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(54)【発明の名称】三次元計測装置および三次元計測方法

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  計測 対象 物を撮像して近赤外画像およびカラー画像を得る撮像手段と、
  この 撮像 手段により複数の視点からそれぞれ撮像され得られた計測対象物の近赤外画像
およ びカ ラー画像から前記計測対象物の輪郭をそれぞれ抽出する輪郭抽出手段と、
  この 輪郭 抽出手段によりそれぞれ近赤外画像およびカラー画像から抽出された輪郭の各
点に つい て確信度を算出して前記複数の視点からそれぞれ見た前記計測対象物の真の輪郭
を推 定す る輪郭推定手段と
を有 する 三次元計測装置。
【請 求項 ２】
  前記 輪郭 推定手段により推定された前記複数の視点からそれぞれ見た前記計測対象物の
真の 輪郭 から計測点の三次元空間座標を算出する計測点座標算出手段を有する請求項１記
載の 三次 元計測装置。
【請 求項 ３】
  前記 輪郭 推定手段により推定された前記複数の視点からそれぞれ見た前記計測対象物の
真の 輪郭 に基づいて前記計測対象物の物理量を算出する手段を有する請求項１または２に
記載 の三 次元計測装置。
【請 求項 ４】
  前記 計測 点座標算出手段により算出された前記計測点の三次元空間座標に基づいて前記
計測 対象 物の物理量を算出する手段を有する請求項２または３に記載の三次元計測装置。
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【請 求項 ５】
  前記 物理 量は、前記計測対象物の寸法または形状である請求項３または４に記載の三次
元計 測装 置。
【請 求項 ６】
  前記 寸法 は、前記計測対象物の長さ、幅、断面形状、軸の偏芯または曲がりの寸法であ
る請 求項 ５記載の三次元計測装置。
【請 求項 ７】
  前記 撮像 手段は、可視光から近赤外までの感光範囲を有するマルチスペクトルカメラに
より 撮像 するものである請求項１から６のいずれかに記載の三次元計測装置。
【請 求項 ８】
  前記 輪郭 抽出手段は、ハフ変換により前記輪郭を構成する各線分を抽出するものである
請求 項１ から７のいずれかに記載の三次元計測装置。
【請 求項 ９】
  コン ピュ ータを、
  計測 対象 物を撮像して近赤外画像およびカラー画像を得る撮像手段により複数の視点か
らそ れぞ れ撮像され得られた計測対象物の近赤外画像およびカラー画像から前記計測対象
物の 輪郭 をそれぞれ抽出する輪郭抽出手段と、
  この 輪郭 抽出手段によりそれぞれ近赤外画像およびカラー画像から抽出された輪郭の各
点に つい て確信度を算出して前記複数の視点からそれぞれ見た前記計測対象物の真の輪郭
を推 定す る輪郭推定手段と
して 機能 させるための三次元計測プログラム。
【請 求項 １０】
  計測 対象 物を複数の視点からそれぞれ撮像して近赤外画像およびカラー画像を得る撮像
ステ ップ と、
  この 撮像 ステップにより複数の視点からそれぞれ撮像され得られた計測対象物の近赤外
画像 およ びカラー画像から前記計測対象物の輪郭をそれぞれ抽出する輪郭抽出ステップと
、
  この 輪郭 抽出ステップによりそれぞれ近赤外画像およびカラー画像から抽出された輪郭
の各 点に ついて確信度を算出して前記複数の視点からそれぞれ見た前記計測対象物の真の
輪郭 を推 定する輪郭推定ステップと
を含 む三 次元計測方法。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、物体の輪郭、三次元空間座標、寸法または形状を非接触で計測する三次元計
測装 置、 三次元計測プログラムおよび三次元計測方法に関する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  発電 プラ ント、船舶や鉄鋼製造等の主要設備の心臓部に使用される大型鍛鋼品は、大型
自由 鍛造 プレスを用い、最終機械加工寸法に所定の鍛造余肉を付加した寸法で成形される
。し たが って、鍛造成形時には、鍛造品の長さ、幅、断面形状、軸の偏芯や曲がりなどの
寸法 の計 測が必要である。しかしながら、このときの鍛造品の温度は、鍛造成形に必要な
