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(57)【要約】
【課題】 製作や小型化が容易であり、物体の性質や環
境に依存すること無く形状を計測可能な形状計測装置及
びそのシステムを提供する。また、光学式触覚センサへ
の応用へ応用し、光学式触覚センサ自体の機能を失わず
に新たに形状計測が可能になるような、形状及び計測触
覚情報抽出装置及びそのシステムを提供する。さらに、
形状計測装置を利用した形状計測装置を利用した硬度計
測方法及び硬度計測システムを提供する。
【解決手段】 形状計測装置１は、タッチパッド３と、
タッチパッド３の挙動を撮影するＣＣＤカメラ４を備え
る。ＣＰＵ１２は、ＣＣＤカメラ４からの画像情報を画
像処理し、画像内の色情報を利用して、タッチパッド３
内の各地点での深さを抽出する。即ち、ＣＰＵ１２は、
情報抽出手段としての機能を有している。ＣＰＵ１２は
、タッチパッド３内の各地点での深さから最終的に物体
Ｗ１の形状を抽出する。
【選択図】 図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象物との接触部である前記対象物の形状に応じて変形可能な膜（７）と、前記膜の対
象物が接触する側とは反対側から前記膜を撮影する撮像手段（４）と、前記膜の対象物が
接触する側とは反対側から前記膜に向けて光を照射する光照射手段（５）と、前記膜と接
触しており前記光照射手段から照射された光を減衰する光減衰手段（７,９）と、を含む
形状計測装置。
【請求項２】
前記膜が、前記膜の対象物が接触する側に照射された光を遮断することを特徴とする請
求項１に記載の形状計測装置。
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【請求項３】
前記膜が、対象物が接触する側とその反対側で異なる色を有していることを特徴とする
請求項１又は２に記載の形状計測装置。
【請求項４】
前記光減衰手段が、前記膜と接触する側が変形可能であり、前記膜と接触する側とは反
対側が前記膜と接触する側よりも変形しにくい光減衰性部材であることを特徴とする請求
項１〜３のいずれか１項に記載の形状計測装置。
【請求項５】
前記光減衰手段（前記部材）が、変形可能な光減衰性部材（９）と、それと接触してい
る、前記変形可能な光減衰性部材（９）よりも変形しにくい光透過性もしくは半透過性の
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部材（７）からなる請求項１〜４のいずれか１項に記載の形状計測装置。
【請求項６】
前記光減衰手段が、光の波長によって異なる減衰率を有していることを特徴とする請求
項１〜５のいずれか１項に記載の形状計測装置。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置を利用して、前記膜に接触する対象
物の形状を計測する方法であって、
前記撮像手段からの画像情報を画像処理することにより、撮影された画像の色情報を抽
出するとともに、
前記色情報と前記光照射手段から照射された光が前記光減衰手段を通過する距離に関す
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る情報との対応関係を利用して前記色情報から前記距離に関する情報を抽出する距離情報
抽出手段から、前記距離に関する情報を抽出するステップと、
前記距離から前記膜の形状を求めるステップと、
前記膜の形状から対象物の形状を求めるステップと
を含むことを特徴とする、形状計測装置を利用した形状計測方法。
【請求項８】
前記対応関係が、光が前記膜によって反射する際の前記膜の反射現象と、前記光が前記
光減衰手段を通過する際の前記光減衰手段による減衰現象と、前記光が前記光減衰手段を
通過中に生じる異なる方向への散乱現象とを考慮した、前記色情報と前記距離に関する情
報との対応関係であることを特徴とする請求項７に記載の形状計測方法。
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【請求項９】
前記対応関係が、前記色情報と、光が前記膜によって反射する際の前記膜の反射率と、
前記光が前記光減衰手段を通過する際の前記光減衰手段の減衰率と、前記光が光減衰手段
を通過中に異なる方向へ散乱する際の前記光減衰手段の散乱率とを含んだ関数を利用した
、前記色情報と前記距離に関する情報との対応関係であることを特徴とする請求項７に記
載の形状計測方法。
【請求項１０】
前記減衰率は、前記色情報と、既知である前記距離とを用いて求めることを特徴とする
請求項９に記載の形状計測方法。
【請求項１１】
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前記散乱率は、前記色情報と、既知である前記距離とを用いて前記関数の中から消去可
能であることを特徴とする請求項９又は１０に記載の形状計測方法。
【請求項１２】
前記反射率は、前記色情報と、既知である前記距離とを用いて前記関数の中から消去可
能であることを特徴とする請求項９〜１１のいずれか１項に記載の形状計測方法。
【請求項１３】
前記対応関係が、複数の前記距離の情報を抽出して求める前記膜の角度を利用すること
を特徴とする請求項７〜１２のいずれか１項に記載の形状計測方法。
【請求項１４】
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、
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前記撮像手段からの画像情報を画像処理することにより、撮影された画像の色情報を抽
出するとともに、
前記色情報と前記光照射手段から照射された光が前記光減衰手段を通過する距離に関す
る情報との対応関係を求め，前記対応関係を利用して前記色情報から前記距離に関する情
報を抽出する距離情報抽出手段と、
前記距離から前記膜の形状を求める膜形状計測手段と、
前記膜の形状から前記膜に接触した対象物の形状を求める対象物形状計測手段と
を備えることを特徴とする形状計測装置を利用した形状計測システム。
【請求項１５】
前記形状計測装置が備える膜（接触部）の対象物が接触する側とは反対側に配置された
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マーカー部と、前記膜に対象物が接触した際の前記マーカー部の挙動を撮影する前記形状
計測装置が備える撮像手段とを備えたことを特徴とする触覚情報抽出手段と、
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置からなる光学式触覚センサ。
【請求項１６】
請求項１５記載の光学式触覚センサを利用して、前記マーカー部の３次元空間での挙動
を計測する方法であって、
前記形状計測装置が備える撮像手段によって撮影した画像から、前記マーカー部の挙動
のうち前記画像上の２次元空間での挙動を求めるステップと、
前記膜形状計測手段から、前記マーカー部の挙動のうち前記空間と独立した方向の挙動
を求めるステップと
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を含むことを特徴とする、光学式触覚センサを利用した３次元マーカー位置計測方法。
【請求項１７】
請求項１５又は１６記載の光学式触覚センサを利用して、力学量及び前記膜に接触する
対象物の形状を計測する方法であって、
前記光学式触覚センサを用いて力学量を測定するステップと、
前記光学式触覚センサを用いて前記膜に接触する対象物の形状の計測するステップと
を含むことを特徴とする、光学式触覚センサを利用した力学量及び形状計測方法。
【請求項１８】
請求項１５〜１７のいずれか１項に記載の光学式触覚センサを用いて力学量を測定する
力学量測定手段と、
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前記光学式触覚センサを用いて前記膜に接触する対象物の形状の計測する形状計測手段
と
を含むことを特徴とする、光学式触覚センサを利用した力学量及び形状計測システム。
【請求項１９】
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、前記形状計測装置と対象物の間
に作用する接触力を抽出する接触力抽出手段とを利用して、対象物の硬さの分布に関する
情報を抽出する方法であって、
前記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作
用する接触力が異なるように複数の接触状態を選定するステップと、
前記接触力抽出手段を用いて、複数の前記接触状態における前記接触力をそれぞれ抽出
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するステップと、
前記形状計測装置を用いて、複数の前記接触状態における前記膜に接触する対象物の形
状をそれぞれ計測するステップと、
複数の前記接触状態における前記形状から、対象物の変形量の分布に関する情報を抽出
するステップと、
前記変形量の分布に関する情報と複数の前記接触状態における前記接触力から、対象物
の硬さの分布に関する情報を抽出するステップと
を含むことを特徴とする、形状計測装置を利用した硬度分布計測方法。
【請求項２０】
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、
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前記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作
用する接触力が異なるように複数の接触状態を選定する接触状態選定手段と、
複数の前記接触状態における前記接触力をそれぞれ抽出する接触力抽出手段と、
前記形状計測装置を用いて、複数の前記接触状態における前記膜に接触する対象物の形
状をそれぞれ計測する形状計測手段と、
複数の前記接触状態における前記形状から、対象物の変形量の分布に関する情報を抽出
する変形量分布情報抽出手段と、
前記変形量の分布に関する情報と複数の前記接触状態における前記接触力から、対象物
の硬さの分布に関する情報を抽出する硬度分布情報抽出手段と
を含むことを特徴とする、形状計測装置を利用した硬度分布計測システム。
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【請求項２１】
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、前記形状計測装置と対象物の間
に作用する接触力を抽出する接触力抽出手段と、前記形状計測装置と対象物の位置関係を
抽出する位置関係抽出手段とを利用して、対象物の硬さに関する情報を抽出する方法であ
って、
前記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作
用する接触力が異なるように複数の接触状態を選定するステップと、
前記接触力抽出手段を用いて、複数の前記接触状態における前記接触力をそれぞれ抽出
するステップと、
前記形状計測装置を用いて、複数の前記接触状態における前記膜に接触する対象物の形
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状をそれぞれ計測するステップと、
前記位置関係抽出手段を用いて、複数の前記接触状態における前記形状計測装置と対象
物の位置関係を抽出するステップと、
複数の前記接触状態における前記形状と前記位置関係から、対象物の変形量を抽出する
ステップと、
前記変形量と複数の前記接触状態における前記接触力から、対象物の硬さに関する情報
を抽出するステップと
を含むことを特徴とする、形状計測装置を利用した硬度計測方法。
【請求項２２】
請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、
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前記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作
用する接触力が異なるように複数の接触状態を選定する接触状態選定手段と、
複数の前記接触状態における前記接触力をそれぞれ抽出する接触力抽出手段と、
前記形状計測装置を用いて、複数の前記接触状態における前記膜に接触する対象物の形
状をそれぞれ計測する形状計測手段と、
複数の前記接触状態における前記形状計測装置と対象物の位置関係を抽出する位置関係
抽出手段と、
複数の前記接触状態における前記形状と前記位置関係から、対象物の変形量を抽出する
変形量抽出手段と、
前記変形量と複数の前記接触状態における前記接触力から、対象物の硬さに関する情報
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を抽出する硬度情報抽出手段と
を含むことを特徴とする、形状計測装置を利用した硬度計測システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、形状計測装置、形状計測方法、形状計測システム、光学式触覚センサ、光学
式触覚センサを利用した３次元マーカー位置計測方法、力学量及び形状計測方法、力学量
及び形状計測システム、形状計測装置を利用した硬度計測方法及び硬度計測システムに関
するものである。
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【背景技術】
【０００２】
対象物の形状を計測する装置や方法は様々な種類のものが存在し、多くの産業分野で使
用されている。大きく分けて接触式と非接触式が存在する。
非接触式では、光学式の方法が広く普及しており、例えば、スリット光源からのスリッ
ト光を対象物に照射し、投影された対象物のスリット画像を解析することで、対象物の３
次元形状を測定する技術が種々に提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
スリット光源ではなく、他のパタ−ン光像を利用している技術も存在する（例えば、特
許文献２参照）。また、複数の撮像手段を用いて異なる位置・角度から対象物を撮影し、
複数の対象物の撮影画像から画像解析によって対象物の３次元形状を測定する、ステレオ
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ビジョン法も普及している。他にも、装置から照射した赤外線が対象物に反射して再び装
置に戻ってくるまでの時間からその距離計測する赤外線TOF（Time of Flight）方式を用
いた形状計測装置や、１チップCMOS／CCDセンサ上にならぶ多くの画素一つ一つが赤外線T
OF（Time of Flight）方式により対象までの距離測定する３次元距離測定カメラ等がある
（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
接触式の形状計測装置としては、主にプロ−ブを対象物に接触させる事で対象物の形状
を走査していく方式などがある（例えば、特許文献３参照）。
形状計測方法の応用性は広く、例えば触覚センサへの応用が考えられる。触覚センサと
は、人間の皮膚のように物に触れた際の様々な触覚情報（接触力、滑り、形状、温度等）
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を取得することを目的としたセンサであり、ロボットが周囲の環境を認識し自律して行動
する場合に、触覚は非常に重要な情報となる。
【０００５】
ロボットが人と共存する社会が現実味を帯びてきている近年では、ロボット自体の運動
性能や知能を向上させ、人とロボットとの間でのコミュニケ−ション技術のレベルを向上
させるために、触覚センサの開発が数多くなされている。対象物と接触した際の対象物の
形状を認識する技術も触覚センサの課題の一つであり、触覚センサに適した形状計測装置
・方法が必要とされ、いくつか提案されている（例えば、特許文献４参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４−０８５３７１号広報
【特許文献２】特開２００５−１７２６２２号広報
【特許文献３】特開２００２−３５０１２８号広報
【特許文献４】特開２００９−１４５０８５号広報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】T. Oggier, B. Buttgen, F. Lustenberger, G. Becker, B. Ruegg, and
A. Hodac,

