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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並びに三次元計測プログラム

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  計測 対象 物に投影する光のパターン であって各縞の強度値がそれぞれ異なる強度値で一
定な 縞状 の光のパターン を形成するパターン形成手段と、
  前記 計測 対象物に前記パターン形成手段により形成されたパターンの光（以下、「パタ
ーン 光」 と称す。）を投影する投影手段と、
  前記 パタ ーン光が投影された計測対象物を撮像して画像を取得する撮像手段と、
  前記 画像 から前記投影されたパターン光（以下、「投影パターン光」と称す。）を検出
する 投影 パターン光検出手段と、
  前記 投影 パターン光と元のパターン光とを比較して前記投影パターン光の方向角を算出
する 方向 角算出手段と、
  前記 投影 パターン光を周期ごとに分割する分割手段と、
  前記 周期 ごとに分割された投影パターン光 の各分割された領域内における計測点の位相
値を 算出 する位相値算出手段と、
  前記 算出 された位相値より計測点の奥行き距離を算出する距離算出手段と、
  前記 算出 された計測点の奥行き距離を用いて前記計測対象物の三次元情報を算出する三
次元 情報 算出手段と
を備 える 三次元計測装置。
【請 求項 ２】
  前記 パタ ーン形成手段は、 前記計測対象物に投影する光のパターンの各縞間の強度値の
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差の 絶対 値の合計を最大にするように前記 パターン光の縞の強度分布を最適化した最適強
度組 み合 わせパターンを形成するものである請求項１記載の三次元計測装置。
【請 求項 ３】
  前記 投影 パターン光検出手段により検出された投影パターン光の強度値を補正する強度
値補 正手 段を備えた請求項１または２に記載の三次元計測装置。
【請 求項 ４】
  前記 撮像 手段により取得された画像内の計測対象物の位置を補正する位置補正手段を備
えた 請求 項１から３のいずれかの項に記載の三次元計測装置。
【請 求項 ５】
  前記 三次 元情報算出手段は、前記計測対象物の空間座標、距離、角度、面積または体積
を算 出す るものである請求項１から４のいずれかの項に記載の三次元計測装置。
【請 求項 ６】
  計測 対象 物に投影する光パターン であって各縞の強度値がそれぞれ異なる強度値で一定
な縞 状の 光のパターン を形成するパターン形成ステップと、
  投影 手段 により前記パターン形成ステップで形成されたパターンの光を前記計測対象物
に投 影す るパターン光投影ステップと、
  撮像 手段 により前記パターン光が投影された計測対象物を撮像して画像を取得する撮像
ステ ップ と、
  前記 画像 から前記投影されたパターン光を検出する投影パターン光検出ステップと、
  前記 投影 パターン光と元のパターン光と比較して前記投影パターン光の方向角を算出す
る方 向角 算出ステップと、
  前記 投影 パターン光を周期ごとに分割する分割ステップと、
  前記 周期 ごとに分割された投影パターン光 の各分割された領域内における計測点の位相
値を 算出 する位相値算出ステップと、
  前記 算出 された位相値より計測点の奥行き距離を算出する距離算出ステップと、
  前記 算出 された計測点の奥行き距離を用いて前記計測対象物の三次元情報を算出する三
次元 情報 算出ステップと
を含 む三 次元計測方法。
【請 求項 ７】
  コン ピュ ータを、
  計測 対象 物に投影する光のパターン であって各縞の強度値がそれぞれ異なる強度値で一
定な 縞状 の光のパターン を形成するパターン形成手段と、
  前記 パタ ーン形成手段により形成されたパターンの光が投影された計測対象物が撮像さ
れた 画像 から前記投影されたパターン光を検出する投影パターン光検出手段と、
  前記 投影 パターン光と元のパターン光とを比較して前記投影パターン光の方向角を算出
する 方向 角算出手段と、
  前記 投影 パターン光を周期ごとに分割する分割手段と、
  前記 周期 ごとに分割された投影パターン光 の各分割された領域内における計測点の位相
値を 算出 する位相値算出手段と、
  前記 算出 された位相値より計測点の奥行き距離を算出する距離算出手段と、
  前記 算出 された計測点の奥行き距離を用いて前記計測対象物の三次元情報を算出する三
次元 情報 算出手段と
して 機能 させるための三次元計測プログラム。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、物体に所定パターンの光を投影し非接触で三次元情報を計測する三次元計測
装置 、三 次元計測方法および三次元計測プログラムに関する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
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  近年 、医 療や美容、衣服を初め靴、眼鏡、帽子など服飾の設計、また、ダイエット管理