６０ ０℃ ～１２００℃程度の高温状態であるため、正確に各寸法を計測することには困難
が伴 う。
【０ ００ ３】
  この よう な計測では、通常、作業員が計測対象物の大体の寸法を目視した後、測定が必
要と 思わ れる部位を接触式の専用工具を用いて測定している。測定されたデータはオフラ
イン で計 算され、必要な断面形状や偏芯などが求められる。しかし、人手による接触式の
専用 工具 を用いた計測では、計測精度が低いうえ、一回の計測で限られた点の計測しかで
きな いの で、計測に時間がかかる。また、高温物体に作業員が近付かないといけないので
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、計 測条 件が悪く、安全面も良くない。
【０ ００ ４】
  そこ で、 大型、高温物体の計測のために、非接触式のレーザ光投影計測に基づく方法が
提案 され ている（例えば、特許文献１，２参照。）。しかし、レーザ光投影による計測方
法で は、 １回の計測で、投影された１ポイントもしくは１スライドしか計測できないので
、大 型物 体の全体の計測には、時間がかかる。また、計測物体の横方向と縦方向の寸法を
同時 に計 測するためには、複雑なレーザ投光制御装置が必要となり、計測精度を確保する
こと が困 難である。
【０ ００ ５】
  また 、非 接触式の三次元計測方法として、画像計測がある。画像計測は、複数台のカメ
ラを 用い て、計測対象物の２枚以上の写真を撮像し、三角測量などの原理により、コンピ
ュー タ上 で計測点の三次元座標を算出する方法である。しかし、大型高温物体の場合、物
体周 辺の 空気が高温の影響を受けて光を歪ませるので、写真画像から物体の輪郭や特定の
計測 点を 取得することが困難である。この悪影響は計測対象物が大型であればあるほど顕
著に 表れ 、一般的な三次元画像計測方法は計測精度が低い。
【０ ００ ６】
  また 、画 像計測では、計測の精度を向上するために計測対象物にターゲットを設け、カ
メラ によ りターゲットの位置を撮像し、撮像画像におけるターゲットの位置を解析するこ
とに より 、三次元座標を算出する方法がある（例えば、特許文献３参照。）。しかしなが
ら、 鍛造 成形品などの製造中の高温物体にターゲットを設けることは困難であり、この方
法は 高温 物体へ対応することができない。
【０ ００ ７】
【特 許文 献１】特開平７－３０１５０７号公報（段落０００４，０００５、図１０，１１
）
【特 許文 献２】特開２００３－２０７３２１号公報
【特 許文 献３】特開平８－２５４４０９号公報
【発 明の 開示】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ８】
  本発 明は 、人手による作業を極力排除し、非接触で高速かつ高精度に大型高温物体の三
次元 計測 を行うことが可能な三次元計測装置、三次元計測プログラムおよび三次元計測方
法を 提供 することを目的とする。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ００ ９】
  本発 明の 三次元計測装置は、計測対象物を撮像して近赤外画像およびカラー画像を得る
撮像 手段 と、この撮像手段により複数の視点からそれぞれ撮像され得られた計測対象物の
近赤 外画 像およびカラー画像から計測対象物の輪郭をそれぞれ抽出する輪郭抽出手段と、
この 輪郭 抽出手段によりそれぞれ近赤外画像およびカラー画像から抽出された輪郭の各点
につ いて 確信度を算出して複数の視点からそれぞれ見た計測対象物の真の輪郭を推定する
輪郭 推定 手段とを有するものである。
【０ ０１ ０】
  また 、本 発明の三次元計測方法は、計測対象物を複数の視点からそれぞれ撮像して近赤
外画 像お よびカラー画像を得る撮像ステップと、この撮像ステップにより複数の視点から
それ ぞれ 撮像され得られた計測対象物の近赤外画像およびカラー画像から計測対象物の輪
郭を それ ぞれ抽出する輪郭抽出ステップと、この輪郭抽出ステップによりそれぞれ近赤外
画像 およ びカラー画像から抽出された輪郭の各点について確信度を算出して複数の視点か
らそ れぞ れ見た計測対象物の真の輪郭を推定する輪郭推定ステップとを含む。
【０ ０１ １】
  本発 明の 三次元計測装置および三次元計測方法では、計測対象物を複数の視点からそれ
