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(57)【要約】
【課題】被検査体の表面の状態に個体差がある場合であ
っても、個体差の影響を除去して被検査体の表面を精度
良く検査できる外観検査方法および外観検査装置を提供
すること。
【解決手段】基準画像および検査対象である被検査体の
外観を撮像することができる撮像手段３０と、外撮像手
段が撮像した基準画像を記憶することができる記憶手段
６２と、前記被検査体の外観を撮像した画像から一部の
エリアを抽出するとともに、前記記憶手段に記憶される
基準画像から前記抽出したエリアに対応する座標のエリ
アを抽出し、前記被検査体の外観を撮像した画像から抽
出されたエリアの輝度と前記基準画像から抽出されたエ
リアの輝度を比較して、該比較結果に基づいて前記被検
査体の外観を撮像した画像の輝度を補正する演算手段６
１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】
　サンドブラスト処理またはショットブラスト処理またはショットピーニング処理が施さ
れた被検査体の表面を検査する外観検査方法であって、
基準となる物品の外観を撮像して基準画像を取得し、該基準画像の輝度分布を示す被検査
体輝度画像を取得する段階と、
前記被検査体の外観を撮像して被検査体画像を取得し、該被検査体画像の輝度分布を示す
被検査体輝度画像を取得する段階と、
前記被検査体輝度画像から、あらかじめ設定した位置のエリアを被検査体エリアとして抽
出する段階と、
前記基準輝度画像から前記被検査体エリアの位置に対応するエリアを基準エリアとして抽
出する段階と、
前記被検査体エリアと前記基準エリアとの、それぞれの輝度分布のデータを所定座標方向
に一次元データに変換し、当該各エリアの輝度値として設定する段階と、
前記設定された各エリアの輝度値同士を、前記座標ごとに比較する比較段階と、
前記比較結果に基づいて、前記被検査体輝度画像の輝度分布を、前記基準画像の輝度分布
に近付ける補正を行う補正段階と、
前記補正後の被検査体輝度画像について所定の画像処理を施して外観検査を行う段階と、
を含むことを特徴とする外観検査方法。
【請求項２】
　前記比較段階は、前記座標ごとに前記被検査体エリアの輝度値を前記基準エリアの輝度
値で除して、当該座標ごとに比率を求め、該座標方向の比率の変化を直線で近似し、当該
近似直線の切片を補正レートとして設定するものであり、
　前記補正段階は、前記設定した補正レートの逆数を、前記被検査体輝度画像の全体に一
律に乗ずるものである
ことを特徴とする請求項１に記載の外観検査方法。
【請求項３】
　前記被検査体輝度画像からあらかじめ設定した位置のエリアを被検査体エリアとして抽
出する段階の後に、前記被検査体エリアの画像に欠陥が含まれているか否かを判定する段
階をさらに有し、該段階において欠陥が含まれていると判定された場合には、当該抽出し
た被検査体エリアとは他の異なる被検査体エリアを前記被検査体輝度画像から新たに抽出
するとともに、当該新たに抽出した被検査体エリアに対応するエリアを前記基準画像から
抽出することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の外観検査方法。
【請求項４】
　前記基準となる物品の外観を撮像し取得する基準画像は、サンドブラスト処理の砂また
はショットブラスト処理の鋼球が新しいものを使用して形成した物品を撮像した画像と、
古いものを使用して形成した物品を撮像した画像との二つの画像であり、
　前記比較段階は、前記二つの基準画像に設定されたそれぞれの輝度値の平均を新たに基
準エリアの輝度値として設定し直し、当該設定し直した該基準エリアの輝度値と、前記被
検査体エリアの輝度値とを、前記座標ごとに比較するものである
ことをと特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の外観検査方法。
【請求項５】
　基準となる物品の外観の基準画像および被検査体の外観の被検査体画像を撮像すること
ができる撮像手段と、
該撮像手段が撮像した基準画像を記憶することができる記憶手段と、
前記基準画像の輝度分布を示す被検査体輝度画像と前記被検査体画像の輝度分布を示す被
検査体輝度画像とを算出し、あらかじめ設定した位置のエリアを前記被検査体輝度画像か
ら被検査体エリアとして抽出するとともに、前記基準輝度画像から前記被検査体エリアの
位置に対応するエリアを基準エリアとして設定し、設定された前記被検査体エリアと前記
基準エリアとのそれぞれの輝度分布のデータを一次元データに変換するとともに当該各エ



(3) JP 2010-66153 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

リアの輝度値として設定し、設定された各エリアの輝度値同士を前記座標ごとに比較し、
前記被検査体輝度画像の輝度分布を前記基準画像の輝度分布に近付ける補正を行うことが
できる演算手段と、
を備えることを特徴とする外観検査装置。
【請求項６】
　前記演算手段は、前記座標ごとに前記被検査体エリアの輝度値を前記基準エリアの輝度
値で除して、当該座標ごとに比率を求め、該座標方向の比率の変化を直線で近似し、当該
近似直線の切片を補正レートとして設定し、前記設定した補正レートの逆数を、前記被検
査体輝度画像の全体に一律に乗ずることを特徴とする請求項５に記載の外観検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外観検査方法および外観検査装置に関するものであり、特に好適には、鋳造
品や鍛造品などの被検査体の表面を撮像し、当該撮像した画像を画像処理することによっ
て、被検査体に欠陥がないかなどを検査する外観検査方法および外観検査装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　鋳造品や鍛造品は、鋳造加工や鍛造加工により所定の形状に成形された後、表面に欠陥
が存在しないかなどを検査する外観検査が行われることがある。鋳造品や鍛造品などの被
