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１．引き続きよろしくお願い致します
本専門委員会の 2021 年度が始まります。コロナ禍の中、本専門委員会活動を継続す
るべく、今年度も当面 Web 形式にて定例会開催を実施予定です。今までの対面形式と
異なる点もありますが、インターネットに接続可能な環境であれば場所の制限はなく移
動時間の削減も可能です。ご多用かと存じますが多くの委員の皆様のご参加をお待ちし
ております。
2 月初旬に継続可否のお問い合わせと会費請求（会費は昨年度の定例会および国際会
議開催中止を反映した金額となっております）をさせていただきました。多くの方から
早速入金して頂きありがとうございました。本専門委員会の収入はほとんどが委員各位
からの会費に依存しております。委員継続と期限までの入金をどうぞよろしくお願いい
たします。
2021 年度の定例会は、事務局だより 5 ページ「５．これからの定例会等の予定」に
記載の内容で開催を予定しています。定例会のテーマや講師、見学先等ご意見やご要望
がありましたらご提案ください。より魅力ある定例会等が開催できるように努めて参り
ます。
また、お近くに本専門委員会に興味のある方がいらっしゃれば、是非ご紹介いただけ
ると幸いです。事務局までご連絡いただけると、事務局から案内の資料をご送付いたし
ます。

１

２．４月度定例会について
<主テーマ 光計測の最新技術>
近年、計測の高速化と高精度化が加速しており、従来の接触式計測から非接触式測定へ
の転換が顕著になっている。その背景の中、非接触式測定の代表格である光計測技術に
対する期待が高く、新しい光計測技術の開発も盛んに行われている。本定例会では、大
学および産業界で開発された光計測の最新技術について取り上げる。
出欠の連絡は、E メールで送信の「出欠確認票」にご記入の上、４月６日（火）までに
ご返信ください《期日厳守》。
【日

時】

【開催方式】

２０２１年４月１６日（金）
Web 会議ツール使用（Webex

― 全体会議 ―

１３：００～１３：２０

― 講 演 会 ―

１３：２０～１６：４０

１３：００～１６：４０
Meeting）

（１）13：20～14：10
［講

師］ 高谷 裕浩氏（大阪大学）

［タイトル］ レーザ励起蛍光共焦点検出による機上工具刃先形状計測に関する研究
［概

要］ 切削加工工程におけるチッピングや摩耗等による、サブミクロンオーダーの工具
刃先形状変化は、加工精度の低下を招く主要因である。そのため、３次元工具
刃先形状の非接触機上測定が求められているが、工具刃先表面に付着した切削
液による測定精度の低下が大きな課題となっている。そこで本講は、逆に工具
刃先に付着した切削液によるレーザ励起蛍光を利用する新たな測定原理の提案
と、製造現場への適応性向上をめざした最新の研究成果について講述する。
14：10～14：20

休憩

（２）14：20～15：00
［講

師］ 清水 裕樹氏 （東北大学）

［タイトル］ 光周波数コムを用いた新しい角度計測技術
［概

要］ 本講演者の研究グループは、多自由度変位・姿勢の高精度光学式計測手法の開発
を進めている。本講演では、国家標準にトレーサブルな高精度・高確度角度計測
技術の確立を目指し、モード同期フェムト秒レーザ（光周波数コム）が有する多
モード情報と、2 軸回折スケール格子が有する分光機能との融合で創成する「角
度スケールコム」による高角度角度計測の原理について述べるとともに、その高
精度光学部品の形状評価への適用例を紹介する。
15：00～15：10

休憩

（３）15：10～15：50
［講

師］ 田宮

英明氏 （株式会社マグネスケール）
２

［タイトル］ ２次元スケールと格子干渉計を用いた３次元変位検出
［概

要］ 近年、半導体製造装置をはじめ超精密位置決めの分野において、光波干渉計に
代わって平面スケールとエンコーダヘッドを組み合せたステージの制御例が報
告されている。本講演では２次元スケールと格子干渉計を用いた変位計測の実
例をあげ、その特徴や性能を紹介すると共に、高さ方向の変位計測を含めた３
次元の高精度変位計測の展開について提案する。
15：50～16：00

