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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元表面のトポグラフィーをモデリングするためのモデリング構成であって、
　実質的に単色の且つコヒーレントな電磁放射を生成するように配置された光源と、
　人間の眼によって検出される波長であると共に、前記光源によって放出される波長でモ
デリングされる前記三次元表面を撮影するように配置されたカメラと、
　前記光源に関連して設けられた回折格子と、を備え、
　前記光源及び前記光源に関連して設けられた前記回折格子は、モデリングされる前記三
次元表面上に既知の形状の回折パターンを生成するように連帯的に配置され、ここで、前
記回折パターンは、数学－物理モデルと正確に適合するパターンであり、前記回折パター
ンのビーム出力角度は、前記数学－物理モデルに基づいて正確に知られている、
　前記モデリング構成は、前記カメラの光軸と回折軸との相対的な方向が既知であり、か
つ前記カメラの光軸の開始点への前記回折格子の出力点の位置、距離及び方向が既知であ
るように、そして、前記カメラのレンズの光学歪みを補正する較正情報を考慮するように
、較正される、
モデリング構成。
【請求項２】
　前記光源は、１つの波長を生成するように配置される請求項１に記載のモデリング構成
。
【請求項３】
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　前記光源は、１より多い波長を生成するように配置される請求項１に記載のモデリング
構成。
【請求項４】
　前記光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな赤色の電磁放射、実質的に単色の且つ
コヒーレントな緑色の電磁放射、実質的に単色の且つコヒーレントな青色の電磁放射を同
時に放出するように配置される請求項３に記載のモデリング構成。
【請求項５】
　３つの光源及び各光源に関連して設けられた回折格子を備え、
　第１の光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな赤色の電磁放射を放出するように配
置され、第２の光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな緑色の電磁放射を放出するよ
うに配置され、第３の光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな青色の電磁放射を放出
するように配置される請求項１に記載のモデリング構成。
【請求項６】
　三次元表面のトポグラフィーをモデリングするための方法であって、前記方法は、
　人間の眼によって検出される波長であると共に、光源によって放出される波長でモデリ
ングされる前記三次元表面を撮影するように配置されたカメラと、実質的に単色の且つコ
ヒーレントな電磁放射を生成するように配置された光源と、前記光源に関連して設けられ
た回折格子とを備える、較正されたモデリング構成を用いるステップであって、較正後の
、前記カメラの光軸と回折軸との相対的な方向は既知であり、かつ前記カメラの光軸の開
始点への前記回折格子の出力点の位置、距離及び方向は既知であり、前記光源及び前記光
源に関連して設けられた前記回折格子は、モデリングされる前記三次元表面上に既知の形
状の回折パターンを生成するように連帯的に配置される、ここで、前記回折パターンは、
数学－物理モデルと正確に適合するパターンであり、前記回折パターンのビーム出力角度
は、前記数学－物理モデルに基づいて正確に知られている、較正されたモデリング構成を
用いるステップと、
　前記モデリング構成によって、モデリングされる前記回折パターンが、その上に生成さ
れる、前記三次元表面の第１の写真を前記カメラにより撮るステップと、
　前記第１の写真の、前記回折パターンにより生成された点ネットワークの点を識別する
ステップと、
　各点について深さ位置を算出するステップと、
を備える方法。
【請求項７】
　前記光源は、１つの波長を生成するように配置される請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記光源は、１より多い波長を生成するように配置される請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな赤色の電磁放射、実質的に単色の且つ
コヒーレントな緑色の電磁放射、実質的に単色の且つコヒーレントな青色の電磁放射を同
時に放出するように配置される請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　３つの光源及び各光源に関連して設けられた回折格子を備え、
　第１の光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな赤色の電磁放射を放出するように配
置され、第２の光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな緑色の電磁放射を放出するよ