検査体の外観検査としては、作業者（検査者）の目視によるもののほか、被検査体の表面
をＣＣＤカメラなどで撮像し、当該撮像した画像を画像処理することによって行うものが
ある。画像処理によって行う外観検査としては、たとえば、欠陥のない鋳造品や鍛造品の
表面を撮像した画像（すなわち、基準となる画像）と、被検査体の表面を撮像した画像と
のパターンマッチングを行い、基準となる画像と被検査体の画像との相関が所定の閾値よ
り低い場合には、欠陥が存在するとみなす方法などがある。
【０００３】
　ところで、鋳造品は、鋳造加工により成形された後、表面の清浄や表面の粗度を均一に
する目的のために、サンドブラスト処理が施されることがある。サンドブラスト処理は、
鋳造品の表面に砂などの粒子を吹きつける処理であり、吹き付けられた砂などの粒子が鋳
造品の表面に衝突して研磨することによって、鋳造品の表面を清浄にするとともに、表面
の粗度を均一にする。
【０００４】
　サンドブラスト処理に用いられる砂は、新品または新品に近い状態においては、砂の粒
子が全体として角張った形状をしており（トゲトゲしており）、鋳造品の表面を研磨する
能力が高い。そして、サンドブラスト処理での使用を繰り返すことによって、使用される
砂が磨耗して全体として丸まった形状になっていき、鋳造品の表面を研磨する能力が低く
なっていく。このため、新品または新品に近い砂を用いてサンドブラスト処理を行った場
合には、鋳造品の表面が大きく研磨され、サンドブラスト処理された鋳造品の表面の明る
さの度合が高くなる。これに対して、磨耗が進んだ砂を使用してサンドブラスト処理を行
った場合には、鋳造品の表面が大きくは研磨されないため、鋳造品の表面の明るさの度合
が低くなる。このように、サンドブラスト処理においては、使用する砂の状態（たとえば
使用履歴）によって、鋳造品の表面の状態（たとえば明るさの度合）に個体差が生じるこ
とがある。
【０００５】
　また、鍛造加工された鍛造品の表面を清浄にするなどの目的で、鍛造品にショットブラ
スト処理が行われることがある。このほか、表面の機械的性質の向上などの目的で、ショ
ットピーニングが実施されることがある。ショットブラスト処理およびショットピーニン
グ処理は、微小な鋼球や鋼粉などを吹き付ける処理であり、微小な鋼球や鋼粉を吹き付け
ることにより、表面の清浄や機械的性質の向上を図る。このようなショットブラスト処理
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やショットピーニング処理においても、鋼球や鋼粉の状態や使用履歴などによって、サン
ドブラスト処理と同様に、表面の状態（たとえば明るさの度合）に個体差が生じることが
ある。
【０００６】
　サンドブラスト処理やシャットブラスト処理などが施された鋳造品や鍛造品を、画像処
理により外観検査する場合において、前記のように表面の状態（特に明るさの度合）に個
体差が存在すると、次のような問題が生じることがある。鋳造品や鍛造品などの被検査体
の表面の撮像においては、所定の表面性状を有する部分が所定の輝度で撮像されるように
、所定の光量の光源を用いて被検査体の表面を照明する。この際に、被検査体の表面の状
態（明るさの度合）に個体差が存在すると、同じような表面性状であるにもかかわらず、
撮像された画像は輝度が相違することになる。
【０００７】
　このため、撮像された画像を画像処理するに際して、特定の輝度の画像に好適な画像処
理条件を適用すると、当該輝度から外れた輝度の画像については、正確に欠陥の有無を判
定することが困難となる。そしてその結果として、被検査体の表面の明るさの度合などの
個体差によって、誤判定されるということが生じる。たとえば、所定の閾値の輝度よりも
低い箇所を欠陥であると判定するように設定される場合には、表面の明るさの度合いが低
い被検査体は、欠陥がないにもかかわらず、欠陥を有すると判定されることがある。
【０００８】
　さらに、前記のように被検査体の表面を所定の光量の光源を用いて照明する構成におい
ては、光源の経時劣化などにより光量が変化することがある。被検査体ごとに光源の光量
が相違すると、被検査体ごとに異なる輝度の画像が撮像されることになる。このため、表
面に状態（明るさの度合）に個体差がある場合と同様の問題が発生することがある。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－１７６６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記実情に鑑み、本発明が解決しようとする課題は、被検査体の表面の状態（特に明る
さの度合）に個体差がある場合であっても、個体差の影響を除去して被検査体の表面を精
度良く検査できる外観検査方法および外観検査装置を提供すること、または、被検査体の
表面に曲面で構成される部分が含まれる場合であっても、曲面で構成されることに起因す
る輝度差の影響を除去して被検査体の表面を精度良く検査できる外観検査方法および外観
検査装置を提供すること、または、光源の光量が被検査体ごとに相違した場合であっても
、精度良く検査できる外観検査方法および外観検査装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するため、本発明は、サンドブラスト処理またはショットブラスト処理
またはショットピーニング処理が施された被検査体の表面を検査する外観検査方法であっ
て、基準となる物品の外観を撮像して基準画像を取得し、該基準画像の輝度分布を示す被
検査体輝度画像を取得する段階と、前記被検査体の外観を撮像して被検査体画像を取得し
、該被検査体画像の輝度分布を示す被検査体輝度画像を取得する段階と、前記被検査体輝
度画像から、あらかじめ設定した位置のエリアを被検査体エリアとして抽出する段階と、
前記基準輝度画像から前記被検査体エリアの位置に対応するエリアを基準エリアとして抽
出する段階と、前記被検査体エリアと前記基準エリアとの、それぞれの輝度分布のデータ
を所定座標方向に一次元データに変換し、当該各エリアの輝度値として設定する段階と、
