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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、所定のパターンを有する光学変調素子と、光源からの光を該光学変調素子に照
射すると共に該光学変調素子の像を第１の像として被検査物体に投影する投影光学系と、
該第１の像を第１の撮像素子上に第２の像として結像させる結像光学系を有し、前記第１
の撮像素子により検出された第２の像の変形量から被検査物体の高さ情報を求める３次元
形状測定装置であって、
前記結像光学系に対して異なる方向から前記第１の像を投影するように前記投影光学系が
複数配置され、前記光源からの光を該複数の投影光学系に分割する光分割素子と、第２の
撮像素子を有し、
前記第１の像が反射しそれぞれの異なる投影光学系を通り、再び前記光分割素子を通り、
前記光学変調素子を透過した後に前記第２の撮像素子上にモアレ像を形成することを特徴
とする３次元形状測定装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、物体表面の三次元形状を測定する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、光を用いて非接触で物体の３次元形状を測定する方法として、光ビームを検査物体
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面上で走査する光プローブ方式と、スリット等を検査物体に投影しその変形量を三角測量
の原理を応用した測定する面計測方式がある。このうち、面計測方式では光切断法、格子
パターン投影法、ステレオ写真法等がよく知られている。これらの方式については、非特
許文献１に示されている。
【０００３】
面計測方式の中でも非常に高速に表面形状が計測できる技術として格子パターン投影法が
ある。格子パターン投影法は物体上に縞パターンを投影しその画像から各画素毎にその点
での縞の位相を求め、その位相情報から物体表面形状を演算する技術である。格子パター
ン投影法を高精度化する技術については、特許文献１に開示されている。
【０００４】
機械部品やＩＣの接点等の電子部品の表面形状を正確に測定する場合には、光切断法や格
子パターン投影法では検査光学系に対し角度を付けた照明を行うことから測定物体自身で
影を作り、測定できない部分が生じるという問題点がある。この問題点及びその解決法に
ついては、上記非特許文献１に開示されている。
【０００５】
格子パターン投影法においても光切断法と同様に検査物体自身の影（死角）や場所による
格子パターンの変形により測定できない部分が生じる問題点を持っている。この問題点を
解決する方法については、特許文献２に開示されている。
【０００６】
また、死角の無い測定法としてステレオ写真法があるが、これの測定精度改良に関する技
術は特許文献３及び特許文献４に開示されている。
【０００７】
【特許文献１】
特開２０００－９４４４公報
【特許文献２】
特開平１１－２７１０３４公報
【特許文献３】
特開平７－３１１０１７公報
【特許文献４】
特開平１１－２３０７１８公報
【非特許文献１】
吉澤徹編「三次元工学１　光三次元計測」　　新技術コミュニケーションズ発行　（特に
３２頁以下　３．２　スリット光走査方式三次元計測システム）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
回路基板やＩＣの接点等の電子部品は高集積化が進み、接点等の各部品のバラツキが組み
上げ部品及び最終製品の性能を左右することになる。この為、各部品のバラツキを検査す
るための測定器が必要であるが、この測定器には、測定の高精度化と測定時間の短縮が要
求されている。
【０００９】
測定精度の点では光プローブ方式が優れているが検査物体面上を走査する為に、測定時間
の短縮化が困難である。これに対し格子パターン投影法は、縞走査法を組合せる事により
高精度で測定時間の短い測定が可能である。しかし、光切断法及び格子パターン投影法に
は検査物体自身の影の問題がある。この影の問題についてはその改善方法が示されている
が、依然として問題点がある。上記非特許文献１においては、スリット光を検出光学系に
対し対称な方向から走査して死角の問題を解決を図っている。
【００１０】
また、スリット光を走査する光切断法では、検査物体面上を離散的に測定する。このため
、測定精度を向上させるためには走査速度を遅くしなくてはならない。更に、２方向から
走査を行うことから、高精度で死角の無い測定を行う為には測定時間の短縮化が難しくな
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る。即ち、測定時間の短縮化を行えば高精度な測定が難しくなる。この様に、測定の高精
度化と測定時間の高速化を同時に満たすことは非常に困難である。
【００１１】
次に、特許文献２に開示されている方法では、格子パターン投影法に縞走査法が組み合わ
せることにより測定時間の短縮化を図っている。また、複数のカメラによって測定を行う
ことにより、投影したパターンの変形の影響を無くしている。そして、結果的に死角の問
題も解決している。しかし、複数のカメラを用いて測定を行い、その結果をコンピュータ
により合成することから、２つのカメラやパターンを検出する光学系のバラツキが測定精
度に大きく影響を与えている。この為、予め２つのカメラ光学系をキャリブレーション補
正する必要がある。測定物体ごとにキャリブレーション補正を行うことになり、測定時間
の短縮化の妨げになる。
【００１２】
ステレオ写真法は、死角が無い測定法であるが、高精度な測定を実現することが難しい。
また、２つのカメラ光学系が必要であり、厳密なキャリブレーションを行なう必要がある
ことから測定時間の短縮化を行なうことは困難である。
従って、従来の方法では回路基板やＩＣの接点等の電子部品を高精度で、かつ、短時間で
三次元形状の測定を行うことは非常に困難である。
【００１３】
本発明は、上記問題点に鑑み、回路基板やＩＣ接点等の電子部品をはじめ、その他各種の