や健 康管 理などの様々な分野においては、胴体のみならず顔や頭、手足などの人体全身の
三次 元形 状データの取得が要求されており、非接触かつ高速な三次元形状計測装置の開発
が期 待さ れている。
【０ ００ ３】
  三次 元計 測の手法としては、計測対象物に計測の補助となる特定の光や電波等を照射す
るこ とな く計測を行う受動型のものと、光、音波、電波などを計測対象物に照射し、その
情報 を利 用して計測を行う能動型のものとに分けられる。
【０ ００ ４】
  これ まで に、レーザを用いたパターン光を計測対象物に投影して三次元計測を行う方法
が多 数提 案されており実用化が図られている。しかしながら、レーザ光は人体に悪影響を
及ぼ す可 能性があるため、これらの方法を人体に応用することは難しい。レーザ光の強度
をで きる 限り小さくするなどの改良化がなされた三次元計測方法が、例えば特許文献１な
どに 記載 されているが、レーザ光を弱くするとその分撮影時間を長くしなければならず、
レー ザ総 光量は結果的に大きくなってしまう。従って、レーザを使わない人体の三次元計
測方 法が 確立されることが望まれる。
【０ ００ ５】
  レー ザ光 を使わない能動型の三次元計測方法による人体形状計測装置の一例が非特許文
献１ に記 載されている。この人体形状計測装置では、時系列空間コード化法を利用してお
り、 スト ライプ状の光シャッタ列によって作られた７種のコード化パターン光（グレイコ
ード パタ ーン）を計測対象物に投影し、工学的に物体を分割して三角測量の原理で計測対
象物 の座 標値を算出する。
【０ ００ ６】
  しか しな がら、非特許文献１に記載の人体形状計測装置では、１回の計測で複数回の投
影が 必要 となる。従って、高精度の計測を行うにはかなりの投影回数が必要となる。例え
ば、 非特 許文献１の人体形状計測装置に用いられている時系列空間コード化法では、１％
の奥 行き 方向計測精度を向上させるために、少なくとも７回の投影が必要となる。人体計
測に おい ては、被験者に計測の最中に長時間の静止状態を維持してもらうことは難しく、
でき る限 り投影回数を減らして三次元計測にかかる時間を短くすることが望まれる。
【０ ００ ７】
  そこ で、 上記の問題を解決するために、白黒投影カラー解析手法による三次元計測方法
が本 発明 者らによって考案されている（非特許文献２参照。）。この白黒投影カラー解析
手法 では 、まず、計測対象物に対して白黒系のパターン光を投影する。そして、その反射
光強 度情 報をより多く得るために、デジタル式カメラを用いて投影（観測）されたパター
ンの 光を 撮影する。得られたカラー投影パターン光画像の各画素の色チャンネルを解析し
、最 も強 い反射の得られた色チャンネルを該当画素の計測チャンネルとして、強度分布の
大き い計 算用画像を合成する。この計算用画像から検出された投影パターン光を形成する
一つ 一つ の個別パターン（縞）の強度分布から投影パターン光の方向角を求めて、計測対
象物 の三 次元情報を算出する。
【０ ００ ８】
【特 許文 献１】特開２００３－１１４３０号公報
【非 特許 文献１】柴田   進、山内航一郎、西尾裕志、二川貴志、佐藤幸男，第１０回画像
セン シン グシンポジウム講演論文集，画像センシング技術研究会，２００４年６月９日，
ｐ． ２５ ３－２５８
【非 特許 文献２】長   元気、盧   存偉，“ＭＰＣＡとＯＩＭＰ技術の融合によるパターン
光投 影３ 次元画像計測の効率向上”，第１０回画像センシングシンポジウム講演論文集，
画像 セン シング技術研究会，２００４年６月９日，ｐ．５３－５８
【発 明の 開示】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ９】
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  非特 許文 献２の白黒投影カラー解析手法は、一回の投影で多くの個別パターン光を持つ
パタ ーン 光を検出することができるため、時系列空間コード化法よりも短時間で精度のよ
い三 次元 計測が可能となる。しかしながら、非特許文献２の白黒投影カラー解析手法では
、計 算用 画像における投影パターン光の強度分布において、個別パターン光の極大値とな
る計 測点 の三次元情報しか求めることができないため、個別パターン光と隣接する個別パ
ター ン光 の間の情報が失われた三次元情報となってしまう。
【０ ０１ ０】
  そこ で、 本発明は、一回の投影で多くのパターン光情報を得ることができ、高速かつ高
精度 の三 次元情報を得ることができる三次元計測装置および三次元計測方法並びに三次元
計測 プロ グラム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 ０１ １】
  本発 明の 三次元計測装置は、計測対象物に投影する光のパターンを形成するパターン形
成手 段と 、計測対象物にパターン形成手段により形成されたパターンの光（以下、「パタ
ーン 光」 と称す。）を投影する投影手段と、パターン光が投影された計測対象物を撮像し
て画 像を 取得する撮像手段と、画像から投影されたパターン光（以下、「投影パターン光
」と 称す 。）を検出する投影パターン光検出手段と、投影パターン光と元のパターン光と
を比 較し て投影パターン光の方向角を算出する方向角算出手段と、投影パターン光を周期
