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(57)【要約】
座標位置決め装置であって、アーチファクトと相互作用
して、そのアーチファクトに関する測定データを取得す
る測定プローブを有する座標位置決め機械を含む。測定
プローブとアーチファクトは少なくとも機械１自由度で
相互に関して移動可能である。この装置はさらに携帯機
器を含み、これは自由空間において複数の機器自由度で
移動可能であり、アーチファクトに関する測定プローブ
の運動を制御する。携帯機器は、自由空間における携帯
機器の運動を感知するための少なくとも１つの運動セン
サを含む。この装置は、測定プローブとアーチファクト
の相対運動が自由空間における携帯機器の前記運動によ
って制御されるように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アーチファクトと相互作用して、前記アーチファクトに関する測定データを取得する測
定プローブを有する座標位置決め機械であって、前記測定プローブと前記アーチファクト
が少なくとも機械１自由度で相互に関して移動可能であるような座標位置決め機械と、
　自由空間において複数の機器自由度で移動可能であり、前記アーチファクトに関する前
記測定プローブの運動を制御する携帯機器であって、自由空間における前記携帯機器の運
動を感知する少なくとも１つの運動センサを含む携帯機器と、
　を含む座標位置決め装置において、
　前記装置は、前記測定プローブとアーチファクトの相対運動が自由空間における前記携
帯機器の前記運動によって制御されることを特徴とする座標位置決め装置。
【請求項２】
　前記携帯機器の向きを回転１自由度で変化させることによって、前記測定プローブとア
ーチファクトの直動１自由度での相対運動が制御されることを特徴とする請求項１に記載
の装置。
【請求項３】
　ある機器自由度が特定の機械自由度に結び付けられて、前記ある機器自由度での運動が
前記特定の機械自由度での運動を制御し、前記ある機器自由度が結び付けられている前記
機械自由度が変更可能であることを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　ある機器自由度が結び付けられている前記機械自由度は、前記座標位置決め機械に関す
る前記機器の向きに応じて自動的に変化することを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記携帯機器が少なくとも１つの触感センサを含み、前記装置は、オペレータが少なく
とも機械１自由度での前記測定プローブとアーチファクトの相対運動を、前記触覚センサ
を通じて制御できるように構成されることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項６】
　前記座標位置決め機械は、前記測定プローブとアーチファクトを少なくとも回転１自由
度で相互に関して移動できるように構成され、前記装置は、前記少なくとも回転１自由度
での前記測定プローブとアーチファクトの相対運動が自由空間における前記携帯機器の運
動によって制御できるように構成されることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項７】
　前記携帯機器は、前記測定プローブとアーチファクトの間の相互作用に関するデータを
前記オペレータに対して表示するためのスクリーンを含むことを特徴とする請求項１から
６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記携帯機器は、前記アーチファクトの少なくとも１つの測定された特徴物のグラフィ
ック描写が前記少なくとも１つのスクリーン上に表示されるように構成されることを特徴
とする請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記スクリーンがタッチスクリーンを含み、それによって触覚センサが提供されること
を特徴とする請求項５または７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記測定プローブはビジョンプローブを含み、前記携帯機器は、前記ビジョンプローブ
からのライブビデオストリームを前記スクリーン上に表示するように構成され、好ましく
は、前記ビジョンプローブの特性がオペレータによって携帯機器を通じて変更可能である
ことを特徴とする請求項７、８または９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
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　前記少なくとも１つの運動センサは慣性センサであることを特徴とする請求項１から１
０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　アーチファクトと相互作用して前記アーチファクトに関する測定データを取得する測定
プローブを有する座標位置決め機械と、オペレータが前記測定プローブとアーチファクト
の相対運動を制御するために使用できる携帯機器と、を含む座標位置決め装置の操作方法
において、
　オペレータが前記携帯機器を自由空間において移動させるステップを含み、
　前記測定プローブとアーチファクトの間の相対運動が、それに応答して変化することを
特徴とする方法。
【請求項１３】
　自由空間において複数の機器自由度で移動可能であり、少なくとも１つの運動センサを
含む携帯機器において、
　少なくとも１つの運動センサを含み、
　前記少なくとも１つの運動センサの前記出力に基づいて、座標位置決め装置上の測定プ
ローブとアーチファクトの相対運動を起こせるための命令を決定し、これを出力するよう
に構成されることを特徴とする携帯機器。
【請求項１４】
　座標室決め装置上の測定プローブとアーチファクトの相対運動を制御するためのコンピ
ュータ実装方法において、
　携帯機器の中の少なくとも１つの運動センサからの出力を受け取るステップと、
　前記出力を処理して、座標位置決め装置のある部品の運動を起こさせるための命令を生
成するステップと、
　前記命令を前記座標位置決め装置のコントローラに出力するステップと、
を含むことを特徴とするコンピュータ実装方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つの運動センサを有する携帯機器において、
　実行されたときに、請求項１４に記載の方法を行うコンピュータプログラム命令を含む
ことを特徴とする携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、座標測定器、工作機械またはその他等の座標位置決め機械のためのコントロ
ーラおよび、座標位置決め装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　座標位置決め機械、例えば座標測定器（ＣＭＭ）は、製造中および／または製造後のア
ーチファクト（artefact）の検査用として知られている。一般に、座標位置決め機械には
測定プローブ等の検査器具が取り付けられ、機械を介してアーチファクトの周囲で駆動さ
れて多数の測定値を得る。例えば、機械に搭載された接触型プローブは、アーチファクト
の周囲の様々な点においてアーチファクトと接触することによって測定値を得るように、
機械により駆動することができる。測定プローブの運動は、機械の軸の運動を検査プログ
ラムに従って制御するコンピュータを通じて、自動的に制御できる。これは、コンピュー
タの自動制御下で測定プローブを迅速かつ正確に移動させることができるため、既知の物
体上の複数の点を測定する場合に有益である。
【０００３】
　しかしながら、測定プローブをコンピュータの制御下で自動的に移動させることが常に
適当であるとは限らない。例えば、座標位置決め装置上でのアーチファクトの最初の部品
位置合わせ中、および／または未知の物体を検査する際には、測定プローブを手で移動さ
せることが有利な場合もある。実際に、測定プローブの移動を手で、例えば、その機械に
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関連付けられたジョイスティックを通じて制御することが知られている。オペレータはジ
ョイスティックを使って装置の軸を移動させ、それによって測定プローブを動かして、ア
ーチファクト周囲の測定点をとらえる。希望に応じて、測定プローブの特定の位置を記録
して、後に再使用することができ、それによって測定経路のプログラミングが可能となる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第４２７０２７５号
【特許文献２】国際特許出願第ＰＣＴ／ＧＢ００／０１３０３号（国際公開第ＷＯ　００
／６０３１０号）
【特許文献３】米国特許第４，７５０，８３５号
【特許文献４】米国特許第５，２７０，６６４号
【特許文献５】英国特許第１４４５９７７号
【特許文献６】英国特許公開第１５５１２１８号
【特許文献７】米国特許公開第５３９０４２４号
【特許文献８】国際特許出願第ＰＣＴ／ＧＢ２００９／００１２６０号（国際公開第ＷＯ
２００９／１４１６０６号）
【特許文献９】国際特許出願第ＰＣＴ／ＧＢ２００８／００２７５８号（国際公開第ＷＯ
２００９／０２４７５６号）
【特許文献１０】欧州特許第０２５４５１５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、座標位置決め機械を手作業で制御するための改良された機器を提供する。詳
しくは、本発明は座標位置決め機械のための機器に関し、この機器は、機械の軸を自由空
間における機器の運動を通じて、例えば機器内の運動センサの利用を通じて制御すること
を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、座標位置決め装置が提供され、これは、アーチファクト
と相互作用して、そのアーチファクトに関する測定データを取得する測定プローブを有す
る座標位置決め機械であって、測定プローブとアーチファクトが少なくとも機械１自由度
で相互に関して移動可能であるような座標位置決め機械と、自由空間において複数の機器
自由度で移動可能であり、アーチファクトに関する測定プローブの運動を制御する機器（
例えば、携帯機器）と、を含み、機器は自由空間における機器の運動を感知する少なくと
も１つの運動センサを含み、装置は、測定プローブとアーチファクトの相対運動が自由空
間における機器の前記運動によって制御される。
【０００７】
　自由空間において機器を移動させることによって座標位置決め機械の運動を制御した場
合、ジョイスティックと比較して、座標位置決め機械との対話は、その面倒さ、やりにく
さが軽減され、全体的により直感的なものとなる。詳しくは、利用できる運動範囲が比較
的無制限であり、利用できる入力ジエスチャがより多様であるため、測定プローブの運動
のより高精度な制御を行いやすくなり、その結果、不正確な測定点が減少する。これによ
って、ひいては検査時間が短縮され、スループットが改善される。
【０００８】
　さらに、座標位置決め機械の手による操作は技能を要する作業である。実際に、座標位
置決め機械は非常に高価であり、測定対象のアーチファクトもまた同様であり得る。した
がって、座標位置決め機械またはアーチファクトへの損傷の原因となり得る測定プローブ
とアーチファクトとの衝突を回避することが重要である。さらに、多くの場合、アーチフ
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ァクト上の特定の点を測定することが重要となる。その結果、オペレータを訓練し、その
作業に熟練させるのに多大な時間と資源が必要となり得る。本発明による運動感知型機器
で座標位置決め装置を制御する方がはるかに容易となり得、それが訓練のための時間と資
源の節減につながることが分かった。さらに、これは非常に簡単であるため、初心者がア
ーチファクトの測定に迅速かつ直感的に使用でき、こうした初心者のオペレータでも、熟
練オペレータの測定を待たずに、自力でその場での測定を行いやすくなることも分かった
　機器はオペレータが手に持ち、操作するものであるため、このような機器を「携帯」機
器と呼ぶことができる。
【０００９】
　当然のことながら、携帯機器の運動を感知する適当な運動センサとしては、慣性計測装
置に一般的に見られるもの、例えば電子コンパス、位置追跡センサ、および携帯機器の加
速度を感知する慣性センサ等がある。当然のことながら、このような加速度には、直線お
よび／または角加速度がある。適当なセンサとしては、加速度計および／またはジャイロ
スコープがある。
【００１０】
　したがって、当然のことながら、装置は、測定プローブとアーチファクトの相対運動の
変更を、自由空間における携帯機器の前記運動によって制御できるように構成できる。換
言すれば、携帯機器の運動によって測定プローブとアーチファクトの相対運動を変化させ
ることができる。これは、例えば測定プローブとアーチファクトの相対運動の速度および