前記設定された各エリアの輝度値同士を、前記座標ごとに比較する比較段階と、前記比較
結果に基づいて、前記被検査体輝度画像の輝度分布を、前記基準画像の輝度分布に近付け
る補正を行う補正段階と、前記補正後の被検査体輝度画像について所定の画像処理を施し
て外観検査を行う段階と、を含むことを要旨とするものである。
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【００１２】
　前記比較段階は、前記座標ごとに前記被検査体エリアの輝度値を前記基準エリアの輝度
値で除して、当該座標ごとに比率を求め、該座標方向の比率の変化を直線で近似し、当該
近似直線の切片を補正レートとして設定するものであり、
　前記補正段階は、前記設定した補正レートの逆数を、前記被検査体輝度画像の全体に一
律に乗ずるものであることが好ましい。
【００１３】
　また、前記被検査体輝度画像からあらかじめ設定した位置のエリアを被検査体エリアと
して抽出する段階の後に、前記被検査体エリアの画像に欠陥が含まれているか否かを判定
する段階をさらに有し、該段階において欠陥が含まれていると判定された場合には、当該
抽出した被検査体エリアとは他の異なる被検査体エリアを前記被検査体輝度画像から新た
に抽出するとともに、当該新たに抽出した被検査体エリアに対応するエリアを前記基準画
像から抽出することが好ましい。
【００１４】
　前記基準となる物品の外観を撮像し取得する基準画像は、サンドブラスト処理の砂また
はショットブラスト処理の鋼球が新しいものを使用して形成した物品を撮像した画像と、
古いものを使用して形成した物品を撮像した画像との二つの画像であり、前記比較段階は
、前記二つの基準画像に設定されたそれぞれの輝度値の平均を新たに基準エリアの輝度値
として設定し直し、当該設定し直した該基準エリアの輝度値と、前記被検査体エリアの輝
度値とを、前記座標ごとに比較するものである構成であっても良い。
【００１５】
　本発明は、基準となる物品の外観の基準画像および被検査体の外観の被検査体画像を撮
像することができる撮像手段と、該撮像手段が撮像した基準画像を記憶することができる
記憶手段と、前記基準画像の輝度分布を示す被検査体輝度画像を取得するとともに、前記
被検査体画像の輝度分布を示す被検査体輝度画像を取得し、前記被検査体輝度画像から、
あらかじめ設定した位置のエリアを被検査体エリアとして抽出するとともに、前記基準輝
度画像から前記被検査体エリアの位置に対応するエリアを基準エリアとし、前記被検査体
エリアと前記基準エリアとの、それぞれの輝度分布のデータを所定座標方向に一次元デー
タに変換し、当該各エリアの輝度値として設定し、設定された各エリアの輝度値同士を前
記座標ごとに比較し、前記被検査体輝度画像の輝度分布を前記基準画像の輝度分布に近付
ける補正を行うことができる演算手段と、を備えることを要旨とするものである。
【００１６】
　ここで、前記演算手段は、前記座標ごとに前記被検査体エリアの輝度値を前記基準エリ
アの輝度値で除して、当該座標ごとに比率を求め、該座標方向の比率の変化を直線で近似
し、当該近似直線の切片を補正レートとして設定し、前記設定した補正レートの逆数を、
前記被検査体輝度画像の全体に一律に乗ずるものであることが好ましい。
【００１７】
　なお、本発明においては、「エリア」とは画素（ピクセル）が二次元配列された領域を
いう。具体的にはたとえば、１００ピクセル×１００ピクセルの通常の領域を「エリア」
と称することに加え、１ピクセル×１００ピクセル（通常はラインと呼ぶ）であっても、
「エリア」に含まれる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、被検査体を撮像した画像の輝度が、基準画像基づいて補正されている
から、基準画像を画像処理する条件で被検査体を撮像した画像を画像処理しても、精度良
く検査を行うことができる。したがって、被検査体の表面性状（特に明るさの度合）に個
体差がある場合や、光源の経時劣化などによって撮像の条件（特に照明の条件）に個体差
がある場合などにおいても、精度良く検査を行うことができる。
【００１９】
　特に、被検査体の外観を撮像した画像から抽出されたエリアの輝度の値を、前記基準画
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像から抽出されたエリアの輝度の値で除し、被検査体の外観を撮像した画像に前記除して
算出された値の逆数を乗ずる構成とすると、被検査体の外観を撮像した画像の輝度を基準
画像の輝度にほぼ等しくすることができる。したがって、検査を行う画像の輝度がほぼ統
一できるから、基準画像を画像処理する条件で被検査体を撮像した画像を画像処理しても
、精度良く検査を行うことができる。
【００２０】
　また、被検査体の外観を撮像した画像から一部のエリアを抽出する段階の後に、前記被
検査体の外観を撮像した画像から抽出されたエリアの画像に欠陥が含まれているか否かを
判定する段階をさらに追加し、この段階において欠陥が含まれていると判定された場合に
は、当該抽出したエリアとは他の異なるエリアを前記被検査体の外観を撮像した画像から
新たに抽出するとともに、当該新たに抽出したエリアに対応するエリアを前記基準画像か
ら抽出するようにすれば、欠陥のないエリアの輝度に基づいて画像全体の輝度の補正を行
うことができる。したがって、補正の精度が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明の各種実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施形態にかかる外観検査装置１０の一例の構成を示す概略図である
。本発明の実施形態にかかる外観検査装置１０は、被検査体として自動車のターボチャー
ジャ用の羽根車１（すなわち、タービンホイール）の外観検査に用いられる装置である。
このターボチャージャ用の羽根車１は、鋳造（たとえば、ロストワックス製法）により成
形されるものであり、鋳造により成形後、サンドブラスト処理によって、表面の清浄と表