ごと に分 割する分割手段と、分割された投影パターン光から計測点の位相値を算出する位
相値 算出 手段と、算出された位相値より計測点の奥行き距離を算出する距離算出手段と、
算出 され た計測点の奥行き距離を用いて計測対象物の三次元情報を算出する三次元情報算
出手 段と を備えることを特徴とする。
【０ ０１ ２】
  本発 明の 三次元計測装置によれば、パターン形成手段によって形成されたパターンの光
が投 影手 段により計測対象物に投影され、このパターン光が投影された計測対象物の画像
が撮 像手 段により撮像され、この撮像された画像から投影パターン光検出手段によって投
影パ ター ン光が検出されるので、一回の投影で多くの個別パターン光を持つ投影パターン
光を 検出 することができる。つまり、一回の投影で多くの投影パターン光情報を得ること
がで きる 。また、方向角算出手段により投影パターン光の各個別パターン光の方向角が算
出さ れる とともに分割手段によって投影パターン光が周期ごとに分割され、分割された投
影パ ター ン光である個別パターン光の各計測点における位相値が位相値算出手段によって
算出 され る。そして、算出された各計測点の位相値が各計測点の奥行き距離に変換して算
出さ れる ので、投影パターン光の各個別パターン光のうち強度分布が極大値となる計測点
１箇 所だ けでなく、個別パターン光の各計測点の三次元情報を得ることができ、精度の高
い三 次元 情報とすることができる。なお、パターン光および投影パターン光は、一つ一つ
の個 別パ ターン光の集合体である。
【０ ０１ ３】
  また 、本 発明の三次元計測方法は、計測対象物に投影する光パターンを形成するパター
ン形 成ス テップと、投影手段によりパターン形成ステップで形成されたパターンの光を計
測対 象物 に投影するパターン光投影ステップと、撮像手段によりパターン光が投影された
計測 対象 物を撮像して画像を取得する撮像ステップと、画像から投影されたパターン光を
検出 する 投影パターン光検出ステップと、投影パターン光と元のパターン光と比較して投
影パ ター ン光の方向角を算出する方向角算出ステップと、投影パターン光を周期ごとに分
割す る分 割ステップと、分割された投影パターン光から計測点の位相値を算出する位相値
算出 ステ ップと、算出された位相値より計測点の奥行き距離を算出する距離算出ステップ
と、 算出 された計測点の奥行き距離を用いて計測対象物の三次元情報を算出する三次元情
報算 出ス テップとを含むことを特徴とする。
【０ ０１ ４】
  さら に、 本発明の三次元計測プログラムは、コンピュータを、計測対象物に投影する光
のパ ター ンを形成するパターン形成手段と、パターン形成手段により形成されたパターン
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の光 が投 影された計測対象物が撮像された画像から投影されたパターン光を検出する投影
パタ ーン 光検出手段と、投影パターン光と元のパターン光とを比較して投影パターン光の
方向 角を 算出する方向角算出手段と、投影パターン光を周期ごとに分割する分割手段と、
分割 され た投影パターン光から計測点の位相値を算出する位相値算出手段と、算出された
位相 値よ り計測点の奥行き距離を算出する距離算出手段と、算出された計測点の奥行き距
離を 用い て計測対象物の三次元情報を算出する三次元情報算出手段として機能させること
を特 徴と する。
【０ ０１ ５】
  本発 明の 三次元計測方法および三次元計測プログラムによれば、上記本発明の三次元計
測装 置と 同様の作用効果を得ることができる。
【０ ０１ ６】
  本発 明の 三次元計測装置のパターン形成手段は、パターン光の強度分布を最適化して最
適強 度組 み合わせパターンを形成するものである方が望ましい。最適パターン形成手段が
パタ ーン 光の強度分布を最適化して最適強度組み合わせパターンを形成することによって
、注 目す る個別パターンとこれに隣接する個別パターンの各極大値の強度差を最大にする
強度 分布 の大きい最適強度組み合わせパターンが作成される。この最適強度組み合わせパ
ター ンの 光を計測対象物に投影すると、撮像手段により撮像された計測対象物の画像から
得ら れる 投影パターン光においても、注目する個別パターン光とこれに隣接する個別パタ
ーン 光の 各極大値の強度差が最大となる。従って、投影パターン光の各個別パターン光の
方向 角の 算出精度を向上させることができるとともに、投影パターン光の周期ごとの分割
も精 度よ く行うことができ、三次元計測の精度をさらに向上させることができる。
【０ ０１ ７】
  また 、本 発明の三次元計測装置は、投影パターン光検出手段により検出された投影パタ
ーン 光の 強度値を補正する強度値補正手段を備えることが望ましい。強度値補正手段によ
って 、投 影パターン光検出手段により検出された投影パターン光の強度値が補正されるの
で、 色分 布や表面反射特性が明確でない計測対象物に対しても高精度な三次元計測を行う
こと がで きる。つまり、ほぼ均一の色分布を持つ人体などだけでなく、様々な色で着色さ
れて いる ような物体であっても短時間で高精度の三次元計測を行うことができる。
【０ ０１ ８】
  また 、本 発明の三次元計測装置は、撮像手段により取得された画像内の計測対象物の位