SwissRanger SR３０００ and first experiences based on miniaturized

３D−TOF cameras

In Proceedings of the １st Range Imaging Research Day, ２００
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５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
ところが、上記で述べた光学式の非接触形状計測方法の殆どが、対象物の表面の特性や
周囲の環境によっては計測が出来ないという課題を抱えている。対象物の表面が金属のよ
うな鏡面を有していたり、対象物が光透過性を有していたり、あるいは対象物が発光して
いる場合等では、他とは異なる光の反射や光の透過・屈折が生じてしまい、正確な計測が
できなくなる。また、対象物が黒色を有しており光吸収性が強い場合、あるいは周囲の環
境が暗いような場合には、撮像手段へ反射される光の強度が弱いため、形状に依存した光
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強度の差が現れにくく計測精度が悪化することも問題である。
【０００９】
接触式の形状計測方法では対象物表面の光学的特性や周囲の環境には依存しないが、対
象物が柔らかい場合プロ−ブ等の接触により対象物を傷つけたり、破損したりしてしまう
。
【００１０】
また、触覚センサへ応用する場合、装置の小型化・単純化やリアルタイムでの計測が要
求されるが、形状計測方法の原理や構造を考えると、これらの要求を全て満たすことは困
難である。
【００１１】
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さらに、いくつもの形状計測装置・方法が提案されているものの、それらは対象物の硬
度までは計測不可能である。触覚センサへの応用や、他の分野での利用を考える際に、形
状の計測だけでなく対象物の硬度の計測も可能であることが望ましい。
【００１２】
本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、対象物の材質、色、硬
さ等の特性に依存せず、リアルタイムでの計測が可能であり、装置の小型化・単純化も容
易であるような形状計測装置、形状計測方法、形状計測システムを提供することにある。
また、本発明の他の目的は、従来の触覚センサの能力を備えたまま、同時に対象物の形状
を計測することが可能な新しい光学式触覚センサ、力学量及び形状計測方法、力学量及び
形状計測システム、また、形状計測装置を利用した硬度計測方法及び硬度計測システムを