／または方向の変更であってもよい。例えば、これは、本来の静止状態から測定プローブ
とアーチファクトを相対的に運動させること、または、例えば測定プローブとアーチファ
クトの相対運動を停止させることであってもよい。
【００１１】
　したがって、測定プローブとアーチファクトの相対運動は、座標位置決め機械に関する
携帯機器の運動によって制御できる。換言すれば、測定プローブとアーチファクトの相対
運動は、自由空間における携帯機器の、例えば座標位置決め機械に関する位置および／ま
たは向きを変化させることによって制御できる。したがって、装置は、自由空間における
携帯機器の前記運動に応答して測定プローブとアーチファクトを移動させるように構成で
きる。
【００１２】
　携帯機器は、１つまたは複数の有線接続を通じて座標位置決め機械と通信してもよい。
好ましくは、携帯機器は無線携帯機器である。無線携帯機器によれば、オペレータは、ア
ーチファクト／座標位置決め機械の周囲のどの地点においても、座標位置決め装置の他の
部分に物理的に結合されずに自由に操作できる。これは公知の有線ジョイスティックには
当てはまらず、それは、オペレータが座標位置決め機械のコントローラ（通常はアプリケ
ーションプログラミングソフトウェアの付近にある）とのある距離内に束縛されるからで
ある。本発明による無線携帯機器を有することは、部品が大きい場合、座標位置決め機械
の作業空間が大きい場合、および／または測定対象の特徴物が小さいか、またはオペレー
タが座標位置決め機械のコントローラの前に座ってプログラミングソフトウェアを操作し
ているときに視界から遮られる場合に、特に有益である。
【００１３】
　好ましくは、測定プローブとアーチファクトは相互に関して、少なくとも機械直動１自
由度、より好ましくは少なくとも機械直交直動２自由度、特に好ましくは少なくとも機械
直交直動３自由度で運動可能である。
【００１４】
　装置は、測定プローブとアーチファクトの直動１自由度での相対運動が、携帯機器の位
置を直動１自由度で変化させることによって制御されるように構成できる。好ましくは、
装置は、測定プローブとアーチファクトの直動１自由度での相対運動が、携帯機器の向き
を変えることによって、すなわち、携帯機器を回転１自由度で移動させることによって制
御されるように構成される。したがって、装置は、携帯機器の回転１自由度での運動が、
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測定プローブとアーチファクトの直動１自由度での相対運動を制御するように構成できる
。
【００１５】
　携帯機器が自由に運動可能な直動および／または回転自由度の各々を以下、機器自由度
と呼ぶ。当然のことながら、携帯機器は好ましくは、直交直動３自由度で自由に運動可能
であり、また３自由度で（すなわち、３つの直交軸の周囲で）自由に回転可能である。あ
る機器自由度を特定の機械自由度に結び付ける（すなわち、物理的に結合するのではなく
、論理的または概念的に結び付ける）ことができる。換言すれば、ある機器自由度を特定
の機械自由度にマッピングし、または相関させることができる。したがって、その機器自
由度での携帯機器の運動は、測定プローブとアーチファクトのその特定の機械自由度での
相対運動を制御できる。詳しくは、装置は、ある機器自由度での運動が、その機器自由度
が結び付けられている特定の機械自由度のみでの測定プローブとアーチファクトの相対運
動を制御するように構成できる。
【００１６】
　好ましくは、ある機器自由度が結び付けられた機械自由度を変更することができる。好
ましくは、ある機器自由度が結び付けられた機械自由度は、携帯機器の向き、例えば携帯
機器の、座標位置決め機械に関する向きに応じて自動的に変化する。これによってオペレ
ータは、携帯機器と機械の自由度の間の結び付きを切り替えるように装置に命令しなくて
もよい。装置は、携帯機器が（地面に関して）垂直軸の周囲で所定の角度だけ回転したと
判断されたときに、その機器自由度が結び付けられている機械自由度が変化するように構
成されてもよい。例えば、装置は、携帯機器が縦軸の周囲で少なくとも２５°、より好ま
しくは少なくとも３５°、特に好ましくは少なくとも４５°回転したと判断されたときに
、その機器自由度が結び付けられている機械自由度が変化するように構成されてもよい。
所望により、携帯機器の向きは、少なくとも１つの運動センサを通じて決定できる。好ま
しくは、携帯機器は電子コンパス、例えば磁力計を含み、その出力が携帯機器の向きの決
定に使用される。
【００１７】
　好ましくは、携帯機器は少なくとも１つの起動領域を含む。好ましくは、装置は、携帯
機器が、携帯機器上の少なくとも１つの「起動領域」に接触されたことを感知したときに
のみ、携帯機器の自由空間における運動が測定プローブとアーチファクトの相対運動を制
御するように構成される。したがって、この場合、少なくとも１つの起動領域に接触する
ことで、携帯機器の運動を通じた測定プローブとアーチファクトの相対運動の制御を起動
することができる。携帯機器は、少なくとも１つの触覚センサを含むことができる。この
触覚センサが起動領域を提供することができる。したがって、装置は、少なくとも１つの
触覚センサが、それが接触されたことを感知したときにのみ、自由空間における携帯機器
の運動が測定プローブとアーチファクトの相対運動を制御するように構成できる。所望に
より、装置は、携帯機器が、携帯機器上の少なくとも２つの起動領域に接触されたことを
感知したときにのみ、携帯機器の自由空間における運動が測定プローブとアーチファクト
の相対運動を制御するように構成できる。このような起動領域は少なくとも２つの触覚セ
ンサまたは、例えば２つの個別の起動領域を提供する１つの触覚センサによって提供され
てもよい。好ましくは、装置は、少なくとも１つの触覚センサが、少なくとも２つの起動
領域が接触されたことを感知したときにのみ、自由空間における携帯機器の運動が測定プ
ローブとアーチファクトの相対運動を制御するように構成される。
【００１８】
　適当な触覚センサは、オペレータがセンサに物理的に接触し／触ると感知し、および／
または操作されることが可能となるもの、例えばスイッチ、ボタンおよび／または光感知
器である。好ましくは、少なくとも１つの触覚センサのうちの少なくとも１つは接触感知
領域である。当然のことながら、接触感知領域を実現するための様々な方法があり、例え
ば容量型、抵抗型、表面音響波（ＳＡＷ）型がある。接触感知領域は、例えばタッチパッ
ドによって提供されてもよい。
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【００１９】
　好ましくは、装置は、オペレータが少なくとも機械１自由度での測定プローブとアーチ
ファクトの相対運動を、触覚センサを介して、例えば自分の親指以外の指または親指を触
覚センサの上で移動させることによって制御できるように構成される。同じ触感センサで
起動領域も提供できる。所望により、携帯機器は、少なくとも１つの触感センサが、オペ
レータによって少なくとも機械１機由度での測定プローブとアーチファクトの相対運動を
制御するために使用可能な第１の領域（以下「ジョイスティック領域」という）と、この
ような運動の制御には使用できない第２の領域を提供するように構成されてもよい。した
がって、第２の領域は、単に起動領域としてのみ使用できる。第１の領域（ジョイスティ
ック領域）は起動領域にもなり得る。携帯機器は、少なくとも２つの接触感知領域が提供
されるように構成されてもよく、その各々がオペレータによって少なくとも機械１自由度
での測定プローブとアーチファクトの相対運動を制御するために使用可能な第１の領域（
すなわち、ジョイスティック領域）と、単に起動領域としてのみ使用される第２の領域を
提供する。
【００２０】
　装置は、触覚センサを通じて制御される機械自由度が、自由空間における携帯機器の運
動によって制御される機械自由度と同じになるように構成できる。所望により、装置は、
触覚センサを通じて制御される機械自由度が、自由空間における携帯機器の運動によって
制御される機械自由度とは異なるように構成されてもよい。例えば、携帯機器の運動は、
少なくとも直動１自由度での測定機器とアーチファクトの相対運動を制御するように構成
されてもよい。触覚センサは、直交直動自由度の測定プローブとアーチファクトの直線運
動を制御するために使用されてもよい。
【００２１】
　座標位置決め機械は、測定プローブとアーチファクトが相互に関して、少なくとも回転
１自由度で移動できるように構成されてもよい。座標位置決め機械は、測定プローブとア
ーチファクトが相互に関して、少なくとも回転２自由度、例えば２つの直交軸の周囲で、
所望により少なくとも回転３自由度で、例えば３つの直交軸の周囲で移動できるように構
成されてもよい。装置は、少なくとも回転１自由度（所望により少なくとも２自由度、さ
らに所望により少なくとも３自由度）での運動が少なくとも１つの触覚センサを通じて制
御できるように構成されてもよい。
【００２２】
　所望により、装置は、前記少なくとも回転１自由度（所望により少なくとも２自由度、
さらに所望により少なくとも３自由度）での測定プローブとアーチファクトの相対運動が
自由空間における携帯機器の運動によって制御されるように構成できる。
【００２３】
　装置は、携帯機器が、少なくとも直動１自由度（所望により少なくとも２自由度、さら
に所望により少なくとも３自由度）および少なくとも回転１自由度（所望により少なくと
も２自由度、さらに所望により少なくとも３自由度）の測定プローブとアーチファクトの
相対運動を同時に制御できるように構成されてもよい。装置は、少なくとも直動１自由度
（所望により少なくとも２自由度、さらに所望により少なくとも３自由度）の測定プロー
ブとアーチファクトの相対運動が、自由空間における携帯機器の運動を通じて制御できる
ように構成されてもよい。さらに、所望により、装置は、少なくとも回転１自由度（所望
により少なくとも２自由度、さらに所望により少なくとも３自由度）の測定プローブとア
ーチファクトの相対運動が、少なくとも１つの触感センサを通じて制御できるように構成
されてもよい。このような、直動および回転軸の両方を同時に制御することによって、オ
ペレータは異なる動作モードを切り替える必要がなくなる。当然のことながら、測定プロ
ーブとアーチファクトの相対運動を制御するために、少なくとも１つの触覚センサと携帯
機器の運動の使用を様々に組み合せることが可能である。例えば、少なくとも直動１自由
度と少なくとも回転１自由度の測定プローブとアーチファクトの相対運動はどちらも、自
由空間における携帯機器の運動を通じて制御できる。好ましくは、直交直動２自由度（例
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えば、概して水平面内）の測定プローブとアーチファクトの相対運動は、自由空間におけ
る携帯機器の運動を通じて（例えば、携帯機器の２つの直交軸の周囲でのそれぞれの回転
を通じて）制御でき、第３の直交直動自由度（例えば垂直次元内）の測定プローブとアー
チファクトの相対運動は、少なくとも１つの触覚センサを通じて制御できる。
【００２４】
　携帯機器は、オペレータに対して情報、例えば座標位置決め装置に関する情報を表示す
るための少なくとも１つのスクリーンを含むことができる。装置は、測定プローブに関す
るデータが少なくとも１つのスクリーン上に表示されるように構成できる。詳しくは、装
置は、測定プローブとアーチファクトの間の相互作用に関するデータが少なくとも１つの
スクリーン上に表示されるように構成できる。
【００２５】
　携帯機器は、座標位置決め装置に関するデータ（例えば、測定プローブに関するデータ
、より詳しくは例えば、測定プローブとアーチファクトの間の相互作用に関するデータ）
を受け取り、このデータを処理して、座標位置決め装置に関する情報を少なくとも１つの
スクリーン上に表示するように構成できる。したがって、携帯機器は、このようなデータ
をその少なくとも１つのスクリーン上に表示するために処理するように構成された少なく
とも１つのプロセッサを含むことができる。
【００２６】
　好ましくは、装置は、オペレータが携帯機器と対話して、測定作業に関する情報を入力
および／または取得できるように構成される。座標位置決め装置は、測定作業中に取得さ
れた測定データに関するオペレータからの入力を必要としてもよい。例えば、座標位置決
め装置は、測定対象の特徴物の種類を自動的に決定するように構成されてもよい。この場
合、座標位置決め装置は、オペレータに対し、測定対象の特徴物の種類、例えばそれが円
か平面か等を確認することを求めるように構成されてもよい。したがって、好ましくは、
装置（例えば、携帯機器）は、オペレータが携帯機器と対話して測定作業に関する情報を
入力および／または取得するために使用できるような、少なくとも１つの対話－入力機器
（interaction-input device）を含む。
【００２７】
　装置は、オペレータが携帯機器を使って、例えば測定作業中に使用されるべき中間地点
を確認すること等によって、測定動作をプログラムできるように構成できる。したがって