うに配置され、第３の光源は、実質的に単色の且つコヒーレントな青色の電磁放射を放出
するように配置される請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　モデリングされる前記三次元表面上へ前記回折パターンを投影せずに、モデリングされ
る前記三次元表面の第２の写真を、前記カメラにより撮るステップと、
　前記第２の写真の対応する画素を補間することにより、前記点ネットワークの点につい
てのＲＧＢ値を与えるステップと、
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を更に備える請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記回折パターンにより生成される前記点ネットワークの点の識別は、１つの回折源に
より放出されるいくつかの異なる波長により形成される点の色順序を用いて行われる請求
項８に記載の方法。
【請求項１３】
　三次元表面のトポグラフィーをモデリングするための方法であって、前記方法は、
　人間の眼によって検出される波長であると共に、光源によって放出される波長でモデリ
ングされる前記三次元表面を撮影するように配置されたカメラと、実質的に単色の且つコ
ヒーレントな電磁放射を生成するように配置された光源と、前記光源に関連して設けられ
た回折格子と、を備えるモデリング構成からの較正情報を用いるステップであって、
　前記較正情報は、前記カメラのレンズの光学歪みを補正する前記較正情報であると共に
、前記カメラの光軸と回折軸との相対的な方向、並びに、前記モデリング構成により生成
された回折パターンの形状と共に、前記カメラの光軸の開始点への前記回折格子の出力点
の位置、距離及び方向を示す、ここで、前記回折パターンは、数学－物理モデルと正確に
適合するパターンであり、前記回折パターンのビーム出力角度は、前記数学－物理モデル
に基づいて正確に知られている、較正情報を用いるステップと、
　前記回折パターンが前記モデリング構成により生成される、モデリングされる前記三次
元表面の第１の写真を解析するステップと、
　前記第１の写真の前記回折パターンにより生成される点ネットワークの点を識別するス
テップと、
　各点について深さ位置を算出するステップと、
を備える方法。
【請求項１４】
　同一の位置から前記カメラにより撮られる、モデリングされる前記三次元表面の第２の
写真を分析するステップであって、前記第２の写真は、モデリングされる前記三次元表面
に投影される回折パターンを含まない、ステップと、
　前記第２の写真の対応する画素を補間することにより、前記点ネットワークの点につい
てのＲＧＢ値を与えるステップと、
を更に備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記回折パターンにより生成される点ネットワークの点の識別は、１つの回折源により
放出されるいくつかの異なる波長により形成される点の色順序を用いて行われる請求項１
３に記載の方法。
【請求項１６】
　プログラムコードがプロセッサにより実行されるときに、請求項１３に記載の方法を実
行するように配列された前記プログラムコードを備える、コンピュータプログラム。
【請求項１７】
　三次元表面のトポグラフィーをモデリングするためのシステムであって、前記システム
は、
　請求項１に記載の前記モデリング構成と、
　データ処理装置であって、
　人間の眼によって検出される波長であると共に、光源によって放出される波長でモデリ
ングされる前記三次元表面を撮影するように配置されたカメラと、実質的に単色の且つコ
ヒーレントな電磁放射を生成するように配置された光源と、前記光源に関連して設けられ
た回折格子と、を備えるモデリング構成からの較正情報を用いるステップであって、
　前記較正情報は、前記カメラのレンズの光学歪みを補正する前記較正情報であると共に
、前記カメラの光軸と回折軸との相対的な方向、並びに、前記モデリング構成により生成
された回折パターンの形状と共に、前記カメラの光軸の開始点への前記回折格子の出力点
の位置、距離及び方向を示し、ここで、前記回折パターンは、数学－物理モデルと正確に
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適合するパターンであり、前記回折パターンのビーム出力角度は、前記数学－物理モデル
に基づいて正確に知られている、較正情報を用いるステップと、
　前記回折パターンが前記モデリング構成により生成される、モデリングされる前記三次
元表面の第１の写真を解析するステップと、
　前記第１の写真の前記回折パターンにより生成される点ネットワークの点を識別するス
テップと、
　各点について深さ位置を算出するステップ、の方法を実行するための手段を備えるデー
タ処理装置と、
を備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フォトグラメトリ（ｐｈｏｔｏｇｒａｍｍｅｔｒｙ）に関連し、特にモノフ
ォトグラメトリ（ｍｏｎｏｐｈｏｔｏｇｒａｍｍｅｔｒｙ）に関連するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フォトグラメトリは、対象となる物体の撮られた写真に基づいて、マッピング又はモデ
