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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測距光を測定対象物に回転照射する投光部と、照射される測距光が横断する様に設けら
れた基準反射部と、該基準反射部を支持する移動機構部と、前記測定対象物からの反射光
を反射測距光として、前記基準反射部からの反射光を内部参照光として受光する受光部と
、前記反射測距光に関する受光信号と前記内部参照光に関する受光信号を基に測定対象物
迄の距離を演算する制御演算部とを具備し、
前記移動機構部は前記投光部の回転中心と同心で且つ該投光部とは独立して回転可能な回
転リングと、該回転リングを回転させる回転モータとを具備し、
前記基準反射部は前記受光部に対して既知の位置となる様に前記回転リングに支持され、
前記移動機構部は前記回転リングを回転させることで前記基準反射部を前記測距光に対し
て相対移動させると共に前記基準反射部を測定方向から外れた位置に移動保持することを
特徴とする距離測定装置。
【請求項２】
　前記基準反射部が設けられる光路上に、前記内部参照光の光量を変化させる光量調整手
段が設けられた請求項１の距離測定装置。
【請求項３】
　前記光量調整手段は前記基準反射部と一体に設けられた請求項２の距離測定装置。
【請求項４】
　前記測距光は少なくとも、測定対象物が含まれる測定エリアを走査し、前記基準反射部
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は走査範囲に位置され、又測定対象物からの反射光と干渉しない位置に配置される請求項
１の距離測定装置。
【請求項５】
　前記制御演算部は、受光光量が変化する受光信号を基に複数の受光光量レベルに対応し
た複数の内部参照基準を生成し、反射測距光の光量に対応した内部参照基準を選択し、選
択した内部参照基準と前記反射測距光の受光信号を基に測定対象物迄の距離を演算する請
求項２の距離測定装置。
【請求項６】
　前記移動機構部は前記基準反射部の回転位置を検出するエンコーダを有し、前記制御演
算部は、前記基準反射部の回転軌跡が真円とした場合の基準軌跡と実際の前記基準反射部
の回転軌跡との間に生じる偏差の誤差データを有し、前記受光部が内部参照光を受光した
時の前記基準反射部の回転位置に於ける前記基準軌跡と前記回転軌跡との偏差に基づき測
定結果を補正する請求項１の距離測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ光線を測定対象物に照射し、測定対象物からの反射光を受光して距離
測定を行う距離測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　距離測定装置として、レーザ光線を測定対象物に照射し、測定対象物からの反射光を用
いて測定対象物迄の距離を測定する光波距離測定装置がある。
【０００３】
　従来、光波距離測定装置では、レーザ光線を一定周波数で強度変調し、測距光として射
出し、測定対象物で反射された反射測距光を受光し、受光された反射測距光の強度変調の
位相と距離測定装置内部に形成した参照用光路で得られた内部参照光の強度変調の位相と
を比較し、位相差から測定対象物迄の距離を測定している。
【０００４】
　上記距離測定装置に於ける距離測定では、測距距離に応じて前記位相差が変化すること
を利用したものであり、内部参照光と反射測距光間の位相差をΔφ、測距距離をＤ、変調
周波数をｆ、光速をＣとすれば、位相差ΔφはΔφ＝４πｆＤ／Ｃ（式１）と表され、測
距距離Ｄは位相差Δφを測定することで求めることができ、更に参照用光路長は既知であ
るので、求められた測定距離を内部参照光路で補正することで正確な測定距離が得られる
。
【０００５】
　又、距離測定に於いて、距離測定装置内部の検出回路等のドリフトが測定誤差として影
響するが、内部参照光と反射測距光との位相を比較することで、検出回路等のドリフトの
影響が相殺され、正確な距離の演算が可能となる。
【０００６】
　次に、従来の距離測定装置の概略を図７に於いて説明する。
【０００７】
　レーザダイオード等の発光素子１は発光駆動回路１２によって所定周波数に強度変調さ
れたレーザ光線を射出する。該レーザ光線はハーフミラー２によって測距光３と内部参照
光４とに分割され、前記ハーフミラー２を透過した前記測距光３は対物レンズ５を通して
