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(57)【要約】
　本発明は、加工物の一回の測定の複数の結果の表示に
関する。ジェスチャ検出装置（４１ａ、４１ｂ）が、加
工物の存在している一つの個体（９）のところで、また
は加工物の存在している一つの個体（９）の一つの画像
（１１）のところで、使用者の片手（４７）または両手
で行われる動きである、使用者のジェスチャを検出する
。識別装置（４５）が、前記ジェスチャを、ある一つの
記号を表している、予め定義された一つのジェスチャと
して識別する。選択装置（４５）が、前記ジェスチャの
識別結果に依存して一つの測定結果を選択する。引き続
き前記測定結果を表示する、またはこれにマーキングを
施すことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工物の一回の測定の複数の結果を表示するための方法であって、
ａ１）加工物の存在している個体（９）のところで、使用者の片手（４７）または両手で
行われる動きである、使用者のジェスチャを検出する工程、または
ａ２）加工物の存在している個体（９）の一つの画像（１１）のところで、使用者の片手
（４７）または両手で行われる動きである、使用者のジェスチャを検出する工程、
ｂ）前記検出されたジェスチャを、ある一つの記号を表している、ある一つの予め定義さ
れたジェスチャとして自動的に識別する工程、
ｃ）前記ジェスチャの識別結果に依存して、前記ジェスチャに割り当てられている、加工
物の測定の一つの測定結果を、自動的に選択して表示する工程
から成る、方法。
【請求項２】
　前記記号が、加工物又は加工物の一領域の測定座標の評価の方法が用いられる所定の形
状記号及び/又は位置記号であり、かつ、前記ジェスチャが記号として識別されることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ジェスチャの検出時に、前記ジェスチャが行われる少なくとも一つの位置が検出さ
れる場合、前記識別されるジェスチャおよび前記ジェスチャの検出位置に依存して、前記
加工物の測定の一つの測定結果が選択されて表示される、請求項１または２に記載の方法
。
【請求項４】
　請求項１の工程ａ１）に従って前記ジェスチャを検出する場合に、前記加工物の前記個
体（９）の位置および向きが自動的に検出され、前記個体（９）の位置および向きの検出
結果に依存して、かつ前記ジェスチャの検出位置に依存して、前記測定結果が選択される
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　さらに、前記ジェスチャの向きが検出され、前記ジェスチャの向きにも依存して前記測
定結果が選択される、請求項１～４のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
　前記加工物の前記個体（９）が、前記使用者の観察位置から見て、一つの画像表示装置
（３）の後方に位置しており、前記使用者が、前記画像表示装置（３）のところで前記ジ
ェスチャを行う請求項１～５のいずれか一つに記載の方法。
【請求項７】
　前記加工物の前記個体（９）を、前記観察位置から、一つの半透明の表示装置（３）と
して構成された前記画像表示装置（３）を通して観察することができる、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記加工物の前記個体（９）の一つの画像が、一つの画像生成装置（３１）によって生
成されて、一つの画面（３３）上に表示され、前記使用者が、前記画面のところで前記ジ
ェスチャを行う、請求項１～６のいずれか一つに記載の方法。
【請求項９】
　前記使用者の位置および／または視線方向が自動的に検出され、測定結果を選択すると
きに考慮に入れられる、請求項１～８のいずれか一つに記載の方法。
【請求項１０】
　前記選択された測定結果が、存在している前記個体（９）の一つの画像に関して位置が
適正となるように、または前記使用者の視野内に配置された前記加工物の前記個体（９）
に関して位置が適正となるように表示される、すなわち、前記少なくとも一つの測定結果
が、特に、画像生成装置の位置が表示され、使用者の位置で測定された座標が表示され、
それらの座標から固体（１９）の対応位置の分析結果が算出される、請求項１～９のいず
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れか一つに記載の方法。
【請求項１１】
　加工物の一回の測定の複数の結果を表示するための配置であって、
ｉ．前記各結果を受信するための一つのインターフェース（１３）、および／または前記
各結果を記憶するための一つの記憶装置と、
ｉｉ．使用者の片手（４７）または両手で、
‐前記加工物の存在している一つの個体（９）のところで、または
‐前記加工物の存在している一つの個体（９）の一つの画像（１１）のところで
行われる動きである、前記使用者のジェスチャを検出するための、一つのジェスチャ検出
装置（４１ａ、４１ｂ）と、
ｉｉｉ．前記ジェスチャを、ある一つの記号を表している、予め定義されたある一つのジ
ェスチャとして識別するための、一つの識別装置（４５）と、
ｉｖ．前記識別されたジェスチャに依存して一つの測定結果を選択するための、一つの選
択装置（４５）とを備える配置。
【請求項１２】
　前記記号が、加工物又は加工物の一領域の測定座標の評価の方法が測定結果として用い
られる所定の形状記号及び/又は位置記号であり、かつ、ジェスチャが記号として識別さ
れる前記識別装置（４５）が実行されることを特徴とする請求項１１に記載の配置。
【請求項１３】
　前記ジェスチャが行われる位置を検出するための、一つの位置検出装置（４５）を備え
る請求項１１または１２に記載の配置。
【請求項１４】
　前記加工物の前記個体（９）の位置および向きを決定するための、一つの決定装置（４
５）を備え、前記決定装置（４５）が、前記加工物の前記存在している個体（９）のとこ
ろで前記ジェスチャが行われる場合に、前記個体（９）の位置および向きを自動的に決定
し、また前記選択装置（４５）が、前記個体（９）の位置および向きの決定結果に依存し
て、かつ前記ジェスチャ位置の検出位置に依存して、測定結果を選択するように構成され
ている、請求項１３に記載の配置。
【請求項１５】
　さらに、前記ジェスチャの向きを検出するための一つの向き検出装置（４５）を備え、
また前記選択装置（４５）が、前記ジェスチャの向きの検出結果にも依存して、前記測定
結果を選択するように構成されている、請求項１１～１４のいずれか一つに記載の配置。
【請求項１６】
　前記加工物の前記個体（９）が、前記使用者の観察位置（７）から見て、一つの画像表
示装置（３）の後方に位置しており、前記使用者が、前記画像表示装置（３）のところで
前記ジェスチャを行う、請求項１１～１５のいずれか一つに記載の配置。
【請求項１７】
　前記加工物の前記個体（９）を、前記観察位置（７）から、半透明画面（３）として構
成された前記画面（３）を通して観察することができる、請求項１６に記載の配置。
【請求項１８】
　前記加工物の前記個体（９）の一つの画像を生成するため、および一つの画面（３）上
に前記画像を表示するための、一つの画像生成装置（３１）を備える、請求項１１～１６
のいずれか一つに記載の配置。
【請求項１９】
　前記使用者の位置および／または視線方向を検出するための一つの検出装置を備え、ま
た前記選択装置（４５）が、前記測定結果を選択する際に、前記使用者の位置および／ま
たは視線方向を考慮に入れるように構成されている、請求項１１～１８のいずれか一つに
記載の配置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、加工物の一回の測定の複数の結果を表示するための方法および配置に関する
。特に本発明は、座標測定装置の稼動から得られた複数の測定結果の表示に関する。加工
物とは、ここでは、手作業または機械により、または他の方法により製造することができ
る、ありとあらゆる物体であると解釈される。
【背景技術】
【０００２】
　座標測定装置とは、加工物の座標、特に表面座標を測定することができるあらゆる装置
であると解釈される。そこでは、例えば、光学的および／または機械的（すなわち機械的
に走査する）測定法を使用することができる。光学的測定法には、加工物の内部に関する