面の粗度の均一化が行われるものである。そして、本発明の実施形態にかかる外観検査装
置は、サンドブラスト処理が施された被検査体（羽根車（タービンホイール））の外観を
検査することによって、鋳造不良の有無を判定する。
【００２３】
　図１に示すように、本発明の実施形態にかかる外観検査装置１０は、被検査体（羽根車
１）を所定の位置に保持することができるワーク保持手段２０と、羽根車１の外観を撮像
して画像情報を得ることができる撮像手段３０と、羽根車１に光を照射することができる
光源装置４０と、羽根車１の位置を検知することができるワーク位置センサ５０と、撮像
した画像の画像処理やワーク保持手段２０の制御などを行うことができる制御ユニット６
０とを備える。
【００２４】
　ワーク保持手段２０は、被検査体（羽根車１）を所定の位置に保持することができる。
図１に示すように、ワーク保持手段２０は、羽根車１を回動自在に支持することができる
回動機構部２１と支持部２２とが、基台２３上に取付けられて構成されている。回動機構
部２１は、羽根車１の軸部材２の軸方向端部のレンチボス４に当接して、羽根車１のレン
チボス４側を支持するためのチャック部２４、及びチャック部２４に接続されチャック部
２４を回動させるためのサーボモータ２５を備えている。また支持部２２は、羽根車１の
シャフト保持部５側に当接して、チャック部２４との間で羽根車１を挟んで、羽根車１を
回動自在に保持するためのホルダ部２６を備えている。羽根車１は、ワーク保持手段２０
によって軸方向の両端が保持される。
【００２５】
　撮像手段３０は、羽根車１の外観を撮像して画像情報を得ることができる。撮像手段３
０には、たとえばＣＣＤカメラなどの公知の各種撮像手段が適用できる。光源４０は、羽
根車１に光を照射することができる。光源４０としては、例えばＬＥＤライト、フラッシ
ュライト等の各種光源が適用できる。
【００２６】
　ワーク位置センサ５０は、羽根車１の位置（姿勢）を検知することができる。このワー
ク位置センサ５０は、制御ユニット６０の制御手段６３に接続されており、ワーク保持手
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段２０に保持される羽根車１の位置情報（姿勢情報）を制御手段６３に送信することがで
きる。ワーク位置センサ５０は公知の各種位置センサ等を用いることができる。
【００２７】
　制御ユニット６０は、撮像した画像の画像処理や、撮像手段３０およびワーク保持手段
２０などの制御を行うことができる。具体的には、制御ユニット６０は、演算手段６１と
記憶手段６２と制御手段６３とを備える。演算手段６１は撮像手段３０に接続されており
、撮像手段３０が撮像した画像のデータを受信して、所定の処理を行うことができる。記
憶手段６２は、撮像手段３０が撮像した画像のデータや、演算手段が処理したデータなど
を記憶することができる。制御手段６３は、ワーク位置センサ５０やサーボモータ２５な
どに接続され、ワーク位置センサ５０からの信号を受信して、サーボモータ２５の動きを
制御することができる。たとえば制御手段６３は、羽根車１をステップ送り（回転）する
ようにサーボモータ２５の回転を制御することが可能である。また、制御手段６３は、ワ
ーク位置センサ５０の信号や、撮像手段３０が撮像した画像情報等に基づいて、撮像手段
の位置や姿勢を変化させることができる。この制御ユニット６０には、パーソナルコンピ
ュータやワークステーションなどが適用できる。
【００２８】
　図２は、本発明の実施形態にかかる外観検査方法の対象となる羽根車１の外観を示す斜
視図である。それぞれ、（ａ）は羽根車１を軸方向の一方側から見た図であり、（ｂ）は
羽根車１の軸方向の他方側から見た図である。図２（ａ）、（ｂ）に示すように羽根車１
は、軸部材２とこの軸部材２の周囲に設けられている複数のねじれ羽根３とから構成され
ている。また、羽根車１は、図２（ａ）に示すように、軸部材２の一方の端部が、六角形
等のボルト形状のように正多角形の凸部からなるレンチボス４として形成されている。そ
して、軸部材２の他方の端部が、図２（ｂ）に示すように、中央部が円形に窪んだクレー
ター状の凹部からなるシャフト保持部５が設けられている。シャフト保持部５は、別部材
のシャフトを溶接等で一体化するために設けられている。この羽根車１はロストワックス
法により鋳造される。そして、鋳造により成形された後は、表面の性状などを目的として
、サンドブラスト処理が施される。材質としては、合金ステンレス、ＴｉＡｌ等が用いら
れる。
【００２９】
　本発明の実施形態にかかる外観検査装置１０および外観検査方法は、このような羽根車
１などの鋳造品であって、サンドブラスト処理などが施された後に、その表面を検査する
ために適用される。たとえば、羽根車１の表面に現れるピンホールやブローホールを検出
することや、ねじれ羽根の端部などに発生する湯境欠陥を検出することなどを目的に行う
ものである。
【００３０】
　以下に、本発明の実施形態にかかる外観検査装置を用いた外観検査方法（本発明の実施
形態にかかる外観検査方法）について説明する。図３は、本発明の実施形態にかかる外観
検査方法の流れの概略を示したフローチャートである。本発明の実施形態にかかる外観検
査方法は、大きく段階分けを行うと、（１）基準となる画像データを取得する段階、（２
）検査対象となる画像データを取得する段階、（３）検査対象となる画像データを補正す
る補正レートを決定する段階、（４）決定した補正レートに基づいて検査対象となる画像
データの輝度の補正を行う段階、（５）輝度が補正された画像を画像処理して被検査体の
外観検査を行う段階、の５段階となる。
【００３１】
（１）基準となる画像を取得する段階
　ステップＳ－１において、基準画像が撮像され、保存される。基準となる画像は、平均
的な表面性状を有し、かつ表面に欠陥のない被検査体（以下、実際に検査対象となる被検
査体と区別するため、「リファレンス」と称する）の画像を撮像した画像とする。たとえ
ば、サンドブラスト処理で使用する砂の寿命をＮ回とした場合において、Ｎ／２回程度使