ぞれ 撮像 して、物体の色や環境光色の影響を受けにくく、物体の温度変化が反映される近
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赤外 画像 と、物体の形状が反映されるカラー画像とを得て、これらの近赤外画像およびカ
ラー 画像 から抽出された輪郭の各点について確信度が算出され、複数の視点からそれぞれ
見た 計測 対象物の真の輪郭が推定される。すなわち、物体の色や環境光色の影響を受ける
こと なく 、また、物体の温度変化が反映される近赤外画像と物体の温度変化の影響を受け
にく いカ ラー画像とから物体の温度変化の悪影響を軽減した真の輪郭が推定される。
【０ ０１ ２】
  また 、本 発明の三次元計測装置は、輪郭推定手段により推定された複数の視点からそれ
ぞれ 見た 計測対象物の真の輪郭から計測点の三次元空間座標を算出する計測点座標算出手
段を 有す るものとすることができる。また、これに関連して、本発明の三次元計測方法の
場合 、輪 郭推定ステップにより推定された複数の視点からそれぞれ見た計測対象物の真の
輪郭 から 計測点の三次元空間座標を算出する計測点座標算出ステップを含む。これにより
、物 体の 色や環境光色の影響を受けることなく、物体の温度変化の悪影響を軽減して推定
した 真の 輪郭から計測点の三次元空間座標が高精度に得られる。
【０ ０１ ３】
  また 、本 発明の三次元計測装置は、輪郭推定手段により推定された複数の視点からそれ
ぞれ 見た 計測対象物の真の輪郭に基づいて計測対象物の物理量を算出する手段を有するも
のと する ことができる。また、これに関連して、本発明の三次元計測方法の場合、輪郭推
定ス テッ プにより推定された複数の視点からそれぞれ見た計測対象物の真の輪郭に基づい
て計 測対 象物の物理量を算出するステップを含む。これにより、物体の色や環境光色の影
響を 受け ることなく、物体の温度変化の悪影響を軽減して推定した真の輪郭から計測対象
物の 物理 量が高精度に得られる。なお、ここで得られる物理量は、例えば、計測対象物の
三次 元空 間座標、寸法や形状等である。また、寸法は、例えば、計測対象物の長さ、幅、
断面 形状 、軸の偏芯や曲がり等の寸法である。
【０ ０１ ４】
  ここ で、 本発明の三次元計測装置に係る撮像手段は、可視光から近赤外までの感光範囲
を有 する マルチスペクトルカメラにより撮像するものであることが望ましい。これに関連
して 、本 発明の三次元計測方法に係る撮像ステップは、可視光から近赤外までの感光範囲
を有 する マルチスペクトルカメラにより撮像することが望ましい。マルチスペクトルカメ
ラに より 計測対象物を撮像することで、計測対象物の形状、色分布およびおおよその温度
分布 のイ メージを同時に撮像することができる。
【０ ０１ ５】
  また 、本 発明の三次元計測装置に係る輪郭抽出手段は、ハフ変換により輪郭を構成する
各線 分を 抽出するものであることが望ましい。また、これに関連して、本発明の三次元計
測方 法に 係る輪郭抽出ステップは、ハフ変換により輪郭を構成する各線分を抽出すること
が望 まし い。近赤外画像およびカラー画像から計測対象物の輪郭を抽出する際、輪郭線の
凹凸 をな くすためにフィルタ処理すると輪郭線自体の形状が変化してしまうが、輪郭に接
する 線分 が通る点を原点にしたハフ変換を行って輪郭を構成する各線分を抽出することで
、よ り高 精度な輪郭を抽出することができる。
【０ ０１ ６】
  また 、本 発明の三次元計測装置は、撮像手段により撮像され得られた近赤外画像の強度
値変 化と カラー画像の強度値変化とを比較することにより計測対象物の温度を算出し、こ
の算 出し た温度により計測対象物の熱膨張による輪郭の形状変化を補正する形状補正手段
を有 する ことが望ましい。また、これに関連して、本発明の三次元計測方法の場合は、撮
像ス テッ プにより撮像され得られた近赤外画像の強度値変化とカラー画像の強度値変化と
を比 較す ることにより計測対象物の温度を算出し、この算出した温度により計測対象物の
熱膨 張に よる輪郭の形状変化を補正する形状補正ステップを含むことが望ましい。これに
より 、計 測対象物の熱膨張による輪郭の形状変化の影響を排除したより高精度な輪郭が得
られ る。
【発 明の 効果】
【０ ０１ ７】
