
JP 4864005 B2 2012.1.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザビームを照射するレーザ源と、
　ビークルに取り付けられ、前記レーザ源から照射されるレーザビームを受光するレーザ
受信機を備えて、該レーザ受信機上に予め設定された基準位置を基準とした該レーザ受信
機上におけるレーザビームの入射位置を示す信号を発生するように構成されたレーザセン
サと、
　前記ビークルに取り付けられたビークル駆動アクチュエイタと、
　前記ビークルに取り付けられ、前記レーザ受信機上のレーザビームの入射位置を示す信
号を受信するために前記レーザセンサに連結され、そして前記ビークル駆動アクチュエイ
タに連結される制御装置と、
　前記ビークルに取り付けられたエンドエフェクタアクチュエイタと、
　該エンドエフェクタアクチュエイタに連結され、前記制御装置に連結され、製造または
製作プロセスを行うために前記ビークルに取り付けられているエンドエフェクタとを有し
て構成され、
　前記レーザ源は、前記ビークルの進行経路を誘導路に沿うようにするための誘導路を示
すレーザビームと、制御メッセージを示すレーザビームとを、前記レーザセンサに向けて
時分割に照射し、
　前記制御装置は、誘導路を示すレーザビームの前記レーザ受信機上の入射位置と前記レ
ーザ受信機上の基準位置との間の距離が所定の距離よりも大きい場合に、前記ビークル駆
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動アクチュエイタを制御し、
　前記制御装置は、前記レーザセンサから受信される、前記制御メッセージに対応する信
号を認識して解釈するように構成され、
　前記制御装置は、前記エンドエフェクタを制御することを特徴とする、ビークル用の光
レーザ誘導システム。
【請求項２】
　ビークル駆動アクチュエイタはサーボモータを具備している請求項１記載の光レーザ誘
導システム。
【請求項３】
　さらに、ビークル駆動アクチュエイタに関連されるビークル駆動システムを具備し、制
御装置はビークル駆動アクチュエイタによりビークル駆動システムを制御する請求項１記
載の光レーザ誘導システム。
【請求項４】
　ビークル駆動システムは少なくとも１つの駆動可能なホイールを具備している請求項３
記載の光レーザ誘導システム。
【請求項５】
　ビークル駆動システムは少なくとも１つの操縦可能なホイールを具備している請求項３
記載の光レーザ誘導システム。
【請求項６】
　ビークル駆動システムは、第１の駆動機構と第２の駆動機構とを具備し、第１の駆動機
構は第２の駆動機構に関して差相対速度で駆動することが可能である請求項３記載の光レ
ーザ誘導システム。
【請求項７】
　制御装置はビークル駆動アクチュエイタによりビークル駆動システムを制御し、誘導路
を示すレーザビームのレーザ受信機上の入射位置とレーザ受信機上に予め設定された基準
位置との間の距離が所定の距離よりも大きい場合にビークルの移動方向を変化させ、ビー
クルはレーザビームの位置に対応するパスに沿って移動する請求項１記載の光レーザ誘導
システム。
【請求項８】
　ビークルは輪郭表面に対応している３次元路に沿って移動する請求項７記載の光レーザ
誘導システム。
【請求項９】
　誘導路は輪郭表面に対応する３次元路である請求項１記載の光レーザ誘導システム。
【請求項１０】
　さらに、レーザ源を制御するためにレーザ源に連結されているプロセッサを具備してい
る請求項１記載の光レーザ誘導システム。
【請求項１１】
　プロセッサは、輪郭表面上のビークルの向きにより、ビークルの表面路に関してレーザ
センサの位置の横方向のオフセットおよび垂直方向のオフセットを考慮に入れた誘導路プ
ログラミングアルゴリズムに応答してレーザ源を制御する請求項１０記載の光レーザ誘導
システム。
【請求項１２】
　単一のコンピュータシステムがプロセッサと制御装置の両者を具備している請求項１０
記載の光レーザ誘導システム。
【請求項１３】
　レーザ源から、ビークルを誘導するための誘導路を示すレーザビームと、制御メッセー
ジを示すレーザビームとを、前記ビークルに取り付けられたレーザセンサに向けて時分割
に照射するステップと、
　前記レーザセンサ上に設けられたレーザ受信機上の予め設定された基準位置を基準にし
た、該レーザ受信機上におけるレーザビームの入射位置を示す信号を生成して、該信号を
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前記レーザセンサから、前記ビークルに取り付けられた制御装置へ送信するステップと、
　該制御装置により、前記レーザセンサから受信される、前記制御メッセージに対応する
信号を認識して解釈するステップと、
　誘導路を示すレーザビームの前記レーザ受信機上の入射位置と前記レーザ受信機上の基
準位置との間の距離が所定の距離よりも大きい場合に、前記制御装置から、前記ビークル
に取り付けられたビークル駆動アクチュエイタに向けて制御信号を送信するステップとを
有し、
　前記ビークルには、前記制御装置により制御されるエンドエフェクタが取り付けられ、