用された砂を用いてサンドブラスト処理が施されたリファレンスの表面が、平均的な表面
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性状を有するものとする。具体的には、サンドブラスト処理で使用する砂の寿命を３５０
０回とした場合において、１８００回程度使用された砂を用いてサンドブラスト処理が施
されたリファレンスの表面性状を、平均的な表面性状とする。そして、このリファレンス
の表面を撮像した画像を基準画像とする。
【００３２】
　基準画像の撮像においては、撮像領域の輝度の分布が均一になるように、撮像手段３０
（ＣＣＤカメラ）の位置および光源４０（ＬＥＤ）の位置や明るさを調整することが好ま
しい。
【００３３】
　撮像される画像のサイズは特に限定されるものではないが、たとえば２０ｍｍ×３０ｍ
ｍ程度の範囲を撮像した画像が適用される。撮像する領域は、被検査体（羽根車１）の実
際の検査対象領域に対応する領域とする。撮像された画像は、複数のピクセル（画素）の
マトリックスデータ（行列）として得られる。Ｎ行Ｍ列（Ｎ，Ｍは所定の自然数）のマト
リックスデータは、たとえば、行が画像のＸ座標、列がＹ座標となる。そして撮像された
基準画像は、所定の輝度階調を有する画像に変換される。たとえば、撮像された画像は、
各ピクセルが２５６階調（８ビット階調）の輝度階調を有する画像に変換される。この画
像が基準輝度画像である。そして変換された画像（特に各ピクセルの輝度情報）は、記憶
手段に記憶される。
【００３４】
（２）検査対象となる画像データを取得する段階
　ステップＳ－２において、実際の検査対象である被検査体の検査領域を撮像する。撮像
条件は、基準画像の撮像条件と同一にすることが好ましい。基準画像の撮像と同様に、表
面に曲面が含まれる物体の撮像において、輝度の分布を均一にすることは困難であるが、
輝度の分布の傾向が、基準画像の輝度の分布と同様な傾向にあれば問題がないと考えられ
る。
【００３５】
　ステップＳ－３において、被検査体の画像についても基準輝度画像と同様の処理を行い
、輝度階調を有する画像に変換した画像（被検査体輝度画像）を得る。そして被検査体輝
度画像から一部の領域を抽出する。この抽出した領域を「補正エリア（被検査体エリア）
」と称する。補正エリアは、撮像した画像の輝度を補正する補正レートを算出するために
、画像の各ピクセルの輝度階調を採取するエリアである。なお、補正エリアの範囲は特に
限定されるものではないが、たとえば１００ピクセル×１００ピクセルの領域を抽出する
。
【００３６】
　ステップＳ－４において、ノイズ除去処理が行われる。ここで、被検査体を撮像した画
像がノイズを含んでいることがある。ノイズを含んだまま後のステップの処理を行うと、
画像処理の段階（撮像された画像に基づいて、欠陥の有無を判定する段階）において、ノ
イズを欠陥であると判定することがあり、検査精度が低下するおそれがある。そこで、ス
テップＳ－４において、撮像した被検査体の画像に対し、ガウシアンフィルタや平均化フ
ィルタなどを用いて、ノイズ除去処理が行われる。
【００３７】
　羽根車１のような被検査体は、サンドブラスト処理が施されており、砂の粒子によって
その表面が研磨されている。したがって、局所的に研磨量が大きく輝度が高い孤立点が存
在することがある。このような局所的に輝度が高い孤立点は欠陥ではないため、検査精度
の向上を図るためには、画像処理の段階において欠陥と判定されないようにすることが好
ましい。そこで、このような孤立点をノイズとして扱い、ガウシアンフィルタや平均化フ
ィルタなどを用いてノイズ除去処理を行うことによって、このような局所的に現れる孤立
点を暈かして平均化する。そして、このノイズ除去処理が行われた画像を用いて、後のス
テップの処理を行う。
【００３８】
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　なお、ノイズ除去処理は、図３のフローチャートに示すように、補正エリアを抽出する
ごとに、当該抽出した補正エリアに対して行っても良く、また、撮像した画像全体に対し
て行っても良い（すなわち、ステップＳ－２とステップＳ３の間において行っても良い）
。また、このノイズ除去処理は、選択的に実施される処理であり、必ずしも実施しなくと
も良い。
【００３９】
　ステップＳ－５において、輝度階調採取が行われる。すなわち、抽出した補正エリアの
各ピクセルの輝度階調が採取される。そして、基準画像から、当該抽出した補正エリアに
対応する領域を抽出し、当該基準画像から抽出された領域の各ピクセルの輝度階調を採取
する。すなわち、被検査体を撮像した画像のうちからその一部（補正エリア）を抽出して
輝度階調を採取し、同様に、リファレンスを撮像した画像のうちから、抽出した補正エリ
アに対応する位置（領域、座標）の画像を抽出して輝度階調を採取する。
【００４０】
　そして、採取した輝度階調に基づいて、輝度のＸ軸方向成分またはＹ軸方向成分が平均
化される。数学的にいうと、補正エリアの画像データは、Ｎ行Ｍ列のマトリックスデータ
（Ｎ，Ｍは所定の自然数）であから、このマトリックスデータに基づいて、１行Ｍ列の行
ベクトルまたはＮ行１列の列ベクトルが作成される。前記の例では補正エリアの画像デー
タは、１００ピクセル×１００ピクセルのマトリックスデータであるから、このマトリッ
クスデータに基づいて、１行１００列の行ベクトル、または１００行１列の列ベクトルが
作成される。具体的には、補正エリアの画像データがａｎ，ｍ（１，２，３，・・・，ｎ
，・・・，Ｎ、１，２，３，・・・ｍ，・・・，Ｍ）であるとすると、次の数式（１）で
与えられる行ベクトル、または数式（２）で与えられる列ベクトルが作成される。
【００４１】
【数１】

【００４２】



(10) JP 2010-66153 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

【数２】

【００４３】
　これらの行ベクトルｂｍまたは列ベクトルｃｎは、補正エリアの画像データのＸ軸方向
