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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光を放射する光源と、
　上記光源からの光をリング状に反射させて被検物に照射させる円錐ミラーと、
　上記被検物からの反射光を受光素子アレイからなる受光面において受光して光電変換す
る光検出器と、
　所定の可変パラメータの値を変えることにより、上記被検物に照射させる光の焦点位置
を可変制御する焦点可変手段と、
　上記光検出器による光電変換により生成された画像を解析することによって上記被検物
の形状を測定する画像解析手段とを備え、
　上記画像解析手段は、上記光検出器にて撮像された画像の中心位置から放射状に伸びる
複数の直線状領域毎に、上記焦点可変手段により変更した上記可変パラメータの各値に対
して所定値以上の光強度が得られた画素の分布を示す光強度分布を求め、当該光強度分布
に基づいて、上記所定値以上の光強度が得られた光検出領域について上記画像の中心位置
から上記光検出領域の端部までの画素数が最も大きくなるときの上記可変パラメータの値
をピーク時パラメータとして取得するパラメータ取得部と、
　上記可変パラメータに対する焦点距離の関係を示した関数と、上記パラメータ取得部に
より取得された上記ピーク時パラメータの値とに基づいて、上記円錐ミラーの中心から上
記被検物上の合焦点までの距離を上記複数の直線状領域毎に取得する距離取得部とを備え
たことを特徴とする形状測定装置。
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【請求項２】
上記画像解析手段は、上記複数の直線状領域のうち、上記光強度分布において上記画素数
のピークを検出することができない直線状領域について、光強度が最も大きくなるときの
上記可変パラメータの値をピーク時パラメータとして取得する第２のパラメータ取得部を
更に備え、
　上記距離取得部は、上記光強度分布において上記画素数のピークを検出することができ
ない直線状領域については、上記パラメータ取得部に代えて上記第２のパラメータ取得部
により取得された上記ピーク時パラメータの値を用いて、上記円錐ミラーの中心から上記
被検物上の合焦点までの距離を取得することを特徴とする請求項１に記載の形状測定装置
。
【請求項３】
上記可変パラメータは電流であり、上記焦点可変手段は、上記電流の値を変えることによ
り、上記被検物に照射させる光の焦点位置を可変制御する可変焦点レンズを備えて構成さ
れることを特徴とする請求項１に記載の形状測定装置。
【請求項４】
上記可変パラメータは上記光の波長であり、上記焦点可変手段は、上記波長の値を変える
ことにより、上記被検物に照射させる光の焦点位置を可変制御することを特徴とする請求
項１に記載の形状測定装置。
【請求項５】
上記可変パラメータは上記光の位相であり、上記焦点可変手段は、上記位相の値を変える
ことにより、上記被検物に照射させる光の焦点位置を可変制御することを特徴とする請求
項１に記載の形状測定装置。
【請求項６】
上記光源は、超短パルスレーザであることを特徴とする請求項１に記載の形状測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は形状測定装置に関し、特に、プローブ式の形状測定装置に用いて好適なもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車、航空宇宙、重工業、エネルギー、土木建築などの各産業分野から医療分
野に至るまで、製品や人体（例えば、骨）の寸法測定から傷検査、位置決めなどに関して
、３次元形状測定装置は幅広い応用が期待されている。このように、３次元形状測定装置
の必要性は幅広い分野に浸透する一方で、測定に対する要求はさらに高まっている。近年
では、測定精度や価格といった点にも議論が及んでいる。
【０００３】
　従来、円筒状物体の３次元形状を測定することが可能なプローブ式の３次元形状測定装
置が提案されている（例えば、特許文献１～３参照）。特許文献１，２はプローブ式の３
次元形状測定装置について開示したものである。具体的には、下向き（Ｚ軸方向）に照射
されたレーザ光をプリズムにより横向き（Ｘ軸方向）へ反射させて物体に照射し、物体で
の反射光をフォトセンサに結像させることにより、コリメータレンズのフォーカス位置か
ら円筒部材の中心孔の内面形状を測定できるようにしている。
【０００４】
　また、特許文献１，２では、円筒部材を所定の回転中心を中心に水平方向でθ方向へ相