30

提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、対象物との接触部である前記対
象物の形状に応じて変形可能な膜と、前記膜の対象物が接触する側とは反対側から前記膜
を撮影する撮像手段と、前記膜の対象物が接触する側とは反対側から前記膜に向けて光を
照射する光照射手段と、前記膜と接触しており前記光照射手段から照射された光を減衰す
る光減衰手段と、を含む形状計測装置をその要旨とする。
【００１４】
従って、請求項１に記載の発明によると、変形可能な膜と、撮像手段と、光照射手段と
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、光減衰手段の４つで構成されており、比較的小さく簡単な構造で処理することができる
。よって、従来の光学式触覚センサのシステムと組み合わせる際やその他の分野への応用
の際に、他の形状計測装置よりも容易に応用可能となる。
【００１５】
また、対象物は膜と接触しており、接触によって対象物の形に合わせて変形した膜の情
報を、撮像手段によって解析する。つまり、対象物から直接形状情報を取得せず、膜の形
状から取得するため、対象物の材質、色、光の反射率等の特性に依存せずに計測可能とな
る。
【００１６】
さらに、対象物と接触する膜は変形可能であるため、接触時に対象物を傷つけたり、破
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損したりする事が無い。よって、対象物の硬さの特性に依存せずに計測可能となる。
なお、「変形可能な膜」は、シリコ−ンゴムなどのシリコ−ン樹脂から形成されること
が好ましいが、他のゴム類やエラストマ−などの他の弾性体から形成されていてもよい。
【００１７】
「撮像手段」としては、画像情報を電気信号として出力するカメラを用いることが好ま
しく、特にデジタルカメラを用いることが好ましい。ここで、「デジタル式カメラ」とし
ては、ＣＣＤカメラや、Ｃ−ＭＯＳ式イメ−ジセンサを用いたデジタルカメラなどが挙げ
られる。
【００１８】
請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記膜が、前記膜の対象物が接触する側
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に照射された光を遮断することをその要旨とする。
従って、請求項２に記載の発明によると、膜が外部からの光を遮断するため、対象物の
光の反射率が高い場合、対象物が発光している場合、周囲の環境で強い光が照射されてい
るような場合においても、外乱光の影響を受けずに計測可能となる。
【００１９】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２において、前記膜が、対象物が接触する側と
その反対側で異なる色を有していることをその要旨とする。
従って、請求項３に記載の発明によると、膜が対象物の接触する側とその反対側で異な
る色を有しており、色によって光の反射率、遮断率（吸収率）を変えられるため、対象物
が接触する側は光を遮断しやすい色とし、その反対側は光を遮断し難い色とすることによ
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って、膜が対象物の接触する側の光のみを遮断するような特性を持つことが可能となる。
【００２０】
また、膜は対象物が接触する側とは反対側では、光を吸収し難く反射し易いことが望ま
しい。よって膜の色は、対象物が接触する側では黒色を有し、その反対側では白色を有す
ることが望ましいが、それに近い色であればその他の色を有していても良い。
【００２１】
請求項４に記載の発明は、請求項１〜３のいずれか１項において、前記光減衰手段が、
前記膜と接触する側が変形可能であり、前記膜と接触する側とは反対側が前記膜と接触す
る側よりも変形しにくい光減衰性部材であることをその要旨とする。
【００２２】
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従って、請求項４に記載の発明によると、光減衰性を持つ部材を用いて前記光減衰手段
を実現することで、装置の小型化・単純化がさらに容易となる。
また、光減衰手段は膜と接触している側では膜の変形を妨げないように膜にあわせて変
形する必要があり、膜と接触していない側では、変形しないことが望ましい。これは、本
発明では光減衰手段の膜と接触している側とその反対側の距離の変化の情報を利用するた
め、膜と接触していない側が変形すると、膜と接触している側の変形量が計測できず、膜
の変形量が計測できないためである。
【００２３】
請求項５に記載の発明は、請求項１〜４のいずれか１項において、前記光減衰手段（前
記部材）が、変形可能な光減衰性部材と、それと接触している、前記変形可能な光減衰性
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部材よりも変形しにくい光透過性もしくは半透過性の部材からなることをその要旨とする
。
【００２４】
従って、請求項５に記載の発明によると、光減衰手段を変形可能な光減衰性部材と変形
不可能な光透過性もしくは半透過性の部材によって構成したため、請求項４に記載される
ような変形可能は側と変形不可能な側を持つ光透過性の部材が容易に実現可能となる。
【００２５】
また、変形可能な光減衰性部材は変形しやすく光を減衰させる特性を持つため、半透過
性を持つ気体、液体、弾性体のいずれかであることが望ましい。変形不可能な部材は、透
明なアクリル板であることが望ましいが、光透過性もしくは半透過性を持つ他の部材であ
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ってもよい。
【００２６】
請求項６に記載の発明は、請求項１〜５のいずれか１項において、前記光減衰手段が、
光の波長によって異なる減衰率を有していることをその要旨とする。
従って、請求項６に記載の発明によると、前記光減衰手段が光の波長によって異なる減
衰率を有しており、その減衰された光の影響は撮像手段によって撮影された画像に表れる
ため、撮影画像が複数のチャンネルを持っている場合、チャンネルによって輝度値を持つ
。請求項１０〜１２においては、波長帯域によって異なる輝度値である必要があるため、
重要な要素である。
【００２７】
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請求項７に記載の発明は、請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置を利用し
て、前記膜に接触する対象物の形状を計測する方法であって、前記撮像手段からの画像情
報を画像処理することにより、撮影された画像の色情報を抽出するとともに、前記色情報
と前記光照射手段から照射された光が前記光減衰手段を通過する距離に関する情報との対
応関係を利用して前記色情報から前記距離に関する情報を抽出する距離情報抽出手段から
、前記距離に関する情報を抽出するステップと、前記距離から前記膜の形状を求めるステ
ップと、前記膜の形状から対象物の形状を求めるステップとを含むことをその要旨とする
。
【００２８】
従って、請求項７に記載の発明によると、前記撮像手段からの画像情報を画像処理され
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ると、撮影された画像の色情報を抽出され、次に距離情報抽出手段によって、光照射手段
から照射された光が前記光減衰手段を通過する距離に関する情報を抽出され、その距離か
ら膜の形状が求まり、最終的に対象物の形状が求まる。即ち、単純な装置と画像処理によ
って対象物の形状が容易に求まり、対象物の接触領域内の範囲の形状を一度に求めること
が出来るため、リアルタイムでの形状計測が可能となる。
【００２９】
なお、前記対応関係は、例えば、予め計測した前記色情報と前記距離に関する情報を利
用して、実験的に求められた対応関係とすることができる。
請求項８に記載の発明は、請求項７において、前記対応関係が、光が前記膜によって反
射する際の前記膜の反射現象と、前記光が前記光減衰手段を通過する際の前記光減衰手段
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による減衰現象と、前記光が前記光減衰手段を通過中に生じる異なる方向への散乱現象と
を考慮した、前記色情報と前記距離に関する情報との対応関係であることをその要旨とす
る。
【００３０】
従って、請求項８に記載の発明によると、撮影された画像の色情報と光照射手段から照
射された光が光減衰手段を通過する距離の対応関係を求める際に、光減衰手段による減衰
と光減衰手段を通過中に生じる散乱を考慮するため、より実際の現象を再現した対応関係
がつくられる。
また、膜によって反射する際の前記膜の反射現象を利用するため、膜に対する光の入射角
よって変化する膜の反射率の影響を考慮され、より実際の現象を再現した対応関係がつく
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られる。
【００３１】
請求項９に記載の発明は、請求項７において、前記対応関係が、前記色情報と、光が前
記膜によって反射する際の前記膜の反射率と、前記光が前記光減衰手段を通過する際の前
記光減衰手段の減衰率と、前記光が光減衰手段を通過中に異なる方向へ散乱する際の前記
光減衰手段の散乱率とを含んだ関数を利用した、前記色情報と前記距離に関する情報との
対応関係であることをその要旨とする。
【００３２】
従って、請求項９に記載の発明によると、色情報と、反射率（反射係数）、減衰率（減
衰係数）、散乱率（散乱係数）を含む関数を利用することで、請求項８に記載された光の
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反射現象、減衰、散乱を考慮しながら、撮影された画像の色情報と光が光減衰手段を通過
する距離の対応関係を求めることが可能となる。
【００３３】
請求項１０に記載の発明は、請求項９において、前記減衰率は、前記色情報と、既知で
ある前記距離とを用いて求めることをその要旨とする。
従って、請求項１０に記載の発明によると、色情報と、実測等の手段によって求めた既
知である光が光減衰手段を通過する距離を利用することで、光減衰手段の減衰率（減衰係
数）を直接計測することなく求めることが可能となる。
【００３４】
請求項１１に記載の発明は、請求項９又は１０において、前記散乱率は、前記色情報と
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、既知である前記距離とを用いて前記関数の中から消去可能であることをその要旨とする
。
【００３５】
従って、請求項１１に記載の発明によると、光が光減衰手段を通過する距離を求めるた
めの関数の中から、光減衰手段の散乱率（散乱係数）を消去可能であるため、散乱率（散
乱係数）を直接計測することなく関数を決定することが可能となる。
【００３６】
請求項１２に記載の発明は、請求項９〜１１のいずれか１項において、前記反射率は、
前記色情報と、既知である前記距離とを用いて前記関数の中から消去可能であることをそ
の要旨とする。
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【００３７】
従って、請求項１２に記載の発明によると、光が光減衰手段を通過する距離を求めるた
めの関数の中から、膜に対する光の反射率を消去可能であるため、反射率を直接計測する
ことなく関数を決定することが可能となる。
【００３８】
請求項１３に記載の発明は、請求項７〜１２のいずれか１項において、前記対応関係が
、複数の前記距離の情報を抽出して求める前記膜の角度を利用することをその要旨とする
。
【００３９】
従って、請求項１３に記載の発明によると、請求項９〜１２に記載された方法によって
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求めた対応関係は、実際の対応関係と比べて誤差を生じている場合があるが、付近の距離
の情報を利用して膜の角度を求め、その角度と生じる誤差の対応関係を求めることで、膜
の角度の情報を利用して誤差の減少が可能となる。これによって、形状計測方法はより正
確となる。
【００４０】
請求項１４に記載の発明は、対象物との接触部である前記対象物の形状に応じて変形可
能な膜と、前記膜の対象物が接触する側とは反対側から前記膜を撮影する撮像手段と、前
記膜の対象物が接触する側とは反対側から前記膜に向けて光を照射する光照射手段と、前
記膜と接触しており前記光照射手段から照射された光を減衰する光減衰手段からなる形状
計測装置と、前記撮像手段からの画像情報を画像処理することにより、撮影された画像の
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色情報を抽出するとともに、前記色情報と前記光照射手段から照射された光が前記光減衰
手段を通過する距離に関する情報との対応関係を求め，前記対応関係を利用して前記色情
報から前記距離に関する情報を抽出する距離情報抽出手段と、前記距離から前記膜の形状
を求める膜形状計測手段と、前記膜の形状から前記膜に接触した対象物の形状を求める対
象物形状計測手段とを備えることを特徴とする形状計測装置を利用した形状計測システム
をその要旨とする。
【００４１】
従って、請求項１４に記載の発明によると、前記撮像手段からの画像情報を画像処理さ
れると、撮影された画像の色情報を抽出され、次に距離情報抽出手段によって光照射手段
から照射された光が前記光減衰手段を通過する距離に関する情報を抽出され、その距離か
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ら膜の形状が求まり、最終的に対象物の形状が求まる。即ち、単純な装置と画像処理によ
って対象物の形状が容易に求まり、対象物の接触領域内の範囲の形状を一度に求めること
が出来るため、リアルタイムでの形状計測システムが実現可能となる。
【００４２】
請求項１５に記載の発明は、前記形状計測装置が備える膜（接触部）の対象物が接触す
る側とは反対側に配置されたマーカー部と、前記膜に対象物が接触した際の前記マーカー
部の挙動を撮影する前記形状計測装置が備える撮像手段とを備えたことを特徴とする触覚
情報抽出手段と、請求項１〜６のいずれか１項に記載の前記形状計測装置からなる光学式
触覚センサをその要旨とする。
【００４３】
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従って、請求項１５に記載の発明によると、触覚部（接触部）にマーカー部が配置され
、その挙動を撮像手段によって撮影するような光学式触覚センサと、本発明の形状計測方
法・装置を組み合わせることが可能である。形状計測装置の膜にマーカー部を配置し、そ
れを形状計測装置が持つ撮像手段によって撮影すれば、マーカー部を持つ光学式触覚セン
サの機能を果たすことが可能である。即ち、この形状計測方法・装置は、触覚センサへの
応用だけでなく、従来の触覚センサの機能を保持したまま形状計測を可能とする装置を実
現できる。
【００４４】
請求項１６に記載の発明は、請求項１５記載の光学式触覚センサを利用して、前記マー
カー部の３次元空間での挙動を計測する方法であって、前記形状計測装置が備える撮像手
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段によって撮影した画像から、前記マーカー部の挙動のうち前記画像上の２次元空間での
挙動を求めるステップと、前記膜形状計測手段から、前記マーカー部の挙動のうち前記空
間と独立した方向の挙動を求めるステップとを含むことを特徴とする、光学式触覚センサ
を利用した３次元マーカー位置計測方法をその要旨とする。
【００４５】
従って、請求項１６に記載の発明によると、膜形状計測手段によって求めた膜の形状と
画像からマーカーの挙動を３次元で取得可能であるため、従来の光学式触覚センサの計測
機能がより向上する。複雑な面を持つ対称物との接触時などに対しても、マーカーの挙動
情報が３次元になったことで対応可能となる。
【００４６】
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請求項１７に記載の発明は、請求項１５又は１６記載の光学式触覚センサを利用して、
力学量及び前記膜に接触する対象物の形状を計測する方法であって、前記光学式触覚セン
サを用いて力学量を測定するステップと、前記光学式触覚センサを用いて前記膜に接触す
る対象物の形状の計測するステップとを含むことを特徴とする、光学式触覚センサを利用
した力学量及び形状計測方法をその要旨とする。
【００４７】
従って、請求項１７に記載の発明によると、触覚部（接触部）にマーカー部が配置され
、その挙動を撮像手段によって撮影するような光学式触覚センサと、本発明の形状計測方
法・装置を組み合わせることが可能である。形状計測装置の膜にマーカー部を配置し、そ
れを形状計測装置が持つ撮像手段によって撮影すれば、マーカー部を持つ光学式触覚セン