置を 補正 する位置補正手段を備えることが望ましい。位置補正手段によって、撮像手段に
より 取得 された画像内の計測対象物の位置が補正されるので、静止物体ではない計測対象
物に 対し ても高精度な三次元計測を行うことができる。つまり、計測中に完全に静止する
こと は難 しい人や動物などに対して短時間で高精度の三次元計測を行うことができる。
【０ ０１ ９】
  また 、本 発明の三次元計測装置の三次元情報算出手段は、計測対象物の空間座標、距離
、角 度、 面積または体積を算出するものであることが望ましい。三次元情報算出手段が、
計測 対象 物の空間座標、距離、角度、面積または体積を算出するので、本発明の三次元計
測装 置を 用いることによって、計測対象物の様々な情報を得ることができる。
【０ ０２ ０】
  さら に、 本発明の三次元計測装置で用いられるパターンは縞状に形成されたものである
こと が望 ましい。パターンが縞状に形成されているので、このパターン光を投影して得ら
れた 解析 に用いる投影パターン光の強度分布をサイン波として容易に解析することができ
る。 また 、この場合、個別パターン光はパターン光および投影パターン光を形成している
一つ 一つ の縞を示す。
【発 明の 効果】
【０ ０２ １】
（１ ）パ ターン形成手段によって形成されたパターン光が計測対象物に投影手段により投
影さ れ、 パターン光が投影された計測対象物の画像が撮像手段により撮像され、この画像
から 投影 パターン光検出手段によって投影パターン光が検出されるので、一回の投影で多
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くの 投影 パターン光情報を得ることができる。また、方向角算出手段により投影パターン
光の 各個 別パターン光の方向角が算出されるとともに分割手段によって投影パターン光が
周期 ごと に分割され、分割された投影パターン光である個別パターン光の各計測点におけ
る位 相値 が位相値算出手段によって算出され、この算出された各計測点の位相値が各計測
点の 奥行 き距離に変換されるので、投影パターン光の各個別パターン光の強度分布が極大
値と なる 計測点１箇所だけでなく、個別パターン光の各計測点の三次元情報を得ることが
でき 、精 度の高い三次元情報とすることができる。
【０ ０２ ２】
（２ ）最 適パターン形成手段により作成された最適強度組み合わせパターンは、注目する
個別 パタ ーンとこれに隣接する個別パターンの各極大値の強度差を最大とする強度分布の
大き いパ ターン光となっているので、この最適強度組み合わせパターンの光を計測対象物
に投 影す ると、撮像手段により撮像された計測対象物の画像から得られる投影パターン光
にお いて も、注目する個別パターン光とこれに隣接する個別パターン光の各極大値の強度
差が 最大 となり、個別パターン光の方向角の算出精度を向上させることができるとともに
、投 影パ ターン光の周期ごとの分割も精度よく行うことができる。従って、三次元計測の
精度 をさ らに向上させることができる。
【０ ０２ ３】
（３ ）強 度値補正手段によって、投影パターン光検出手段により検出された投影パターン
光の 強度 値が補正されるので、色分布や表面反射特性が明確でない計測対象物についても
短時 間で 高精度な三次元計測を行うことができる。
【０ ０２ ４】
（４ ）位 置補正手段によって、撮像手段により取得された画像内の計測対象物の位置が補
正さ れる ので、静止物体ではない計測対象物に対しても短時間で高精度な三次元計測を行
うこ とが できる。
【０ ０２ ５】
（５ ）三 次元情報算出手段が、計測対象物の空間座標、距離、角度、面積または体積を算
出す るの で、計測対象物の様々な情報を得ることができる。
【０ ０２ ６】
（６ ）本 発明の三次元計測装置に用いられるパターンが縞状に形成されたものであるので
、解 析に 用いる投影パターン光の強度分布をサイン波として容易に解析することができる
。
【発 明を 実施するための最良の形態】
【０ ０２ ７】
  以下 、本 発明の実施の形態における三次元計測装置を図を用いて説明する。図１は本実
施形 態に おける三次元計測装置の全体構成を示す図である。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。
【０ ０２ ８】
  図１ に示 すように、本実施形態の三次元計測装置は、計測対象物Ａにパターン光を投影
する 投影 手段としてのパターン投影機１と、パターン光が投影された計測対象物Ａを撮像
して 画像 を撮像する撮像手段としてのカメラ２と、このカメラ２により撮像した画像のデ
ータ を処 理するコンピュータ３とから構成される。パターン投影機１とコンピュータ３、
カメ ラ２ とコンピュータ３は、各データを伝送することができる伝送ケーブル４によって
接続 され ている。
【０ ０２ ９】
  パタ ーン 投影機１は、コンピュータ３により形成されたパターンデータをパターン光に
変換 し、 計測対象物Ａに投影する装置として機能する。例えば、液晶プロジェクタやＤＬ
Ｐ（ デジ タルライトプロセッシング、商標）プロジェクタなど市販の簡単な装置を用いる
こと がで きる。カメラ２はデジタル式カメラである。なお、カメラ２はデジタル式カメラ
であ れば ８ビット、１２ビットのものや、３ＣＣＤ、１ＣＣＤ等のどのようなものでもよ
い。