リングを使用する。多数の用途が存在し、例えば、機械視覚により行われる三次元画像化
は非常に有用である。一般的に、これらのシステムは、例えば、カメラ、照明装置、コン
ピュータ及び装置を管理する制御システムとの接続部を含む。レーザスキャニングは、レ
ーザビームにより、物体に接触せずに、物体の寸法的に正確な三次元情報を取得する測定
方法である。
【０００３】
　物体を三次元モデリングする別の方法は、レーザスキャニングを用いることである。レ
ーザスキャニングでは、測定するスキャナは、高密度のラスターとしてレーザビームを放
出する。ビームの密度は調整可能であり、建物の測定では、目標の１０ｍｍ未満であり、
例えば、約１０ｃｍの、より離れて行われる木立又は領域マッピングである。ビームが障
害物から反射すると、スキャナは、距離及びビームの強度の変化を測定し、反射点の座標
を算出する。レーザスキャニングでは、対象は、一般的に、影になる領域を避けるために
複数の方向からスキャンされ、スキャニングは、１つのファイルに合成される。その結果
、スキャニングは、三次元コンピュータモデルである点のクラウド（ｐｏｉｎｔ　ｃｌｏ
ｕｄ）を与え、その各ビームの反射点は、１つの点で置換される。多くの点で、対象の三
次元表面は、点のクラウドから輪郭を描かれうる。スキャニングが行われる同一物理点か
ら、一連の写真は、光学補正演算により、点のクラウドの点についての可視光波長範囲の
色情報を取得するために、後に撮られうる。
【０００４】
　ステレオフォトグラメトリでは、三次元物体は、異なるカメラ位置から物体の２以上の
写真を撮り、各写真の共通の点を識別することにより、モデリングされる。
【０００５】
　特許公報第ＦＩ１２１４００号は、三次元モデルを提供するための１つの解決手段を開
示している。その文献では、実質的に単色の電磁放射が物体の表面に投影され、物体の表
面に提供されるパターンは、少なくとも２つの光学センサによって測定される。この解決
手段は、例えば、伐採機械により木の幹を切断及び処理する前の木の三次元モデルの決定
を可能にする。この解決手段の課題は、例えば、個々の点の低い強度を含み、それにより
、それらの位置の解像度と共に、光源から放出されるビームの相対的な角度の低い精度に
よる測定誤差を含むことである。
【０００６】
　既存の解決手段の他の課題は、例えば、テクスチャベースパターン認識で実施される点
識別の重い処理のために、光学補正の複雑さ、個々の点の中心を識別することの不確実性
、識別される点の算出の不正確さ、及びモデリング演算の遅さを含むことである。
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【発明の概要】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、三次元表面のトポグラフィーをモデリングするためのモデリ
ング構成が開示される。前記構成は、実質的に単色かつコヒーレントな電磁放射を生成す
るように構成される光源と、前記光源によって放出される波長と共に、人間の眼によって
検出される波長で、モデリングされる表面を撮像するように構成されるカメラと、前記光
源と接続される格子と、を備える。前記光源及び前記光源と接続される格子は、モデリン
グされる前記表面上の既知の形状の回折パターンを生成するように共に構成される。
【０００８】
　一実施形態では、前記モデリング構成は、前記カメラの光軸と回折軸との相対的な方向
が既知であり、かつ前記カメラの光軸の開始点への前記格子の出力点の位置、距離及び方
向が既知であるように較正される。
【０００９】
　一実施形態では、前記光源は、１つの波長を生成するように構成される。別の実施形態
では、前記光源は、１より多い波長を生成するように構成される。
【００１０】
　一実施形態では、前記光源は、実質的に単色かつコヒーレントな赤色の電磁放射、実質
的に単色かつコヒーレントな緑色の電磁放射、実質的に単色かつコヒーレントな青色の電
磁放射を同時に放出するように構成される。
【００１１】
　一実施形態では、前記モデリング構成は、３つの光源及び各光源と接続される格子を備
え、第１の光源は、実質的に単色かつコヒーレントな赤色の電磁放射を放出するように構
成され、第２の光源は、実質的に単色かつコヒーレントな緑色の電磁放射を放出するよう
に構成され、第３の光源は、実質的に単色かつコヒーレントな青色の電磁放射を放出する
ように構成される。
【００１２】
　本発明の第２の態様によれば、三次元表面のトポグラフィーをモデリングするための方
法が開示される。前記方法では、光源によって放出される波長と共に、人間の眼によって
検出される波長で、モデリングされる表面を撮像するように構成されるカメラと、実質的
に単色及びコヒーレントな電磁放射を生成するように構成される光源と、前記光源と接続
される格子と、を備える較正されたモデリング構成が用いられ、前記較正後に、前記カメ
ラの光軸と回折軸との相対的な方向が既知であり、かつ前記カメラの光軸の開始点への前
記格子の出力点の位置、距離及び方向が既知であり、前記光源及び前記光源と接続される
格子は、モデリングされる前記表面上の既知の形状の回折パターンを生成するように共に