40

サの機能を果たすことが可能である。即ち、この形状計測方法・装置は、触覚センサへの
応用だけでなく、従来の触覚センサの機能を保持したまま形状計測を可能とする方法を実
現できる。
【００４８】
前記力学量としては、例えば、接触力、滑り、摩擦係数からなる群から選ばれる１種以
上が挙げられる。
請求項１８に記載の発明は、請求項１５〜１７のいずれか１項に記載の光学式触覚セン
サと、前記光学式触覚センサを用いて力学量を測定する力学量測定手段と、前記光学式触
覚センサを用いて前記膜に接触する対象物の形状の計測する前記対象物形状計測手段とを
含むことを特徴とする、光学式触覚センサを利用した力学量及び形状計測システムをその
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要旨とする。
【００４９】
従って、請求項１８に記載の発明によると、触覚部（接触部）にマーカー部が配置され
、その挙動を撮像手段によって撮影するような光学式触覚センサと、本発明の形状計測方
法・装置を組み合わせることが可能である。形状計測装置の膜にマーカー部を配置し、そ
れを形状計測装置が持つ撮像手段によって撮影すれば、マーカー部を持つ光学式触覚セン
サの機能を果たすことが可能である。即ち、この形状計測方法・装置は、触覚センサへの
応用だけでなく、従来の触覚センサの機能を保持したまま形状計測を可能とするシステム
を実現できる。
【００５０】

10

請求項１９に記載の発明は、請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、前
記形状計測装置と対象物の間に作用する接触力を抽出する接触力抽出手段とを利用して、
対象物の硬さの分布に関する情報を抽出する方法であって、前記膜と対象物が接触する際
の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作用する接触力が異なるように複
数の接触状態を選定するステップと、前記接触力抽出手段を用いて、複数の前記接触状態
における前記接触力をそれぞれ抽出するステップと、前記形状計測装置を用いて、複数の
前記接触状態における前記膜に接触する対象物の形状をそれぞれ計測するステップと、複
数の前記接触状態における前記形状から、対象物の変形量の分布に関する情報を抽出する
ステップと、前記変形量の分布に関する情報と複数の前記接触状態における前記接触力か
ら、対象物の硬さの分布に関する情報を抽出するステップとを含むことを特徴とする、形

20

状計測装置を利用した硬度分布計測方法をその要旨とする。
【００５１】
従って、請求項１９に記載の発明によると、複数の接触状態における対象物の形状を計
測することで、対象物が変形した場合の変形量の分布に関する情報が抽出可能となる。そ
して、対象物の形状計測装置が備える膜との接触領域内において、対象物の変形量の分布
と計測した接触力の分布を利用することで、対象物の接触領域内における硬度の分布に関
する情報を求める方法が実現可能となる。
【００５２】
請求項２０に記載の発明は、請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、前
記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作用す

30

る接触力が異なるように複数の接触状態を選定する接触状態選定手段と、複数の前記接触
状態における前記接触力をそれぞれ抽出する接触力抽出手段と、前記形状計測装置を用い
て、複数の前記接触状態における前記膜に接触する対象物の形状をそれぞれ計測する形状
計測手段と、複数の前記接触状態における前記形状から、対象物の変形量の分布に関する
情報を抽出する変形量分布情報抽出手段と、前記変形量の分布に関する情報と複数の前記
接触状態における前記接触力から、対象物の硬さの分布に関する情報を抽出する硬度分布
情報抽出手段とを含むことを特徴とする、形状計測装置を利用した硬度分布計測システム
をその要旨とする。
【００５３】
従って、請求項２０に記載の発明によると、複数の接触状態における対象物の形状を計

40

測することで、対象物が変形した場合の変形量の分布に関する情報が抽出可能となる。そ
して、対象物の形状計測装置が備える膜との接触領域内において、対象物の変形量の分布
と計測した接触力の分布を利用することで、対象物の接触領域内における硬度の分布に関
する情報を求めるシステムが実現可能となる。
【００５４】
請求項２１に記載の発明は、請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、前
記形状計測装置と対象物の間に作用する接触力を抽出する接触力抽出手段と、前記形状計
測装置と対象物の位置関係を抽出する位置関係抽出手段とを利用して、対象物の硬さに関
する情報を抽出する方法であって、前記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前
記形状計測装置と対象物の間に作用する接触力が異なるように複数の接触状態を選定する
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ステップと、前記接触力抽出手段を用いて、複数の前記接触状態における前記接触力をそ
れぞれ抽出するステップと、前記形状計測装置を用いて、複数の前記接触状態における前
記膜に接触する対象物の形状をそれぞれ計測するステップと、前記位置関係抽出手段を用
いて、複数の前記接触状態における前記形状計測装置と対象物の位置関係を抽出するステ
ップと、複数の前記接触状態における前記形状と前記位置関係から、対象物の変形量を抽
出するステップと、前記変形量と複数の前記接触状態における前記接触力から、対象物の
硬さに関する情報を抽出するステップとを含むことを特徴とする、形状計測装置を利用し
た硬度計測方法をその要旨とする。
【００５５】
従って、請求項２１に記載の発明によると、複数の接触状態対して、対象物の形状と形

10

状計測装置と対象物の位置関係を計測することで、対象物が変形した場合の変形量が抽出
可能となる。そして、この対象物の変形量と計測した接触力を利用することで、対象物の
硬度に関する情報を求める方法が実現可能となる。
【００５６】
請求項２２に記載の発明は、請求項１〜６のいずれか１項に記載の形状計測装置と、前
記膜と対象物が接触する際の接触状態に対して、前記形状計測装置と対象物の間に作用す
る接触力が異なるように複数の接触状態を選定する接触状態選定手段と、複数の前記接触
状態における前記接触力をそれぞれ抽出する接触力抽出手段と、前記形状計測装置を用い
て、複数の前記接触状態における前記膜に接触する対象物をそれぞれ形状の計測する形状
計測手段と、複数の前記接触状態における前記形状計測装置と対象物の位置関係を抽出す

20

る位置関係抽出手段と、複数の前記接触状態における前記形状と前記位置関係から、対象
物の変形量を抽出する変形量抽出手段と、前記変形量と複数の前記接触状態における前記
接触力から、対象物の硬さに関する情報を抽出する硬度情報抽出手段とを含むことを特徴
とする、形状計測装置を利用した硬度計測システムをその要旨とする。
【００５７】
従って、請求項２２に記載の発明によると、複数の接触状態対して、対象物の形状と形
状計測装置と対象物の位置関係を計測することで、対象物が変形した場合の変形量が抽出
可能となる。そして、この対象物の変形量と計測した接触力を利用することで、対象物の
硬度に関する情報を求めるシステムが実現可能となる。
【発明の効果】

30

【００５８】
以上詳述したように、請求項１に記載の発明によれば、形状計測装置の製作が容易にな
り、形状計測装置の小型化が容易になる。また，従来の光学式触覚センサのシステムやそ
の他の分野への応用が容易になる。さらに，対象物の材質、色、光の反射率等の特性に依
存せずに対象物の形状を計測可能となる。
【００５９】
請求項２に記載の発明によれば、対象物の光の反射率が高い場合、対象物が発光してい
る場合、周囲の環境で強い光が照射されているような場合においても、外乱光の影響を受
けずに対象物の形状を計測可能となる。
【００６０】

40

請求項３に記載の発明によれば、膜が対象物の接触する側の光のみを遮断するような特
性を持つことが可能となる。
請求項４に記載の発明によれば、装置の小型化・単純化がさらに容易となる。
【００６１】
請求項５に記載の発明によれば、膜の形状に応じて変形可能は側と、その側よりも変形
しにくい側を持つ光透過性の部材の部材の製作が容易になる。
請求項６に記載の発明によれば、請求項１０〜１２に記載の発明より効果的にすることが
可能となる．
請求項７に記載の発明によれば、小型で単純な装置と画像処理によって対象物の形状が
容易に求まり、対象物の接触領域内の範囲の形状を一度に求めることが可能となり，さら
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にリアルタイムでの形状計測が可能となる。
【００６２】
請求項８に記載の発明によれば、対象の形状を求めるための理論がより実際の現象と近
いものになる。
請求項９に記載の発明によれば、光の反射現象、減衰、散乱を考慮しながら、画像処理
によって解析した画像の輝度値と光が光減衰手段を通過する距離の対応関係を求めること
が可能となる。
【００６３】
請求項１０に記載の発明によれば、光減衰手段の減衰率（減衰係数）を直接計測するこ
となく求めることが可能となる。

10

請求項１１に記載の発明によれば、光減衰手段の散乱率（散乱係数）を直接計測するこ
となく，画像の輝度値と光が光減衰手段を通過する距離の対応関係を表す関数を決定する
ことが可能となる。
【００６４】
請求項１２に記載の発明によれば、膜の光に対する反射率を直接計測することなく，画
像の輝度値と光が光減衰手段を通過する距離の対応関係を表す関数を決定することが可能
となる。
【００６５】
請求項１３に記載の発明によれば、計測した形状の誤差に対する補正が可能となり、形
状計測方法はより正確となる。

20

請求項１４に記載の発明によれば、小型で単純な装置と画像処理によって対象物の形状
が容易に求まり、対象物の接触領域内の範囲の形状を一度に求めることが可能となり，さ
らにリアルタイムでの形状計測が可能なシステムが実現される．
請求項１５に記載の発明によれば、形状計測方法を触覚センサへ応用するとともに、従
来の触覚センサの機能を保持したまま形状計測を可能とする装置を実現できる。
【００６６】
請求項１６に記載の発明によれば、従来の光学式触覚センサの計測機能がより向上する
。複雑な面を持つ対称物との接触時などに対しても、マーカーの挙動情報が３次元になっ
たことで対応可能となる。
【００６７】