（例えば、内部の材料境界に関する）情報を進入する光線によって得る方法も含まれる。
本明細書において「加工物の座標の決定」について述べるとき、これには、加工物の幅ま
たは直径などの寸法の決定も含まれることになる。
【０００３】
　加工物は、現代の様々な測定法を利用して、ほぼ完全に測定することができる。加工物
の表面のみを測定することができる座標測定装置を使用する場合は、相応に加工物の表面
だけをほぼ完全に測定することができる。通常、測定結果は、紙やコンピュータの画面な
ど２次元の表示媒体に表示される。加工物の個体（これは、座標測定装置を使用して測定
が行われた個体であっても、それとは別の個体であってもよい）が観察者の使用に供され
ている場合は、様々な測定結果が、それぞれに対応している個体の領域と照合されること
が非常に重要となる。そのために観察者は、個体の観察者に対する相対的な向きおよび位
置を測定結果の表示方式に合わせる、および／または測定結果の表示方式を、個体の観察
者に対する相対的な向きおよび位置に合わせることが必要となる。例えば観察者は、加工
物のある一つの特定の領域において、加工物の形状または寸法に、基準状態と実状態との
間で著しい偏差を生じている場合は、それが加工物のどの領域であるかが、可能な限り一
目で識別できることを望んでいる。例えば、加工物のある一つの表面領域が、設定された
基準値とは著しく相違する形状または寸法に構成された領域である場合は、この加工物の
表面領域を、裸眼で、または光学補助手段（例えばルーペや顕微鏡）を使用して、より正
確に観察することができるようするために、観察者は、コンピュータの画面上に測定結果
が表示されるのであれば、視線を交互にコンピュータの画面と個体とに振り向けなければ
ならない。しかしそれにもかかわらず、特に不良領域が非常に小さい場合は、この不良領
域が、加工物の実際に存在している個体のどの領域であるのかを、観察者が確実に識別す
るのは不可能である。
【０００４】
　さらに、測定結果の表示および照合に際しては、使用に供されている、加工物の測定か
ら得られた情報が、多数に及ぶ点が問題となることが多い。測定プロトコルには、書類で
数百ページに、電子文書でもそれと同程度のページ数に達する上に、例えば数千項目もの
個別試験の特徴や評価結果を収録したものがかなりある。測定結果が多数ある場合は、特
定の測定結果を、それが属している加工物の領域に割り当てさせることが、非常に困難と
なる。
【０００５】
　特許文献１から、目標物を、現存する幾何寸法が要求公差と一致するかをテストするた
めの方法およびシステムが知られている。このターゲットの選択されたある一つの特徴が
測定され、現存する幾何寸法および要求公差が、ユーザインターフェースに入力される。
この入力には、ある一つの幾何寸法とある一つの公差の特性を表す図形記号である、一つ
のアイコンを選択する工程も含まれている。この文献には、テストされたある一つの特定
の特徴が、既に以前に測定されたものであるかどうかを、使用者が決定することができる
ことについても記載されている。使用者は、この以前に測定された特徴を選択できるよう
になっている。この特徴の選択方式には二通りの選択肢がある。一方では、この特徴を、
測定済みのすべての特徴に対してラベルが一つずつ付されている、一つの特徴リストから
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選択できるようになっている。第２の選択肢によれば、使用者は、測定済みの特徴を、画
面から、すなわちＣＡＤ用ディスプレイの分類のインターフェースを使用して、選択する
ことが可能である。使用者は、テスト対象となる特徴を、その特徴のグラフィック表示の
上にポインタを移動することによって選択することができる。ボタンの選択によって、タ
ーゲットの透視図を示すＣＡＤ用ディスプレイの分類のインターフェースが表示される。
使用者は、マウスやタッチスクリーンなどのポインタ移動装置を使用することで、ターゲ
ット上の測定対象となる特徴を選択することができる。
【０００６】
　しかし、ターゲットのこの透視図は、加工物の存在している個体の画像ではない。した
がって、そのような実際に存在している個体との照合は困難なものとなる。また、特許文
献１は、画面上に同時に表示される測定結果が既に多数存在している場合には、もはや何
の役にも立たなくなる。特許文献１に提案されるのは、ある一つの特定の測定結果を選択
するために、これを一つのリストから選択するか、またはその選択のためにＣＡＤ用ディ
スプレイの類による加工物の再現画像を利用することだけである。しかし、使用者が、例
えば、加工物の実際に存在している個体で、明らかに基準状態に合致していない領域に気
付いたとしても、この領域をＣＡＤ用ディスプレイの分類による表示に割り当てるのは、
事情によっては困難である。
【０００７】
　使用者は、測定装置のまわりにいるときには、安全規定に留意しなければならない。例
えば、測定装置の稼動中に加工物に触れるのは危険である場合がある。したがって、測定
の前および間には、加工物の付近への立入りが認められないことが多い。測定結果は、測
定の完了を受けて初めて、後から選択できるようにしなければならない。その後で使用者
は、事情によっては、加工物を再び近くから観察することもできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国公開特許第２００３／０１２５９０１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、加工物の座標測定から得られる様々な測定結果を、加工物の存在して
いる個体の一つの当該付属領域と、使用者が容易に照合できるようにする、冒頭に掲記し
た種類の方法および配置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　使用者が行う様々なジェスチャを識別して、これらを個々の測定結果と割り当てさせる
ことが提案される。ある一つのジェスチャが自動的に識別された場合は、そのジェスチャ
に対して割り当てられている少なくとも一つの測定結果が選択されるか、またはそのジェ
スチャに対して割り当てられている測定結果が存在しないことが決定されることになる。
少なくとも一つの測定結果が選択された場合は、この一つの測定結果またはこれらの選択
された測定結果のみを表示できるようになる。少なくとも一つの測定結果のそのような選
択的な表示方式とは、その選択に対応して、一つまたは複数の測定結果の既存の表示方式
が変更される表示方式である、例えば、選択された測定結果と照合された加工物の一つの
領域が表示されている画面の領域に、選択された測定結果のみが表示される表示方式であ
るとも解釈されるものである。あるいはその代わりに、選択された測定結果については、
それまでとは異なる方式で表示される一方で、選択されなかった測定結果については、こ
れらが選択されなかったにもかかわらず、表示されるようにしてもよい。したがって、特
に、その選択による当該領域以外の領域の測定結果については、引き続きそのまま表示さ
れる、および／または例えば画面からフェードアウトされるようにするとよい。選択され
た測定結果の表示とは、その表示または変更後の表示のために表示装置が必要とする情報
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が生成されることでもあると解釈されるものである。この表示装置自体は、必ずしも本発
明にしたがった配置に含まれる必要はない。
【００１１】
　本明細書で「加工物」について述べるとき、これには、複数の個別部品から成る配置の
ケースも包含されることになる。
【００１２】
　観察用に供される加工物は、必ずしも、加工物の測定済み個体である必要はない。例え
ば、同一または同等の製造ロットからの別の個体、または（例えば親部品であるために）
十二分に、または正確に基準状態と合致している個体であってもよい。これは、量産の場
合がそうであるように、加工物の多数の異なる個体を測定して、観察者がそれらの測定結
果を鑑定しなければならない場合は、特に有利である。
【００１３】
　ジェスチャとは、特に、使用者の片手または両手で行われる動きであると解釈される。
例えばジェスチャによって、空間内または表面（例えば画面の表面）上の任意の形状記号
および／または位置記号（例えば規格ＩＳＯ１１０１に基づく図記号、すなわち、形状記
号および／または位置記号という概念は、特にこのＩＳＯ規格の主意で解釈できるもので
