考えることができる．これらの光による干渉

縞をそれぞれ描画すると図2.6のようになる．さらに，フォトディテクタで観測する際には，

測定されるのはこれらの干渉縞の重ね合わせとなるため，最終的な干渉縞は図2.7のように

なる． 

図2.7から，白色光による干渉縞は時間遅れ（光路差と読み替えてもよい）がゼロになる

付近でのみ生じ，可干渉性は低くなる．よって，この干渉縞のピークを精密に決定すること

で干渉計における光路差がゼロとなる位置の情報を取り出すことができる．このような白

色干渉の性質を利用することで，表面形状測定や絶対距離計測が可能となる． 

表面形状測定については，照明光に白色光を用いて試料面と参照面との光路差を連続的

に変化させることにより，光路差がゼロ付近となる位置でのみ干渉縞を生じ，その位置をト
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ラッキングすることで表面形状を構成することができる．また，タンデム型干渉計を構成す

ることで，複数の反射面からの干渉縞をスキャニングステージにより走査し，そのピーク間

距離を検出することで絶対距離計測を行う．この手法では100 nm程度の高精度で絶対計測

を行うことができるが，測定可能距離がスキャニングステージの走査長に依存し，測定可能

距離が短くなってしまう点に課題を残している． 

 

 
図2.6 複数波長による干渉縞：光路差がゼロになる地点で位相が一致し強め合う 

 

 
図2.7 複数波長による干渉縞の和：光路差がゼロになる地点をピークとした包絡線を持つ

干渉縞が形成される 

 
2.4.3 パルス干渉による干渉縞 
 光コムのスペクトルが広帯域に等間隔で並ぶモードの集まりとなることは既に述べた．

櫛形関数のフーリエ変換がまた櫛形型関数となることが知られている．よって，櫛形関数と

みなせる光コムのスペクトラムのフーリエ変換である干渉波形も櫛形関数となる．つまり，

繰り返し周波数の逆数に対応した間隔で，干渉縞列が並ぶことになる．よってゼロ光路差で

はない点で干渉縞が得られることになる．これが周波数領域から見たパルス干渉の原理で

ある． 

 次に時間領域から考える．図2.8にマイケルソン干渉計をベースとしたパルス干渉計を示

した．光コム光源からはパルス間隔に応じた時間ごとにパルスが照射される．ここで，干渉
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計の片方の腕がもう一方よりもパルス間隔の半分だけ長い場合を考える．この場合，長腕側

のミラーであるパルスが反射されビームスプリッタに戻るとき，短腕側ではその次のパル

スがビームスプリッタに戻ってくる．これらのパルスは干渉を引き起こし，フォトディテク

タで観測される．よって，パルス間隔の半分の整数倍ごとに干渉縞が得られることになる．

以上のようにして得られた干渉縞列に対して，光路差がゼロになる点で発生する干渉縞

（𝑚𝑚 = 0）を0次の干渉縞（ゼロフリンジ），パルス間隔の半分の整数倍の点で発生する干渉

縞（𝑚𝑚 = ±𝑖𝑖）を±𝑖𝑖次の干渉縞として定義する． 

 

 
図2.8 パルス光源を用いた干渉縞列の生成：パルス間隔の半分ごとに干渉縞を生成する 

 
2.4.4 パルス干渉法による絶対測長 
 パルス干渉法を用いて，任意の位置に干渉縞を発生させることにより絶対測長を行うこ

とができる．このときの光学系を図2.9に示した．ReferenceとTargetの間の絶対距離を測定す

る場合を考える．光コムより照射された光はビームスプリッタにより分割され，走査腕と測

定腕に導かれる．走査腕ではスキャニングミラーが短距離を走査しており，その変位はモニ

タリングされる．測定腕でReference及びTargetで反射された光は，走査腕でスキャニングミ

ラーにより反射された光とビームスプリッタで合成され，フォトディテクタで観測される． 

パルス干渉の特性により，Referenceによる干渉縞はパルス間隔の半分の整数倍離れたと

ころにも存在し，見かけ上Referenceがそれらの地点にあるのと同様に扱える．Referenceと

Target間の距離をパルス間隔の半分の整数倍近傍となるように調整すれば，見かけ上の

ReferenceとTargetによる干渉縞が近傍に存在し，両者による干渉縞が走査腕でのスキャニン

グにより，同時に観測されることになる．このときReferenceとTarget間の絶対距離Lは下式

により求められる． 

 

𝑛𝑛ag𝐿𝐿 =
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐
2

+ ∆𝑖𝑖       (Eq. 2.9) 

 
ただし，𝑛𝑛agは光源の中心波長における群屈折率，iは干渉縞の次数，𝑖𝑖𝑐𝑐はパルス間隔，∆𝑖𝑖は2
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つの干渉縞のピーク間距離である．光コムの特性により，パルス間隔は高精度に絶対値が判

明しているため，∆𝑖𝑖を高精度に測定することで絶対距離を求めることができる．∆𝑖𝑖は測定距

離に対して小さい値であるため，スキャニング範囲を小さく抑えることができ，測定範囲と

精度の両面において白色干渉と比較して利点を持つ． 

 この手法を用いてWirojらは1.5 m程度の範囲で絶対距離計測を行っている（図2.10）．光

コムの後段にエタロンを挿入しているが，これは光コムによる縦モードを間引き，実質的な

繰り返し周波数を高くするよう機能している．このとき干渉縞間隔が短縮され，必要なスキ

ャニング長が短くなる．全範囲を測定するためには干渉縞間隔の半分程度のスキャニング

長が必要となる．これを短くする手段としてエタロン素子を用いる方法が提案されている．

エタロン素子の適用については，本研究と別途のプロジェクトとして行っている．  

 

 
図2.9 パルス干渉計による絶対距離計測の模式図：(a) パルス干渉計の光学系 (b) ピーク

間距離の検出 
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図2.10 パルス干渉計による距離計測：パルス干渉法の実験系の評価と校正 
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2.5 パルス干渉計の開発 
2.5.1 パルス干渉法の実験系 
 図2.11にパルス干渉法の実験系を示した．系の安定化のため，走査部と測定部を除いてフ

ァイバで構成されている．光コムからの光は，戻り光を防ぐためのアイソレータを通り，光

アンプにより増幅，ノイズが除去される．増幅された光はサーキュレータを通り，1×2ファ

イバカプラを用いて分割される．走査部に導入された光は，コリメータにより空間に対して

結合され，走査ステージ上に取り付けられたコーナキューブによりミラー方向に反射され，

さらにミラーで反射されて再びコリメータでファイバに結合される．ステージの変位は変

位センサによりモニタリングされている．走査部からの光は，ファイバカプラで測定部にお

いて反射された光と合流し，サーキュレータを通してフォトディテクタへと照射される．フ

ォトディテクタには電気的フィルタリング機能がついており，信号のDC成分はこの段階で

除去される．A/Dコンバータにより，フォトディテクタからの信号と変位センサからの信号

はサンプリングされ，得られたデータはPCに渡される．PCにより信号処理が行われ，ピー

ク位置が決定されて測定部で生じる光路差が求められる． 

 

 
図2.11 パルス干渉系の光学系の実装 

 
2.5.2 パルス干渉計の要素 
 パルス干渉計の実装に重要な要素を以下に説明する． 

 光コム 

 今回用いた光コムを図2.12に示した．Neoark社製のエルビウムドープファイバと非線形偏

波回転を用いたリング共振器型のものである．中心波長は1560 nm，繰り返し周波数は58.419 

MHz程度であり，繰り返し周波数はある程度（数 kHz程度）変更することが可能である．こ

の光コムでは，ミラーの設置されたピエゾアクチュエータの電圧をコントローラで制御す

ることにより，𝑓𝑓repを制御している．コントローラは発振器からのRF信号に𝑓𝑓repを同期して

いる．発振器はルビジウム発振器に同期され，これにより光コムは周波数標準とつながれて
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いる． 

 光コムの調整はレーザダイオード（LD）のパワーと偏波コントローラを調整することに

より行う．特にLDのパワーが大きいときにはCW発振やマルチパルス発振が起こりやすいた

め注意が必要である．マルチパルス発振時には，共振器中を複数のパルスが往復し，干渉波

形に雑音が多く乗ってしまうため，避けなければならない．光コムがマルチパルス発振ある

いはシングルパルス発振しているかについては，スペクトラムアナライザを用いたセルフ

ビート信号の観察や干渉縞のスペクトラムの観察を用いて行う． 

 

 
図2.12 光コムの外観：(a) 光コムヘッド部分，(b) 光コム制御部分（下段），中段RF発
振器からの信号に繰り返し周波数を同期する．エラー信号はオシロスコープに表示され，