測定対象物６、例えばコーナキューブ等の反射鏡に照射され、該測定対象物６で反射され
た反射測距光３′は前記対物レンズ５、ハーフミラー８を通してフォトダイオード等の受
光素子７により受光される。
【０００８】
　前記ハーフミラー２で反射された前記内部参照光４は、前記反射測距光３′の光路上の
前記ハーフミラー８で反射され、前記受光素子７に受光される。該受光素子７の受光信号
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は、受光回路１３に入力され、該受光回路１３は測距演算の為に前記受光素子７から入力
される信号を処理する。
【０００９】
　前記測距光３の光路と前記内部参照光４の光路に掛渡り光路切換え器９が設けられ、又
前記反射測距光３′の光路には光量調整器１１が設けられている。前記光路切換え器９は
前記測距光３の光路と前記内部参照光４の光路とを択一的に遮断し、他方を透過するもの
であり、前記受光素子７には前記反射測距光３′と前記内部参照光４とが交互に受光され
る。
【００１０】
　上記した様に、光強度変調された測距光３が使用され、該測距光３から得られる内部参
照光４と反射測距光３′との位相差を求めて距離を演算しているので、該反射測距光３′
と前記内部参照光４との受光光量の相違は距離測定の精度に影響する。従って、前記光量
調整器１１が設けられている。該光量調整器１１は、連続的に濃度が変化する振幅フィル
タを有し、該振幅フィルタを回転させることで前記反射測距光３′の受光光量を一定に調
整するものである。前記光量調整器１１により、前記測定対象物６の距離によって反射光
量が変化しても前記受光素子７が受光する前記内部参照光４の受光光量と前記反射測距光
３′の受光光量が等しくなる様にしている。
【００１１】
　前記光路切換え器９による光路切換え、及び前記光量調整器１１による光量調整は駆動
回路１４によって制御される。
【００１２】
　制御演算部１５は前記発光駆動回路１２を、前記発光素子１から射出されるレーザ光線
が所定周波数の光強度変調となる様に制御し、又前記駆動回路１４による前記光路切換え
器９の光路切換えのタイミングを制御している。更に、前記制御演算部１５は前記受光素
子７の受光信号から、前記反射測距光３′の光量を前記内部参照光４の光量と等しくする
制御信号を前記駆動回路１４に送出する。
【００１３】
　前記受光回路１３は、前記受光素子７からの信号を増幅、Ａ／Ｄ変換する等の信号処理
を行うと共に前記内部参照光４の変調周波数と、前記反射測距光３′の変調周波数の位相
差を求める等の処理を行い、前記制御演算部１５に送出する。該制御演算部１５は前記受
光回路１３から送出された位相差を基に上記（式１）により前記測定対象物６迄の距離を
演算する。
【００１４】
　上記した従来の距離測定装置では、前記内部参照光４と前記反射測距光３′との切換え
を前記光路切換え器９によって機械的に切換えている。
【００１５】
　光路の切換え、光量調整のいずれも機械的に行っているので、高速な光路切換え、高速
な光量調整が難しく、高速の距離測定が難しい。この為、測定対象物が建築物等について
距離測定を行う場合は問題がないが、１つの測定装置により複数の移動体、例えばブルド
ーザ等の建設機械について連続的に距離測定を行う場合等、高速の距離測定が要求される
場合は測定が困難となる場合がある。又、トータルステーション等により建築物等につい
て３次元測定する場合は、自動測量により多数点について測量する必要があり、測定速度
の高速化が要求される。又、移動体等についての測量を行う場合は、光路切換え速度、光
量調整速度が、移動体の移動速度に追従できず、距離測定を行えない場合が生ずる等の問
題があった。
【００１６】
　尚、測距光を回転させ、多方向、多数点の距離測定を行う距離測定装置としては、特許
文献１、特許文献２に示されるものがある。
【００１７】
【特許文献１】特許公報第２６９４６４７号公報



(4) JP 4819403 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

【００１８】
【特許文献２】特開平４－３１３０１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は斯かる実情に鑑み、距離測定装置に於ける光路切換え、光量調整の高速化を図