あり、任意選択により、特にこのＩＳＯ規格に予め定義されている図記号を、ジェスチャ
によって表示することができる）についても、表示することが可能となる。例えば使用者
は、空間内または表面上に、伸ばした人差し指により、円運動を実行するとよい。それに
より、ＩＳＯ－１１０１においては、例えば形状記号「真円度公差の検査」に相当する、
予め定義されたジェスチャ「円」が、この円運動により実行されることになる。例えば、
一つの円錐台、一つの平行四辺形（および、この平行四辺形により一つの平面）、一つの
半円、一つの円柱、一本の直線、またはそれ以外の形状に相当している、別の形状記号お
よび／または位置記号についても同様に、一つのジェスチャによって模倣することができ
る。上記の様々な可能性の代わりに、またはそれらに追加して（すなわち特に上記の様々
な形状記号の代わりに、またはそれらに追加して）、ある一つのジェスチャにより、様々
な形状を互いに関連付ける、および／または様々な形状を様々な評価の種類に関連付ける
ようになっている、別の複数の記号、例えば、斜めに延びる一つの矢印、一本の直線によ
って結ばれた斜め平行に延びる複数の矢印、二つの同心円、鋭角または直角を成す二辺、
平行な二直線、円錐台のシルエットに相当する非平行な二直線、または十字線付きの円な
どが定義されるようにしてもよい。
【００１４】
　したがって、ジェスチャによって模倣された記号は、加工物または加工物の一領域の形
状（例えば円、球、円筒形、異形輪郭形状、平らな面など）に関するだけではなく、その
代わりに、またはそれに追加して、評価の種類（例えば真直度、平面度、真円度、線の異
形度、面の異形度、直角度、角度、平行度、対称度、同心度など）にも関するものである
ことが好ましい。例えば、ＩＳＯ－１１０１に基づく図記号「円周振れ公差」によって、
加工物の面に関して、理想の円形面と加工物の表面領域との公差が選択されることになる
。
【００１５】
　相応数のジェスチャが予め定義されていることが好ましい。例えば何らかの画像捕捉装
置および識別装置により、またはタッチスクリーンにより、ジェスチャが識別されること
によって、ひょっとすれば存在するかもしれない、予め定義されている、いずれかのジェ
スチァであるとの判定が下されて、それにより、そのジェスチャが当該している少なくと
も一つの測定結果の選択が開始されるようにするとよい。またその際には、この測定結果
により、それぞれの測定点の座標が、加工物のそれぞれの基準値および／または基準状態
と関係付けられることが好ましい。
【００１６】
　本発明のさらなる思想によれば、少なくとも一つの測定結果の選択は、ジェスチャのみ
に依存して行われるのではなく、他にもジェスチャの場所および／または向きにも依存し
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て行われる。ジェスチャの場所および／または向きは、加工物の実際に存在している個体
に関して、かつ／またはこの実際に存在している個体の画像表示に関して、検出されるこ
とが好ましい。例えば使用者は、存在している個体のすぐ近くで、すなわち好ましくは選
択対象である測定結果と照合される個体の領域内で、予め定義されたジェスチャを行う。
表示されている画像のところで、このジェスチャが行われる場合は、このジェスチャの位
置および／または向きの検出結果が、画像表示装置の座標系、例えばタッチスクリーンの
２次元表面に関係付けられることが好ましい。
【００１７】
　例えば同じ記号によって選択することができるが、照合される加工物の場所および／ま
たは領域が異なっている、例えば少なくとも二つの同種の測定結果（例えば二つの異なる
ボアの真円度）が存在する場合は、ジェスチャの位置の検出結果から、使用者がそのジェ
スチャを通じてどの測定結果を選択したかが算出される。
【００１８】
　ジェスチャは、例えば、一本の鉄筆または一つの別の長い棒状の物体などの物体を用い
て行うことができる。その場合この物体は、使用者が信号をジェスチャ検出ユニットに出
力できるようにするために利用される手段を有しているとよい。例えば鉄筆には、何らか
の作動要素およびワイヤレス送信装置が備えられるとよいが、それにより、この作動要素
が作動されるときには、信号が鉄筆（または別の物体）からジェスチャ検出装置に出力さ
れることになる。そのような信号を利用して、使用者は、そのジェスチャにとっては、現
時点で取られている手または物体の位置および／または向きが重要であることを、明示で
きるようになる。
【００１９】
　しかしながらジェスチャ検出装置は、ジェスチャを行うために手以外の物体を何一つと
して必要としないような、片手または両手により行われるジェスチャを識別するように構
成されることが好ましい。これは、手に、何らかの物体、例えば指輪が装着される可能性
を除外するものではない。しかしこの物体は、ジェスチャを行うためには、不要であるし
、重要ではない。
【００２０】
　加工物の存在している個体のところでジェスチャを行う場合、使用者は、ジェスチャを
行う際に、この個体に触れても、触れなくてもよい。それにもかかわらず、いずれのケー
スにおいても、そのジェスチャが、この個体のある一つの特定の領域に割り当てされるよ
うにするとよい。特に存在している個体のところでジェスチャを行う際には、しかしまた
画面のところでジェスチャを行う場合にも、画像を連続撮影または繰り返し撮影する、ま
たそれによりジェスチャを検出するようになっている、少なくとも一つのカメラが備えら
れるようにするとよい。一つのジェスチャにつき一つの画像だけが捕捉されるようにする
ことも可能である。この場合はそれぞれのジェスチャが、手の動きがなくとも、少なくと
も一つの測定結果の選択を可能とするようなものに定義されることになる。例えば使用者
が、右手および左手の人差し指を使用して、個体の表面の一点および個体の画像の表面の
一点をそれぞれ指し示すことによって、両者のこれらの表面地点が決定されるようにする
とよい。これには、例えば、いずれも人差し指によって選択された地点と合致している、
またはその付近に位置している２点間の距離の評価結果が割り当てされるようにするとよ
い。選択を行うためにそもそも利用することができるこれらの地点は、例えば加工物のコ
ーナーポイントなど、特殊な地点であるとよい。選択に利用可能な地点のそのように限定
することにより、有意な測定結果を得るために重要となる地点の選択が容易になる。
【００２１】
　例えば加工物の表面の一点が選択されている場合は、しかしまた他のケースにおいても
、識別されたジェスチャの種類に依存して測定結果を選択する際に、このジェスチャに対
応した評価結果、ひいてはこれに対応した測定結果が、加工物の表面のどの地点または領
域と照合されるかについて、検査されるようにするとよい。その後で、使用者が選択した
場所の最も近くに位置する場所と照合された測定結果を選択することが、自動的に決定さ
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れるようにするとよい。しかし、疑わしい場合には、さらにもう一回のジェスチャの形式
で、および／または別の形式で、使用者に承認を要求することもできる。例えば、そのジ
ェスチャの結果としてもたらされることになる、複数の可能性のある測定結果の中から、
幾つかが予め自動的に選択されるようにするとよい。予め選択されたこれらの測定結果が
、画面に表示されて、使用者により、予め定義された方法により（例えば、キーボード、
コンピュータ・マウスの操作を通じて、および／またはさらにもう一回のジェスチャによ
って）さらなる選択が行われる、すなわち、予備選択された測定結果のうちの少なくとも
一つが排除されるようにするとよい。その後で、残されている一つまたは複数の測定結果
が表示されるようにするとよい。
【００２２】
　基本的に、本明細書においては、何らかのジェスチャを利用したある一つの測定結果の
選択が、同時にこの測定結果の排除をもたらし得るものである、といえる。すなわち、そ
の結果として行われる、この選択された測定結果の表示は、この測定結果がもはや表示さ
れないことにより、行われることがある。
【００２３】
　少なくとも一つの測定結果の選択を意味するジェスチャの他に、少なくともさらにもう
一つのジェスチャによって、さらにもう一つのプロセスが誘発されるようにする、例えば
、第１のジェスチャの結果として選択された測定結果が、表示される、棄却される、削除