物体の三次元形状を高精度で、かつ、短い時間で測定する装置を提供することを目的とす
る。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　本発明による三次元形状を測定する装置は、光源と、所定のパターンを有する光学変調
素子と、光源からの光を該光学変調素子に照射すると共に該光学変調素子の像を第１の像
として被検査物体に投影する投影光学系と、該第１の像を第１の撮像素子上に第２の像と
して結像させる結像光学系を有し、前記第１の撮像素子により検出された第２の像の変形
量から被検査物体の高さ情報を求める３次元形状測定装置であって、
前記結像光学系に対して異なる方向から前記第１の像を投影するように前記投影光学系が
複数配置され、前記光源からの光を該複数の投影光学系に分割する光分割素子と、第２の
撮像素子を有し、
前記第１の像が反射しそれぞれの異なる投影光学系を通り、再び前記光分割素子を通り、
前記光学変調素子を透過した後に前記第２の撮像素子上にモアレ像を形成することを特徴
とする。
【００１９】
このような構成にすることで、光源からの光はパターンを透過し分割部材で分割された後
に投影光学系によって被検査物体に照射される。被検査物体に照射された光の一部は被検
査物体面で反射され、別の投影光学系により分割部材に到達し、再びパターンに戻り、パ
ターンを透過した後に撮像素子に到達し、撮像面上に被検査物体の形状に対応したモアレ
パターンが形成される。光源からの光は、前述の経路と逆の経路を通り撮像面上にモアレ
パターンを形成することもできる。従って、パターン投影法で問題となる測定上の死角を
作ることなく検査物体の３次元測定が可能になる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態の説明に先立ち２つの参考例を図面を用いて説明する。
参考例１
　参考例１を、図１を用いて説明する。図１は、参考例１の形態を示す概略図である。参
考例１の３次元形状測定装置では、２つの投影光学ユニットＡ，Ｂ（以下、単にユニット
Ａ，Ｂとする）を設けている。ユニットＡは、ハロゲンランプの光源１，照明光学系２、
光学変調素子３－１及び走査手段３－２を有する装置（以下、変調装置という）３、遮光
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装置９、投影光学系４を有する。他方、ユニットＢは、ハロゲンランプの光源１１、照明
光学系１２、光学変調素子１３－１及び走査手段１３－２を有する変調装置１３、遮光装
置１９、投影光学系１４を有する。
　ユニットＡ、ユニットＢ及び結像光学系５は、本参考例では１つの基盤上に設置されて
いるが、別々の基盤上に設置されていても構わない。この２つのユニットは結像光学系５
の物点位置を支点にして、角度α及び角度βの値を変更し得るように構成されている。す
なわち、投影光学系４からの光は被検査物体Ｓに角度αで投影され、また、投影光学系１
１からの光は被検査物体Ｓに角度βで投影されるように配設されている。この結果、被検
査物体Ｓへの投影角度を任意に選択することができる。
　結像光学系５の光路上には、フィルター交換装置１０、撮像素子６（例えばＣＣＤカメ
ラ）が配設されている。更に、コンピュータ７とその出力を表示するための表示装置８が
設けられている。そして、変調装置３、１３、遮光装置９、１９、撮像素子６及び表示装
置８はそれぞれケーブルによりコンピュータ７と電気的に接続している。
　光学変調素子３－１，１３－１は所定のパターンを有する光学素子である。このパター
ンは、光透過部と光遮光部により形成されている。所定のパターンとしては、例えば光透
過部と光遮光部が１次元方向に交互に形成されたパターン（以下、格子パターンという）
がある。また、走査手段３－２、１３－２は、光学変調素子３－１、１３－２を光軸と交
差する方向に移動させるものである。この走査手段としては、例えば公知のスライド機構
を用いることができる。
　このような構成にすると、先ず被検査物体上でパターンを走査させることによりパター
ン投影法に位相シフト法を組合わせることができる。その結果、被検査物体の３次元形状
を高速で正確に測定することが可能になる。次に投影光学系を複数設けることにより、パ
ターン投影法で問題点となっている測定上の死角を無くすことができる。また、複数の投
影光学系に対し、パターンを検出する結像光学系を１つにすることで、ステレオ写真法で
問題とされていた光学系のキャリブレーションが不要になる。そして、被検査物体と撮像
素子は共役関係にあるので、複数の投影光学系で測定したそれぞれの３次元データは被検
査物体上の各点に対応したデータとなる。従って、死角部分の補正を行う時に、被検査物
体上の各点座標を基準に処理を行えばよく、最終的な誤差を小さくすることができ、高精
度で死角の無い３次元測定が行える測定装置を実現できる。
【００２１】
上記の構成において、光源１から発せられた光は、照明光学系２により変調装置３に取付
けられた光学変調素子３－１に均一に照射される。光学変調素子３－１を透過した光は遮
光装置９を通過し、投影光学系４により被検査物体Ｓ上に集光する。この時、ユニットＡ
の光軸が結像光学系の光軸に対して角度αの角度をなすように、ユニットＡは配置されて
いる。よって、被検査物体Ｓ上には、角度αで投影された格子パターン像（第１の像）が
形成される。
他方、光源１１から発せられた光は照明光学系１２を経て、変調装置１３に取付けられた
光学変調素子１３－１に均一に照射される。この光学変調素子１３－１を透過した光は、
遮光装置１９を透過する。その後、投影光学系１４により被検査物体Ｓ上に集光し、角度
βで投影された格子パターン像（第１の像）を被検査物体Ｓ上に形成する。
【００２２】
被検査物体Ｓ上に形成された格子パターン像（第１の像）のうち、明るい部分（光学変調
素子の光透過部を通過した光）は、被検査物体Ｓで散乱される。そして、散乱された光の
一部が結像光学系５により集光されて、撮像素子６の受光面上に格子パターン像（第２の