り、距離測定の高速化を実現するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、測距光を測定対象物に照射する投光部と、照射される測距光に対して横断す
る様に相対移動可能に設けられ既知の位置にある基準反射部と、前記測定対象物からの反
射光を反射測距光として、前記基準反射部からの反射光を内部参照光として受光する受光
部と、前記反射測距光に関する受光信号と前記内部参照光に関する受光信号を基に測定対
象物迄の距離を演算する制御演算部とを具備した距離測定装置に係り、又前記基準反射部
が設けられる光路上に、前記内部参照光の光量を変化させる光量調整手段が設けられた距
離測定装置に係り、又前記光量調整手段は前記基準反射部と一体に設けられた距離測定装
置に係り、又前記測距光は少なくとも、測定対象物が含まれる測定エリアを走査し、前記
基準反射部は走査範囲に位置され、又測定対象物からの反射光と干渉しない位置に配置さ
れる距離測定装置に係り、又前記制御演算部は、受光光量が変化する受光信号を基に複数
の受光光量レベルに対応した複数の内部参照基準を生成し、反射測距光の光量に対応した
内部参照基準を選択し、選択した前記内部参照基準と反射測距光の受光信号を基に測定対
象物迄の距離を演算する距離測定装置に係り、又前記基準反射部は前記測距光に対して相
対移動させる移動機構部により支持され、該移動機構部は前記基準反射部を測定方向から
外れた位置に移動保持する距離測定装置に係り、又前記移動機構部は前記基準反射部の位
置を検出する位置検出手段を有し、前記制御演算部は前記基準反射部の位置に対応する誤
差データを有し、前記受光部が内部参照光を受光した前記基準反射部の位置に対応した誤
差に基づき測定結果を補正する距離測定装置に係り、更に又前記投光部は測距光を測定方
向に偏向照射する偏向光学部材と、該偏向光学部材を保持し回転する回動部と、該回動部
の回転中心と同心に回転自在に設けられた基準反射プリズムと、該基準反射プリズムを前
記回動部とは独立して回転する回転駆動部とを有する距離測定装置に係るものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、測距光を測定対象物に照射する投光部と、照射される測距光に対して
横断する様に相対移動可能に設けられ既知の位置にある基準反射部と、前記測定対象物か
らの反射光を反射測距光として、前記基準反射部からの反射光を内部参照光として受光す
る受光部と、前記反射測距光に関する受光信号と前記内部参照光に関する受光信号を基に
測定対象物迄の距離を演算する制御演算部とを具備したので、測距光と前記内部参照光の
機械的な光路切換えがないので、高速での測距が可能となる。
【００２２】
　又、本発明によれば、前記基準反射部が設けられる光路上に、前記内部参照光の光量を
変化させる光量調整手段が設けられたので、反射測距光の光量に応じた前記内部参照光を
得ることができ、測定の信頼性が向上する。
【００２３】
　又本発明は、前記測距光は少なくとも、測定対象物が含まれる測定エリアを走査し、前
記基準反射部は走査範囲に位置され、又測定対象物からの反射光と干渉しない位置に配置
されるので、測距光の走査過程で測距が行え、測定の高速化が図れる。
【００２４】
　又、本発明によれば、前記制御演算部は、受光光量が変化する受光信号を基に複数の受
光光量レベルに対応した複数の内部参照基準を生成し、反射測距光の光量に対応した内部
参照基準を選択し、選択した内部参照基準と前記反射測距光の受光信号を基に測定対象物
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迄の距離を演算するので、受光光量の調整を機械的手段によらず、信号処理のみで対応で
き、測定の高速化が図れ、測距光走査中にリアルタイムで測定対象物迄の測定が実施可能
となる。
【００２５】
　又本発明によれば、前記基準反射部は前記測距光に対して相対移動させる移動機構部に
より支持され、該移動機構部は前記基準反射部を測定方向から外れた位置に移動保持する
ので、前記基準反射部の存在が測定作業の障害となることがない。
【００２６】
　又本発明によれば、前記移動機構部は前記基準反射部の位置を検出する位置検出手段を
有し、前記制御演算部は前記基準反射部の位置に対応する誤差データを有し、前記受光部
が内部参照光を受光した前記基準反射部の位置に対応した誤差に基づき測定結果を補正す
