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(57)【要約】
【課題】広いスペースを必要とせず、容易に且つ高精度
に位置合わせする。
【解決手段】立体的な測定対象物である立体測定物と、
立体測定物を非接触に３次元測定して該立体測定物の３
次元データを取得する測定手段と、測定手段と立体測定
物との位置合わせの基準となる基準情報を予め記憶する
記憶手段と、３次元データと基準情報とに基づいて、測
定手段の座標系における当該測定手段と立体測定物との
間の位置ずれ量及び角度ずれ量を算出するズレ量算出手
段と、位置ずれ量及び角度ずれ量を位置合わせにおける
調整動作用の調整パラメータに変換する変換手段と、調
整パラメータに基づいて、立体測定物の位置及び角度を
調整する調整手段とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立体的な測定対象物である立体測定物と、
　前記立体測定物を非接触に３次元測定して該立体測定物の３次元データを取得する測定
手段と、
　前記測定手段と前記立体測定物との位置合わせの基準となる基準情報を予め記憶する記
憶手段と、
　前記３次元データと前記基準情報とに基づいて、前記測定手段の座標系における当該測
定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量を算出するズレ量算出手段と、
　前記位置ずれ量及び角度ずれ量を前記位置合わせにおける調整動作用の調整パラメータ
に変換する変換手段と、
　前記調整パラメータに基づいて、前記立体測定物の位置及び角度を調整する調整手段と
を備えることを特徴とする位置合わせシステム。
【請求項２】
　前記立体測定物の姿勢を検出する姿勢検出手段をさらに備え、
　前記変換手段は、
　前記姿勢検出手段による姿勢検出情報を用いて前記測定手段の座標系と前記調整手段の
座標系との関係を示す関係式を算出し、該関係式に基づく座標変換を行うことによって、
前記測定手段の座標系における位置ずれ量及び角度ずれ量を、前記調整手段の座標系にお
ける前記調整パラメータに変換することを特徴とする請求項１に記載の位置合わせシステ
ム。
【請求項３】
　前記立体測定物は、前記測定手段の校正を行うための、形状が既知である基準立体物で
あって、
　前記調整手段は、前記校正を行う前段階としての前記位置合わせを行うべく前記基準立
体物の位置及び角度を調整することを特徴とする請求項１又は２に記載の位置合わせシス
テム。
【請求項４】
　前記調整手段は、前記調整を行うべく前記調整パラメータに基づいて自動的に駆動する
自動調整機構を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の位置合わせシス
テム。
【請求項５】
　前記調整パラメータに関する情報をユーザに報知する調整情報報知手段をさらに備え、
　前記調整手段は、前記調整を行うべく前記ユーザの手動操作によって駆動する手動調整
機構を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の位置合わせシステム。
【請求項６】
　前記基準立体物は、角錐台状のものであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに
記載の位置合わせシステム。
【請求項７】
　前記基準立体物は、所定の位置関係で配設された複数の球体からなるものであることを
特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の位置合わせシステム。
【請求項８】
　前記測定手段、ズレ量算出手段、変換手段、調整手段及び姿勢検出手段の少なくとも１
つの手段について動作の異常を検出する異常検出手段と、
　前記異常検出手段により異常が検出された場合に、該異常を示す情報をユーザに報知す
る異常報知手段とをさらに備えることを特徴とする請求項２～７のいずれかに記載の位置
合わせシステム。
【請求項９】
　前記位置合わせシステムは、
　前記測定手段である測定装置と、
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　前記立体測定物と、該立体測定物の位置及び角度を変化させることが可能に支持する前
記調整手段とからなる被測定装置と、
　前記記憶手段、ズレ量算出手段及び変換手段を内蔵するとともに、前記測定装置及び被
測定装置それぞれと通信可能に接続された情報処理装置とからなるものであることを特徴
とする請求項１～８のいずれかに記載の位置合わせシステム。
【請求項１０】
　立体的な測定対象物である立体測定物を非接触に３次元測定して該立体測定物の３次元
データを取得する第１の工程と、
　前記立体測定物を測定する測定手段と該立体測定物との位置合わせの基準となる基準情
報を予め取得する第２の工程と、
　前記３次元データと前記基準情報とに基づいて、前記測定手段の座標系における当該測
定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量を算出する第３の工程と、
　前記位置ずれ量及び角度ずれ量を前記位置合わせにおける調整動作用の調整パラメータ
に変換する第４の工程と、
　前記調整パラメータに基づいて、前記立体測定物の位置及び角度を調整する第５の工程
とを有することを特徴とする位置合わせ方法。
【請求項１１】
　前記立体測定物の姿勢を検出する第６の工程をさらに有し、
　前記第４の工程は、
　前記第６の工程において検出された姿勢検出情報を用いて前記測定手段の座標系と、前
記調整を行う調整手段の座標系との関係を示す関係式を算出し、該関係式に基づく座標変
換を行うことによって、前記測定手段の座標系における位置ずれ量及び角度ずれ量を、前
記調整手段の座標系における前記調整パラメータに変換する工程であることを特徴とする
請求項１０に記載の位置合わせ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相対する測定装置と測定対象物との２者間の位置合わせを行う位置合わせシ
ステム及び位置合わせ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、非接触３次元測定装置（以下単に「測定装置」とも表記する）によって測定対象
物の３次元計測すなわち３次元形状を計測する方法は、ＣＧ（Computer Graphics）、デ
ザイン、或いは自動車等の工業向けなど様々な用途に活用されている。この３次元計測の
測定原理としては、レーザスリット光等を用いた光切断法、パターン光を用いたパターン
投影法、同一の測定対象物を異なる複数の視線方向からカメラによって撮影した画像に基
づくステレオ法、或いはモアレを用いたモアレ法などを用いて得られた測定データから、
ポリゴン等からなる３次元データを得るというものが知られている。
【０００３】
　非接触３次元測定装置では、測定確度（寸法の確からしさの意味）の確保が重要であり
、工場等で測定装置を校正し、確度検査を行った上で出荷する。しかしながら、ユーザの
測定環境においては、当該校正や検査を行っていてもなお、以下の要因等により測定装置
の確度誤差が発生し得る。
・温度や湿度の環境変化に起因するメカ部材の膨張や収縮、或いは電気特性の変化
・測定装置の姿勢変化に起因するメカ部材や光学系の歪み
・レンズ交換（レンズが着脱可能な測定装置の場合）すなわちレンズを着脱することによ
る光学系のずれ
【０００４】
　そのため、ユーザの測定環境においてこれらによる確度誤差を補正するための校正を行
う必要がある。この校正はユーザ校正と呼ばれている。一般的に、ユーザ校正を行うには
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校正チャートの測定を行う。校正チャートとは、寸法が既知の校正用測定対象物のことで
ある。ユーザ校正では、実際に測定して得られた測定対象物の寸法とこの校正用測定対象
物の既知の寸法との誤差が最小となるように各種校正パラメータを最適化する。
【０００５】
　上記ユーザ校正における測定に際しては、測定装置と校正チャート（測定対象物）との
位置関係を決める（位置決めを行う）必要がある。この測定装置と校正チャートとの位置
関係は1つ又は複数のパターンに決められている。例えば、測定装置に校正チャートを正
対させて近側位置、中央位置及び遠側位置とする場合、並びに測定装置に対して斜め上向
き、斜め下向き、斜め右向き及び斜め左向きとする場合の合計７パターンの位置関係であ
る。図１５は、近側、中央及び遠側位置、並びに斜め上向き及び斜め下向きの５パターン
の場合の位置関係を示している。
【特許文献１】特開２０００－９７６３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記測定装置と校正チャートとの位置決めに関し、所定の支持部材例えばフレーム（校
正チャートフレーム）に校正チャートと測定装置とを設置（固定）することで位置決めす
る方法、つまり冶具を用いた位置決め方法が知られている。しかしながらこの方法では、
以下に示すような問題がある。
【０００７】
・校正チャートの設置場所に凹凸があると、校正チャートフレームが歪み、結果的に設置
位置がずれて校正精度が悪くなることがある。
・測定装置をスタンド等に取り付けている場合、測定装置を該スタンドから一旦取り外し
てフレームに設置するのに手間がかかるとともに、落下等による破損の恐れもある。測定
装置が重い場合には、当該測定装置の取り外しや設置に際して作業者に一層の負担をかけ
ることになる。
・或る特定の姿勢（例えば正対姿勢）のみでの校正となるため、実際に測定するときと同
じ姿勢で校正できない。すなわち姿勢が違うことによる装置各部材の撓みや歪みによる測
定誤差（姿勢差；後述の実施形態における測定装置の発光部及び受光部間の基線長の変化
による三角測量の誤差）が測定値に現れてしまう。
・フレームが長い場合には広い保管スペースが必要となる（図１６参照）。
【０００８】
　また、上記位置決めに関し、特許文献１には、図１７に示すように、測定装置９０１に
より測定対象物９０２の２次元画像（モニタ画像）を取得し、ユーザがこの２次元画像上
における或るポイントつまり基準点を指定すると、この基準点が測定装置の座標系の原点
（中心点）に来るように、位置調整機構９０３及び角度調整機構９０４によって測定対象
物９０２に対する測定装置９０１の位置及び角度が自動制御される技術が開示されている
。しかしながらこの技術では、以下に示すような問題がある。
【０００９】
・ユーザによる位置合わせ基準点の指定（この位置に合わせたいという指示）が作業手順
に含まれており、位置合わせを自動的に行うことができない。
・形状が既知の立体測定物（測定対象物）を想定していない。
・複数の位置関係（斜め方向など）で校正するとき、校正チャートの周囲で測定装置を動
かすつまり測定装置の場所を移動させたり姿勢や向きを変えなくてはならず、当該校正用
に広いスペース（設置スペース或いは移動スペース）が必要になってしまう。
・複数の位置関係で校正するとき、測定装置を上述のように動かすため、実際に測定する
ときと同じ姿勢で校正できない（姿勢差が生じる）場合がある。
・２次元画像に対してポイントを指示する方法では、大まかな位置合わせは可能であって
も、位置や角度を高精度に合わせることは難しい。
【００１０】
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　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、広いスペースを必要とせず、また、ユー