、好ましくは、装置（例えば、携帯機器）は、オペレータが携帯機器と対話して測定作業
に関する情報をプログラムするために使用できるような、少なくとも１つのプログラム－
入力機構（program-input mechanism）を含む。
【００２８】
　所望により、装置は、オペレータが携帯機器と対話し（例えば、携帯機器に問い合わせ
て）、座標位置決め装置に関する、例えば測定プローブに関する、所望により例えば測定
プローブを通じて得られた測定点に関する、さらに所望により例えば、測定プローブによ
って測定された特徴物に関する情報を得ることができるように構成される。例えば、装置
は、オペレータが測定対象のアーチファクトに関する測定情報、例えば特徴物の大きさ、
および／または２つまたはそれ以上の特徴物間の距離を読み出すことができるように構成
されてもよい。したがって、好ましくは、装置（例えば、携帯機器）は、オペレータが、
座標位置決め装置に関する、例えば測定プローブに関する、所望により例えば測定プロー
ブを通じて得られた測定点に関する、さらに所望により例えば測定プローブによって測定
された特徴物に関する情報を携帯機器に問い合わせるために使用できる、少なくとも１つ
の問い合わせ－入力機構（interrogation-input mechanism）を含む。好ましくは、携帯
機器は、使用者が上記のような情報に関するレポートを作成できるように構成される。
【００２９】
　携帯機器は、少なくとも１つの対話－入力機構および／または少なくとも１つのプログ
ラム－入力機構および／または少なくとも１つの問い合わせ－入力機構を含むことができ
る。上記の入力機構のうちの２つまたはそれ以上は、共通の、例えば同一の入力機器によ
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って提供されてもよい。上記の入力機構のいずれも、少なくとも１つの触覚センサ、例え
ば携帯機器に設けられた、ボタン、キーボード、例えばタッチパッド等の接触感知領域、
ジョイスティック、および／またはトラックボールとすることができる。所望により、ス
クリーンがタッチスクリーンである実施形態において、上記の入力機構の少なくとも１つ
は、携帯機器上のタッチスクリーンインタフェースである。上記の入力機構、軌道領域、
および測定プローブとアーチファクトの相対運動を制御するために使用できる少なくとも
１つの触覚センサのいずれかまたは全部を、共通の、例えば同一の入力機器（例えば、タ
ッチスクリーン機器）により提供できる。
【００３０】
　装置は、アーチファクトの少なくとも１つの特徴物のグラフィック描写を少なくとも１
つのスクリーンに表示するように構成されてもよい。グラフィック描写は、３次元表現で
あってもよい。所望により、装置は、オペレータがグラフィック描写のビューを操作でき
るように構成される。例えば、後でより詳しく説明するように、少なくとも１つのスクリ
ーンはタッチスクリーンであってもよく、したがって、装置は、オペレータがタッチスク
リーンを通じてグラフィック描写のビューを操作できるように構成されてもよい。グラフ
ィック描写は、測定プローブを通じて得られたデータから生成できる。携帯機器は、座標
位置決め機械からのデータを処理して、グラフィック描写を生成してもよい。所望により
、携帯機器は、座標位置決め装置の別の部分から、例えば座標位置決め機械のコントロー
ラ、またはデスクトップコンピュータ（その例については後でより詳しく説明する）等の
他のプロセッサ機器からグラフィック描写データを受け取ることもできる。所望により、
装置は、少なくとも１つのスクリーン上に、そのアーチファクトの、事前に生成されたコ
ンピュータ支援設計（ＣＡＤ）またはコンピュータ支援製造（ＣＡＭ）モデルのグラフィ
ック描写を表示するように構成されてもよい。これは、測定された特徴物のグラフィック
描写の代わりであっても、それに追加されてもよい。
【００３１】
　したがって、好ましくは、携帯機器は、オペレータが上記の機能の少なくとも１つを実
行するために使用できるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を提供する。
【００３２】
　このスクリーンは、少なくとも１つのタッチスクリーンを含むことができる。これによ
って、オペレータはハードウェアのキーボードおよび／またはマウス／トラックボールを
使用せずに、携帯機器のソフトウェアと対話できる。少なくとも１つの起動領域は、少な
くとも１つのタッチスクリーンによって提供できる。したがって、タッチスクリーンは上
記の触覚センサを提供できる。
【００３３】
　座標位置決め装置は、自由空間における携帯機器の位置および／または向きが、例えば
その当初の位置および／または向きから、特に例えば、それが最初に起動された位置およ
び／または向き（例えば、上記の説明のように少なくとも１つの起動領域が接触された位
置および／または向き）から変化したことに応答して、測定プローブとアーチファクトが
相互に関して所定の速度で移動するように構成できる。所定の速度は、自由空間における
携帯機器の位置および／または向きの変化の程度に関係なく、同じであってもよい。好ま
しくは、測定プローブとアーチファクトが相互に関して移動する速度は、自由空間におけ
る携帯機器の位置および／または向きの、例えばその当初の位置および／または向き、特
に例えば、その最初に起動された位置および／または向きからの変化の大きさに依存する
。自由空間における携帯機器の位置および／または向きの変化の大きさの、速度に対する
関係は、段階的に変化してもよい。好ましくは、この関係はスムーズに変化する。好まし
くは、この関係は非線形であり、詳しくは、好ましくは速度上昇率が、自由空間における
携帯機器の位置および／または向きの変化の大きさと共に漸進的に増大する。
【００３４】
　したがって、座標位置決め装置は、携帯機器の移動（例えば、位置および／または向き
の変化）を、少なくとも１つの所定の関数による速度での測定プローブとアーチファクト
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の相対運動の命令に使用するのに適したデータに変換するように構成されてもよい。少な
くとも１つの所定の関数は線形関数である。好ましくは、少なくとも１つの所定の関数は
非線形関数である。詳しくは、好ましくは非線形関数が曲線関数である。好ましくは、そ
の曲線は、携帯機器の運動の程度が小さいときには比較的浅く（すなわち、ゆっくりと変
化し）、携帯機器の運動の程度が増大するにつれて（例えば、携帯機器の、その当初の位
置および／または向きからの（特に例えば、その最初に起動された位置および／または向
きからの）変化が増大するにつれて）漸進的に急峻となる。したがって、非線形関数は、
測定プローブとアーチファクトの間の相対運動の速度の上昇率が、携帯機器の運動の程度
の増大に伴って増大するように構成されてもよい。例えば、関数は、測定プローブとアー
チファクトの間の相対運動の速度上昇率が、携帯機器の運動の程度の増大と共に指数関数
的に増大するように構成されてもよい。
【００３５】
　携帯機器そのものが、少なくとも１つの運動センサからの出力を処理して、測定プロー
ブの相対運動の命令に使用するのに適したデータを生成するように構成されてもよい。所
望により、座標位置決め機械のコントローラまたはその他のサードパーティデバイス（ど
ちらも、後でより詳しく説明する）は、携帯機器の運動センサからの出力を受け取って処
理し、測定プローブの相対運動の命令に使用するのに適したデータを生成してもよい。
【００３６】
　携帯機器の運動を測定プローブとアーチファクトの相対運動に変換するための関数は、
変更可能であってもよい。したがって、座標位置決め装置は、オペレータが使用する適当
な関数を選択できるように構成されてもよい。例えば、低速関数と高速関数を提供しても
よく、これらは、携帯機器がその当初の位置および／または向き（例えば、その最初に輝
度された位置および／または向き）から離れて移動した範囲が同じであるとすると、高速
関数は低速関数より測定プローブとアーチファクトをより高速で相対運動させるように構
成される。所望により、関数の少なくとも１つの可変値は、携帯機器の運動が測定プロー
ブとアーチファクトの相対運動を命令するためのデータに変換される方法を変化させるよ
うに変更可能であってもよい。所望により、座標位置決め装置は、携帯機器の運動を測定
プローブとアーチファクトの相対運動にマッピングするための複数の選択可能な関数で構
成されてもよい。
【００３７】
　当然のことながら、座標位置決め機械は、アーチファクトを設置できる固定プラットフ
ォームを含んでいてもよい。測定プローブは、アーチファクトに関して移動するように構
成されてもよい。所望により、座標位置決め機械は、その上にアーチファクトを設置でき
るプラットフォームを含み、これは、測定プローブに関して、少なくとも直動１自由度お
よび／または少なくとも回転１自由度で移動できる。
【００３８】
　座標位置決め機械は、コントローラを含むことができる。携帯機器はコントローラと通
信でき、コントローラは自体は、測定プローブとアーチファクトの相対運動を起こすため
の、座標位置決め機械上のモータを制御する。携帯機器は、コントローラと直接通信して
も、またはサードパーティデバイス、例えば特注または汎用コンピュータ等の処理装置を
通じて通信してもよい。
【００３９】
　測定プローブは、接触型プローブとすることができる。接触型プローブは通常、プロー
ブ本体に取り付けられ、そこから延びる触針を含む。触針は、加工物に接触する先端を含
むことができる。接触型プローブには、剛性触針プローブと、触針偏向プローブがある。
触針偏向プローブは、触針が加工物に当てて駆動されたときに、その偏向を検出すること
によって動作する。触針の偏向を検出する構成部品は一般に、プローブ本体の中に格納さ
れる。触針偏向プローブは、プローブが、触針が設置されたか、偏向されたことを判断で
きる、「両用(dual-state)」プローブとすることができる。偏向は、触針がプローブ本体
に関して傾くことによってプローブ本体との接触状態が途切れることによって検出されて
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もよい。例えば、このようなプローブは特許文献１において開示されており、その内容全
体をこの引用によって本明細書に援用する。
【００４０】
　触針偏向プローブは、プローブが触針の偏向の程度を判断できるアナログプローブとす
ることができる。アナログ触針偏向プローブは、光学的触針偏向プローブとすることがで
きる。例えば、このようなプローブは特許文献２において開示されており、その内容全体
をこの引用によって本明細書に援用する。
【００４１】
　測定プローブは、非接触型プローブとすることができる。このようなプローブは、ある
加工物を、その加工物と接触せずに測定するために使用できる。非接触型プローブとして
は、光プローブ、レーザ走査プローブ、容量型プローブ、インダクタンス型プローブ、例
えば特許文献３と特許文献４に開示されているものがあり、これらの内容をこの引用によ
って本明細書に援用する。
【００４２】
　非接触型測定プローブは、ビジョンプローブを含むことができ、これはカメラ（または
ビデオ）プローブとも呼ばれる。このようなプローブは、検査対象のアーチファクトの画
像を取得し、そこから測定情報を得ることができる。この場合、および携帯機器が少なく
とも１つのスクリーンを含む実施形態において、装置は、携帯機器がその少なくとも１つ
のスクリーン上に、ビジョンプローブから取得した少なくとも１つの画像を表示できるよ
うに構成することができる。詳しくは、装置は、携帯機器がそのスクリーン上に、ビジョ
ンプローブから取得した複数の画像、例えば一連の画像、例えばビジョンプローブからの
ビデオストリーム、より詳しくは、ビジョンプローブからのライブビデオストリームを表
示するように構成できる。このようなピクチャおよび／またはビデオストリームはまた、
カメラなしプローブを使用するとき、例えば接触型プローブを使用するときにも有益とな
りえ、提供できる。例えば、カメラを接触型プローブに、例えば触針の先端に設置しても
よく、または触針の長さに沿って観察していてもよい。すると、カメラからの画像は携帯
機器に供給され、携帯機器上に表示されてもよく、それによって使用者は測定および／ま
たは経路計画作業中にプローブの「触針による視野」を得ることができる。
【００４３】
　装置は、ビジョンプローブの特性をオペレータが携帯機器を通じて変更できるように構
成されてもよい。例えば、装置は、フォーカス（例えば、焦点面）と露出設定の少なくと
も一方を、携帯機器を通じて制御できるように構成されてもよい。ビジョンプローブが照
明機器を含む場合、この装置はまた、このような機器の照明レベルを、携帯機器を通じて
制御できるように構成されてもよい。したがって、携帯機器は使用者が操作可能なビジョ
ンプローブ特性変更手段を含んでいてもよく、それによりオペレータは携帯機器を通じて
ビジョンプローブの特性を変更できる。使用者が操作可能なビジョンプローブ特性変更手