像）を形成する。撮像素子６の受光面上に結像された格子パターン像（第２の像）は、被
検査物体Ｓで散乱されるときに被検査物体Ｓの形状に対応して変形している。この変形し
た格子パターン像（第２の像）は撮像素子６で受光され、コンピュータ３７に取込まれメ
モリ等に格納される。
【００２３】
上記の装置において、格子パターンの投影にあたっては、まずユニットＢの遮光装置１９
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を遮光状態にする。次に、ユニットＡの変調装置３の光学変調素子３－１により格子パタ
ーンを発生させ、この格子パターン被検査物体Ｓに投影する。そして、走査手段３－２に
より光学変調素子３－１を移動させる。続いて、被検査物体Ｓの表面形状によって変形さ
れた格子パターン像（第１の像）を、結像光学系によって結像させ、再び格子パターン像
（第２の像）を形成する。そして、撮像素子６によって、走査と同期して順次、この再結
像した格子パターン像（第２の像）撮像する。そして、撮像したデータを用いて、位相シ
フト法による形状測定を行う。
次に、ユニットＡ上の遮光装置９を遮光状態にする。そして、変調装置１３の光学変調素
子１３－１を移動させて、格子パターン像（第１の像）を被検査物体Ｓ上で走査させる。
走査と同期して格子パターン像（第２の像）を撮像素子６で取り込み、位相シフト法によ
る形状測定を行う。
【００２４】
ユニットＢの遮光装置１９とユニットＡの遮光装置９において、交互に遮光状態に切替え
ることで、異なる投影方向から投影された格子パターン像（第１の像）による測定結果を
得ることができる。投影方向が異なる測定結果をコンピュータ７で比較合成することによ
り、死角の無い３次元測定結果を得ることができる。そして、その測定結果は表示装置８
で表示することができる。
【００２５】
結像光学系５としては、被検査物体Ｓ側の瞳（入射瞳）位置を無限遠に設定した光学系を
用いるのが好ましい。これにより、パースペクティブ効果の無い画像を得ることができる
。更にズーム光学系を用いることにより、被検査物体Ｓを撮像素子６に投影する際、この
投影倍率を任意に設定することができる。これにより、被検査物体Ｓで変形した格子パタ
ーン像（第１の像）を撮像素子６に投影する際、投影倍率も任意選ぶことができる。その
結果、測定範囲を自由に設定することができる。
【００２６】
また、結像光学系５内に明るさ絞りを配置しても良い。この時、明るさ絞りの開口径は可
変であることが望ましい。明るさ絞りの径を変えることにより、撮像素子６の受光面上に
形成される画像の焦点深度を変えることができる。これにより、被検査物体Ｓの高さ方向
の測定範囲を変えることができる。
【００２７】
投影光学系４及び１４は、結像光学系５と同様に、被検査物体側の瞳（射出瞳）位置を無
限遠に設定した光学系を用いることが望ましい。これにより、被検査物体Ｓ上に、均一な
格子パターン像を形成することができる。更にズーム光学系を用いることにより、変調装
置３及び１３で発生する格子パターンを被検査物体Ｓに投影する際、投影倍率を任意に設
定することができる。また、周期の異なる格子パターンを有する光学変調素子を複数用い
ることにより、被検査物体Ｓの測定範囲に応じて投影する格子の周波数を任意に選ぶこと
ができる。その結果、被検査物体Ｓの高さにあった最適な測定条件を設定することができ
る。
【００２８】
また、結像光学系５と同様に、投影光学系４及び１４内に明るさ絞りを配置しても良い。
この時、明るさ絞りの開口径は、可変であることが望ましい。明るさ絞りの径を変えるこ
とにより、被検査物体Ｓ面上に形成される格子パターン像（第１の像）の焦点深度を変え
ることができる。
【００２９】
また、投影する格子パターンとして、透過率が矩形状に変化している格子パターンを用い
るのが好ましい。このようにすると、明るさ絞りの径を調整して、その基本周波数のみが
投影されるようにすることができる。これにより、倍周波以上の格子パターンによる誤差
を小さくすることができる。その結果、測定精度を向上させることができる。
【００３０】
また、撮像素子６にＣＣＤカメラを用い、光源１及び１１にハロゲンランプを用いること
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により、白色で照明された格子パターン像をＣＣＤカメラで受光する装置構成が可能にな
る。被検査物体の反射率に分光特性がある場合には、フィルター交換装置１０を光路中に
配置する。そして、最適な分光特性を有する光学フィルターを選択できるようにしておけ
ば、測定のＳ／Ｎを向上させて測定精度を向上させることができる。あるいは、遮光装置
９又は１９に光学フィルタを保持・交換する機構を持たせても良い。このようにすれば、
最適な光学フィルターを選択することにより、同様に測定精度を向上できる。
【００３１】
また、測定の高速化を図る方法として、波長の異なる光で光学変調素子を照明する方法が
ある。この場合、撮像素子６に３ＣＣＤ構造のカラーカメラを用いるのが良い。３ＣＣＤ
の撮像素子だと、撮像素子６自体が波長選択機能を持つので、フィルター交換装置１０が
必要なくなる。そして、遮光装置９及び１９の光学フィルターとして、３ＣＣＤの撮像素
子に用いられている色分解プリズムの分光特性とほぼ同じ特性のものにする。
例えば、遮光装置９に配置した光学フィルタの分光特性を赤に合わせ、遮光装置１９に配
置した光学フィルタの分光特性を青に合わせる。このようにすれば、測定波長を変えるこ
とにより異なる方向からパターンを投影した測定を同時に行うことができ、測定の高速化
が可能となる。
【００３２】
あるいは、光源１及び１１として、発光ダイオードを用いることもできる。この時、発光
ダイオードの発光波長は、３ＣＣＤの撮像素子に用いられている色分解プリズムに合わせ
るのが良い。より詳しくいうと、色分解プリズム用いられているフィルターの分光特性に
合わせるのが良い。このようにすると、遮光装置９及び１９に、フィルタの保持・交換機
能を持たせなくて済む。また遮光機能も必要なくなる。この結果、遮光装置９及び１９を
光路から外したりする必要がないので、装置を簡略化することができる。