ロック時にはゼロになる． 

 
 走査ステージ 

 光路長の走査は，走査ステージ上に取り付けられたコーナキューブを走査することによ

り実現する．コーナキューブを用いて折返しを作ることにより，実質的な走査長を大きくす

るとともに，ステージの真直度による影響を抑えている．本研究では，走査ステージに，テ

クノハンズ社のものを用いた．動作原理としてボイスコイルモータを利用しており，慣性に

より滑らかに駆動し，比較的長距離の走査が可能な点において，ピエゾアクチュエータを利

用したものに比べ優れている．ボイスコイルモータはコントローラを通して，ファンクショ

ンジェネレータに接続されており，ファンクションジェネレータからの信号により駆動さ

れる． 

 ピーク決定時の信号処理を考えればステージを直線的に動作させるのが望ましいが，ボ

イスコイルモータの特性上，指令電流に対して加速度が比例するため直線的に動作させる

のは難しい．よって，ファンクションジェネレータから正弦波信号を出力し，正弦波的にス

テージを駆動する．ボイスコイルモータでは，スケールを取り付けてフィードバックなどを

しないときには，ゼロ点が決まらず，安定な動作をしない．よって，図2.13のようにバネを
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取り付けることで外部からゼロ点を設定した．このステージの走査幅は最大で10 mm程度で

ある．また，干渉縞の発見を容易に発見するため，走査ステージは粗動ステージ上に取り付

けられており，粗動ステージの走査幅は200 mm程度である．干渉信号の測定を行うときに

は，粗動ステージを固定し，走査ステージのみで行う． 

 干渉信号を測定する際に走査速度は重要なパラメタとなる．走査速度が大きすぎるとき

には，干渉信号に対するサンプリング点数が小さくなり，繰り返し誤差が増加してしまう．

走査速度が小さすぎるときには，オープンループで制御しているためボイスコイルモータ

のトルクや電気的・機構学的な要因から，ステージの動作が不安定なものになってしまう．

そのため，走査速度については実験的に検討し，ステージの動作が不安定にならない範囲で

最小の速度である，周波数2 Hz，振幅1 mm（光路の折り返しを考えれば実質2 mm）とした． 

 

 
図2.13 VCMステージの設置：バネを用いてゼロ点を決めている 

 
 変位センサ 

 走査ステージの変位計測には，先行研究に倣いキーエンス社製の変位センサを使用した．

この変位センサは三角測量を動作原理としている．最大サンプリング周波数は400 kHz，測

定範囲は±3 mm，繰り返し精度は20 nmである．高速性に優れ，HeNeレーザ等を用いて変位

計を構成しフリンジカウンティングを行うときと比較して簡便であるため，これを用いる

こととした．ただし，このセンサの光軸を，コム光の光軸に直接アライメントするのは難し

い．よって，光コム光軸へのアライメントは目視で行い，後から校正する方法を考えた．こ

れについては，次節で述べる． 

 
2.5.3 パルス干渉計の実験 
 測定された干渉波形を図2.14に示した．最も速度の大きいゼロ点付近でも７点程度とれて

おり，十分なサンプリング点数が確保できている．また，得られた干渉波形から変位信号へ

と復元する．干渉波形を二値化することでゼロクロッシング地点を求め，それぞれの地点間

の距離が波長に対応しているとして粗い変位信号を復元し，ローパスフィルタをかけサン
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プリング間隔の大きさに由来する誤差を除去する．さらにこれらの内挿をとることで変位

信号とする． 

 

  

 
図2.14 計測された干渉縞，青線：三位置で計測した干渉縞信号，赤線：変位信号，変位

計の読みは1 Vが1 mmに対応している 

 
2.5.4 HeNeレーザ変位計による走査ステージの位置決め 
 復元された変位信号と同時に計測されたキーエンス変位計による信号によると，信号の

概形は一致しており，アルゴリズムは大筋で正常に機能している．これらを対応させ，線形

近似したものと，その残差に±1 µm程度の残差が観察され，キーエンス変位センサによる

ものだと考えられる．以上の結果から，キーエンスの変位センサは誤差が大きく，本研究に

おける変位計測には適さないことが明らかになった．ただし，HeNeレーザによる干渉計測

は現在の系ではステージが＋方向，－方向，いずれに動いているのか判断することはできず，

即時的なモニタリングには向いていないために，キーエンスの変位計も簡易なモニタリン

グを目的として同時に運用する． 

 HeNeレーザによる干渉計の構成と写真を図2.15および図2.16に示す．以降は，この干渉

計をもとに計測実験を行う． 

  



24 
 

 
図2.15 安定化HeNeレーザ変位計を導入した干渉計 

 

 
図2.16 安定化HeNeレーザ変位計を導入した干渉計（写真） 

 
2.5.5 パルス干渉計の精度評価：ブロックゲージの測定 
 前節で述べた安定化HeNeレーザ光源を用いた変位計測を導入した新しい干渉計の性能を

評価するため，ブロックゲージの測定を行った．リンギングを容易にするため図2.17のよう

にブロックゲージを設置し基準二面を構成した．オプティカルフラットと2.5 mmブロック

ゲージ，40 mmブロックゲージをリンギングし，2.5 mmの段差を作った．全体の光学系の校

正を図2.18に示した．図2.19にリンギングしたブロックゲージの写真と測定された干渉縞信

号を示した． 

 まず，干渉縞のステージゼロ点に対する相対位置を変化させたときの結果を表2.1に示す．

ただし，空気屈折率補正は行っていない．測定値は数十nm程度の誤差に抑えられており，

測定値の標準偏差を考えれば妥当な値であり，キーエンス変位センサを用いたときのよう

な誤差は生じていない． 測定結果に対して空気屈折率補正を行ったものを表2.2に，ブロ

ックゲージの温度補正を行った結果を表2.3に示す．測定結果は，温度補正を行ったブロッ
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クゲージと20 nmの偏差で一致した．さらに，測定結果の不確かさ評価を行った．繰り返し，

屈折率補正，干渉縞のピーク決定の不確かさから，59 nmの不確かさを得ることができた．

この結果，目的とする光コム・ボールレンズネットワークに十分な性能を持つコム距離計を

開発することができた． 

 

 
図2.18 パルス干渉計によるブロックゲージの測定の光学系 

 

  
             (a)                 （b） 

図2.19 ブロックゲージの測定：（a）光学系の写真，（b）干渉縞の例 

 
表2.1 相対位置を変化させたときのピーク間距離 

 中央 左 右 

測定の平均値 mm 2.500748 2.500756 2.500790 

標準偏差 nm 63 42 57 
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表2.2 測定値の空気屈折率補正 

測定の平均値 2.500720 mm 

空気温度 20.5 ℃ 

湿度 72 % 

気圧 101.5 kPa 

空気屈折率 1.000271173 

測定長さ 2.500042 mm 

 
表2.3 補正後のブロックゲージ長さ 

呼び寸法 2.5 mm 

熱膨張係数 9.3 µ/K 

温度 20.5 ℃ 

補正後の長さ 2.500022 mm 
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2.6 パルス干渉計による絶対測定の開発結果 
 パルス干渉による絶対計測の理論を説明し，また，干渉計の評価と改善を行った．まず，

光コムの特徴と発生方法，応用についてまとめ，光コムを用いたパルス干渉について説明し

た．さらに，パルス干渉を用いた絶対距離計測を定式化した．干渉計の評価と改善を行った．

先行研究で用いていたキーエンス社製の変位センサを用いてブロックゲージの測定を行っ

たところ，スキャニング位置により数µm程度の誤差を生じることが明らかになった．よっ

て，安定化HeNeレーザによる干渉変位計測により変位センサを校正したところ，直線性に

±1 µm程度の誤差があることが示された．そのため，安定化HeNeレーザを用いてスキャニ

ングステージの変位計測を行うこととした． 

 この新しい干渉計を用いて2.5 mmのブロックゲージを測定したところ，不確かさの範囲

内でブロックゲージ長さと測定値が一致し，拡張不確かさ59 nmで計測を行うことができた．

これは目標に対して十分な精度である． 

 本研究では，この干渉計を用いて次章からの計測を行う． 
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3．ボールレンズを利用した長距離測定 
3.1 ボールレンズを利用した絶対長距離計測手法の提案 
第1章で述べた目標とする性能を以下に挙げる． 

 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 

 多くの方向からの計測が可能 

 長期的なモニタリングが可能 

 本章では以上を実現するため，ボールレンズを用いて大型構造物を三次元計測する手法

（光コム・ボールレンズネットワーク）を提案する．このためにボールレンズ間距離を10 µm

以下の精度で測定することを目標とした．次に，ボールレンズ間距離の測距モジュールのデ

ザインについて同心分割型と直線分割型の2つを提案する．このデザインを実現するために

ボールレンズによる反射光を光線追跡的にシミュレートし，最適な屈折率と構成について

決定し，実験によって確認する．さらに，実際に両デザインを用いて10 mまでの範囲でボー

ルレンズ間距離計測を行う．これにより光コム・ボールレンズネットワークを実現するため

の基礎的なボールレンズ間距離計測が可能であることを示す． 
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3.2 ボールレンズ 
3.2.1 コーナキューブおよびキャッツアイ 
 三次元計測を行うためには，距離（長さ）計測が必須である．このためのターゲットとし