　該エンドエフェクタにより、少なくとも製造プロセスおよび非製造プロセスのいずれか
１つを実行するステップをさらに有することを特徴とする、レーザビームによりビークル
を誘導する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はビークル誘導システムに関する。特に本発明は光レーザベースのナビゲーショ
ンおよびロボット製造装置用の制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　科学者は数年前から、自動化マシンまたはロボットが人間の代わりに多彩なタスクを行
うように設計されることを予測しており、いつかロボットが日常的な物理的タスクの大部
分を行うという一般的な予測は当たり前になっているが、この視野の実現は進歩が遅い。
現代のマイクロプロセッサの性能は卓越しているが、ロボットマシンが人間により容易に
行われる普通のタスクを実行できる前に、多くの難点が克服されるべきである。それにも
かかわらずこの技術分野では、特に大量生産または高度の正確度の製造プロセスにおける
特定化されたタスクを行うために開発された用途特定ロボットマシンに関して、大きな進
歩がなされている。
【０００３】
　多数の接合された付属物を有する静止ロボットは限定された領域内で特別な動作を行う
ようにプログラムされることができ、あるいはこのようなロボットは移動台により拡張さ
れた領域で転送されることができるが、種々の異なる表面上で移動路をナビゲートできる
自由移動のロボットマシンの開発は更に困難であることが分かっている。移動体ロボット
は自動誘導ビークル（ＡＧＶ）の領域の技術の進歩に依存している。このようなビークル
の多数のナビゲーション方式は、ジャイロスコープ、磁気センサ、ホイールエンコーダ、
無線トランスポンダセンサ、全地球測位システム（ＧＰＳ）またはレーザ反射器のような
技術に基づいて、限定された成功を収めている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　残念ながら、これらの各システムは価格が合理的で必要な正確度と応答時間を与えて
いない。例えば幾つかの既存のシステムは必要な実時間計算が複雑であるために、応答時
間の難点を有する。これらの難点は２次元ではなく３次元のナビゲーション及び制御が考
慮されるときに一層難しくなる。他のシステムはある製造プロセスのように正角度の増加
を必要とする応用では十分な正確性を与えない。さらに、既存の位置付けおよびナビゲー
ションシステムは価格面で無理である。
【０００５】
　したがって、全て過大な価格を必要とせずに、２次元および３次元でビークルの位置を
決定し修正するのに必要な実時間計算の量および複雑性を限定しながら、高度に正確な位
置付けを行うことのできるビークルのナビゲーション及び制御用方法及び装置を提供する
ことが望ましい。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　前述の要件は本発明により十分に満足されることができる。１特徴では本発明の装置及
び方法の幾つかの実施形態では、遠隔ソースから投影されるレーザビームの追跡によって
、２次元および３次元でビークルの位置を決定し補正するのに必要な実時間計算の量およ
び複雑性を制限しながら、高度の正確度で位置付けを行うロボットのようなビークルのレ
ーザベースのナビゲーション誘導及び制御が提供される。
【０００７】
　本発明の１特徴によれば、光レーザ誘導システムはレーザビームの位置を感知し、それ
に応答して位置信号を発生するためのレーザセンサを含んでいる。システムはまたビーク
ル駆動アクチュエイタも含んでいる。レーザセンサとビークル駆動アクチュエイタは制御
装置に連結され、制御装置は位置信号を受信し、その位置信号に応答してビークル駆動ア
クチュエイタを制御する。
【０００８】
　本発明の別の特徴によれば、感知されたレーザビームの位置に関する入力に基づいて制
御装置がビークルを誘導することを可能にする方法は、レーザセンサからの信号の受信を
含んでおり、その信号はレーザビームの位置を表し、表示する信号を解釈する信号である
。その方法は更にレーザビームの位置を追跡するためにビークルを制御する制御信号を発
生し、その制御信号をビークル駆動アクチュエイタへ送信するステップを含んでいる。
【０００９】
　さらに本発明の別の特徴によれば、ビークルの誘導路を生成する方法は、ビークルの誘
導路をダイナミックに生成するためにレーザビームを逐次的に指向する方向のシーケンス
の決定を含んでいる。その方法は更にビークルの誘導路をダイナミックに生成するように
一連の方向のシーケンスでレーザ源を逐次的に指向するための制御信号を発生し、その制
御信号をレーザ源へ送信するステップを決定する。さらに、その方法はビークルの誘導路
をダイナミックに生成するように方向のシーケンスでレーザビームを逐次的に指向するス
テップを含んでいる。
【００１０】
　本発明による更に別の特徴では、光レーザ誘導システムはビークルの誘導路をダイナミ
ックに生成するようにレーザビームを逐次的に指向する方向のシーケンスを決定する手段
を含んでいる。レーザ誘導システムはまたビークルの誘導路をダイナミックに生成するよ
