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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）であって、
　反対側にある第１の端部および第２の端部を有する手動で位置付けることが可能な関節
アーム部であって、複数の接続されたアームセグメントを含み、前記アームセグメントの
それぞれが、位置信号を生成するためのエンコーダを含む、アーム部と、
　前記第１の端部に結合された測定デバイスと、
　複数のエンコーダそれぞれからの前記位置信号を受信し、前記測定デバイスの位置に対
応するデータを提供するように構成された電子回路と、
　前記測定デバイスと前記第１の端部の間に配置されたプローブ端と、
　前記プローブ端に取り外し可能なように結合されたアクセサリデバイスと、
　前記複数のエンコーダそれぞれに結合する複数のインターフェース回路に結合された双
方向のエンコーダデータバスであって、前記電子回路に前記複数のインターフェース回路
それぞれからの前記位置信号を送信するとともに、前記電子回路からの第１制御信号を前
記複数のインターフェース回路それぞれに送信するように構成された、エンコーダデータ
バスと、
　前記アクセサリデバイスおよび前記電子回路に結合された双方向の第１のデバイスデー
タバスであって、前記アクセサリデバイスから前記電子回路にアクセサリデバイスデータ
を送信および前記電子回路から第２制御信号を前記アクセサリデバイスに送信するために
、前記エンコーダデータバスと同時に、前記エンコーダデータバスとは独立して動作する
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ように構成された、第１のデバイスデータバスと、
　複数の前記位置信号および前記アクセサリデバイスデータの取り込みを同期させるため
に、前記電子回路からの第３制御信号を前記複数のインターフェース回路および前記アク
セサリデバイスに送信するように構成された取り込みバスと、
　を含むことを特徴とする可搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）。
【請求項２】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記位置信号が、カウントを含むこと
を特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項３】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記アクセサリデバイスが、レーザラ
インプローブ、カメラ、バーコードスキャナ、熱スキャナ、ビデオカメラ、光源、画像プ
ロジェクタ、マイクロホン、音声記録システム、およびペイントスプレーノズルのうちの
少なくとも１つを含むことを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項４】
　請求項３に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記測定デバイスが、接触プローブで
あることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項５】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスが、前記測
定デバイスに結合されることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項６】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスが、前記プ
ローブ端または前記測定デバイスから前記電子回路にボタン選択を送信するようにさらに
構成されることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項７】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスが、前記ア
クセサリデバイスから前記電子回路にボタン選択データを送信するようにさらに構成され
ることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項８】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスが、前記ア
ームセグメントから前記電子回路に温度データを送信するようにさらに構成されることを
特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項９】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記第１のデバイスデータバスが、前
記アクセサリデバイスの特性を特定するためのデータを前記アクセサリデバイスから前記
電子回路に送信するようにさらに構成されることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項１０】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記測定デバイスが接触プローブであ
り、前記アクセサリデバイスがレーザラインプローブ（ＬＬＰ）であり、前記アクセサリ