の輝度またはＹ軸方向の輝度の平均値を成分とするベクトルである。このように、補正エ
リアの画像データが二次元データから一次元データに変換される。すなわち、「面」とし
て得たデータが、「線」のデータに変換される。以下、この作成された一次元のデータに
基づいて処理が行われる。このように「線」のデータを用いることにより、後の処理が簡
単になる。なお、ステップＳ－３で抽出するエリアとして、たとえば１ピクセル×１００
ピクセルといった領域（一般にはラインと呼ばれる領域）を抽出する場合には、この領域
自体が平均化された一次元データとして得られるため、このデータを用いて処理すればよ
い。かかる処理を施すことで、補正エリアと基準画像のエリア（基準エリア）との、それ
ぞれの輝度を一次元データの輝度値として設定することができる。
【００４４】
　図４は、平均化された補正エリアの輝度と、当該補正エリアに対応する基準画像の平均
化された輝度とを表したグラフの一例である。図４においては、被検査体は、新品の砂を
用いてサンドブラスト処理を行ったものである。また、基準画像のリファレンスは、１８
００回のサンドブラスト処理を行った砂を用いてサンドブラスト処理を行ったものである
。図４に示すように被検査体はリファレンスに比較して新しい砂を用いてサンドブラスト
処理を行っており、砂の研磨能力が大きいため、リファレンスの画像に対して輝度が全体
的に高い。
【００４５】
　なお、基準画像および被検査体を撮像した画像の両方において、輝度に傾きがあるが、
これは、リファレンスおよび被検査体の表面が曲面であるため、リファレンスまたは被検
査体の表面で反射した光の入射状態（撮像手段への入射）が、座標によって相違するため
であると考えられる。すなわち、反射光の進行方向と撮像手段の光軸とが一致しているか
または近い位置においては輝度が高く、反射光の進行方法と撮像手段の光軸とが離れるに
したがって、輝度が低くなっていくものと考えられる。
【００４６】
（３）検査対象となる画像データを補正する補正レートを決定する段階
　ステップＳ－６において、補正エリアの各ピクセル（一次元に変換後のデータ）の輝度
が規格化される。具体的には、補正エリアの各ピクセルの輝度を、基準画像から抽出した
画像のうちの対応する座標のピクセルの輝度で除す。この処理を「規格化」と称し、座標
ごとに輝度値を比較する処理である。図５は、図４の例について、基準画像から抽出した
画像のうちの対応する座標のピクセルの輝度で除した値（すなわち、規格化された輝度）
を示したグラフである。補正エリアの各ピクセルの輝度を、基準画像から抽出した画像の
うちの対応する座標のピクセルの輝度で除した値（規格化された輝度）は、補正エリアの
各ピクセルの輝度が、基準画像に比較してどの程度高いかまたは低いかを示す指標となる
。すなわち、図４に示すように、補正エリアの各ピクセルの輝度が、基準画像から抽出し
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た画像のうちの対応する座標のピクセルの輝度よりも高い場合には、図５に示すように、
規格化された輝度は１よりも大きくなり、反対に輝度が低い場合には、規格化された輝度
は１よりも小さくなる。
【００４７】
　ステップＳ－７において、抽出した補正エリアに欠陥が含まれていないかを判定する。
欠陥が含まれている場合には、正しい補正レートを算出することが困難となる。このため
、補正エリアに欠陥が含まれていると判定された場合には、ステップＳ－３に戻り、被検
査体を撮像した画像から、当該欠陥が含まれる補正エリアとは別のエリアを抽出する。そ
して新たに抽出したエリアを新たな補正エリアとし、ステップＳ－４以降の処理を繰り返
す。なお、抽出した補正エリアに欠陥が含まれているか否かを判定する処理および、欠陥
が含まれている場合の具体的な処理については後述する。まず、補正エリアに欠陥が含ま
れないものとして説明をする。
【００４８】
　ステップＳ－８において、規格化された輝度に基づいて補正レートを算出する。図５に
示すように、グラフに基づいて、縦軸（ｙ：値域）を規格化された輝度とし、横軸（ｘ：
定義域）を座標とする関数ｙ＝ａｘ＋ｂ（ａ：傾き、ｂ：切片）で近似する。近似方法は
、最小二乗法などの公知の各種近似方法が適用できる。
【００４９】
　被検査体の補正エリアの表面性状（輝度の分布）が、基準画像から抽出した画像と同様
の傾向を有する場合には、図５に示すように、規格化された輝度は、傾きがほとんどない
一次関数によって近似される。すなわち、規格化された輝度をｙ＝ａｘ＋ｂ（ａ：傾き、
ｘ：座標、ｂ：切片）で表した場合（たとえば最小二乗法で近似した場合）、傾きａはゼ
ロに近い値となる。そしてこの切片ｂを「補正レート」とする。
【００５０】
（４）決定した補正レートに基づいて検査対象となる画像データの輝度の補正を行う段階
　ステップＳ－９において、被検査体を撮像した画像を補正する。具体的には、被検査体
を撮像した画像の各ピクセルの輝度に、算出した補正レートの逆数を乗じる。図６は、被
検査体を撮像した画像の補正エリアの各ピクセルの輝度に補正レートの逆数を乗じた輝度
と、基準画像から抽出した画像のうちの対応するピクセルの輝度とを重ね合わせたグラフ
である。図６に示すように、補正エリアの各ピクセルの輝度に、補正レートの逆数を乗じ
ると、それらの輝度は、基準画像の輝度にほぼ等しくなる。このように、補正レートの逆
数を乗じることにより、被検査体を撮像した画像の輝度を、基準画像の輝度に近付けるこ
とができる。
【００５１】
　そして、被検査体を撮像した画像の一部（すなわち、補正エリア）と、基準画像のうち
当該補正エリアに対応する領域（すなわち、基準エリア）を用いて補正レートを算出する
ことにより、被検査体を撮像した画像の全体の輝度を補正することになる。このような構
成によれば、被検査体を撮像した画像のうち、欠陥が含まれない領域を補正エリアとして
抽出することができるから、精度の高い補正レートを算出することができる。また、全体
どうしを比較する構成に比して、計算量を少なくすることができる。
【００５２】
（５）輝度が補正された画像を画像処理して被検査体の外観検査を行う段階