うに方向のシーケンスでレーザ源を逐次的に指向するための第１の制御信号を発生する手
段と、制御信号をレーザ源へ送信する手段とを含んでいる。さらに、レーザ誘導システム
はビークルの誘導路をダイナミックに生成するように方向のシーケンスでレーザビームを
逐次的に指向する手段と、レーザビームの位置を表す信号をレーザセンサから受信する手
段と、表示信号を解釈する手段を含んでいる。さらに、レーザ誘導システムはレーザビー
ムの位置を追跡するようにビークルを制御するための第２の制御信号を発生する手段と、
この第２の制御信号をビークル駆動アクチュエイタへ送信する手段を含んでいる。
【００１１】
　本発明の更に別の特徴によれば、検出されたレーザビームの位置に関する入力に基づい
て制御装置がビークルを誘導することを可能にするコンピュータプログラムプロダクトを
提供する。このコンピュータプログラムプロダクトは制御装置が予め定められた動作を行
うことを可能にするソフトウェア命令と、そのソフトウェア命令を伝えるコンピュータの
読取可能な媒体を含んでいる。予め定められた動作はレーザビームの位置を表す信号をレ
ーザセンサから受信し、その位置を表している信号を解釈してレーザビームの位置を追跡
するようにビークルを制御するための制御信号を発生し、その制御信号をビークル駆動ア
クチュエイタへ送信する動作を含んでいる。結果として、制御装置はレーザビームの位置
を検出するようにビークルを制御することが可能にされる。
【００１２】
　本発明の更に別の特徴によれば、コンピュータがレーザ源に対してビークルの誘導路を
生成させることを可能にするコンピュータプログラムプロダクトを提供する。そのコンピ
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ュータプログラムプロダクトは制御装置が予め定められた動作を行うことを可能にするソ
フトウェア命令と、そのソフトウェア命令を保持するコンピュータの読取可能な媒体を含
んでいる。予め定められた動作は、ビークルの誘導路をダイナミックに生成するためにレ
ーザビームを逐次的に指向する方向のシーケンスを決定し、ビークルの誘導路をダイナミ
ックに生成するように方向のシーケンスでレーザ源を逐次的に指向するための制御信号を
生成し、その制御信号をレーザ源へ送信する動作を含んでいる。結果として、コンピュー
タプロセッサはビークルの誘導路をダイナミックに生成するためレーザ源を制御すること
ができる。
【００１３】
　本発明のある実施形態について広く概説し、その詳細な説明を良好に理解できるように
することにより、技術に対する本発明の貢献がより良好に認識されるであろう。勿論、以
下説明し、特許請求の範囲の主題を形成する本発明の付加的な実施形態が存在する。
【００１４】
　これについて、本発明の少なくとも１つの実施形態を詳細に説明する前に、本発明はそ
の応用において、構造の詳細と、以下の説明で説明されているまたは図面で示されている
コンポーネントの構成に限定されないことが理解されよう。本発明は説明したものに付加
した実施形態が可能であり、種々の方法で実施することができる。またここで使用されて
いる語句及び用語、ならびに要約は説明のためのものであり、技術的範囲の限定としてみ
なされてはならないことが理解されよう。
【００１５】
　このように、当業者はこの説明が基礎とする概念が本発明の幾つかの目的を実行するた
めの他の構造、方法、システムの設計の基礎として容易に使用されることができることを
認識するであろう。それ故、請求項は本発明の技術的範囲を逸脱しない限りにおいて、こ
のような等価構造を含むものと考えられることが重要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明を図面を参照して説明するが、類似の参照符合は全体を通して類似の部分を指し
ている。図１に示されている本発明による好ましい実施形態は、レーザ源12および関連さ
れるプロセッサ14と、ビークル上に設けられたレーザセンサ16と、２つの駆動アクチュエ
イタ、即ちビークルに設けられた駆動ホイールアクチュエイタ18および操縦アクチュエイ
タ20と、関連される制御装置22とを含んでいる光レーザ誘導システム10を提供する。
【００１７】
　この実施形態では、レーザビームは輪郭表面24に対応する誘導路の輪郭を描くように投
影され、レーザセンサ16は連続的またはパルスで投射されることのできるレーザビームの
位置を検出する。ここで使用されているように、誘導路はビークルのナビゲーション誘導
を行うスペースを通して投影された曲線路を表している。誘導路は２次元または３次元表
面に位置するか、それらに対応し、或いは任意の表面から独立することができる。プロセ
ッサ14は予め定められた基準位置に関してレーザビームの位置を決定し、ビークルに投影
された誘導路を追跡させるために操縦アクチュエイタ20にコマンドを送るための制御信号
を発生する。本発明のこの実施形態はしたがって遠隔ソースから投影されたレーザビーム
を追跡することによってビークルのナビゲーション誘導及び制御を行う。
【００１８】