構成される、ステップと、前記カメラにより、前記回折パターンが前記モデリング構成に
より生成される、モデリングされる表面の第１の写真を撮るステップと、前記第１の写真
の前記回折パターンにより生成される点のネットワークの点（ｔｈｅ　ｐｏｉｎｔｓ　ｏ
ｆ　ａ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｏｆ　ｐｏｉｎｔｓ）を識別するステップと、各点について深
さ位置を算出するステップと、を備える。
【００１３】
　一実施形態では、前記光源は、１つの波長を生成するように構成される。
【００１４】
　一実施形態では、前記光源は、１より多い波長を生成するように構成される。
【００１５】
　一実施形態では、前記光源は、実質的に単色かつコヒーレントな赤色の電磁放射、実質
的に単色かつコヒーレントな緑色の電磁放射、実質的に単色かつコヒーレントな青色の電
磁放射を同時に放出するように構成される。
【００１６】
　一実施形態では、前記モデリング構成は、３つの光源及び各光源と接続される格子を備
え、第１の光源は、実質的に単色かつコヒーレントな赤色の電磁放射を放出するように構
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成され、第２の光源は、実質的に単色かつコヒーレントな緑色の電磁放射を放出するよう
に構成され、第３の光源は、実質的に単色かつコヒーレントな青色の電磁放射を放出する
ように構成される。
【００１７】
　別の一実施形態では、前記方法では、モデリングされる表面上の前記回折パターンを投
影せずに、前記カメラにより、モデリングされる表面の第２の写真が撮られ、前記第２の
写真の対応する画素を補間することにより、前記点のネットワークの点についてのＲＧＢ
値を与えられる。
【００１８】
　一実施形態では、前記回折パターンにより生成される点のネットワークの点の識別は、
１つの回折源により放出されるいくつかの異なる波長により形成される点の色順序を用い
て行われる。
【００１９】
　本発明の第３の態様では、三次元表面のトポグラフィーをモデリングするための方法が
開示される。前記方法では、モデリング構成からの較正情報が用いられ、前記較正情報は
、光源によって放出される波長と共に、人間の眼によって検出される波長で、モデリング
される表面を撮像するように構成されるカメラと、実質的に単色及びコヒーレントな電磁
放射を生成するように構成される光源と、前記光源と接続される格子と、を備え、前記較
正情報は、前記カメラの光軸と回折軸との相対的な方向、並びに前記カメラの光軸の開始
点への前記格子の出力点の位置、距離及び方向と共に、前記モデリング構成により生成さ
れる回折パターンの幾何学形状を示し、前記較正情報は、前記カメラのレンズの光学歪み
を補正し、前記回折パターンが前記モデリング構成により生成される、モデリングされる
表面の第１の写真が解析され、前記第１の写真の前記回折パターンにより生成される点の
ネットワークの点が識別され、各点について深さ位置が算出される。
【００２０】
　一実施形態では、同一の位置から前記カメラにより撮られる、モデリングされる表面の
第２の写真が分析され、前記第２の写真は、モデリングされる表面に投影される回折パタ
ーンを含まず、前記第２の写真の対応する画素を補間することにより、前記点のネットワ
ークの点についてのＲＧＢ値が与えられる。
【００２１】
　一実施形態では、前記回折パターンにより生成される点のネットワークの点の識別は、
１つの回折源により放出されるいくつかの異なる波長により形成される点の色順序を用い
て行われる。
【００２２】
　本発明の第４の態様によれば、プロセッサによりプログラムコードが実行されるときに
、請求項１４から１６のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成される前記プロ
グラムコードを備える、コンピュータプログラムが開示される。前記コンピュータプログ
ラムは、一実施形態では、コンピュータ可読媒体上に提供されてもよい。
【００２３】
　本発明の第５の態様によれば、三次元表面のトポグラフィーをモデリングするためのシ
ステムが開示している。前記システムは、請求項１から６のいずれか一項に記載の前記モ
デリング構成と、請求項１４から１６のいずれか一項に記載の方法を実行するために手段
を備えるデータ処理装置と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明は、実施形態の例により以下に詳述される。
【図１】図１は、本発明に係るモデリング構成の一実施形態を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明に係るモデリング構成の別の実施形態を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明に係るモデリング構成の別の実施形態を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明に係るモデリング構成の別の実施形態を示す。