【００３３】
また、光源１から投影光学系４までの各光学要素を１つのベース部材に固定し、光源１１
から投影光学１４までの各光学要素を別のベース部材に固定することもできる。このよう
にすると、この２つのベース部材を動かすことで、被検査物体Ｓに対する角度α及びβの
値を容易に変更できる。これにより、被検査物体への格子パターン像の投影角を任意に選
ぶ際に、容易に選ぶことができる。また、２つのユニットＡ及びＢと結像光学系を、１つ
の基板上に設置して角度調整を行なうよう構成することもできる。これにより、測定装置
の剛性も保たれ、安定した測定が可能になる。
【００３４】
参考例２
　参考例２を図２及び図３を用いて説明する。参考例２は１つの光源を用いて、２つの方
向から格子パターンを投影する構成である。図２は参考例２の概略構成図であって、側面
図である。また、図３は図２の底面図であって、フィルター交換装置３５、撮像素子３６
、コンピュータ３７及び表示装置３８を除いた図である。
　図２において、照明側の光路には、ハロゲンランプの光源２１、照明光学系２２、変調
装置２３、光分割素子２４、ミラー２７（２５、２６）、遮光装置２９（２８）、投影光
学系３１（３０）及びハーフミラー３３が配置されている。ここでミラー２５は、光分割
素子２４の背後に隠れているので図２では示されない。同様に、ミラー２６、遮光装置２
８及び投影光学系３０も、それぞれミラー２７、遮光装置２９、投影光学系３１により隠
れているので図２には示されない（図３参照）。一方、結像側の光路には、撮像素子３６
、フィルター交換装置３５、結像光学系３４、ハーフミラー３３が設けられている。そし
て、対物光学系３２はハーフミラー３３と被検査物体Ｓの間に配置されている。よって、
対物光学系３２は照明のための光学系として機能すると同時に、結像のための光学系とし
ても機能する。
　投影光学系３１（３０）からの光はハーフミラー３３、対物光学系３２を介して検査物
体Ｓ上に照射される。この照射による被検査物体Ｓからの光は、対物光学系３２、ハーフ
ミラー３３、結像光学系３４、フィルター交換装置３５を経て撮像素子３６上に集光し、
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被検査物体Ｓの像が形成される。
　変調装置２３、遮光装置２９（２８）、撮像素子３６、フィルター交換装置３５、表示
装置３８は、それぞれケーブルによりコンピュータ３７に電気的に接続している。このよ
うな構成により、フィルター交換の制御、走査ステップ、走査時間等の制御をコンピュー
タ３７で行えるようになっている。
【００３５】
　図３は、図２の底面図であり、フィルター交換装置３５、撮像素子３６、コンピュータ
３７及び表示装置３８は示していない。図３において、ハロゲンランプの光源２１、照明
光学系２２、変調装置２３は、ユニットＣとして１つベース部材に設置されている。また
、ミラー２５、遮光装置２８、投影光学系３０は、ユニットＡとして別のベース部材に設
置されている。また、ミラー２７、遮光装置２９，投影光学系３１は、ユニットＢとして
更に別のベースに設置されている。
　ユニットＣから光が射出する側には、分割面を有する光分割素子２４が設けられている
。この分割面は、所定の光学特性を備えている。そして、分割面の反射側に、ユニットＣ
からユニットＡに光を導く光路が形成されている。また、分割面の透過側には更にミラー
２６が設けられ、ユニットＣからユニットＢに光を導く光路が形成されている。
　このような構成にすることで、被検査物体に異なる方向からパターンを投影することが
可能になる。その結果、パターン投影法で問題点とされている測定上の死角を無くす事が
できる。また、異なる方向からパターンを投影した場合でも被検査物体と撮像素子は共役
関係にある。よって、パターン像を検出する結像光学系を１つにすることで、異なる方向
からパターンを投影して測定した結果から死角を補正する際の誤差を小さくすることがで
きる。更に、被検査物体には１つのパターンを異なる方向から投影することができるので
、位相シフト法に用いる走査装置を１つにすることができ、装置構成を簡略化することが
できる。更に、調整等による誤差を小さくすることができ、測定精度を向上させることが
可能である。
【００３６】
ミラー２５、遮光装置２８、投影光学系３０は、１つのベース部材に固定され、このベー
ス部材はこの図中の矢印ｘの方向に移動できるように構成されている。同様に、ミラー２
７、遮光装置２９、投影光学系３１は他のベース部材に固定され、ベース部材が図中の矢
印ｘの方向に移動できるよう構成される。更に、光源２１、照明光学系２２、変調装置２
３は、別のベース部材に固定され、このベース部材が図中の矢印ｙの方向に移動できるよ
うに構成される。
ユニットＡとＢのベース部材は、矢印ｘの方向に移動可能であり、それぞれのベースユニ
ットの間隔を広げるか又は縮めることができる。この変化量に対応させて、ベースユニッ
トＣを矢印ｙの方向に移動させる。以上の操作により、それぞれの投影光学系の光軸を対
物光学系の有効径内で移動させることができる。これにより、格子パターンを投影する際
の角度を変えることができる。
【００３７】
上記のような構成によって、ユニットＣからの光の一部は光分割素子２４で反射してユニ
ットＡのミラー２５に入射する。また、ユニットＣから出た光の一部は光分割素子２４を
通過し、ミラー２６で反射しベースユニットＢのミラー２７に入射する。ユニットＡ及び
Ｂに配置されたそれぞれの投影リレー光学系３０、３１の光軸は、ハーフミラー３３の反
射面に向かって延びている。
【００３８】
　光源２１から発せられた光は照明光学系２２により、変調装置２３に入射する。また、
参考例１と同様に、変調装置２３には光学変調素子及び走査手段が設けられている。変調
装置２３に入射した光は光学変調素子に均一に照射され、格子パターンを形成することに
なる。
　光学変調素子を透過した光は、光分割素子２４で２つの光路に分割される。分割された
光の一方は、ミラー２５、遮光装置２８、投影光学系３０を通り、ハーフミラー３３で反