　本発明の別の実施形態は光レーザ誘導システム52の１例を示している図２に示されてい
る。この実施形態はレーザソース16及び関連されるインターフェース制御モジュール26を
含んでいる。この実施形態は２つの駆動アクチュエイタ、即ち駆動サーボモータ28と操縦
サーボモータ30も含んでおり、これらはそれぞれ電子的に制御装置22に連結されている。
さらにこの実施形態は電子的に制御装置22に連結されているエンドエフェクタサーボモー
タ32またはアクチュエイタを含んでいる。レーザセンサ16及び関連されるインターフェー
ス制御モジュール26も制御装置22に連結されている。
【００１９】
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　この実施形態では、駆動サーボモータ28と操縦サーボモータ30は、ビークル上の駆動機
構と操縦機構を含む駆動システムにそれぞれ機械的に結合されている。駆動機構は任意の
適切な装置、または１つのまたは多数の駆動可能なホイール、１つのまたは多数の駆動可
能なトラック等のようなビークルを推進することのできる装置の組合せを含むことができ
る。同様に、操縦機構は任意の適切な装置、または１つのまたは多数の操縦可能なホイー
ル、或いは多数の差速度ホイールまたはトラック等のようなビークルの移動方向を変更で
きる装置の組合せを含むことができる。
【００２０】
　エンドエフェクタサーボモータ32はロボットのエンドエフェクタ、例えばテープ積層材
料分配ヘッドのような製造ツールに機械的に結合されている。このような装置の１例は米
国特許出願第10/437,067号明細書（Vacuum Assisted Ply Placement Shoe and Method、L
edet等、2003年５月14日提出）に記載されている。用語「エンドエフェクタ」はここでは
溶接、切断、穴あけ、洗浄、塗装、処理、転送等を含む製造プロセスまたは非製造タスク
のような幾つかの有用な機能を行うためにビークルまたはロボットに取りつけられること
のできる任意の機構または装置を指すために使用されている。
【００２１】
　この実施形態では、誘導路を描くために外部ソースから投影されるレーザビームはレー
ザセンサ16により検出され、そのレーザセンサはレーザビームの位置を表す電気信号を発
生する。この信号はインターフェース制御モジュール26へ送信され、インターフェース制
御モジュール26は信号を調節し、これを制御装置22へ送信する。制御装置22はレーザセン
サ16に関する予め定められた基準位置に関してレーザビームの位置を決定するためのアル
ゴリズムを実行する。
【００２２】
　基準位置からの予め定められた距離よりも遠いレーザビームに応答して、制御装置22は
レーザビームと基準位置の間の距離と、基準位置からレーザビームへの方向（左または右
）を使用して、適切な電気操縦制御信号を発生し、この信号は操縦サーボモータ30へ送ら
れ、基準位置とレーザビームとの間の距離に比例して、操縦サーボモータ30を特定の角度
位置へ回転させ、操縦可能なホイールはビークル路を誘導路の方向へ修正して調節する方
向の特定の角度に向けられる。操縦制御信号を連続的に調節することによって、制御装置
22は投影されたレーザビームをビークルに追跡させる。
【００２３】
　図２に示されている１例のレーザセンサ16は構造産業ではグレーダ制御システムで普通
に使用されるタイプのフォトダイオードアレイを具備する線形のレーザ受信機である。こ
れらのシステムでは、感光性セルのアレイは、アレイ上の予め定められた基準の高さに関
して、投影されたレーザビームがアレイに衝突する高さを認識するための比例レーザ受信
機として構成されることができる。これらのシステムでは、レーザビームは構造場所の所
望のグレードレベルからの予め定められた高さに投影され、レーザ受信機はグレーダブレ
ードの下部エッジからその高さに取り付けられる。グレード動作期間中、グレードレベル
はレーザビームの高さと基準の高さとの差に関して手作業でまたは自動的に調節され、そ
れによって正確なグレードレベルを維持する。
【００２４】
　本発明の１実施形態はApache Technologies BULLSEYE（商標名）5MCの比例レーザ受信
機を有している。それにもかかわらず、ビークル応用に適するのに十分な正確度を有する
任意の光検出器がレーザセンサ16として代りに使用されることができることが認識されよ
う。これは１以上の感光性または光能動性アレイを有する任意の適切な装置を含んでいる
。例えば本発明の１実施形態はレーザセンサ16として電荷結合装置（ＣＣＤ）カメラまた
はマシンビジョンシステムを構成することができる。
【００２５】
　レーザセンサ16は線形または比例であってもよく、アレイに対するレーザビームの入射
に関する１次元の位置的なフィードバック（例えば上下または左右）を提供してもよく、
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或いは２次元の位置的なフィードバック（例えば前後左右）を行ってもよい。１実施形態
では、３６０度の比例レーザ受信機における４つの線形の感光性アレイのうちの３つはデ