対的に回転させることにより、円筒部材の内面形状を円周方向に沿って測定することが可
能となる。さらに、Ｚ軸方向での位置を変化させて円周方向の測定を繰り返すことにより
、内面の３次元形状の測定も可能となる。なお、特許文献１では、Ｚ軸で移動するコリメ
ータレンズによりオートフォーカスするため、プローブを細い径のまま長く形成すること
が可能である。



(3) JP 5930984 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

【０００５】
　また、特許文献３に記載の形状測定装置は、対物レンズの合焦位置にある円筒状被検物
から反射して戻ってくる光量を測定する２次元検出器と、円筒状被検物を軸周りに駆動回
転させる回転駆動機構と、円筒状被検物の回転と共に２次元検出器で逐次得られる共焦点
画像の画素と画素ごとの信号が得られた時刻とを選択し、円筒状被検物の形状を測定する
形状演算手段とを備えている。ここで、形状演算手段は、各時刻において２次元検出器上
に結像される円筒状被検物の領域について、連続する３点の画素のうちどの画素で受光強
度がピークとなるかを検出することにより、円筒状被検物の形状を測定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１４６５６号公報
【特許文献２】特開２００８－２６８１２２号公報
【特許文献３】特開２００８－５１５７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１～３に記載の技術は何れも、１回の測定で円筒状物体上
の１点の位置しか測定できない。そのため、円筒状物体の形状を円周方向に沿って測定す
るためには、円筒状物体を回転させて測定を繰り返し行わなければならなかった。そのた
め、測定に時間がかかるという問題があった。また、円筒状物体を回転させるための回転
機構を設ける必要があるため、装置の小型化が困難であるばかりでなく、製造コストもか
かるという問題もあった。
【０００８】
　また、特許文献１，２では、フォトセンサの結像点における出力バランスのずれを是正
するようにコリメータレンズのオートフォーカス動作を行い、そのフォーカス位置から物
体の形状を測定している。また、特許文献３では、２次元検出器上の結像領域において連
続する３画素の中から受光強度のピークを示す位置を検出することによって物体の形状を
測定している。何れの場合も受光強度のピークを検出する方式のため、形状の測定分解能
（測定精度）を高めるためには、光検出器の受光感度（階調数）を上げる必要がある。例
えばナノメータオーダの高精度な測定分解能を得ようとする場合、それに必要となる大き
な階調数を持った光検出器として極めて高価なものが必要となり、製造コストが増大する
という問題があった。
【０００９】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、製造コストの低減、
装置の小型化および高精度な測定分解能を実現可能な形状測定装置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】
【００１０】
　上記した課題を解決するために、本発明では、所定の可変パラメータの値を変えること
によって被検物に照射させるレーザ光の焦点位置を可変制御しながら、光源からのレーザ
光を円錐ミラーによってリング状に反射させて被検物に照射させる。そして、被検物での
反射光を光検出器の受光面に結像させ、それによって得られる画像を解析して被検物の形
状を測定する。画像解析処理は、具体的には以下のようにして行う。
【００１１】
　すなわち、光検出器にて撮像された画像の中心位置から放射状に伸びる複数の直線状領
域毎に、可変パラメータの各値に対して所定値以上の光強度が得られた画素の分布を示す
光強度分布を求め、当該光強度分布に基づいて、所定値以上の光強度が得られた光検出領
域について画像の中心位置から当該光検出領域の端部までの画素数が最も大きくなるとき
の可変パラメータの値をピーク時パラメータとして取得する。そして、当該取得したピー
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ク時パラメータの値と、可変パラメータに対する焦点距離の関係を示した関数とに基づい
て、円錐ミラーの中心から被検物上の合焦点までの距離を複数の直線状領域毎に取得する
。
【発明の効果】
【００１２】
　上記のように構成した本発明によれば、円錐ミラーによってリング状に反射されたレー