デバイスデータが前記ＬＬＰによって生成された複数の２次元データ値を含むことを特徴
とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記測定デバイスが接触プローブであ
り、前記アクセサリデバイスがカメラであり、前記アクセサリデバイスデータがカメラに
よって生成された画像データを含むことを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項１２】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスおよび前記
第１のデバイスデータバスが、非同期バスであることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項１３】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスおよび前記
第１のデバイスデータバスが、異なる速度で動作することを特徴とする可搬型のＡＡＣＭ
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Ｍ。
【請求項１４】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスおよび前記
第１のデバイスデータバスが、異なるバス幅を有することを特徴とする可搬型のＡＡＣＭ
Ｍ。
【請求項１５】
　請求項１に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記アクセサリデバイスおよび前記電
子回路に接続された第２のデバイスデータバスであって、前記エンコーダデータバスとは
独立して動作するように構成された、第２のデバイスデータバスをさらに含むことを特徴
とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項１６】
　可搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）であって、
　反対側にある第１の端部および第２の端部を有する手動で位置付けることが可能な関節
アーム部であって、複数の接続されたアームセグメントを含み、前記アームセグメントの
それぞれが、位置信号を生成するためのエンコーダを含む、アーム部と、
　前記第１の端部に結合された測定デバイスと、
　複数の前記エンコーダそれぞれからの前記位置信号を受信し、前記測定デバイスの位置
に対応するデータを提供するように構成された電子回路と、
　前記測定デバイスと前記第１の端部の間に配置されたプローブ端と、
　前記複数のエンコーダそれぞれに結合した複数のインターフェース回路に結合された双
方向のエンコーダデータバスであって、前記電子回路に前記複数のインターフェース回路
それぞれからの前記位置信号を送信および前記複数のインターフェース回路それぞれに前
記電子回路からの第１制御信号を送信するように構成された、エンコーダデータバスと、
　前記測定デバイスおよび前記電子回路に結合された双方向の第１のデバイスデータバス
であって、前記電子回路に前記測定デバイスからの測定デバイスデータを送信および前記
測定デバイスに前記電子回路からの第２制御信号を送信するために、前記エンコーダデー
タバスと同時に、前記エンコーダデータバスとは独立して動作するように構成された、第
１のデバイスデータバスと、
　複数の前記位置信号および前記測定デバイスデータの取り込みを同期させるために、前
記複数のインターフェース回路および測定デバイスに前記電子回路からの第３制御信号を
送信するように構成された取り込みバスと、
　を含むことを特徴とする可搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスおよび前
記第１のデバイスデータバスが、非同期バスであることを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ
。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスおよび前
記第１のデバイスデータバスが、異なる速度で動作することを特徴とする可搬型のＡＡＣ
ＭＭ。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスおよび前
記第１のデバイスデータバスが、異なるバス幅を有することを特徴とする可搬型のＡＡＣ
ＭＭ。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記測定デバイスおよび前記電子回
路に接続された第２のデバイスデータバスであって、前記エンコーダデータバスとは独立
して動作するように構成された、第２のデバイスデータバスをさらに含むことを特徴とす
る可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項２１】
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　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記位置信号が、カウントを含むこ
とを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項２２】
　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスが、さら