　ステップＳ－１０において、補正された画像を使用して画像処理を行い、検査を実施す
る。なお、画像処理により外観検査を行う方法は、二値化により欠陥を判定する方法や、
パターンマッチングにより基準画像との相関を算出して、相関の大小によって欠陥を判定
する方法などが適用できる。このように、画像処理により外観検査を行う方法は公知であ
ることから、説明は省略する。
【００５３】
　前記のように、被検査体を撮像した画像の輝度が、基準画像の輝度にほぼ等しくなるよ
うに補正されているから、基準画像を画像処理する条件で被検査体を撮像した画像を画像



(12) JP 2010-66153 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

処理しても、精度良く検査を行うことができる。したがって、被検査体の表面性状（特に
明るさの度合）に個体差がある場合や、光源の経時劣化などによって撮像の条件（特に照
明の条件）に個体差がある場合などにおいても、精度良く検査を行うことができる。
【００５４】
　次に、抽出した補正エリアに欠陥が含まれているか否かを判定する処理および、欠陥が
含まれている場合の具体的な処理について説明する。図７（ａ）は、抽出した補正エリア
に欠陥がある場合における、当該抽出した補正エリアの各ピクセルの輝度と、当該抽出し
た補正エリアに対応する基準画像の各ピクセルの輝度を合わせて示したグラフであり、図
７（ｂ）は、当該欠陥を有する補正エリアの輝度を規格化した値を示すグラフである。
【００５５】
　図７（ａ）に示すように、たとえば抽出した補正エリアに欠陥があると、輝度が部分的
に低下したり上昇したりする。図７（ａ）においては、輝度が部分的に低下している場合
を示す。たとえば、被検査体の表面（鋳肌）にピンホールやブローホールが存在すると、
図７（ａ）に示すように、当該ピンホールやブローホールを撮像した部分において、輝度
が部分的に低くなることがある。このように、正常な表面性状を有する分に比較して輝度
が低い部分や高い部分が存在すると、補正エリアの輝度に基づいて算出される補正レート
が、欠陥の影響を受け、正しい値にならないことがある。たとえば、輝度の低くなるよう
な欠陥が存在すると、補正レートも、欠陥のない補正エリアを用いて算出した場合に比較
して、その値が小さくなることがある。そうすると、被検査体の全体を撮像した画像を正
しく補正することができなくなり、検査の精度が低下することがある。
【００５６】
　そこで、このような場合には次のとおりとする。まず、抽出した補正エリアに欠陥があ
るかどうかにかかわらず、ステップＳ－１からステップＳ－６までの処理を実行し、規格
化した輝度を算出する（図３参照）。そして、図７（ｂ）に示すように、規格化した輝度
の最大値と最小値の差を算出する。この差をピーク幅とする。このとき、ピーク幅が所定
の閾値以上であれば、抽出した補正エリアに欠陥が存在するものとみなす。たとえば、ピ
ーク幅が、規格化された輝度において３０パーセント以上の輝度差であれば、欠陥が存在
するものとみなす。なお、ステップＳ－４においてノイズ除去処理が行われていれば、ノ
イズや孤立点は欠陥として判定されない。
【００５７】
　このように、欠陥があると判定された場合には、ステップＳ－３に戻り、被検査体を撮
像した画像の全体から、当該欠陥が含まれる補正エリアとは別のエリアを抽出する。そし
て新たに抽出したエリアを新たな補正エリアとし、ステップＳ－４以降の処理を繰り返す
。このような処理を行うと、欠陥が含まれない補正エリアを参照して補正レートが算出さ
れるから、精度の高い検査を行うことができる。
【００５８】
　なお、ステップＳ－７において欠陥があると判定された場合には、ステップＳ－３に戻
らずに、そのまま被検査体に欠陥があるとみなす処理を行っても良い。すなわち、Ｓ－７
において欠陥と判定された場合には、本来欠陥の有無を判定すべきであるＳ－１０におい
て欠陥があると判定された場合と同様の処理を行っても良い。このような構成とすれば、
処理を少なくすることができ、処理の単純化を図ることができる。
【００５９】
　次いで、本発明の他の実施形態について説明する。前記実施形態においては、基準画像
として、平均的な表面性状を有する標準試験片の表面を撮像した画像を適用したが、必ず
しも、このような標準試験片を用いる必要はない。以下に示す他の実施形態は、平均的な
表面性状を有する標準試験片を用いない形態である。以下、主に図３を参照して説明する
。
【００６０】
（１）基準となる画像を取得する段階
　ステップＳ１－１において、まず、あるリファレンスに対して、新品の砂または新品に
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近い状態の砂を用いてサンドブラスト処理を行い、当該あるリファレンスの表面を撮像す
る。また、他のリファレンスに対して、寿命に達した砂または寿命に近い砂を用いてサン
ドブラスト処理を行い、当該他のリファレンスの表面を撮像する。このように、新旧２種
類の砂を用いてサンドブラスト処理を施した基準画像をそれぞれ撮像する。そして、撮像
された２つの基準画像は、それぞれ所定の輝度階調を有する画像に変換される。たとえば
、撮像された画像は、２５６階調（８ビット階調）の輝度階調を有する画像に変換される
。そして変換された画像は、それぞれ記憶手段に記憶される。なお、撮像条件などは、前
記実施形態と同じ条件などが適用できる。
【００６１】
（２）検査対象となる画像データを取得する段階
　ステップＳ－２、ステップＳ－３、ステップＳ－４、ステップＳ－５は、前記実施形態
と同じ構成が適用できる。したがって、説明は省略する。
【００６２】
（３）検査対象となる画像データを補正する補正レートを決定する段階
　ステップＳ－６において、抽出した補正エリアの各ピクセルの輝度が規格化される。具
体的には、補正エリアの各ピクセルの輝度を、基準画像に基づいて算出されたピクセルの
輝度で除す。この処理を、この他の実施形態において「規格化」と称するものとする。
【００６３】