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【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明に係るモデリング構成の別の実施形態を示す。
【図４】図４は、本発明に係る三次元表面のトポグラフィーをモデリングする方法の一実
施形態のブロック図を示す。
【図５】図５は、本発明に係る三次元表面のトポグラフィーをモデリングする方法の別の
実施形態のブロック図を示す。
【図６】図６は、本発明に係る三次元表面のトポグラフィーをモデリングする方法の別の
実施形態のブロック図を示す。
【図７】図７は、本発明に係るシステムの一実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１は、本発明に係るモデリング構成の一実施形態を示す。図１に係るモデリング構成
は、例えば、デジタルカメラを備える。モデリング構成は、また、実質的に単色かつコヒ
ーレントな電磁放射を生成するように構成される回折源１０２を備える。このような放射
は、例えば、レーザによって生成される。回折源１０２は、また、レーザにより生成され
る放射が集中される格子又は格子ネットワークを備える。回折源は、モデリングされる既
知の形状の回折パターンを生成するように構成される。回折源により生成されるパターン
は、数学－物理モデルと正確に適合する回折パターンであり、ここで、ビーム出力角度は
、非常に正確に知られている。回折源１０２は、１つの波長のみ又は複数の波長、例えば
、赤色、緑色及び青色のコヒーレントな光を同時に含む放射を生成してもよい。
【００２６】
　図１の一実施形態では、モデリング構成は、カメラの光軸１０４と回折軸１０４との相
対的な方向が既知であり、かつカメラ１００の光軸の開始点への格子の出力点の位置、距
離及び方向が既知であるように較正される。好ましくは、構成は、また、カメラのレンズ
の光学歪みも考慮する。
【００２７】
　図２Ａは、対象の表面上の回折源２００により生成される一例の回折パターン２０２を
示す。回折源２００により生成されるパターンは、数学－物理モデルと正確に適合する回
折パターンであり、ここで、ビーム出力角度は、非常に正確に知られている。回折源２０
０により生成される回折パターンの点のネットワークの点の幾何学形状は、回折源で用い
られる格子に依存し、任意の適切な点形状（ｐｏｉｎｔ　ｇｅｏｍｅｔｒｙ）が用いられ
うる。
【００２８】
　図２Ｂは、対象の表面上の回折源２０４及び２０６により生成される別の例の回折パタ
ーン２０８及び２１０を示す。図２Ｂの例では、２つの別の回折源は、対象の表面上の重
複した回折パターン２０８及び２１０を生成する。
【００２９】
　図３Ａは、本発明に係るモデリング構成の別の実施形態を示す。図３Ａのモデリング構
成では、３つの隔てられた回折源３０２、３０４及び３０６は、ほぼ正三角形の頂点に設
けられ、カメラ３００は、三角形の中心に設けられる。これは、対称的かつ指向的に均一
な解像度及び深さの正確さを提供する。図１の場合のように、図３Ａの一実施形態では、
モデリング構成は、カメラ３００の光軸と回折軸との相対的な方向が既知であり、かつカ
メラの光軸の開始点への格子の出力点の位置、距離及び方向が既知であるように較正され
る。
【００３０】
　図３Ｂは、図３Ａに示されるモデリング構成をより詳細に示す。図３Ａに示されるよう
に、３つの隔てられた回折源３０２、３０４及び３０６は、ほぼ正三角形の頂点に設けら
れ、カメラ３００は、三角形の中心に設けられる。回折源のそれぞれは、モデリングされ
る表面３１４上のその独自の回折パターン３０８、３１０及び３１２を投影する。図３Ｂ
では、回折源により投影される回折パターン３０８、３１０及び３１２は、互いに重複す
る。
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【００３１】
　図３Ｂの一実施形態では、３つの異なる方向からのレーザ回折点の赤、緑及び青色のセ
ットは、同時に用いられ、よって、３つの折れたデータは、物体に対して取得され、１つ
の写真が撮られたとき、同一の写真のＲＧＢチャネルにそれぞれが記憶される。同一の画
素上の回折点のランダム発生は、同一点の位置が２つの異なる方向から算出されることを
可能にすることにより、写真内の算出精度を評価するための可能性を与える。
【００３２】
　図１、３Ａ及び３Ｂは、１つのみのカメラの使用を示しているが、本発明の別の実施形
態では、１より多いカメラが同時に用いられてもよい。同様に、任意の数の回折源は、モ
デリング構成に設けられ、各レーザ回折源では、１つの波長に代わる任意の数が用いられ
る。更に、本発明の一実施形態では、同一の波長は、２つの異なる回折源で用いられても
よい。しかし、この場合には、異なる回折源の点のネットワークの点は、写真に互いに重
複しない。
【００３３】
　図４は、本発明に係る三次元表面のトポグラフィーをモデリングする方法の一実施形態
のブロック図を示す。ステップ４００において、較正されたモデリング構成が用いられ、
較正されたモデリング構成は、カメラと、実質的に単色かつコヒーレントな電磁放射を生
成するように構成される光源と、光源と接続される格子と、を備え、較正後に、カメラの