される、印刷される、記憶される、および／または別の装置に転送されるようにするとよ
い。
【００２４】
　本発明は、特に、量産方式で製造される加工物の測定結果の表示に関する。例えば、量
産の枠内で、製造された個々の個体またはすべての個体が、一台の座標測定装置によって
、または複数の座標測定装置からなる配置によって測定されるようにするとよい。その後
で、そこから得られた測定結果が、例えば製造された個体が通過する製造設備の別の場所
で、使用者のジェスチャによって選択されるようにするとよい。例えば、製造設備のこの
場所では、何らかの画面、または何らかの画像もしくは光線投射設備を利用できるように
なっており、それらのうち一つまたは複数を用いて、選択された一つまたは複数の測定結
果が、個体のところに直接、または個体のすぐ近くに表示されるようにしている。量産現
場では、製造時に故障が生じたときに製造プロセスにできるだけ早期に介入できるように
するためにも、補助手段を用いずに多数の測定結果から特定の測定結果を選択できるよう
にすると、特に有利である。
【００２５】
　特に、次の方法、すなわち、加工物の測定結果を表示するための方法であって、
ａ１）加工物の存在している一つの個体のところで使用者が行う、予め定義された使用者
のジェスチャを検出して識別する工程、または
ａ２）加工物の存在している一つの個体の一つの画像のところで使用者が行う、予め定義
された使用者のジェスチャを検出して識別する工程、
ｂ）またその際には、前記ジェスチャの前記検出工程において、前記ジェスチャが行われ
る少なくとも一つの位置を検出して、
ｃ）前記ジェスチャの識別結果および前記ジェスチャの位置の検出結果に依存して、測定
結果を選択して表示する工程から成る方法
が提案される。
【００２６】
　さらに、加工物の測定結果を表示するための配置が提案されるが、この配置は、
ｉ．様々な測定結果を受信するための、一つのインターフェース、および／または様々な
測定結果を記憶するための、一つの記憶装置と、
ｉｉ．加工物の存在している一つの個体のところで使用者が行う、予め定義された使用者
のジェスチャを検出するための、または加工物の存在している一つの個体の一つの画像の
ところで使用者が行う、予め定義された使用者のジェスチャを検出するための、一つのジ
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ェスチャ検出装置と、
ｉｉｉ．前記ジェスチャが行われる位置を検出するための、一つの位置検出装置と、
ｉｖ．前記ジェスチャを、予め定義されたある一つのジェスチャとして識別するための、
一つの識別装置と、
ｖ．前記位置の検出結果および前記ジェスチャの識別結果に依存して、前記加工物の座標
を決定するある一つの測定結果を選択するための、一つの選択装置
とを有している。
【００２７】
　この配置構成には、他にも、選択された測定結果が表示される一つの画像表示装置が含
まれているとよい。
【００２８】
　多くの場合、位置を検出する以外にも、ジェスチャの向きを検出して、測定結果を選択
するために、この向きに配慮すると有利である。例えば、円運動を行うときに、その円が
水平面内にあるか、垂直面内にあるか、またはそれ以外の平面内にあるかに応じて、異な
る測定結果が選択されるようにするとよい。それに対応して、ジェスチャの位置を検出す
るための位置検出装置以外にも、その代わりに、またはそれに追加して、向き検出装置が
備えられるようにするとよい。その場合、これら二つの検出装置は、一つの同じ検出装置
であってもよい。例えば、少なくとも一台のカメラを用いて検出する場合は、このカメラ
によって撮影されたそれぞれの画像の評価から、ジェスチャの位置も、また向きも、得る
ことができる。
【００２９】
　特に、測定結果を選択するために、ジェスチャの向きも重要である場合は、ジェスチャ
およびその位置および／または向きを検出するために、ジェスチャを行うことができる領
域に異なるアングルで向けられた複数のカメラが採用されることが好ましい。
【００３０】
　ある一つの測定結果とある一つのジェスチャとの照合は、例えば、トレーニング・プロ
セスにおいて、どのジェスチャがどの測定結果またはどの種類の測定結果と照合されるか
を検出装置に提示することによって、学習させることができる。このために、使用者は、
例えばジェスチャを一回または複数回行って、そのジェスチャを所望の測定結果に割り当
てさせる。またその際にはこのジェスチャを、特定の個体の測定によって得られた具体的
な測定結果に割り当てさせるのではなく、球の直径の決定など、測定結果の種類に割り当
てさせることが好ましい。
【００３１】
　選択に利用可能な測定結果は、任意の種類の測定結果でよい。それに対応して、選択さ
れた少なくとも一つの測定結果の表示方式も、まちまちであってよい。例えば、基準値と
実際値の偏差の度合いに依存して大小のサイズが選択される記号、フラグ、および／また
はバーを利用して、特に不良の表面領域にマーキングが施されるようにするとよい。また
、測定結果を表示するために、数値および／または文字を使用することもできる。特に、
規格ＩＳＯ１１０１（または匹敵する規格）に収録されている評価の種類はことごとく、
本発明との関連においても使用できるものである。これらの評価により、相応の測定結果
をもたらすことができるが、その中から、使用者が行ったジェスチャに基づいて、少なく
とも一つの測定結果が選択されることになる。
【００３２】
　散見する評価の種類は、例えば真円度、平面度、または真直度などの、輪郭形状の評価
である。選択された結果をより良く表示するために、輪郭形状が描く線が誇張して表示さ
れるようにするとよい。
【００３３】
　例えば、測定結果は、様々な色および／またはグレースケールを使って画面またはディ
スプレイ上に表示することも可能であるが、この場合は、個々の色および／またはグレー
スケールがそれぞれ、測定結果の一つのカテゴリに対応することになる。例えば、加工物
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の基準状態からより著しく外れている加工物の表面領域を、基準状態から外れていない、
またはわずかしかずれていない表面領域とは異なる色で表示するとよい。偏差の度合いの
単位ごとに、一つの色を割り当てさせるとよい。この偏差は、例えば、ある一つの基準点
に対する、ある一つの表面地点の相対位置の偏差、および／または表面の断面輪郭形状の
偏差（例えば波形または粗さ）であるとよい。色および／またはグレースケールを用いた
測定結果の表示は、文献では擬色表示と呼ばれる。
【００３４】
　選択された測定結果は、例えば、好ましくは、実際に存在している個体の画像に関して
位置が適正となるように、または観察者（すなわち例えば使用者）の視野内にある加工物
の個体に関して位置が適正となるように、表示されるとよい。位置が適正となるように表
示されるとは、その場所が同時に、測定された各座標に当該している固体の場所であるこ
とを、観察者がその都度見出すことになるような、何らかの画像表示装置の場所に、様々
な情報が表示される、と解釈されるものである。例えば、擬色表示においては、加工物の
実際に存在している個体のある一つの表面領域が、その時々の色で着色されることになる
。またその際には、色の他に、実際に存在している個体の現実の表面も、観察者にとり識
別可能であることが好ましい。
【００３５】
　上述した提案によれば、加工物の個体の座標、すなわち実状態の座標が測定される。そ
こから、これらの座標に割り当てされた実状態に関する情報を生成することができる。こ
れは、これらの座標を、ただ単に、例えば特定のデータフォーマットなど、特定の形式で
表示したものであるとよい。しかし、座標に割り当てさせた情報を生成する際には、基準
状態に関する評価が既に行われるようにすることが好ましい。例えば、複数の表面地点に
ついて測定された様々な座標の一つまたは複数の集合を対象として、加工物もしくは加工
物のある一つの座標系の一つの基準点に関して、または基準物体（例えば加工物の別の表
面など）に関して、表面地点が基準状態からどれだけ離れているかを計算することができ
る。例えば、ある一つの表面地点が、加工物の基準状態に基づく一つの当該地点の位置か
ら、ある一定の距離量の分だけ、ある一定の方向に離間して位置していることが、明らか
になるとよい。この距離が、任意選択によりその方向と合わせて、例えば擬色表示（上記