　ここで、基準画像に基づくピクセルの輝度の算出方法について説明する。まず、撮像し
て保存した２つの基準画像のそれぞれから、抽出した補正エリアに対応する領域の輝度を
抽出する。図８は、２つの基準画像のそれぞれから、抽出した補正エリアに対応する領域
の輝度を示したグラフである。このグラフは、２つの基準画像のプロットを合わせて示し
てある。
【００６４】
　図８に示すように、２つの基準画像のそれぞれから、抽出した補正エリアに対応する領
域の輝度を抽出し、横軸（ｘ軸：定義域）を画像の座標（ピクセル）とし、縦軸（ｙ軸：
値域）を輝度とするグラフを作成する。そして作成したそれぞれのグラフに基づいて、そ
れぞれのプロットを良く表している関数を求める。関数の導出方法には、最小二乗法など
の公知の各種方法が適用できる。図８のグラフに示す例においては、新品の砂を用いてサ
ンドブラスト処理を行ったリファレンスの輝度の関数は、ｙ＝０．０３３２ｘ＋８３．０
２７であり、寿命に達した砂を用いてサンドブラスト処理を行ったリファレンスの輝度の
関数は、ｙ＝０．０２４４＋６５．８５４である。そしてさらに、導出した２つの関数の
中間値をとる関数を作成する。図８に示す例では、ｙ＝（（０．０３３２＋０．０２４４
）／２）ｘ＋（８３．０２７＋６５．８５４）／２＝０．０２８８ｘ＋７４．４４１とな
る。そして、このように導出された関数の変数ｘ（定義域）に、ピクセル座標を代入する
ことにより、当該ピクセルの基準画像に基づくピクセルの輝度が算出される。
【００６５】
　そして、抽出した補正エリアの各ピクセルの輝度を、基準画像に基づいて算出されたピ
クセルの輝度（前記のようにして導出した関数）で除した値、すなわち規格化された輝度
を算出する。補正エリアの各ピクセルの輝度を、基準画像から抽出した画像のうちの対応
する座標のピクセルの輝度で除した値は、補正エリアの各ピクセルの輝度が、基準画像に
比較してどの程度高位かまたは低いかを示す指標となる。すなわち、補正エリアの各ピク
セルの輝度が、基準画像から抽出した画像のうちの対応する座標のピクセルの輝度よりも
高い場合には、規格化された輝度は１よりも大きくなり、反対に輝度が低い場合には、規
格化された輝度は１よりも小さくなる。
【００６６】
　ステップＳ－７、ステップＳ－８については、前記実施形態と同じ構成が適用できるこ
とから、説明は省略する。同様に、（４）決定した補正レートに基づいて検査対象となる
画像データの輝度の補正を行う段階、（５）輝度が補正された画像を画像処理して被検査
体の外観検査を行う段階については、前記実施形態と同じ構成が適用できることから、説
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明は省略する。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明したが、本発明は、前記実
施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の改
変が可能であることはいうまでもない。たとえば前記実施形態においては、外観検査の対
象として、鋳造成形されサンドブラスト処理が施された羽根車（タービンホイール）を挙
げたが、外観検査の対象は、羽根車（タービンホイール）に限定されるものではない。種
々の鋳造品に適用することができる。
【００６８】
　また、鋳造品のほかにも、ショットピーニングやショットブラスト処理が施される被検
査体に対して適用することができる。すなわち、表面性状が正常であるにもかかわらず、
表面の光の反射の度合が異なるような処理が施される被検査体に対して適用ができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の実施形態にかかる外観検査装置の構成の概略を、模式的に示した図であ
る。
【図２】本発明の実施形態にかかる外観検査方法の適用対象となる羽根車（タービンホイ
ール）の外観を示した斜視図であり、（ａ）は羽根車（タービンホイール）を軸方向の一
方側から見た図であり、（ｂ）は羽根車（タービンホイール）の軸方向の他方側から見た
図である。
【図３】本発明の実施形態にかかる外観検査方法の流れの概略を示したフローチャートで
ある。
【図４】抽出した補正エリアの各ピクセルの輝度と、当該各ピクセルに対応する基準画像
の各ピクセル（基準画像から抽出したピクセル）の輝度とを表したグラフの一例である。
【図５】図４に示す例を規格化した輝度を示すグラフである。
【図６】被検査体を撮像した画像の補正エリアの各ピクセルの輝度に補正レートの逆数を
乗じた輝度と、基準画像から抽出した画像のうちの対応するピクセルの輝度とを重ね合わ
せたグラフである。
【図７】（ａ）は、抽出した補正エリアに欠陥ある場合における、当該抽出した補正エリ
アの各ピクセルの輝度と、当該抽出した補正エリアに対応する基準画像の各ピクセルの輝
度を合わせて示したグラフであり、（ｂ）は、当該欠陥を有する補正エリアの輝度を、そ
のまま規格化した値を示すグラフである。
【図８】２つの基準画像のそれぞれから、抽出した補正エリアに対応する領域の輝度を示
したグラフである。
【符号の説明】
【００７０】
１　羽根車
２　軸部材
３　ねじれ羽根
４　レンチボス
５　シャフト保持部
１０　外観検査装置
２０　ワーク保持手段
２１　回動機構部
２２　支持部
２４　チャック部
２５　サーボモータ
２６　ホルダ部 
３０　撮像手段
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４０　光源
５０　ワーク位置センサ
６０　制御ユニット
６１　演算手段
６２　記憶手段
６３　制御手段

【図１】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(17) JP 2010-66153 A 2010.3.25

【図８】



(18) JP 2010-66153 A 2010.3.25

【図２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