光軸と回折軸との相対的な方向が既知であり、かつカメラの光軸の開始点への格子の出力
点の位置、距離及び方向が既知であるように較正される。すなわち、互いについてのシス
テムの要素の相対的な位置決めは正確に知られている。較正は、また、カメラのレンズに
より発生される光学歪みの範囲、性質及び方向の観察を含む（レンズ等式係数（ｌｅｎｓ
　ｅｑｕａｔｉｏｎ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ））。光源及び光源と接続される格子は
、モデリングされる表面上の既知の幾何学形状の回折パターンを共に生成するように構成
される。回折源により生成されるパターンは、数学－物理モデルと正確に適合する回折パ
ターンであり、ビーム出力角度は、非常に正確に知られている。ステップ４０２において
、その上で回折パターンが、モデリング構成により生成されているモデリングされる表面
のカメラにより写真が撮られる。写真の撮像は、十分な写真が、モデリングされる表面で
取得されるように、いくつかの異なる位置から行われてもよい。
【００３４】
　得られた画像ファイルは、例えば、無線データ転送及び無線データ転送ネットワークを
用いてカメラのメモリカードによって、カメラから処理コンピュータへ自動的に転送され
る。ステップ４０４において、メモリカードから転送される画像ファイルは、コンピュー
タで分析され、回折パターンにより生成される点のネットワークの点は、写真内で識別さ
れる。１つの回折源がいくつかの異なる波長を放出する本発明の実施形態では、点の識別
は、１つの回折源によって放出されるいくつかの異なる波長により形成される点の色順序
を用いて行われうる。１つの回折源が１つのみの波長を放出する場合、例えば、インテリ
ジェント点分析を用いて識別が行われる。回折源の中央のビームは、その最も高い強度に
よる写真で識別可能であり、そこからの算出は、４つの方向で行われる。
【００３５】
　ステップ４０６において、３Ｄ深さ位置は、三角法による緯度及び経度座標の投影遷移
（ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ）から各点で算出される。写真では、カ
メラのセンサから、写真を撮像した表面上に投影される各回折点の距離は、三角法で算出
されうる。また、カメラの位置及び写真撮像方法が既知の場合、グローバル三次元Ｘ、Ｙ
及びＺ座標は、回折点について算出されうる。よって、三次元表面のトポグラフィーの正
確なモデルを上述したように形成することができる。
【００３６】
　図５は、本発明に係る三次元表面のトポグラフィーをモデリングする方法の別の実施形
態のブロック図を示す。ステップ５００において、モデリング構成が較正され、当該モデ
リング構成は、光源によって放出される波長と共に人間の眼によって検出される波長でモ
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デリングされる表面を撮像するように構成されるカメラと、ほぼ単色かつコヒーレントな
電磁放射を生成するように構成される光源と、光源と接続される格子と、を備え、カメラ
の光軸と回折軸との相対的な方向が既知であり、かつカメラの光軸の開始点への格子の出
力点の位置、距離及び方向が既知である。すなわち、互いについての構成の要素の相対的
な位置決めは正確に知られている。較正は、また、カメラのレンズにより発生される光学
歪みの範囲、性質及び方向の観察を含む。一実施形態では、レンズの較正は、一度のみ行
われ、写真の光学歪みは、写真の画素を正しい位置へ移動することにより、取得された較
正情報によって補正される。
【００３７】
　光源及び光源と接続される格子は、モデリングされる表面上の既知の幾何学形状の回折
パターンをと共に生成するように構成される。回折源により生成されるパターンは、数学
－物理モデルと正確に適合する回折パターンであり、ここで、ビーム出力角度は、非常に
正確に知られている。
【００３８】
　ステップ５０２において、第１の写真は、その上に回折パターンが前記モデリング構成
により生成されているモデリングされる表面のカメラにより撮られる。写真撮像は、十分
な写真が、モデリングされる表面から得られるように、いくつかの異なる位置から行われ
てもよい。ステップ５０４において、第２の写真は、回折パターンなしでモデリングされ
る表面のカメラによって撮られる。
【００３９】
　得られた画像ファイルは、例えば、無線データ転送を用いてカメラのメモリカードによ
って、カメラから処理コンピュータへ自動的に転送される。ステップ５０６において、メ
モリカードから転送される画像ファイルは、コンピュータで分析され、回折パターンによ
り生成される点のネットワークの点は、写真内で識別される。１つの回折源がいくつかの
異なる波長を放出する本発明の一実施形態では、点の識別は、１つの回折源によって放出
されるいくつかの異なる波長により形成される点の色順序を用いて行われうる。１つの回
折源が１つのみの波長を放出する場合、例えば、インテリジェント点分析を用いて識別が
行われる。回折源の中央のビームは、その最も高い強度による写真で識別可能であり、そ
こからの算出は、４つの方向で行われる。ステップ５０８において、３Ｄ深さ位置は、三