ザ光が円錐ミラーの周囲にある被検物に照射され、被検物での反射光が光検出器に結像し
て画像が生成される。そして、当該画像の中心位置から放射状に伸びる複数の直線状領域
毎に画像解析が行われ、円錐ミラーの中心から複数の直線状領域方向に対する合焦点まで
の距離が一度に取得される。これにより、１回の測定でリング状に照らされた被検物上の
複数点の位置を測定することができるので、測定時間を大幅に短縮することができる。ま
た、被検物を回転させなくても被検物上の複数点の位置を測定することができるので、被
検物を回転させるための回転機構が不要となり、装置の小型化および製造コストの削減を
実現することができる。
【００１３】
　また、本発明によれば、光検出器にて受光するレーザ光の受光強度がピークとなる画素
位置を検出する方式ではなく、光検出器の結像面の画素空間における光強度分布に基づい
て、所定値以上の光強度が得られた光検出領域における画像中心位置からの画素数が最も
大きくなるときの可変パラメータが検出されて、円錐ミラーから被検物までの距離に換算
される。そのため、測定分解能は、光検出器の受光感度（階調数）ではなく画素密度に依
存することになる。これにより、大きな階調数を持った高価な光検出器を用いることなく
、ナノメータオーダの高精度な測定分解能を得ることができる。
【００１４】
　以上により、本発明によれば、製造コストの低減、装置の小型化および高精度な測定分
解能を実現可能な形状測定装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態による形状測定装置の構成例を示す図である。
【図２】本実施形態の画像解析装置が備える機能構成例を示すブロック図である。
【図３】焦点可変レンズに供給する電流値を変えることによりレーザ光の焦点位置が変わ
る様子を示す図である。
【図４】円筒状被検物の中に本実施形態の形状測定装置を挿入して内面形状を測定する状
態を示す図である。
【図５】本実施形態による第１のパラメータ取得部の処理内容を説明するための図である
。
【図６】画素数のピークを取ることができない場合の光強度分布を示す図である。
【図７】本実施形態による第２のパラメータ取得部の処理内容を説明するための図である
。
【図８】焦点可変レンズの電流値と焦点距離との相関を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態による形状
測定装置の構成例を示す図である。図１に示すように、本実施形態の形状測定装置は、光
源１、コリメータレンズ２、ビームスプリッタ３、焦点可変レンズ４、円錐ミラー５、結
像レンズ６、ピンホール７、光検出器８、鏡筒９および画像解析装置１０を備えて構成さ
れている。
【００１７】
　図２は、画像解析装置１０が備える機能構成例を示すブロック図である。図２に示すよ
うに、画像解析装置１０は、その機能構成として、第１のパラメータ取得部１１、第２の
パラメータ取得部１２および距離取得部１３を備えている。
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【００１８】
　まず、図１を用いて形状測定装置の全体構成を説明する。光源１は、本実施形態ではレ
ーザ光を放射するレーザ光源であり、例えば、Ｈｅ－Ｎｅレーザを用いる。コリメータレ
ンズ２は、光源１から放射状に照射されたレーザ光を平行光にコリメートする。ビームス
プリッタ３は、コリメータレンズ２により平行光に変換されたレーザ光を９０度の角度を
もって反射させるとともに、被検物からの反射光を通過させる。
【００１９】
　焦点可変レンズ４は、本発明の焦点可変手段に相当するものであり、供給する可変パラ
メータ（電流）の値を変えることにより、被検物に照射させるレーザ光の焦点位置を可変
制御する。供給する電流の制御は、例えば、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭなどを備えて構成さ
れたマイクロコンピュータ（図示せず）により行う。図３は、焦点可変レンズ４に供給す
る電流値を変えることにより、レーザ光の焦点位置（円錐ミラー５の中心位置からの距離
Ｒ）が変わる様子を示している。
【００２０】
　円錐ミラー５は、光源１から照射されコリメータレンズ２、ビームスプリッタ３および
焦点可変レンズ４を介して入射されるレーザ光をリング状に反射させ、円錐ミラー５の周
囲にある被検物に照射させる。例えば、図４に示すように、被検物として円筒状被検物１
００を用い、その円筒状被検物１００の中に本実施形態の形状測定装置を挿入して円筒状