て一般にレトロリフレクタが用いられる．レトロリフレクタは入射光を平行に反射する素

子である．代表的な二種類のレトロリフレクタを以下に挙げる． 

 コーナキューブは図3.1のように，それぞれ直角をなす三面により構成される．3つのミラ

ーを貼り合わせた開放型コーナキューブとプリズムの三面にミラーコーティングを施した

コーナキューブプリズムがある．許容角は比較的小さく典型的にはそれぞれ，±20°，±

50°である． 

 

 
図3.1 コーナキューブレトロリフレクタの外観 

 
 キャッツアイは図3.2(a)のように，半径の異なる2半球を貼り合わせたものである．それぞ

れの半径は下式を満たすように設計される． 

 
𝑟𝑟1 = (𝑛𝑛 − 1)𝑟𝑟2                    (Eq. 3.1) 

 
ただし，𝑟𝑟1, 𝑟𝑟2はそれぞれ小半球，大半球の半径，𝑛𝑛は素材の屈折率である．このとき小半球

側から入射した光を平行に反射する．キャッツアイの許容角は典型的には，±60°である．

ただし，球面収差の影響を受けるため，光軸から離れた領域では平行に反射する性能が下が

ってしまうことに注意が必要である． 

さらに，キャッツアイ型レトロリフレクタの発展として，whole-viewing angle cat’s eye 

retroreflector（以下，ボールレンズ）が提案されている．これは，屈折率を2.0とすることで，

キャッツアイを均質かつ完全な球により実現したものである．屈折率を2.0とすることで，

式(3.1)における各半径を等しくすることができる．その様子を図3.2(a)に示した．ボールレ

ンズを用いるとき，その対称性から許容角は全角度となる．つまり，あらゆる方向からの光

線を平行に反射することができる．また，通常のキャッツアイに見られる，2半球の光軸合

わせによる誤差や接着剤の影響がない．ただし，全立体角を用いようとするときには，一方

をコーティングすることにより反射光強度を上げることができず，反射光強度は比較的低
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くなってしまう点に注意が必要である．ただし，この点については，本研究で用いるパルス

干渉では問題になりにくい．なぜならパルス干渉では干渉領域がパルス間隔に対応した領

域に局在化されるため，小さい信号を高SN比で取り出すことができるためである． 

以上のようなボールレンズは，高屈折ガラスの製作技術の向上とともに安価に手に入る

ものとなっている．距離計測のターゲットとして以外にも，高速通信分野におけるファイバ

同士のカップリングやラマン散乱顕微鏡のエンドフェイスに用いられている．このボール

レンズをターゲットとして利用することで，複数の角度からの観測が容易に実現できる．こ

れにより，次節で提案する光コム・ボールレンズネットワークが実現できる． 

 

 
図3.2 キャッツアイ型レトロリフレクタ：(a) 左：典型的なキャッツアイ型レトロリフレ

クタ ，右：ボールレンズ，(b) ボールレンズの写真 

 
3.2.2 光コム・ボールレンズネットワーク 
 前述のボールレンズの広許容角性を利用してパルス干渉計による大型構造物三次元計測

のターゲットとして用いた，光コム・ボールレンズネットワークを提案する．このときの計

測の概要を図3.3に示した．このシステムでは，測定対象物にボールレンズを複数配置し，

そのボールレンズ間距離を測定することにより対象物を三次元計測する．ボールレンズ間

距離は対象物に固定された測距モジュールにより絶対測定される．また，測距モジュールは

ファイバを通じて光スイッチ，パルス干渉計に接続され，光スイッチにより各測距モジュー

ルを切り替えられる．よって，メカニカルなトラッキングなしで，ひとつの干渉計により複

数の長さを測定でき，測距の高精度化，低コスト化に寄与する． 
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図3.3 光コム・ボールレンズネットワークの概要：設置したボールレンズ間の距離を測距

モジュールにより計測する 

 
 また，一次的に測定されるのは対象物に設置されたボールレンズ間の距離，つまり測定対

象物の寸法であるが，多辺測量の原理を用いることでボールレンズの絶対位置を計測する

ことも可能である．この原理を図3.4に示した．相互間の距離が判明している3つの基準点か

らターゲットまでの距離を測定する．対象物の三次元座標は次式のように計算される． 

 
𝑥𝑥 = 𝑚𝑚0

2 −𝑚𝑚1
2 + 𝑥𝑥22                        (Eq. 3.2) 

𝑦𝑦 =
𝑚𝑚0
2 −𝑚𝑚2

2 + 𝑥𝑥22 + 𝑦𝑦22 − 2𝑥𝑥𝑥𝑥2
2𝑦𝑦2

         (Eq. 3.3) 

𝑧𝑧 = ±(𝑚𝑚0
2 − 𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦2)

1
2                    (Eq. 3.4) 

 
ただし，(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧)はターゲットの三次元座標，𝑚𝑚0,𝑚𝑚1,𝑚𝑚2はそれぞれの基準点から測定された

距離，𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑦𝑦2は基準点の座標値である．よって測定された基準点からの距離を用いてター

ゲットの三次元座標を測定することができる． 
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図3.4 多辺測量のモデル：基準点𝑃𝑃nからターゲット𝑃𝑃までの距離を求めることで𝑃𝑃の座標

を求めることができる 

 
この多辺測量を利用し，ターゲット群の絶対位置を次々に測定することが可能である．こ

の手順を以下に示した（図3.5）． 

 基準となる 3 つのボールレンズの相互間距離を測定する 

 基準ボールレンズから 1 つのターゲットまでの距離を測定する 

 多辺測量により，ターゲットの三次元座標を決定する 

 座標の付与された 4 つのボールレンズのうち 3 つを新たな基準ボールレンズとする 

 新たな基準ボールレンズからその他のひとつのボールレンズまでの距離を測定し，

その三次元座標を決定する 

 この作業を次々に繰り返す 

 三次元座標の付与されたボールレンズ群が構成される 

 このように，ボールレンズ群を光コムパルス干渉計で測定した絶対距離によりつなげて

いくことでボールレンズ群全体に三次元座標を付与することができる．よって，これを光コ

ム・ボールレンズネットワークと名付ける．このシステムにより，多点の三次元座標を高精

度に長期絶対計測するという所与の課題を達成できると期待される． 

 

 
図3.5 多辺測量を利用したボールレンズ群の計測：(a) 基準点間の計測 (b) 多辺測量によ

る計測 (c) 新たな基準点による多辺測量 
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 さらに，ボールレンズをネットワークによりつなげていくという性質上，通常のレーザト

ラッカを用いた三次元計測では測定の難しい位置にあるターゲットを測定することができ

る．例えば，図3.6のような位置にあるターゲットを測定するときを考える．このとき，基

準点から見える位置にボールレンズを配置し，それらを中継してターゲットにつなげるこ

とでターゲットの三次元座標を測定できる．この性質は複雑な構造物の計測において有利

にはたらく． 

 

 
図3.6 基準点の経由を利用した難測定位置のボールレンズ計測 

 
 光コム・ボールレンズネットワークに期待される特徴を以下にまとめた． 

 高精度（三次元計測の不確かさ 10 µm 以下） 

 トレーサブルな絶対距離計測 

 広測定範囲（10 m 以上） 

 駆動機構に由来する測定中の運動学的誤差の低減 

 ひとつの干渉計で多くの絶対距離を測定可能 

 基点をつなげることで複雑な構造物を計測可能 

このような光コム・ボールレンズネットワークを実現する際の課題はボールレンズ間距

離をどのように計測するかということである．この章では，この課題について取り組む．必

要なボールレンズ間距離計測の精度はボールレンズの配置の方法や誤差伝搬のモデルにも

依存する．よって，測定精度が10 µm以上であれば十分であると考えられるのでこれを目標

とする． 
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3.3 ボールレンズ間の距離計測手法 
 ボールレンズ間の距離を測定するにあたり問題となるのが，面間の測定とは異なり通常

の方法では外側から測定することが難しい点である．図3.7のような測定系を考える．通常

のガラス面間の測定では1つ目のミラーを透過したビームを利用して2つ目のガラス面の計

測を行うことができる．しかし，ボールレンズ間距離の場合，1つ目のボールレンズを透過

したビームは拡散ビームとなるので，2つ目のボールレンズからの反射をとることができな

い．この点を解決するような測距モジュールをデザインする必要がある． 

 