角法による緯度及び経度座標の投影遷移から各点で算出される。写真では、カメラのセン
サから、写真を撮像した表面上に投影される各回折点の距離は、三角法で算出されうる。
また、カメラの位置及び写真撮像方法が既知の場合、グローバル三次元Ｘ、Ｙ及びＺ座標
は、回折点について算出されうる。ステップ５１０において、点のネットワークの各算出
された点は、例えば、第２の写真の対応する画素を補間することにより、第２の写真によ
り、ＲＧＢ値を与えられる。その結果、表面モデルは、閲覧者には実際の表面の写実的な
モデルのように見える。よって、三次元表面のトポグラフィーの正確なモデルを上述した
ように形成することができる。
【００４０】
　図６は、本発明に係る三次元表面のトポグラフィーをモデリングする方法の別の実施形
態のブロック図を示す。
【００４１】
　ステップ６００において、モデリング構成からの較正情報が用いられ、当該モデリング
構成は、光源によって放出される波長と共に人間の眼によって検出される波長でモデリン
グされる表面を撮像するように構成されるカメラと、ほぼ単色かつコヒーレントな電磁放
射を生成するように構成される光源と、光源と接続される格子と、を備える。較正情報は
、カメラの光軸と回折軸との相対的な方向、並びにカメラの光軸の開始点への格子の出力
点の位置、距離及び方向と共に、モデリング構成により生成される回折パターンの幾何学
形状を示し、較正情報は、前記カメラのレンズの光学歪みを補正する。すなわち、較正情
報は、例えば、互いについての正確な態様でシステムの要素の相対的な位置決めを示す。
【００４２】
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　ステップ６０２において、回折パターンが、前記モデリング構成により生成されている
モデリングされる表面の写真が分析される。回折パターンは、数学－物理モデルと正確に
適合する回折パターンであり、ビーム出力角度は、非常に正確に知られている。ステップ
６０４において、回折パターンにより生成される点のネットワークの点は、写真内で識別
される。ステップ６０６において、３Ｄ深さ位置は、三角法による緯度及び経度座標の投
影遷移から各点で算出される。写真では、カメラのセンサから、写真を撮像した表面上に
投影される各回折点の距離は、三角法で算出されうる。た、カメラの位置及び写真撮像方
法が既知の場合、グローバル三次元Ｘ、Ｙ及びＺ座標は、回折点について算出されうる。
【００４３】
　図６の一実施形態では、同一の位置からのカメラによって撮られる、モデリングされる
表面の第２の写真も分析され、ここで、第２の写真は、モデリングされる表面上に投影さ
れる回折パターンを含まない。第２の写真の対応する画素を補間することにより、点のネ
ットワークの点は、ＲＧＢ値を与えられる。このように、閲覧者は、実際の表面の写実的
なモデルのように見える。
【００４４】
　上記の図６に関する実施形態は、写真を処理するコンピュータ上で実行されるコンピュ
ータプログラムによって行われることが好ましい。
【００４５】
　上記の実施形態は、別々の写真に基づいて、開示される分析のみを有しているが、いく
つかの個別の写真が、モデリングされる表面の１つの大きな結合体（ａ　ｌａｒｇｅｒ　
ｕｎｉｔｙ）に結合されるように本発明に適用されることが当業者にとって明らかである
。この場合には、本発明で記載されるモデリング構成は、所望の結合体がモデリングされ
うるように、写真撮像状況に手動又は自動的に移動されうる。
【００４６】
　図７は、本発明に係るシステムの一実施形態を示す。システムは、１以上のカメラ７０
２を含むモデリング構成を備える。モデリング構成は、また、実質的に単色かつコヒーレ
ントな電磁放射を生成するように構成される１以上の回折源７０４も含む。このような放
射は、例えば、レーザにより生成されてもよい。回折源７０２は、また、レーザにより生
成される放射が集中される格子又は格子ネットワークを備える。回折源は、モデリングさ
れる表面上の既知の幾何学形状の回折パターンを生成するように構成される。回折源によ
り生成されるパターンは、数学－物理モデルと正確に適合する回折パターンであり、ビー
ム出力角度は、非常に正確に知られている。回折源１０２は、１つの波長のみ、又は例え
ば、赤色、緑色及び青色のコヒーレントな光のような複数の波長を同時に含むコヒーレン
トな放射を生成してもよい。モデリングされる表面上に生成される回折パターンは、カメ
ラ７０２により撮像される。
【００４７】
　カメラ７０２により保存される情報は、データ転送接続部７１４を通じて、データ処理
装置７０６へ転送される。データ送信接続部７１４は、カメラ７０２とデータ処理装置と
の間に提供されるデータ転送接続部を指してもよい。データ転送接続部７１４は、例えば
、カメラ７０２又はカメラ７０２のメモリカードが、無線データ転送ネットワークを用い
て、データ処理装置７０６へ直接的に画像ファイル、クラウドサービス又はデータ転送ネ
ットワークを通じてアクセス可能な任意の宛先を送信するように、実施されうる。データ
処理装置７０６は、また、データ転送インターフェース７１２を通じてメモリカードから
直接的に情報を読み出してもよい。よって、データ処理装置７０６は、モデリング構成７