参照）により表示されるようにするとよい。加工物の座標測定からの測定結果を記述する
様々な可能性については、この距離以外にも当業者によく知られており、これらも同様に
使用することができる。一般に、例えば、形状偏差、寸法偏差、および／または位置偏差
が測定結果として決定されて、任意選択により、使用者のジェスチャによる選択後に、や
はり位置が適正となるように表示されるようにするとよい。
【００３６】
　ジェスチャを用いて測定結果を選択し、任意選択により、実状態または基準状態（例え
ばＣＡＤモデル）に対応している加工物の個体に関連付けて、実状態に関する情報を位置
が適正となるように表示することにより、実際に存在している現実の個体およびその様々
な領域（特にそのそまぞまな表面領域）にこれらの情報を割り当てさせることが観察者に
とってかなり容易になる。これにより、例えば、加工物の任意の個体の製造不良の原因を
容易に識別できるようになる。
【００３７】
　現実の加工物の個体は、ジェスチャが行われる間に実際に観察者の視野内に位置してい
るとよい。しかしまた、加工物が例えば観察者の視野外にあり、少なくとも一つの測定結
果の選択のために画像生成装置によって一つの画像が生成され、この画像が画面上に表示
されるようにすることも可能である。この個体は、これが視野内にある場合は、表示装置
の後方に位置し、表示装置によって隠されていてもよいし、または表示装置を通して観察
されるようにしてもよい。いずれにせよ、この個体が存在することにより、画像表示装置
とは関係なく、観察者が加工物を観察可能であることを実現している。例えば観察者は、
加工物が小型であれば、その個体を手に取り、ルーペを用いてより詳しく観察することが
できる。加工物が大型であれば、観察者は、例えばその個体の周りを一周する、または個
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体に近づくことができる。
【００３８】
　特に有利であるのは、例えば、以下に記載する二つの構成形態である。
【００３９】
　第１の構成形態では、実際に存在している個体が、観察位置から見て、画像表示装置の
後方（すなわち特に画面の後方）に配置され、観察者はこの個体を、画像表示装置（特に
画面）を通して見ることができる。この目的のために使用することができる相応の半透明
画面は、それ自体知られている。
【００４０】
　他方の構成形態では、画像表示装置は半透明でなく、加工物の実際に存在している一つ
の画像が画面上に表示されるようになっている。この実施形態は、個体の表示も、また測
定結果の表示も、例えば表示の明度、コントラスト、および／または色強度に関して、ま
たはそれ以外の形式で変更することが可能であり、それにより、例えば、実際に存在して
いる個体の表面がより鮮明に見える、または実状態に関する情報をより明瞭に認識できる
ようになるという利点を有する。それに対し、半透明画面を用いる構成形態では、実際に
存在している個体の表面から発して画面を通過する光の強度に上限がある。半透明画面は
、この光の一部を反射し、一部を吸収する。
【００４１】
　特に、半透明でない画面を用いる構成形態の場合は、ポータブルコンピュータ、例えば
いわゆるハンドヘルドコンピュータ（例えば、今日市場において入手できるような、大型
ディスプレイおよび相応の計算能力を有する移動電話）、オーガナイザ、ＰＤＡ（携帯情
報端末）およびタブレットＰＣ）、さらにはノートブックコンピュータ（例えば典型的に
は８インチよりも大きい画面対角寸法を有する折畳み式のフラットパネルディスプレイを
装備）なども、本発明のための検討対象となる。これらのコンピュータの画面またはディ
スプレイは、画像表示装置として使用することができる。現代の移動電話またはハンドヘ
ルドコンピュータでは、多くのケースで画面の反対側に配置されるカメラレンズが存在す
るが、加工物の実際に存在している個体の画像を生成するためにこれらを使用することが
できる。ノートブックコンピュータでは、例えば、コンピュータの開いたディスプレイ部
の裏側に個体を配置して、この加工物の画像を撮影する一つのカメラが、このディスプレ
イ部に取り付けられるようにするとよい。
【００４２】
　加工物の存在している個体の位置および向きは自動的に検出され、さらに、任意選択に
より、選択された少なくとも一つの測定結果に依存して、この少なくとも一つの測定結果
が、位置が適正となるように表示されることが好ましい。あるいはその代わりに、または
それに追加して、選択された測定結果が画像表示装置に表示される間に、この個体の運動
が追跡されて、測定結果の表示が、運動の追跡結果に対応して継続的に適合されるように
しているが、それにより情報は、永久的に位置が適正となるように表示されることになる
。情報を位置が適切となるように表示できるようにするために、まず、この個体の運動の
追跡結果は、データ処理技術により演算処理されるために、短い時間遅延を伴って位置が
適正となるように表示を行うことができる。しかし、高性能のマイクロプロセッサを用い
れば、この短い時間遅延は観察者にはほとんど知覚されない。
【００４３】
　加工物の個体の位置および向きを検出するためにも、また個体の運動を追跡するために
も、いわゆるトラッキング・システムが使用されるとよい。その際には、トラッキング（
すなわち追跡）のすべての既知の原理が使用されるようにするとよい。例えば、トラッキ
ング・システムは、磁気的原理に基づくシステムであるとよい。このために、ある一つの
外部磁場の中で、通例は極小サイズに諸元決定された、電流が流れる少なくとも一つのコ
イル（または複数のコイルから成る一つの配置）が追跡されるようになっている。このコ
イルは、加工物の個体と機械的に接続されているために、この個体の位置、向き、および
運動も検出することができる。そのようなトラッキング・システムは、例えば、Ａｓｃｅ
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ｎｓｉｏｎ－Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（米国バーモント州バーリ
ントン（Ｂｕｒｌｉｎｇｔｏｎ，ＶＴ０５４０２，ＵＳＡ））が製造している。
【００４４】
　あるいはその代わりに、またはそれに追加して、使用者の位置および／または視線方向
を自動的に検出して、座標を決定する少なくとも一つの測定結果を選択する際には、これ
に配慮するとよい。任意選択により、さらに、使用者の位置および／または視線方向のこ
の検出結果に依存して、測定結果が画像表示装置に位置が適正となるように表示されるよ
うにするとよい。この位置および／または視線方向を決定するために、再びトラッキング
・システムが使用されるとよい。例えば観察者の頭部に、トラッキング・センサ（例えば
上述のコイル、または複数のコイルから成る配置）が装着される。装着に適しているのは
、例えば、観察者の耳に掛けることができる眼鏡またはテンプルである。
【００４５】
　一般に、本発明は、画像表示装置としてデータグラスを用いて実現することもできる。
この場合は、トラッキング・センサが、様々な拡張現実装置において多く行われているよ
うに、データグラスに組み込まれるか、またはデータグラスと機械的に接続されるもので
あるとよい。文献において用いられるデータグラスを表す別の用語は、ヘッドマウントデ
ィスプレイである。観察者の頭部に装着される装置は、典型的な眼鏡の形態をとる必要が
ないことから、このように言われるようになっている。またその場合、このディスプレイ
は、透過性を示す必要はない、すなわち半透明である必要はない。
【００４６】
　以下、本発明の例示的実施形態を、添付図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】半透明画面を通して観察者が観察することができる加工物の個体を有する配置の
概略図である。
【図２】基準状態からの偏差の程度が異なる二つの表面領域と、さらにもう一つの測定結
果が表示された、加工物の画面表示を示す図である。
【図３】加工物の個体の外観がカメラによって捕捉される、図１に示される配置の代替形
態を示す図である。
【図４】加工物の個体の近くにある使用者の手を概略的に示す図であるが、そこでは、こ
の手により行われるジェスチャに対応する少なくとも一つの測定結果を選択するために、
このジェスチャが多数のカメラによって捕捉されるようになっている。
【図５】量産設備の一部を上から見た上面概略図であるが、そこではこの設備が他にも、