10

20

30

40

50

( 6 ) JP  4883517  B2  2012.2.22



【０ ０３ ０】
  コン ピュ ータ３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
、カ メラ ２から伝送された画像のデータや後述する各手段により算出された結果を記憶す
る記 憶手 段１０と、記憶手段１０から画像を取得して計測対象物Ａを抽出する抽出手段１
３と 、記 憶手段１０から画像を取得して投影パターン光を検出する投影パターン光検出手
段１ ４と 、抽出手段１３により画像から抽出された計測対象物Ａの位置や、投影パターン
光検 出手 段１４により検出された投影パターン光の強度値を補正する位置補正手段および
強度 値補 正手段としての補正手段１５と、投影したパターン光と補正手段１５により強度
値が 補正 された投影パターン光とを比較して、投影パターン光の各個別パターン光の方向
角を 算出 する方向角算出手段１６と、投影パターン光を周期ごとに分割する分割手段１７
と、 分割 手段１７により分割された投影パターン光である個別パターン光から各計測点に
おけ る位 相値を算出する位相値算出手段１８と、位相値算出手段１８により算出された位
相値 より 計測点の奥行き距離を算出する距離算出手段１９と、距離算出手段１９により算
出さ れた 計測点の奥行き距離から計測対象物Ａの三次元情報を算出する三次元情報算出手
段２ ０と 、三次元情報算出手段２０により算出された三次元情報を出力する出力手段２１
とし て機 能する。
【０ ０３ １】
  また 、コ ンピュータ３は、前述の三次元計測プログラムの実行により、初期パターン形
成手 段１ １と、計測対象物Ａに投影する光のパターンを形成するパターン形成手段として
、パ ター ン光の強度分布を最適化して最適強度組み合わせパターンを形成する最適パター
ン形 成手 段１２として機能する。
【０ ０３ ２】
  初期 パタ ーン形成手段１１および最適パターン形成手段１２は形成した初期パターンを
記憶 手段 １０に記憶する。また、抽出手段１３、投影パターン光検出手段１４、補正手段
１５ 、方 向角算出手段１６、分割手段１７、位相値算出手段１８、距離算出手段１９、三
次元 情報 算出手段２０は、必要な情報を記憶手段１０から取得するとともに、結果を記憶
手段 １０ に記憶する。出力手段２１は記憶手段１０から取得した三次元情報を出力する。
【０ ０３ ３】
  初期 パタ ーン形成手段１１は、縞がない強度均一の全面投影用のパターンを形成する。
最適 パタ ーン形成手段１２は、注目する個別パターンとこれに隣接する個別パターンの各
極大 値の 強度差を最大にすることによって投影するパターン光の強度分布を最適化して最
適強 度組 み合わせパターンを形成する。
【０ ０３ ４】
  抽出 手段 １３は、パターン光が投影された計測対象物Ａを撮像した画像を記憶手段１０
から 取得 して、計測対象物Ａを抽出する。投影パターン光検出手段１４は、パターン光が
投影 され た計測対象物Ａを撮像した画像を記憶手段１０から取得して、投影パターン光の
強度 分布 を検出する。また、補正手段１５は、初期パターン光が投影された計測対象物Ａ
を撮 像し た画像と最適強度組み合わせパターン光が投影された計測対象物Ａの画像とを記
憶手 段１ ０から取得するとともに、これらの画像を比較して各画像間の計測対象物Ａの位
置を 補正 する。さらに、補正手段１５は、最適パターン形成手段１２により形成された最
適強 度組 み合わせパターン光を投影した計測対象物Ａの投影パターン光の強度分布と初期
パタ ーン 形成手段１１により形成された均一強度の初期パターン光を投影した計測対象物
Ａの 投影 パターン光の強度分布を用いて、投影パターン光の強度値を補正し、計測対象物
の色 分布 情報を除いた強度分布とする。
【０ ０３ ５】
  方向 角算 出手段１６は、計測対象物Ａに投影した最適強度組み合わせパターン光の各個
別パ ター ン強度分布の極大値と補正手段１５により強度値が補正された投影パターン光の
各個 別パ ターン強度分布の極大値とを比較し、投影パターン光のうちの注目する個別パタ
ーン 光が 、最適強度組み合わせパターン光のうちの推定される個別パターン光であるかど
うか の確 信度を求めることによって各パターン光の方向角を算出する。
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【０ ０３ ６】
  分割 手段 １７は、投影パターン光の強度分布から得られる強度値の極大値および極小値
によ り投 影パターン光を周期ごとに分割する。また、位相値算出手段１８は、分割手段１
７に より 分割された投影パターン光である個別パターン光の強度値を用いて計測点の位相
値を 算出 する。さらに、距離算出手段１９は、位相値算出手段１８により算出された各計
測点 の位 相値より各計測点の奥行き距離を算出する。
【０ ０３ ７】
  三次 元情 報算出手段２０は、距離算出手段１９により算出された各計測点の奥行き距離
から 計測 対象物Ａの三次元情報を算出する。この三次元情報には、計測対象物Ａの空間座
標、 距離 、角度、面積、および体積などが含まれる。
【０ ０３ ８】
  出力 手段 ２１は、三次元情報算出手段２０により算出された計測対象物Ａの空間座標、
距離 、角 度、面積または体積などをコンピュータ３に接続されたディスプレイ上に表示し
たり 、テ キストファイルや図面ファイルとして印刷したりする。
【０ ０３ ９】
  次に 、本 実施形態の三次元計測装置の計測の流れを図３～図６に基づいて説明する。図
３は 本実 施形態の三次元計測装置の幾何関係を示す図である。図４は本実施形態の三次元
計測 装置 を用いた三次元計測の流れを示す図である。図５は最適強度組み合わせパターン
光の 一例 を示す図であり、（ａ）はパターン、（ｂ）は強度の空間分布を示す図である。
図６ は投 影パターン光の強度分布を示す図である。
【０ ０４ ０】
  まず 、図 ３に示すような幾何関係になるように、パターン投影機１とカメラ２を一定の
距離 だけ 離して配置する。
【０ ０４ １】
  投影 する パターン光は三次元計測の計測速度および精度を左右する重要な役割を有す。
本実 施形 態では縦縞状の白黒パターン光を用いる。ここで、縞の投影方向を表す方向角は
等間 隔に 設定し、各方向角の位置を縞のアドレスと称する。本実施形態で用いるパターン
光は Ｎ本 の縞を持ち、各縞のアドレスは、それぞれ、１，２，３，・・・・，Ｎとする。
また 、各 縞の方向角はそれぞれα 1 ，α 2 ，α 3 ，・・・，α N とする。ｉ番目の縞の強度値
はＩ i とす る。
【０ ０４ ２】
  まず 、コ ンピュータ３の初期パターン形成手段１１により初期パターンを形成する。形
成さ れた 初期パターンは記憶手段１０に記憶されるとともに伝送ケーブル４により初期パ
ター ンデ ータとしてパターン投影機１に送られる。パターン投影機１に送られた初期パタ
ーン デー タは初期パターン光として計測対象物Ａに投影される。初期パターン光は縞がな
い強 度均 一の全面投影パターンである。（ステップＳ１０１，以下、図４参照。）この初
期パ ター ン形成手段１１で形成されるパターンは、通常の画像撮影で用いられる強度均一
の光 パタ ーンと同じものである。
【０ ０４ ３】
  パタ ーン 投影機１によって計測対象物Ａに投影された初期パターン光をカメラ２により
撮像 する 。撮像された画像は、伝送ケーブル４を通じて、コンピュータ３に送られ、記憶
手段 １０ に記憶される（ステップＳ１０２）。
【０ ０４ ４】
  次に 、抽 出手段１３は、あらかじめ取得しておいた背景のみの画像と初期パターン光が
投影 され た計測対象物Ａの画像とを用いて、背景差分法により計測対象物Ａを抽出する（
ステ ップ Ｓ１０３）。
【０ ０４ ５】
  最適 パタ ーン形成手段１２は、投影パターンの強度分布を最適化して図５に示すような
最適 強度 組み合わせパターンを形成する（ステップＳ１０４）。
【０ ０４ ６】
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  最適 強度 組み合わせパターンを形成するためには、まず式（１）のような評価関数ｄ（
Ｉ 1 ，Ｉ 2 ， ・・・，Ｉ N ）を定義する。
【数 １】

