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研究背景

1.微細部品の小型・軽量化および高機能化等に伴い構成している部品

の微細化が進むと共に部品の加工精度も向上している。

2. 微細高精度部品の評価技術は中小企業では確立されておらず、

品質管理の向上 が求められている。

3. 許容公差が数マイクロメートルの高精度部品について、測定による

不確かさを最小限に抑え、より正確な測定結果を導く手法について

は確立されていると言えない状況。

ハードディスク用
流体軸受け等微小
高精度加工部品の

増加
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精密シャフト

輪郭形状測定のイメージ図

測定対象物
A B C D

E°

F°

G

測定結果及び解析結果

対象物サイズ：直径が3～6mm程度 長さが10mm前後
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高精度測定のための課題

測定軸

測定したいライン

軸の傾きがある場合

測定軸

測定したいライン

軸のずれがある場合

輪郭形状の測定物を測定機に設置する場合、測定機の測
定軸からずれていると

・本来測定すべき個所と異なる場所の測定をしてしまう

・測定の繰り返し精度が悪くなる

・測定者によるデータのばらつきも大きくなる

測定データの信頼性が低下
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位置合わせ例

１．単機能で汎用的。操作が難しいケースもある

２．フラットな面で挟み込むタイプが主流で丸物の固定に適していない

３．多機能なものは、高重量、サイズ・コストアップ

K社TH社 T社 M社
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従来の位置合わせ治具



① 測定範囲による測定値への影響

② 測定物の傾斜方向による測定値への影響

（平面・曲面・表面粗さ）

③ 位置決め精度による軸測定への影響

④ 位置決め精度による角度の影響

高精度測定の実現

位置決め方法・位置決め条件の検討

課題解決のポイント

・被測定物を測定機上へセッティングする際の

位置合わせが重要。

微細部品専用の位置決め用治具の開発
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治具開発設計コンセプト
１．測定対象物

微細丸物のシャフトでφ3～6mm、長さ10mm前後のサイズに対応で
きること

２．固定方法
X軸に水平、直立方向に固定が可能なこと

３．操作性の向上
構造をシンプルなものとするため、位置合わせを行う軸はX・Y軸、

回転軸、X・Y傾斜軸の５つが対象だが、必要最小限に抑える。

４．位置合わせ時間の短縮
現在使用されている一般的な治具に比べて短縮。（目標1/2以下）

５．軽量化
重量は扱いに不便でない程度の重量にするとともに、位置合わせをし
た後にずれ等を生じない程度の重量とする。（目標2kg以下）
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①測定範囲による測定値への影響

Left Center Ri ght

測定範囲

120mm

測定対象物：フラットゲージ
（オプチカルフラット）

測定長さ ：各エリア ４０mm

真直度
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測定対象物：フラットゲージ
（オプチカルフラット）

測定長さ ：４０mm
測定回数 ：各傾斜 ３回測定の平均値

②－１測定物の傾斜方向による
測定値への影響（平面）

真直度

0.00

0.05

0.10
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（μｍ）
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②－２測定物の傾斜方向による
測定値への影響（曲面）

測定対象物：校正用 基準球
測定長さ ：各エリア １０ mm
測定回数 ：各傾斜 ３回測定の平均値

基準球曲面

測定曲面

①

②

③

約 30mm

約 10mm 約 10mm 約 10mm

-2.0

-1.5
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-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

up up-down down

（μｍ）
基準球参照値（直径）との差
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測定対象物：校正用 粗さ標準片
評価長さ ：各傾斜時 ４mm
測定回数 ：各傾斜 ２回測定の平均値
校正値 ：Ｒａ ３．０μｍ

②－３測定物の傾斜方向による
測定値への影響（表面粗さ）
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③位置決め精度による
軸測定への影響