製造されたそれぞれの個体の座標を測定するための一つの測定ステーションを有しており
、さらにそこには、この測定ステーションの代わりに、またはこれに追加して、好ましく
は加工物のある一つの個体の測定結果を、ある一つの画面上に、この画面の観察者が、加
工物の別の個体を見ている間にも、表示できるようになっている、一つの評価ステーショ
ンが備えられている。
【図６】図５に示される量産設備の測定ステーションを示す図である。
【図７】輪郭形状が描く線を決定する測定結果が表示された画面を示す図であるが、そこ
ではこの輪郭形状が描く線が誇張して表示されている。
【図８ａ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｂ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｃ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｄ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｅ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
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び／または位置記号を示す図である。
【図８ｆ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｇ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｈ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｉ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｊ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｋ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｌ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｍ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｎ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【図８ｏ】ジェスチャによって表すことができるいくつかの予め定義された形状記号およ
び／または位置記号を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　図１に、一つの半透明画面３が概略的に示されているが、これには、一つのデータ処理
装置５による制御下で、加工物の座標の測定から得た様々な測定結果を表示できるように
なっている。図２に示されるように、これらの測定結果は、例えば擬色表示方式で、およ
び／または寸法として、表示することができる。これについて、さらに詳細に述べる。
【００４９】
　観察者（図１には図示せず）は、観察位置７から、半透明画面３を通して、加工物の個
体９を観察する。この個体９は、図１に直方体１１で示されるサイズで画面３の平面内に
現れる。画面３の像平面内にあるように見える物体１１が、実際に存在している個体９の
画像に過ぎないことを、四本の線８ａ～８ｄが明示している。
【００５０】
　この配置の代替構成形態において、この物体１１は、画面３を適宜制御することによっ
て画像表示装置により生成されるイメージ・オブジェクトであるとよい。この場合は、例
えば、画面３の裏面に個体９を撮像する一つのカメラが配置されることになる。
【００５１】
　しかし、図１に示される配置の場合には、画面３の制御部５によって測定結果のみが画
面３上に表示され、加工物は表示されない。観察者または他の使用者のジェスチャによっ
て少なくとも一つの測定結果が選択された後、この少なくとも一つの測定結果は、位置が
適正となるように、すなわち、観察者が個体９のある一つの特定の領域を見出すことにな
る画像表示装置上の場所に表示され、また、物体のこの領域に割り当てさせた付属測定情
報も表示される。「割り当てさせた」とは、加工物のこの個体または別の個体のこの領域
が既に測定されており、測定によって得る実状態に関する情報は、この過去の測定結果か
ら得られたものであると、解釈できるものである。一般には、そのために、加工物のこの
領域の座標を測定し、そこから、この領域の実状態に関する情報、すなわち測定結果を得
るようになっている。任意選択により、測定結果を、選択前に既に位置が適正となるよう
に表示することもできる。しかし、多くの場合、測定結果は余りにも多過ぎるために、使
用者が、現時点での使用者の興味の対象である特定の測定結果を、加工物の個体および／
または個体の特定の領域に割り当てさせることは不可能であるか、または割り当てさせる
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ことができたとしても、様々な制約に縛られることになる。
【００５２】
　測定結果は、図１の左側に矢印で示唆されたインターフェースを介して、画面３の制御
機能も備えるデータ処理装置５に供給される。これは、画面３上に測定結果を表示する間
に行われるとよい。しかし多くのケースにおいて、座標測定には多少の時間がかかるため
に、加工物の測定を事前に行うことが有利であるように思われる。この加工物は、存在し
ている、使用者が直接または間接的に観察することができる固体と同一である必要はない
。
【００５３】
　図１には、さらに、（図の上の部分に長方形で図式的に）トラッキング・システム１５
が示されているが、このトラッキング・システム１５は、連続的に個体９の位置および向
きを検出する。この検出は、図の右上の部分に示された矢印で示唆されている。特に、一
つの同じトラッキング・システムで、個体９の位置および向きも、また使用者のジェスチ
ャも、検出することも可能となっている。そのような構成形態は、図４を参照してさらに
説明する。このようなトラッキング・システムは、個体およびジェスチャの画像を捕捉す
るための少なくとも一つのカメラを使用することが好ましい。
【００５４】
　個体の位置および向きに対応して、トラッキング・システム１５が信号を発生し、それ
らの信号がデータ処理部５に供給される。これは、図の左上の二つの矢印で表される。デ
ータ処理部５は、それらの信号から、画面３上で測定結果を位置が適正となるように表示
するために必要な情報を生成する。
【００５５】
　特に、個体９の位置および向きを決定する際にトラッキング・システムが基準としてい
る座標系と、画面３上に表示するための画像コンテンツの座標系の見当合わせが、表示の
開始前または開始時に行われるようになっている、すなわち、これらの座標系は、測定結
果を位置が適正となるように表示することができるように、互いに関係付けられるように
なっている。この見当合わせは、例えば対話式に、データ処理装置５が、画面３上の選択
された位置に画像コンテンツ（例えば一つの矢印）を表示し、使用者が、それに対応する
個体９の表面の照合された箇所に、トラッキング・システム１５により現在位置を検出で
きるようになっている一つの特殊な信号発生器を用いて触れて、信号をトラッキング・シ
ステム１５またはデータ処理装置５に出力することによって、行われるようにするとよい
。このようにして、トラッキング・システム１５またはデータ処理装置５は、現時点で画
面３上に示されている位置が個体９の表面のある一つの特定の場所に当たることを学習す
ることができる。個体９の表面の少なくとも３箇所に関してこの手順が行われると、完全
な対話式の見当合わせを行うことができる。
【００５６】
　しかし、例えば個体９の画像を自動的に捕捉して、これらの画像を自動的に評価するこ
とによって、個体９の位置および向きを決定することもできる。この場合は、例えば、表
面の特徴的な場所が画像から識別されて、（基準状態についても再現可能な）加工物のコ
ンピュータ・モデルを用いて、現実の個体９の現時点での位置に割り当てされることにな
る。
【００５７】
　そのような方法では、初期見当合わせを行う必要はない。それどころかこの方法により
、個体９の正確な位置および向きを連続的に算出することができる。しかし、個体９の運