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（１ ）計 測対象物を複数の視点からそれぞれ撮像して近赤外画像およびカラー画像を得て
、得 られ た計測対象物の近赤外画像およびカラー画像から計測対象物の輪郭をそれぞれ抽
出し 、抽 出された輪郭の各点について確信度を算出して複数の視点からそれぞれ見た計測
対象 物の 真の輪郭を推定する構成により、物体の色や環境光色の影響を受けることなく、
物体 の温 度変化の悪影響を軽減した真の輪郭が推定され、計測精度の高い計測対象物の輪
郭を 得る ことが可能となる。また、１回の撮像で計測対象物の広い範囲の近赤外画像およ
びカ ラー 画像を得ることができるので、レーザ光投影による計測方法と比較して高速であ
る。
【０ ０１ ８】
（２ ）推 定された複数の視点からそれぞれ見た計測対象物の真の輪郭から計測点の三次元
空間 座標 を算出する構成によって、より高精度な計測点の三次元空間座標が得られる。こ
の得 られ た計測点の三次元空間座標を用いることで、より高精度な計測対象物の物理量を
算出 する ことが可能となる。
【０ ０１ ９】
（３ ）推 定された複数の視点からそれぞれ見た計測対象物の真の輪郭に基づいて計測対象
物の 物理 量を算出する構成によって、より高精度な計測対象物の三次元空間座標、寸法や
形状 等の 物理量、さらに寸法に関しては計測対象物の長さ、幅、断面形状、軸の偏芯や曲
がり 等の 寸法が得られる。
【０ ０２ ０】
（４ ）計 測対象物を可視光から近赤外までの感光範囲を有するマルチスペクトルカメラに
より 撮像 する構成によって、計測対象物の形状、色分布およびおおよその温度分布のイメ
ージ を同 時に撮像することができる。これにより、近赤外画像およびカラー画像を得るた
めに それ ぞれ異なるカメラを使用する必要がなく、このマルチスペクトルカメラのみで計
測対 象物 の計測を行うことが可能となる。
【０ ０２ １】
（５ ）ハ フ変換により輪郭を構成する各線分を抽出する構成によって、より高精度な輪郭
を抽 出す ることができる。また、この高精度な輪郭を元に、より高精度な計測点の三次元
空間 座標 や、計測対象物の物理量等を算出することが可能となる。
【０ ０２ ２】
（６ ）撮 像され得られた近赤外画像の強度値変化とカラー画像の強度値変化とを比較する
こと によ り計測対象物の温度を算出し、この算出した温度により計測対象物の熱膨張によ
る輪 郭の 形状変化を補正する構成によって、計測対象物の熱膨張による輪郭の形状変化の
影響 を排 除したより高精度な輪郭が得られる。また、この高精度な輪郭を元に、より高精
度な 計測 点の三次元空間座標や、計測対象物の物理量等を算出することが可能となる。
【発 明を 実施するための最良の形態】
【０ ０２ ３】
（実 施の 形態１）
  図１ は本 発明の第１の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置の全体構成を
示す 概念 図、図２は図１の三次元計測装置の詳細な構成を示すブロック図である。なお、
以下 の説 明においては、温度が６００～１２００℃、長さ１０ｍ、直径３ｍ程度の鍛造物
を計 測対 象物Ａとした場合の例を示す。
【０ ０２ ４】
  図１ にお いて、本発明の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置は、計測対
象物 Ａを 撮像する撮像手段としてのマルチスペクトルカメラ１と、このマルチスペクトル
カメ ラ１ により撮像した画像データを処理するコンピュータ２と、マルチスペクトルカメ
ラ１ によ り撮像した画像データをコンピュータ２へ伝送するデータ伝送ケーブル３とから
構成 され る。
【０ ０２ ５】
  マル チス ペクトルカメラ１は、計測対象物Ａから離れたところに設置される。マルチス
ペク トル カメラ１は、可視光から近赤外までの感光範囲を有し、非接触で計測対象物Ａを
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撮像 して 近赤外画像およびカラー画像を得るものである。マルチスペクトルカメラ１によ
り撮 像さ れた近赤外画像およびカラー画像の各画像データは、随時データ伝送ケーブル３
を介 して コンピュータ２へ伝送される。
【０ ０２ ６】
  コン ピュ ータ２は、図示しない三次元計測プログラムの実行により、図２に示すように