ザが基準となる位置を指示する動作等を必要とせず容易に位置合わせすることが可能であ
るとともに、姿勢差の発生防止等により高精度に位置合わせすることが可能な位置合わせ
システム及び位置合わせ方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る位置合わせシステムは、立体的な測定対象物である立体測定物と、前記立
体測定物を非接触に３次元測定して該立体測定物の３次元データを取得する測定手段と、
前記測定手段と前記立体測定物との位置合わせの基準となる基準情報を予め記憶する記憶
手段と、前記３次元データと前記基準情報とに基づいて、前記測定手段の座標系における
当該測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量を算出するズレ量算出手
段と、前記位置ずれ量及び角度ずれ量を前記位置合わせにおける調整動作用の調整パラメ
ータに変換する変換手段と、前記調整パラメータに基づいて、前記立体測定物の位置及び
角度を調整する調整手段とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　上記構成によれば、測定手段によって、立体的な測定対象物である立体測定物が非接触
に３次元測定されて該立体測定物の３次元データが取得される。また、記憶手段によって
、測定手段と立体測定物との位置合わせの基準となる基準情報が予め記憶される。また、
ズレ量算出手段によって、３次元データと基準情報とに基づいて測定手段の座標系におけ
る当該測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量が算出される。そして
、変換手段によって、位置ずれ量及び角度ずれ量が位置合わせにおける調整動作用の調整
パラメータに変換され、調整手段によって、調整パラメータに基づいて立体測定物の位置
及び角度が調整される。
【００１３】
　また、上記構成において、前記立体測定物の姿勢を検出する姿勢検出手段をさらに備え
、前記変換手段は、前記姿勢検出手段による姿勢検出情報を用いて前記測定手段の座標系
と前記調整手段の座標系との関係を示す関係式を算出し、該関係式に基づく座標変換を行
うことによって、前記測定手段の座標系における位置ずれ量及び角度ずれ量を、前記調整
手段の座標系における前記調整パラメータに変換するようにしてもよい。（請求項２）
【００１４】
　これによれば、姿勢検出手段によって、立体測定物の姿勢が検出される。そして、変換
手段によって、姿勢検出手段による姿勢検出情報を用いて測定手段の座標系と調整手段の
座標系との関係を示す関係式が算出され、該関係式に基づく座標変換が行われることによ
って、測定手段の座標系における位置ずれ量及び角度ずれ量が、調整手段の座標系におけ
る調整パラメータに変換される。
【００１５】
　また、上記構成において、前記立体測定物は、前記測定手段の校正を行うための、形状
が既知である基準立体物であって、前記調整手段は、前記校正を行う前段階としての前記
位置合わせを行うべく前記基準立体物の位置及び角度を調整するようにしてもよい。（請
求項３）
【００１６】
　これによれば、立体測定物が、測定手段の校正を行うための、形状が既知である基準立
体物とされる。そして、調整手段によって、校正を行う前段階としての位置合わせを行う
べく基準立体物の位置及び角度が調整される。
【００１７】
　また、上記構成において、前記調整手段は、前記調整を行うべく前記調整パラメータに
基づいて自動的に駆動する自動調整機構を備えるようにしてもよい。（請求項４）
【００１８】
　これによれば、調整手段が備える自動調整機構によって、調整を行うべく調整パラメー
タに基づいて自動的に駆動が行われる。
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【００１９】
　また、上記構成において、前記調整パラメータに関する情報をユーザに報知する調整情
報報知手段をさらに備え、前記調整手段は、前記調整を行うべく前記ユーザの手動操作に
よって駆動する手動調整機構を備えるようにしてもよい。（請求項５）
【００２０】
　これによれば、調整情報報知手段によって、調整パラメータに関する情報がユーザに報
知される。そして、調整手段が備える手動調整機構によって、調整を行うべくユーザの手
動操作による駆動が行われる。
【００２１】
　また、上記構成において、前記基準立体物は、角錐台状のものであるようにしてもよい
。（請求項６）
【００２２】
　これによれば、基準立体物が角錐台状のものとされる。
【００２３】
　また、上記構成において、前記基準立体物は、所定の位置関係で配設された複数の球体
からなるものであるようにしてもよい。（請求項７）
【００２４】
　これによれば、基準立体物が所定の位置関係で配設された複数の球体からなるものとさ
れる。
【００２５】
　また、上記構成において、前記測定手段、ズレ量算出手段、変換手段、調整手段及び姿
勢検出手段の少なくとも１つの手段について動作の異常を検出する異常検出手段と、
　前記異常検出手段により異常が検出された場合に、該異常を示す情報をユーザに報知す
る異常報知手段とをさらに備えるようにしてもよい。（請求項８）
【００２６】
　これによれば、異常検出手段によって、測定手段、ズレ量算出手段、変換手段、調整手
段及び姿勢検出手段の少なくとも１つの手段について動作の異常が検出される。そして、
異常報知手段によって、異常検出手段により異常が検出された場合に、該異常を示す情報
がユーザに報知される。
【００２７】
　また、上記構成において、前記位置合わせシステムは、前記測定手段である測定装置と
、前記立体測定物と、該立体測定物の位置及び角度を変化させることが可能に支持する前
記調整手段とからなる被測定装置と、前記記憶手段、ズレ量算出手段及び変換手段を内蔵
するとともに、前記測定装置及び被測定装置それぞれと通信可能に接続された情報処理装
置とからなるものであるようにしてもよい。（請求項９）
【００２８】
　これによれば、位置合わせシステムが、測定手段である測定装置と、立体測定物と、該
立体測定物の位置及び角度を変化させることが可能に支持する調整手段とからなる被測定
装置と、記憶手段、ズレ量算出手段及び変換手段を内蔵するとともに、測定装置及び被測
定装置それぞれと通信可能に接続された情報処理装置とからなるものとされる。
【００２９】
　また、本発明に係る位置合わせ方法は、立体的な測定対象物である立体測定物を非接触
に３次元測定して該立体測定物の３次元データを取得する第１の工程と、前記立体測定物
を測定する測定手段と該立体測定物との位置合わせの基準となる基準情報を予め取得する
第２の工程と、前記３次元データと前記基準情報とに基づいて、前記測定手段の座標系に
おける当該測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量を算出する第３の
工程と、前記位置ずれ量及び角度ずれ量を前記位置合わせにおける調整動作用の調整パラ
メータに変換する第４の工程と、前記調整パラメータに基づいて、前記立体測定物の位置
及び角度を調整する第５の工程とを有することを特徴とする。（請求項１０）
【００３０】
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　これによれば、第１の工程において、立体的な測定対象物である立体測定物が非接触に
３次元測定されて該立体測定物の３次元データが取得される。第２の工程において、立体
測定物を測定する測定手段と該立体測定物との位置合わせの基準となる基準情報が予め取
得される。また、第３の工程において、３次元データと基準情報とに基づいて、測定手段
の座標系における当該測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量が算出
される。そして、第４の工程において、位置ずれ量及び角度ずれ量が位置合わせにおける
調整動作用の調整パラメータに変換され、第５の工程において、調整パラメータに基づい
て、立体測定物の位置及び角度が調整される。
【００３１】
　また、上記構成において、前記立体測定物の姿勢を検出する第６の工程をさらに有し、
前記第４の工程は、前記第６の工程において検出された姿勢検出情報を用いて前記測定手
段の座標系と、前記調整を行う調整手段の座標系との関係を示す関係式を算出し、該関係
式に基づく座標変換を行うことによって、前記測定手段の座標系における位置ずれ量及び
角度ずれ量を、前記調整手段の座標系における前記調整パラメータに変換する工程である
ようにしてもよい。（請求項１１）
【００３２】
　これによれば、第６の工程において、立体測定物の姿勢が検出される。そして、第４の
工程において、第６の工程において検出された姿勢検出情報を用いて測定手段の座標系と
、調整を行う調整手段の座標系との関係を示す関係式が算出され、該関係式に基づく座標
変換が行われることによって、測定手段の座標系における位置ずれ量及び角度ずれ量が、
調整手段の座標系における調整パラメータに変換される。
【発明の効果】
【００３３】
　請求項１に係る位置合わせシステムによれば、測定手段と立体測定物との位置合わせが
、調整手段による立体測定物の位置及び角度の調整により行われるので、すなわち当該位
置合わせが、測定手段を動かさずに、立体測定物を動かすことによって行われるので、広
いスペース（設置スペース或いは移動スペース）を必要とすることなく位置合わせするこ
とができる。また、３次元データと基準情報とに基づいて測定手段と立体測定物との相互
の位置ずれ量及び角度ずれ量が自動的に算出されるので、ユーザが基準となる位置を指示
する動作が必要がなく、容易に位置合わせすることができる。位置ずれ量及び角度ずれ量
が調整手段の調整パラメータに変換されることからも、この調整パラメータを用いて、当
該位置合わせのための調整作業が例えば自動駆動、手動操作いずれで行う場合にも容易に
行えるようになる。また、測定手段を動かさずに（位置や向きを変えることなく）、実際
に測定するのと同じ姿勢を保った状態で当該位置合わせが行われるため、姿勢差の発生を
防止することができ、ひいては高精度な位置合わせが可能となる。測定手段による立体測
定物の３次元測定により３次元データが取得される、すなわち調整手段による調整動作に
おいて立体測定物の３次元データが用いられることからも（２次元データを用いた位置合
わせを行う場合と比べて）、高精度な位置合わせが可能となる。
【００３４】
　請求項２に係る位置合わせシステムによれば、測定手段座標系における位置ずれ量及び
角度ずれ量が、該測定手段座標系と調整手段座標系との関係に基づく座標変換によって調
整手段座標系における調整パラメータに変換されるので、測定手段側で求めた位置ずれ量
及び角度ずれ量を、調整手段側での位置ずれ量及び角度ずれ量として扱うことができるよ
うになる。これにより、測定手段を動かすことなく立体測定物の方を動かして当該位置合
わせする構成を実現することができ、ひいては広いスペースを必要とせず、容易且つ高精
度に位置合わせすることが可能となる。
【００３５】
　請求項３に係る位置合わせシステムによれば、位置合わせシステムを、基準立体物を用
いて測定手段の校正を行う校正システムとして使用することができる。
【００３６】
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　請求項４に係る位置合わせシステムによれば、調整手段による調整動作を自動調整機構