30

請求項１７に記載の発明によれば、形状計測方法を触覚センサへ応用するとともに、従
来の触覚センサの機能を保持したまま形状計測を可能とする方法を実現できる。
請求項１８に記載の発明によれば、形状計測方法を触覚センサへ応用するとともに、従
来の触覚センサの機能を保持したまま形状計測を可能とするシステムを実現できる。
【００６８】
請求項１９に記載の発明によれば、形状計測装置を利用して対象物の硬度の分布に関す
る情報を抽出する方法を実現できる。
請求項２０に記載の発明によれば、形状計測装置を利用して対象物の硬度の分布に関す
る情報を抽出するシステムを実現できる。
【００６９】

40

請求項２１に記載の発明によれば、形状計測装置を利用して対象物の硬度に関する情報
を抽出する方法を実現できる。
請求項２２に記載の発明によれば、形状計測装置を利用して対象物の硬度に関する情報
を抽出するシステムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明における形状計測装置を示す全体斜視図。
【図２】タッチパッドの全体斜視図。
【図３】形状計測システムの構成を示すブロック図。
【図４】光がタッチパッド内を進む際の挙動を示す図。
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【図５】形状計測システムによる処理の概略を示すフローチャート。
【図６】対象物非接触時における、形状計測システムによる形状計測の結果を示す図。
【図７】対象物接触時における、形状計測システムによる形状計測の結果を示す図。
【図８】形状計測が備える膜の半球状の部分において、物体と接触する側とは反対側に配
置されたマーカー部としてのドットパタ−ンを示す図。
【図９】形状計測システムによる処理の概略を示すフローチャート。
【図１０】形状計測装置による対象物の硬度分布抽出方法の処理の概略を示すフローチャ
ート。
【図１１】形状計測装置による対象物の硬度抽出システムの構成を示すブロック図。
【図１２】形状計測装置による対象物の硬度抽出方法の処理の概略を示すフローチャート

10

。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
［第１の実施形態］
以下、本発明を形状計測システムに具体化した第１の実施形態を、図１〜図５に基づき
詳細に説明する。
【００７２】
図１に示されるように、形状計測装置１を構成するケ−シング２の先端側には、板と半
球を接合した形状を持つタッチパッド３（接触部）が設けられている。ケ−シング２内に
は、撮像手段としてのＣＣＤカメラ４配置されている。ＣＣＤカメラ４は、タッチパッド

20

３において、物体Ｗ１と接触する側とは反対側に配置されている。ケ−シング２内には、
光照射手段としての照明５が配置されている。照明５は、タッチパッド３において、物体
Ｗ１と接触する側とは反対側に配置されている。ＣＣＤカメラ４は、タッチパッド３を背
面側から撮影するようになっている。
【００７３】
図２に示されるように、タッチパッドは、変形可能な膜６、光透過性の板７、膜６と板
７を固定するための固定具８で構成されており、板７と固定具８で膜６を挟んで固定した
状態になっている。膜６と板７の間には、光減衰手段としての液体９が封入されている。
【００７４】
ＣＣＤカメラ４は、赤、緑、青の３チャンネルのＣＣＤカメラである。２チャンネル以
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上のカメラであれば良く、ＣＣＤカメラでなくＣ−ＭＯＳカメラであっても良い。
照明５は、同軸落射照明（ＣＣＳ製：ＬＦＶ−５０ＳＷ２）を使用した。また、照明５
から照射された光が板７で反射した際に、その成分がＣＣＤカメラ４内に進入するのを防
ぐために、照明５に偏光板（ＣＣＳ製：ＰＬ−ＬＦＶ−５０ＳＷ２）を装着し、ＣＣＤカ
メラ４に偏光フィルタ−を装着した。また、照明５は、光が照射される位置（光源位置）
と光が照射される方向が分かるものであれば、他の点光源や面光源であっても良い。
【００７５】
膜６の厚さは一様であることが望ましいが、一様でなくても各部分の厚さの情報があれ
ばよい。膜６の形状は自由曲面であり、液体９を封入可能な構造であれば平坦な形状など
でも良い。また、膜６は透明シリコ−ンゴム（信越シリコ−ン製：ＫＥ−１９５０−１０
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）に黒色の着色剤を混ぜて形成した厚さ０.５ｍｍの黒色の膜と、透明シリコ−ンゴム（
信越シリコ−ン製：ＫＥ−１９５０−１０）に白色の着色剤を混ぜて形成した厚さ０.５
ｍｍの白色の膜を張り合わせて形成したものである。従って、膜６は物体Ｗ１と接触する
側は黒色を有し、その反対側は白色を有する。
【００７６】
板７は透明なアクリル板であるが、光透過性であり計測時に変形しない程の硬さを持っ
ていれば他の材質でも良い。
板８は金属製の板であるが、計測時に変形しない程の硬さを持っていれば他の材質でも
良い。
【００７７】
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液体９は水道水に赤色顔料（ＺＥＢＲＡ製：JK−０５）を溶かした赤色半透明の水であ
るが、顔料を含み変形可能な物質であれば、水以外の液体や、ゲル、気体、弾性体等でも
良い。また、顔料の色は赤色でなくても、光の波長帯域によって異なる反射率や散乱率、
減衰率を持つ色の顔料であれば良い。さらに、顔料でなくても同程度の大きさであれば他
の粒子であっても良い。顔料の濃度としては、赤色半透明の水の内部に浸入する光を減衰
させる際の減衰係数によって、好ましい範囲が決定される。本実施形態では、光の波長が
約５８０〜７００ｎｍである波長帯域の光に対する減衰係数が約０．０２９（１／ｍｍ）
であり、光の波長が約５００〜５７０ｎｍである波長帯域の光に対する減衰係数が約０．
０３４（１／ｍｍ）である。それに近い値であれば他の減衰係数であっても良い。
【００７８】

10

即ち、図１及び図２に示される形状計測装置では、照明５から照射された光はタッチパ
ッド３の内部に封入された液体９を通過し、膜６に反射した後、再び液体９を通過し、最
終的にＣＣＤカメラ５へ進入する。
【００７９】
図３に示されるように、形状計測装置１を備える形状計測システム１０は、形状計測シ
ステム１０全体を制御する制御部１１を備えている。制御部１１はＣＰＵ１２を備えてお
り、ＣＰＵ１２には、ＲＯＭ１３、ＲＡＭ１４及び入出力ポ−ト（Ｉ／Ｏポ−ト）１５が
接続されている。ＣＰＵ１２は、形状計測システム１０全体を制御するための各種処理を
実行し、その処理結果を所定の制御信号として出力するようになっている。ＲＯＭ１３に
は、形状計測システム１０を制御するための制御プログラムなどが記憶されている。また
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、ＲＡＭ１４には、形状計測システム１０の動作に必要な各種の情報が一時的に記憶され
るようになっている。さらに、入出力ポ−ト１５には、前記ＣＣＤカメラ４及び前記照明
５が接続されている。ＣＰＵ１２には、前記タッチパッド３を撮影することでＣＣＤカメ
ラ４から入力される画像情報が、入出力ポ−ト１５を介して入力されるようになっている
。それとともに、ＣＰＵ１２は、照明５を点灯させるための信号を、入出力ポ−ト１５を
介して照明５に対して出力するようになっている。
【００８０】
図３に示されるＣＰＵ１２は、入出力ポ−ト１５を介して一定時間ごと（本実施形態で
は１００ｍｓごと）に入力されたＣＣＤカメラ４からの画像情報を画像処理するようにな
っている。なお、一定時間ごとに取得した画像情報は、ＲＡＭ１４の記憶領域に一定期間