、マ ルチ スペクトルカメラ１から伝送された近赤外画像およびカラー画像の各画像データ
を記 憶す る記憶手段１０と、記憶手段１０から近赤外画像およびカラー画像を取得して計
測対 象物 Ａの輪郭を抽出する輪郭抽出手段１１と、輪郭抽出手段１１により抽出された輪
郭か ら計 測対象物Ａの真の輪郭を推定する輪郭推定手段１２として機能する。
【０ ０２ ７】
  また 、コ ンピュータ２は、前述の三次元計測プログラムの実行により、記憶手段１０か
ら近 赤外 画像およびカラー画像を取得して計測対象物Ａの温度を算出し、この算出した温
度に より 計測対象物Ａの熱膨張による輪郭の形状変化を補正する形状補正手段１３と、輪
郭推 定手 段１２により推定された真の輪郭から計測点の三次元座標を算出する計測点座標
算出 手段 １４と、輪郭推定手段１２により推定された真の輪郭に基づいて計測対象物Ａの
物理 量を 算出する物理量算出手段１５と、輪郭推定手段１２、計測点座標算出手段１４お
よび 物理 量算出手段１５による処理結果を出力する出力手段１６として機能する。
【０ ０２ ８】
  記憶 手段 １０は、マルチスペクトルカメラ１により撮像され、データ伝送ケーブル３に
より 伝送 されたそれぞれ複数の近赤外画像およびカラー画像を記憶するものである。なお
、本 実施 形態においては、マルチスペクトルカメラ１は固定して、計測対象物Ａを回転さ
せる こと により、計測対象物Ａを複数の視点から撮像するが、このとき記憶手段１０には
同時 に撮 像された近赤外画像とカラー画像とが関連付けられて記憶される。
【０ ０２ ９】
  輪郭 抽出 手段１１は、マルチスペクトルカメラ１により複数の視点からそれぞれ撮像さ
れ、 記憶 手段１０に記憶された近赤外画像およびカラー画像を取得して、計測対象物Ａの
輪郭 をそ れぞれ抽出する。輪郭推定手段１２は、輪郭抽出手段１１によりそれぞれ近赤外
画像 およ びカラー画像から抽出された輪郭の各点について確信度を算出して複数の視点か
らそ れぞ れ見た計測対象物Ａの真の輪郭を推定する。輪郭抽出手段１１および輪郭推定手
段１ ２に よる処理の詳細については後述する。
【０ ０３ ０】
  形状 補正 手段１３は、マルチスペクトルカメラ１により撮像され、記憶手段１０に記憶
され た近 赤外画像およびカラー画像を取得して、これらの近赤外画像の強度値変化とカラ
ー画 像の 強度値変化とを比較することにより計測対象物Ａの温度を算出する。さらに、形
状補 正手 段１３は、この算出した温度により計測対象物Ａの熱膨張による輪郭の形状変化
を補 正す る。
【０ ０３ １】
  計測 点座 標算出手段１４は、輪郭推定手段１２により推定された複数の視点からそれぞ
れ見 た計 測対象物Ａの真の輪郭から計測点の三次元空間座標を算出する。物理量算出手段
１５ は、 輪郭推定手段１２により推定された複数の視点からそれぞれ見た計測対象物Ａの
真の 輪郭 に基づいて計測対象物Ａの物理量を算出する。また、物理量算出手段１５は、計
測点 座標 算出手段１４により算出された計測点の三次元空間座標に基づいて計測対象物Ａ
の物 理量 を算出することも可能である。なお、物理量算出手段１５により算出可能な物理
量は 、計 測対象物Ａの三次元空間座標、寸法や形状等である。また、寸法については、計
測対 象物 Ａの長さ、幅、断面形状、軸の偏芯または曲がりの寸法を算出可能である。
【０ ０３ ２】
  出力 手段 １６は、輪郭推定手段１２、計測点座標算出手段１４および物理量算出手段１
５に よる 処理結果を、コンピュータ２のディスプレイ４、コンピュータ２に接続されたプ
リン タ（ 図示せず。）や外部記憶装置（図示せず。）等に出力する。なお、図示していな
いが 、出 力手段１６には、マルチスペクトルカメラ１により撮像され、記憶手段１０に記
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憶さ れた 近赤外画像およびカラー画像を出力することも可能である。
【０ ０３ ３】
  以下 、上 記構成の三次元計測装置による処理について、図３および図４のフロー図に基
づい て説 明する。図３は図１の三次元計測装置による処理のフロー図、図４は図２の輪郭
抽出 手段 １１による処理のフロー図である。
【０ ０３ ４】
  三次 元計 測にあたっては、まず三次元計測装置のパラメータの初期化（図３のステップ