によって自動的に行うことができ、測定手段と立体測定物との位置合わせが一層容易に行
えるようになる。
【００３７】
　請求項５に係る位置合わせシステムによれば、調整手段による調整動作をユーザによる
手動調整機構を用いた手動操作によって行うことができ、ひいては測定手段と立体測定物
との位置合わせ動作における自由度が高くなる。
【００３８】
　請求項６に係る位置合わせシステムによれば、角錐台状の簡易な形状の基準立体物を用
いて、容易に且つ精度良く位置ずれ量及び角度ずれ量を求めて当該位置合わせを行うこと
ができるとともに、この基準立体物を用いて、位置合わせ後の校正を容易に且つ精度良く
行うことができる。
【００３９】
　請求項７に係る位置合わせシステムによれば、所定の位置関係で配設された複数の球体
からなる簡易な形状の基準立体物を用いて、容易に且つ精度良く位置ずれ量及び角度ずれ
量を求めて当該位置合わせを行うことができるとともに、この基準立体物を用いて、位置
合わせ後の校正を容易に且つ精度良く行うことができる。
【００４０】
　請求項８に係る位置合わせシステムによれば、異常報知手段により異常情報が報知され
ることで、位置合わせシステムの動作（位置合わせの動作）に異常が発生していることを
ユーザが容易に知ることができる。
【００４１】
　請求項９に係る位置合わせシステムによれば、位置合わせシステムを、測定装置、被測
定装置及び情報処理装置からなるシンプルな構成のシステムとすることができる。
【００４２】
　請求項１０に係る位置合わせ方法によれば、測定手段と立体測定物との位置合わせが、
立体測定物の位置及び角度の調整により行われるので、すなわち当該位置合わせが、測定
手段を動かさずに、立体測定物を動かすことによって行われるので、広いスペース（設置
スペース或いは移動スペース）を必要とすることなく位置合わせすることができる。また
、３次元データと基準情報とに基づいて測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び
角度ずれ量が自動的に算出されるので、ユーザが基準となる位置を指示する動作が必要が
なく、容易に位置合わせすることができる。位置ずれ量及び角度ずれ量が調整動作用の調
整パラメータに変換されることからも、この調整パラメータを用いて、当該位置合わせの
ための調整作業が例えば自動駆動、手動操作いずれで行う場合にも容易に行えるようにな
る。また、測定手段を動かさずに（位置や向きを変えることなく）、実際に測定するのと
同じ姿勢を保った状態で当該位置合わせが行われるため、姿勢差の発生を防止することが
でき、ひいては高精度な位置合わせが可能となる。測定手段による立体測定物の３次元測
定により３次元データが取得される、すなわち立体測定物の位置及び角度の調整動作にお
いて立体測定物の３次元データが用いられることからも（２次元データを用いた位置合わ
せを行う場合と比べて）、高精度な位置合わせが可能となる。
【００４３】
　請求項１１に係る位置合わせ方法によれば、測定手段座標系における位置ずれ量及び角
度ずれ量が、該測定手段座標系と調整手段座標系との関係に基づく座標変換によって調整
手段座標系における調整パラメータに変換されるので、測定手段側で求めた位置ずれ量及
び角度ずれ量を、調整手段側での位置ずれ量及び角度ずれ量として扱うことができるよう
になる。これにより、測定手段を動かすことなく立体測定物の方を動かして当該位置合わ
せする構成を実現することができ、ひいては広いスペースを必要とせず、容易且つ高精度
に位置合わせすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
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　図１は、本実施形態に係る位置合わせシステムの一例である３次元測定システム１の概
略構成図である。３次元測定システム１は、測定装置２、校正装置３及び情報処理装置４
を備えている。測定装置２は、測定対象物を接触することなく３次元測定する所謂非接触
３次元測定装置である。測定装置２は、測定装置２の前面（後述の校正チャートに対向さ
せる面）に投光部２１及び受光部２２を備えており、投光部２１から射出した所定の光（
光線）によって測定対象物（後述の校正チャート）を照射し、この照射光による測定対象
物からの反射光を受光部２２により受光して信号（受光信号）に変換することにより該測
定対象物の３次元的な測定情報（３次元測定データ）を取得する。測定装置２によるこの
３次元測定は、所謂三角測量の原理に基づく測定である。
【００４５】
　測定装置２は、所定の支持台例えばスタンド２３を備えており、このスタンド２３に固
定されている。スタンド２３は、測定装置２を支持するフレーム体２３１、及び当該測定
装置２が支持されたフレーム体２３１を例えばスタンド本体２３２に対してその回動を規
制することで所定の向き（図１では斜め下向き）に固定する固定具２３３などを備えてな
る。ところで、測定装置２の座標系（測定装置座標系という）は、測定装置２側で定義し
たローカル座標系である。このローカル座標系をワールド座標系で見た場合、図２（ａ）
～（ｃ）に示すように、測定装置２の姿勢が変化するとこれに伴い測定装置座標系の向き
も変化する。ここでは測定装置座標系として、測定装置２における上記前面の面内にＸ－
Ｙ軸を定める（ここでは図２（ａ）中の手前側に向かってＸ軸、図２（ａ）中の上側に向
かってＹ軸と定める）とともに、この前面の反対側（後方側）に向かってＺ軸を定める。
なお、測定装置２は情報処理装置４と通信ケーブル２４によって接続されており、情報処
理装置４との間のデータの送受信が可能とされている。なお、測定装置２の電源は測定装
置２内に備えたものであってもよいし、所定の外部電源でもよい。
【００４６】
　校正装置３は、測定装置２による測定対象物の測定に関する該測定装置２の校正を行う
ためのものである。３次元測定システム１において、校正装置３は該校正装置３の校正チ
ャート３１が測定装置２と向かい合うように配置されている。校正装置３は、校正チャー
ト３１及び位置角度調整機構３２を備えている。校正チャート３１は、例えば図３に示す
ような当該校正において用いる所定の基準となる立体物（基準立体物；本実施形態ではこ
れを「校正チャート」という）である。
【００４７】
　図３における符号３１１で示す図は、校正チャート３１における前記測定装置２の前面
に対向する面の平面図であり、符号３１２で示す図は側面図である。校正チャート３１は
角錐（ここでは４角錐）の頭が切り欠かれてなる所謂角錐台の形状をしたもの、換言すれ
ば平面視が四角形である台形状の立体（台形体という）である。詳細には、長方形の底面
３１３と、該底面３１３に平行な長方形の頂面３１４と、該頂面３１４の四辺に接した台
形の４つの側面３１５～３１８とで囲まれた立体をしている。ただし、校正チャート３１
は同図に示す台形体に限定されず、例えば平面視が正方形の台形体であってもよい。なお
、頂面３１４における辺ＡＢ、ＢＣ、ＣＤ及びＤＡそれぞれの中点Ｅ、Ｈ、Ｆ及びＧを定
めたときの線ＥＦと線ＧＧとの交点を点Ｉと定める（頂面３１４の対角線ＡＣ及びＢＤの
交点を点Ｉとしてもよい）。また、校正チャート３１の頂面３１４を、点ＡＢＣＤで囲ま
れてなる「平面ＡＢＣＤ」と適宜表現する。
【００４８】
　位置角度調整機構３２は、校正チャート３１を支持するとともに該校正チャート３１の
測定装置２に対する位置や角度を調整するもの（機構）である。位置角度調整機構３２の
詳細を説明する前に先ず、校正装置３における座標系について説明する。校正装置３の座
標系（校正装置座標系という）は、謂わば固定されたワールド座標系と同等の座標系（ワ
ールド座標系）である。ここでは、この固定されたワールド座標系として、図４中の左上
に概略的に記載した校正装置３に示すように、水平方向で且つ上記頂面３１４側に向かっ
てＺ軸を、鉛直方向上向きにＹ軸を、これらＹ軸及びＺ軸によるＹ－Ｚ平面に対して垂直
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【００４９】
　位置角度調整機構３２は、Ｘ、Ｙ及びＺ軸方向の平行移動と、Ｘ、Ｙ及びＺ軸回りの回
転移動（Ｘ軸回転；ピッチ、Ｙ軸回転；ヨー、Ｚ軸回転；ロール）との合計６つの自由度
での校正チャート３１の移動（位置・角度調整）が可能に構成されている。すなわち位置
角度調整機構３２は、校正チャート３１を載置（位置固定）する略平板状の載置台３２１
と、校正チャート３１が載置された載置台３２１をＸ軸回転させる一対のＸ軸回転部３２
２と、載置台３２１をＺ軸回転させるＺ軸回転部３２３と、載置台３２１をＹ軸回転させ
るＹ軸回転部３２４と、載置台３２１をＹ軸、Ｘ軸、Ｚ軸方向に平行移動させるそれぞれ
Ｙ軸移動部３２５とＸ軸移動部３２６とＺ軸移動部３２７と、載置台３２１を当該Ｘ、Ｙ
、Ｚ軸回転及びＹ軸平行移動可能に支持する支持フレーム３２８と、基台３２９とを備え
ている。ただし、Ｘ軸移動部３２６及びＺ軸移動部３２７は、それぞれ基台３２９に対し
て例えばスライド移動が可能なスライドレール機構を備えた構成となっており、また、Ｙ
軸移動部３２５は基台３２９に対して鉛直方向の上下移動が可能な例えばジャッキ機構を
備えた構成となっている。なお、上記Ｘ、Ｙ及びＺ軸回転の各回転軸は全て校正装置座標
系の原点（校正チャート３１の中央（中心）部；後述する点Ｉ）を通るように設計されて
いる。
【００５０】
　上記各部３２２～３２７にはモータ（例えばサーボモータ）等の駆動部（駆動源、駆動
機構）が設けられており、この駆動部によって各座標軸に対する回転移動や平行移動を行
うことができるようになっている。ただし、駆動部は当該回転や平行移動を可能とするの
であれば任意の構成及び動作方法が採用可能である。これにより、各部３２２～３２７は
、後述する情報処理装置４から送信されてきた調整パラメータ分だけすなわち調整パラメ
ータに対応する回転量及び平行移動量だけ自動的に駆動される。この駆動により、相対す
る校正チャート３１と測定装置２との位置合わせ（原点合わせ）が行われる。ここで、「
位置合わせ」という言葉について定義しておく。相対するつまり対向配置された２者間の
“ずれ”を考える場合、この“ずれ”には、位置的（距離的）なずれ（これを「位置ずれ
」という）と、角度的な（向く方向の）ずれ（これを「角度ずれ」という）との意味が含
まれる。すなわち、「位置合わせ」は、これら「位置ずれ」及び「角度ずれ」が無くなる
ように調整して合わせることである（「位置合わせ」における“位置”と、「位置ずれ」
における“位置”とは違う意味である）。
【００５１】
　かかる位置合わせにおける実際の動作では、先ず“回転”によって角度ずれを調整する
。位置角度調整機構３２では、当該回転はＹ軸回転、Ｚ軸回転、Ｘ軸回転の順で行われる
。すなわち最初にＹ軸回りにθ回転（これを回転行列Ｙθで定義する）した後、この回転
後のＺ軸回りにφ回転（これを回転行列Ｚφで定義する）し、さらにこの回転後のＸ軸回
りにψ回転（これを回転行列Ｘψで定義する）する。そして、当該回転させることによっ
て角度ずれを調整した後、平行移動させることによって位置ずれを調整する。この平行移
動における移動量を（ｌｘ，ｌｙ，ｌｚ）として、行列Ｌで定義する。
【００５２】
　上記回転行列Ｙθ、Ｚφ、Ｘψ及び行列Ｌは、それぞれ以下の（１）～（４）式で表さ
れる。
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【数１】