ィスエーブルされ、レーザ受信機の１表面上の残りの１つの感光性アレイが入射する光ビ
ームの検出に使用される。さらに、感光性アレイは磨耗されたテクスチャ仕上げで赤色光
フィルタペインにより被覆され、色のスペクトルと投射レーザビームの屈折拡散を制御す
る。光濾波ペインはまた周囲のソースにより生じる影響を最少にすることによって感光性
アレイの性能を強化する。
【００２６】
　本発明の幾つかの好ましい実施形態では、インターフェース制御モジュール26は、使用
される特定のレーザセンサ16と制御装置22との間の適合性に適するようにレーザセンサ16
からの位置的なフィードバック信号を調節する。本発明の幾つかの実施形態では、特定の
レーザ受信機と共に使用されるように製造された市場で入手可能な制御ボックスが用いら
れる。
【００２７】
　例えば、本発明の特定の実施形態では、Apache Technologies Model 24制御ボックスが
所望の機能を行うために変形して使用される。この実施形態では、インターフェース制御
モジュール26は使用される感光性ダイオードのアレイを１５個のセグメントまたはバンド
へアレイを横切って効率的に分割する。１つのセグメントはアレイの中心またはレーザ受
信機の中心に存在する。さらに７個のバンドは中心セグメントのいずれかの側面に位置す
る。インターフェース制御モジュール26はユーザにセグメントまたはバンドの実効的な幅
を変化する能力を提供し、したがって位置信号の正確度と感光性アレイのアクチブ部の幅
全体を変化させる。さらに、インターフェース制御モジュール26は出力信号のリフレッシ
ュレート、即ち出力信号を更新させる頻度を調節する能力を提供する。
【００２８】
　他の実施形態では、実施形態で使用される特定のレーザセンサ16と制御装置22とにした
がって、異なるインターフェース制御モジュール26が含まれることができる。レーザセン
サ16と制御装置22と完全なインターフェースに対する適合能力のための全ての適切な機能
を含むさらに他の実施形態では、インターフェース制御モジュール26は随意選択的であり
、したがってシステムの機能全体に影響せずに省略される。
【００２９】
　適切な制御装置22の概略図が図３に示されている。この制御装置22は、プロセッサ34と
、メモリ36と、駆動サーボモータ28、操縦駆動モータ30、エンドエフェクタサーボモータ
32にそれぞれ対応する３つのサーボ駆動増幅器38、40、42とを含んでいる。制御装置22は
また３つのサーボ駆動増幅器38、40、42とプロセッサ34にそれぞれ対応する入力／出力（
Ｉ／Ｏ）ポート44、46、48、50を含んでいる。
【００３０】
　制御装置22はさらに、例えば対話、メニュー駆動、視覚的ディスプレイベースのユーザ
インターフェースにより、ユーザへ情報を通信し、ユーザの入力を受けるためのディスプ
レイまたはモニタ或いはキーまたはボタンのようなユーザインターフェースを含むことが
できる。本発明の種々の実施形態は音声付勢システムを含めた一体化された可視的表示装
置またはボタン或いはキーを有するかそれらをもたない任意の数の適切な機能ユーザイン
ターフェース方式を含んでいる。
【００３１】
　本発明の幾つかの実施形態では、レーザセンサ16からの入力信号を処理し、駆動ホイー
ルアクチュエイタ18、操縦アクチュエイタ20、エンドエフェクタアクチュエイタ32の制御
信号を発生するための命令を含むコンピュータプログラムはＩ／Ｏポート50によって制御
装置22へパーソナルコンピュータからまたは、コンピュータの読取可能な媒体からオブジ
ェクトコードを読取りそれを制御装置22へ送信することのできるその他の装置からダウン
ロードされ、プログラムはメモリ36中に記憶される。プロセッサ34はプログラムを実行し
、これはレーザ受信機アレイの中心からレーザビームへの方向（左または右）と距離を決
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定し、操縦サーボ駆動増幅器40へ送信される応答制御信号を発生するためのアルゴリズム
を行う。操縦サーボ駆動増幅器40は制御信号を増幅し、結果的な操縦制御信号をＩ／Ｏポ
ート46により操縦サーボモータ30へ送信する。
【００３２】
　ビークルまたはロボットの態様は、プログラムが動作する時間量、移動されるコースの
長さまたはビークルが動作する速度のようなプログラムにおけるあるパラメータを変化す
ることにより変更されることができる。幾つかの実施形態では、これらのパラメータはコ
ンピュータプログラムを変更することにより変化されることができる。別の実施形態では
、プログラムはこれらのパラメータを設定するためのプログラムの開始時にユーザ入力を
リクエストすることができる。さらに他の別の実施形態では、プログラムはユーザに対し
て、あるパラメータを入力するか、予めプログラムされたデフォルトパラメータを使用す
るかの選択をユーザに与えることができる。
【００３３】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態では、投影されるレーザの誘導路に加えて、レー
ザセンサ16は光制御メッセージも受信できる。例えばレーザセンサ16は誘導路が通常受け