Ｓ１ ０１ ）を行い、計測に必要な撮像回数すなわち計測対象物Ａの回転回数を設定する。
パラ メー タの初期化は、計測対象物Ａの概ねの寸法および所在位置により、マルチスペク
トル カメ ラ１のズームやフォーカスを調節することである。
【０ ０３ ５】
  次に 、計 測対象物Ａの撮像（ステップＳ１０２）を行い、データ伝送ケーブル３を通じ
て、 撮像 した画像をコンピュータ２に送る（ステップＳ１０３）。コンピュータ２では、
すべ ての 角度の必要な画像を全部撮像したかどうかを判断（ステップＳ１０４）し、もし
まだ 完了 していないのであれば、計測対象物Ａを指定角度に回転（ステップＳ１０５）さ
せて 、次 の角度の画像を撮像（ステップＳ１０２）し、ステップＳ１０２とＳ１０３の操
作を 繰り 返す。もしすべての撮像が完了したら、次の処理へ進む。
【０ ０３ ６】
  次に 、各 画像における計測対象物Ａの輪郭を抽出する（ステップＳ１０６）。この計測
対象 物Ａ の輪郭の抽出方法のアルゴリズムが図４である。
【０ ０３ ７】
  まず 、近 赤外画像を用いて、計測対象物Ａの輪郭Ｅ I R を抽出する（ステップＳ２０１）
。そ の後 、注目点近傍の局所領域において抽出された輪郭Ｅ I R が本当の輪郭である確信度
Ａ I R を 求め る（ステップＳ２０２）。確信度Ａ I R は、下記の手順により求められる。
【０ ０３ ８】
（１ ）局 所領域において最小二乗法により抽出される輪郭の近似曲線を求める。
（２ ）ス テップＳ２０１で抽出された輪郭Ｅ I R と（１）で求めた近似曲線との平均偏差ｅ
を求 める 。
（３ ）こ の領域で抽出された輪郭の画素総数Ｐ N を計算する。
（４ ）次 式により、確信度Ａ I R を求める。
【数 １】

  但し 、ｋ 1 とｋ 2 は定数である。
【０ ０３ ９】
  続い て、 Ａ I R の大きさにより判断を行う（ステップＳ２０３）。もし、Ａ I R が十分大き
けれ ば、 Ｅ I R を本物の輪郭Ｅとする（ステップＳ２０４）。そうでなければ、カラー画像
を用 いて 、計測対象物Ａの輪郭Ｅ C を抽出（ステップＳ２０５）し、Ｅ C が本当の輪郭であ
る確 信度 Ａ C を求める（ステップＳ２０６）。もし、Ａ C が十分大きければ（ステップＳ２
０７ ）、 Ｅ C を本物の輪郭Ｅとする（ステップＳ２０８）。そうでなければ、Ｅ I R とＥ C を
総合 的に 考量し、計測対象物Ａの輪郭Ｅを推定する（ステップＳ２０９）。
【０ ０４ ０】
  なお 、Ｅ I R とＥ C を総合的に考量とは、例えば次のような基準で評価する。
  Ａ＝ ９０ ％、Ｂ＝７０％、Ｃ＝５０％としたとき、
（１ ）Ａ I R ＞Ａであれば、Ｅ I R を正しい輪郭とする。
（２ ）Ａ I R ＞Ｂかつ Ａ C ＞Ｂであれば、Ｅ I R を正しい輪郭とする。
（３ ）Ａ I R ＞Ｂかつ Ａ C ＞Ｃであれば、Ｅ I R を輪郭候補とする。
（４ ）Ａ I R ＜Ｃかつ Ａ C ＜Ｃであれば、Ｅ I R は輪郭ではないとする。
【０ ０４ １】
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  なお 、ス テップＳ１０５において計測対象物Ａを回転させる際、その空間的な位置が変
化す る可 能性がある。この場合、各画像における計測対象物Ａの位置ずれの修正（ステッ
プＳ １０ ７）が必要となる。修正は、ディスプレイ４の画面上の回転しない参照点を選ん
で、 計測 対象物Ａ上の計測点と参照点との空間的位置関係により、各画像における座標を
修正 する 。この座標修正方法のアルゴリズムが図５である。
【０ ０４ ２】
  まず 、計 測対象物Ａの一番大きい部分を選んで、調整基準部分とする（ステップＳ３０
１） 。続 いて、調整基準部分の一番上の部分の輪郭すなわち上部輪郭、および一番下の部
分の 輪郭 すなわち下部輪郭を、それぞれハフ変換の方法に基づき、抽出する（ステップＳ
３０ ２） 。
【０ ０４ ３】
  最小 二乗 法を用いて、上部および下部の輪郭をそれぞれ、下記のような直線で近似する
（ス テッ プＳ３０３）。
上部 輪郭 を近似する直線：
【数 ２】

下部 輪郭 を近似する直線：
【数 ３】

【０ ０４ ４】
  次式 によ り、調整基準部分の中心線を求める（ステップＳ３０４）。