 
図3.7 平面間の距離計測(a)とボールレンズ間の距離計測(b)：ボールレンズ間距離計測で

は奥のボールレンズからの反射光が取れない 

 
 そこで，これを解決するために2つのデザインを提案する．これらを図3.8に示した．同心

円分割型のデザインでは，大小２つのボールレンズを用いる．コリメータからのビームは，

まず小ボールレンズへと入射し，反射され再びコリメータへと戻る．このとき，小ボールレ

ンズに当たらなかった部分については，さらに後方へとドーナッツ形のビームとして伝搬

する．このビームは大ボールレンズによって反射され，コリメータへと戻る．このときボー

ルレンズ間距離は下式で表される． 

 

𝐿𝐿 =
𝑖𝑖2 − 𝑖𝑖1
𝑛𝑛ag

− �
2𝑛𝑛g
𝑛𝑛ag

− 1� (𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1)             (Eq. 3.5) 

 
ただし，𝐿𝐿はボールレンズ間の距離，𝑖𝑖1, 𝑖𝑖2は任意の基準点からそれぞれのボールレンズまで

の光学距離，𝑛𝑛g, 𝑛𝑛agはそれぞれボールレンズと空気の群屈折率，𝑅𝑅1, 𝑅𝑅2はそれぞれ小ボール

レンズと大ボールレンズの半径である．同心円分割型のとき問題になるのがボールレンズ

の球面収差である．式(3.1)は実際には近軸領域でのみ成立し，光軸から離れた領域において

はもはや反射光は入射光に対して平行にはならない．よって，このようなデザインを実現す
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るためには，近軸領域を拡張するために比較的大きな大ボールレンズが必要になってしま

い，コストや取り回しの面で不利である． 

 直線分割型ではコリメータからのビームが三角プリズムによって分割され，2つのボール

レンズに入射する．これらからの反射光を検出することで2つのボールレンズ間の距離を測

定する．ボールレンズ間距離は下式により求められる． 

 

𝐿𝐿 =
𝑖𝑖1 + 𝑖𝑖2 − 2𝑖𝑖0

𝑛𝑛ag
− 2�

2𝑛𝑛g
𝑛𝑛ag

− 1�𝑅𝑅             (Eq. 3.6) 

 
ただし，𝐿𝐿はボールレンズ間の距離，𝑖𝑖1, 𝑖𝑖2は任意の基準点からそれぞれのボールレンズまで

の光学距離，𝑖𝑖0は三角プリズムと基準点間の光学距離，𝑛𝑛g, 𝑛𝑛agはそれぞれボールレンズと空

気の群屈折率，𝑅𝑅はボールレンズの半径である．このとき，𝑖𝑖0は測距モジュールに固有の誤

差として存在し，長さ標準との比較等により校正する必要がある． 

 以上の2つのデザインの可能性を探るため，実際に系を作り，反射光を確かめる基礎的な

実験を行った．両者ともにSLDとビーム径5.5 mmのコリメータ，ボールレンズは屈折率1.955

の素材（S-LAH79）で作られたものを用いた．直線分割型では直径10 mm，同心円分割型で

は直径4 mmと10 mmのボールレンズを用いた．このとき，直線分割型では測定可能な範囲

では反射光が検出されず，一方で小ボールレンズが光軸付近を塞ぐことによる影響が懸念

されていた同心円分割型では十分な反射光が得られた． 

 この原因について，シミュレーション，実験を通して検討し，十分な反射光量の得られる

最適な測距モジュールの構成を目指す． 
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図3.8 提案するボールレンズ間距離計測のデザイン：(a) 同心分割型 (b) 直線分割型 
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3.4 ボールレンズ反射光特性シミュレーション 
 本節では，前述のボールレンズからの反射光の問題を解決するために光線追跡的なシミ

ュレーションを行う． 

 
3.4.1 シミュレーションのモデル 
 ボールレンズによる反射光の光線追跡的なモデルを図3.9のように構成した．このとき，

ボールレンズからの反射光の角度は下式のように表せる． 

 
𝑥𝑥 = 𝑅𝑅sin𝛼𝛼                   (Eq. 3.7) 

4𝛽𝛽 = 2𝛼𝛼 − 𝜃𝜃                  (Eq. 3.8) 

sin𝛼𝛼 = 𝑛𝑛sin𝛽𝛽                 (Eq. 3.9) 

∴ 𝜃𝜃 = 2 sin−1 �
𝑥𝑥
𝑅𝑅�

− 4 sin−1 �
𝑥𝑥
𝑛𝑛𝑅𝑅�

                  (Eq. 3.10) 

 
ただし，𝑥𝑥は入射光の光軸からの距離，𝑟𝑟はボールレンズの半径，𝑛𝑛はボールレンズの位相屈

折率，𝛼𝛼は入射光がボールレンズの界面となす角，𝛽𝛽はボールレンズによる反射時の反射角，

𝜃𝜃は入射光と反射光がなす角である．このとき， 

 
𝑥𝑥
𝑅𝑅
≪ 1                 (Eq. 3.11) 

 
とすれば，𝜃𝜃 = 0となる．つまり，近軸領域でボールレンズがレトロリフレクタとして機能

することが上式からも見て取れる． 

 このようなボールレンズのモデルをさらに図3.10のようなモデルに組み込んで用いる．こ

のモデルは実際の測定系を踏まえて構成されている．コリメータから射出されたビームが

ボールレンズによって反射され，コリメータを再び通り，ファイバ端面上に投射されるとい

う系である．このときファイバに結合される光強度を求める．手順は以下の通りである． 

 ビームを光軸からの距離に応じて分割し，強度を付与する 

 分割したビームそれぞれにおいて光線追跡を行う 

 ファイバ面上に投射されたビームをファイバにカップリングする 

 全ビームについて以上を行い，それらを積算する 

 このとき，実験ではシングルモードファイバを用いているため射出されるビームはガウ

シアンの強度分布を持つとし，伝搬時の広がりは無視する．また，ファイバ面でのカップリ

ングでは，シングルモードファイバのときはそのモードに応じたモードカップリングを行

わなければならないが，ここでは簡単のため，そのモードフィールド径（MFD）以内に投射

されたビームが完全に結合されるものとした．つまり，ステップ型のモードを想定している

のと同様である．また，ボールレンズの界面を透過，反射するときにはフレネルの式から反

射率，透過率を計算して用いた． 
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このシミュレーションにおけるパラメタは，以下のものになる． 

 ボールレンズの半径 

 ボールレンズの屈折率 

 コリメータのビーム径 

 コリメータの焦点距離 

 ファイバのモードフィールド径 

 

 
図3.9 ボールレンズ反射光の解析モデル 

 

 
図3.10 ボールレンズからの反射光の測定モデル 

 
3.4.2 シミュレーション結果 
 式(3.10)をグラフ上にプロットしたものが図3.11である．ここでは横軸に相対的なビーム

の入射位置，縦軸に反射角度をとっている．コリメートレンズにより反射角度がファイバ入

射面での位置に変換されることを考えれば，反射角度がゼロ付近となるような領域で反射

光がファイバにカップリングされることとなる．この領域はボールレンズの屈折率に依存

して大きく影響されることが見て取れる．コリメータのスペックにもよるが，典型的にはシ

ングルモードファイバに対しては数 mrad程度までの角度を持ってコリメータに入射する

ビームがカップリングされる．グラフと対照させれば，屈折率が2.0に近いもので反射光が

ファイバにカップリングされる領域が広がる，つまり，反射光量が大きくとれることとなる．

また，屈折率が2.0より小さいものでは，グラフがx軸を2度クロスし，反射光を得られる領域

が2領域に分離すると考えられる． 
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図3.11 ボールレンズ反射光角度のシミュレーション 

 
 また，図3.10のモデルにおいて光線追跡を行った結果を図3.12に示す．図3.12では，横軸

に入射光位置，縦軸にファイバ面での反射光の位置をとっている．グラフ中の赤線はファイ

バのMFDを示し，この内側で光はファイバに対してカップリングされるとしている．この

ときのパラメタは実際のコリメータを参考として焦点距離を37.13 mm，ビーム径を7 mmと

した．またファイバのMFDはファイバをBHP1550として，10.4 µmとした．図3.12において

も，図3.11と同様の傾向が見られる．このときの反射光が得られる領域（有効反射領域）の

模式図を図3.13に示した．屈折率が2より小さいときには有効反射領域が2つに分かれるこ

とが見て取れる． 

 これらの光線追跡をもとに，直径10 mmのボールレンズに対する反射光強度の屈折率依存

性を計算したものが図3.14である．また，屈折率を定値とし，ボールレンズ径に対する依存

性を計算したものが図3.15である．いずれにおいても，縦軸は入射光強度に対してファイバ

にカップリングされた光強度の割合を計算している． 
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図3.12 ボールレンズによる反射光のファイバ入射面での位置：赤線はファイバのMFD径