 
 
【数２】

 
 
【数３】

 
 

【数４】

 
 
【００５３】
　上記記回転行列Ｙθ、Ｚφ、Ｘψ及び行列Ｌによる一連の座標変換行列を「M」とする
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と、以下の（５）式で表すことができる。
　Ｍ＝Ｙθ・Ｚφ・Ｘψ・Ｌ　・・・（５）
【００５４】
　上記座標変換行列Ｍによる座標変換前の座標を（ｘａ，ｙａ，ｚａ）、座標変換後の座
標を（ｘｂ，ｙｂ，ｚｂ）とし、また、Ｐａ＝（ｘａ，ｙａ，ｚａ，１）、Ｐｂ＝（ｘｂ
，ｙｂ，ｚｂ，１）とおくと、以下の（６）式となる。
　Ｐｂ＝Ｍ・Ｐａ　・・・（６）
【００５５】
　位置角度調整機構３２は、校正チャート３１の姿勢を検出する姿勢検出手段の役割も兼
ねている。すなわち、位置角度調整機構３２（Ｘ軸回転部３２２、Ｚ軸回転部３２３及び
Ｙ軸回転部３２４）による回転移動については、調整機構の現在の角度絶対値を読み取る
こともできるようにしておけば、校正チャート３１のワールド座標系における姿勢も検出
することができる。例えば、上記Ｚ軸回転の場合であれば、図５に示すようにＸＹ平面の
例えばＸ軸方向を、当該Ｚ軸回転における回転角度の絶対的な基準である例えば０（ゼロ
）度であるとする。そしてこの基準角度位置からどれくらいの角度だけ回転しているかを
示す回転量（上記角度絶対値）を検出することで、現在、校正チャート３１がどれくらい
傾いているかといった姿勢を検出することが可能である。
【００５６】
　位置角度調整機構３２は、当該回転量を検出する検出部つまり姿勢検出センサを各回転
部３２２～３２４に備えており、各回転部３２２～３２４の駆動に応じてこの姿勢検出セ
ンサによって、例えば、上記基準角度位置（０度）からどれくらいの量（絶対量）だけ回
転しているかを示す目盛り値（ゲージ値）の情報を自動的に検出する（読み取る）構成で
あってもよい。このようにして、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ回転それぞれの角度絶対値（ψ０，φ
０，θ０）が求まる。この姿勢検出センサによって検出された情報（これを姿勢検出情報
という）は、情報処理装置４へ出力される。
【００５７】
　なお、位置角度調整機構３２は、各回転部３２２～３２４における姿勢検出センサだけ
でなく、各移動部３２５～３２７においても、当該平行移動における平行移動量を検出す
るセンサを備えていてもよい。さらに、校正装置３すなわち各部３２２～３２７の駆動部
や検出部は情報処理装置４と通信ケーブル３３によって接続されており、情報処理装置４
との間のデータの送受信が可能となっている。また、上記各駆動部や検出部の電源は、校
正装置３内に備えたものであってもよいし、情報処理装置４内の電源或いは所定の外部電
源でもよい。
【００５８】
　情報処理装置４は、測定装置２と校正チャート３１との位置合わせをするべく、測定装
置２に校正チャート３１を３次元測定させるとともに、測定装置２による測定により得ら
れた測定データに基づいて校正装置３を制御する、すなわち校正チャート３１の位置や角
度（姿勢）を調整するための駆動動作や姿勢検出動作を制御するものである。ここでは、
情報処理装置４は例えばＰＣ（Personal Computer）である。
【００５９】
　情報処理装置４は、情報処理装置４の制御プログラムを記憶するＲＯＭ（Read Only Me
mory）、一時的にデータを保管するＲＡＭ（Random Access Memory）、及びこの制御プロ
グラム等をＲＯＭから読み出して実行するマイクロコンピュータ等からなる主制御部４０
を備えており、この主制御部４０によって上記駆動動作や姿勢検出動作の制御を行う。図
６は、主制御部４０の一例を示す機能ブロック図である。同図に示すように主制御部４０
は、測定指示部４１、測定情報受信部４２、ずれベクトル算出部４３、姿勢検出情報受信
部４４、調整パラメータ算出部４５、調整パラメータ送信部４６、基準情報記憶部４７及
びエラー報知部４８を備えている。
【００６０】
　測定指示部４１は、測定装置２に対する、校正チャート３１の３次元測定を開始させる
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とともに、測定終了後に該３次元測定による測定情報を送信してくるよう指示する信号（
通信コマンド）を出力するものである。測定情報受信部４２は、測定装置２から送信され
てきた３次元測定データ（測定情報）を受信するものである。
【００６１】
　ずれベクトル算出部４３は、測定情報受信部４２により受信した３次元測定データに基
づいて、測定装置座標系での校正チャート３１の位置ずれ量及び角度ずれ量に関する「ず
れベクトル」を算出するものである。ここでのずれベクトルは、謂わば、後述の調整パラ
メータ算出部４５での位置ずれ量及び角度ずれ量の算出の前段階として、該位置ずれ量及
び角度ずれ量を測定装置座標系における“ベクトル量”として定義するものである。なお
、ここで算出されたずれベクトルは後述の調整パラメータ算出部４５によりワールド座標
系に変換され、位置角度調整機構３２でのＸ、Ｙ、Ｚ軸回転、平行移動の各種調整パラメ
ータが求められる。
【００６２】
　＜位置ずれベクトルの算出＞
　ずれベクトル算出部４３は、３次元測定データから測定装置座標系での点Ｉの座標位置
（Ｉ座標；図３参照）を算出し、このＩ座標と予め記憶されている基準座標とを比較して
、基準座標に対するＩ座標のずれ量をベクトル（方向ベクトル）として算出する。この基
準座標に対するＩ座標の“ずれ”を測定装置座標系でのＸＹＺ軸方向全体で見た場合のず
れと考えて、「ＸＹＺ位置ずれ」とも表現する。図７に示すように、上記Ｉ座標を（ｘｃ
，ｙｃ，ｚｃ）とし、また、このＩ座標が本来あるべき基準座標、すなわち位置合わせが
正しく行われている場合の理想（位置合わせの目標）とする座標を（ｘｄ，ｙｄ，ｚｄ）
とすると、ＸＹＺ位置ずれベクトルＫは以下の（７）式で表される。ただし、この“Ｋ”
は図７中のＫベクトルを示している。なお、校正チャート３１が測定装置２の画角中央（
撮影画像の中心）に位置する場合は、ＸＹＺ位置ずれベクトルＫがＺ軸と一致するため、
ｘｄ＝ｙｄ＝０となる、すなわち基準座標は（０，０，ｚｄ）となる。
　（ｋｘ，ｋｙ，ｋｚ）＝（ｘｃ－ｘｄ，ｙｃ－ｙｄ，ｚｃ－ｚｄ）　・・・（７）
【００６３】
　＜角度ずれベクトルの算出＞
　角度ずれベクトルの算出方法は、Ｘ及びＹ軸に対するつまりＸ及びＹ軸で構成されるＸ