(8) JP 4090860 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

射される。そして、対物光学系３２を透過し、特定の角度を持って被検査物体Ｓ上に格子
パターン像（第１の像）を形成する。
【００３９】
同様に光分割素子２４で分割された他方の光も、ミラー２６、２７、遮光装置２９、投影
光学系３１を通り、ハーフミラー３３で反射される。そして、対物光学系３２を透過し、
別の方向から特定の角度を持って被検査物体Ｓ上に格子パターン像（第１の像）を形成す
る。以上２つの光路を通る光により、被検査物体Ｓに異なる方向から格子パターンを投影
することができる。
【００４０】
投影されたそれぞれの格子パターンは、被検査物体Ｓ面で散乱される。そして、一部の散
乱光が対物光学系３２に戻り、ハーフミラー３３を透過する。続いて、結像光学系３４に
より集光され、フィルター交換装置３５を透過する。その後、撮像素子３６の受光面上に
、再び格子パターン像（第２の像）を形成する。
被検査物体Ｓ面上に形成された格子パターン像（第１の像）は、被検査物体Ｓ面で散乱さ
れるときに被検査物体Ｓの形状に対応した変形を受けている。よって、受光面上に形成さ
れた格子パターン像（第２の像）も、変形した像になっている。撮像素子３６で受光され
た格子パターン像（第２の像）はコンピュータ３７に取込まれ、メモリに格納される。
【００４１】
ここで、撮像素子３６としてＣＣＤカメラを、光分割素子２４としてハーフミラーを用い
、光源２１にハロゲンランプを用いることにより、白色で照明された格子パターン像をＣ
ＣＤカメラで受光する構成が可能になる。
【００４２】
上記装置の操作にあたっては、まず、遮光装置２９を遮光状態にして、格子パターンを被
検査物Ｓ上に投影する。そして、被検査物Ｓ上に形成された格子パターン像（第１の像）
を走査する。続いて、走査に同期して、撮像素子上に形成された格子パターン像（第２の
像）を撮像する。撮像した画像を順次コンピュータに格納し、位相シフト法による測定を
行う。次に、遮光装置２８を遮光して、再度位相シフト法による測定を行う。なお、遮光
の順番はどちらが先でも構わない。
【００４３】
上記の操作により、格子パターンを異なる方向から投影した測定結果を得ることができる
。投影方向が異なる測定結果をコンピュータ３７で比較合成することにより、死角の無い
３次元測定結果を得ることができる。そして、その結果については、表示装置３８上に表
示することができる。
【００４４】
　本参考例では、対物光学系３２と結像光学系３４の２つから、結像リレー光学系が構成
されている。よって、２つの光学系を組合わせた状態で光学設計を行うことが好ましい。
この時、被検査物体Ｓ側の瞳（入射瞳）位置を無限遠に設定することで、パースぺクティ
ブ効果による格子パターン像の歪みを無くすことができる。その結果、高精度な測定が可
能になる。
【００４５】
　同様に、対物光学系３２と投影光学系３０，３１から投影リレー光学系が構成されてい
る。よって、２つの光学系を組合わせた状態で光学設計を行うことが好ましい。この時、
被検査物体Ｓ側の瞳（射出瞳）位置を無限遠に設定することで、被検査物体Ｓに均一な格
子パターンを投影することができる。この結果、高精度な測定が可能になる。
【００４６】
また、結像光学系３４及び投影光学系３０、３１内に、開口径が可変である明るさ絞りを
配置するのが好ましい。これにより、結像光学系及び投影光学系の焦点深度変えることが
できる。その結果、検査物体に対応して、測定範囲と格子の投影範囲をそれぞれ変えるこ
とができる。
また、結像光学系３４にズーム変倍機能を持たせることにより、検査範囲を変えることが
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できる。
【００４７】
　また、投影光学系３０及び３１にズーム変倍機能を持たせても良い。このようにすると
、投影光学系３０と３１を連動して変倍することで、被検査物体Ｓに投影する格子パター
ンの周波数を任意に設定することができる。また、連動させずに独立して変倍することに
より、被検査物体Ｓに投影する格子パターンの周波数を投影方向毎に変えることができる
。これにより、格子パターン投影法によって得られた情報から３次元情報に変換する際の
アンラッピング処理で、２つの周波数情報を使うことにより死角以外の高さ情報を正確に
計算することができ、測定精度を向上させることが可能になる。
【００４８】
検査物体に分光特性がある場合、その分光特性に合った光で格子パターンを投影すること
が望ましい。そのため、遮光装置２８、２９にフィルター交換機能を付加するのが良い。
フィルター交換装置３５又は遮光装置２８、２９のフィルターを交換することにより、検
査物体の分光特性に合った格子パターンを投影することができる。
【００４９】
また、撮像素子３６に３ＣＣＤ構造のカラーカメラを用いることにより、撮像素子波長選
択機能を持たせることができる。フィルター交換及び遮光装置２８、２９のフィルターを
、３ＣＣＤ構造のカラーカメラに用いられている色分解プリズムの特性に合った分光特性
にする。例えば、フィルター交換及び遮光装置２８を３ＣＣＤ構造のカラーカメラのＲ（
赤）に相当する波長域設定し、フィルター交換及び遮光装置２９を３ＣＣＤ構造のカラー
カメラのＢ（青）に相当する波長域設定する。
そして、それぞれの投影光学系で投影されたパターンは、それぞれの波長に対応した撮像
素子で受光される。各波長を同時に照明することにより、投影方向の異なる格子パターン
像を同時に検査することが可能になる。従って、投影方向が異なる格子パターンを１回の
位相シフト法で測定することが可能になり、測定の高速化が計れる。
【００５０】
また、光分割素子にダイクロイックミラーを用いることもできる。この時、ダイクロイッ
クミラーの反射及び透過する光の波長特性を、３ＣＣＤ構造のカラーカメラで用いられて
いる色分解プリズムの特性と略同じになるように設定するのが良い。これによりこの装置
の簡略化が可能になる。
【００５１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
実施例
　本発明の実施例を図４及び図５により説明する。図４は本発明の実施例の概略構成図で
ある。図５は、図４においてフィルター交換装置６０、撮像素子６１、コンピュータ６２
及び表示装置６３を除いた図４の底面図である。図４及び図５に図示されているように、
照明側の光路は、光源４１、フィルター交換装置４２、照明光学系４３、ＰＢＳ（偏向ビ