るので、高精度の測定が可能となる等の優れた効果を発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しつつ本発明を実施する為の最良の形態を説明する。
【００２８】
　先ず、図１により本発明の実施の形態に於ける測定の概要を説明する。
【００２９】
　図１に示される距離測定装置１７では、水平基準面を形成すると共に測定対象物１６迄
の距離測定が可能である。
【００３０】
　前記距離測定装置１７は、基準面形成部（図示せず）と測距部１９（後述）とを具備し
ている。前記距離測定装置１７は、基準面形成用レーザ光線２１を回転照射すると共に、
測距光２２を回転照射可能であり、測距光により複数箇所の前記測定対象物１６迄の距離
を測定可能としている。
【００３１】
　前記基準面形成部は、少なくとも１つが傾斜した３以上の扇状レーザ光線から成る前記
基準面形成用レーザ光線２１を回転照射して水平基準面２３を形成する。尚、１つが傾斜
した３以上の扇状レーザ光線を回転照射するレーザ装置としては、本出願人が特開２００
４－２１２０５８に於いて回転レーザ装置を提案している。
【００３２】
　少なくとも１つが傾斜した複数の扇状レーザ光線から成る前記基準面形成用レーザ光線
２１を回転照射し、測定対象物が受光器（図示せず）を具備し、該受光器が２以上の扇状
レーザ光線を受光した場合の時間差を求めることで、該時間差と前記扇状レーザ光線の傾
斜角より前記距離測定装置１７を中心とした前記水平基準面２３に対する仰角を求めるこ
とができる。又、仰角を基に傾斜基準面の設定が可能である。
【００３３】
　図２、図３は本発明の実施の形態に係る距離測定装置の概略を示しており、図２は、前
記距離測定装置１７のレーザ光線投光部２４を示し、図３は前記距離測定装置１７の前記
測距部１９の概略構成を示している。前記レーザ光線投光部２４は、基準面形成用投光部
２５、及び測距用投光部２６とから構成され、前記基準面形成用投光部２５は前記基準面
形成用レーザ光線２１を、又前記測距用投光部２６は前記測距光２２をそれぞれ独立して
照射可能となっている。尚、本実施の形態では前記基準面形成用レーザ光線２１と前記測
距光２２の照射方向は同一となっているが、必ずしも同一でなくてもよく、例えば、１８
０°反対でもよい。
【００３４】
　図２中、２７は距離測定装置１７の筐体の天井部を示しており、筐体の内部には基準面
形成用のレーザ光源部（図示せず）が収納されている。前記天井部２７の上側には円筒状
の投光窓２８が配置され、該投光窓２８は透明ガラス等の材質で前記基準面形成用投光部
２５の光軸と同心に設けられている。前記投光窓２８の上端には上基板２９が設けられ、
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前記投光窓２８の内部には中間基板３１が設けられている。
【００３５】
　前記基準面形成用投光部２５の光軸と同心に、円筒状のプリズムホルダ３２が配置され
、該プリズムホルダ３２は軸受３３，３４を介して前記天井部２７、前記中間基板３１に
回転自在に支持されている。
【００３６】
　前記プリズムホルダ３２の内部には偏向光学部材としてペンタプリズム４２が設けられ
、前記プリズムホルダ３２の前記ペンタプリズム４２に対峙する部分には第１投光孔４３
が穿設され、前記基準面形成用のレーザ光源部から射出された基準面形成用レーザ光線２
１は前記ペンタプリズム４２で水平方向に偏向され、前記第１投光孔４３を通して照射さ
れる様になっている。
【００３７】
　前記プリズムホルダ３２の上端には第１回転ギア３５が設けられ、前記中間基板３１に
は第１回転モータ３６が取付けられ、該第１回転モータ３６の出力軸に嵌着した第１駆動
ギア３７が前記第１回転ギア３５に噛合している。前記第１回転モータ３６を駆動するこ
とで、前記第１駆動ギア３７、前記第１回転ギア３５を介して前記ペンタプリズム４２が
回転され、前記基準面形成用レーザ光線２１が水平面内を回転される様になっている。
【００３８】
　又、前記中間基板３１には第１エンコーダ３８が取付けられ、該第１エンコーダ３８の
入力軸に嵌着された第１従動ギア３９が前記第１回転ギア３５に噛合し、該第１回転ギア
３５の回転角が前記第１従動ギア３９を介して前記第１エンコーダ３８によって検出され
ることで前記基準面形成用レーザ光線２１の照射方向が検出される。
【００３９】
　前記プリズムホルダ３２と同心に該プリズムホルダ３２上側にミラーホルダ４４が設け