段は、少なくとも１つの触覚センサ、例えばスクロールホイールを含んでいてもよい。所
望により、スクリーンがタッチスクリーンである実施形態において、使用者が操作可能な
ビジョンプローブ特性変更手段は、タッチスクリーンインタフェースよって提供できる。
【００４４】
　本発明の第２の態様によれば、アーチファクトと相互作用してアーチファクトに関する
測定データを取得するための測定プローブを有する座標位置決め機械と、オペレータが測
定プローブとアーチファクトの相対運動を制御するために使用できる携帯機器と、を含む
座標位置決め装置の操作方法が提供され、この方法は、携帯機器を自由空間内で移動させ
るステップを含み、それに応じて測定プローブとアーチファクトが相互に関して移動する
。
【００４５】
　本発明の第３の態様によれば、上記の装置または方法とともに使用するように構成され
た携帯機器が提供される。詳しくは、複数の機器自由度で自由空間内を移動可能な携帯機
器が提供され、これは少なくとも１つの運動センサを含み、また、前記少なくとも１つの
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運動センサの出力に基づいて、座標位置決め装置上で測定プローブとアーチファクトの相
対運動を起こさせるための命令を決定し、出力するように構成される。
【００４６】
　本発明の第４の態様によれば、コンピュータ実装方法が提供され、これは、携帯機器か
ら自由空間における携帯機器の運動を表すデータを受け取るステップと、前記データに基
づいて、アーチファクトに関する座標位置決め機械の測定プローブを移動させるための命
令を生成するステップと、前記命令を機械に発行し、前記命令に従って測定プローブを移
動させるステップと、を含む。
【００４７】
　本発明の第５の態様によれば、座標位置決め装置上の測定プローブとアーチファクトの
相対運動を制御するためのコンピュータ実装方法が提供され、これは、携帯機器内の少な
くとも１つの運動センサからの出力を受け取るステップと、前記出力を処理して、座標位
置決め装置の一部を移動させるための命令を生成するステップと、前記命令を座標位置決
め装置のコントローラに出力するステップと、を含む。別の態様によれば、少なくとも１
つの運動センサと、少なくとも１つのプロセッサと、実行されると上記の方法を行うコン
ピュータプログラム命令を含む少なくとも１つのメモリデバイスと、を有する携帯機器が
提供される。また別の態様によれば、少なくとも１つの運動センサを含む携帯機器で実行
されると、上記の方法を行うコンピュータプログラム命令を含むコンピュータ読取可能媒
体が提供される。
【００４８】
　本発明の他の態様によれば、座標位置決め装置が提供され、これは、アーチファクトと
相互作用して、そのアーチファクトに関する測定情報を取得する測定プローブを有する座
標位置決め機械であって、測定プローブとアーチファクトが少なくとも機械１自由度で相
互に関して運動可能な座標位置決め機械と、機器であって、携帯機器の、またはその一部
の操作を通じて、アーチファクトに関する測定プローブの運動を直接制御するための入力
機構と、オペレータが測定作業に関する情報を入力および／または取得するために使用で
きるユーザインタフェースと、を含む機器と、を含む。同様に、携帯機器の、またはその
一部の操作を通じて、座標位置決め装置上のアーチファクトに関する測定プローブの運動
を直接制御するための入力機構と、オペレータが測定作業に関する情報を入力および／ま
たは取得するために使用できるユーザインタフェースと、を含む機器が提供される。
【００４９】
　運動は、例えば少なくとも１つの物理的ジョイスティック、トラックボール、触覚セン
サ、タッチパッド、タッチスクリーン、または運動センサを通じて直接制御できる（例え
ば、それによって自由空間における携帯機器の運動を制御する）。当然のことながら、直
接制御によって、使用者は測定プローブとアーチファクトの運動をリアルタイムで制御で
き、例えば、測定プローブとアーチファクトの運動が携帯機器の、またはその一部の操作
に応答して略即座に発生する。換言すれば、携帯機器は、測定プローブとアーチファクト
の現在の運動を制御するために使用できる。
【００５０】
　当然のことながら、上記のその他の発明に関して行われた説明は本発明にも適用され、
またその逆でもある。したがって、例えば、ユーザインタフェースは、オペレータに対し
て情報、例えば座標位置決め装置に関する情報を表示するための少なくとも１つのスクリ
ーンを含んでいてもよい。装置は、測定プローブに関するデータがその少なくとも１つの
スクリーン上に表示されるように構成できる。詳しくは、装置は、測定プローブとアーチ
ファクトの間の相互作用に関するデータがその少なくとも１つのスクリーン上に表示され
るように構成できる。
【００５１】
　携帯機器は、座標位置決め装置に関するデータ（例えば、測定プローブに関するデータ
および、より詳しくは、例えば測定プローブとアーチファクトの間の相互作用に関するデ
ータ）を受け取り、このデータを処理して、座標位置決め装置に関する情報を少なくとも
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１つのスクリーン上に表示するように構成できる。
【００５２】
　好ましくは、装置は、オペレータが携帯機器と対話して、測定作業に関する情報を入力
および／または取得することができるように構成される。前述のように、携帯機器は、少
なくとも１つの対話－入力機器を含むことができ、これを通じてオペレータは携帯機器と
対話して、測定作業に関する情報を入力および／または取得できる。
【００５３】
　前述のように、装置は、オペレータが携帯機器を使い、例えば測定作業中に使用される
中間点を確認することによって測定作業をプログラムできるように構成できる。したがっ
て、好ましくは、装置（例えば、携帯機器）は少なくとも１つのプログラム－入力機構を
含み、それを通じてオペレータは携帯機器と対話して、測定作業に関する情報をプログラ
ムすることができる。
【００５４】
　前述のように、装置は、オペレータが携帯機器と対話して（例えば、携帯機器に問い合
わせて）、座標位置決め装置に関する、例えば測定プローブに関する、所望により例えば
測定プローブを通じて取得された測定点に関する、さらに所望により例えば測定プローブ
によって測定された特徴物に関する情報を取得することができるように構成できる。例え
ば、装置は、オペレータが測定されているアーチファクトの特徴物に関する測定情報、例
えば対象物の大きさおよび／または２つまたはそれ以上の特徴物間の距離を読み出すこと
ができるように構成されてもよい。したがって、好ましくは、装置（例えば、携帯機器）
は少なくとも１つの問い合わせ－入力機構を含み、これを通じてオペレータは携帯機器に
、座標位置決め装置に関する、例えば測定プローブに関する、所望により例えば測定プロ
ーブにより得られた測定点に関する、さらに所望により例えば測定プローブにより測定さ
れた特徴物に関する情報を問い合わせることができる。
【００５５】
　前述のように、携帯機器は少なくとも１つの対話－入力機構、および／または少なくと
も１つのプログラム－入力機構、および／または少なくとも１つの問い合わせ－入力機構
を含むことができる
　上記の説明によれば、装置は、アーチファクトの少なくとも１つの測定対象特徴物のグ
ラフィック描写（例えば、３次元描写）を少なくとも１つのスクリーン上に表示するよう
に構成されてもよい。同じく前述のように、装置は、オペレータがグラフィック描写のビ
ューを操作できるように構成される。
【００５６】
　したがって、好ましくは、携帯機器はグラフィカルユーザンタフェース（ＧＵＩ）を含
み、これを通じてオペレータは上記の機能の少なくとも１つを実行できる。
【００５７】
　上記の説明によれば、スクリーンは少なくとも１つのタッチスクリーンを含むことがで
きる。
【００５８】
　本発明の実施形態を、添付の図面を参照しながら以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明のある実施形態によるシステムハードウェアの概略図である。
【図２】本発明のある実施形態による携帯機器の図である。
【図３ａ】本発明の１つの実施形態により、携帯機器の運動を測定プローブの運動上にマ
ッピングする方法を示す図である。
【図３ｂ】本発明の１つの実施形態により、携帯機器の運動を測定プローブの運動上にマ
ッピングする方法を示す図である。
【図４ａ】本発明の別の実施形態による携帯機器のディスプレイのスクリーンショットで
ある。
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【図４ｂ】本発明の別の実施形態による携帯機器のディスプレイのスクリーンショットで
ある。
【図４ｃ】本発明の別の実施形態による携帯機器のディスプレイのスクリーンショットで
ある。
【図５】本発明のある実施形態によるソフトウェアアーキテクチャの概略図である。
【図６】本発明のある実施形態による、携帯機器を通じたプローブの運動の制御に関わる
ステップを示す概略的工程図である。
【図７】本発明のある実施形態による、座標測定機械から携帯機器へのデータのフィード
バックに関わるステップを示す概略工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　図１を参照すると、本発明のある実施形態による座標位置決め装置１０が示されており
、これは、座標測定器（ＣＭＭ）１００の形態の座標位置決め機械と、タブレットコンピ
ュータ２００の形態の携帯機器と、デスクトップコンピュータ３００と、コントローラ１
０２と、を含む。ＣＭＭ１００は、その上に検査対象物１０６を置くことができるプラッ
トフォーム１０４と、２つの直立部材１０８を含むガントリと、２つの直列部材１０８の
上部間に延びる横部材１１０と、を含む。ガントリは、コントローラ１０２により制御さ
れるモータ（図示せず）を通じて、プラットフォームに沿って１つの直線次元（この場合
、「ｙ」軸と称される）において運動可能である。横部材１１０は中空軸１１２を担持し
、これはコントローラ１０２によって制御されるモータ（図示せず）を通じて、横部材の
長さに沿って（この場合「ｘ」軸と称される）、またｙとｘ軸に垂直にも（すなわち、図
のように「ｚ」軸に沿って）運動可能である。中空軸１１２はヘッド１１４を担持し、こ
れ自体は触針１１８を有するプローブ１１６を担持する。ヘッド１１４は、コントローラ
１０２により制御されて、第１と第２の直交軸（図１において「Ａ１」と「Ａ２」として
示される）の周囲でプローブ１１６と、したがって触針１１８が回転しやすいように、軸
受とモータ（図示せず）を有する点で、関節接合されている。ＣＭＭは、位置エンコーダ
（図示せず）を含み、これはガントリ、中空軸、プローブの、直動３自由度および回転２
自由度の各々における位置をコントローラ１０２に報告する。
【００６１】
　開示される実施形態において、座標位置決め機械はシリアルＣＭＭ（すなわち、直動３
自由度が３つの独立した直交運動軸によって提供される）である。しかしながら、当然の
ことながら、本発明はまた、他の種類の座標位置決め機械、例えばパラレルＣＭＭ、ロボ
ットアームまたはその他の運動の制御にも使用できる。本発明はまた、専用のＣＭＭだけ
でなく、工作機械等の座標位置決め機械にも使用できる。さらに、当然のことながら、本
発明はまた、デカルト座標系および非デカルト座標系位置決め機械、例えば極座標および
球座標系位置決め機械との使用にも適している。
【００６２】
　開示される実施形態において、プローブ１１６は接触型タッチトリガプローブであり、
これは、プローブ１１６（および詳しくは触針１１８（より具体的には触針の先端））と
物体１０６との接触が検出されると信号を発生する。このようなプローブの一例は、特許
文献５に詳しく記載されている。当然のことながら、プローブ１１６は必ずしもタッチト
リガプローブでなくてもよい。例えば、これは、触針のその休止位置からの偏向の程度を
検出し、報告するアナログプローブ（走査型プローブとも呼ばれる）であってもよい。こ
のようなプローブの例は、特許文献６および特許文献７により詳しく記載されている。さ
らに、プローブ１１６は、必ずしも接触型プローブでなくてもよい。これは、例えば非接
触型プローブ、例えば容量型またはインダクタンス型プローブであってもよい。所望によ
り、これはビジョンプローブ、例えばカメラプローブ、またはパターン光解析プローブで
あってもよい。このようなプローブの例は、特許文献８と特許文献９により詳しく記載さ
れている。
【００６３】
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　図に示されているように、タブレットコンピュータ２００は、各種のプロセッサとメモ
リ要素（図示せず）を含む筐体２０２と、タッチセンサスクリーン２０４を含む。タブレ
ットコンピュータ２００は自由に動かすことができ、すなわち、自由空間において動かす
ことができる。タブレットコンピュータ２００はまた、複数の加速度計（図示せず）を含