被検物１００の内面形状を測定する場合、円錐ミラー５で反射したレーザ光により、円筒
状被検物１００の内面がリング状に照らされる。
【００２１】
　結像レンズ６は、被検物で反射され円錐ミラー５、焦点可変レンズ４、ビームスプリッ
タ３を介して入射される反射光を光検出器８に結像させるためのレンズである。ピンホー
ル７は、被検物からの反射光が結像レンズ６を通過して結像する位置に配置された微小孔
である。光検出器８は、ピンホール７を通過した被検物からの反射光を受光素子アレイか
らなる受光面において受光して電気信号に光電変換するものであり、例えばＣＣＤセンサ
により構成される。この光検出器８により、被検物での反射光が共焦点画像として撮像さ
れる。
【００２２】
　鏡筒９は、上述したコリメータレンズ２、ビームスプリッタ３、焦点可変レンズ４、円
錐ミラー５、結像レンズ６、ピンホール７および光検出器８を収容する円筒状の筒である
。この鏡筒９は、被検物で反射した散乱光が鏡筒９内に入射してこないように、透光性を
有しない材質のもので構成するのが好ましい。ただし、円錐ミラー５でリング状に反射し
たレーザ光を被検物に向けて鏡筒９外へ出射し、被検物での反射光を鏡筒９内に入射でき
るように、円錐ミラー５の周囲の部分９ａだけは、透光性を有するガラス等の材質で構成
する。
【００２３】
　画像解析装置１０は、本発明の画像解析手段に相当するものであり、光検出器８による
光電変換により生成された画像（被検物の撮像画像）を解析することにより、被検物の形
状を測定する。なお、画像解析装置１０は、例えばマイクロコンピュータ（図示せず）に
より構成される。このマイクロコンピュータは、焦点可変レンズ４に供給する電流の制御
を行うマイクロコンピュータと同じものであってもよい。
【００２４】
　本実施形態では、画像解析装置１０は、円錐ミラー５の中心位置から被検物までの距離
を測定する。被検物が円筒状被検物１００の場合、画像解析装置１０は、円錐ミラー５か
ら放射状に伸びる複数の方向毎に、円錐ミラー５の中心位置から被検物までの距離を測定
する。これにより、円筒状被検物１００の内面形状を円周方向に沿って測定することが可
能となる。さらに、円筒状被検物１００の深さ方向に対する形状測定装置の位置を変化さ
せて円周方向の測定を繰り返すことにより、内面の３次元形状の測定も可能となる。
【００２５】



(6) JP 5930984 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

　以上のような構成において、光源１からの照射光は、コリメータレンズ２により平行光
となって射出される。ビームスプリッタ３で反射した照射光は、焦点可変レンズ４を介し
て円錐ミラー５に入射し、リング状に反射して被検物に照射される。被検物からの反射光
は、再び円錐ミラー５で反射した後、焦点可変レンズ４およびビームスプリッタ３を介し
て結像レンズ６に入射し、さらにピンホール７を通過して光検出器８に到達する。この構
成により、光検出器８上には被検物の撮像画像が得られ、この撮像画像が画像解析装置１
０に出力される。
【００２６】
　被検物の形状を測定するときは、焦点可変レンズ４に供給する電流を可変制御すること
によって、円錐ミラー５でリング状に反射されるレーザ光の焦点位置を可変させる。そし
て、各電流値に設定したときの被検物での反射光をそれぞれ光検出器８により撮像する。
これにより、光検出器８から複数枚（可変制御した電流値の数）の撮像画像が画像解析装
置１０に出力される。画像解析装置１０は、この複数枚の撮像画像を解析することにより
、被検物の形状を測定する。
【００２７】
　次に、図２を用いて画像解析装置１０の機能構成を説明する。第１のパラメータ取得部
１１は、本発明のパラメータ取得部に相当するものであり、光検出器８にて撮像された画
像の中心位置から放射状に伸びる複数の直線状領域毎に、焦点可変レンズ４に可変制御し
ながら供給した電流の各値に対して所定値以上の光強度が得られた画素の分布を示す光強
度分布を求める。そして、当該光強度分布に基づいて、所定値以上の光強度が得られた領
域について画像の中心位置から領域端部までの画素数が最も大きくなるときの電流値をピ
ーク時電流（本発明のピーク時パラメータに相当）として取得する。
【００２８】
　図５は、第１のパラメータ取得部１１の処理内容を説明するための図である。図５（ａ
）～（ｃ）は、焦点可変レンズ４に供給する電流を可変とし、光検出器８により撮像した
３０枚の画像のうち代表的な３枚の画像を示す図である。なお、この画像は、円錐ミラー