られ、該ミラーホルダ４４に偏向光学部材として反射鏡４５が保持され、該反射鏡４５の
反射面に対向した部分に第２投光孔４６が設けられている。前記ミラーホルダ４４と前記
プリズムホルダ３２とは一体化されており、前記ペンタプリズム４２と前記反射鏡４５と
は光軸を同じく一体に回転する。尚、光軸を同じくして回転する場合は、必ずしも一体で
なくてもよい。
【００４０】
　前記上基板２９には鏡筒４７が設けられ、該鏡筒４７の中心は前記ミラーホルダ４４と
の中心と合致しており、又前記鏡筒４７には集光レンズ４８が保持されている。前記鏡筒
４７には軸受４９を介して回転リング５０が回転自在に設けられ、該回転リング５０には
第２回転ギア５１が嵌着されている。
【００４１】
　前記上基板２９には第２回転モータ５２が設けられ、該第２回転モータ５２の出力軸に
第２駆動ギア５３が嵌着され、該第２駆動ギア５３は前記第２回転ギア５１に噛合してい
る。
【００４２】
　又、前記回転リング５０には反射プリズム保持部材５４が固着され、該反射プリズム保
持部材５４には基準反射部として内部光路用の基準反射プリズム５５が固着されている。
内部光路上、例えば該基準反射プリズム５５の反射面に振幅フィルタ５６が設けられてい
る。該振幅フィルタ５６は水平方向に連続的に濃度が変化し、レーザ光線の透過光量が連
続的に減少、若しくは連続的に増加する様になっている。尚、前記振幅フィルタ５６は濃
度が段階的に変化してもよく、実質的に回転走査方向に漸次濃度が変化していればよい。
【００４３】
　具体的には、前記基準反射プリズム５５をコーナキューブとし、中心付近の透過率が高
く、周辺に行く程透過率が低くなる様にしたフィルタをコーナキューブに貼設する。
【００４４】
　前記上基板２９に第２エンコーダ５８が取付けられ、該第２エンコーダ５８の入力軸に
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第２従動ギア５７が嵌着され、該第２従動ギア５７は前記第２回転ギア５１と噛合してい
る。
【００４５】
　前記第２回転モータ５２が駆動されることで、前記第２駆動ギア５３、前記第２回転ギ
ア５１、前記回転リング５０を介して前記基準反射プリズム５５が前記振幅フィルタ５６
と一体に回転され、又前記回転リング５０の回転角は、前記第２回転ギア５１、前記第２
従動ギア５７を介して前記第２エンコーダ５８により検出される様になっている。
【００４６】
　前記集光レンズ４８の光軸上に偏向ミラー６２が配設され、該偏向ミラー６２の反射面
に対向する様に射出用光ファイバ６１の射出端が位置決めされている。又、前記集光レン
ズ４８の光軸上、集光位置には受光用光ファイバ６３の入射端が位置決めされている。
【００４７】
　前記射出用光ファイバ６１は発光素子１が射出する前記測距光２２を前記偏向ミラー６
２に導き、前記受光用光ファイバ６３は反射測距光２２′、内部参照光２２′′を受光素
子７に導く。
【００４８】
　図３を、参照して測距部１９について説明する。
【００４９】
　図３中、図７中で示したものと同等のものには同符号を付してある。
【００５０】
　前記発光素子１の射出光軸上に集光レンズ５９が配設され、該集光レンズ５９の集光位
置に前記射出用光ファイバ６１の入射端が配置される。該射出用光ファイバ６１は前述し
た様に前記偏向ミラー６２に前記測距光２２を導く。
【００５１】
　前記集光レンズ４８の集光位置に前記受光用光ファイバ６３の入射端が配置され、該受
光用光ファイバ６３の射出端は集光レンズ６４の光軸上に配置され、前記受光用光ファイ
バ６３から射出された前記反射測距光２２′、前記内部参照光２２′′は前記集光レンズ
６４によって前記受光素子７に集光される。
【００５２】
　発光駆動回路１２は制御演算部１５からの制御信号に基づき前記発光素子１の駆動発光
を制御し、又受光回路１３は前記受光素子７からの受光信号を増幅、Ａ／Ｄ変換する等の
所要の処理を行い、処理された信号は前記制御演算部１５に送出される。
【００５３】
　該制御演算部１５は記憶部６５を具備しており、該記憶部６５には、距離測定に伴う演
算を行う測距演算プログラム或は測定を実行する為のシーケンスプログラム等のプログラ
ムを格納し、又前記記憶部６５は前記受光素子７からの受光信号の経時的な光量変化、測
定中データ等を記憶する。
【００５４】
　前記制御演算部１５は前記シーケンスプログラムに基づき、前記第１回転モータ３６用