－Ｙ平面で考えた場合（所謂「あおり」を考えた場合）の角度ずれベクトル（ＸＹ軸角度
ずれベクトルという）と、Ｚ軸に対するつまりＺ軸回りで考えた場合の角度ずれベクトル
（Ｚ軸角度ずれベクトル）とで区別される。
［ＸＹ軸角度ずれベクトルの算出］
　ずれベクトル算出部４３は、３次元測定データから測定装置座標系における校正チャー
ト３１の頂面３１４の法線ベクトル（測定法線ベクトルＮという）を算出するとともに、
予め記憶されている上記位置合わせが正しく行われている場合の理想（位置合わせの目標
）とする平面（基準平面；理想平面）の法線ベクトル（基準法線ベクトルＴという）を取
得する。ずれベクトル算出部４３は、図８に示すように、これら測定法線ベクトルＮ＝（
ｎｘ，ｎｙ，ｎｚ）と基準法線ベクトルＴ＝（ｔｘ，ｔｙ，ｔｚ）とを、ＸＹ軸角度ずれ
ベクトルとして設定（定義）する。なお、図８中のＮベクトル及びＴベクトルは当該“Ｎ
”及び“Ｔ”を示している。
【００６４】
　上記測定法線ベクトルの具体的な算出方法は、３次元測定データから測定装置座標系に
おける校正チャート３１の点Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの座標を算出するとともに、算出したこれ
らＡＢＣＤ４点の座標情報に基づいてすなわち四角形ＡＢＣＤを平面近似することで平面
ＡＢＣＤを求める。そしてこの平面ＡＢＣＤから測定法線ベクトルＮを算出する（後述の
変形態様における球の場合の校正チャートでは該球の下の平面部分を平面近似する）。な
お、上記３次元測定データから点Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの座標を算出する方法は、具体的には例
えば点Ａの場合、図３に示すように頂面３１４と側面３１５及び側面３１６との３つの平
面の式を求めておき、この３つの平面の交点（３次元座標点）求めるようにすればよい。
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なお、基準平面が測定装置に正対したものであるとする場合には、基準法線ベクトルＴは
Ｚ軸方向の単位方向ベクトルと同じ（０，０，１）となる。
【００６５】
［Ｚ軸角度ずれベクトルの算出］
　また、ずれベクトル算出部４３は、３次元測定データから測定装置座標系における校正
チャート３１の頂面３１４の水平方向ベクトル（測定方向ベクトルＲという）を算出する
とともに、予め記憶されている上記位置合わせが正しく行われている場合の理想（位置合
わせの目標）とする方向（基準方向；理想方向）のベクトル（基準方向ベクトルＳという
）を取得する。ずれベクトル算出部４３は、図９に示すように、これら測定方向ベクトル
Ｒ＝（ｒｘ，ｒｙ，ｒｚ）と基準方向ベクトルＳ＝（ｓｘ，ｓｙ，ｓｚ）とを、Ｚ軸角度
ずれベクトルとして設定（定義）する。なお、図９中のＲベクトル及びＳベクトルは当該
“Ｒ”及び“Ｓ”を示している。
【００６６】
　上記測定方向ベクトルの具体的な算出方法は、３次元測定データから測定装置座標系に
おける校正チャート３１の点Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤの座標を算出するとともに、算出したこれ
らＡＢＣＤ４点の座標情報に基づいて上記図３に示すように中点Ｅ、Ｆの座標を算出し、
この２点Ｅ、Ｆの座標情報から測定方向ベクトルＲを算出する（後述の変形態様における
球の場合の校正チャートでは該球の下の平面部分の同中点から求める）。ただし、測定方
向ベクトルは必ずしも中点Ｅ、Ｆから求めずともよく、例えば中点Ｇ、Ｈ或いはこれ以外
の点から求めてもよい。上記ＡＢＣＤ４点から平面ＡＢＣＤを求め、この平面ＡＢＣＤ内
の任意の２点から測定方向ベクトルを求めるなど任意な方法が採用可能である。この場合
も、上記基準平面が測定装置に正対したものであるとする場合には、基準方向ベクトルＳ
はＸ軸方向の単位方向ベクトルと同じ（１，０，０）となる。
【００６７】
　姿勢検出情報受信部４４は、位置角度調整機構３２（各回転部３２２～３２４）の姿勢
検出センサにより検出されて出力された校正チャート３１の姿勢検出情報、例えば上述し
た校正装置座標系でのＸ軸、Ｙ軸及びＺ回転それぞれの角度絶対値（ψ０，φ０，θ０）
の情報を受信するものである。
【００６８】
　調整パラメータ算出部４５は、位置角度調整機構３２における当該位置合わせに関する
調整駆動に用いる調整パラメータを算出するものである。調整パラメータ算出部４５は、
姿勢検出情報受信部４４により受信された姿勢検出情報を用いて、ずれベクトル算出部４
３により算出されたずれベクトルを測定装置座標系から校正装置座標系に変換し、この変
換情報から調整パラメータを求める。このことについて以下に具体的に説明する。
【００６９】
　先ず、図１０に示すように測定装置座標系（ローカル座標系）を校正装置座標系つまり
ワールド座標系へ変換する方法を説明する。ここで、思考を逆にして、ワールド座標系か
ら始めて測定装置座標系に変換されたと考えると、すなわち、位置角度調整機構３２を上
記角度絶対値分だけＹ軸にθ０、Ｚ軸にφ０、Ｘ軸にψ０度回転し、続いて原点を平行移
動（この平行移動を変換行列Ｌ０で表す）することにより測定装置座標系に変換されたと
考えると、この変換は、ワールド座標系上の座標をＰ’（ｘ’，ｙ’，ｚ’）、測定装置
座標系上の座標をＰ（ｘ，ｙ，ｚ）とおいて、以下の（８）、（９）式と表される。
　Ｐ＝Ｍ０・Ｐ’　・・・（８）
　Ｍ０＝Ｙθ０・Ｚφ０・Ｘψ０・Ｌ０　・・・（９）
【００７０】
　そこで上記（８）、（９）式をワールド座標系への変換に戻すと以下の（１０）、（１
１）式が得られる。
　Ｐ’＝Ｍ０

－１・Ｐ　・・・（１０）
　Ｍ０

－１＝Ｌ０
－１・Ｘψ０

－１・Ｚφ０
－１・Ｙθ０

－１　・・・（１１）
【００７１】



(15) JP 2008-122228 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

　上記（１０）、（１１）式のように逆行列を掛けることで、測定装置座標系上の例えば
点Ａ～Ｈ（図３参照）がワールド座標系Ａ’～Ｈ’となるような変換がなされる。
【００７２】
　測定装置座標系の方向ベクトルｐについて当該変換を行う場合は、平行移動の部分（変
換行列Ｌ０）は行わないため、上記（１０）、（１１）式は以下の（１２）、（１３）式
のように表される。
【数５】

 
 