測定軸

測定終了点

測定開始点

母線軸

測定対象物：金型用固定シャフト
シャフト径：３ mm
測定範囲 ：１０～６０ mm（１０ mmピッチ）
位置決め範囲：６０ mm
位置決め方法：

測定開始位置での移動テーブルにより最高点にセット後、回転テーブルにより60mm測定軸を移動させた
場所を最高点にセット。この位置合わせを２回繰り返す。

※オプチカルフラット測定結果 ３回測定（２回解析不可、１回約５７万 mm）

測定曲線から求めた半径値
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④位置決め精度による
角度の影響

測定対象物：プリズム
位置決め方法：傾斜面にスタイラスを接触

させた状態でスライドさせ
0. 1deg以下まで調整

ずれ角度付加：回転テーブルによる

プリズム角度測定結果
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開発した測定治具（初号機）の仕様

１．測定精度の向上 軸合わせ機能：0.1deg以下／50mm

２．利用できる対象

物の拡大

メイン対象物：シャフト、シャフト径 ：φ2～8mm 
測定軸に対して水平・垂直・直立の３方向にセット可能

３．操作性の向上・位置

合わせ時間の短縮

機構はY軸、回転軸のみとし単純化。

10分程度かかる位置合わせ時間を1/5以下に短縮

４．コストの軽減等 最終組立治具重量1.97kg、シンプル機構で低コスト化
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精密位置合わせ用治具改良

設計見直し 機能追加の検討 固定時の安定性強化

改良試作機の機能評価 再改良等の検討

これまでの開発治具PRによる反響
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形状計測研究会参加者による治具持ち回り
１．持ち回り期間：平成26年1月～2月末（約2週間/１機関）

２．参 加 機 関 ：熊本県産業技術センター 川村氏
鹿児島県工業技術センター 岩本氏
福岡県工業技術センター 竹下氏
山口県産業技術センター 永田氏

３．測定プロトコル：
１）サンプルをＶ溝にセットし両サイドから締め付けて固定
２）目視で測定機スタイラス移動軸とシャフトの中心軸を水平にセット
３）治具のチャック中央部分にてＹ軸テーブルにてシャフトの頂点出し
４）スタイラスを30mm程度移動させた後、回転テーブルを用いて

頂点出し
５）３）、４）を２回繰り返すと概ね0.1deg程度まで位置合わせ可能
６）使用感、操作性、追加要望、検証試験の実施
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持ち回りによる試用とヒアリング結果

【熊本県産業技術センター】
○ 回転ステージのバネの戻り

十分でない
○ 回転ステージ用のマイクロ

メータが操作しずらい
○ 少し大きな加工サンプルも

挟めると良い
○ 挟む治具を交換できる方が

良い
○ 使ってみると位置合わせが

簡単にできますね。
【福岡県工業技術センター】
○ 小さい部品のアライメント

が簡単にできそう

【山口県産業技術センター】
○ 粗さ計を使っての中心軸

合わせは、手作業と比べて
だいぶ楽にできました。

○ 画像測定機を用いた検証実施
ソフトの傾き補正プログラム
機能有りの測定と無しで治具
利用のみでの結果比較→概ね
同等の結果。

○ 粗さ計を用いてφ0.8mmの
シャフト測定→手作業では
30分かかっても8mmまでしか
測定できなかったが、治具を
使うと20分以内で12.5mmの
範囲を測定できた。

【鹿児島県工業技術センター】
○ 輪郭形状測定機を使用して検証実施。メーカーオプション品の十字動テーブルと両締式

万力台を使用してφ8mmのピンゲージを測定（40mm）した結果と位置合わせ用治具を用いて
測定した結果とを比較。→ 位置合わせ精度が高く、慣れれば1分程度でできると思う。

○ 価格については輪郭形状測定機の治具としては、メーカーオプション品と比べた場合、
もう少し高くても良いのではとの意見。
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鹿児島県工業技術センターでの試用報告