の第１モータ制御部６６、前記第２回転モータ５２用の第２モータ制御部６７に制御信号
を発し、前記第１モータ制御部６６が前記第１回転モータ３６の回転及び停止を制御し、
前記第２モータ制御部６７が前記第２回転モータ５２の回転及び停止を制御する。
【００５５】
　前記第１エンコーダ３８は前記ミラーホルダ４４の回転角を検出して前記制御演算部１
５に送出し、又前記第２エンコーダ５８は前記基準反射プリズム５５の回転角を検出して
前記制御演算部１５に入力する。
【００５６】
　以下、測定の作動について説明する。
【００５７】
　前記発光素子１は前記発光駆動回路１２によって一定周波数で強度変調されて発光し、
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測距用のレーザ光線を射出する。前記発光素子１からのレーザ光線は前記集光レンズ５９
で前記射出用光ファイバ６１の入射端に集光される。該射出用光ファイバ６１に導かれた
レーザ光線は、射出端から前記測距光２２として射出され、該測距光２２は前記偏向ミラ
ー６２により前記集光レンズ４８の光軸上に反射され、更に該集光レンズ４８で集光され
て前記反射鏡４５に入射し、該反射鏡４５により偏向され前記投光窓２８より所要の広が
り角を有して水平方向に照射される。
【００５８】
　前記測距光２２が射出され、前記基準面形成用レーザ光線２１が射出された状態で、前
記第１回転モータ３６が駆動され、前記第１駆動ギア３７、前記第１回転ギア３５を介し
て前記ペンタプリズム４２、前記反射鏡４５が回転され、前記投光窓２８より前記基準面
形成用レーザ光線２１、前記測距光２２が回転照射、或は少なくとも測定対象物が存在す
る測定エリアを回転走査される。
【００５９】
　尚、距離測定が行われる状態、即ち前記測距光２２が照射される状態では、前記第２回
転モータ５２により前記基準反射プリズム５５が回転され、測定対象物の方向、即ち測距
方向から外れた状態となっており、又前記第２回転モータ５２は停止され、前記基準反射
プリズム５５は測定に影響しない所定位置で保持されている。
【００６０】
　尚、測定対象物が複数あり、前記基準反射プリズム５５が所定位置に保持されると測定
に支障がある場合は、前記反射鏡４５の回転に呼応して前記基準反射プリズム５５が回転
され、測定方向と該基準反射プリズム５５の位置とが重複することを避ける様にしてもよ
い。即ち、前記測定対象物が存在する方向は、前記第１エンコーダ３８によって検出する
ことができるので、予め回転走査を行い測定対象物の位置を求めておき、前記第２エンコ
ーダ５８からの検出結果を基に前記基準反射プリズム５５を測定方向から外れた位置に移
動させる様にできる。
【００６１】
　前記測距光２２が回転照射され、該測距光２２が測定対象物を通過することで、測定対
象物で前記測距光２２が反射される。測定対象物で反射された反射測距光２２′は前記反
射鏡４５に入射し、該反射鏡４５で反射され、前記集光レンズ４８で集光されて前記受光
用光ファイバ６３に入射端面から入射する。該受光用光ファイバ６３から射出した前記反
射測距光２２′は前記集光レンズ６４で集光され、前記受光素子７に受光される。該受光
素子７からの受光信号は、増幅、Ａ／Ｄ変換される等して前記制御演算部１５に送出され
、該制御演算部１５を介して前記記憶部６５に記憶される。
【００６２】
　又、前記測距光２２が回転照射されることで、該測距光２２は前記基準反射プリズム５
５も通過し、通過する過程で該基準反射プリズム５５で反射され、反射されたレーザ光線
は、更に前記反射鏡４５で反射され、前記集光レンズ４８、前記受光用光ファイバ６３を
経て内部参照光２２′′として前記受光素子７に受光される。
【００６３】
　この時、前記射出用光ファイバ６１、前記反射鏡４５、前記基準反射プリズム５５、前
記反射鏡４５、前記受光用光ファイバ６３を経て前記受光素子７に至る光路は、内部参照
光路を形成する。又、この内部参照光路の長さは、設計値、或は実測により既知の値とな
っている。
【００６４】
　前記受光素子７からの受光信号は前記受光回路１３に入力され、該受光回路１３は前記
反射測距光２２′、前記内部参照光２２′′についての受光信号を増幅、Ａ／Ｄ変換する
等の所要の処理を行い、処理された信号は前記制御演算部１５に送出され、該制御演算部
１５を介して前記記憶部６５に記憶される。前記制御演算部１５は前記記憶部６５に格納