を示し，この内側でファイバに対してカップリングされるとした 

 

 
図3.13 反射光がファイバに対してカップリングされる領域の模式図：(a) n < 2のとき 

(b) n ≅ 2のとき 

 

 
図3.14 有効な反射光強度のボールレンズ屈折率依存性 
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図3.15 有効な反射光強度のボールレンズ半径に対する依存性：(a) 𝑛𝑛 = 1.955 (b) 𝑛𝑛 =

1.998 
 
3.4.3 シミュレーションの考察 
 図3.12より，前述の直線分割型で反射光が得られず，同心円分割型で得られた理由が説明

できる．これらの実験では，ビーム直径5.5 mmのコリメータと屈折率1.955，直径10 mmのボ

ールレンズを用いており，反射光が得られる領域が直径4 mmの円環領域と中心領域に分布

し，面積の大きさから前者が支配的となる．よって，直線分割型においては，分割により実

質的な径が半分となったビームは直径4 mmの円環領域対して重なりうる部分が小さく，反

射光が得られなかったものと推察される．また，同心円分割型では，反射光が得られる領域

が外側に分布したことにより，小ボールレンズに妨げられず反射光が得られたものと考え

られる． 

 また，図3.15(a)においてグラフが単調でない理由について定性的に考察する．中心領域

と円環領域での強度に分けて描いたものが図3.16である．円環領域での振る舞いを決める要

素は2つあり，ボールレンズ径の増加に伴いそれぞれ，以下の変化が起きる． 

 反射領域の面積増加 

 エネルギー密度の低下 

反射領域の面積はボールレンズ径の増大（円環半径の増大）の二乗に比例して増大するが，

中心から離れるに従いガウシアンによる強度分布に沿って減少する．よって，図3.16のよう

なピークを持ったグラフが描かれる．中心領域においては，実用的な範囲では反射領域の面

積増加の影響が大きく単調なグラフとなる．これらを和した結果，図3.15(a)のようなグラ

フが描かれる． 
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図3.16 n = 1.955のときの有効な反射光強度のボールレンズ半径に対する依存性を領域に

分けて描いたもの 

 
 これらのシミュレーションよりそれぞれのデザインに適したパラメタを考える．両者に

おいて，シミュレーションでは考慮されていないガウシアンビームの広がりは長距離計測

においては重要になりうる．ガウシアンビームのビーム径は下式により求められる． 

 

𝑤𝑤(𝑧𝑧) = 𝑤𝑤0 �1 + �
𝑧𝑧
𝑧𝑧𝑅𝑅
�
2
�

1
2

            (Eq. 3.12) 

𝑧𝑧R =
𝜋𝜋𝑤𝑤02

𝜆𝜆
                  (Eq. 3.13) 

 
ただし，𝑧𝑧はビームの進行方向への伝搬距離，𝑧𝑧𝑅𝑅はレイリー距離，𝑤𝑤0はビームウェストでの

ビーム径，𝑤𝑤(𝑧𝑧)は任意の𝑧𝑧におけるビーム半径，λは波長である．上式から，ビームが1レイ

リー距離伝搬したときにビーム半径が√2倍になることが見て取れる．このようにガウシア

ンビームは伝搬とともに径を増し，エネルギーが拡散していくため，反射光強度を確保する

ために，目標とする測定距離に応じて適切なレイリー距離を持ったコリメータを選択しな

ければならない．式(3.12)から分かる通り，レイリー距離はビームウェストでのビーム半径

の二乗に比例して増加するため，大きなビーム径を持ったコリメータを用いることで，ビー

ムの広がりを抑えられる．表3.1に現在研究室が所持しているコリメータとそのスペックを

記した．現在，目標としている最大の測定距離が10 mであるので，往復分を考えてレイリー

距離が20 m以上あるものが望ましく，この条件に見合うのはF810である（ビーム径7 mm，

レイリー距離25 m）．よってこれを用いることとした． 
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表3.1 コリメータの型番とスペック 

型番 F220 F260 F280 FC10 F810 
ビーム径 mm 2.1 3.0 3.6 5.5 7.0 

焦点距離 mm 11.29 15.58 18.75 32.0 37.13 

NA 0.24 0.16 0.15 - 0.24 

レイリー距離 m 2.2 4.6 6.6 15.3 24.8 

 
 直線分割型においては，反射光量の大きさと，有効反射領域が外側に広がり過ぎないこと

が要求される．図3.14の反射光量の屈折率依存性より反射光量は𝑛𝑛 = 1.997付近で最大値を

とる．また，ボールレンズ径は，反射領域の分割が発生しない屈折率では，大きいほど反射

光量は大きくなるが，取り回しや製造コストの面から数十 mm程度までの範囲で抑えたい．

後述する通り，今回は直径10 mmのボールレンズを製造した． 

同心円分割型においては，円環領域が存在し，ある程度以上の広がりを持っていることが

要求される．ビーム径7 mmのコリメータを用いるとき，図3.16より，𝑛𝑛 = 1.955でボールレ

ンズ直径12 mm付近で強度が最大値をとり，最初の実験で用いたように𝑛𝑛 = 1.955，直径10 

mmのものを用いるのが良いと考えられる．また，大ボールレンズを直径10 mmとしたとき，

円環領域の直径は4 mm 程度であり，これより小さい径のボールレンズを用いるのが良いと

考えられる． 

表3.2に提案した2つの光学系の条件をまとめた． 

 
表3.2 同心円分割型と直線分割型の条件 

 同心円分割型 直線分割型 

ボールレンズの屈折率 1.955 1.998 

ボールレンズの直径 4 mmおよび10 mm どちらも10 mm 

反射率 低い 高い 
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3.5 ボールレンズの反射光特性実験 
 本節では前述のシミュレーションの結果を裏付け，最適な構成を検討するために，実験を

行う．まず，有効反射領域の屈折率依存性を実験的に確かめる．次に，反射光強度について

パラメタを変化させながら，定量的に実験を行う．  

 
3.5.1 使用したボールレンズ 
 同心円分割型ではボールレンズに，S-LAH79（𝑛𝑛 = 1.955）を使用したEdmund社で市販さ

れているものを使用するものとして，直線分割型では新たにボールレンズを用意する必要

がある．そこで，基板材料にTAFD65を用いたボールレンズを利用した．TAFD65は1560 nm

付近の波長で屈折率が1.998とシミュレーションで最大強度が得られる点に近い．加工は光

亜商事に依頼し，直径はコストとの兼ね合いから10 mmとした．また，各材質において分散

式から計算した屈折率の波長依存性を図3.17に示した． 

 

 
図3.17 分散式から計算した各材質における屈折率の波長依存性 
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3.5.2 有効反射領域の屈折率依存性についての実験 
 この実験では，シミュレーションで見られたような，ボールレンズの有効反射領域の屈折

率依存性を確かめる．しかし，これについては反射光がファイバにカップリングされるとき

の振る舞いを知る必要があるため，直接カメラによって観測するといった手法を採用する

ことはできない．重要になるのは，ファイバ端面でのビームの位置，つまり，ボールレンズ

によって反射されるときの角度であるので，これを観測することで代えることができる．シ

ャックハルトマン波面計などを用いて直接測定することができるが，コストが大きい．よっ

て，ここでは，より簡易で低コストの手法を用いて実験を行った． 

 実験の概要を図3.18に示す．この実験系では，ボールレンズの直前にスペーシャルフィル

タ（黒鉛棒）を置き，これによりボールレンズに入射する光の一部をブロックする．これに

よりブロックされた部分の強度を測定することができる．さらに，黒鉛棒を垂直方向に動か

してスキャンすることにより，一軸方向の全体の強度分布を求めることができる．実験系で

は，中心波長1555 nmのSLDからの光がシングルモードファイバを通じて測定系に導入され

る．コリメータによってコリメートされたビームはボールレンズに入射し（黒鉛棒に当たら

なかった部分のみ），反射光は再びファイバにカップリングされ，フォトディテクタによっ

て検出される．黒鉛棒はz方向にスキャン可能なステージによって保持され，100 µmごとに

動かす．この実験をS-LAH79（𝑛𝑛 = 1.955）とTAFD65（𝑛𝑛 = 1.998）の二種類のガラスででき

た直径10 mmのボールレンズに対して行った． 

 