み、これを使って自由空間におけるタブレットコンピュータの運動を検出できる。タブレ
ットコンピュータ２００は、６自由度、すなわち直交３自由度ｘ、ｙ、ｚと、回転３自由
度ａ、ｂ、ｃ（すなわち、ｘ，ｙ，ｚ軸の周囲での回転）で動かすことができ、これらは
軸群２０１により示されている。６自由度での運動は、加速度計を通じて検出できる。図
ではタブレットコンピュータ２００の自由度はＣＭＭの自由度（すなわち、軸群１０１に
示されるｘ、ｙ、ｚ軸）と一致しているが、必ずしもそうでなくてもよい。実際に、後で
より詳しく説明するように、運動が検出されるタブレットコンピュータ２００の軸群２０
１は、ＣＭＭ１００ではなく、タブレットコンピュータ２００に関して定義されており、
したがってこれに追従する。
【００６４】
　タブレットコンピュータ２００はまた、無線トランシーバを含み、これを通じてデスク
トップコンピュータ３００と無線通信する。詳しくは、デスクトップコンピュータ３００
はイーサネット（登録商標）接続を通じて無線ルータ３０２に接続され、これは規格８０
２．１１に基づいて無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を提供し、タブレット
コンピュータ２００はこれを通じてデスクトップコンピュータ３００と通信する。タブレ
ットコンピュータ２００は、無線ルータ３０２により提供されるＷＬＡＮを通じて無線ル
ータ３０２と無線接続される。もちろん、その他の無線技術や規格も利用できる。例えば
、タブレットコンピュータ２００は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線規格を通じて
デスクトップコンピュータ３００に接続されてもよい。さらに、当然のことながら、タブ
レットコンピュータ２００はデスクトップコンピュータ３００との有線接続を有していて
もよいが、当然のことながら、このような有線接続では、タブレットコンピュータ２００
がデスクトップコンピュータ３００に束縛されるため、あまり望ましくない。
【００６５】
　開示されている実施形態において、デスクトップコンピュータ３００は汎用コンピュー
タ（すなわち、「ＰＣ」）であってもよい。しかしながら、当然のことながら、デスクト
ップコンピュータ３００の代わりに特注の処理装置を使用してもよい。同じく当然のこと
ながら、図５に関連して後でより詳しく説明するシステムアーキテクチャは、本発明を実
施できる数多くの方法の１つに過ぎない。例えば、具体的な実施形態において、コントロ
ーラ１０２またはタブレットコンピュータ２００は、デスクトップコンピュータ３００の
下記の機能を有していてもよく、その結果、タブレットコンピュータ２００はコントロー
ラ１０２と直接通信できる。また別の例示的実施形態において、タブレットコンピュータ
２００は、デスクトップコンピュータ３００、および所望によってはコントローラ１０２
の下記の機能を有していてもよく、その結果、タブレットコンピュータ２００は、単純な
無線または有線インタフェースを通じてＣＭＭ１００と直接通信する。
【００６６】
　図２は、本発明の１つの実施形態によるタブレットコンピュータ２００の概略図である
。この場合、タッチスクリーン２０４はタッチスクリーンディスプレイ２０４の下側縁辺
に沿った両側の角に２つの「起動領域」２１０を単純に表示している。後でより詳しく説
明するように、オペレータは、タブレットコンピュータ２００を使ってＣＭＭ１００のプ
ローブ１１６の運動を制御できるようにするには、これらの起動領域２１０の両方に同時
に触れる必要がある。これらの起動領域２１０は、自由空間におけるタブレットコンピュ
ータ２００の運動に応答してプローブ１１６の運動を制御するためにタブレットコンピュ
ータ２００を「起動」する役割を果たすだけでなく、起動領域２１０の一方または両方か
ら手が離れると、タブレットコンピュータ２００のこのような機能を「無効化」する役割
も果たす。したがって、起動領域２１０は日常会話で「デッドマンハンドル」と呼ばれる
もとして機能し、これによってタブレットコンピュータ２００の運動制御機能は、例えば
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オペレータがタブレットコンピュータ２００を落とすなどしてタブレットコンピュータ２
００が手から離れると無効となる。当然のことながら、装置１０は、その他の状況、例え
ばタブレットコンピュータ２００が、オペレータによって振動されたことを感知すると、
ＣＭＭ１００の軸の運動を中断するように構成されてもよい。さらに、装置１０は、タブ
レットコンピュータ２００とＣＭＭ１００、コントローラ１０２および／またはＰＣ３０
０の間の通信が失われ、および／または妨害されたと判断すると、ＣＭＭ１００の軸の運
動を中断するように構成されてもよい。
【００６７】
　当然のことながら、起動領域はタッチセンサスクリーン上の領域（例えば、領域２１０
）によって提供されなくてもよい。そうではなく、これらはタブレットコンピュータ２０
０の他の部分の接触感知領域によって提供されてもよく、例えばボタン、スイッチまたは
その他を含んでいてもよい。さらに、所望により、起動領域は１つだけ設けてもよく、ま
たは３つ以上の起動領域を設けてもよい。さらに、このような起動領域は安全衛生の観点
から非常に望ましく、推奨されるが、これらは本発明の本質部分ではない。例えば、装置
は、ＣＭＭ１００がタブレットコンピュータ２００のどの運動に従ってプローブ１１６を
移動させるようにも構成できる。
【００６８】
　図３ａと３ｂは、タブレットコンピュータ２００を使ってＣＭＭ１００に取り付けられ
たプローブ１１６の運動を制御する方法を示している。要約すれば、開示されている実施
形態において、タブレットコンピュータ２００の内部の加速度計は、ｘおよびｙ軸の周囲
のタブレットコンピュータ２００の加速度を感知するために使用され、この情報はデスク
トップコンピュータ３００に送られ、これが今度はこの情報をコントローラ１０２に送り
、それがＣＭＭ１００のモータを制御して測定プローブ１１６を移動させる。予測可能な
運動を起こさせるために、タブレットコンピュータ２００のｘとｙ軸は、ＣＭＭの特定の
運動軸に関連付けられる。例えば、図１の配置では、タブレットコンピュータ２００のｘ
軸はＣＭＭ１００のｙ軸に結び付けられ、タブレットコンピュータ２００のｙ軸はＣＭＭ
１００のｘ軸に結び付けられる。したがって、タブレットコンピュータ２００のそのｘ軸
の周囲での回転運動は、ＣＭＭ１００のｙ軸に沿ったプローブ１１６の直線運動を起こさ
せ、タブレットコンピュータ２００のそのｙ軸の周囲での回転運動は、ＣＭＭ１００のｘ
軸に沿ったプローブ１１６の直線運動を起こさせる。
【００６９】
　詳しくは、開示されている実施形態は、タブレットコンピュータ２００のその軸の周囲
での、両方の起動領域が最初に接触された地点からの回転の程度をモニタし、検出された
回転の程度を、ＣＭＭ１００の、それに関連付けられた軸の直線運動の速度にマッピング
する。
【００７０】
　例えば、図３ａを参照すると、ｘ軸の周囲で水平に対して４５°の角方向まで動かされ
たタブレットコンピュータ２００の端面図が示されている。（この実施形態において、オ
ペレータは、タブレットコンピュータ２００が水平であったときに起動領域２１０に最初
に接触し、その後、タブレットコンピュータ２００をｘ軸の周囲で４５°回転させた。）
図３ｂは、タブレットコンピュータ２００の回転運動をＣＭＭ１００のｙ軸に沿ったプロ
ーブ１１６の運動にマッピングする方法が示されている。図のように、ｙ軸における運動
速度はｘ軸の周囲でのタブレットコンピュータ２００の回転の大きさに依存する。グラフ
に示されているように、ｘ軸回転は０～１（および０から－１）の間で測定され、これは
、起動領域２１０が最初に触れられたときのタブレットコンピュータ２００の向きから見
て０°～９０°（および０°～－９０°）の角方向に対応する。開示されている実施形態
において、９０°を超えた回転は、ＣＭＭの軸に沿ったプローブ１１６の運動速度の上昇
において全く影響力を持たなくなる。図のように、図３ａでは、タブレットコンピュータ
２００はｘ軸の周囲で水平に対して４５°の角方向まで移動されているため、これは数値
ｘ＝０．５に対応する。図３ｂのグラフに示されるように、これはＣＭＭの速度約１７５
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に対応する（０＝ＣＭＭの軸に沿った運動／速度がなく、５００＝ＣＭＭの軸に沿った最
大速度）。
【００７１】
　図から分かるように、タブレットコンピュータ２００の回転運動をＣＭＭの速度にマッ
ピングするために使用される関数は線形関数でない。むしろ、これは非線形関数であり、
その増加率はタブレットコンピュータ２００の回転の増大と共に大きくなる。開示されて
いる具体的な例において、増加率は指数関数的であるが、当然のことながら、必ずしもそ
うでなくてもよい。これによって、タブレットコンピュータ２００がその最初に起動され
たときの向きからの回転運動が小さいときには、ＣＭＭの軸に沿ったプローブ１１６の速
度は低速のままであるが、これはタブレットコンピュータ２００の回転変位の増大ととも
に着実に上昇する。これによって、タブレットコンピュータ２００のより小さな回転変位
でのシステムの感度が低くなり、その結果、プローブ１１６で測定点を正確にとらえる際
の容易さが増し、その一方で、希望に応じてプローブ１１６を素早く、大まかに動かすこ
ともできることが分かった。
【００７２】
　さらに、図のように、この関数は０を通らない。これは、開示されている具体的な実施
形態において、ＣＭＭの軸は閾値の速度を示す信号が送られるまで動かなかったからであ
る（この具体例では５９．９）。したがって、図の関数はこのようなデッドスポットを回
避しており、タブレットコンピュータ２００が動かされたとたんにプローブ１１６がＣＭ
Ｍ１００の軸に沿って運動を始める。当然のことながら、このようなデッドスポットは、
他の種類の機械にはある場合とない場合もあり得るが、閾値はおそらく異なる。
【００７３】
　当然のことながら、携帯機器２００の他の自由度における運動をプローブ１１６と物体
１０６の相対運動にマッピングするために、同じ関数を使っても、異なる関数を使っても
よい。さらに、携帯機器２００は、オペレータが同じ自由度について複数の異なる関数の
中から選択できるように構成されてもよい。例えば、第１と第２の曲線関数を提供しても
よく、第１の曲線関数は第２の関数よりなだらかな曲線である。したがって、第１の曲線
関数は初心者のオペレータが使用するのにより適当となり得、第２の曲線は熟練オペレー
タが使用するのにより適当であり得る。制御手段は、携帯機器２００のタッチスクリーン
インタフェースを通じて提供されてもよく、これによってオペレータはどの関数を使用す
るか選択できる。すなわち、トグルスイッチを提供してもよく、これによってオペレータ
は異なる関数間で切り替えることができる。さらに、複数の異なる関数を提供するのでは
なく、オペレータが変更できる１つの関数を提供してもよい。例えば、関数のパラメータ
を使用者が変更して、曲線関数の急峻さを変えることが可能であってもよい。これは、携
帯機器２００のタッチスクリーンインタフェースによって提供されるスライドボタンを通
じて変更されてもよく、オペレータはこれを動かして関数を変更できる。別の実施形態で
は、オペレータは、異なる関数の中から選択する（または関数を変更する）ことによって
、携帯機器２００の運動に応答してＣＭＭの軸が移動できる最大速度を変更できる。
【００７４】
　図４ａを参照すると、本発明の他の実施形態によるタブレットコンピュータ２００のス
クリーンショットが示されている。図２に示されているものと異なり、スクリーンにはは
るかに多くの情報が表示されている。ここでも２つの起動領域２１０が、タブレットコン
ピュータ２００の下側縁辺に沿った両側の角に向かって設置されている。しかしながら、
この場合は各起動領域２１０には、ブランク領域２２０（これは、図２に関して上述した
方法とほとんど同様に使用でき、すなわちブランク領域２２０は基本的にデッドマンハン
ドルである）、と、ジョイスティック２２２、２２４を含むジョイスティック領域２２３
、２２５が含まれる。詳しくは、右側の起動領域２１０には２Ｄジョイスティック２２２
が含まれ、左側の起動領域２１０には１Ｄジョイスティック２２４が含まれる。当然のこ
とながら、ジョイスティック２２２、２２４は、一般に「Ｄパッド」とも呼ばれるジョイ
スティックパッドのグラフィック描写を示すソフトウェアによって提供される。オペレー



(18) JP 2014-512530 A 2014.5.22

10

20

30

40

50

タは、物理的なジョイスティックパッド／Ｄパッドの場合と同様の方法でジョイスティッ
クの上で親指（または親指以外の指）をスライドさせることによって、１Ｄおよび２Ｄジ
ョイスティック２２４、２２２を制御できる。後でより詳しく説明するように、ジョイス
ティック２２２、２２４は起動領域２１０の中に配置されているため、これら自体を、プ
ローブ１１６の加速度計に基づく運動制御を「起動させる」ために使用できる。しかしな