30

記憶されるとともに、古いものから順次消去されるようになっている。また、画像処理ソ
フトウェアとしては、市販のもの（ＭＶＴｅｃ社製：ＨＡＬＣＯＮ）が用いられている。
そして、ＣＰＵ１２は、撮影された画像の色情報を利用して、タッチパッド３内の各地点
での深さＬ１（図４参照）を抽出するようになっている。即ち、ＣＰＵ１２は、情報抽出
手段としての機能を有している。
【００８１】
なお、タッチパッド３内の各地点での深さＬ１を抽出する方法は以下の通りである。タ
ッチパッド３の内部が赤色半透明の液体９で満たされているため、タッチパッド３をＣＣ
Ｄカメラ４にて撮影した画像では、タッチパッド３の内部が赤く見える。これは、照明５
から照射された光がタッチパッド３の内部に封入された液体９を通過し、膜６に反射した
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後、再び液体９を通過し、最終的にＣＣＤカメラ４へ進入する際に、液体９によって赤色
の波長帯域以外の帯域の光が減衰させられたからである。従って、照明５から照射された
光が液体９を通過する距離Ｌ１＋Ｌ２（図４参照）に依存して、ＣＣＤカメラ４へ進入す
る光の強度は異なり、それに伴い撮影画像の各画素における赤、緑、青チャンネルの輝度
値にも変化が生じる。即ち、光が液体９を通過する距離Ｌ１＋Ｌ２と撮影画像の各画素の
輝度値の関係を表す関数を求めることで、各画素の輝度値から光が液体９を通過する距離
Ｌ１＋Ｌ２を求めることが可能となり、最終的にタッチパッド３内の各地点での深さＬ１
が求まる。
【００８２】
図４に示されるように、照明５から照射された光１６はタッチパッド３内へ進入し、膜
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６に反射し、CCDカメラ４へと進入する。このとき、一つの画素Ｐ（図にはありません）
の撮影範囲である３次元の領域Ｖ１を定義すると、画素Ｐが受け取る光量は、領域Ｖ１内
を進む光の光量の和として考えることが出来る。
【００８３】
ここで、領域Ｖ１内を進む光は大きく分けて、膜６で反射した光１７と、液体９に混入
している顔料１８によって反射した光１９の二種類が存在する。
膜６で反射した光１７は、以下のように求める。光１６が板７を通過した直後の単位面
積辺りの光強度をＩ０とし、光１６が膜６に届いた瞬間の単位面積辺りの光強度をＩ１と
すると、Ｉ１＝Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ０×Ｌ１）（式１）となり、光が進んだ距離に依存し
て光強度が変化する。ここで、Ｃ０は液体９による光の減衰率である。これを踏まえて、
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さらに、膜６での光の反射率をＲ１、板７での光の透過率をＲ２、膜６で反射した光１７
が板７を通過した後の単位面積辺りの光強度をＩ２と定義すると、Ｉ２＝ Ｒ１× Ｒ２×
Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ０×（Ｌ１＋Ｌ２））（式２）となる。
【００８４】
次に、深さＬ３の地点で液体９に混入している顔料１８によって反射した光１９の強度
を求める。深さＬ３の地点で顔料１８によって反射する光１９の単位面積辺りの強度はＣ
０×Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ０×Ｌ３）ΔＬ３（式３）となる。よって、顔料１８での光の反
射率をＲ３、光１９が板７を通過した後の単位面積辺りの光強度をＩ３と定義すると、Ｉ
３＝Ｃ０×Ｒ３×Ｒ２×Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ０×（Ｌ３＋Ｌ４））ΔＬ３（式４）のよう
に与えられる。
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【００８５】
ここで、深さＬ３の地点での領域Ｖ１が持つ面積Ａ２を考える。Ａ２は幾何学的に求め
られ、深さＬ３の一次関数としてＡ２＝Ａ３×（Ｌ３＋Ｈ２）（式５）で与えられる。た
だし、Ａ３及びＨ２は定数である。Ａ３に関しては後述の式変形によって消去されるため
求める必要は無く、Ｈ２に関しては図４から幾何学的に考えることで、ＣＣＤカメラ４か
ら板７までの距離と、板７での屈折率を用いて求めることが可能である。
【００８６】
そして、上記のＩ２及びＩ３の和が、画素Ｐが受け取る光量の合計となるので、これを
Ｉ４と定義すると、
Ｉ４＝Ａ１×Ｉ２＋∫Ｉ３×Ａ２＝Ａ１×Ｒ１×Ｒ２×Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ０×（Ｌ１＋
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Ｌ２））＋Ａ３×Ｒ３×Ｒ２×Ｉ０×（Ｈ２／Ｋ＋１／（Ｃ０×Ｋ×Ｋ）−（（Ｌ１＋Ｈ
２）／Ｋ）＋１／（Ｃ０×Ｋ×Ｋ））×ｅｘｐ（−Ｃ０×（Ｌ１＋Ｌ２）））（式６）
となる。ただし、Ｋ＝（Ｌ１＋Ｌ２）／Ｌ２とおいた。
【００８７】
次に、この式６を画素Ｐの赤、緑チャンネルの輝度値と対応づける。ここでは、赤、緑
の２チャンネルを利用するが、赤、青の２チャンネルでも良い。各チャンネルの輝度値は
、各チャンネルが受け取る波長帯域の光の強度に比例しているため、上記の式６を基に、
赤、緑チャンネルの輝度値をそれぞれ、Ｂ１、Ｂ２と定義すると、
Ｂ１＝Ｄ１×Ａ１×Ｉ２×Ｒ１×Ｒ２×Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ１×（Ｌ１＋Ｌ２））＋Ｄ１
×Ａ３×Ｒ４×Ｒ２×Ｉ０×（Ｈ２／Ｋ＋１／（Ｃ１×Ｋ×Ｋ）−（（Ｌ１＋Ｈ２）／Ｋ
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）＋１／（Ｃ１×Ｋ×Ｋ））× ｅｘｐ（−Ｃ１×（Ｌ１＋Ｌ２）） （式７）
Ｂ２＝Ｄ２×Ａ１×Ｉ２×Ｒ１×Ｒ２×Ｉ０×ｅｘｐ（−Ｃ２×（Ｌ１＋Ｌ２）） （式
８）
と表現できる。ここで、Ｄ１及びＤ２は定数であり、Ｃ１を画素の赤チャンネルが受け取
る波長帯域の光に対する液体９による減衰率、Ｃ２を画素の緑チャンネルが受け取る波長
帯域の光に対する液体９による減衰率、Ｒ４を画素の赤チャンネルが受け取る波長帯域の
光に対する顔料１８での反射率と定義した。ただし、顔料１８は赤色を有しており、緑チ
ャンネルが受け取る波長帯域の光は殆ど吸収するため、顔料１８による反射成分を近似的
に０として上記の式８を求めた。
【００８８】
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最終的に上記の式８及び９を連立し、変形することによって、膜６の反射率Ｒ１を消去
可能となる。反射率Ｒ１は光１６の入射角や膜６の色に対して複雑に依存しているため、
これらを消去できることは式が解き易くなることにつながる。
【００８９】
さらに、物体Ｗ１が接触していない時の、深さＬ１及び、赤、緑チャンネルの輝度値Ｂ
１、Ｂ２を予め計測しておき、これらをそれぞれ、Ｌ５、Ｂ３、Ｂ４と定義する。Ｌ５、
Ｂ３、Ｂ４はＬ１、Ｂ１、Ｂ２の初期値として用いられる。そして、Ｌ５、Ｂ３、Ｂ４及
びＬ１、Ｂ１、Ｂ２を用いて上記の式８及び９を変形することで、
（Ｂ２×ｅｘｐ（Ｃ２×Ｋ×Ｌ１）−Ｄ３×Ｂ１×ｅｘｐ（Ｃ１×Ｋ×Ｌ１））／（Ｃ１
×Ｋ×Ｌ１＋（Ｃ１×Ｋ×Ｈ２＋１）×（１−ｅｘｐ（Ｃ１×Ｋ×Ｌ１）））＝（Ｂ４×
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ｅｘｐ（Ｃ２×Ｋ×Ｌ５）−Ｄ３× Ｂ３×ｅｘｐ（Ｃ１×Ｋ×Ｌ５））／（Ｃ１×Ｋ×
Ｌ５＋（Ｃ１×Ｋ×Ｈ２＋１）×（１−ｅｘｐ（Ｃ１×Ｋ×Ｌ５））） （式９）
が与えられる。ここで、Ｄ３は定数である。これによって、顔料１８の反射率Ｒ４も消去
される。反射率Ｒ４は光１６の入射角や顔料１８の色等に対して複雑に依存しているため
、これらを消去できることは式が解き易くなることにつながる。そして、この式９を解く
ことで、画素Ｐの赤、緑チャンネルの輝度値Ｂ１、Ｂ２から、タッチパッド３の深さＬ１
を求めることが可能となる。
【００９０】
ただし、式９を解くためには、定数Ｄ３、画素の赤チャンネルが受け取る波長帯域の光
に対する液体９による減衰率Ｃ１、緑チャンネルが受け取る波長帯域の光に対する液体９
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による減衰率Ｃ２の値が必要となる。この３つの未知量を求めるために、異なる深さＬ１
に対して、３種類の異なるL１、B１、B２の組を予め計測して用意する。この３つの組を
それぞれ式９に代入することで、Ｄ３、Ｃ１、Ｃ２を求めるための非線形連立方程式が完
成する。この非線形連立方程式を、ニュ−トン法等を利用して解くことで、Ｄ３、Ｃ１、
Ｃ２の値を求めることが可能となる。
【００９１】
次に、タッチパッド３内の各地点での深さＬ１を式９によって求めた際の、実際の真値
に対する誤差を補正する。物体Ｗ１が接触していない時と比較して、膜６の角度が大きく
変化した時に深さＬ１の真値に対する誤差が大きくなることを実験的に仮定した。また、
誤差の大きさを深さＬ１に依存していることも実験的に仮定した。この二つの過程から、
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タッチパッド３内のある地点での深さＬ１に対して、その周囲のいくつか地点での深さの
値を用いて膜６の角度を求め、その角度と深さＬ１を利用して真値に対する誤差を減らす
ための関数を、実測値を利用して求める。その関数を利用することで、膜６の角度と深さ
Ｌ１から真値に対する誤差が求まり補正が可能となる。
【００９２】
以上が、タッチパッド３内の各地点での深さＬ１を抽出する方法である。
次に、形状計測システム１０による物体Ｗ１の形状の計測方法を説明する。
図５に示されるように、ステップＳ１１０においてタッチパッド３が物体Ｗ１に接触す
ると、ＣＰＵ１２は、タッチパッド３の挙動を撮影することでＣＣＤカメラ４から入力さ
れる画像情報を取り込み（ステップＳ１２０）、画像処理を行う（ステップＳ１３０）。
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そして、ＣＰＵ１２は、撮影された画像の色情報を利用して、タッチパッド３内の全ての
地点での深さＬ１を抽出する（ステップＳ１４０）。このとき、タッチパッド３内の全て
の地点での深さが、即ち膜６の物体Ｗ１が接触しない側の形状である。次に、ＣＰＵ１２
は、膜６の物体Ｗ１が接触しない側の形状から各地点における膜６の角度を求め、膜６の
厚さが１ｍｍであることと膜６の角度から、膜６の厚みの深さＬ１と同一方向成分（膜６
の内側と外側の深さの差）を求め、その値を深さＬ１に加算することによって、膜６の物
体Ｗ１が接触する側の形状を抽出する（ステップＳ１５０）。
【００９３】
このとき、膜６と物体Ｗ１の間の接触領域内において、膜６の物体Ｗ１が接触する側の
形状が、即ち物体Ｗ１の形状であるため、ステップＳ１１０からステップＳ１５０までの
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処理を行うことで、物体Ｗ１の形状が計測可能となる。
【００９４】
従って、本実施形態によれば以下の効果を得ることができる。
（１）本実施形態の形状計測装置１および形状計測システム１０では、タッチパッド３
と、ＣＣＤカメラ４と、照明５の３つで構成されており、比較的小さく簡単な構造で処理
することができる。よって、従来の光学式触覚センサのシステムと組み合わせる際やその
他の分野への応用の際に、他の形状計測装置よりも容易に応用可能となる。また、物体Ｗ
１はタッチパッド３の膜６と接触しており、接触によって物体Ｗ１の形に合わせて変形し
た膜６の情報を、撮像手段によって解析する。そして、膜６は物体Ｗ１の接触する側の光
を遮断する。従って、物体Ｗ１を傷つけたり、破損したりする事なく、また、物体Ｗ１の
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材質、色、光の反射率、発光性等の特性や、周囲の環境に依存することなく、物体Ｗ１の
形状を計測可能となる。さらに、単純な装置と画像処理によって物体Ｗ１の形状が容易に
求まり、物体Ｗ１の接触領域内の範囲の形状を一度に求めることが出来るため、リアルタ
イムでの形状計測が可能となる。
【００９５】
図６及び図７に、形状計測システム１０による膜６の形状の計測結果を示す。ここで、
図６及び図７において、実験結果は、タッチパッド３を側面から見たときの形状として示
されている。Ｆｒｏｍ

