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分野と現状：3次元形状検査に光応用計測法が
速度＆精度から使われているが、代表的方法は 

 

◎ 三角測量を応用する方法 

・縞パターン 

・レーザーシート 

・レーザービーム ・Position Sensitive Detecter 

・２次元カメラ 

しかし高精度計測を目指すと、影が生じたり、広い開口部が必要となる 



１．目的：カメラ方向から光を出
す形状計測法を開発しよう 

1) カメラ方向からの計測技術として，波長走査（25nm幅）時の

干渉光強度変化の周波数を使う距離計測法（理研：山口等，

1997年，色素レーザー）がある 

2) 周波数でなく位相分布抽出を使うとかなり高精度化が可能．

しかし環境に空気擾乱などの光路差変動があると、周波数、

位相共に計測は極めて難かしい（安達，2001年） 

3) 光路差変動下でも使える位相分布抽出法を開発できれば，

波長可変レーザーの低価格化もあり，カメラ方向からの形状

計測技術は実用化に大きく踏み出すだろう 



カメラを使った形状計測干渉計のイメージ 

波長可変レーザー 

測定物体 
（粗面） 

空気擾乱変動 

２次元カメラ 

１眼レフ用カメラレンズ 



２．距離計測の基礎原理 

光干渉計では 

波長を変えた 
時の位相変化 

故に、波長だけ変える時の位相分布の変化量が
抽出できれば，３次元形状が計測できる． 
 

しかし，空気擾乱下でどのようにして位相を計測するか？ 

OPD：光路差 
Φ：   位相 
λ：  波長 



２-1. １段階目：干渉像間の位相シフト量の抽出 
高さの異なる２点での光強度の時間変化の２回規格化（２回規格化法） 

異なる２画素A,Bでの干渉光強 
度の時間変化 

規格化 

A 

B 

Ｘ（場所） 

ｔ 

ｔ ｔ 

ｔ ｔ 

干渉像の 
場所変化 

擾乱下で撮影した干渉像の位相分布抽出原理（２段階処理） 

擾乱下で位相シフト量が計測可能 



２回目の規格化で位
相シフト量が求まる 

1 

２ 

３ 

２-２．２回規格化法の数式表現 

擾乱下で撮影した干渉像の位相シフト量の抽出原理（１段階目） 

１回目の規格化 



位相分布を得
る（２段階目） 

２-３．２段階目：位相シフト量からの 
           位相分布の抽出 

１段階目で求めた不規則位相シフト量 

時間 

位
相 

位相 

干
渉
光
強
度 

カメラ画像の光強度変化 

最小二乗法の利用 

擾乱下で撮影した干渉像の位相分布抽出原理（２段階処理） 



２−４．位相シフト量(Δψ=Ψk)からの位相分布の抽出 

ランダム振動下で求めた位相シフト量Ψk 

ある波長での 
位相分布 

最小二乗法 

が最小となる    を探す 

と理論的に書ける 

そこで，測定光強度     に関して， 

その数学的説明： 
1. Optical Shop Testing，571p (2007) 
2. J.E.Greivenkamp:OE,23,350p (1984) 
3. Lai &Yatagai:JOSAA,8,822p (1991) 

a1，a2 



の解が最小となる    の条件となる． 

ここで 

故に 

(1) 