に、前記測定デバイスから前記電子回路にボタン選択データを送信するように構成される
ことを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【請求項２３】
　請求項１６に記載の可搬型のＡＡＣＭＭであって、前記エンコーダデータバスが、さら
に、前記アームセグメントから前記電子回路に温度データを送信するように構成されるこ
とを特徴とする可搬型のＡＡＣＭＭ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本開示は、座標測定機に関し、より詳細には、複数の独立したバスを有する可搬型の関
節アーム座標測定機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、２０１０年１月２０日に出願した仮出願第６１／２９６，５５５号、２０１
０年６月１６日に出願した仮出願第６１／３５５，２７９号、および２０１０年６月４日
に出願した仮出願６１／３５１，３４７号の利益を主張するものであり、これらの仮出願
の内容は、それらの全体を本願に引用して援用する。
【０００３】
　可搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）は、部品の製造または生産のさまざまな
段階（例えば、機械加工）の間に部品の寸法を迅速かつ正確に確認するニーズが存在する
部品の製造または生産に広く使用されている。可搬型のＡＡＣＭＭは、特に、比較的複雑
な部品の寸法の測定を実行するのにかかる時間量の中で、知られている据え付け式のまた
は固定式の、コストが高く、使用するのが比較的難しい測定設備と比べて大きな改善を示
す。通常、可搬型のＡＡＣＭＭのユーザは、単純に、測定されるべき部品または物体の表
面に沿ってプローブを導く。次に、測定データが記録され、ユーザに提供される。場合に
よっては、データは、視覚的な形態、例えば、コンピュータスクリーン上の３次元（３Ｄ
）の形態でユーザに提供される。その他の場合、データは、数字の形態でユーザに提供さ
れ、例えば、穴の直径を測定するとき、テキスト「直径＝１．００３４」がコンピュータ
スクリーン上に表示される。
【０００４】
　先行技術の可搬型の関節アームＣＭＭの一例が、同一出願人による米国特許第５，４０
２，５８２（‘５８２）号に開示されており、この米国特許は、その全体を本願に引用し
て援用する。‘５８２号特許は、一端に支持基部を、他端に測定プローブを有する手動操
作式の関節アームＣＭＭを備える３Ｄ測定システムを開示する。同一出願人による米国特
許第５，６１１，１４７（‘１４７）号は、類似の関節アームＣＭＭを開示しており、こ
の米国特許は、その全体を本願に引用して援用する。‘１４７号特許においては、関節ア
ームＣＭＭは、プローブ端の追加的な回転軸を含むいくつかの特徴を含み、それによって
、２－２－２軸構成または２－２－３軸構成（後者は７軸アームである）のどちらかを有
するアームを提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第５，４０２，５８２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，６１１，１４７号明細書
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在のＡＡＣＭＭにおいては、エンコーダデータを含む測定データが収集され、関節ア
ームＣＭＭ内に配置されたアームバスに沿って送信される。単一のバスを使用することの
欠点は、バス速度およびバス幅などのバスの特性が、エンコーダおよびエンコーダデータ
の要求によって規定されることである。単一のバスを使用することの別の欠点は、アーム
バスで送信可能な非エンコーダデータの量が、エンコーダデータによって使用される容量
を考慮した後のアームバスの残りの容量によって制限されることである。既存のＡＡＣＭ
ＭはそれらのＡＡＣＭＭの意図される目的に適してはいるが、必要とされるのは、改善さ
れたアームバスを提供するための本発明の実施形態の特定の特徴を有する可搬型のＡＡＣ
ＭＭである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施形態は、可搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）である。ＡＡＣＭＭは、
反対側にある第１の端部および第２の端部を有する手動で位置付けることが可能な関節ア
ーム部であって、複数の接続されたアームセグメントを含み、アームセグメントのそれぞ
れが、位置信号を生成するための少なくとも１つの位置トランスデューサを含む、アーム
部を含む。ＡＡＣＭＭは、第１の端部および電子回路に結合された測定デバイスも含む。
電子回路は、少なくとも１つの位置トランスデューサからの位置信号を受信し、測定デバ
イスの位置に対応するデータを提供するように構成される。ＡＡＣＭＭは、測定デバイス
と第１の端部の間に配置されたプローブ端、プローブ端に取り外し可能なように結合され
たアクセサリデバイス、エンコーダデータバス、および第１のデバイスデータバスをさら
に含む。エンコーダデータバスは、少なくとも１つのトランスデューサおよび電子回路に
結合され、エンコーダデータバスは、電子回路に位置信号を送信するように構成される。