ｓｉｄｅ

ｃａｍｅｒａのグラフが膜６の形状を側面から他の撮

影手段によって撮影し、画像解析によって形状を求めたものである。Ｗｉｔｈｏｕｔ

ｃ

ｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎのグラフは形状計測システム１０において補正を行わなかった場
合の結果であり、Ｗｉｔｈ
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ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎのグラフは形状計測システム１０

において補正も含めて行った場合の結果である。図６は物体Ｗ１が接触していない時の結
果であり、補正の有無によらず平均誤差が０.１６ｍｍ程度、標準偏差が０.１０ｍｍ程度
であった。図７は物体Ｗ１が接触した時の結果であり、補正が無い場合、平均誤差が０.
５３ｍｍ程度、標準偏差が０.３９ｍｍ程度であり、補正がある場合、平均誤差が０.４３
ｍｍ程度、標準偏差が０.２４ｍｍ程度であった。これらの数値及び図６、図７から、形
状計測システム１０による計測は実用性のある精度を十分に達成可能であることを示して
いる。
【００９６】
（２）本実施形態では、照明５から照射された光が液体９内を通過する距離を計算する
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ことで、タッチパッド３内の各地点での深さＬ１の深さを求めた。この際、膜６に対する
反射現象、液体９内での減衰現象、顔料１８に対する反射現象を考慮した深さＬ１の関数
を求めることで、実際の現象を忠実に再現した計測方法となり、より正確に計測可能とな
る。また、予め計測しておいた、深さＬ１及び赤、緑チャンネルの輝度値を利用すること
で、膜６の反射率及び顔料１８の反射率を、深さＬ１を求める関数の中から消去可能し、
関数内に含まれる未知数も求めることが出来る。これによって、深さＬ１を求める関数は
より容易に解くが可能となる。さらに、いくつかの深さＬ１の情報を利用して、タッチパ
ッド３内の各地点での深さの真値に対する誤差の補正が可能となる。これによって、形状
計測方法はより正確となる。
［第２の実施形態］
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次に、図１〜９に基づき第２の実施形態を説明する。なお、第１の実施形態と共通して
いる箇所については、同一の番号を付す代わりに、その詳細な説明を省略する。
【００９７】
本実施形態は、前記第１の実施形態を光学式触覚センサへ応用したシステムである。
図８に示されるように、膜６の半球状の部分において物体と接触する側とは反対側に、
マーカー部としてのドットパタ−ン２０を配置する。
【００９８】
ここで、ドットパターン２０は、格子状の模様や、三角形の網目状、六角形の網目状（
ハニカム状）などの他の模様であってもよい。
これによって、形状計測装置１は形状計測システム１０を可能とした状態で、マーカー
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部の配置された弾性体と撮像手段からなる光学式触覚センサとしても成立する。
【００９９】
次に、形状計測システム１０による物体Ｗ１の形状と触覚情報の同時取得方法を説明す
る。
図９に示されるように、ステップＳ１６０においてタッチパッド３が物体Ｗ１に接触す
ると、ＣＰＵ１２は、タッチパッド３の挙動を撮影することでＣＣＤカメラ４から入力さ
れる画像情報を取り込み（ステップＳ１７０）、画像処理を行う（ステップＳ１８０）。
次に、ＣＰＵ１２は、撮影された画像の色情報を利用して、タッチパッド３内の全ての地
点での深さＬ１を抽出し、物体Ｗ１の形状を抽出することが可能となる（ステップＳ１９
０〜Ｓ２００）。さらに、ＣＰＵ１２は、撮影された画像情報と深さＬ１を利用して、ド
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ットパタ−ン２０の３次元空間での挙動を抽出する（ステップＳ２１０）。そして、ＣＰ
Ｕ１２は、触覚情報抽出手段に基づいて、ドットパタ−ン２０の３次元空間での挙動から
触覚情報を抽出する（ステップＳ２２０）。以上のステップ１６０〜２２０によって、物
体Ｗ１の形状と触覚情報の同時取得が可能となる。
【０１００】
なお、ドットパタ−ン２０の３次元空間での挙動を抽出する方法は以下の通りである。
ＣＣＤカメラ４から入力される画像情報を用いて、ドットパタ−ン２０に対して画像上
の２次元空間における挙動を抽出可能となる。それに加え、ステップＳ１９０〜Ｓ２００
で求めたタッチパッド３内のドットパタ−ン２０が配置された地点での深さＬ１の情報を
利用すれば、画像上の２次元空間と異なる方向のドットパタ−ン２０の挙動を抽出するこ
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とが可能となる。
【０１０１】
また、触覚情報抽出手段に基づいてドットパタ−ン２０の挙動から触覚情報を抽出する
方法は、形状計測システム１０に組み合わせる光学式触覚センサ及びそのシステムによっ
て異なる。
【０１０２】
従って、本実施形態によれば以下の効果を得ることができる。
（１）本実施形態の形状計測装置１および形状計測システム１０では、タッチパッド３
と、ＣＣＤカメラ４と、照明５の３つで構成されており、比較的小さく簡単な構造で処理
することができる。よって、従来の光学式触覚センサのシステムと組み合わせる際やその
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他の分野への応用の際に、他の形状計測装置よりも容易に応用可能となる。そして、膜６
にマーカー部を配置したことで、その挙動を撮像手段によって撮影するような光学式触覚
センサと、本発明の形状計測方法・装置を組み合わせることが可能である。即ち、この形
状計測方法・装置は、触覚センサへの応用だけでなく、従来の触覚センサの機能を保持し
たまま形状計測を可能とする装置及びシステムを実現できる。
【０１０３】
（２）本実施形態では、タッチパッド３内のドットパタ−ン２０が配置された地点での
深さＬ１の情報を利用すれば、画像上の二次元空間と異なる方向のドットパタ−ン２０の
挙動を抽出することが可能となり、従来の光学式触覚センサの計測機能がより向上する。
複雑な面を持つ対称物との接触時などに対しても、マーカーの位置情報が３次元になった

40

ことで対応可能となる。
［第３の実施形態］
次に、図１〜９に基づき第３の実施形態を説明する。なお、第１及び２の実施形態と共
通している箇所については、同一の番号を付す代わりに、その詳細な説明を省略する。
【０１０４】
本実施形態は、前記第１の実施形態を対象物の硬度分布に関する情報の計測へ応用した
システムである。
次に、形状計測システム１０による物体Ｗ１の硬度分布に関する情報の抽出方法を説明
する。
【０１０５】
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図１０に示されるように、ステップＳ２３０においてタッチパッド３が物体Ｗ１に接触
すると、ＣＰＵ１２は、図５に示されたステップＳ１２０〜Ｓ１５０の処理を行い物体Ｗ
１の形状を計測する（ステップＳ２４０）。次に、ＣＰＵ１２は、物体Ｗ１とタッチパッ
ド３の接触領域内の接触力分布の抽出を行う（ステップＳ２５０）。ただし、ここでいう
接触力分布とは、タッチパッド３と物体Ｗ１の接触面と垂直方向の圧力分布であり、物体
Ｗ１の接触によって変形したタッチパッド３が、非接触時の形状に復元しようとして生じ
る力である。この力は作用反作用の原理に基づき、タッチパッド３と物体Ｗ１の両者に作
用する。
【０１０６】
ここで、ＣＰＵ１２は、Ｓ２３０〜Ｓ２５０のステップを前回と異なる接触力が発生す