 
図3.18 有効反射領域の確認実験：(a) 光学系の模式図 (b) ボールレンズと黒鉛棒の写真 

 
 黒鉛棒をスキャンしたときの強度の変化を図3.19(a)に示した．また，図3.19(b)にはシミ

ュレーションにおいて，黒鉛棒に相当する領域をブロックした結果を示す．いずれのグラフ

においても結果は正規化されている．いずれの結果においても，黒鉛棒が光軸付近にあると

きに強度が上がっているのは実験の仕様である．この説明を図3.20に示した．実際には，黒

鉛棒はボールレンズに入射する光だけでなく，ボールレンズからの反射光もブロックする

ため，実効的に二倍の面積を持つと考えられる．しかし，光軸付近では，その領域が重なる

ため，実効的な黒鉛棒面積が小さくなる．よって黒鉛棒が光軸付近にあるとき，反射光強度

は増加する． 
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 図3.19より，シミュレーションと実験で同様の傾向が見て取れる．つまり，S-LAH79で

TAFD65と比較して強度分布が広がっており，±2 mm付近で円環状に分布している．よって，

直径4 mm以下の小ボールレンズを用いることにより，同心円分割型での構成が可能である．

TAFD65においてはシミュレーションと比較して実験値でより分布が広がっているという

結果が得られた．この原因については明確ではないが，実験値で強度が下がり始める直前に

上昇していることも含めて，シミュレーションで考慮されていない黒鉛棒を挿入すること

による回折の影響によるものと推察される．また，TAFD65では中心付近を除いて強度は単

調な変化をしており有効反射領域の分割は生じていないと考えられる．よって，直線分割型

での利用は可能である． 

 以上の実験により，円環領域の存在が確かめられ，同心円分割型がS-LAH79，直線分割

型がTAFD65のボールレンズによって実現可能であることが示された． 

 

  
図3.19 有効反射領域の実験値とシミュレーション値：(a) 実験値 (b) シミュレーション

値，青線：直線分割型，赤線：同心円分割型 

 

  
図3.20 黒鉛棒の実効的な面積についての説明：黒鉛棒が中心から離れたところにあるとき 

(b) 黒鉛棒が中心にあるとき，黒鉛棒が中心から離れたところにあるとき実効的な面積が二

倍になる 
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3.5.3 反射光強度についての定量的実験 
 シミュレーションにおいて計算されたボールレンズによる反射光強度やその各パラメタ

に対する依存性を定量的に確かめ，最適な測距モジュールを実現するため，実験を行った． 

 この実験は，図3.18と同様な光学系を用いて行われ，各ボールレンズにおける反射光を測

定した．光源からの光は，サーキュレータを通りコリメータから出射，ボールレンズへ入射

する．ボールレンズで反射した光は再びファイバへ戻り，測定光はフィルターとアンプ機能

を内蔵したフォトディテクタによって電気信号に変換された．これをオシロスコープにて

観測した．ボールレンズとコリメータ間の距離は650 mmで固定し，ボールレンズの歪みな

ど形状が与える影響を考え，ボールレンズを回転ステージの上に置いた．ボールレンズを90

度ずつ0 ~ 360度まで回転させ反射光を測定することを各ボールレンズ径に対して二回ずつ

行い，反射率の平均値を取った．用いたボールレンズは，屈折率1.955で直径10, 8, 6, 5, 4, 2 

mmを，屈折率1.998で直径10 mmである． 

 反射率に関して，オシロスコープのダイナミックレンジの制限から，ARコート端面での

反射光を基準とし計算した．ARコーティング付きのケーブルとは，ファイバ端に誘電体多

層膜コーティングを施しているもので，後方反射を減少させ，透過率を増加させることがで

きる．ARコーティングされている端面が損傷しない限りその反射率は安定したものとなる．

光源の強度をPDで測定した結果，2.88 V，ファイバのARコート端面での反射が4.17 mV，こ

のとき反射率が0.14 %で，ARコート端面においてファイバの先端を動かしたときにも0.05 

mV程度の変位しかなく，光源も2.88 Vで安定していた．これ以降の実験における反射率は

AR端面の反射率0.14 %を基準として以下の下式で計算した． 

 
𝑉𝑉meas − 𝑉𝑉AR

𝑉𝑉AR
× 0.14             (Eq. 3.14) 

 
ただし，𝑉𝑉measは測定した強度，𝑉𝑉ARはARコート端面での強度である． 

 図3.21にS-LAH79（𝑛𝑛 = 1.955）での測定結果を示した．シミュレーション（図3.15(a)）
と比較すれば，両者においてボールレンズ直径10 mm付近でピーク値となるように変化して

おり，グラフの概形は一致している．ただし，全体として実験値において反射光強度が1/2

程度になっている．これについては，反射率を測定するターゲットとして通常のミラーを用

いたときも同様の損失が得られるので，アライメントやコリメータ性能，ファイバでの損失

などによる影響が考えられる．同様の系でTAFD65（𝑛𝑛 = 1.998）でできた直径10 mmのボー

ルレンズを測定したところ，反射率は0.143%であり，S-LAH79と比較して反射光強度が大き

く向上している．また，シミュレーションによる値（0.391%）と比較したところ，こちらで

も損失が見られる． 
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図3.21 S-LAH79（𝑛𝑛 = 1.955）での有効反射率の測定結果 

 
 また，実際に同心円分割型と直線分割型，両者の測距モジュールを構成し，各ボールレン

ズからの反射光強度を測定する．同心円分割型ではシミュレーションと実験結果から，大ボ

ールレンズに直径10 mm，小ボールレンズに直径2 mmのS-LAH79（n = 1.955）製のボール

レンズを用いた．また，直線分割型では直径10 mmのTAFD65（n = 1.998）製のボールレン

ズと三角プリズム用いた．このときの実験系を図3.22に示す．同心円分割型では，𝐿𝐿1 =

1000 mm,𝐿𝐿2 = 40 mm，直線分割型では𝐿𝐿1 = 1000 mm,𝐿𝐿2 = 150 mmとした．また写真を図

3.23に示した． 

 

 
図3.22 各デザインにおける有効反射率測定の実験系：(a) 同心分割型 (b) 直線分割型 
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図3.23 各デザインにおける有効反射率測定の実験系（写真）：(a) 同心分割型 (b) 直線

分割型 

 
 同心分割型での結果を表3.3に示す．図3.21と比較すれば，大ボールレンズからの反射光

を半分程度得られており，円環領域が十分に広がっているものと考えられる．このときの損

失は小ボールレンズを固定する治具によると推察される．また，直線分割型での結果を同様

に表3.2に示す．三角プリズムによる分割がないときと比べれば反射光強度は小さくなって

いるが，その1/2程度は得られている． 

 十分にピーク検出できる干渉縞が得られる反射光強度については，ノイズの状況に依存

している．ノイズ要因となるその他の場所からの反射光強度を抑制したときには数 ppm程

度の反射光強度で十分であることが経験的に明らかになっている．よって，表3.3の結果か

ら，どちらのデザインの測距モジュールも実現可能であると考えられる．これについては，

次節で測定範囲内で干渉縞を検出し，実際に確認を行う． 
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表3.3 各デザインでの有効反射率測定の結果 

光学系 ボールレンズ位置 材質（屈折率） 反射率 % 

同心円分割型 近い S-LAH79 (1.955) 0.010 

同心円分割型 遠い S-LAH79 (1.955) 0.002 

直線分割型 近い TAFD65 (1.998) 0.067 

直線分割型 遠い TAFD65 (1.998) 0.104 

 
3.5.4 ボールレンズ間距離測定実験 
 本節では，シミュレーションと実験を通して最適化した各デザインの測距モジュールに

ついて，実際にボールレンズ間距離計測を行うことで，その実現可能性と安定性を評価する．

ボールレンズ間距離は，第2章で説明したパルス干渉計を用いて測定される． 

 このときの光学系を図3.24に示した．ただし，光コムは繰り返し周波数58.4 MHz，中心波

長1560 nmのものを用いた．光源からの光は，サーキュレータを通って，ファイバカプラで

分割される．分割された光の一方はスキャニング部に導かれ，時間遅れを発生させる．スキ

ャニングは2 Hzの正弦波で行い，その振幅は1 mm程度である．もう一方の光は測距モジュ

ールへ導かれる．スキャニング部と測距モジュールからの光はサーキュレータを通り，PD

によって検出される．電圧値はA/Dコンバータによりサンプリングされ，得られた干渉縞の

ピーク間距離を求めることにより，ボールレンズ間の絶対距離を計算する．ただし，このと

きボールレンズ光学長分の補正は行わない．この系により約2.5 mおきに10 m程度までのボ

ールレンズ間絶対距離を測定する．この際にビームは異なる定盤間で折り返されている．図

3.25に実際の模様を示した．測定は，精密な温度管理は行われていない部屋（設定温度から

±2℃程度変化する）で行われ，平均的な室温は20℃，湿度は70 %，気圧は101 kPaであった．

環境計測はデジタル温度計とアナログ温湿度気圧計を用いて行った． 

 同心円分割型における10 mの測定において観測された干渉縞を図3.26に示した．また，測

定の結果を図3.27に示す．測定は各地点で12回行われ，その標準偏差が計算された．この結

果によれば，標準偏差は距離に依存して上昇しており，空気ゆらぎ，あるいは建物の振動に

よるゆらぎの影響を受けている．各デザインを比較すると両者においてほぼ同様の安定性

を持ち十分な反射光強度を確保できていると考えられる．繰り返し精度（k = 1）は10 mで

500 nm程度を達成できており，目標に対して十分な繰り返し精度が得られたと言える．繰り

返し精度の距離依存性について，空気の温度的ゆらぎにより0.1 ℃程度の変動で測定長さに

対して10-7程度の相対誤差を生じるので，この値は妥当なものであると考えられる． 
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図3.24 ボールレンズ距離計測の光学系：(a) 干渉計 (b) 同心分割型 (c) 直線分割型 
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図3.25 ボールレンズ距離計測の光学系（写真）：(a) 同心分割型 (b) 直線分割型 (c) 
長距離光路（直線分割型10 m） 