された測距演算プログラムにより、該記憶部６５に記憶された受光信号に基づき前記反射
測距光２２′と前記内部参照光２２′′の位相差を演算し、演算した位相差と光速から測
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定対象物迄の距離を演算する。
【００６５】
　次に、前記反射測距光２２′、前記内部参照光２２′′について図４（Ａ）、図４（Ｂ
）を参照して説明する。
【００６６】
　上記した様に、本発明では前記測距光２２を回転照射、所定範囲を往復走査して距離測
定を行う。例えば、回転照射した場合、測定対象物が１つの場合は、前記反射鏡４５が１
回転することで、即ち前記測距光２２が１回転することで、前記受光素子７は、測定対象
物からの１つの前記反射測距光２２′と１つの前記内部参照光２２′′を受光する。
【００６７】
　上記した様に、前記基準反射プリズム５５の反射面には、前記振幅フィルタ５６が設け
られており、前記測距光２２が前記基準反射プリズム５５を水平方向に横切る過程で、前
記測距光２２は前記振幅フィルタ５６を同様に横切る。該振幅フィルタ５６は水平方向に
漸次濃度が変化しており、該振幅フィルタ５６を透過した前記内部参照光２２′′の光量
は漸次変化する。又、該内部参照光２２′′の光量変化量は、近距離にある測定対象物か
らの反射測距光２２′の光量と遠距離の測定対処物からの反射測距光２２′光量の変化に
等しいか、それ以上の大きさを有する様に設定している。尚、具体的には、受光部のダイ
ナミックレンジの範囲で最大、若しくはダイナミックレンジの範囲内となる様に設定され
ればよい。
【００６８】
　図４（Ａ）、図４（Ｂ）は前記受光素子７の受光信号について示し、図中、７１は前記
内部参照光２２′′を受光して得られる参照信号、７２は前記反射測距光２２′を受光し
て得られる測距信号（外部信号）を示している。
【００６９】
　前記参照信号７１は所要段のレベルに分割される。例えば、図４（Ｂ）に示される様に
、５段階のレベルＬ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４，Ｌ５に分割され、又レベルＬ１，Ｌ２，Ｌ３
，Ｌ４，Ｌ５に対応して５つのゾーンＺ１，Ｚ２，Ｚ３，Ｚ４，Ｚ５に分割される。
【００７０】
　前記参照信号７１の内、レベル１に合致する光量を有する部分の受光信号をＲｅｆ１内
部参照光、レベル２に合致する光量を有する部分の受光信号をＲｅｆ２内部参照光、レベ
ル３に合致する光量を有する部分の受光信号をＲｅｆ３内部参照光、レベル４に合致する
光量を有する部分の受光信号をＲｅｆ４内部参照光、レベル５に合致する光量を有する部
分の受光信号をＲｅｆ５内部参照光として抽出して生成し、前記記憶部６５に格納する。
【００７１】
　前記制御演算部１５は、前記受光素子７から送出される受光信号から前記反射測距光２
２′の受光光量を演算し、前記記憶部６５に格納された複数（図４では５）のＲｅｆ内部
参照光の中から前記反射測距光２２′の持つ光量に対応したＲｅｆ内部参照光を選択する
。
【００７２】
　例えば、前記反射測距光２２′の受光光量がレベルＬ１より大きく、レベルＬ２より小
さくゾーンＺ２に属している場合は、Ｒｅｆ内部参照光として、Ｒｅｆ２内部参照光の受
光信号が選択され、該Ｒｅｆ２内部参照光の受光信号と前記測距信号７２とに基づき、位
相差を演算し、更に位相差と光速とから距離が演算される。
【００７３】
　Ｒｅｆ２内部参照光の受光信号と前記測距信号７２とは受光光量が一致、或は略一致し
ているので、参照光と、測距光との受光光量の相違による測定誤差は生じない。
【００７４】
　更に、前記反射測距光２２′に対応した光量を有するＲｅｆ内部参照光の選択は、前記
記憶部６５に記録されたデータに対する信号処理で行われる。従って、内部参照光と測距
光との光路の切換え、濃度フィルタによる光量調整等の機械作動を伴わないので、距離測



(10) JP 4819403 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

定は極めて高速に行われる。
【００７５】
　而して、回転照射する測距光での距離測定等、高速度の測定に対応が可能となる。又、
前記第１エンコーダ３８からの角度信号を基に測定対象物側では距離データと角度データ
と、更に基準面形成用レーザ光線により仰角を求め、位置検出が可能となる。
【００７６】