【００７３】
　Ｑ０

－１＝Ｘψ０
－１・Ｚφ０

－１・Ｙθ０
－１　・・・（１３）

【００７４】
　調整パラメータ算出部４５は、角度絶対値（ψ０，φ０，θ０）の情報を用いてこれら
測定装置座標系のベクトルを考える場合の（１２）、（１３）式を算出する。そして、調
整パラメータ算出部４５は、この（１２）、（１３）式に示す変換式を用いて、上記ずれ
ベクトル算出部４３において求めた、測定装置座標系としての位置ずれベクトルＫ、測定
法線ベクトルＮ、基準法線ベクトルＴ、測定方向ベクトルＲ及び基準方向ベクトルＳを、
ワールド座標系に変換する。このワールド座標系へ変換された各ベクトルを、Ｋ’＝（ｋ
ｘ’，ｋｙ’，ｋｚ’）、Ｎ’＝（ｎｘ’，ｎｙ’，ｎｚ’）、Ｔ’＝（ｔｘ’，ｔｙ’
，ｔｚ’）、Ｒ’＝（ｒｘ’，ｒｙ’，ｒｚ’）、Ｓ’＝（ｓｘ’，ｓｙ’，ｓｚ’）と
する。
【００７５】
　続いて、調整パラメータ算出部４５は、上記ワールド座標系へ変換された各ベクトルの
情報（この時点では平行移動に関するベクトルＫ’の情報は使用しない）を用いて、Ｘ軸
回りで見た場合のワールド座標系での角度ずれ量（Ｘ軸角度ずれ量という；以降同様）、
Ｙ軸角度ずれ量、及びＺ軸角度ずれ量を算出する。
【００７６】
　＜Ｘ軸角度ずれ量の算出＞
　Ｘ軸角度ずれ量は、ＹＺ平面に投影した測定法線ベクトルＮ’と基準法線ベクトルＴ’
とから求められる、すなわち、図１１に示すように、測定法線ベクトルＮ’のＹＺ成分を
正規化してなる正規化測定法線ベクトル（ｎｙ１’，ｎｚ１’）と、基準法線ベクトルＴ
’のＹＺ成分を正規化してなる正規化基準法線ベクトル（ｔｙ１’，ｔｚ１’）とによっ
てなされる角度（角度５０１）として定義される。つまり、この角度５０１をＸ軸角度ず
れ量ψとすると、以下の（１４）式を満たすψを求めればよい。なお、図１１は、Ｘ軸の
正方向から見たＹＺ平面図であり、例えばＺ軸方向を上記正規化基準法線ベクトル方向（
理想方向）とした場合を示している。また、符号５０２は、上記正規化測定法線ベクトル
（ｎｙ１’，ｎｚ１’）を有する、ＹＺ平面と垂直な方向の平面（抽出平面という）を示
している。また、（１４）式はベクトル（ｎｙ１’，ｎｚ１’）と（ｔｙ１’，ｔｚ１’
）との内積を示している。
　ｃｏｓψ＝ｎｙ１’・ｔｙ１’＋ｎｚ１’・ｔｚ１’　・・・（１４）
【００７７】
　＜Ｙ軸角度ずれ量の算出＞
　Ｙ軸角度ずれ量も同様に、測定法線ベクトルＮ’と基準法線ベクトルＴ’とをＺＸ平面
に投影し、この測定法線ベクトルＮ’のＺＸ成分を正規化してなる正規化測定法線ベクト
ル（ｎｘ２’，ｎｚ２’）と、基準法線ベクトルＴ’のＺＸ成分を正規化してなる正規化
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基準法線ベクトル（ｔｘ２’，ｔｚ２’）との角度として定義したＹ軸角度ずれ量を、以
下の（１５）式を満たすθとして求める。
　ｃｏｓθ＝ｎｚ２’・ｔｚ２’＋ｎｘ２’・ｔｘ２’　・・・（１５）
【００７８】
　＜Ｚ軸角度ずれ量の算出＞
　Ｚ軸角度ずれ量も同様に、測定方向ベクトルＲ’と基準方向ベクトルＳ’とをＸＹ平面
に投影し、この測定方向ベクトルＲ’のＸＹ成分を正規化してなる正規化測定方向ベクト
ル（ｒｘ３’，ｒｙ３’）と、基準方向ベクトルＳ’のＸＹ成分を正規化してなる正規化
基準法線ベクトル（ｓｘ３’，ｓｙ３’）との角度として定義したＺ軸角度ずれ量を、以
下の（１６）式を満たすφとして求める。
　ｃｏｓφ＝ｄｘ３’・ｓｘ３’＋ｄｙ３’・ｓｙ３’　・・・（１６）
【００７９】
　このようにして調整パラメータ算出部４５によってＸ軸角度ずれ量ψ、Ｙ軸角度ずれ量
θ及びＺ軸角度ずれ量φが算出される。校正装置３すなわち位置角度調整機構３２は、こ
れら角度ずれ量ψ、θ及びφの情報と、上記調整パラメータ算出部４５により求めたＸＹ
Ｚ位置ずれベクトルＫ’との情報に基づいて、角度ずれを修正（調整）するべく各Ｘ、Ｚ
、Ｙ軸回転部３２２～３２４を駆動させるとともに、位置ずれ（ＸＹＺ位置ずれ）を修正
するべく各Ｙ、Ｘ、Ｚ軸移動部３２５～３２７を駆動させることで、測定装置２に対する
校正チャート３１の位置合わせを行う。ところで、これら位置・角度ずれ量は、測定装置
座標系での位置、角度ずれ量がワールド座標系に変換されたものとしてのずれ量であるた
め、位置角度調整機構３２による実際の駆動では、上記求められた角度ずれ量ψ、θ及び
φによる駆動方向と逆の方向に駆動させることになる。
【００８０】
　上記位置・角度ずれを修正する前の座標をＰ’（ｘ’，ｙ’，ｚ’）、位置・角度ずれ
を修正した後の座標をＰ”（ｘ”，ｙ”，ｚ”）とすると、Ｙ軸中心に－（マイナス）θ
回転、Ｚ軸中心に－φ回転、Ｘ軸中心に－ψ回転して、さらに－Ｋ’だけ平行移動（この
平行移動を変換行列Ｌで定義する）するように、すなわち以下の（１７）式に示す変換が
行われるように、ｓ以下の（１８）式に示す変換行列Ｍの情報を用いて位置角度調整機構
３２を駆動させる。これにより当該校正チャート３１の位置合わせを行うことができる。
調整パラメータ算出部４５は、この変換行列Ｍを調整パラメータとして算出する。
　Ｐ”＝Ｍ・Ｐ’　・・・（１７）
　Ｍ＝Ｙ－θ・Ｚ－φ・Ｘ－ψ・Ｌ　・・・（１８）
【００８１】
　調整パラメータ送信部４６は、調整パラメータ算出部４５により算出された調整パラメ
ータ（変換行列Ｍ）を位置角度調整機構３２の各駆動部へ送信するものである。
【００８２】
　位置角度調整機構３２は、調整パラメータ送信部４６から送信されてきた（情報処理装
置４から指示された）調整パラメータ分だけ自動的に駆動する。当該位置角度調整機構３
２による調整パラメータに基づく位置合わせに関する駆動のことを適宜「調整駆動」とい
う。この調整駆動動作は、例えば図１０において、校正チャート３１の位置が測定装置座
標系で例えば＋Ｙ方向にずれていると測定装置２により測定されると、この測定結果から
求めた調整パラメータに基づいて、このずれを修正するべく位置角度調整機構３２により
校正チャート３１を校正装置座標系で例えば＋Ｚ方向及び－Ｙ方向に、つまり＋Ｚ方向ベ
クトルと－Ｙ方向ベクトルとの合成ベクトル方向に移動させる動作であると言える。
【００８３】
　基準情報記憶部４７は、校正チャート３１の位置合わせにおける基準（理想、目標）と
なる位置及び角度に関する情報（基準情報という）を既定値として記憶しておくものであ
る。この基準情報は、具体的には上記位置ずれにおける基準座標、角度ずれにおける基準
法線ベクトルＴ及び基準方向ベクトルＳの情報である。なお、基準情報記憶部４７は、校
正チャート３１の実際の寸法・形状情報（真値、設計値）、例えば図３では頂面３１４や
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側面３１５～３１８の各辺の長さ等の情報も記憶している。ただし、この寸法・形状情報
は、本実施形態での“位置合わせ”が完了した後、別途、校正動作を行う際の比較用とし
て使用される。すなわち、位置合わせ後の校正チャート３１を３次元測定して得た現在の
寸法・形状情報と校正チャート３１の本来あるべき寸法・形状情報とが比較される。本実
施形態は、この校正の前段階としての“位置合わせ”に関するものである。
【００８４】
　エラー報知部４８は、位置合わせに関する３次元測定システム１各部、具体的には例え
ば上記測定装置２、位置角度調整機構３２（校正装置３）、ずれベクトル算出部４３、調
整パラメータ算出部４５、姿勢検出情報受信部４４の少なくとも１つの機能部について動
作のエラー（異常）を検出する或いは異常の有無を判別するとともに、エラーを検出した
場合には、当該エラー情報を報知するものである。
【００８５】
　エラー報知部４８は、例えば測定装置２による校正チャート３１の測定が失敗するなど
して校正チャート３１の一部又は全域のデータが取得できなかった（上記各ベクトルの算
出が行えなかった）ことを測定装置２から検出した場合に、当該エラーの旨を表示や音声
によって出力させる。さらに具体的には、この場合、エラー報知部４８は、例えば測定指
示部４１により測定装置２へ測定指示が行われてからの時間計測つまりタイムカウントを
行い、所定時間が経過しても測定データが送信されてこない場合をエラーであると検出（
判別）し、当該エラーのメッセージや警告音を情報処理装置４或いは測定装置２のモニタ
（液晶画面）やスピーカから出力させる。
【００８６】
　また例えば、測定装置２による３次元計測やこの３次元測定データに基づく位置、角度
ずれ量などの算出は適正に行われたものの、例えばこの算出された値が位置角度調整機構
３２の実際の可動範囲を超過していることが判定（検出）され、このため調整駆動を行う
ことができないという場合などにも、同様にしてエラー報知部４８によりエラー報知がな
される。なお、各機能部においてエラーが生じたことを検出する方法やエラー情報を報知
する方法はこれらに限らず任意なものが採用可能である。
【００８７】
　このような構成の３次元測定システム１において、校正チャート３１を測定するときは
、例えば上記モニタの画像で（例えばモニタ画像を見ながら）おおよその位置や姿勢を合
わせてから、測定装置２による測定を行うとよい。これは、３次元測定データを用いた位
置合わせを精度良く（確実に）且つより高速に行うためには、校正チャート３１全領域の
３次元測定データを取得することが好ましいからである。
【００８８】
　図１２は、３次元測定システム１による位置合わせに関する全体的な動作の一例につい
て説明するフローチャートである。先ず測定指示部４１の指示等に応じて測定装置２によ
り校正チャート３１の測定が行われて３次元測定データが取得される（ステップＳ１）。
次にこの測定装置２により得られた３次元測定データ（校正チャート３１の形状情報）に
基づいて、情報処理装置４により調整パラメータが算出される（ステップＳ２）。そして