がら、同じく後でより詳しく説明するように、特定の実施形態において、ジョイスティッ
ク２２２、２２４の特定の組み合わせが選択された場合には、加速度計に基づく運動制御
が起動されないことが好ましいかもしれない。
【００７５】
　後でより詳しく説明するように、検査工程中に物体上の点がとらえられると、データが
タブレットコンピュータ２００にフィードバックされ、これによって、その物体のグラフ
ィック描写をタブレットコンピュータ２００のスクリーン２０４の上に構築できる。これ
は図４ａにおいて、タッチスクリーン２０４の中央のグラフィック描写２３０により示さ
れる。オペレータは、グラフィック描写２３０のビューを、タッチスクリーン２４０にお
いて指をグラフィック描写２３０の上でスライドさせることによって操作し、角方向を変
えることができる。さらに、オペレータは、タッチスクリーン２０４においてグラフィッ
ク描写２３０の上で指同士を近付ける、または離しながら開く動作によって、グラフィッ
ク描写２３０を拡大、縮小することができる。もちろん、当然のことながら、これらはモ
デルを操作するために使用できるジェスチャの種類の一例に過ぎず、グラフィック描写２
３０との相互作用にはその他のジェスチャや動作も利用できる。
【００７６】
　同じく図４ａに示されるように、タッチスクリーン２０４はオペレータに向けて多くの
ボタンを提供する。ボタンを左から右の順に見ると、第１のボタン２３２は、オペレータ
により、タブレットコンピュータ２００の加速度計をＣＭＭ１００の直線軸ｘ、ｙの制御
のための使用からヘッド１４の回転軸Ａ１、Ａ２の制御へと切り替える際に選択できる。
このボタンが選択されると、プローブ１１６の回転軸の周囲での運動が、直線軸に沿った
運動とほとんど同様に制御される。すなわち、タブレットコンピュータ２００の回転運動
が、ヘッド１１４のＡ１、Ａ２軸の周囲での回転運動を起こさせる。詳しくは、タブレッ
トコンピュータ２００のそのｘ軸の周囲での回転運動を、ヘッド１１４の軸の１つ（例え
ば、Ａ１）の周囲での回転運動に結び付けることができ、タブレットコンピュータ２００
のそのｙ軸の周囲での回転運動を、ヘッド１１４の軸のもう一方（例えば、Ａ２）の周囲
での回転運動に結び付けることができる。さらに、図３ｂに示されているものと同じか、
同様の関数を使って、ヘッド１１４の軸Ａ１、Ａ２の周囲でのプローブ１１６の回転運動
の速度を制御できる。
【００７７】
　第２のボタン２３４を選択すると、ある点、例えば中間点をとらえることができる。こ
れは、タブレットコンピュータ２００が測定経路のプログラムに使用されているときに有
益となりえ、それは、ＣＭＭ１００に対して、物体１０６の周囲でナビゲートしていると
きにプローブ１１６を物体１０６から離れた特定の点まで移動させるように命令するため
に使用できるからである。第３のボタン２３６は、選択された点、すなわちプローブ１１
６と物体１０６との接触によって生成されたもの、または第２のボタン２３４の選択によ
って作られたものを取り消すために使用できる。第４のボタン２３８は、プローブ１１６
のオンとオフに使用できる（すなわち、これをオフにして、プローブ１１６と物体１０６
が接触してもトリガ信号を発生しないようにすることができる）。第５のボタン２４０は
、ＣＭＭ１００のモータをオフにするために使用できる。これは、オペレータが手でプロ
ーブ１１６を動かしたいときに有益となりうる。
【００７８】
　第６のボタン２４２を選択すると、タッチスクリーン上にオプションボックスが表示さ
れ、これによってオペレータは手作業で、タブレットコンピュータ２００に対し、ＣＭＭ
１００に関するタブレットコンピュータ２００の向きを知らせることができる。これは、
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タブレットコンピュータ２００の軸とＣＭＭ１００の軸の結び付きを、タブレットコンピ
ュータ２００とＣＭＭ１００の向きに応じて変更できるようにするためである。例えば、
前述のように、タブレットコンピュータ２００のｘ軸はＣＭＭ１００のｙ軸に結び付けら
れ、タブレットコンピュータ２００のｙ軸はＣＭＭ１００のｘ軸に結び付けられる。しか
しながら、オペレータがＣＭＭ１００の横に歩いて行き、ＣＭＭ１００と対面して、タブ
レットコンピュータ２００がそのｚ軸の周囲で９０°回転されるようにすると、タブレッ
トコンピュータ２００のｘ軸をＣＭＭ１００のｙ軸に結び付け、タブレットコンピュータ
２００のｙ軸をＣＭＭ１００のｘ軸に結び付ける方がより適当かもしれない。したがって
、オペレータはボタン２４２を通じて、タブレットコンピュータ２００に対して、タブレ
ットコンピュータ２００とＣＭＭ１００の間の向きがそのように変わったため、タブレッ
トコンピュータ２００とＣＭＭ１００の軸の間の結び付きを変えると伝えることができる
。後でより詳しく説明するように、タブレットコンピュータ２００とＣＭＭ１００の軸の
間の結び付きの変更が自動的に行われるようにすることもできる。
【００７９】
　第７のボタン２４４は、２Ｄジョイスティック２２２を、２Ｄジョイスティック２２２
を直線次元ｘとｙの両方に同時に無制限に動せる無制限２Ｄジョイスティック（図に示さ
れる）と、２Ｄジョイスティック２２２を一度に直線次元ｘまたはｙの一方にしか動かせ
ない制限付２Ｄジョイスティックとの間で切り替えるために使用できる（この場合、円形
（Ｏ）のジョイスティックの境界線２２３がプラス（＋）の境界線に変わり、制限されて
いることをオペレータに視覚的に示す）。
【００８０】
　オペレータはタブレットコンピュータ２００に、座標位置決め装置に関する、詳しくは
例えば検査対象の物体１０６に関する情報を問い合わせることもできる。詳しくは、タブ
レットコンピュータ２００を使って、物体１０６に関する測定データ、例えば特徴物の大
きさおよび／または２つまたはそれ以上の特徴物間の距離を見直すことができる。このよ
うなデータの問い合わせには、オペレータが例えばタッチスクリーン２０４を通じてタブ
レットコンピュータ２００と対話することによってアクセスできる。例えば、メニューを
提供することができ、これには例えば、オペレータがタブレットコンビュータ２００の、
例えばタッチスクリーン２０４のボタン（図示せず）を選択することによって、またはタ
ブレットコンピュータ２００を所定の方法で傾けることによって、例えばタブレットコン
ピュータ２００をその短い方の端のうちの一方を下にして実質的に垂直な向きに起こすこ
とによって、アクセスできる。例えば、図４ｂは、オペレータがタブレットコンピュータ
２００をその短い方の端のうちの一方を下にして垂直に起こしたときにオペレータに対し
て提示されるスクリーンの例を示している。図のように、オペレータは、いずれの特定の
測定された特徴物の測定データも見ることを選択できる（特徴物の名前（例えば、面００
１、面００２）に触れることによる。図の例では、円００２の測定データが示されている
）。
【００８１】
　前述のように、検査ソフトウェア３５２は、測定中の特徴物の種類を自動的に判断する
ように構成されてもよい。検査ソフトウェア３５２は、特徴物認識工程を援助するために
、作業中に取得された測定データに関しするオペレータからの入力を必要とするかもしれ
ない。この場合、装置１０は、測定対象の特徴物の種類に関するオペレータの確認の要求
がタブレットコンピュータ２００のタッチスクリーン２０４に表示されるように構成され
てもよい。例えば、特徴物の種類の選択肢がタッチスクリーン２０４上に表示されてもよ
い（例えば、面、線および／または円）。すると、オペレータはタッチスクリーン２０４
を通じて、例えば適切な特徴物の種類を選択することを通じて）応答できる。
【００８２】
　次に、図５を参照すると、タブレットコンピュータ２００とデスクトップコンピュータ
３００のソフトウェアアーキテクチャの概略図が示されている。図のように、タブレット
コンピュータ２００とデスクトップコンピュータ３００の中ソフトウェアは、多数の層と
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構成要素に分散させる(distilled)ことができる。特に、タブレットコンピュータ２００
は、ユーザインタフェース（ＵＩ）層２５０と、タッチスクリーン層２５２と、３Ｄレン
ダラ２５４と、加速度計層２５６と、コンパス層２５７と、ビジネス層２５８と、通信層
２６０を含み、デスクトップコンピュータ３００は、プロキシ３５０と、検査ソフトウェ
ア３５２と、ユニバーサルＣＭＭコントローラ（「ＵＣＣ」）サーバ３５４と、を含む。
これらの層と構成要素について、以下により詳しく説明する。
【００８３】
　ＵＩ層２５０は、タッチスクリーン２０４上のグラフィクスの表示（図４ａに示される
もの等）を制御し、またタッチスクリーン２０４への接触の検出を処理しい、例えばタッ
チスクリーン２０４が接触された位置をタッチスクリーン層２５２に報告する。
【００８４】
　タッチスクリーン層２５２は、ＵＩ層２５０からこのような接触信号を受け取り、この
接触に応答して行うべき動作があれば、それは何かを判断する。これに応答して、ＵＩ層
２５０に対し、接触が検出されたことを示すように表示を変更するように命令することが
できる。例えば、ボタンまたは起動領域に接触されると、これは、例えばその色を変える
等によってハイライトされてもよい。別の例として、ジョイスティック２２２、２２４が
操作された場合、タッチスクリーン２０４の上のジョイスティックパッドの位置を変えて
、オペレータの動作を反映させてもよい。さらに、タッチスクリーン層２５２はまた、タ
ッチスクリーン２０４の接触が検出されたことに応答して、ビジネス層２５８に命令を送
信し、これについては後でより詳しく説明する。
【００８５】
　３Ｄレンダラ２５４は、デスクトップコンピュータ３００からのモデルデータに応答し
て、グラフィック描写２３０の構築を処理し、これについて以下により詳しく説明する。
【００８６】
　加速度計層２５６は、タブレットコンピュータ２００の加速度計からのデータを処理し
、情報をビジネス層２５８に送る。同様に、コンパス層２５７は、タブレットコンピュー
タ２００の内蔵コンパスからのデータを処理し、情報をビジネス層２５８に送る。
【００８７】
　ビジネス層２５８は、加速度計層２５６、コンパス層２５７、タッチスクリーン層２５
２、３Ｄレンダラ２５４の各々からのデータを処理して、このように処理されたデータを
デスクトップコンピュータ３００に送信されるように通信層２６０に送る。例えば、ビジ
ネス２５８は加速度計層２５６の出力を処理し、これを、例えば図３ａと３ｂに関連して
上述した方式を使って、測定プローブ１１６の運動の制御に使用可能な数値に変換する。
オペレータがタッチスクリーン２０４上に示される３Ｄモデルを操作できる実施形態にお
いて、３Ｄレンダラが、タッチスクリーン２０４上の接触位置を処理し、オペレータがそ
のモデルの中のどの部分に接触したかを導き出すことに関わることができ、この情報をビ
ジネス層２５８に送って、処理されるようにする（例えば、モデルの中の接触部分がハイ
ライトされ、および／またはモデルの中の接触部分に関する情報が表示される）。ビジネ
ス層２５８はまた、通信層２６０から、デスクトップコンピュータ３００がタブレットコ
ンピュータ２００に送信したデータを受け取ってこれを処理し、および／または適切な層
に送る。例えば、これはデスクトップコンピュータ３００から、タッチスクリーン２０４
上に表示されることになるグラフィック描写２３０に関する情報を受け取り、これを３Ｄ
レンダラに送る。通信層２６０は、ＷＬＡＮを通じたデスクトップコンピュータ３００と
のデータの送受信を処理する。各層のその他の機能については、図６～８に関連して後で
より詳しく説明する。
【００８８】
　デスクトップコンピュータ３００のプロキシ３５０は、（無線ルータを通じた）タブレ
ットコンピュータ２００とのテータの送受信を処理する。さらに、プロキシ３５０は、タ
ブレットコンピュータ２００から受け取る測定プローブの運動命令をコントローラ１０２
に直接送る。図５に示されるように、プロキシ３５０はコントローラ１０２の上の入力ポ
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ート１０３に接続される。先行技術のシステムであれば、ジョイスティック１０５がこの
入力ポート１０３に直接接続されることになり（破線で示される）、このジョイスティッ
クからの信号はコントローラ１０２によって受信され、これが信号を解釈し、それを使っ
てＣＭＭ１００のプローブ１１６の運動を起こさせるであろう。開示されている実施形態
では、プロキシ３５０はジョイスティック１０５に代わってこのような信号を供給する。
しかしながら、当然のことながら、本発明には、ジョイスティック１５０も設置して、そ
れをプローブ１１６の運動の制御に使用できるような実施形態もあり得る。デスクトップ
コンピュータはまた、コントローラ１０２からのデータを処理するＵＣＣサーバ３５４と
、コントローラ１０２からのデータ（ＵＣＣサーバ３５４を通じて受け取る）を使って、