使用機器：輪郭形状測定機（コントレーサCV-638：（株）ミツトヨ製）
測定条件：測定物 φ8.00mmピンゲージ

測定長 40mm
メーカーオプション治具と試用治具との比較測定

・ミツトヨ製 両締式回転万力台219-003使用
・クイックストップで0度設定
・通り出し作業をせず測定

↓
40mm測定後の頂点ずれ量

Y軸テーブルを移動して確認
↓

認められず

真直度：0.0023mm

・精密位置合わせ用治具を使用
・測定プロトコルに沿ってセット
・通り出し作業は慣れれば１分程度

↓
40mm測定後の頂点ずれ量

Y軸テーブルを移動して確認
↓

認められず

真直度：0.0012mm

18



山口県産業技術センターでの試用報告

・樹脂皮膜でコーティングされた金属線
・φ0.8mm程度

試 料

φ1.0mm用コレット

冶具で固定するため、
両端にφ1.0mm用のコ
レットを挿入

コレット装着

搭載時
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【 Smart Scope ZIP300 】 OGP 製

・オートフォーカスによる最頂部付近の高さ測定

・測定プログラムでの傾き補正と、冶具による傾
き補正を比較

イメージセンサによる非接触三次元測定機

【 SE-30K 】 小坂研究所（株） 製

・触針による最頂部付近の粗さ測定

・最頂部付近を測定方向に合わせる段取
り時間の検証

触針式の表面粗さ測定機

：測定箇所

測定箇所 イメージ

● 使用機器及び測定箇所
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● 試利用 結果 －Smart Scope ZIP300－

測定状況

測定画面 測定結果

1.5mmピッチで、試料最頂部付近のオートフォーカスによる高さ測定

傾き補正あり：測定プログラムで、試料側面輪郭に沿った傾き補正を行い測定

傾き補正なし：冶具による位置合わせのみで測定

冶具による位置合わせのみでも、
測定プログラムによる傾き補正を
行った結果と概ね一致

（両者の差は最大で10μm程度）
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● 試利用 結果 －SE-30K－

試料最頂部付近の表面粗さを12.5mmの範囲で測定

測定前“試料 中心軸”と“測定機移動軸”一致の段取り時間を検証

使用スタイラス－深溝用－ 測定状況
位置合わせ 状況

指針の振れを見ながら、
軸の前後及び傾きを調整

測定結果

手作業による位置合わせ（冶具 未使用）：30分以上掛かって、8mmまでしか測定できなかった
治具使用時 ：20分以下で、12.5mmの範囲を測定することができた
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C面加工
（けが防止対策実施）

チャック固定台
材料変更（SS400→SKD）

回転テーブル用マイクロメータ操作部延長

チャック部形状パターン増
タテチャック部形状加工方法見直し
（全面ワイヤーカット）

反発バネ定数UP

クランプねじ円周振れ精度改善
（>0.02mm → <0.01mm）

チャック高さ低減
23mm → 12.5mm

クランプねじ取り付け部
寸法公差見直し
0.05 → 0.02mm

改良・改善内容および箇所

これらの機能や効果の検証を行うため試作を行い、最適な加工条件や
形状、使い勝手等の見直しを進めた。

サイズダウン
80mm角 → 60mm角

重量ダウン
1.97kg → 1.10kg

垂直方向Ｖ溝削除
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210,000円
十字動テーブル
【2軸移動】

400,000円
３軸調整テーブル

【2軸移動・回転・セット台】

75,000円
精密バイス
【固定】

市販品とのコスト比較

精密位置合わせ用治具

チャック部基本タイプ
【1軸移動・回転・固定2方向（水平・直立】

￥ １３４，５００
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企業への期待

• 時間と労力を要している精密測定の時間短縮と
高精度測定を実現。

• 微細形状測定を日常的に行っている企業での利
用を想定。

• また微細丸物加工品の三次元測定においても、
固定用治具と して利活用できると想定。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：シャフト用治具
• 登録番号 ：特許第509275
• 出願人 ：地方独立行政法人

鳥取県産業技術センター
• 発明者 ：木村勝典

（意匠登録第1315532 シャフト固定用治具片）
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お問い合わせ先

地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター

担当コーディネーター

企画・連携推進部 企画室 寺田直文

ＴＥＬ ０８５７－３８ －６２０５

ＦＡＸ ０８５７－３８ －６２１０

e-mail terada-na＠pref.tottori.jp
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