　上記した様に、本発明では前記内部参照光２２′′を回転する前記基準反射プリズム５
５での反射によって求めている。この為、前記基準反射プリズム５５を支持する回転機構
には部品精度、組立て精度等を原因とする誤差を含む場合がある。
【００７７】
　図５は、前記基準反射プリズム５５の回転位置の変化による誤差を模式的に示している
。
【００７８】
　図中、７３は回転機構に誤差がないとした場合に前記基準反射プリズム５５が回転した
場合の該基準反射プリズム５５の反射面の基準軌跡を示し、基準軌跡は真円となる。又、
図中、７４は回転機構が誤差を有する場合の、前記基準反射プリズム５５の反射面の軌跡
を示している。前記基準軌跡７３と前記軌跡７４間の差が誤差Ｒとなる。尚、前記軌跡７
４は便宜的に楕円で示している。
【００７９】
　前記誤差Ｒは、内部参照光路の長さの誤差となって現れ、測定誤差となるので、高精度
の測定を実施する場合は、誤差Ｒに基づき測定結果を補正する。
【００８０】
　又、前記軌跡７４の軌跡は、所要の手段、例えば実測により求められ、前記基準反射プ
リズム５５の回転位置θと該基準反射プリズム５５の反射面の誤差Ｒを対応させてデータ
を取得する。前記回転位置θは前記第２エンコーダ５８によって測定され、例えば１５°
ステップ毎の誤差を測定し、図６に示す様なデータテーブルを作成し、該データテーブル
を前記記憶部６５に記憶させる。
【００８１】
　而して、前記参照信号７１（図４参照）を得たときの前記基準反射プリズム５５の回転
位置を前記第２エンコーダ５８の角度信号から検出し、検出した角度に対応する誤差Ｒを
前記データテーブルより取得し、演算した測定距離を前記誤差Ｒを基に補正する。尚、取
得する誤差Ｒは、例えば０°～１５°迄をＲ１、１５°～３０°迄をＲ２とする等、回転
位置をゾーンで判断して誤差Ｒを求めてもよく、例えば０°～１５°の間の回転位置の誤
差Ｒについて、Ｒ１とＲ２を案分して誤差Ｒを求めてもよい。
【００８２】
　尚、上記した実施の形態に於いて、前記測距光２２の照射方向を固定し、前記第２回転
モータ５２を駆動して前記基準反射プリズム５５を前記測距光２２を横切る様に回転させ
てもよい。
【００８３】
　更に、測定対象物が１つの場合は、前記測距光２２を回転照射する機能を省略し、前記
基準反射プリズム５５のみを回転させる様にしてもよく、或は該反射プリズム５５は前記
測距光２２を横切る様にスライドさせてもよい。又、距離測定方式は位相差方式でも時間
差方式でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の実施の形態の概略を示す説明図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る距離測定装置のレーザ光線投光部を示す断面図である
。
【図３】該距離測定装置の測距部を示す概略図である。
【図４】（Ａ）は受光素子の受光状態を示す図、（Ｂ）は受光信号の拡大図である。
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【図５】前記距離測定装置に於ける基準反射プリズムが回転した場合の誤差を示す説明図
である。
【図６】該反射基準プリズムが回転した場合の誤差と回転角についてのテーブルデータを
示す図である。
【図７】従来の距離測定装置を示す概略図である。
【符号の説明】
【００８５】
　　　　１　　　　　　　発光素子
　　　　７　　　　　　　受光素子
　　　　１２　　　　　　発光駆動回路
　　　　１３　　　　　　受光回路
　　　　１５　　　　　　制御演算部
　　　　１６　　　　　　測定対象物
　　　　２２　　　　　　測距光
　　　　２４　　　　　　レーザ光線投光部
　　　　３６　　　　　　第１回転モータ
　　　　４２　　　　　　ペンタプリズム
　　　　４５　　　　　　反射鏡
　　　　５２　　　　　　第２回転モータ
　　　　５５　　　　　　基準反射プリズム
　　　　５６　　　　　　振幅フィルタ
　　　　６１　　　　　　射出用光ファイバ
　　　　６３　　　　　　受光用光ファイバ
　　　　６５　　　　　　記憶部

【図１】 【図２】



(12) JP 4819403 B2 2011.11.24

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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