 

 
図3.26 測定された干渉縞（直線分割型10 m）：右側がボールレンズ，左側がファイバ端

面の干渉縞 
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図3.27 標準偏差の距離依存性，青丸：同心円分割型，赤丸：直線分割型 
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3.6 ボールレンズ間距離計測の誤差要因 
 本節では，ボールレンズ間距離測定における誤差要因を検討し，不確かさを見積もり評

価する． 

 
3.6.1 ボールレンズ形状による誤差 
 光コム・ボールレンズネットワークでは，基点をボールレンズの中心とするために，ボ

ールレンズの半径に依存する補正項が発生する．この補正項は下式で表される． 

 

�
2𝑛𝑛g
𝑛𝑛ag

− 1�𝑅𝑅              (Eq. 3.15) 

 
ただし，𝑛𝑛gはボールレンズの群屈折率，𝑛𝑛agは空気群屈折率，𝑅𝑅はボールレンズの半径であ

る．上式からこの項はボールレンズの群屈折率と半径を測定することで，またはボールレ

ンズ間距離を測定する際のオフセット値として測定することで補正が可能である．また，

特別な系を組むことで直接測定することも可能である．しかし，ボールレンズの径が方向

によって変化するとき，つまりボールレンズの真球度が低いときにはこの値は一定にはな

らず，径の補正後も誤差要因として測定結果に影響する．よって，ここでは本研究で用い

たボールレンズについて，その真球度を測定し評価する． 

 一般的に真球度を直接計測することは困難であるため，真円度測定機により赤道一周を

測定することにより評価する．測定は都立産業技術総合研究所にて行われ，当該施設が所

有する真円度測定器を用いた．このときの結果を図3.28に示した．S-LAH79製のボールレ

ンズでは±250 nm程度，TAFD65では±700 nm程度の真円度が得られた．この値は干渉計

のその他の誤差要因と比較して大きく，測定結果に大きく影響を与えると考えられる．こ

れは高精度にボールレンズを研磨することで向上できる． 
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図3.28 真円度測定の結果：(a) S-LAH79での測定結果 (b) TAFD65での測定結果 

 
3.6.2 ボールレンズのアライメント 
 光軸中心に対するボールレンズのアライメント精度は誤差要因として測定結果に影響す

る．この評価のため実験を行った．本研究の実験では，ボールレンズのアライメントは反射

光強度が最大になるような位置を光軸中心として合わせている．よって，この実験では光軸

に対しボールレンズをずらしたときの反射光強度を測定し，アライメント性能を評価する．

実験における光学系を図3.29に示した．光源は光コムを用い，反射光強度をフォトディテク

タで測定する．ボールレンズについては，マイクロメータ付きステージで0.1 mmごとに移動

し，このときの反射光強度を測定した．また，コリメータはビーム径7 mmのものを用いた．

測定はS-LAH79製のボールレンズとTAFD65製の直径10 mmのボールレンズに対して行われ

た． 

測定の結果を図3.30に示した．いずれにおいても変化はガウシアン様であり，これはシン

グルモードファイバからのTEM00モードがガウシアン様であることに対応していると考え

られる．FWHMは2.5 mm程度であった．また頂点付近では，S-LAH79では±0.2 mm程度，

TAFD65では±0.1 mm程度の分解能で最大値を検出することができたのでこれをアライメ
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ント時の誤差とする．この誤差は測定距離に対してコサインエラーとして影響する．例えば

測定距離1 mのときには数十nm程度，10 mのときには数nm程度の測定誤差となるが，他の

不確かさ要因と比べ十分に小さく，測定結果に対する影響は小さい．特にTAFD65を利用し

た場合は，反射率が高くアライメントが容易であった． 

 

 
図 3.29 ボールレンズアライメント性能実験の光学系 

 

 
図3.30 ボールレンズ反射光強度のアライメント依存性 

 
3.6.3 不確かさ評価 
 以上の考察をもとにボールレンズ間距離計測を行うときの不確かさを評価した．測定の

繰返し性は図3.27の結果に線形近似を施すことで決定した．空気屈折率補正についてはデジ

タル温度計の精度とアナログ温湿度気圧計の分解能より決定した．ピーク決定については

繰返し精度の結果より決定した．安定化HeNeレーザの波長確度はスペックシートの値を用

いた．アライメント誤差についてはそれぞれ，HeNe光軸と光コム光軸とのずれなどより決

定した．ボールレンズ形状誤差は前節の結果から見積もった．このときボールレンズ群屈折

率と空気群屈折率との比は簡単のため2としている．オフセット値は干渉計により測定する

ものとして干渉計の不確かさを用いた．また，スキャニング距離∆𝐿𝐿を測定時のセッティン

グから2.0 mmとしている．ただし，𝐿𝐿は測定距離である． 

 以上の不確かさの評価から，同心分割型における拡張不確かさは1.2 μm + 3.1E− 7 × 𝐿𝐿，
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直線分割型における拡張不確かさは3.4 μm + 3.3E− 7 × 𝐿𝐿 となった．10 mまでの範囲で不確

かさはそれぞれ最大，4.3 µm，6.7 µmとなるために，目標精度（10 µm）を達成した．この

不確かさでボールレンズの形状誤差に依存するものが大きかった．今回は予算と時間の制

約上，実現できなかったが，形状誤差をボールレンズひとつにつき±100 nm以内に抑えるこ

とで定数項は500 nm以下となり，さらなる高精度化も期待できる．また，距離依存項につい

ては大気温度測定の誤差が最も大きく，改善できる可能性がある．具体的には，高精度な温

度計を複数配置し分布を含めて測定する，二色法により直接補正するなどで改善が期待で

きる． 

 以上より，ボールレンズの形状誤差を向上すれば，両デザインで目標を上回る精度を持っ

てボールレンズ間距離計測が可能であることが明らかになった．ただし，同径のボールレン

ズを用いることができる直線分割型は取り回しの面，反射率が高いことによるアライメン

トの容易さで有利となる． 
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3.7 ボールレンズを利用した距離測定の結論 
 本章ではまず，大型構造物の三次元絶対座標計測を実現するために，ボールレンズの広許

容角と光コムの高精度な繰り返し周波数を利用した光コム・ボールレンズネットワークを

提案した．このシステムの特徴は以下の通りである． 

 高精度（三次元計測の不確かさ 10 µm 以下） 

 トレーサブルな絶対距離計測 

 広測定範囲（10 m 以上） 

 駆動機構に由来する測定中の運動学的誤差の低減 

 ひとつの干渉計で多くの絶対距離を測定可能 

 基点をつなげることで複雑な構造物を計測可能 

 この実現のために本章ではボールレンズ間距離を10 µm以下の不確かさで測定すること

を目標とした．次に，ボールレンズ間の測距モジュールのデザインについて同心分割型と直

線分割型の2つを提案した．このデザインを実現するためにボールレンズによる反射光を光

線追跡的にシミュレートし，最適な屈折率と構成について決定した．この結果を実験的に検

討し，両デザインが実現可能であることを確認した． 

 さらに，実際に両デザインを用いて10 mまでの範囲でボールレンズ間距離計測を行った．

この結果，両者において干渉縞を問題なく検出でき，実験標準偏差は距離に依存するが10 m

に対して最大で500 nm程度であった．また，この値とその他の誤差要因をバジェットシート

上で評価した結果，拡張不確かさは同心分割型で1.2 μm + 3.1E− 7 × 𝐿𝐿，直線分割型で

3.4 μm + 3.3E− 7 × 𝐿𝐿であり，目標精度を達成した．また，ボールレンズの形状誤差の影響

が大きいため，ボールレンズを研磨する（真球度±100 nm以下）ことにより，温度依存以外

の影響を1 µm以下にすることが可能となる．温度補正に対する温度変動が±1 ℃程度の場

合でも，10 mを10 µm程度の誤差で測定できることが分かった． 

以上より，光コム・ボールレンズネットワークを実現するための基礎的なボールレンズ間

距離計測が十分な精度をもって可能であることが確認された．特に，直線分割型は，同じ直

径を持つボールレンズを使用できること，反射率が高いことから，光コム・ボールレンズネ

ットワークに最適と考えられる．この光学系をプリズムモジュールとして，今後の応用に利

用する． 

  