特に検査中の物体の３Ｄ描写を構築する検査ソフトウェア３５２と、を含む。
【００８９】
　前述のように、図５に示されるシステムアーキテクチャは、本発明を実施できる多様な
方法のうちの１つに過ぎず、装置の様々な部分を通じて各種のモジュールを提供できる。
実際に、前述のように、ＰＣを完全になくしてもよく、そのモジュールはタブレットコン
ピュータ２００、コントローラ１０２、またはそれら両方の組み合わせによって提供され
る。
【００９０】
　図６は、プローブ１１６の運動を起こさせるためのタブレットコンピュータ２００から
コントローラ１０２への情報の流れ方を示す。方法６００はステップ６０２から始まり、
そこではタッチスクリーン層２６２がＵＩ層２５０からの信号をモニタして、起動領域２
１０が両方ともオペレータによって触れられたか否かを判断する。触れられていなければ
、方法はこれらが触れられるまでそのまま待機する。起動領域２１０の両方が触れられる
と、方法はステップ６０４に進み、この時点で、１Ｄジョイスティック２２４と２Ｄジョ
イスティック２２２の両方が選択されているか否かを判断する。現在開示されている実施
形態では、ジョイスティック領域２２３、２２５のいずれも選択されず（ブランク領域２
１０だけが選択されており）、したがって方法はステップ６０６に進み、次にステップ６
０８に進んで、この時点で１Ｄジョイスティック領域２２５または２Ｄジョイスティック
領域２２３だけが選択されたか否かを判断する。現在の実施形態では、ブランク領域２１
０だけが選択されているため、これらの時点での回答はどちらもノーであり、したがって
方法はステップ６１０に進む。ステップ６１０では、タブレットコンピュータ２００の加
速度計が起動され、その出力が加速度層２５６によってモニタされて、ビジネス層２５８
に報告される。ステップ６１２では、ビジネス層２５８が加速度計層２５６からの出力を
処理して、図３ａと３ｂに関連して上述した方法に従ってプローブ１１６を移動させるた
めの命令を発生する。ビジネス層２５８はこの命令を通信層２６０に送り、通信層２６０
がステップ６１４において、ＷＬＡＮを通じてプロキシ３５０にこの命令を送信する。ス
テップ６１６では、プロキシ３５０が今度はこの命令をコントローラ１０２に送り、コン
トローラ１０２は、通常ジョイスティック１０５からの命令を解釈する場合のように、こ
の命令を解釈し、命令に従ってプローブ１１６の運動を起こさせる。ステップ６１２～６
１６は繰り返され、最終的に起動領域のうちの少なくとも一方がオペレータの手から離れ
、その時点で制御工程はステップ６０２に戻る。
【００９１】
　当然のことながら、上記の説明によれば、工程のいずれか段階で起動領域２１０のいず
れかがオペレータの手から離れると、方法６００は中断され、制御工程はステップ６０２
に戻る。さらに、停止信号が（デスクトップコンピュータ３００を通じて）コントローラ
に送信され、プローブ１１６のすべての運動が確実に停止される。
【００９２】
　図７は、情報がコントローラ１０２からタブレットコンピュータ２００に戻される様子
を示す。ステップ７０２に示されるように、ＵＣＣサーバ３５４はコントローラ１０２に
、ＣＭＭ１００のエンコーダからの位置情報と、プローブ１１６がトリガ信号を発生した
か否かをポーリングする。コントローラ１０２はこの情報をＵＣＣサーバ３５４に戻し、
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ステップ７０４で、ＵＣＣサーバ３５４が、コントローラ１０２はプローブ１１６がトリ
ガ信号を発生したことを示しているか否かを判断する。示していなければ、ＵＣＣサーバ
３５４は受け取った位置情報を記録して、制御工程をステップ７０２に戻す。ＵＣＣサー
バ３５４がコントローラ１０２から、プローブ１１６がトリガ信号を発生したことの表示
を確かに受け取ると、制御工程はステップ７０６に進み、この時点でＵＣＣサーバ３５４
は、現在の位置のほか、すでに受け取っている過去の位置情報も使って、接触点の接近ベ
クトルを決定する。ＵＣＣサーバ３５４は次に、ステップ７０６において、エンコーダか
らの位置情報とプローブ１１６の接近ベクトルを、プローブに関してすでに分かっている
情報（例えば、その長さ、触針先端の直径等）とともに使用して、プローブ１１６と物体
１０６の間の接触点が出現したか否かを判断し、これを記録する。
【００９３】
　すると、この情報は検査ソフトウェア３５２に送られ、これが接触地点データを記録す
る。検査ソフトウェア３５２はまた、特徴認識工程を実行して、測定中の物体の特徴の描
写を構築する。例えば、特徴認識工程は、測定中の特徴物が平面のような平らな特徴物か
、円形の穴のような円形の特徴物かを特定しようとするために使用されてもよい。特徴認
識アルゴリズムは公知であり、例えば特許文献１０に記載されており、その内容をこの引
用によって本明細書に援用する。ステップ７１０～７１６に示されているように、検査ソ
フトウェア３５２は次に、この特徴物の描写データを、プロキシ３５０、タブレットコン
ピュータ２００の通信層２６０およびビジネス層２５８を介してタブブレットコンピュー
タ２００の３Ｄレンダラ２５４に送信する。すると、３Ｄレンダラはステップ７１８で、
特徴物の描写データを、タッチスクリーン２０４上にグラフィック描写として表示するの
に適したフォーマットで処理し、このグラフィック描写をＵＩ層２５０に送ると、これが
ステップ７２０でグラフィック描写２３０をタッチスクリーン２０４上に表示する。
【００９４】
　当然のことながら、検査ソフトウェア３５２は上記以外の追加の機能を果たすことがで
きる。例えば、検査ソフトウェア３５２を使って、検査中の物体に関する正式なレポート
を作成し、測定経路プログラムを保存してコントローラ１０２に測定プログラムを実行す
る命令を送り、測定された特徴物の描写をデスクトップコンピュータ２００に接続された
ディスプレイ（図示せず）上に表示することができる。
【００９５】
　図６に示されているように、タブレットコンピュータ２００の加速度計を通じて行う以
外にも、プローブ１１６の運動を制御する方法がある。例えば、これから説明するように
、タブレットコンピュータ２００のタッチスクリーン２０４上のユーザインタフェースに
よって提供される１Ｄジョイスティック２２４と２Ｄジョイスティック２２２を通じてプ
ローブ１１６の運動を制御することが可能である。例えば、ステップ６０４において、オ
ペレータがタッチスクリーン２０４の、１Ｄジョイスティック２２４と２Ｄジョイスティ
ック２２２が示されている場所に触ったと判断された場合、制御工程はステップ６２０に
進み、この時点で、１Ｄジョイスティック２２４と２Ｄジョイスティック２２２がステッ
プ６２０で起動される。これには、タッチスクリーン層２５２が１Ｄジョイスティック領
域２２５と２Ｄジョイスティック領域２２３におけるオペレータの指の位置をモニタし、
この位置情報をビジネス層２５８に報告することが関わる。ステップ６２２において、ビ
ジネス層２５８はこの位置情報を処理して、プローブ１１６を移動させるための命令を発
生する。詳しくは、ビジネス層２５８は１Ｄジョイスティック２２４にかんする位置情報
を処理して、中空軸１１２をＺ軸において移動させてプローブ１１６をＺ軸方向において
移動させるための命令を生成し、２Ｄジョイスティック２２２に関する位置情報を処理し
て、中空軸１１２を横部材１１０に沿ってＸ軸において移動させ、またガントリをＹ軸に
沿って移動させ、その結果、プローブ１１６をＸとＹ軸に沿って移動させるための命令を
生成する。ビジネス層２５８は、タッチスクリーンからの位置情報を、図３ｂに関して上
述した方法と同様に処理し、すなわち、非線形（例えば、指数関数的）関数を使って、当
初の接触された位置から遠ざかる運動の程度をＣＭＭの運動速度にマッピングする。
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【００９６】
　前節でステップ６２０と６２２に関して説明したシナリオにおいて、タブレットコンピ
ュータ２００の加速度計がイネーブルされないことに留意されたい。したがって、プロー
ブ１１６の運動は１Ｄジョイスティック２２４と２Ｄジョイスティック２２２によっての
み制御される。同様の状況は、ステップ６０８において、オペレータがタッチスクリーン
２０４の、２Ｄジョイスティック２２２がある場所（１Ｄジョイスティック２２４ではな
い）に触れたと判断されたときにも生じる。この場合も同じく、加速度計はイネーブルさ
れずに、ビジネス層２５８が２Ｄジョイスティック２２２に関する位置情報を処理して、
中空軸１１２を横部材１１０に沿ってＸ軸において移動させ、またガントリをＹ軸に沿っ
て移動させ、その結果プローブ１１６をＸおよびＹ軸に沿って移動させるための命令を生
成する。
【００９７】
　しかしなから、これに対して、ステップ６０６で、オペレータがタッチスクリーン２０
４の、１Ｄジョイスティック２２４がある場所（２Ｄジョイスティック２２２ではない）
に触れたと判断されると、加速度計がイネーブルされ、ビジネス層２５８は加速度計層２
５６からの出力を処理して、図３ａと３ｂに関連して上述した方法により、プローブ１１
６をＸとＹ軸に沿って移動させるための命令を生成し、また１Ｄジョイスティック２２４
に関する位置情報を処理して、中空軸１１２をＺ軸において移動させて、プローブ１１６
をＺ軸において移動させるための命令を生成する。
【００９８】
　別の代替的実施形態において、１Ｄジョイスティック２２４および／または２Ｄジョイ
スティック２２２は、プローブ１１６と物体１０６の相対運動を加速度計と同時に制御す
るために使用されてもよい。詳しくは、加速度計は、プローブ１１６と物体１０６の直線
相対運動を制御するために使用されてもよく、１Ｄジョイスティック２２４および／また
は２Ｄジョイスティック２２２は、プローブ１１６と物体１０６の回転相対運動を制御す
るために使用されてもよい。例えば、ステップ６２０で１Ｄおよび２Ｄジョイスティック
と加速度計が起動されてもよく、ステップ６２２ではビジネス層２５８が、加速度計２５
６からの出力を処理して、プローブ１１６をＸおよびＹ軸に沿って移動させるための命令
を生成し、１Ｄジョイスティック２２４に関する位置情報を処理して、中空軸１１２をＺ
軸において移動させて、プローブ１１６をＺ軸において移動させるための命令を生成し、
２Ｄジョイスティック２２２に関する位置情報を処理して、ヘッド１１４を制御してプロ
ーブ１１６をＡ１とＡ２軸の周囲で移動させるための命令を生成する。
【００９９】
　前述のように、タッチスクリーン２０４上のユーザインタフェースによって提供される
第６のボタン２４２により、オペレータはタブレットコンピュータ２００に対し、ＣＭＭ
１００に関するその向きを知らせることができ、その結果、タブレットコンピュータ２０
０のどの軸がＣＭＭ１００のどの軸に結び付けられるかを手作業で変更できる。これはオ
ペレータにより、測定作業開始時にタブレットコンピュータ２００に対し、それがＣＭＭ
１００に関してどの向きか、すなわちそれがＣＭＭ１００の前、いずれかの側の横、また
は後ろのどこにあるかを伝えるために使用可能である。タブレットコンピュータ２００は
次に、その軸をＣＭＭ１００の適切な軸に結び付けることができる（例えば、開示されて
いる実施形態において、オペレータがタブレットコンピュータ２００に対して、それがＣ
ＭＭ１００の前にあると伝えると、装置は、タブレットコンピュータ２００のそのｙ軸の
周囲での回転がＣＭＭ１００のｘ軸に沿った測定プローブ１１４の直線運動を制御するよ
うに構成される）。
【０１００】
　第６のボタン２４２はまた、タブレットコンピュータ２００に対して、ＣＭＭ１００に
関するその向きがいつ変わったかを伝え、それによって、タブレットコンピュータ２００
の軸とＣＭＭ１００の軸の間の結び付きを変更するために使用できる（例えば、開示され
ている実施形態において、オペレータがタブレットコンピュータ２００に対して、それが
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ＣＭＭ１００の片側にあると伝えると、装置は、タブレットコンピュータ２００のそのｙ
軸の周囲での回転がＣＭＭ１００のｙ軸に沿った測定プローブ１１４の直線運動を制御す
るように構成される）。
【０１０１】
　上記のタブレットコンピュータ２００はまた、ＣＭＭ１００に関するその向きの変化を
判断して、タブレットコンピュータ２００のどの軸がＣＭＭ１００のどの軸に結び付けら
れるかを自動的に変更することもできる。これは、図５に示さるように、コンパス層２５
７が提供され、これがタブレットコンピュータ２００の内蔵コンパス（図示せず）の出力
をモニタするからである。コンパス層２５７は、コンパスからのデータをビジネス層２５
８に送る。ビジネス層２５８が、タブレットコンピュータ２００が垂直軸の周囲で（例え
ば、タブレットコンピュータが水平に置かれているときにはそのＺ軸の周囲で）、タブレ
ットコンピュータ２００とＣＭＭ１００の相対的向きを実質的に変えるのに十分なだけ回
転したと判断すると、ビジネス層２５８は、タブレットコンピュータ２００のどの軸がＣ