００の直近に設けられてもよく、又はそれに代えて、データ処理装置７０６は、データ処
理装置７０６が、例えば、インターネットのようなデータ通信ネットワークを通じてカメ
ラ７０２により撮られた写真をダウンロードすることが可能な程度長い他の位置に物理的
に存在してもよい。
【００４８】
　データ処理装置７０６は、少なくとも１つ以上のプロセッサ７０８と、プロセッサ７０
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８に接続された１以上のメモリ７１０と、を備える。データ転送インターフェース７１２
を通じて、データ処理装置７０６は、デバイス外からの情報を受信してもよい。メモリ７
１０は、本発明で記載される方法ステップを実行するように構成されるプログラムコード
を含む１以上のコンピュータプログラムを含んでもよい。
【００４９】
　上述された本発明の実施形態は、例えば、トンネルの壁の測定、岩石材料の識別、森林
用途（例えば、森林の木立の評価）又は表面形態をモデリングする他の用途又は例えば表
面形態に基づく体積の評価のような、多くの異なる用途環境で用いられてもよい。
【００５０】
　上述された本発明の１以上の実施形態は、他の方法よりも非常に有利であり、実施形態
は、以下の利点の１以上を含む：実施形態で要求される計算が軽く、リアルタイムで行わ
れることができる、測定処理が速く、短時間で繰り返すことができる、装置が移動しやす
く、かつ有益な測定形状の測定結果が、他のフォトグラメトリの方法よりも正確である。
【００５１】
　実施形態は、単に例示のために上記で説明され、これらの実施形態を実行するために用
いられるハードウェアは、ハードウェア及び／又はソフトウェアの当業者が理解するよう
な多くの手法で変更されてもよい。例示的な実施形態の１以上の構成要素の機能は、例え
ば、１以上の装置及び／又はコンピュータで実行されるコンピュータプログラムによって
実施されてもよい。
【００５２】
　例示的な実施形態は、本明細書に記載される異なる処理に関連される情報を記憶しても
よい。当該情報は、ハードディスク、光学ディスク、ＲＡＭメモリ等のような１以上のメ
モリに記憶されてもよい。１以上のメモリ又はデータベースは、本発明の例示的な実施形
態を実行するために用いられる情報を記憶してもよい。
【００５３】
　それらの全部又は一部としての例示的な実施形態は、１以上の汎用プロセッサ、マイク
ロプロセッサ、ＤＳＰプロセッサ、マイクロコントローラ等を用いて実行されてもよく、
これらは、コンピュータ及び／又はソフトウェアの当業者が理解するような、本発明の例
示的な実施形態の教示に基づいてプログラムされる。
【００５４】
　コンピュータ可読媒体又はメディアの組み合わせは、全部又は一部（処理が分配されて
いる場合）として本発明を実行するために実行されるべき処理を実行するためのコンピュ
ータプログラム又はコンピュータプログラム製品を記憶してもよい。
【００５５】
　本発明の実施形態で使用するための装置は、データ構造、テーブル、記録及び／又は本
明細書に記載される他のデータによる本発明の教示に基づいてプログラムされるコンピュ
ータ可読媒体又はコマンドを含むメモリを含んでもよい。コンピュータ可読媒体は、それ
らの実行のためのプロセッサへのコマンドの提供に加わる適切な媒体を含んでもよい。こ
のような媒体は、上記に限定されず、不揮発性メモリ、揮発性メモリ、伝送媒体等を含む
多くの異なる形態で提供されてもよい。不揮発性メモリは、例えば、光学又は磁気ディス
ク、磁気光学ディスク等を含んでもよい。揮発性メモリは、ダイナミックメモリ等を含ん
でもよい。伝送媒体は、同軸ケーブル、銅線、光ファイバ等を含んでもよい。伝送媒体は
、また、無線周波数通信、赤外線データ転送等の間に形成される波の形態のような音響、
光学、電磁波の形態で提供されてもよい。コンピュータ可読媒体の一般的な実施形態は、
例えば、コンピュータディスク、ハードディスク、磁気テープ、他の適切な磁気媒体、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭディスク、ＣＤ－Ｒディスク、ＣＤ－ＲＷディスク、ＤＶＤディスク、ＤＶＤ
－ＲＯＭディスク、ＤＶＤ±ＲＷディスク、ＤＶＤ±Ｒディスク、他の適切な光学媒体、
ＲＡＭメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭメモリ、他の
適切なメモリチップ又はプロセッサ又はコンピュータによって読み取り可能な他の適切な
媒体を含んでもよい。本発明の実施形態で使用するための装置は、また、有線又は無線デ
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ータ転送接続部を用いて送受信される情報によるデータ転送を含んでもよい。
【００５６】
　本発明は、単に上記の例示的な実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に
よって規定される本発明の概念の範囲内で多くの変更が可能である。
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