休憩

（４）16：00～16：40
［講 師］ 坂本

良平氏 （アメテック株式会社）

［タイトル］ 超小型絶対値センサーZPS™
［概

製品技術紹介

要］ ZYGO のナノポジションセンサーは、主に露光装置や精密位置決めステージを使
⽤した検査装置、変形可能な光学システム(デフォーマブルミラ ー)等のクロー
ズドループでの位置コントロールシステムに広く使⽤されています。
本講演では超⼩型の⾮接触光学絶対位置センサーZPS™ システムについてご紹介
致します。

３．小委員会記録
○センサ小委員会
【日

時】 2021 年 1 月 15 日（金）

13:00～13:50

【テーマ】 超大型三次元測定機を実現するための技術
【講 師】 河原井 一晃 氏 （株式会社 ミツトヨ
【内

宇都宮事業所

ＭＴソリューション部）

容】大型三次元測定機の様々な形態と特徴が紹介された上で，その中でも最も大型で
且つ高精度に対応した製品の事例として超大型門形（立形，フレーム型）三次元
測定機が取り上げられ，その実現に必要となった大型機ならではの構造，機構，
システムの設計，組立，校正，メンテナンスといった要素について技術的な対応
内容が説明された．事例として取り上げられたフレーム型三次元測定機は測定範
囲：X軸 3000 mm，Y軸 8000 mm，Z軸 1200 mm，測定精度：3.0+3.0L/1000 µm，
最小表示量：0.001 mm，最大駆動速度：520mm/s，機械の質量：19000kg，精度
保証温度範囲：18～22℃となっており，これらの性能を実現するための特別な技
術要素として，低重心，高剛性な長尺Y軸ガイド，床変形と温度変化の影響がキ
ャンセルできるＹ軸設置脚，Y軸レールの変形に伴う誤差の補正，高剛性と軽量
なＸ軸ガイド，低振動，高剛性とノンバックラッシのフリクションドライブ，メ
タルスケールの長尺リニアエンコーダ，幅を持った温度環境での実機テストなど
が紹介された．大型三次元測定機の将来性として，自動車車体と航空機などの対
象には非接触＆フレームレスタイプが期待される一方，プレームタイプは大型ベ
アリング，工作機械，金型などの分野に残ると予測された．また，プレームタイ
プには，Ｙ軸ガイドの非石材化，精度保証温度の拡大，測定効率の向上などの課
題点が挙げられた．質疑応答では，床基礎の影響，Ｙ軸駆動用ピニオンの歯形と
その駆動軌道，機械の加工精度への追い込みと補正技術とのバランス等，活発な
３