ただ し、 （Ｉ 1 ，Ｉ 2 ，・・・，Ｉ N ）は投影光パターンの縞の強度分布、ｋ j は重み係数で
ある 。ま た、Ｎは投影するパターンにある縞の総本数であり、Ｍは評価関数をかけるフィ
ルタ の幅 である。
【０ ０４ ７】
  最適 パタ ーン形成手段１２は、上記の評価関数ｄ（Ｉ 1 ，Ｉ 2 ，・・・，Ｉ N ）の値を最
大に する 組み合わせを最適組み合わせとし、この組み合わせを用いたパターンを最適強度
組み 合わ せパターンとする。この最適強度組み合わせパターンは、記憶手段１０に記憶さ
れる とと もに伝送ケーブル４によりパターン投影機１に伝送される。なお、最適組み合わ
せを 求め ることが困難な場合では、ｄ（Ｉ 1 ，Ｉ 2 ，・・・，Ｉ N ）の値を十分に大きくす
る組 み合 わせである準最適組み合わせを用いても構わない。本実施形態の最適パターン形
成手 段１ ２は、この準最適組み合わせを含むものとする。
【０ ０４ ８】
  パタ ーン 投影機１によって計測対象物Ａに投影された最適強度組み合わせパターン光を
カメ ラ２ により撮像する。撮像された画像は、伝送ケーブル４を通じて、コンピュータ３
に送 られ 、記憶手段１０に記憶される（ステップＳ１０５）。
【０ ０４ ９】
  ここ で、 補正手段１５は、初期パターン光が投影された計測対象物Ａの画像と、最適強
度組 み合 わせパターン光が投影された計測対象物Ａの画像とを記憶手段１０から取得する
とと もに これらの画像を比較し、最小二乗法を用いて計測対象物Ａの位置を補正する。（
ステ ップ Ｓ１０６）。
【０ ０５ ０】
  次に 、投 影パターン光検出手段１４は、記憶手段１０に記憶された画像から図６に示す
よう な投 影パターン光の強度分布を検出する（ステップＳ１０７）。
【０ ０５ １】
  ここ で、 補正手段１５は、検出された投影パターン光の強度値を以下の式（２）により
補正 する （ステップＳ１０８）。
【数 ２】

ここ で、 （ｉ，ｊ）は計測点の座標、Ｉ’は最適強度組み合わせパターン光を投影した計
測対 象物 Ａの投影パターン光の補正後の強度値、Ｉ 1 は最適強度組み合わせパターン光を
投影 した 計測対象物Ａの投影パターン光の強度値、Ｉ 0 は初期パターン光を投影した計測
対象 物Ａ の投影パターン光の強度値である。Ｍ（ｎ）は投影パターン光の強度変調関数、
ｎは パタ ーン光の縞次数、Ｏ（ｘ、ｙ）は物体の表面反射率、ｋ’，ｋは調節係数である
。ま た、 Ｐ 0 は初期パターン光の強度値である。
【０ ０５ ２】
  観測 され たｎ本（ｎ≦Ｎ）の縞の強度分布を

とし 、そ のアドレスをＳ o ＝（Ｏ 1 ，Ｏ 2 ，・・・，Ｏ N ）とする。方向角算出手段１５は、
各縞 の方 向角の位置である各縞のアドレスＯ i （１≦ｉ≦ｎ）を下記のように計算する（
ステ ップ Ｓ１０８）。
【０ ０５ ３】