、算出された調整パラメータが校正装置３へ送信され（ステップＳ３）、この調整パラメ
ータに基づいて、校正装置３の位置角度調整機構３２により校正チャート３１の調整駆動
が行われる（ステップＳ４）。
【００８９】
　図１３は、上記図１２のステップＳ２における調整パラメータ算出の詳細な動作の一例
について説明するフローチャートである。ステップＳ２では先ず測定装置２から送信され
てきた３次元測定データが情報処理装置４の測定情報受信部４２によって受信される（ス
テップＳ２１）。受信されたこの３次元測定データと、基準情報記憶部４７に記憶された
基準情報とに基づいて、ずれベクトル算出部４３によって測定装置座標系での位置ずれベ
クトル及び角度ずれベクトル（ＸＹ軸角度ずれベクトル、Ｚ軸角度ずれベクトル）が算出
（設定）される（ステップＳ２２）。次に位置角度調整機構３２の姿勢検出センサにより
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検出された校正チャート３１の姿勢検出情報が姿勢検出情報受信部４４により受信される
（ステップＳ２３）。受信されたこの姿勢検出情報に基づいて、調整パラメータ算出部４
５により上記測定装置座標系での位置ずれベクトル及び角度ずれベクトルが校正装置座標
系（ワールド座標系）に変換される（ステップＳ２４）。そして、この変換された角度ず
れベクトルからＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸角度ずれ量（ψ、θ及びφ）が算出されて（ステップ
Ｓ２５）、この校正装置座標系でのＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸角度ずれ量と、上記変換された校
正装置座標系での位置ずれベクトルとの情報に基づいて、調整パラメータとしての変換行
列Ｍが算出される（ステップＳ２６）。
【００９０】
　以上のように本実施形態における３次元測定システム１（位置合わせシステム）によれ
ば、測定装置２（測定手段）によって、立体的な測定対象物である立体測定物（校正チャ
ート３１或いは校正チャート７００）が非接触に３次元測定されて該立体測定物の３次元
データが取得される。また、基準情報記憶部４７（記憶手段）によって、測定手段と立体
測定物との位置合わせの基準となる基準情報（本実施形態では、基準座標、基準法線ベク
トルＴ及び基準方向ベクトルＳ等の情報）が予め記憶される。また、ずれベクトル算出部
４３（ズレ量算出手段）によって、３次元データと基準情報とに基づいて測定手段の座標
系における当該測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量が算出される
。そして、調整パラメータ算出部４５（変換手段）によって、位置ずれ量及び角度ずれ量
が位置合わせにおける調整動作用の調整パラメータに変換され、位置角度調整機構３２（
調整手段）によって、調整パラメータに基づいて立体測定物の位置及び角度が調整される
。
【００９１】
　このように測定手段と立体測定物との位置合わせが、調整手段による立体測定物の位置
及び角度の調整により行われるので、すなわち当該位置合わせが、測定手段を動かさずに
、立体測定物を動かすことによって行われるので、広いスペース（設置スペース或いは移
動スペース）を必要とすることなく位置合わせすることができる。また、３次元データと
基準情報とに基づいて測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量が自動
的に算出されるので、ユーザが基準となる位置を指示する動作が必要がなく、容易に位置
合わせすることができる。位置ずれ量及び角度ずれ量が調整手段の調整パラメータに変換
されることからも、この調整パラメータを用いて、当該位置合わせのための調整作業が例
えば自動駆動、手動操作いずれで行う場合にも容易に行えるようになる。また、測定手段
を動かさずに（位置や向きを変えることなく）、実際に測定するのと同じ姿勢を保った状
態で当該位置合わせが行われるため、姿勢差の発生を防止することができ、ひいては高精
度な位置合わせが可能となる。測定手段による立体測定物の３次元測定により３次元デー
タが取得される、すなわち調整手段による調整動作において立体測定物の３次元データが
用いられることからも（２次元データを用いた位置合わせを行う場合と比べて）、高精度
な位置合わせが可能となる。
【００９２】
　また、Ｘ、Ｙ及びＺ軸回転部３２２～３２４（位置角度調整機構３２；姿勢検出手段）
によって、立体測定物の姿勢が検出される。そして、変換手段によって、姿勢検出手段に
よる姿勢検出情報を用いて測定手段の座標系と調整手段の座標系との関係を示す関係式（
座標変換式；例えば座標変換行列Ｍ）が算出され、該関係式に基づく座標変換が行われる
ことによって、測定手段の座標系における位置ずれ量及び角度ずれ量が、調整手段の座標
系における調整パラメータに変換されるので、測定手段側で求めた位置ずれ量及び角度ず
れ量を、調整手段側での位置ずれ量及び角度ずれ量として扱うことができるようになる。
これにより、測定手段を動かすことなく立体測定物の方を動かして当該位置合わせする構
成を実現することができ、ひいては広いスペース（設置又は移動スペース）を必要とせず
、容易且つ高精度に位置合わせすることが可能となる。
【００９３】
　また、立体測定物が、測定手段の校正を行うための、形状が既知である基準立体物（構
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成チャート３１或いは７００）とされる。そして、調整手段によって、校正を行う前段階
としての位置合わせを行うべく基準立体物の位置及び角度が調整されるので、位置合わせ
システムを、基準立体物を用いて測定手段の校正を行う校正システムとして使用すること
ができる、すなわち３次元測定システム１を位置合わせシステムとすることができる。
【００９４】
　また、調整手段が備える自動調整機構によって、調整を行うべく調整パラメータに基づ
いて自動的に駆動が行われるので、調整手段による調整動作を自動調整機構によって自動
的に行うことができ、測定手段と立体測定物との位置合わせが一層容易に行えるようにな
る。
【００９５】
　また、調整パラメータ算出部４５（或いはモニタやスピーカ；調整情報報知手段）によ
って、調整パラメータに関する情報がユーザに報知される。そして、調整手段が備える手
動調整機構（例えば上述の治具）によって、調整を行うべくユーザの手動操作による駆動
が行われるので、調整手段による調整動作をユーザによる手動調整機構を用いた手動操作
によって行うことができ、ひいては測定手段と立体測定物との位置合わせ動作における自
由度が高くなる。
【００９６】
　また、基準立体物（校正チャート３１）が角錐台状のものとされるので、角錐台状の簡
易な形状の基準立体物を用いて、容易に且つ精度良く位置ずれ量及び角度ずれ量を求めて
当該位置合わせを行うことができるとともに、この基準立体物を用いて、位置合わせ後の
校正を容易に且つ精度良く行うことができる。
【００９７】
　また、エラー報知部４８（異常検出手段）によって、測定手段、ズレ量算出手段、変換
手段、調整手段及び姿勢検出手段の少なくとも１つの手段について動作の異常が検出され
る。そして、エラー報知部４８（異常報知手段）によって、異常検出手段により異常が検
出された場合に、該異常を示す情報（異常情報）がユーザに報知されるので、位置合わせ
システムの動作（位置合わせの動作）に異常が発生していることをユーザが容易に知るこ
とができる。
【００９８】
　また、位置合わせシステムが、測定手段である測定装置２と、立体測定物（校正チャー
ト３１或いは７００）と、該立体測定物の位置及び角度を変化させることが可能に支持す
る調整手段（位置角度調整機構３２）とからなる被測定装置（校正装置３）と、記憶手段
、ズレ量算出手段及び変換手段を内蔵するとともに、測定装置及び被測定装置それぞれと
通信可能に接続された情報処理装置４とからなるものとされるので、位置合わせシステム
を、測定装置２、校正装置３及び情報処理装置４からなるシンプルな構成のシステムとす
ることができる。
【００９９】
　また、本実施形態における位置合わせ方法によれば、第１の工程において、立体的な測
定対象物である立体測定物が非接触に３次元測定されて該立体測定物の３次元データが取
得される。第２の工程において、立体測定物を測定する測定手段と該立体測定物との位置
合わせの基準となる基準情報が予め取得される。また、第３の工程において、３次元デー
タと基準情報とに基づいて、測定手段の座標系における当該測定手段と立体測定物との相
互の位置ずれ量及び角度ずれ量が算出される。そして、第４の工程において、位置ずれ量
及び角度ずれ量が位置合わせにおける調整動作用の調整パラメータに変換され、第５の工
程において、調整パラメータに基づいて、立体測定物の位置及び角度が調整される。
【０１００】
　このように、測定手段と立体測定物との位置合わせが、立体測定物の位置及び角度の調
整により行われるので、すなわち当該位置合わせが、測定手段を動かさずに、立体測定物
を動かすことによって行われるので、広いスペース（設置スペース或いは移動スペース）
を必要とすることなく位置合わせすることができる。また、３次元データと基準情報とに
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基づいて測定手段と立体測定物との相互の位置ずれ量及び角度ずれ量が自動的に算出され
るので、ユーザが基準となる位置を指示する動作が必要がなく、容易に位置合わせするこ
とができる。位置ずれ量及び角度ずれ量が調整動作用の調整パラメータに変換されること
からも、この調整パラメータを用いて、当該位置合わせのための調整作業が例えば自動駆