ームスプリッタ）４４、偏光変化素子４５、変調装置４６、光分割素子４７、ミラー５０
（４９）、λ／４板５２（５１）、投影光学系５４（５３）、ハーフミラー５５で形成さ
れている。
　図４において、撮像素子５８の背後にはリレー光学系５７、ＰＢＳ４４が配設されてい
るが、撮像素子５８に隠れているので示されていない。同様に、リレー光学系５７、ＰＢ
Ｓ４４，ミラー４８、４９、λ／４板５１、投影光学系５３も、それぞれ他の物体の背後
に隠れているので図４には示されない（図５参照）。また、結像側の光路は、撮像素子６
１、フィルター交換装置６０、結像光学系５９、ハーフミラー５５で形成されている。そ
して、対物光学系５６はハーフミラー５５と被検査物体Ｓの間に配置されている。よって
、対物光学系５６は照明のための光学系として機能すると同時に、結像のための光学系と
しても機能する。
　投影光学系５４（５３）からの光は、ハーフミラー５５、対物光学系５６を介して被検
査物体Ｓ上に照射される。被検査物体Ｓからの散乱光の一部は、対物光学系５６、ハーフ
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ミラー５５、結像光学系５９、フィルター交換装置６０を経て撮像素子６１に入射する。
偏光変化素子４５、変調装置４６、撮像素子５８、６１、フィルター交換装置６０、表示
装置６３は、それぞれケーブルによりコンピュータ６２に電気的に接続されている。
【００５２】
図５は図４の底面図であり、フイルター交換装置６０、撮像素子６１、コンピューター６
２及び表示装置６３は示していない。図５においては、３つのユニットＡ、Ｂ及びＣが設
けられている。即ち、ユニットＣは、ハロゲンランプの光源４１、照明光学系４３、ＰＢ
Ｓ４４、偏光変化素子４５、変調装置４６、並びにリレー光学系５７及び撮像素子５８を
備える。ユニットＡは、ミラー４８、λ／４ 板５１、投影光学系５３を備える。ユニッ
トＢは、ミラー５０、λ／４ 板５２、投影光学系５４を備える。各ユニットは、それぞ
れ別のベース部材に設置されている。
ユニットＣから光が射出する側には、分割面を有する光分割素子４７が設けられている。
そして、分割面の反射側に、ユニットＣからユニットＡに光を導く光路が形成されている
。また、分割面の透過側には更にミラー４９が設けられ、ユニットＣからユニットＢに光
を導く光路が形成されている。
ユニットＣは、矢印ｙの方向に移動可能に構成されている。また、ユニットＡとＢは、こ
の両者の間隔を変えることができるように矢印ｘの方向に移動可能に構成されている。
【００５３】
上記の構成において、光源４１から発せられた光はフィルター交換装置４２を透過し照明
光学系４３に入射する。照明光学系４３を射出した光は、ＰＢＳ４４に入射する。ここで
、所定の偏光方向の直線偏光のみが、ＰＢＳ４４を透過して射出する。射出した光は、偏
光変化素子４５透過した後に変調装置４６に入射する。変調装置４６には、変調光学素子
と走査手段が設けられている。よって、変調装置４６に入射した光は光学変調素子に均一
に照射され、格子パターンを形成することになる。
光学変調素子を透過した光は、光分割素子４７で２つの光路に分割される。図５に示すよ
うに分割された光の一方は、ミラー４８、λ／４板（４分の１波長板）５１、投影光学系
５３を通る。そして、ハーフミラー５５で反射された後に対物光学系５６を透過し、特定
の角度を持って被検査物体Ｓ面上に格子パターン像（第１の像）を形成する。
【００５４】
同様に、光分割素子４７で分割された他方の光も、ミラー４９、５０、λ／４板（４分の
１波長板）５２、投影光学系５４を通る。そして、ハーフミラー５５で反射された後に対
物光学系５６を透過し、別の方向から特定の角度を持って検査物体面上に格子パターン像
（第１の像）を形成する。このように２つの光路を通る光により、被検査物体Ｓに異なる
方向から格子パターンを投影することができる。
【００５５】
投影されたそれぞれの格子パターンは検査物体で散乱される。そして、一部が対物光学系
５６に戻り、ハーフミラー５５を透過する。続いて、結像光学系５９により集光され、フ
ィルター交換装置６０を透過する。撮像素子６１の受光面上に格子パターン像（第２の像
）を形成する。この受光面上に形成された格子パターン像（第２の像）は、被検査物体Ｓ
で散乱されるときに被検査物体Ｓの形状に対応して変形する。この変形画像は撮像素子６
１で受光された後にコンピュータ６２に取込まれ、メモリに格納される。
【００５６】
また、投影されたそれぞれの格子パターンは、一部が被検査物体Ｓで反射される。この反
射された光は対物光学系５６に戻り、ハーフミラー５５で反射される。そして、投影され
た時とは別の異なる投影光学系を通り、光分割素子４７に戻り、変調装置４６に入射する
。変調装置４６内には光学変調素子が配置されており、変調装置４６に入射した光は、光
学変調素子が配置されている位置に格子パターン像を形成する（以下、この像を中間像と
する）。
例えば、投影光学系５３を通って投影された格子パターンの光は、被検査物体Ｓ上で反射
された後、投影光学系５４を通って変調装置４６上に入射する。そして、光学変調素子が
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配置されている位置に中間像を形成する。この時、光学変調素子の格子パターンと中間像
によりモアレ像が形成される。このモアレ像は、偏光変化素子４５を透過した後、ＰＢＳ
４４で反射され、リレー光学系５７により撮像素子５８の受光面上に結像する。
【００５７】
この実施例では、撮像素子５８及び６１にＣＣＤカメラを用い、光分割素子４７にＰＢＳ
を用い、偏光変化素子４５にλ／２板が挿脱可能な素子を用い、光源４１にハロゲンラン
プを用いている。これにより、白色で照明された格子パターン像をＣＣＤカメラで受光す
る装置構成が可能になる。
【００５８】
この装置の操作にあたっては、先ず、λ／２板４５（偏光変化素子４５）が光路中に挿入
された状態にする。これにより、λ／２板を出た光は偏光状態が９０度回転しているので
、ＰＢＳ４７（光分割素子４７）で反射される。ＰＢＳ４７で反射された光は、ミラー４
８に向かう。そして、この光はλ／４板５１により円偏光に変換され、投影光学系５３に
より格子パターンが被検査物体Ｓ上に投影される。
被検査物体Ｓで反射された格子パターン像（第１の像）の光は、被検査物体Ｓの表面形状
に対応した変形を生じる。この反射光は投影光学系５４を通過し、λ／４板５２により直