ＭＭ１００のどの軸に結び付けられるかを変更する（開示されている具体的な実施形態に
おいて、これはタブレットコンピュータが垂直軸の周囲で少なくとも４５°回転したとき
に行われる）。もちろん、このような向きの変化の検出は、コンパスによる方法以外でも
実施でき、例えば、タブレットコンピュータ２００の加速度計および／またはジャイロス
コープの使用を通じて行われる。
【０１０２】
　前述のように、カメラプローブ等のビジョンプローブを、接触型プローブの代わりにＣ
ＭＭ１００のヘッド１１４に取り付けることができる。当然のことながら、カメラプロー
ブは検査中の物体の画像、例えばビデオ画像を取得する。ソフトウェア、例えば検査ソフ
トウェア３５２は、画像を解析して、そこから測定情報を抽出できる。また、カメラプロ
ーブからの画像、例えばビデオストリームがカメラプローブからタブレットコンピュータ
２００へと送られて、タッチスクリーン２０４上に表示され、それによってオペレータが
カメラプローブに見えているものを見ることができるようにすることも可能である。同様
に、カメラ式でないその他の種類のプローブの場合には、触針、プローブおよび／または
、ＣＭＭのある部品、例えば関節接続されたヘッドに設置されたカメラ（または複数のカ
メラ）を提供してもよく、このカメラ（複数の場合もある）からの画像および／またはビ
デオストリームがタブレットコンピュータ２００に提供されてもよく、例えば使用者にそ
の部品の「プローブからのビュー」が提供される。例えば、画像／ビデオストリームは、
コントローラ１０２、ＵＣＣサーバ３５４、検査ソフトウェア３５２、プロキシ３５０、
通信層２６０を通じてビジネス層に送ることができ、するとビジネス層がこのデータを処
理して、ＵＩ層２５０に送ってタッチスクリーン２０４上に表示するのに適したフォーマ
ットにする。このビデオストリームは様々な方法で利用できる。例えば、検査中の部品の
１枚または複数の、例えば一連の静止画像を取得し、保存してもよい。写真、グラフィッ
ク描写３４０および／または測定点は、相互に重ねられてもよく（そのグラフィック描写
２３０および／または測定点の１つまたは複数が部分的に透明である）、それによってオ
ペレータはデータを比較することができる。これは、中途、例えば測定中でも、後工程で
もよい。これに加えて、これはタブレットコンピュータ２００自体で、またはいずれかの
外部コンピュータで行ってもよい。さらに、オペレータは測定中、ビデオストリームを使
ってカメラプローブの運動を案内してもよい。これは、実際の加工物とカメラプローブを
直接見る代わりであっても、それに追加されてもよい。これは、カメラプローブの結像レ
ンズを通じて狭い光ビームを投射するスルーザレンズ調光（Through-The-Lens-Illuminat
ion:TTLI）カメラプローブについて特に有益となりえ、これは、オペレータが加工物のう
ちの測定対象部分にビームを当てるのを援助するからである。例えば、狭い穴を測定する
際、これは穴の正しい部分がビームにより照明されていることがオペレータに分かるよう
にするのに役立つ。
【０１０３】
　さらに、オペレータには、タッチスクリーン２０４を通じて、オペレータがカメラプロ
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ーブの特定の特性、例えば露出とフォーカス、照明等を制御できるようにするためのツー
ルを提供できる。これは、図４ｃに示され、この図は図４ａに示されるものと同様のタブ
レットコンピュータ２００のスクリーンショットを示しており、同様の部品には同様の参
照番号が付与されている。図から分かるように、この実施形態において、カメラプローブ
からのライブビデオストリーム２７０がタッチスクリーン２０４上に表示される。さらに
、ＣＭＭに取り付けられたカメラプローブを制御するための多数のツール２７２、２７４
、２７６が提供される。この実施形態において、カメラプローブは、検査中のアーチファ
クトを照明するための照明手段を有する。詳しくは、ＬＥＤの輪がカメラプローブの対物
レンズの周囲に設置される。したがって、図から分かるように、ＬＥＤの輪の中の各ＬＥ
Ｄのオンとオフを制御するための照明制御ツール２７２、ＬＥＤの明るさを制御するため
のＬＥＤ強度制御ツール２７４、カメラプローブの焦点面の位置を制御するためのフォー
カスツール２７６が提供される。さらに、「シャッタ」制御ツールが（例えばタッチスク
リーン２０４を通じて）提供されてもよく、これはカメラプローブの現在の出力のスナッ
プショットの撮影と保存が行われるようにする。
【０１０４】
　前述のような、ＣＭＭ上のプローブの運動を制御するためのタブレットコンピュータ２
００を提供することによって、オペレータはその位置に関係なく、部品と対話する必要が
なくなる。これは、プログラミングのエラーを減少させ、プログラミング作業を簡素化し
、測定プログラミングのサイクル時間を短縮するのに役立つことが分かった。これは例え
ば、小さな特徴物、例えば小さな穴の測定をプログラムするときに、表面仕上げプローブ
または、詳細な視覚的観察を必要とするその他の触針等の傾斜した先端を持つプローブを
考えたときに特に有利である。
【０１０５】
　また、上述のような表示機能を携帯機器２００に設け、それに加速度計および所望によ
りジョイスティック）による制御が加わることで、オペレータは過去においては複雑であ
った測定作業をより容易に習得できる。例えば、ｘ、ｙ、ｚおよび／または回転軸Ａ１、
Ａ２において同時に行われる同時運動は、標準的な公知のジョイスティックでは初心者に
とって難しい。このような標準的なジョイスティックの使用に熟練することは、それ自体
が多大な訓練と練習を必要とする技術である。このような複雑さはまた、特に例えばオペ
レータの注意が、制御機器の操作と、別のデスクトップコンピュータのユーザインタフェ
ース上で動作しなければならないことの間で分散されたときに、ミスを犯す可能性を高め
る。これは、プローブがその部品と近接衝突する程度に近い場合に明白である。このよう
なユーザインタフェースを含む携帯機器は、オペレータの集中が２つの分離可能な機器の
間で分散されないことを意味し、それ自体がエラーの可能性を低減させる。さらに、開示
されているタブレットコンピュータ２００は、複数の軸に沿った／その周囲の運動を同時
に制御するための、直観的で使いやすい制御手段を提供し、ここでも、操作モードを切り
替える必要がない。さらに、前述のように、向きの切り替えはコンパスを使って自動的に
処理できる。したがって、上記の特徴の各々によって、高価なプローブと物体との衝突や
、それらの損傷の原因となるようなオペレータのエラーの可能性が低減する。
【０１０６】
　さらにまた、図３ｂに関して上述したような機能の使用によって、測定プローブの運動
速度に対する多目的の制御が可能となり、異なる高速／低速モードの間の切替えを行う必
要がない。したがって、ＣＭＭの速度もまた同じ携帯機器によって直感的に管理されると
（例えば、タブレットコンピュータの傾き角が、最大速度までの加速度／源速度を決定す
る）、これは現時点で公知のジョイスティックの場合に必要なまた別の相互作用（すなわ
ち、別のボタンを押すこと）も省くことができる。図３ｂに関連して説明したような加速
度曲線を使用することによって、非常に応答性の良いチルトシステムに限界を設けること
ができ、これは、オペレータが機器の加速率と減速率を非常に精密なレベルで非常に素早
く制御できることを意味する。高い加速率は初心者のオペレータにとって危険となる可能
性があり、これはシステムが素早く制御不能となり得るからである。前述のように、オペ
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レータによりよい制御を行うための選択肢を与えることができ、例えば、適切に加速度曲
線を修正する（または異なる加速度曲線を使用する）初心者向け／専門家向けの使用モー
ドを容易に選択できる。
【０１０７】
　したがって、本発明による装置は、はるかに直感的で習得が容易である。これによって
訓練費用が削減され、初心者のオペレータの生産性はより素早く向上する。すると、これ
はプローブによる測定全般を奨励し、それによって、以前は無視されていた特徴物が測定
可能となり、測定されることができ、より高品質の部品が得られる。
【０１０８】
　携帯機器２００は、検物体を検査するための測定経路をプログラムし、部品の測定を実
行し、結果のデータを収集、表示および／または解析するために使用できる。これは、別
のジョイスティックとＰＣを必要とする現在のシステムより効率的である。前述のように
、測定および／またはプログラミングデータは、携帯機器上に保存されてもよい。オペレ
ータは、そのデータと相互作用できる。データは、現在の測定作業に関係付けることがで
きる。データは経時的であってもよく、それによって傾向解析が可能となる。データは他
のＰＣから取得してもよく、同じく比較分析が可能である。いつでもどこでも必要なとき
にその情報をオペレータに提供できることは、特にその場での測定においてプログラミン
グ作業を最適化するのに役立ち得る。例えば、その場での測定の経時的な事実を見ると、
オペレータは、どの部分の変化が最も起こりそうかを把握でき、現在の部品について、明
示された特徴物に関するその場での測定を行う必要性をハイライトで知らせることができ
、すなわち、機器がオペレータに最善の測定戦略を知らせることができる。
【０１０９】
　開示されている実施形態において、タブレットコンピュータ２００は汎用の多目的タブ
レットコンピュータ２００、例えばApple,Inc.から入手可能なｉＰａｄ（登録商標）また
はSamsung Electronics CO.Ltd．から入手可能なGalaxy Tab等である。もちろん、他の携
帯型の運動感知機器が使用されてもよく、タブレットコンピュータに限定する必要はない
。例えば、運動感知携帯電話、例えばApple,Inc．から入手可能なｉＰｈｏｎｅ（登録商
標）が使用されてもよい。あるいは、携帯機器は、純粋にＣＭＭ１００の制御用に設計さ
れた特注機器とであってもよい。図の実施形態においては、携帯機器はタッチスクリーン
を含んでいるが、そうでなくてもよい。例えばスクリーンは接触感知式でなくてもよく、
その代わりに、携帯機器との相互都用のためにボタンまたは周辺入力機器（例えばキーボ
ートやマウス）が提供されてもよい。さらに、携帯機器は必ずしもスクリーンを持つ必要
はない。その代わりに、携帯機器は基本的な表示インディケータを含んでいてもよく、ま
たは視覚的表示手段をまったく持たなくてもよい。この場合、携帯機器は、プローブ１１
６の運動を制御するための純粋な運動感知式入力機器として使用されてもよい。
【０１１０】
　前述のように、本発明の他の態様によれば携帯機器が提供され、これは、アーチファク
トに関する測定プローブの運動を、その携帯機器またはその一部と、オペレータが測定作
業に関する情報を入力および／または取得するために使用できるユーザインタフェースの
操作を通じて直接制御するための入力機構を含む。この態様に関して、携帯機器は必ずし
も、携帯機器の運動を検出するための運動センサまたはその他を有していなくてもよい。
その代わりに、例えば、測定プローブの運動はジョイスティック、トラックボール、トラ
ックパッド、タッチスクリーンまたはその他を通じて制御してもよい。例えば、図４と６
を参照すると、運動感知式の制御を助けない機器が提供された場合、プローブの運動は、
例えばグラフィックジョイスティック／Ｄパッド２２２、２２４を使って制御できる。こ
の場合、システムは図６に示されるように動作できるが、第１と第３の分岐（それぞれ、
項目６０４、６２０、６２２と６０８、６４０、６４２で表される）だけが提供される。
これもまた当然のことながら、物理的なジョイスティック、トラックボールまたはその他
のタッチパッドを携帯機器に設置して、同様の方法で動作させてもよい。携帯機器にこの
ようなユーザインタフェースを設けることによって、使用者は測定プローブの運動の制御
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に使用中のその機器からの関連情報にアクセスでき、その結果、例えば運動を制御する際
にあってほしい場所からは離れているかもしれないデスクトップワークステーション等の
別の機器にアクセスする必要がない。上述した方法と同様に、携帯機器によって、使用者
はこの携帯機器に座標位置決め装置に関する情報を問い合わせることができ、詳しくは、
図４（ａ）に示されるものによく似たアーチファクトの少なくとも１つの測定された特徴
のグラフィック描写（例えば、３次元描写）を少なくとも１つのスクリーン上に表示する
ように構成されてもよい。

【図１】 【図２】
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【図４ａ】 【図４ｂ】
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【図６】 【図７】
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