られる中心領域から遠いレーザセンサ16部分上でシンボル、バーコードまたは形状を弁別
するためのレーザセンサ16の能力にしたがって、予め定められたシンボル、バーコードま
たは形状の形態の光制御メッセージと共に誘導路を断続的に受けることができる。制御装
置22は種々のこのような光制御メッセージを認識し、それぞれビークルまたはロボットの
付加的な機能のための制御信号を発生するようにプログラムされることができる。
【００３４】
　特定の例として、図２に示されている光レーザ誘導システム52では、いずれかの側にレ
ーザ受信機の感光性アレイの中央セグメントと７つのバンドのうちの５つを表す位置フィ
ードバック信号に応答して、制御装置22は操縦制御信号を発生するようにプログラムされ
ることができる。この例では、制御装置22はさらに感光性アレイのいずれかの端部で２つ
のバンドから受信される位置フィードバックに基づいて付加的な制御信号を発生するよう
にプログラムされることができる。したがって動作期間中の幾つかの時点で、レーザビー
ムはビークルまたはロボットに対して、エンドエフェクタを前方駆動、逆方向駆動、停止
、上げ下げ等の予め定められた機能を行うように命令するために瞬間的にこれらの外部の
４つの帯域のうちの１つを目標とすることができる。
【００３５】
　特定の例として、中心の右側の最後の（第７の）バンドを表す位置フィードバックに応
答して、制御装置22はテープ積層材料分配ヘッドを上げるためにエンドエフェクタサーボ
駆動増幅器42へ送信するための制御信号を発生するようにプログラムされることができる
。サーボ駆動増幅器42はテープ積層材料分配ヘッドを予め定められた位置まで上げるため
に、制御信号を増幅し、Ｉ／Ｏポート48により結果的なエンドエフェクタ制御信号をエン
ドエフェクタサーボモータ32へ送信する。
【００３６】
　同様に、操縦制御に使用されないレーザ受信アレイの残りのバンドまたはセグメントは
、付加的な個々の制御メッセージを割当てられることができ、それに応答して、制御装置
22は駆動ホイールアクチュエイタ18、操縦アクチュエイタ20、エンドエフェクタアクチュ
エイタ32の能力とこれらのそれぞれに取り付けられた機構にしたがって付加的な機能を命
令するようにプログラムされることができる。
【００３７】
　本発明の別の実施形態では、他の制御メッセージ方式は、このような制御メッセージを
認識し弁別するために１実施形態で使用される特定のレーザセンサ16の能力にしたがって
制御装置22にプログラムされることができる。同様に、本発明の他の別の実施形態は付加
的な位置信号または制御メッセージを受信するため制御装置22に連結される多数のレーザ
センサを備えることができる。
【００３８】
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　１つの好ましい実施形態のエンドエフェクタアクチュエイタ32はテープ積層材料分配ヘ
ッドに結合されているが、本発明の別の実施形態においては、任意の他の装置がテープ積
層材料分配ヘッドの代わりにエンドエフェクタアクチュエイタ32に結合されることができ
ることが認識されるであろう。例えばエンドエフェクタは穿孔取付け、または研磨マシン
取付けまたは塗布具、或いは任意の他の製造工具または非製造プロセスを行うように構成
されている任意の装置を具備することができる。さらに、与えられた実施形態で使用され
る特定のエンドエフェクタにしたがって、制御装置22はサーボモータ以外の電子機械装置
を制御するように構成されることができ、このような装置は使用される特定のエンドエフ
ェクタとインターフェースし、その機能を制御するために必要とされるように本発明の種
々の実施形態に含まれることができる。
【００３９】
　さらに、図２に示されている実施形態は単一のエンドエフェクタサーボモータ32を示し
ているが、別の実施形態では付加的なエンドエフェクタ機構のための付加的なサーボモー
タを備えることができる。したがって、本発明の１実施形態は、全て制御装置22に連結さ
れビークルまたはロボットに取り付けられている穿孔取付け、研磨マシン取付け、塗布工
具のような多数のエンドエフェクタを具備することができる。
【００４０】
　さらに、本発明による他の実施形態は１、２、３個以上を超えるサーボモータを駆動す
るように構成された１、２、３個を超えるサーボ駆動増幅器を具備する制御装置22を含む
ことができる。さらに本発明の１実施形態はそれぞれ多数のサーボ駆動増幅器を含んでい
る多数の制御装置を有することができる。本発明の別の実施形態では、多数の制御装置を
多数のレーザセンサと組み合わせると、任意の数のサーボモータが単一のビークルまたは
ロボットで、または多数のビークルまたはロボットで同時に制御されることができる。
【００４１】
　独立した制御装置22を使用する光レーザ誘導システム52の１例が図２に示されているが
、制御装置22の幾つかまたは全ての機能が、制御装置22に連結されるパーソナルコンピュ
ータを含めた外部の、付加的または代りのコンピュータプロセッサにより行われることが
できることが認識されるであろう。本発明の幾つかの好ましい実施形態では、制御装置22