10

20

30

40

50

( 9 ) JP  4883517  B2  2012.2.22



  Ｓｔ ｅｐ １：各縞のアドレスＯ i （１≦ｉ≦ｎ）を計算するために、まず、最適強度組
み合 わせ パターン光を投影した計測対象物Ａの投影パターン光のうち注目する縞の強度

と最 適強 度組み合わせパターン光の強度Ｉ j （ｊ＝１，２，・・・，Ｎ）を比較し、式（
３） を満 たすｊを注目する縞の候補アドレスとして抽出し、その集合をＧとする。
【数 ３】

ここ で、 Ａは定数であり、本実施形態では縞間強度差の最小値の２～５倍の値を取ってい
る。
【０ ０５ ４】
  Ｓｔ ｅｐ ２：次に、式（４）を用いてｉ番目の注目する縞のアドレスがｋ（ｋ∈Ｇ）で
ある 確率 Ｌ i （ｋ）を計算する。
【数 ４】

ここ で、 ｗ 1 ，ｗ 2 ，ｗ 3 は定数、またＮ 1 ≦Ｍ，Ｎ 2 ≦Ｍ，Ｓ＝ |Ｉ m a x －Ｉ m i n |である。
【０ ０５ ５】
  Ｓｔ ｅｐ ３：次に、式（５），式（６）を用いてｉ番目の縞のアドレスを求める。
【数 ５】

【数 ６】

ここ で、 Ｂは定数である。
【０ ０５ ６】
  Ｓｔ ｅｐ ４：最適強度組み合わせパターン光を投影した計測対象物Ａの投影パターン光
のう ち注 目する縞の強度

と最 適強 度組み合わせパターン光の強度Ｉ j との差が閾値Ｃより大きい場合

、も しく は計算された確率Ｌ i （ｔ）が小さく式（６）を満たさない場合には縞の欠損が
ある と判 断される。この場合、ここからτ本の縞欠損があると想定し、縞欠損を考慮した
最適 強度 組み合わせパターン光の強度Ｉ j と最適強度組み合わせパターン光を投影した計
測対 象物 Ａの投影パターン光のうち注目する縞の強度

との 比較 を行い、縞アドレスを判定する。具体的には、式（４）のｋを式（７）に修正し
て、 再度 Ｓｔｅｐ３を実行し、各縞のアドレスから方向角を算出する（ステップＳ１０９
）。
【数 ７】
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【数 ８】

ただ し、 τの記号は、＋が注目する縞の下方、－が上方に縞の欠損があることを示す。閾
値Ｃ の値 は補正手段１５が行う補正により適宜設定する。
【０ ０５ ７】
  次に 、分 割手段１７によって、図６に示すような投影パターン光の強度分布から得られ
た強 度値 の極大値および極小値により、投影パターン光を周期ごとに分割する。これによ
り、 計測 対象物Ａの奥行きはいくつかの奥行き領域Ｑに分割される（ステップＳ１１０）
。分 割手 段１７は、ステップＳ１０７により得られた強度値がＩ（Ｑ）であるＱ本目の縞
の強 度値 の極大値をＱ本目の縞の中心位置Ｔ（Ｑ）とし、この位置から縞の両側にある強
度値 の極 小値であるＢ（Ｑ－１）とＢ（Ｑ＋１）を探す。Ｂ（Ｑ－１）からＢ（Ｑ＋１）
まで の領 域はＱ本目の縞の奥行き領域Ｑとなる。抽出されたすべての縞に対しこのような
操作 を行 い、計測対象物Ａ全体をいくつかの奥行き領域に分割する。
【０ ０５ ８】
  そし て、 位相値算出手段１８は、数（９）を用いて分割手段１７により分割して得られ
た各 奥行 き領域で、投影パターン光の縞の強度値によりその位相値β（ｉ，ｊ）を算出す
る（ ステ ップＳ１１１）。
【数 ９】

ここ で、 走査方向に縞の強度が増加する場合には、Ｂ（ｉ，ｊ）＝０、減少する場合には
Ｂ（ ｉ， ｊ）＝１となる。
【０ ０５ ９】
  位相 値算 出手段１８によって算出された位相値β（ｉ，ｊ）を用いて、距離算出手段１
９は 各奥 行き領域で、計測対象物Ａの奥行き距離Ｚ（ｉ，ｊ）を式（１０）により算出す
る（ ステ ップＳ１１２）。
【数 １０ 】