動およびこの運動に結び付いた個体９の場所の位置および向きの変化の追跡結果を、より
少ない計算コストで、したがってより迅速に把握することができるために、初期見当合わ
せの方が優先される。特に、このような運動の追跡は、トラッキング・システムにより自
動的に行われるようにするとよい。しかし、トラッキング・システムをデータ処理装置５
に組み込むことも可能である。
【００５８】
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　図２には、特に図１の事例を対象とする、しかしまた別の事例も対象とする、観察対象
の加工物の表面の第１の領域２１および第２の領域２３を、位置が適正となるような表示
方式で、図式的に示したものである。加工物は、図２でも図式的に直方体で表され、これ
は、画像表示装置によって画面上にアクティブ表示される画像、および／または観察者が
画面３を通して物体を直接見ることができるために、見かけ上は画面３の像平面内に位置
する画像である。さらに図２においては両方向矢印により、画面３上に直方体１１の一つ
の寸法、すなわち直方体１１のほぼ水平に延びる上面と下面間の距離が表示されることが
、示唆されている。この距離は、例えば、直方体１１のこの左側の縁部における局所的な
距離であっても、上記の両表面間の平均距離であってもよい。
【００５９】
　ここで、問題となっているのが一つの像平面であるとしても、本発明はそれにより、像
平面を一つだけ有するパネル状の画像表示装置に限定されない。それどころかむしろこの
画像表示装置は、例えば様々な立体表示法を用いて３次元画像を表示するための装置であ
ってもよい。また、観察者の両目は互いに離れており、したがって２箇所の異なる場所に
位置しているために、半透明画面である場合は、観察者が、図１のケースでは、実際に存
在している個体９を両目で２箇所の観察位置から観察する点にも留意すべきである。これ
は、位置が適正となるように表示する際に考慮に入れられることが好ましい。特に、立体
表示では、加工物の実状態に関する情報を、それぞれの目に対して独自の、その目に合わ
せた表示が行われるようにするとよい。これには、それぞれの目に対して、別個の画面、
または同じ一つの画面の別個の領域（例えば半透明データグラスなど）が使用されるケー
スも包まれている。
【００６０】
　図２に示される加工物の表面の領域２１、２３には、図２の描写では、異なるハッチン
グが施されている。実地においては、ハッチングの代わりに、例えば、それぞれの領域を
異なる色で表示する、または異なるグレースケールで表示することができる。これらの領
域２１、２３はいずれも、使用される色またはグレースケール（ここではハッチング）に
割り当てさせた、加工物表面の位置偏差のある一定の度合いを示している。「偏差」とは
、ここでは、実状態の測定結果が、基準状態から外れていると解釈されるものである。例
えば、領域２１に当該する表面領域は、基準位置から０．１～０．２μｍ外れており、ま
た領域２３によってマーキングされた表面領域は、表面の基準位置から０．２～０．３μ
ｍ外れている。
【００６１】
　さらに、既述のように、加工物の一つの寸法が画面３上に表示されるようになっている
。図２に示される描写は、簡略化した一例にしか過ぎない。実地においては、通例、加工
物の座標測定からの測定結果が多数存在しており、個々の測定結果の選択を行わないと、
画面表示が見づらくなってしまう。測定結果の表示に際しては、図２の図示とは異なり、
数字、文字、および別の記号を使用することもできる。例えば、図２に示される寸法につ
いては、さらに、例えば「２３．７５３ｍｍ」などの測定値も画面上に表示することがで
きる。
【００６２】
　図７に、別の種類の測定結果が示される。画面３上には、測定対象物７１の表面７３の
輪郭が誇張して表示されている。そこに示されるように、画面３上に表示されている、こ
の誇張された描写方式７２による表面７３ａの輪郭形状が描く線の変化は、測定対象物７
１の表面７３の輪郭形状が描く線の変化よりも著しくなっており、したがってこれをより
明瞭に認識できるようになる。
【００６３】
　測定結果を表示するための配置の図３に示される代替形態は、図の左側に加工物の個体
９を示す。この個体９はカメラ３１によって捕捉され、またカメラは、相応の画像データ
を、図１に示されるデータ処理装置３５に相当するデータ処理装置３５に出力する。
【００６４】
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　データ処理装置３５は、カメラ３１によって撮影された個体９の画像も、また、好まし
くは位置が適切となるような表示方式で加工物の測定結果も表示されるように、画面３３
を制御する。この表示の見た目は、例えば図２に示されるようなものであるとよい。
【００６５】
　座標測定装置は、図１～図４には詳細には示されていない。例えば、図１の配置に関し
ては、この座標測定装置を、図の左側に書き込むことができるかもしれないが、それによ
り矢印は、インターフェース１３により、この座標測定装置からデータ処理装置５へと至
ることになる。
【００６６】
　図４には、加工物の個体９が位置する場所が示されている。この場所のところで、使用
者はその片手４７でジェスチャを行うことができるが、その際にこの手４７は、個体９の
至近に位置しているか、またはなんとこれと接触している。至近とは、特に、最大５ｃｍ
、好ましくは最大２ｃｍの距離であると解釈される。距離に関するそのような限界値を下
回ることは、このジェスチャ識別装置にとっては（これが言えるのは、ここで説明する実
施形態だけに限られないのだが）、何らかのジェスチャが行われるという情報を意味する
ものであるとよい。この場合、ジェスチャ識別装置は、この限界値を下回っている間だけ
、使用者の何らかの動作を、何らかのジェスチャが行われていると解釈する。
【００６７】
　この例示的実施形態においては、この場所が、複数のカメラ４１ａ、４１ｂの視野内に
位置している。図４に示されるものとは異なり、三台以上のカメラをこの場所に向けるこ
ともできる。これらのカメラ４１は、画像信号ライン４３を介して一つの識別装置４５と
接続され、この識別装置４５は、受信されたカメラ画像から、手４７により行われたジェ
スチャを、複数の予め定義されたジェスチャのうちの一つとして識別するように構成され
ている。
【００６８】
　任意選択により、識別装置４５は、ジェスチャが行われている位置を検出する装置でも
ある。特にこの位置は、加工物の個体に対する相対位置である。したがってこの検出装置
は、加工物の絶対位置（すなわち、実験室系内における位置）および手４７の絶対位置を
検出するのではなく、むしろ手４７と個体９の相対位置（すなわち、加工物の座標系内に
おける位置）を直接検出するように構成されるとよい。
【００６９】
　さらにこの検出装置は、ジェスチャが行われるときの手４７の向きを検出するように構
成されるとよい。この向きは、個体９および手４７が位置する場所を基準として検出する
ことができる。しかし、位置検出と同様に、個体９に対する相対的な向きが検出されるこ
とが好ましい。
【００７０】
　同様に、識別装置４５内に、位置の検出結果およびジェスチャの識別結果に依存して、
加工物の座標の決定する、ある一つの測定結果を選択するための、一つの選択装置を組み
込むこともできる。例えばこの識別装置４５は、コンピュータ・プログラムによる制御下
で上記の認識、検出、および／または選択の各機能を実行するコンピュータである。
【００７１】
　図４には、この装置４５から画面３への制御接続部４７が示され、そこを介して画像信
号が装置４５から画面３に伝送される。この装置４５は、これが市販のコンピュータであ
る場合は、例えば、装置４５の中央処理装置による制御下で、画面３に表示すべき画像を
画像信号の形で生成して出力するようになっている、一つのビデオカードを有している。
【００７２】
　複数の測定結果が表示されるようになっている、図２に示される画面３の状態から出発
して、例えば、図４に示される個体９の近くの場所で、片手４７を利用したジェスチャの
実行が行われる。例えば、図４に示されるものとは異なり、この手４７は、１本の伸ばし
た指だけで、例えば人差し指だけで、この伸ばした指の指先を、個体９の手前左側の上か
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ら下に延びる辺に沿って、直線状に動かす。このジェスチャがカメラ４１によって検出さ