は通信ポート50と、パーソナルコンピュータへ結合するための対応する外部コネクタを含
み、これはソフトウェアを制御装置22へダウンロードするために使用されるか、または制
御装置22の機能を置換するかそれに付加することができる。
【００４２】
　幾つかの好ましい実施形態では、ユーザは制御装置22に連結されているパーソナルコン
ピュータを使用して手作業でコマンドを入力することができる。このような手作業のコマ
ンドに応答して、制御装置22は適切な制御信号をサーボモータ16、18、20のうちの１つへ
送信するために適切な制御信号を発生することができる。例えば好ましい実施形態では、
ユーザは手作業でコマンドを入力して、ビークルまたはロボットにスタートまたはストッ
プさせ、前方または逆方向に駆動させ、或いはエンドエフェクタにそのエンドエフェクタ
を上げ下げする等の幾つかのタスクを行わせることができる。それに応答して、パーソナ
ルコンピュータはコマンド信号を制御装置22へ送信し、それは結果的な制御信号を発生し
て駆動サーボモータ16を特定されたまたは予め定められた速度でいずれかの方向に回転さ
せ、またはエンドエフェクタサーボモータ32を回転させる。
【００４３】
　本発明の装置及び方法の別の好ましい実施形態では、図２に示されている前述のコンポ
ーネントは図１に示されているようにレーザソース12と組み合わせられる。この実施形態
では、レーザソース12はプロセッサ14に連結されているレーザ投影装置を含んでいる。プ
ロセッサ14は誘導路または光制御メッセージを逐次的に投影するためにレーザビームを指
向する方向のシーケンスを決定し、レーザ投影制御信号を発生するアルゴリズムを実行す
る。例えば本発明の好ましい実施形態では、プロセッサ14は誘導路プログラミングアルゴ
リズムにより発生されたデータファイルに応答してレーザ投影装置制御信号を発生する。
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レーザ投影装置はこの制御信号を受信し、それに応答して、静止フレーム写真のシーケン
スから作られる動画に類似の方法で、結果的な誘導路が連続的に現われる頻度で、短時間
に誘導路に沿った特定位置にレーザビームを投影し、別の短時間に誘導路に沿った別の位
置にレーザビームを投影する。
【００４４】
　レーザ誘導システム10と共に使用するための適切なレーザ投影装置の１例はＶｉｒｔｅ
ｋ　ＬａｓｅｒＥｄｇｅ（商標名）投影システムであり、それは２次元および３次元の製
造テンプレートを作業表面に投影するための製造プロセスで使用するために開発された。
このタイプのシステムでは、コンピュータプロセッサはミラーの組合せにより単一の正確
なレーザビームを制御し、そのレーザビームは逐次的に作業表面へ投影されまたは走査さ
れて、２次元または３次元の設計テンプレートの高い正確度の可視的外形を生成し、伝統
的な物理的マスクまたはテンプレートと置換される。これらのシステムの再生可能な正確
度を確実にするために、レーザ反射器がワークピースまたは製造工具上に置かれ、反射さ
れるレーザビームの角度が作業表面に関するレーザ投影装置の正確な位置を決定するため
に使用される。
【００４５】
　さらに、このタイプのレーザ投影システムは書き込まれる命令をワークピースまたは製
造工具の表面へ投影するようにプログラムされることができる。この種の正確なレーザの
テンプレート化及び位置付けは航空宇宙および交通システム製造、特に複雑なコンポーネ
ントの製造および、予め作られた屋根のセグメント、ドア、壁のパネル、床のトラスのよ
うな予め作られた建築コンポーネントの製造で広く使用されている。
【００４６】
　このタイプの投影システムは米国特許第5,381,258号明細書に記載されており、その全
体がここで参考として組み込まれている。しかしながら、２次元の誘導路を投影すること
のできる任意のレーザ投影システム、または３次元の誘導路を投影することのできる任意
のレーザ投影システムは本発明の実施形態におけるレーザ投影装置の目的に対しては十分
である。
【００４７】
　幾つかの実施形態では、誘導路は２次元であり、即ち誘導路は平面に対応し、或いは製
造ワークピースまたは工具の場合のように例えば輪郭表面に対応して３次元であることが
できる。さらに誘導路はビークルまたはロボットが移動する実際の物理的表面上に存在し
てもよく、或いはビークルに取り付けられるときレーザセンサ16の高さと向きに対応して
表面の上方に距離をおいて存在することもできる。
【００４８】
　本発明のある好ましい実施形態の利点は、誘導路プログラミングアルゴリズムがビーク
ルの表面路に関してレーザセンサ16の位置の横方向および垂直方向のオフセットを考慮し
、オフセット情報を誘導路データファイルに含ませることであり、それはプロセッサ14と
適合可能なフォーマットに変換される。例えばレーザビームがレーザセンサ16により直接
受信されるか受光される１実施形態では、誘導路プログラミングアルゴリズムはビークル
の向きと、誘導路またはビークル路に沿った任意の所定の点におけるレーザセンサ16の結
果的な位置を考慮に入れる。この機能は特に、ビークルのベースの形態と移動表面の局部