ここ で、 Ｚ（Ｑ）は領域Ｑの奥行き最小値であり、ｋは定数である。
【０ ０６ ０】
  三次 元情 報算出手段２０は、投影パターン光の各縞の各計測点である画素ごとにステッ
プＳ １０ ７～ステップＳ１１２の計算により得られた値を用いて、計測対象物Ａ全体の三
次元 空間 座標を算出する。この三次元情報には空間座標、距離、角度、面積または体積な
どが 含ま れる。特に計測対象物Ａが人体の場合には、体型なども算出することができる（
ステ ップ Ｓ１１３）。
【０ ０６ １】
  すべ ての 計測結果は、コンピュータ３に接続されたディスプレイなどの出力手段２１を
用い て画 面上に表示したり、プリンタなどの別の出力手段２１によって、テキストファイ
ルや 図面 ファイルとして出力したりすることができる（ステップＳ１１４）。
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【０ ０６ ２】
  なお 、本 実施形態では、パターン投影機１とカメラ２をそれぞれ１台ずつ用いたが、計
測精 度を さらに向上させるために、図７に示すように、局所領域用のカメラ２ａ，２ｂ，
２ｃ ・・ ・を数台増設してもよい。これにより、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ことができ、この画像を用いることにより、より高精度
の三 次元 情報を算出することができる。また、図８に示すように、パターン投影機１とカ
メラ ２と を１セットとし、計測対象物Ａの周辺に複数セットを設置してもよい。これによ
り、 より 短時間で広範囲の計測を実現することができ、計測対象物Ａの三次元情報を全周
に渡 って 短時間で高精度に得ることもできるので、特に人体などを計測する際には被験者
に負 担を かけることなく計測を行うことができる。
【０ ０６ ３】
  なお 、本 実施形態では、投影するパターン光は縦縞状のものを用いたが、これに限らず
、横 縞状 、斜めに形成された縞状のものなど直線状の縞で形成されたパターンや、大きさ
の異 なる 同心円状、円形状、楕円状などの模様による円形パターンおよび多角形による角
形パ ター ンや、格子状などの複雑な模様によるパターンを用いてもよい。
【０ ０６ ４】
  また 、静 止物体を計測する場合には補正手段１５によるステップＳ１０６を省略するこ
とが でき る。これにより、計測対象物Ａの三次元情報をより短時間で得ることができる。
【実 施例 】
【０ ０６ ５】
  以下 に、 人体の三次元計測を行った結果を図９に示す。図９は本発明の三次元計測装置
を用 いて 人体を三次元計測する様子を示す図であり、（ａ）は初期パターン光を投影した
画像 、（ ｂ）は最適強度組み合わせパターン、（ｃ）は最適強度組み合わせパターン光を
投影 した 画像、（ｄ）は強度値補正を行った画像、（ｅ）奥行き距離を算出した結果を示
す画 像、 （ｆ）三次元情報をグラフィック表現した画像である。
【０ ０６ ６】
  図９ に示 すように、本発明の三次元計測装置を用いた人体の三次元計測では、良好な結
果を 得る ことができた。本発明の三次元計測精度は、計測システムのキャリブレーション
にも 依存 するが、縞本数が６０の場合、各縞の方向角の認識率が１００％であるので、奥
行き 方向 （Ｚ方向）の計測精度は９８．３％以上である。また、各縞の間の部分の計測は
強度 ・位 相解析により行い、３階調以上の計測精度を確保できれば、奥行き方向の計測精
度は ９９ ．４％以上になる。また、ＸとＹ方向の計測精度は使用されたカメラの解像度な
どに より 変わるが、Ｚ方向以上の計測精度を保証することができる。
【産 業上 の利用可能性】
【０ ０６ ７】
  本発 明は 、一回の投影で多くの個別パターンを有するパターン光を得ることができ、高
速か つ高 精度の三次元情報を得ることができるので三次元計測装置として有用である。特
に、 精度 の高い三次元情報が一回の投影で得られ、短時間で計測を行うことができること
から 、人 体の三次元計測装置としても有用であるので、特に医療、衣服設計、生活環境整
備な ど分 野での利用が可能となる。また、人体の三次元情報から体型の計測などもできる
ので 、健 康管理、ダイエットなど分野にも利用することができる。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０６ ８】
【図 １】 本実施形態における三次元計測装置の全体構成を示す図である。
【図 ２】 本実施形態における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】 本実施形態の三次元計測装置の幾何関係を示す図である。
【図 ４】 本実施形態の三次元計測装置を用いた三次元計測の流れを示す図である。
【図 ５】 最適強度組み合わせパターン光の一例を示す図であり、（ａ）はパターン、（ｂ
）は 強度 の空間分布を示す図である。
【図 ６】 投影パターン光の強度分布を示す図である。
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【図 ７】 本発明の他の実施形態を示す図である。
【図 ８】 本発明の他の実施形態を示す図である。
【図 ９】 本発明の三次元計測装置を用いて人体を三次元計測する様子を示す図であり、（
ａ） は初 期パターン光を投影した画像、（ｂ）は最適強度組み合わせパターン、（ｃ）は
最適 強度 組み合わせパターン光を投影した画像、（ｄ）は強度値補正を行った画像、（ｅ
）奥 行き 距離を算出した結果を示す画像、（ｆ）三次元情報をグラフィック表現した画像
であ る。
【符 号の 説明】
【０ ０６ ９】
  １   パタ ーン投影機
  ２， ２ａ ，２ｂ，２ｃ   カメラ
  ３   コン ピュータ
  ４   伝送 ケーブル
  １０   記 憶手段
  １１   初 期パターン形成手段
  １２   最 適パターン形成手段
  １３   抽 出手段
  １４   投 影パターン光検出手段
  １５   補 正手段
  １６   方 向角算出手段
  １７   分 割手段
  １８   位 相値算出手段
  １９   距 離算出手段
  ２０   三 次元情報算出手段
  ２１   出 力手段
【 図 ２ 】 【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ６ 】

【図 １】
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【図 ５】
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【図 ７】

【図 ８】
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【図 ９】
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