れる（すなわち、連続する画像が撮影されて、装置４５に伝送される）。装置４５は、個
体９に対する伸ばした指の指先の相対位置を認識する、すなわち、指先で空間内に描かれ
た線が、上記の辺と平行に、かつ上記の辺の至近に延びていることを認識する。この指先
の直線的な動きから、装置４５は、測定結果として加工物の一つの直線寸法が選択された
ことを確定する。この線が上記の辺に対して至近にあることから、装置４５は、図２に示
される寸法２５が選択されたことを確定する。その結果、この寸法２５のみが画面３上に
表示され、それ以外の測定結果は画面からフェードアウトされるようになっている。ある
いはその代わりに、選択された測定結果は、強調される、例えば、特別な色で表示される
、またはフェードイン、フェードアウトが繰り返されるようになっている。
【００７３】
　図５は、量産設備の一部を示す。右向きの矢印が示唆するように、この生産工程におい
て製造される個体５１ａ、５１ｂ、５１ｃは左から右へ搬送される。その際、図示される
例示的実施形態では、これらの個体はいずれも、例えばパレット５２ａ、５２ｂ、５２ｃ
など、一つの搬送手段の上に位置している。これらのパレットは、互いに対する相対位置
が既知となっているマーカー８、例えば球を三つずつ有している。これにより、基準座標
系が存在することになる。
【００７４】
　図５の右側には、一つの測定ステーション５３が示されており、この測定ステーション
５３内で、パレット５２ｃ上に配置された個体５１ｃが測定される。図６に、この測定ス
テーションを側面図で示す。この例示的実施形態では、測定ステーションに、ゲート型の
座標測定装置６１が備えられている。ゲートの二つの支柱５５ａ、５５ｂの間にパレット
５２ｃ上の個体５１ｃが位置している。この測定装置６１の一つのセンタースリーブ５８
は、支柱５５ａ、５５ｂをつなぐ一つのブリッジ５９に沿って水平方向に移動することが
できる。ブリッジ５９は、図６の像平面に対して垂直に、支柱５５に対して相対的に移動
可能である。さらに、センタースリーブ５８の下端部に配置されたボールスタイラス５７
を、個体５１ｃとの機械的な接触のために垂直方向に移動させることができる。それによ
り、個体５１ｃの表面をボールスタイラス５７によって機械的に走査することができる。
この走査結果から、それ自体としては知られている方法により、走査された表面地点の座
標が算出される。
【００７５】
　さらにこの量産設備は、図５には示されていない一つの測定ステーション、例えば図４
に示されている上述の装置を有する測定ステーションを有しているとよい。
【００７６】
　図８は、加工物の座標測定からの測定結果を定義するために、例えばＩＳＯ－１１０１
に形状記号および／または位置記号として定義された複数の記号を示す。したがって使用
者は、これらの記号の一つとして識別されるジェスチャを行うことによって、その記号に
割り当てされている測定結果を選択することができる。
【００７７】
　ここで、以下に個々の記号を簡単に説明する。しかし、それぞれの記号に割り当てされ
ている測定結果の詳細については、ＩＳＯ－１１０１を参照されたい。
【００７８】
　図８ａは、平行四辺形を示す。この記号には、測定された加工物の一つの面の平面度が
割り当てされている。図８ｂは、半径線を有する半円、すなわち半月形の輪郭を示す。こ
れには測定結果「面の異形度」が割り当てされているが、これは、測定された加工物の一
つの面が基準幾何形状と比較されることを意味している。図８ｃは、水平に延びる直線を
示す。これには測定結果「真直度」が結び付けられているが、これは、測定された加工物
のある一つの線形の領域または輪郭形状の、ある一本の直線からの偏差が、測定結果とし
て選択されなければならないことを意味している。図８ｄは、二つの平行な、左下から右
上に向かって延びる、それぞれの下側の端部が一つの水平な線分によってつながれている
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矢印を示す。これには、加工物と測定との関係により、測定結果「全振れ公差」または「
円周振れ公差」が割り当てされるが、これは、加工物の一つの面に、ある一つの基準状態
または理想状態に対する公差の測定結果が割り当てされることを意味している。
【００７９】
　図８ｄの記号のように矢印を表す際には、ジェスチャを行う手が、例えば予め定義され
た指のポーズ（例えば人差し指と中指がＶ字型に広げる）を取りながら、矢印の進行方向
と等しい直線状の動きを行うようにするとよい。これが当該するのは、ジェスチャが空間
内で自由に行われるケースである。手の動きに対応する線が矢印であることは、別の方法
で識別されるようにしてもよい。例えば、上述したように、作動手段（例えば信号を発生
させるための一つの信号ボタン）を備える一つの物体を手に持つことができる。それに対
応して、ジェスチャ検出装置は、この作動手段の作動を検出し、その検出結果に依存して
、ジェスチャの当該部分が一つの矢印であるか、それとも一つの直線であるかどうかを識
別するように、構成すされるとよい。
【００８０】
　図８ｅは、二つの同心円を示す。この記号には、測定結果「同軸度公差」または「同心
度公差」が結び付けられる。したがってこの測定結果は、この測定と加工物との関係によ
り同軸または同心の要素が関わっているかどうかを記述するできるものである。図８ｆは
、上から下向かって延びる、またその際には間に先細りする一つの空間を狭んでいる、同
じ長さの二つの線を示す。この記号は、測定結果「円錐度」を表す。したがって、加工物
または加工物の一領域が、ある一つの円柱形状またはある一つの所定の円錐形状からどの
程度外れているかがわかる測定結果が表示されることになる。
【００８１】
　図８ｇは、下側に向かって開口した半円を示す。これには、測定結果「線の異形度公差
」が結合される。測定結果として、加工物のある一つの輪郭線と、予め定められているあ
る一つの基準線または理想線との偏差が選択される。図８ｈは、鋭角を成す二つの辺を示
す。これには、測定結果「傾斜度」が割り当てされている。あるいはその代わりに、また
は、測定と加工物との関係により、測定結果「角度」が割り当てされるようにしてもよい
。傾きは、長さの次元で表記され、角度は通常、度で表記される。図８ｉは、左下から右
上に向かって延びる同じ長さの二本の平行線を示す。これには測定結果「平行度」が割り
当てされているが、これは、測定結果として、加工物の様々な線形または面状の領域が、
平行な延び方からどの程度外れているかを選択できることを意味している。図８ｊは、十
字線付きの円を示す。これには、測定結果「位置公差」、すなわち、加工物のある一つの
割り当てされた位置の、ある一つの基準位置または理想位置からの偏差が割り当てされて
いる。図８ｋは、直角を成す二つの辺、具体的には、一本の垂直な辺が、一本の水平に延
びる辺の中央から上に向かって垂直に延びていることを示している。これには測定結果「
直角度」が結び付けられるが、これは、加工物の互いに対して横向きに延びる線形または
面状の領域の偏差が提示されることを意味している。図８ｌは、記号としての円を示し、
これには測定結果「真円度公差」、すなわち加工物の一領域の円形からの偏差が割り当て
されている。図８ｍは、左下から右上に向かって延びるただ１本の矢印を示す。これには
、測定結果「円周振れ公差」または「軸振れ公差」が結合される。図８ｄに示される記号
とは対照的に、図８ｍに示される記号に割り当てされている測定結果は、測定される加工
物のある一本の線に関するものであって、面に関するものではない。図８ｎは、上下に重
ねて配置される３本の水平に延びる線を示すが、そこでは中央の線が上下の線よりも幾分
長くなっている。この記号は、測定結果「対称度」を表す。したがって、加工物の各領域
が、ある一つの理想的な対称構造から外れているか否か、またどれだけ外れているかを表
現している測定結果を選択することができる。図８ｏは、間に一つの円が配置された、左
下から右上に向かって延びる同じ長さの二本の平行線を示すが、この円には、それぞれの
線が反対側で一種の接線のように接している。これには測定結果「円筒度」が結び付けら
れるが、これは、測定された加工物の一領域が、ある一つの円柱形状からどれほど外れて
いるかを、測定結果として選択できることを意味している。
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