５の真横に紙面を配置したときの撮像画像である。図５（ａ）～（ｃ）において、点線で
描いた円５１は、円錐ミラー５の領域を示している。また、網掛けをした領域５２～５４
は、所定値以上の光強度が得られた画素の領域（以下、光検出領域という）を示している
。
【００２９】
　図５（ａ）～（ｃ）に示すように、光検出領域５２～５４は、焦点可変レンズ４に供給
する電流の値によって変化する。すなわち、焦点可変レンズ４に供給する電流の値を可変
制御して焦点位置を変えたときに、被検物の表面の位置にレーザ光が焦点を結んでいれば
、光検出器８により検出される光強度は大きくなる。一方、レーザ光の焦点位置が被検物
の表面の位置以外にあれば、光検出器８により検出される光強度は小さくなる。そのため
、焦点可変レンズ４に供給する電流の値を変えると、所定値以上の光強度が得られる光検
出領域５２～５４の大きさが図５（ａ）～（ｃ）のように変化する。
【００３０】
　図５（ｄ）は、撮像画像の中心位置から放射状に伸びる複数の直線状領域のうち、矢印
Ａで示す方向の直線状領域における光強度分布を示している。図５（ｄ）において、横軸
は、焦点可変レンズ４に供給する可変電流値である。また、縦軸は、所定値以上の光強度
が得られた光検出領域５２～５４において、画像の中心位置から矢印Ａの方向を見た場合
の光検出領域５２～５４の端部までの画素の数を示している。なお、縦軸の最大値は、図
５（ａ）～（ｃ）に示した円５１の半径に相当する画素数となっている。
【００３１】
　図５（ｄ）に示すように、光強度分布はガウス分布に近い形状となる。上述のように、
焦点可変レンズ４の電流値を変えて可変制御したレーザ光の焦点位置が被検物の表面位置
と合致している場合に、被検物での反射光の光強度が最も強くなる。そのため、被検物の
表面に焦点が合っているときの電流値において、ガウス分布は山の頂点部分を有すること
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になる。第１のパラメータ取得部１１は、ガウス分布において山の頂点部分となる（すな
わち、画素数がピークとなる）ときの電流値をピーク時電流として取得する。
【００３２】
　なお、図５（ａ）～（ｃ）に示すように、電流値の大きさによらず、円５１の中心付近
に光検出領域５２～５４が常に存在している。これは、被検物ではなく円錐ミラー５の頂
部で反射した光が光検出器８に結像するからである。これはいわゆるノイズに相当する。
ただし、このノイズがあっても、ガウス分布の山の頂点部分は検出可能であるから、ノイ
ズの存在は問題とならない。
【００３３】
　図５では、矢印Ａの方向に対する直線状領域における光強度分布からピーク時電流を取
得する状態を説明したが、実際には、撮像画像の中心位置から放射状に伸びる複数の直線
状領域毎に、光強度分布からピーク時電流を取得する。すなわち、所定の中心角θの間隔
毎に設定した複数の直線状領域毎にピーク時電流を取得する。例えば、θ＝１度とすれば
、第１のパラメータ取得部１１は、３６０個の光強度分布を生成して、それぞれの光強度
分布から３６０個のピーク時電流を取得することになる。
【００３４】
　第２のパラメータ取得部１２は、上述した複数の直線状領域のうち、光強度分布におい
て画素数のピークを検出することができない直線状領域について、光強度が最も大きくな
るときの電流値をピーク時電流として取得する。画素数のピークを検出することができな
い場合とは、図６に示すように、ガウス分布の山の頂点部分を光強度分布から取ることが
できない場合をいう。
【００３５】
　この場合、光源１から照射するレーザ光の強度を下げることによってガウス分布の軌跡
を図６の下側にシフトさせ、山の頂点部分が光強度分布に現れるようにすることも可能で
はある。しかしながら、本実施形態では、レーザ光の強度を下げるのではなく、第２のパ
ラメータ取得部１２を動作させる。すなわち、第２のパラメータ取得部１２は、図７に示
すように、可変制御した電流の各値ごとに、光検出器８が受光した被検物での反射光につ
いて光強度を求める。そして、その光強度が最も大きくなるときの電流値をピーク時電流
として取得する。
【００３６】
　距離取得部１３は、電流に対する焦点距離の関係を示した関数と、第１のパラメータ取
得部１１または第２のパラメータ取得部１２により取得されたピーク時電流の値とに基づ
いて、円錐ミラー５の中心から被検物上の合焦点（共焦点）までの距離を複数の直線状領
域毎に取得する。
【００３７】
　上述したように、焦点可変レンズ４に供給する電流の値を変えることによってレーザ光