線偏光に変換されてＰＢＳ４７に入射する。λ／４板５２により直線偏光に変換された光
は、投影光学系５３を通過する時の光と比べると、偏光方向が９０度回転した状態になっ
ている。そのため、ＰＢＳ４７を透過して変調装置４６へ戻る。そして、変調装置４６を
透過した光は、偏光変化素子４５で偏光方向が９０度回転させられる。これにより、ＰＢ
Ｓ４４に入射した光はここで反射して、撮像素子５８に達する。
撮像素子５８上にはモアレ像が形成される。このモアレ像は、光学変調素子の格子パター
ンと、光学変調素子上に形成された中間像とで生成された像である。なお、中間像は、被
検査物体Ｓ上に形成された格子像パターン像（第１の像）が、表面形状に応じて変形した
ものを投影光学系５４で再結像した像である。
【００５９】
次に、λ／２板４５を光路から取り出した状態にする。これにより、偏光変化素子４５を
透過した光はＰＢＳ４７を透過する。ＰＢＳ４７を透過した光は、ミラー４９に向かう。
この光はλ／４板５２により円偏光に変換され、投影光学系５４により格子パターンが被
検査物体Ｓ上に投影される。
被検査物体Ｓで反射した格子パターン像（第１の像）の光は、被検査物体Ｓの表面形状に
対応した変形を生じる。この反射光は投影光学系５３を通過し、λ／４板５１により直線
偏光に変換されてＰＢＳ４７に戻る。λ／４板５１により直線偏光に変換された光は、投
影光学系５４を通過する時の光と比べると、偏光方向が９０度回転した状態になっている
。そのため、ＰＢＳ４７で反射されて変調装置４６へ戻る。そして、変調装置４６を透過
した光は、偏光変化素子４５で偏光方向が９０度回転させられる。これにより、ＰＢＳ４
４に入射した光はここで反射して、撮像素子５８に達する。
撮像素子５８上にはモアレ像が形成される。このモアレ像は、光学変調素子の格子パター
ンと、光学変調素子上に形成された中間像とで生成された像である。なお、中間像は、被
検査物体Ｓ上に形成された格子像パターン像（第１の像）が、表面形状に応じて変形した
ものを投影光学系５３で再結像した像である。
【００６０】
上記のように、偏光変化素子４５を光路中に挿脱することにより、格子パターンを投影す
る際の投影方向を変えることができる。このように、投影方向を変えて格子パターンを投
影すると共に、その格子パターンを走査させることで、位相シフト法で測定することがで
きる。その結果、高精度で死角の無い３次元測定が可能になる。
【００６１】
本実施例では、被検査物体Ｓの３次元情報を、２つの撮像素子５８及び６１から取得する
ことができる。これにより、被検査物体Ｓが散乱の少ない鏡面物体の場合でも、位相シフ
トモアレ法により３次元測定が可能になる。また、散乱のある被検査物体Ｓの場合には、
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格子パターン投影法による３次元測定とモアレ法による測定が可能になる。その結果、等
高線図等の情報を、両方の方法から得ることができる。
【００６２】
また、投影光学系５３と５４の倍率を変えることにより、撮像素子５８の受光面上に形成
されるモアレパターンの間隔を変えることができる。更に、撮像素子６１で測定された結
果からアンラッピング処理を正確に行なうことができ、より正確な測定が可能になる。
【００６３】
　参考例２の場合と同様に、結像光学系と投影光学系にズーム変倍機能を持たせることが
できる。これにより、検査範囲と投影範囲を自由に設定することができる。また、対物光
学系と結像光学系を組合わせた状態で入射瞳位置を無限遠にすれば、パースペクティブ効
果の無い光学系が実現できる。また、対物光学系と投影光学系を組合わせた状態で射出瞳
位置を無限遠に設定すれば、均一な格子パターン投影が可能になる。
　また、結像光学系５６内に開口径が可変の明るさ絞りを設けることにより、光軸方向の
検査範囲を変えることができる。また、投影光学系内に開口径が可変の明るさ絞りを設け
ることにより、格子パターンの投影範囲を変えることができる。
【００６４】
図６に変調装置の一具体例を示す。変調光学素子Ｌは格子の周期方向に可動な部品Ｄに固
定されている。そして、位相シフト法を用いる際に格子の周期方向に移動できるように、
パルスモータＭ又はピエゾ（ＰＺＴ）と部品Ｄが接続されている。この移動量はコンピュ
ータにより制御できるようになっている。ここでは、この移動方向を矢印ｘで例示してあ
る。
【００６５】
図７に、遮光装置に用いるターレットの一具体例を示す。図７の構成は、フィルター交換
も行えるようになっている。遮光装置９，１９，２８，２９には、ターレットＴに所要の
フィルターＲ、Ｇ、Ｂと遮光板Ｆが設けられ、更に開口部Ｏ（空穴）が形成されている。
モータ等でターレットＴを、その回転軸Ｐを中心として回転させて、フィルターＲ、Ｇ、
Ｂ、遮光板Ｆ及び開口部を光路中に挿脱する。これらの位置についてはコンピュータ等で
制御できる。また、検査物体が分光特性を有する場合には、フィルター交換装置４２と６
０を用いて最適化を図ることができる。
【００６６】
本発明に係る上記の各実施例においては、双眼実体顕微鏡の光学系を応用した例を示した
が、本発明は双眼実体顕微鏡の固有の技術ではない。即ち、測定時の光学倍率や測定範囲
は実体顕微鏡にとらわれず設定することが可能であり、双眼実体顕微鏡以外の光学系を用
いる場合でも同様の効果を奏する。また、格子パターン投影法について例示しているが、
投影するパターンは、必ずしも格子状のパターンである必要は無く、検査物体に合わせて
任意に設定しても同様の効果が得られる。
【００６７】
以上説明したように、本発明の３次元形状測定装置は、特許請求の範囲に記載された発明
の他に、次に示すような特徴も備えている。
【００９７】
　（１）被検査物体に投影されるパターンが格子状であり、被検査物体上を走査可能であ
ることを特徴とする請求項１に記載の３次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１の構成による作用、効果に加え、モアレ測定に
位相シフト法を組合わせることができ、検査物体の３次元形状を高速で正確に測定するこ
とが可能になる。
【００９８】
　（２）結像光学系の射出瞳位置が略無限遠であることを特徴とする請求項１に記載の３
次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１の構成による作用、効果に加え、光軸方向に広
がりをもっている検査物体でもパースペクティブ効果の補正が必要なくなる。これにより