【数 ４】

【０ ０４ ５】
  各視 点で 撮影された画像の調整基準部分の中心線の位置の差を最小化するために、各画
像に 対し 、平行移動や回転の操作を加える（ステップＳ３０５）。これにより各視点で撮
影さ れた 画像における計測対象物Ａの傾きが調整される。
【０ ０４ ６】
  次に 、各 視点で撮影された画像における計測対象物Ａの左右の位置ずれを調整する。左
右の 位置 ずれを調整するために、まず調整基準部分の中心線と異なる方向の輪郭を選択し
、左 右方 向の基準輪郭とする（ステップＳ３０６）。続いて、各視点で撮影した画像の左
右方 向の 基準輪郭の位置の差を最小化するために、各画像に対し、平行移動の操作を加え
る（ ステ ップＳ３０７）。
【０ ０４ ７】
  図３ に戻 って、計測点すなわち抽出された計測対象物Ａの輪郭およびユーザによって指
定さ れた 計測点の各角度の画像の座標から、計測点の三次元空間座標を計算する（ステッ
プＳ １０ ８）。そして、計測対象物Ａの温度により、計測点の三次元空間座標値を補正す
るこ とに より、熱膨張により生じた計測対象物Ａの寸法変化を補正する（ステップＳ１０
９） 。具 体的には、例えば画像撮像時の計測対象物Ａの温度を近赤外画像における画素の
強度 によ り推定し、推定された温度と室温との差により、寸法補正係数を算出し、高温状
態の 計測 寸法より常温状態の寸法を算出する。
【０ ０４ ８】
  そし て、 計測対象物Ａの各部分の中心線Ｌ i （ｉ＝１、２、…）を求める（ステップＳ
１１ ０） 。具体的には、図６に示すように、例えば加工物体としての計測対象物Ａの全体
的な 偏芯 などを計測するために、まずＬ i の重み付き最小二乗法により、計測対象物Ａ全
体の 加工 中心線Ｌを求め、Ｘ軸とする。次に、各視点から撮影された画像に基づき、該当
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視点 方向 にある計測対象物Ａの各部分の中心を求め、実際の中心線２０とする。そして、
実際 の中 心線と加工中心線Ｌとを比較し、指定された計測点ｘの偏芯δ x を求める。
【０ ０４ ９】
また 、断 面形状測定の要求がある場合、指定された断面の形状を出力する（ステップＳ１
１１ ）。 具体的には、例えば図７に示すように、指定された計測点Ｐ（ｉ，ｊ）に対して
、ス テッ プＳ１１０で算出された中心線を法線とする平面を引き、各角度の画像の輪郭と
の交 点を Ｍ n とし、三次元空間上で、Ｍ n をスプライン曲線で連結し、断面形状を算出し、
断面 図３ １を出力する。
【０ ０５ ０】
  また 、直 線距離計測の要求がある場合、ユーザが計測しようとする点ｘ 1 およびｘ 2 を、
コン ピュ ータ２のディスプレイ４に表示された計測対象物Ａの画像上で、ポインティング
デバ イス などで指定する。計測結果は自動的に算出され、出力される（ステップＳ１１２
）。
【０ ０５ １】
また 、図 ７に示すように、計測された断面図と設計された断面図３０との比較を行い、設
計円 心Ｏ に対し実際の中心位置Ｏ’ (計測点Ｍ N の最大内接円の円心 )を求め、最大偏芯方
向角 α、 最大偏芯量δ、指定方向での余肉Ｕ、最大余肉Ｕ m a x 、最小余肉Ｕ m i n などを算出
する 。
【０ ０５ ２】
  すべ ての 計測結果はコンピュータ１のディスプレイ４の画面上で表示される（ステップ
Ｓ１ １３ ）とともに、ユーザの要求に応じて、テキストファイルや図面ファイルとして出
力す る（ ステップＳ１１４）ことができる。
【０ ０５ ３】
（実 施の 形態２）
  図８ は本 発明の第２の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置の全体構成を
示す 概念 図である。第２実施形態においては、計測対象物Ａとしての大型物体に対して、
計測 精度 を向上し、計測時間を短縮するために、第１実施形態における三次元計測装置に
局所 領域 用のマルチスペクトルカメラ５ａ，５ｂ，５ｃを数台増設した構成である。
【０ ０５ ４】
  本実 施形 態においては、この増設したマルチスペクトルカメラ５ａ，５ｂ，５ｃにより
、局 所領 域の細かい画像を撮像する。マルチスペクトルカメラ５ａ，５ｂ，５ｃにより撮
像さ れた 画像は、データ伝送ケーブル６ａ，６ｂ，６ｃにより画像データ伝送処理装置７