的な外形が、レーザセンサ16の向きが誘導路またはビークル路に対応する移動表面上の１
点に垂直な線に対応しないという点で有用である。
【００４９】
　誘導路は連続的な投影ではなく、個々の点またはドットの逐次的な投影であるので、レ
ーザ投影装置は誘導路に加えてグラフィックコードまたは光制御メッセージを同時に投影
するようにプログラムされることができる。この場合、プロセッサ14はレーザセンサ16の
遠隔部分にレーザビームを断続的に投影するようにレーザ投影装置に命令し、それによっ
て誘導路自体から弁別されることができ、制御装置22が認識及び解釈するようにプログラ
ムされるグラフィックシンボルまたは形態を形成する。



(11) JP 4864005 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【００５０】
　個々のレーザ投影装置を使用するレーザ源12の１例が図１に示されているが、多数のレ
ーザ投影がより大きな領域をカバーするために使用されることができることが認識される
であろう。したがって、代わりの実施形態では、任意の数の個々のレーザ投影装置が可視
的に任意の大きさの領域にわたって効率的に誘導路を投影するため直列または並列に接続
されることができる。
【００５１】
　本発明の更に別の実施形態では、回転しているレーザが２次元の誘導路の投影に使用さ
れることができる。この簡単にされたレーザ源12はコンピュータ処理を必要とせず、した
がってプロセッサと独立して動作できる。
【００５２】
　図１に示されている例のプロセッサ14は通常のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）を表し
ているが、他の実施形態では、プロセッサ14はサーバ、ネットワーク化されたサーバまた
はパーソナルコンピュータ、メインフレームコンピュータ等の集合体のような任意の適切
なデータ処理システムを含むことができることが認識されるであろう。さらに幾つかの実
施形態では、プロセッサ14と制御装置22の両者の機能は各レーザセンサ16、アクチュエイ
タ18、20、32、レーザ源12に連結されている単一のコンピュータ中に結合されることがで
きる。
【００５３】
　同様に、プロセッサ14により行われる処理機能は、関連されるキーボード、マウス、モ
ニタのような周辺装置を有するコンピュータシステムによって、または関連される周辺装
置をもたないコンピュータシステムによって別の実施形態で同様に行われることができる
ことが認識されるであろう。さらに、プロセッサ14により行われる処理機能は幾つかの実
施形態では、レーザ投影装置中に含まれる埋設されたシステムにより行われることができ
る。
【００５４】
　さらに、図１、２、３の種々の例の通信リンクは直接ケーブル接続を使用して示されて
いるが、設計により所望され、或いは必要とされるように、他の実施形態は、任意の関連
される送信プロトコルと共に、モデム、ネットワークインターフェースカード、直列バス
、並列バス、ＬＡＮまたはＷＡＮインターフェース、無線または光インターフェース等を
含めたプロセッサベースのシステムを結合するように構成される任意の関連されるソフト
ウェアまたはファームウェアを含む装置の任意の組合せを有することができることが認識
されるであろう。
【００５５】
　さらに、図１、２、３の任意の通信リンクは別の実施形態では、私設ネットワーク、公
共ネットワーク、構内網（ＬＡＮ）、広域網（ＷＡＮ）、イーサネット（登録商標）ベー
スのシステム、トークンリンク、インターネット、イントラネットまたはエクストラネッ
ト、付加価値通信網、ＴＩまたはＥ１装置を含む電話ベースのシステム、非同期転送モー
ド（ＡＴＭ）ネットワーク、有線システム、無線システム、光学システム、任意の多数の
分布処理ネットワークまたはシステムの組合せ等を含めた、コンピュータベースのシステ
ムを連結することのできる装置及びシステムの実行可能な種々の組合せを含む通信ネット
ワークによって置換或いは補足されることができる。
【００５６】
　本発明の多くの特徴及び利点は明細書の詳細な説明から明白であり、したがって特許請
求の範囲によって、本発明の技術的範囲内が本発明の全てのこのような特徴および利点を
カバーすることを意図している。さらに、多数の変形及び変更が当業者により容易におこ
なわれるので、本発明をここで示し説明した構造及び動作と同じであるように限定するこ
とを望むものではなく、全ての適切な変形および等価物は本発明の技術的範囲に含まれる
べきである。
【図面の簡単な説明】
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【００５７】
【図１】本発明の好ましい実施形態による光レーザ誘導システムを示す図。
【図２】本発明の別の好ましい実施形態による光レーザ誘導システムを示す図。
【図３】図２の光レーザ誘導システムに適合する制御装置のシステムアーキテクチャを示
す図。

【図１】 【図２】

【図３】
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