の焦点位置は変わり、電流値と焦点距離との間には一定の相関がある。図８は、電流値と
焦点距離との相関を示す図である。この図８に示す相関は、次の式１により表すことがで
きる。
　　Ｒ＝－α＊ｌｎ（Ｉ）＋β・・・（式１）
ここで、Ｒは焦点距離、Ｉは電流値、α，βは係数である。係数α，βは焦点可変レンズ
４や円錐ミラー５の仕様等により一意に定まる値であり、例えば事前の測定により求める
ことができる。
【００３８】
　距離取得部１３は、第１のパラメータ取得部１１によりピーク時電流が取得できている
直線状領域については、当該第１のパラメータ取得部１１により取得されたピーク時電流
の値を（式１）の関数に代入することにより、円錐ミラー５の中心から被検物上の合焦点
までの距離Ｒを取得する。一方、光強度分布において画素数のピークを検出することがで
きない直線状領域については、距離取得部１３は、第２のパラメータ取得部１２により取
得されたピーク時電流の値を（式１）の関数に代入することにより、円錐ミラー５の中心
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から被検物上の合焦点までの距離Ｒを取得する。
【００３９】
　以上詳しく説明したように、本実施形態では、焦点可変レンズ４に供給する電流の値を
変えることによって被検物に照射させるレーザ光の焦点位置を可変制御しながら、光源１
からのレーザ光を円錐ミラー５によってリング状に反射させて被検物に照射させる。そし
て、被検物での反射光を光検出器７の受光面に結像させ、それによって得られる画像を解
析して被検物の形状を測定するようにしている。
【００４０】
　具体的には、光検出器７にて撮像された画像の中心位置から放射状に伸びる複数の直線
状領域毎に光強度分布を求め、所定値以上の光強度が得られた光検出領域における画像中
心から領域端部までの画素数が最も大きくなるときの電流値をピーク時電流として取得す
る。そして、当該取得したピーク時電流の値と、電流に対する焦点距離の関係を示した関
数の（式１）とに基づいて、円錐ミラー５の中心から被検物上の合焦点までの距離を複数
の直線状領域毎に取得するようにしている。
【００４１】
　このように構成した本実施形態によれば、円錐ミラー５の中心から複数の直線状領域方
向に対する合焦点までの距離を１回の測定で一度に取得することができる。すなわち、１
回の測定でリング状に照らされた被検物上の複数点の位置を測定することができる。これ
により、測定時間を大幅に短縮することができる。また、被検物を回転させなくても被検
物上の複数点の位置を測定することができるので、被検物を回転させるための回転機構が
不要となり、装置の小型化および製造コストの削減を実現することができる。
【００４２】
　また、本実施形態によれば、光検出器７の結像面の画素空間において所定値以上の光強
度が得られた画素領域を示す光強度分布に基づいて、円錐ミラー５から被検物までの距離
が求められる。そのため、測定分解能は、光検出器７の受光感度（階調数）ではなく画素
密度に依存することになる。これにより、大きな階調数を持った高価な光検出器を用いる
ことなく、ナノメータオーダの高精度な測定分解能を得ることができる。
【００４３】
　以上により、本実施形態によれば、製造コストの低減、装置の小型化および高精度な測
定分解能を実現可能な形状測定装置を提供することができる。
【００４４】
　なお、上記実施形態では、焦点可変手段の一例として焦点可変レンズ４を挙げて説明し
たが、本発明はこれに限定されない。例えば、焦点可変手段は、可変パラメータとして波
長の値を変えることにより、被検物に照射させる光の焦点位置を可変制御する波長可変レ
ーザを備えて構成するようにしてもよい。この場合、距離取得部１３は、上述した（式１
）の代わりに、以下に示す（式２）を用いて焦点距離Ｒを算出する。
　　Ｒ＝－α’＊ｌｎ（λ）＋β’・・・（式２）
ここで、Ｒは焦点距離、λはレーザ光の波長、α’，β’は係数である。
【００４５】
　あるいは、焦点可変手段は、可変パラメータとして位相の値を変えることにより、被検
物に照射させる光の焦点位置を可変制御する位相可変レーザを備えて構成するようにして
もよい。この場合、距離取得部１３は、上述した（式１）の代わりに、以下に示す（式３
）を用いて焦点距離Ｒを算出する。
　　Ｒ＝－α”＊ｌｎ（φ）＋β”・・・（式３）
ここで、Ｒは焦点距離、φはレーザ光の波長、α”，β”は係数である。
【００４６】
　また、上記実施形態では、光源１としてＨｅ－Ｎｅレーザを用いる例について説明した
が、本発明はこれに限定されない。例えば、超短パルスレーザを光源１として用いるよう
