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 建設現場および生産現場における三次元構造物と三次元機構
 建設現場：橋梁，道路，コンビナート，プラント，高炉...
 生産現場：自動車，飛行機，タービン ，三次元測定機（CMM），工作機械 ...

 大型構造物，三次元機構の絶対精度を向上
 測定ができない性能向上ができない：長距離測定が必要
 長期間の変形のモニタリング：絶対計測が必要
 目標：絶対距離測定 10 mで10 μmの精度で測定する

絶対距離測定の必要性
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 本開発技術の特徴
 コム距離計とプリズムモジュールによりボールレンズ間の距離を，マイクロメートルの精度

で絶対計測→光コムボールレンズネットワークの構築

 大型構造物に三次元位置基準（ボールレンズ）を取り付けておくことができ，基準間の寸法
を高精度に測定

 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→レーザト
ラッカの開発は別途プロジェクトを計画中

 光コムボールレンズネットワークを構築：建設分野への応用
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
 Ｃ)はレーザトラッカの開発と組み合わせて実現することを計画している

開発技術の特徴と大型構造物への応用
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 絶対寸法の測定
 大型構造物の基準となる位置にボールレンズを設定
 ボールレンズ：直径5 mm～30 mm，屈折率が2.0
 コム距離計およびプリズムモジュールの開発：ボールレンズ間の絶対距離を測定

A）大型構造物の建設における絶対寸法の測定
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 長期に渡る大型構造物の変形モニタリング
 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

 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
 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

 KEK（高エネ研）と素粒子観測装置への変形
モニタリングを検討中
 500か所の距離の5年以上のモニタリング

B）長期に渡る大型構造物の変形モニタリング
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高エネ研での素粒子観測
装置の変形モニタリング



 コム距離計による絶対距離の測定
 周波数コムレーザ：パルスレーザで，パルス間隔 ldは非常に

高精度で決定されている．
 走査ミラーにより，干渉信号から ΔL を測定することで，

距離 L が高精度で絶対測定できる．

要素技術（1）：コム距離計

Δ𝐿

𝐿 𝐿 ∆𝐿 𝐿 𝑚
𝑙
2
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 ボールレンズの反射特性
 屈折率が2.0に近いボールレンズは，全ての方向からの光を入射方向に反射する
 この特性を利用して，三次元的な位置測定のターゲットとして利用する

 ボールレンズの反射特性の評価
 ボールレンズの屈折率による反射特性をシミュレーションした

 屈折率1.95（市販）では反射特性が悪く，屈折率1.99以上が必要なことが分かった

 光学材料TAFD65（Hoya）：1.998（波長1560 nm）
を使い，直径10 mmのボールレンズを製作した

要素技術（2）：ボールレンズ
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 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
 プリズムで光コムを2方向に分け，基準ボールレンズとターゲットボールレンズ間の距離を

絶対測定する

 コム距離計をファイブスイッチで切り替えることで，多くのプリズムモジュールを接続でき
る

要素技術（3）：プリズムモジュールの開発
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 製作した屈折率1.998のボールレンズでプリズムモジュールを試作
 距離10 mまでの測定実験を行った

プリズムモジュールの試作
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 2回の折り返しで
大10 mの距離を測定

10 mの絶対距離の測定
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 10 mの距離を600 nm以下の繰返し精度で測定できた
 温度環境が良い条件（±0.2℃程度の

変動）
 温度環境が悪いと，温度の影響が支配

的となる：例えば±1℃の変動だと
10 mで10 μmの精度となる

距離測定の精度評価
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 光コムボールレンズネットワークの構築
 コム距離計の開発

 光周波数コムによるパルス干渉計を開発した
 高精度で長距離を絶対距離計測が可能となった

 プリズムモジュールの開発
 プリズムモジュールを開発し，ボールレンズ間距離測定を行った
 10 mまでの距離をよい温度環境（±0.2℃）で，600 nm以下の繰返し精度で距離測定が行え

た
 一般的な温度環境（±1℃）で，10 mを10 μm以下の精度で測定が可能と推定される

 コム距離計とプリズムモジュールにより，光コムボールレンズネットワークの構築が可能と
なった

 大型構造物への応用として，以下のものが可能となる
 大型構造物の建設における絶対寸法の測定
 長期に渡る大型構造物の変形モニタリング

結論
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 レーザトラッカ
 基準ボールレンズ（固定）と移動するターゲットボールレンズ間の距離をスキャンニングし

て測定する
 基準ボールレンズが固定されているため，回転テーブルの精度によらず高精度の測定が可能

 3台以上のレーザトラッカを利用することで三次元位置を測定することが可能となる

今後の課題（1）：レーザトラッカの開発
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 大型構造物の建設における三次元絶対位置の測定
 大型構造物に設置したボールレンズの三次元絶対位置を測定
 3台以上のレーザトラッカを利用する→ファイバスイッチで切り替えて使用

今後の課題（2）：三次元絶対位置の測定
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 コム距離計によりボールレンズまでの長距離測定が可能となった
 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（研究室による制限）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った（現場での利用可能性）．

 プリズムモジュールの開発し，ボール間距離の測定が可能となった
 いくつかの光学配置から，直角プリズムを利用したプリズムモジュールを採用した．
 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．

 コム距離計とプリズムモジュールによる光コムボールレンズネットワークを提案した
 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．
 将来の課題として，レーザトラッカの開発の必要性を示した．

研究により得られた知見（まとめ）
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これまでの研究成果（1）
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これまでの研究成果（2）
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