59 
 

4．結論と今後の展望 
4.1 結論 
 本研究の最終目的は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こ

とである．そこで本研究では，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． 

本研究ではこのために，任意のボールレンズ間の距離を不確かさ10 µm以下で測定するこ

とを目標とした．このとき特に検討を要する素子は，ボールレンズとプリズムモジュールで

あるため，これらの特性評価を行い，測定手法を開発した． 

 第1章では，研究背景と研究目的を明確化した．大型構造物の距離計測についての過去の

研究をレビューすることでその問題点を洗い出し，新しく提案する手法が達成すべき課題

を示した．この課題を以下に示す． 

 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 

以上を実現するため下記の要素を備えた「光コム・ボールレンズネットワーク」を提案し

た． 

 高精度（三次元計測の絶対精度 10 µm 以上） 

 トレーサブルな絶対距離計測 

 広測定範囲（10 m 以上） 

 駆動機構に由来する測定中の運動学的誤差の低減 

 ひとつの干渉計で多くの絶対距離を測定可能 

 基点をつなげることで複雑な構造物を計測可能 

 この実現のために，本研究では任意のボールレンズ間の距離を10 µm以下で測定すること

を目指した． 

 第2章では，パルス干渉による絶対計測の理論を説明し，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，2.5 mmの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． 

第3章では，大型構造物の三次元計測のための光コム・ボールレンズネットワークが提

案された．この光コム・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ことを目標とした．このために，ボールレンズ間距離を測定する
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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，シミュレーショ

ンと実験を通したボールレンズによる反射光の特性評価を行い，最適なデザインとして直

線分割型を利用したプリズムモジュールの構成を決定した． 

次に，提案した測距モジュールによってボールレンズ間距離を測定した結果，10 mまでの

範囲で標準偏差が最大500 nm程度で測定が可能であることが明らかになった．不確かさ評

価を行ったところ，同心分割型では1.2 μm + 3.1E− 7 × 𝐿𝐿，直線分割型では，3.4 μm + 3.3E−

7 × 𝐿𝐿の拡張不確かさが得られ，目標精度を達成した．ボールレンズを研磨する（真球度±

100 nm以下）ことにより，より高い精度を達成できることが示された．これにより，光コム・

ボールレンズネットワークを実現するための基礎的なボールレンズ間距離計測が十分な精

度をもって可能であることが確認された． 

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． 
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4.2 今後の展望 
 本研究の今後の課題と展望について以下に記す． 

 光コム・ボールレンズネットワークの実験と不確かさ評価 

 提案した光コム・ボールレンズネットワークが目標の要件を達成するためには，実際の構

造物に対してシステムを構築しその精度を長期的に評価する必要がある．予備実験として

は，三次元計測機（CMM）の定盤上に構造物と光コム・ボールレンズネットワークを配置

し，CMMによる測定値と提案手法による測定値を比較することによりこの性能を評価する

ことができる． 

 ボールレンズ径補正 

第3章で検討した通り，パルス干渉により測定された距離からボールレンズ中心間の距離

を求めるためには，以下の補正項を決定する必要がある． 

 

�
2𝑛𝑛g
𝑛𝑛ag

− 1�𝑅𝑅               (Eq. 4.1) 

 
ただし，𝑛𝑛gはボールレンズの群屈折率，𝑛𝑛agは空気の群屈折率，𝑅𝑅はボールレンズ半径である．

この補正項を求めるためには𝑛𝑛gと𝑅𝑅をそれぞれ独立に測定すればよいが，これらを補正項が

数十nmの精度となるよう求めるのは一般的に困難が伴う． 

そこで，ここでは，直接この補正項を測定する手法を提案する．このモデルを図4.1に示

した．この手法ではボールレンズをブロックゲージにより構成された二枚の基準面で挟む

よう配置する．さらに左右から測定光を入射させ，基準面とボールレンズ間の距離を測定す

る．このときブロックゲージ間の機械的な距離を𝐿𝐿0，右基準面とボールレンズ中心間の機械

的な距離を𝐿𝐿1として，測定される距離は以下のように示される． 

 
𝑖𝑖l = 𝑛𝑛ag(𝐿𝐿1 − 𝑅𝑅) + 2𝑛𝑛g𝑅𝑅                  (Eq. 4.2) 

𝑖𝑖r = 𝑛𝑛ag(𝐿𝐿0 − 𝐿𝐿1 − 𝑅𝑅) + 2𝑛𝑛g𝑅𝑅           (Eq. 4.3) 

 
ただし，𝑖𝑖lは左側からの測定光による測定距離，𝑖𝑖rは右側からの測定光による測定距離であ

る．両辺足し算すれば， 

 
𝑖𝑖l + 𝑖𝑖r = 𝑛𝑛ag(𝐿𝐿0 − 2𝑅𝑅) + 4𝑛𝑛g𝑅𝑅        (Eq. 4.4) 

∴ �
2𝑛𝑛g
𝑛𝑛ag

− 1�𝑅𝑅 =
1
2
�
𝑖𝑖l + 𝑖𝑖r
𝑛𝑛ag

− 𝐿𝐿0�           (Eq. 4.5) 

 
となり，補正項を直接求めることができる．さらに，このボールレンズに回転ステージを取

り付け，回転させることで，回転ステージの偏心に依存せずに補正項の角度依存性を測定す

ることができる． 
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 このときの測定精度は干渉計による測定精度と同程度であると考えられるので，第2章で

確認した通り，数十nm程度で測定が可能である． 

 

 
図4.1 ボールレンズ径による補正項の測定の光学系：左右からボールレンズに対してビー

ムを入射させる 

 
 ボールレンズレーザトラッカの開発 

 第3章で提案した測距モジュールであるが，これを，ボールレンズを基点にして回転させ

ることによりレーザトラッカとすることができる（図4.2）．このときボールレンズ間距離

は回転運動に対して変化しないため，誤差を低減することができる．また，このとき基点が

ボールレンズであるため他の測距モジュールにより観測可能であり，光コム・ボールレンズ

ネットワークと合わせて用いることができる．よって，通常の光コム・ボールレンズネット

ワークでは不可能であった大型構造物上を移動する物体の三次元座標を求めるなどができ

るため，より柔軟な計測が可能になる．このようなボールレンズレーザトラッカの開発が期

待される 

 この構成においても，同じサイズのボールレンズを利用できること，他のトラッカのボー

ルレンズを測定できることなど，直線分割型が有利と考えられる． 
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図4.2 ボールレンズトラッカの模式図：(a) 同心分割型での実装 (b) 直線分割型での実

装 
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 国内学会発表 

 増田秀征，中島瞳，高村智彦，高橋哲，松本弘一，高増潔： パルス干渉に基づ

く多辺測長レーザトラッキングシステムの開発（第3報）－トラッカのデザイン

の評価－, 2019年度精密工学会春季大会学術講演会，2019年3月 

 久米達哉，安田浩昌，三部勉，高増潔：光周波数コムを用いた高精度アライメン

トモニター（第2報）－エタロンで圧縮された光周波数コムのパルス間隔の測定
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－ , 2019年度精密工学会春季大会学術講演会，2019年3月 

 増田秀征，高村智彦，松本弘一，高橋哲，高増潔：パルス干渉を用いたエタロン

絶対長の高精度計測，2019年度精密工学会秋季大会学術講演会，2019年9月 

 高村智彦，増田秀征，原昌平，松本弘一，高橋哲，高増潔：パルス干渉に基づく

多辺測長レーザトラッキングシステムの開発（第4報）－座標計測の不確かさ評

価－，2019年度精密工学会秋季大会学術講演会，2019年9月 

 久米達哉，安田浩昌，三部勉，道畑正岐，高増潔：光周波数コムを用いた高精度

アライメントモニター（第3報）－リンギングを用いない光周波数コムパルス間

隔の校正－ ，2019年度精密工学会秋季大会学術講演会，2019年9月 

 卒業論文 

 中島瞳：ボールレンズを用いたパルス干渉計による絶対距離測定可能な高精度レ

ーザトラッカの開発，2019年3月 

 修士論文 

 増田秀征：光コムパルス干渉とエタロンを用いたボールレンズターゲットの三次

元絶対計測技術に関する研究，2019年9月 

 受賞 

 武藤栄次賞優秀学生賞（日本設計学会）：中島瞳，2019年3月 

 精密工学会賞（精密工学会）：高増潔，2019年9月 

 

 