(1)より 

a1，a2 

であり， 

と求まる 

求めたい位相 



３．計測光学系と手順 
波長可変レーザー： 
TOPTICA，λ:778.2〜780.6nm 

最大振幅5μmで不規則に 
光路差を変調する 

測定物体 

Manta G-145B 
NIR: 
6.45×6.45μm， 
12bitA/D 



３−１．波長の変更と干渉像撮影（タイムチャート） 

６種の波長で干渉像をそれぞれ30枚撮影．トータル180枚 
 
撮影波長は，778.20nm，778.25nm，778.36nm，778.60nm，779.42nm，780.03nm 

778.20nm 780.03nm 778.60nm 



４．計算処理：ある波長での干渉像からの位相シフト量の抽出 

不規則シフト 
した複数の 
干渉像 

不規則振動 
の最大振幅 
=5.6μm 

不規則振動 
の最大振幅 
=1.0μm 

位相計 
算位置 

３００点で
の位相シ
フト量の計
算値分布 

A B 

11mm x 8.2mm 

Δψk 



4−1．位相シフト量(Δψ=Ψk)からの位相分布の抽出 

ランダム振動下で求めた位相シフト量Ψk 

ある波長λ0での 
位相分布 

最小二乗法 

波長λ0 

波長λ1 



４−２．波長変更に伴う位相の変化量を用いた光路差計測方法 

位相分布:Φ 

平均化2x2 平均化3x3 平均化4x4 

測定方向 

=OPD/2 
10mm 

=0.1nm       とした時
の 
位相差マップは・・・ 

- 平均化サイズについて - 
平均化1x1 



ｘｙ方向の5Ｘ

5で平均化 

４−３．波長変更に伴う位相の変化を用いた光路差計測方法 

=0.02nm =0.1nm =0.4nm 

測定方向 

=OPD/2 

λe=6mm λe=30mm λe=1.5mm 

12mm 

- 波長変更幅について - 

等価波長  を変えて
位相差マップを調べ
ると， 

λe 

，すなわち λe=λ  /Δλ  2  



波長を複数回変えな
がら画像を取得．その
結果を組み合わす． 

=0.02nm 

=0.4nm 

４−４．波長変更と位相差抽出を複数回行う形状計測の高精度化 

位相変化量から広い範囲(15mm)の高さが識
別できる．しかし，位相分解能を0.1πとすると
高さ分解能は15/20mmで低分解能 

位相変化量からの高さ分解能は37μm
と高分解能．しかし，縞の次数は不明 

等価波長λeは30mm 

等価波長λeは1.5mm 



位相差データ複数から画素毎の高精度な光路差を計算 

４−５．波長変更と位相差抽出を複数回行う形状計測の高精度化 
 

=0.1nm λがλ0とλ1の の時の位相差 

=1.2nm λがλ0とλ3の の時の位相差 

=0.4nm λがλ0とλ2の の時の位相差 

測定点 

（λe=6.0mm） 

（λe=1.5mm） 

（λe=0.5mm） 



電子基盤：サイズは45mm x 64mm 
でペイントは無し． 
 
測定領域サイズ：11mm x 26mm 
測定領域内の最高段差:2mm 
 
不規則振動振幅は最大５μm 

５−１．形状測定結果  電子基板の形状測定にトライ 

０次近似 

=0.02nm =0.18nm =0.40nm =1.24nm =2.0nm 
λe=30mm λe=3.4mm λe=1.5mm λe=0.49mm λe=304μm 



５−２．形状測定結果  電子基板の３次元形状測定結果は 

０次近似 

高さを色別で表示 

３次元表示 

3.0mm 



５−３．形状測定結果 百円玉とゲームコインの３次元形状測定 

Ｙ＝194Pixel上での断面高さ変化 
  -高さ分解能は10μｍ前後- 

ゲームコイン 



５−４．試料台の形状を測定し，差し引くと100円玉の形状は 

100円玉の厚みは1.70mm，右上の三角柱は4.0mm. 
共に正しく測定できている． 



6. 結論 

• 光軸方向の振動環境下で撮影した多数枚の干渉画像に対し

て，画像間の位相シフト量を抽出． 

• 抽出した位相シフト量を基に最小二乗法で位相分布を計算し

た． 

• 不規則振動（最大振幅が5μm）下で波長変更(λ=778.2〜

780.3nm)に伴う位相分布の変化量を抽出し，電子基板とコイ

ンの３Ｄ形状を計算した（分解能は約10μm：高さ差160um->2π

の変化）． 

• 測定可能な高さ範囲は10mmぐらい 



想定される用途 

• 狭い開口部から深穴の底面の３次元形状を
計測したい 

• 機械的な可動部を持たずに，高低幅10mmの
段差や面を精度10μmで３次元測定したい 

• カメラ方向から３次元形状測定をしたいが、
空気擾乱があってできない 

 



実用化に向けた課題 

• 現在，波長変更に時間を要している．これを
高速化する必要有り 

• 外乱には小さな空気擾乱から大きな振動まで
ある．大きな振動にも対応できるようにしたい 

• 今は光軸方向の小さな振動には耐性が見込
めるが，光軸と垂直方向の小さな振動にも耐
性を持たせたい 



企業への期待 

• ３次元形状計測装置の取り扱い実績を持つ
企業に製品化を検討して欲しい． 

• 形状測定装置を販売している中，この方法が
利用できそうな用途でどんな詳細要求がある
か知りたい． 
 



本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称：振動環境下での波長走査を用 

          いた形状計測方法及び装置 

• 出願番号  ：特願2014-035873 
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• 発明者    ：安達正明 



お問い合わせ先 

金沢大学ティ・エル・オー 

ライセンシング アソシエイト 山田光俊 

ＴＥＬ 076-264-6114 

ＦＡＸ 076-234-4018 

e-mail info@kutlo.co.jp 
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