動、手動操作いずれで行う場合にも容易に行えるようになる。また、測定手段を動かさず
に（位置や向きを変えることなく）、実際に測定するのと同じ姿勢を保った状態で当該位
置合わせが行われるため、姿勢差の発生を防止することができ、ひいては高精度な位置合
わせが可能となる。測定手段による立体測定物の３次元測定により３次元データが取得さ
れる、すなわち立体測定物の位置及び角度の調整動作において立体測定物の３次元データ
が用いられることからも（２次元データを用いた位置合わせを行う場合と比べて）、高精
度な位置合わせが可能となる。
【０１０１】
　また、上記位置合わせ方法が、第６の工程において、立体測定物の姿勢が検出され、上
記第４の工程において、当該第６の工程において検出された姿勢検出情報を用いて測定手
段の座標系と、調整を行う調整手段の座標系との関係を示す関係式が算出され、該関係式
に基づく座標変換が行われることによって、測定手段の座標系における位置ずれ量及び角
度ずれ量が、調整手段の座標系における調整パラメータに変換される方法とされるので、
測定手段側で求めた位置ずれ量及び角度ずれ量を、調整手段側での位置ずれ量及び角度ず
れ量として扱うことができるようになる。これにより、測定手段を動かすことなく立体測
定物の方を動かして当該位置合わせする構成を実現することができ、ひいては広いスペー
スを必要とせず、容易且つ高精度に位置合わせすることが可能となる。
【０１０２】
　なお、本発明は、以下の態様をとることができる。
　（Ａ）校正チャートは図３に示す形状のものでなく、例えば図１４に示すように複数の
球体を備えてなる校正チャート７００であってもよい。この校正チャート７００は、例え
ば長方形の平板体７０１の一平面側（上面側）に複数ここでは４つの同じ球体７０２が配
設されている。各球体７０２は下部が平板体７０１に没入した状態で固定されており、こ
れら球体７０２の中心点により上面視で四角形ＡＢＣＤ（校正チャート３１の四角形ＡＢ
ＣＤに相当）が構成されている。
【０１０３】
　このように、校正チャート（基準立体物）が所定の位置関係で（ここでは平板体の一平
面側に位置する位置関係で）配設された複数の球体からなる校正チャート７００とされる
ので、所定の位置関係で配設された複数の球体からなる簡易な形状の基準立体物を用いて
、容易に且つ精度良く位置ずれ量及び角度ずれ量を求めて当該位置合わせを行うことがで
きるとともに、この基準立体物を用いて、位置合わせ後の校正を容易に且つ精度良く行う
ことができる。ただし、複数の球体が互いに所定の位置関係となるように固定して設置で
きるすなわち支持可能なものであれば、必ずしも平板体に配設されたものでなくともよく
、当該球体を支持する支持部の形状は任意なものが採用可能である。なお、校正チャート
はこれら（校正チャート３１、７００）のようなものに限定されず、要は形状が既知の立
体測定物であれば何れのものでも構わない。
【０１０４】
　（Ｂ）３次元測定システム１は、測定装置２と校正チャート３１との位置ずれ量、角度
ずれ量がある一定範囲内に収束するまで上記位置合わせ動作（図１２のステップＳ１から
ステップＳ４までの動作）を繰り返し行う構成であってもよい。この場合、主制御部４０
に例えば収束判定部を備えておき、第１回目の位置合わせ動作（位置角度調整機構３２に
よる調整駆動）が終了した後、自動的に測定装置２に校正チャート３１を測定させる。そ
して、この測定により得られた位置ずれ量、角度ずれ量（例えば図１３のステップＳ２２
における位置、角度ずれベクトル量）が所定の閾値よりも小さい値であるか否かを収束判
定部により判定し、“否”と判定された場合には引き続いて（ステップＳ２２以降の）位
置合わせ動作を実行させる。
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【０１０５】
　（Ｃ）校正チャート３１の姿勢（角度絶対値）を検出する方法は上述に限らず任意な方
法でよい。例えば位置角度調整機構３２の冶具（ネジやつまみ）等に分度器等を取り付け
ておき、ユーザがこの目盛りを目で読み取るような方法であってもよい。また、本実施形
態では、校正チャート３１の姿勢検出はこのように校正装置３（位置角度調整機構３２）
にて行うようにしているが、これに限らず、校正チャート３１の姿勢検出を測定装置２側
で行う、すなわち測定装置２によって校正チャート３１の回転角度（傾斜角度、角度絶対
値）を測定するようにしてもよい。この場合、例えば測定装置２のスタンド２３に角度の
目盛りを取り付けておき、その目盛り値を読み取るようにしてもよい。また、当該姿勢検
出は、加速度センサなどの姿勢センサを測定装置２や校正チャート３１に取り付けること
でも実現できる。
【０１０６】
　（Ｄ）上記実施形態では、校正チャート３１の位置・角度を調整するものとして、位置
角度調整機構３２のように、情報処理装置４（ＰＣ）からの指示に基づいて自動的に調整
駆動するものを採用しているが、これに限らず、情報処理装置４のモニタ（アプリケーシ
ョン上）等に上述で求めた調整パラメータに関する調整情報を、例えば治具の回転目盛り
量といった調整量（駆動量）の情報でモニタ等に表示し、この表示された調整量を参照し
つつユーザ自身が位置角度調整機構３２を手動（マニュアル）で操作して調整駆動を行う
ようにしてもよい。ただし、この治具が当該ユーザによる手動での調整を行う手動調整機
構に該当する。なお、この場合、調整パラメータ算出部４５によって、上記調整量をユー
ザに報知するべくこの調整量情報のモニタ等への表示制御が行われる構成でもよい。
【０１０７】
　（Ｅ）上記実施形態では、測定装置２による測定データに基づく調整パラメータの算出
等の演算を、測定装置２とは別に設けた情報処理装置４にて行っているが、この演算を測
定装置２にて行うすなわち測定装置２に演算部が内蔵されていてもよい。この場合は情報
処理装置４が不要であり、測定装置２と位置角度調整機構３２とが直接、通信ケーブル等
で接続されることになる。
【０１０８】
　（Ｆ）上記実施形態は、測定装置２と校正チャート３１との位置合わせについて記載し
ているが、必ずしも校正チャートでなくてもよく、測定装置２と形状が既知の測定物との
位置合わせにおいても適用可能である。すなわち“校正”を行うシステム（３次元測定シ
ステム）での位置合わせでなくともよく、要は測定に際して相対する２者間の位置合わせ
を行うものであれば、３次元測定システムでなく例えば精度検証システム（測定対象物が
所要の形状精度を有しているか否かを検証するシステム）であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本実施形態に係る位置合わせシステムの一例である３次元測定システムの概略構
成図である。
【図２】測定装置の姿勢変化と測定装置座標系の向きの変化について説明する模式図であ
って、（ａ）は測定装置が水平方向に向いている場合、（ｂ）は測定装置が斜め下方向に
向いている場合、（ｃ）は測定装置が鉛直方向下向きである場合を示す図である。
【図３】校正チャートの一例を示す模式図である。
【図４】位置角度調整機構の一例を示す斜視図である。
【図５】位置角度調整機構による校正チャートの姿勢検出における角度絶対値について説
明する模式図である。
【図６】主制御部の一例を示す機能ブロック図である。
【図７】ずれベクトル算出部におけるＸＹＺ位置ずれベクトルの算出について説明するた
めの模式図である。
【図８】ずれベクトル算出部におけるＸＹ軸角度ずれベクトルの算出について説明するた
めの模式図である。
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【図９】ずれベクトル算出部におけるＺ軸角度ずれベクトルの算出について説明するため
の模式図である。
【図１０】測定装置座標系の校正装置座標系への変換について説明するための模式図であ
る。
【図１１】測定法線ベクトルと基準法線ベクトルとによるＸ軸角度ずれ量の算出について
説明するための模式図である。
【図１２】３次元測定システムによる位置合わせに関する全体的な動作の一例について説
明するフローチャートである。
【図１３】図１２のステップＳ２における調整パラメータ算出の詳細な動作の一例につい
て説明するフローチャートである。
【図１４】校正チャートの一変形例を示す模式図である。
【図１５】従来例について説明するための模式図である。
【図１６】従来例について説明するための模式図である。
【図１７】従来例について説明するための模式図である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　３次元測定システム（位置合わせシステム）
　２　測定装置（測定手段）
　２３　スタンド
　２４、３３　通信ケーブル
　２３１　フレーム体
　３　校正装置（被測定装置）
　３１　校正チャート（立体測定物、基準立体物）
　３１４　頂面
　３２　位置角度調整機構（調整手段）
　３２１　載置台
　３２２　Ｘ軸回転部（姿勢検出手段）
　３２３　Ｚ軸回転部（姿勢検出手段）
　３２４　Ｙ軸回転部（姿勢検出手段）
　３２５　Ｙ軸移動部
　３２６　Ｘ軸移動部
　３２７　Ｚ軸移動部
　３２８　支持フレーム
　３２９　基台
　４　情報処理装置
　４０　主制御部
　４１　測定指示部
　４２　測定情報受信部
　４３　ずれベクトル算出部（ズレ量算出手段）
　４４　姿勢検出情報受信部（姿勢検出手段）
　４５　調整パラメータ算出部（変換手段、調整情報報知手段）
　４６　調整パラメータ送信部
　４７　基準情報記憶部（記憶手段）
　４８　エラー報知部（異常検出手段、異常報知手段）
　７００　校正チャート（立体測定物、基準立体物）
　７０１　平板体
　７０２　球体
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