10

るような接触状態において再度行う。ただし、接触力とは、タッチパッド３と物体Ｗ１の
接触面と垂直方向の力であり、物体Ｗ１の接触によって変形したタッチパッド３が、非接
触時の形状に復元しようとして生じる力である。この力は作用反作用の原理に基づき、タ
ッチパッド３と物体Ｗ１の両者に作用する。また、異なる接触力が発生するような接触状
態は、手動あるいは任意の制御機構により形状計測装置１の位置を変化させることで，タ
ッチパッド３を物体Ｗ１に接触させる際にタッチパッド３を押し付けるための接触力を変
化させれば実現可能である。タッチパッド３の形状によって接触力は変化するため、形状
計測装置１の位置を物体Ｗ１に対して変化させれば接触力も変化可能である。任意の制御
機構としては，例えばロボットアームの先端に形状計測装置１を装着し，ロボットアーム
先端を動かし形状計測装置１の位置を変化させるようなものがあげられる。
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【０１０７】
即ち、Ｓ２３０〜Ｓ２５０のステップの２回行うことで、物体Ｗ１の形状と接触力分布
の情報が２つずつ得られる。そして、２つの物体Ｗ１の形状を比較することで、物体Ｗ１
の接触領域内における、２つの物体Ｗ１の形状の間での物体Ｗ１の変形量の分布を抽出す
る（ステップＳ２６０）。最後に、２つの接触力分布を比較することで接触力分布の変化
量を求め、接触力分布の変化量と物体Ｗ１の変形量の分布を利用することで、物体Ｗ１の
硬度分布に関する情報を抽出する（ステップＳ２７０）。以上のステップ２３０〜２７０
によって、物体Ｗ１の硬度分布に関する情報の抽出が可能となる。
【０１０８】
なお、ステップＳ２５０において接触力分布を抽出する方法は以下に示すいくつかの方
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法がある。
第１の方法としては、まず、タッチパッド３が備える板７に直径１〜２ｍｍ程度の穴を
空け、その穴と任意形状の小型容器をホース等で接合させておく。タッチパッド３の内部
には液体９を封入させておき、小型容器には空気を封入させておく。ここで、物体Ｗ１が
タッチパッド３に接触すると液体９の一部が小型容器に進入する。液体９は非圧縮性であ
り、タッチパッド３の形状は形状計測システム１０によって計測可能であるため、液体９
が小型容器に進入する量は、物体Ｗ１がタッチパッド３に接触する前のタッチパッド３の
形状から求めたタッチパッド３の体積と、物体Ｗ１がタッチパッド３に接触している時の
タッチパッド３の形状から求めたタッチパッド３の体積との差になる。液体９が小型容器
に進入する量から、小型容器に封入された空気の圧縮率が求まるため、気体の「（圧力）
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×（体積）＝（一定）」という性質を利用し、圧縮率からタッチパッド３の内部の圧力を
求めることが可能となる。タッチパッド３の内部の圧力が即ち接触力分布となる。
【０１０９】
第２の方法としては、まず、タッチパッド３の変形量と、タッチパッド３に作用してい
る接触力分布との対応関係を、実際に両者の値を計測していくことで実験的に求める。そ
して、その対応関係を利用して、タッチパッド３の変形量からタッチパッド３に作用して
いる接触力分布を求める。この方法では、タッチパッド３に封入された液体９は気体や弾
性体であっても良い．
第３の方法としては、まず、タッチパッド３に封入された液体９を気体に変更する。第
１の方法と同様にして、物体Ｗ１の非接触時と接触時におけるタッチパッド３の体積の差
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を求めることで、タッチパッド３に封入された気体の圧縮率を求める。そして、第１の方
法と同様にして、気体の圧縮率からタッチパッド３の内部の圧力を求めることが可能とな
る。タッチパッド３の内部の圧力が即ち接触力分布となる。
【０１１０】
なお、ステップＳ２７０において物体Ｗ１の硬度分布に関する情報を抽出する方法は以
下の通りである。
変形量の分布を接触力分布の変化量で割ることによって、物体Ｗ１の接触領域内におけ
る縦弾性係数の分布に相当する情報が得られる。この分布が物体Ｗ１の接触領域内におい
て同一であれば、物体Ｗ１の硬度は接触領域内において一定であり、接触領域内において
同一でなければ、物体Ｗ１の硬度も接触領域内において一定ではない。
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【０１１１】
従って、本実施形態によれば以下の効果を得ることができる。
（１）本実施形態の形状計測装置１を利用することで、物体Ｗ１の硬度分布に関する情
報を抽出することが可能となる。即ち、本実施形態の形状計測装置１は、形状計測機能だ
けでなく、硬度分布情報抽出機能も備えている。
［第４の実施形態］
次に、図１〜９に基づき第４の実施形態を説明する。なお、第１〜３の実施形態と共通
している箇所については、同一の番号を付す代わりに、その詳細な説明を省略する。
【０１１２】
本実施形態は、前記第１の実施形態を対象物の硬度に関する情報の計測へ応用したシス
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テムである。
次に、形状計測システム１０による物体Ｗ１の硬度に関する情報の抽出方法を説明する
。図１１に示されるように、形状計測装置１と物体Ｗ１の間の位置関係を抽出するための
位置関係抽出手段となる変位センサ２１を、形状計測システム１０に加えた硬度抽出シス
テム２２によって、物体Ｗ１の硬度に関する情報を抽出する。
【０１１３】
図１２に示されるように、ステップＳ２８０においてタッチパッド３が物体Ｗ１に接触
すると、ＣＰＵ１２は、図５に示されたステップＳ１２０〜Ｓ１５０の処理を行い物体Ｗ
１の形状を計測する（ステップＳ２９０）。次に、ＣＰＵ１２は、図１０のステップＳ２
５０と同様の方法で、接触力の抽出を行う（ステップＳ３００）。次に、ＣＰＵ１２は、

30

変位センサ２１を利用して、形状計測装置１に対する物体Ｗ１の相対位置を抽出する（ス
テップＳ３１０）。そして、ＣＰＵ１２は、物体Ｗ１の形状と相対位置から、物体Ｗ１の
長さＬ６を抽出する（ステップＳ３２０）。ここで、ＣＰＵ１２は、Ｓ２８０〜Ｓ３２０
のステップを前回と異なる接触力が発生するような接触状態において再度行う。ここで、
異なる接触力が発生するような接触状態は、手動あるいは任意の制御機構により形状計測
装置１の位置を変化させることで，タッチパッド３を物体Ｗ１に接触させる際にタッチパ
ッド３を押し付けるための接触力を変化させれば実現可能である。タッチパッド３の形状
によって接触力は変化するため、形状計測装置１の位置を物体Ｗ１に対して変化させれば
接触力も変化可能である。任意の制御機構としては，例えばロボットアームの先端に形状
計測装置１を装着し，ロボットアーム先端を動かし形状計測装置１の位置を変化させるよ
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うなものがあげられる。Ｓ２８０〜Ｓ３２０のステップの２回行うことで、物体Ｗ１の長
さＬ６と接触力分布の情報が２つずつ得られる。そして、２つの物体Ｗ１の長さＬ６から
、物体Ｗ１の変形量を抽出する（ステップＳ３３０）。最後に、２つの接触力を比較する
ことで接触力の変化量を求め、物体Ｗ１の変形量を接触力の変化量で割ることによって、
物体Ｗ１の縦弾性係数に相当する情報、即ち、物体Ｗ１の硬度に関する情報を抽出する（
ステップＳ３４０）。以上のステップ２８０〜３４０よって、物体Ｗ１の硬度分布に関す
る情報の抽出が可能となる。
【０１１４】
従って、本実施形態によれば以下の効果を得ることができる。
（１）本実施形態の形状計測装置１を利用することで、物体Ｗ１の硬度に関する情報を抽
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出することが可能となる。即ち、本実施形態の形状計測装置１は、形状計測機能だけでな
く、硬度情報抽出機能も備えている。

なお、本発明の実施形態は以下のように変更して

もよい。
・上記各実施形態では、膜６は異なる２色の膜を張り合わせてあるが、光の遮断性が強け
れば、１色の膜であってもよい。また、膜には特に模様が着色されていないが、何か着色
されていても良い。
・上記各実施形態では、照明５は同軸落射照明であったが、光が照射される位置（光源位
置）と光が照射される方向が分かるものであれば、他の点光源や面光源であっても良い。
・上記各実施形態では、タッチパッド３の形状が板と半球を張り合わせた形状を有してい
るが、内部に液体９を封入可能で、ＣＣＤカメラ４から膜６が重なって見えなければ、他
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の形状でも良い。
・上記各実施形態では、液体９は水道水に赤色顔料を溶かした赤色半透明の水であるが、
顔料を含み変形可能な物質であれば、水以外の液体や、ゲル、気体、弾性体等でも良い。
また、顔料の色は赤色でなくても、光の波長帯域によって異なる反射率や散乱率、減衰率
を持つ色の顔料であれば良い。さらに、顔料でなくても同程度の大きさであれば他の粒子
であっても良い。
・上記各実施形態では、ドットパターン２０は、格子状の模様や、三角形の網目状、六角
形の網目状（ハニカム状）などの他の模様であってもよい。
・上記各実施形態では、ステップＳ２５０において接触力分布を抽出する際にタッチパッ
ド３を利用したが、接触力分布を抽出する手段であれば、形状計測装置１に力センサ等を
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搭載した実施形態等、他の接触力分布抽出手段を備えていれば良い。
・上記各実施形態では、形状計測装置１と物体Ｗ１の間の位置関係を抽出するための位置
関係抽出手段を変位センサ２１としたが、位置関係を抽出できるものであれば他の手段で
も良い。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
例えば、本発明の形状計測システムを用いれば、物体の性質や環境に依存すること無く
形状を計測できる。したがって、様々な種類の物体を扱う工場のラインなどに置いて、本
発明の形状計測システムのみで、様々な種類の物体の形状を認識でき、検査用のシステム
として応用できる可能性がある。また、形状計測システムを利用して対象物の硬度に関す
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る情報も抽出可能なため、例えば、内視鏡の先端に小型化した形状計測システムを配置し
、体内の硬度を計測することで、癌細胞などの通常の体内細胞よりも硬い物質を発見する
手段として応用できる可能性がある。
【符号の説明】
【０１１６】
１…形状計測装置
２…ケ−シング
３…接触部としてのタッチパッド
４…ＣＣＤカメラ
５…照明
６…接触部としての膜
７…板
８…固定具としての金属板
９…光減衰手段としての液体
１０…形状計測システム
２０…マーカー部としてのドットパターン
２１…位置関係抽出手段としての変位センサ
２２…硬度抽出システム
Ｗ１…物体
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