に伝 送さ れ、データ伝送ケーブル８によりコンピュータ２まで伝送される。また、局所領
域の 細か い画像とマルチスペクトルカメラ１により撮像した計測対象物Ａの全体画像を用
いて 、計 測対象物Ａの高解像度画像を合成する。
【０ ０５ ５】
  この 画像 合成は、中心線対応・特徴点合わせ手法により行う。中心線対応とは、局所領
域が 画像 から算出された局所領域の中心線を、全体画像から算出された計測対象物の中心
線の 対応 部分に対応させる方法である。特徴点合わせとは局所画像にあるいくつかの特徴
点と 全体 画像にある対応する特徴点との誤差を、最小化するよう、局所画像と全体画像と
の位 置あ わせを行う方法である。
【０ ０５ ６】
（実 施の 形態３）
  図９ は本 発明の第３の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置の全体構成を
示す 概念 図である。第３実施形態においては、計測対象物Ａとしての大型物体に対して、
計測 精度 を向上し、計測時間を短縮すると同時に、カメラの台数を削減し、設備コストを
節約 する 。このため、第１実施形態における三次元計測装置のマルチスペクトルカメラ１
に代 えて 、局所領域用のマルチスペクトルカメラ５ａ，５ｂを数台設置した構成である。
【０ ０５ ７】
  本実 施形 態においては、マルチスペクトルカメラ５ａ，５ｂにより、局所領域の細かい
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画像 を撮 像する。マルチスペクトルカメラ５ａ，５ｂにより撮像された画像は、データ伝
送ケ ーブ ル６ａ，６ｂにより画像データ伝送処理装置７に伝送され、データ伝送ケーブル
８に より コンピュータ２まで伝送される。また、局所領域の細かい画像を用いて、計測対
象物 Ａの 高解像度画像を合成する。
【０ ０５ ８】
  この 画像 合成は、各局所領域の細かい画像のうち、重複して撮像された部分の位置合わ
せ手 法に より行う。高精度の合成画像を得るために、各局所領域の細かい画像を撮像する
際、 一定 の重複領域を設ける。各重複領域の空間座標を一致させるために、各局所領域の
細か い画 像を回転、平行移動、拡大縮小などする操作を加え、位置を調節する。
【産 業上 の利用可能性】
【０ ０５ ９】
  本発 明の 三次元計測装置および三次元計測方法は、物体の輪郭、三次元空間座標、寸法
また は形 状を非接触で計測する装置および方法として有用である。特に、寸法が数ｍから
数十 ｍに 及ぶ大型物体の計測や、温度が数百℃から一千℃以上に及ぶ高温物体の計測に好
適で ある 。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０６ ０】
【図 １】 本発明の第１の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置の全体構成を
示す 概念 図である。
【図 ２】 図１の三次元計測装置の詳細な構成を示すブロック図である。
【図 ３】 図１の三次元計測装置による処理のフロー図である。
【図 ４】 図３の輪郭抽出処理（ステップＳ１０６）の詳細を示すフロー図である。
【図 ５】 図３の空間位置ずれ調整処理（ステップＳ１０７）の詳細を示すフロー図である
。
【図 ６】 図１の三次元計測装置による計測対象物の形状計算のイメージ図である。
【図 ７】 図１の三次元計測装置による計測対象物の指定された断面計測のイメージ図であ
る。
【図 ８】 本発明の第２の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置の全体構成を
示す 概念 図である。
【図 ９】 本発明の第３の実施の形態における大型高温物体の三次元計測装置の全体構成を
示す 概念 図である。
【符 号の 説明】
【０ ０６ １】
  １， ５ａ ，５ｂ，５ｃ   マルチスペクトルカメラ
  ２   コン ピュータ
  ３， ６ａ ，６ｂ，６ｃ，８   データ伝送ケーブル
  ４   ディ スプレイ
  ７   画像 データ伝送処理装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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