質疑が行われた．
高

偉（東北大学）記

４．運営委員会議事録
【日

時】２０２０年１２月２５日（金）１０時〜１１時３０分

【開催方式】Web 会議（Webex 使用）
【出 席 者】大岩孝彰（静岡大）
、深田茂生（信州大）、堤
（東京大）
、宮武正明（東京理科大）、高

博貴（東京高専）、川嶋 健嗣

偉（東北大）、田中淑晴（豊田高専）、

古谷克司（豊田工大）、佐藤海二（豊橋技科大）、羽山定治（羽山技術士事務所）、
上田

渉（IHI）、佐藤光一（キーサイト・テクノロジー）
、山極

高（ミツトヨ）、

事務局：鳥井恵美子
以上
【議

１４名

題】

１．2021 年度の役員について
事務局より資料１に基づき説明がなされた。今年度以降休止する文献抄録小委員会を
役員一覧表から削除したこと、および川嶋委員の所属を訂正することを含め、承認し
た。
２．2021 年度の活動計画について
資料１に基づき 2021 年度の活動計画についての説明があり、４月度から１１月度の定
例会は Web 開催とすることを承認した。
３．2021 年度の予算について
資料２に基づき収支予算案について審議した。オンライン開催のため会場費、旅費交
通費、研究会活動支出等が例年より減額となる見込みであること、繰越金が過大にな
りそうなため本部への預け入れ金を増額する予定であること、などの説明が事務局よ
りなされた。審議の結果、以上を承認した。
４．運営委員の交代について
退任予定の山極委員から資料３に基づき後任者の川辺委員の紹介および来年４月度定
例会にて交代予定であることなどの説明がなされた。
５．６月度定例会
企画担当の宮武委員から資料４に基づき実施案の説明がなされた。主テーマを「表面
性状・表面粗さの評価」または「機械要素」とする案、および講師候補者等の紹介が
なされた。後者案の総論として位置決めアンケート結果の報告、および OMNI edge に
ついて扱ったらどうか、などの意見があった。以上の結果、後者のテーマ案を優先し
て今後の計画を進めることとした。
６．１１月度定例会について
地方定例会担当の羽山委員から１１月定例会について資料に基づき説明がなされ、次
４

回の位置決め国際会議（ＩＣＰＴ）開催をどうするか韓国・台湾側と協議する必要が
ある、来年日本で開催してはどうか、などの提案がなされた。コロナ禍の収束が見通
せないため実施は当分見合わせたい、ＩＣＰＥのＯＳを立ち上げ発展的に解散したら
どうか、国際会議は対面開催がよい、などの意見があった。審議の結果、次回１１月
度定例会は通常の web 定例会として開催すること、企画担当は羽山委員が担当するこ
と、および次回運営委員会に企画案を提出する予定とした。コロナ禍の収束後は１１
月度定例会を従来と同様の地方定例会（見学会）とすることとした。また、ＩＣＰＴ
開催については継続審議とすることなどを決めた。
７．定例会の法人委員の参加人数枠について
山極委員から資料６に基づき法人委員参加人数枠についての説明がなされ、web 開催
時の取り扱いについて審議した。結果、web 開催時も対面開催時と同じ５名＋運営委
員とすることを決めた。以上に関し、全委員へ当委員会規約を配信、運営委員へは別
表も配信することとした。
さらに、Web 開催時に法人委員から 5 名を超す聴講希望があった場合の対応について
審議した。契約での接続数の上限を確認することが必要である、聴講者が増えた場合
は余剰金にて契約数を増加したらどうか、などの意見があった。審議の結果、従来と
同様に上限数を考慮し現在の契約数の範囲内で対応することとした。今後聴講希望が
増えた場合は、契約数増を検討することとした。
８．その他
８-１

新規個人会員入会の報告

事務局から新規個人会員１名が入会されたことの報告がなされた。
８-２

９月度定例会テーマについて

企画担当の上田委員からテーマ案についての紹介および意見交換がなされた。今後継続
して検討することとした。
８-３

メール配信について

事務局から運営委員へメールが届かなかった件について、本部にメーリングリストにつ
いて問い合せることとした
以
（静岡大学 大岩孝彰

５．これからの定例会等の予定
○２０２１年６月［定例会］
日

程：６月１８日（金）

開催方式：Web 会議
テ ー マ：超精密位置決め用機械要素（ボールねじ、リニアガイド、モータ）
内

容：メカニズムと制御小委員会および講演会

５

上
記）

○２０２１年９月［定例会］
日

程：９月１７日（金）

開催方式：Web 会議
テ ー マ（仮）
：ロボット技術を適用したものづくりの自動化
内

容：ニューアクチュエータ小委員会および講演会

○２０２１年１１月［定例会］
日

程：１１月１９日（金）

開催方式：Web 会議
テ ー マ：未定
内

容：講演会

◎精密工学会 春季・秋季大会
・２０２１年３月春季大会
日

程：２０２１年

場

所：オンライン開催

３月１６日(火)～２２日(月)

・２０２１年９月秋季大会
日

程：２０２１年

場

所：神戸大学

OS 参加

OS 参加

９月２１日(火)～２３日(木)

以

６

上