にしてもよい。超短パルスレーザを用いると、２光子吸収という現象が起きやすくなり、
被検物に照射するレーザ光の光強度を強くすることができる。また、ハロゲンランプ、Ｌ
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【００４７】
　また、上記実施形態では、第１のパラメータ取得部１１により求めた光強度分布におい
て画素数のピークを検出することができない直線状領域については、第２のパラメータ取
得部１２により、光強度が最も大きくなるときの電流値をピーク時電流として取得する例
について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、図６のように部分的に取得
できているガウス分布の形状から、当該ガウス分布の山の頂点部分を演算により推定する
ようにしてもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態において、光源１およびコリメータレンズ２の位置と、結像レンズ
６、ピンホール７および光検出器８の位置とを逆に構成してもよい。
【００４９】
　その他、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示した
ものに過ぎず、これによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないもので
ある。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々
な形で実施することができる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　光源
　４　焦点可変レンズ（焦点可変手段）
　５　円錐ミラー
　８　光検出器
　１０　画像解析装置（画像解析手段）
　１１　第１のパラメータ取得部
　１２　第２のパラメータ取得部
　１３　距離取得部



(10) JP 5930984 B2 2016.6.8

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(11) JP 5930984 B2 2016.6.8

【図６】

【図７】

【図８】



(12) JP 5930984 B2 2016.6.8

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－９０１１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－５１５７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２６８１２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／０７２３６９（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００９－１３９１７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／００６０９０４（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１０－１４６５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２３０５６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              Toshitaka WAKAYAMA, Toru YOSHIZAWA，Uni-axial inner profile measurement，Proceedings o
              f SPIE, Dimensional Optical Metrology and Inspection for Practical Applications II，米
              国，SPIE，２０１３年　９月　６日，Vol. 8839，pp. 88390L-1 - 88390L-6，doi:10.1117/12.2
              023473

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００－１１／３０
              Ｇ０１Ｃ　　　３／００－　３／３２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