(13) JP 4090860 B2 2008.5.28

10

20

30

40

50

、処理時間の短縮と測定精度の向上が同時に可能になる。
【００９９】
　（３）２つの投影光学系の光軸と被検査物体面の法線とのそれぞれ成す角度が可変であ
ることを特徴とする請求項１に記載の３次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１の構成による作用、効果に加え、検査物体にパ
ターンを投影する角度を変えることが可能になる。モアレ測定法ではパターンの大きさと
投影角により測定精度を変えることができるので、投影角度を変えることにより、検査物
体に合わせた測定精度を得ることが可能になる。
【０１００】
　（４）投影光学系の投影倍率が可変であることを特徴とする請求項１に記載の３次元形
状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１の構成による作用、効果に加え、投影するパタ
ーンの大きさを変えることで検査物体に合わせた測定精度を得ることもできる。
【０１０１】
　（５）投影光学系それぞれに波長選択部材が配置されていることを特徴とする請求項１
に記載の３次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１の構成による作用、効果に加え、検査物体に分
光特性がある場合に、検査物体に投影されたパターンを最もＳ／Ｎの良い波長に設定する
ことができ、測定精度を向上させることができる。
【０１０２】
　（６）投影光学系内に可変絞りが配置されていることを特徴とする請求項１又は上記（
１）に記載の３次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１又は上記（１）の構成による作用、効果に加え
、投影光学系の焦点深度を変えることができ、検査物体に投影するパターンの光軸方向の
領域を決めることができる。これにより、検査物体の光軸方向の奥行きに合わせて測定範
囲を変えることが可能になる。更に、投影する格子パターンの周波数ごとに最適な測定領
域を設定することも可能になる。
【０１０３】
　（７）２つの投影光学系の投影倍率が異なることを特徴とする請求項１又は上記（１）
に記載の３次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１又は上記（１）の構成による作用、効果に加え
、２つの投影光学系が異なる投影倍率を持つことにより、撮像面上に形成されるモアレ縞
の周波数を変えることができる。検査物体の形状に合ったモアレ縞の周波数を設定するこ
とができ、測定精度を最適化することが可能になる。
【０１０４】
　（８）偏光変化素子を有することを特徴とする請求項１に記載の３次元形状測定装置。
　このような構成にすることで、請求項１の構成による作用、効果に加え、２つの経路を
通って撮像面上に形成されるモアレ縞を分離して測定することができ、高精度で測定上の
死角のない３次元測定が可能になる。
【０１０５】
【発明の効果】
本発明によれば、電子部品等の３次元形状を測定する場合に、２つの方向からパターンを
投影することにより検査物体自身の影による測定できない部分（死角）をなくし、検査物
体の表面状態によらずに３次元形状測定を可能にする。また、パターンを１つにすること
により、走査系の制御を簡略化でき、測定の高速化が実現可能になる。更に、パターン像
をパターン自身に戻すことにより、モアレ測定を可能にし、リアルタイムで等高線を表示
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の参考例１の概略構成図である。
【図２】　本発明における参考例２の概略構成図である。



(14) JP 4090860 B2 2008.5.28

10

20

30

40

【図３】　図２におけるフィルター交換装置３５、撮像素子２６、コンピュータ３７及び
表示装置３８を除いた図２の底面図である。
【図４】　本発明の実施例の概略構成図である。
【図５】　図４におけるフィルター交換装置６０、撮像素子６１、コンピュータ６２及び
表示装置６３を除いた図４の底面図である。
【図６】　本発明に係る変調装置の一具体例を示す。
【図７】　本発明に係るフィルター交換及び遮光装置に使用するターレットにおけるフィ
ルターと遮光板の配置構成の一具体例である。
【符号の説明】
　１、１１、２１、４１　　　　　　　　　光源
　２、１２、４３　　　　　　　　　　　　照明光学系
　３、１３、２３、４６　　　　　　　　　変調装置
　３－１、１３－１　　　　　　　　　　　光学変調素子
　３－２、１３－２　　　　　　　　　　　走査手段
　４、１４、３０、３１、５３、５４　　　投影光学系
　５、３４、５９　　　　　　　　　　　　結像光学系
　６、３６、６１　　　　　　　　　　　　撮像素子
　７、３７、５８、６２　　　　　　　　　コンピュータ
　８　　　　　　　　　　　　　　　　　　表示装置
　９、１０、１９、２８、２９　　　　　　遮光装置
　２４　　　　　　　　　　　　　　　　　光分割素子
　２５、２６、２７、４８、４９、５０　　ミラー
　３２、５６　　　　　　　　　　　　　　対物光学系
　３３、５５　　　　　　　　　　　　　　ハーフミラー
　３５、４２　　　　　　　　　　　　　　フィルター交換装置
　４４、４７　　　　　　　　　　　 　　 ＰＢＳ
　４５　　　　　　　　　　　　　　 　　 偏光変化素子
　５１、５２　　　　　　　　　　　 　　 １／４板
　５７　　　　　　　　　　　　　　 　　 リレー光学系
　Ａ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ユニットＡ
　Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ユニットＢ
　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ユニットＣ
　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 被検査物体
　Ｄ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 移動基盤
　Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 パルスモータ又はＰＺＴ
　Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 格子パターン
　Ｔ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ターレット円盤
　Ｐ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ターレット円盤の回転軸
　Ｒ、Ｇ、Ｂ　　　　　　　　　　　 　　 フィルター
　Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 遮光板
　Ｏ　　　　　　　　　　　　　　　 　　 開口部（空穴）
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