第１のデバイスデータバスは、アクセサリデバイスおよび電子回路に結合される。第１の
デバイスデータバスは、アクセサリデバイスから電子回路にアクセサリデバイスデータを
送信するために、エンコーダデータバスと同時に、エンコーダデータバスとは独立して動
作するように構成される。
【０００８】
　別の実施形態は、反対側にある第１の端部および第２の端部を有する手動で位置付ける
ことが可能な関節アーム部であって、複数の接続されたアームセグメントを含み、アーム
セグメントのそれぞれが、位置信号を生成するための少なくとも１つの位置トランスデュ
ーサを含む、アーム部を含む可搬型のＡＡＣＭＭである。ＡＡＣＭＭは、第１の端部およ
び電子回路に結合された測定デバイスも含む。電子回路は、少なくとも１つの位置トラン
スデューサからの位置信号を受信し、測定デバイスの位置に対応するデータを提供するよ
うに構成される。ＡＡＣＭＭは、測定デバイスと第１の端部の間に配置されたプローブ端
、エンコーダデータバス、および第１のデバイスデータバスをさらに含む。エンコーダデ
ータバスは、少なくとも１つのトランスデューサおよび電子回路に結合され、エンコーダ
データバスは、電子回路に位置信号を送信するように構成される。第１のデバイスデータ
バスは、測定デバイスおよび電子回路に結合される。第１のデバイスデータバスは、エン
コーダデータバスと同時に、エンコーダデータバスとは独立して動作するように構成され
る。
【０００９】
　さらなる実施形態は、可搬型のＡＡＣＭＭを動作させる方法である。方法は、エンコー
ダデータバスを介して位置信号を受信するステップを含む。受信するステップは、可搬型
のＡＡＣＭＭの電子回路による。可搬型のＡＡＣＭＭは、反対側にある第１の端部および
第２の端部を有する手動で位置付けることが可能な関節アーム部であって、複数の接続さ
れたアームセグメントを含み、各アームセグメントが、位置信号を生成するための少なく
とも１つの位置トランスデューサを含む、アーム部を含む。可搬型のＡＡＣＭＭは、第１
の端部に結合された測定デバイス、測定デバイスと第１の端部の間に配置されたプローブ
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端、プローブ端に取り外し可能なように結合されたアクセサリデバイス、電子回路、少な
くとも１つの位置トランスデューサおよび電子回路と通信しているエンコーダデータバス
、ならびにアクセサリデバイスおよび電子回路と通信しているデバイスデータバスをさら
に含む。アクセサリデバイスデータが、電子回路で受信される。アクセサリデバイスデー
タは、デバイスデータバスを介してアクセサリデバイスから受信される。デバイスデータ
バスは、エンコーダデータバスと同時に、エンコーダデータバスとは独立して動作する。
【００１０】
　ここで図面を参照して、本開示の範囲全体に関して限定的であると解釈されるべきでな
く、要素がいくつかの図で同様に付番されている例示的な実施形態が示される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａおよび１Ｂを含む、本発明のさまざまな態様の実施形態を中に有する可
搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）の斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ａおよび１Ｂを含む、本発明のさまざまな態様の実施形態を中に有する可
搬型の関節アーム座標測定機（ＡＡＣＭＭ）の斜視図である。
【図２Ａ】一緒に作られた図２Ａ～２Ｄを含む、一実施形態による、図１のＡＡＣＭＭの
一部として利用される電子機器の構成図である。
【図２Ｂ】一緒に作られた図２Ａ～２Ｄを含む、一実施形態による、図１のＡＡＣＭＭの
一部として利用される電子機器の構成図である。
【図２Ｃ】一緒に作られた図２Ａ～２Ｄを含む、一実施形態による、図１のＡＡＣＭＭの
一部として利用される電子機器の構成図である。
【図２Ｄ】一緒に作られた図２Ａ～２Ｄを含む、一実施形態による、図１のＡＡＣＭＭの
一部として利用される電子機器の構成図である。
【図３Ａ】一緒に作られた図３Ａおよび３Ｂを含む、一実施形態による、図２の電子デー
タ処理システムの詳細な特徴を示す構成図である。
【図３Ｂ】一緒に作られた図３Ａおよび３Ｂを含む、一実施形態による、図２の電子デー
タ処理システムの詳細な特徴を示す構成図である。
【図４】図１のＡＡＣＭＭのプローブ端の等角図である。
【図５】ハンドルが結合されている図４のプローブ端の側面図である。
【図６】ハンドルが装着された図４のプローブ端の部分的な側面図である。
【図７】図６のプローブ端のインターフェース部分の拡大された部分的な側面図である。
【図８】図５のプローブ端のインターフェース部分の別の拡大された部分的な側面図であ
る。
【図９】図４のハンドルの部分的に断面図である等角図である。
【図１０】レーザラインプローブデバイスが装着された図１のＡＡＣＭＭのプローブ端の
等角図である。
【図１１】図１０のレーザラインプローブの部分的に断面図である等角図である。
【図１２】別の取り外し可能なデバイスが装着された図１のＡＡＣＭＭのプローブ端の等
角図である。
【図１３】ペイントスプレーデバイスが装着された図１のＡＡＣＭＭのプローブ端の等角
図である。
【図１４Ａ】図１４Ａ～図１４Ｃを含む、本発明の一実施形態による、アームの位置およ
び向きに応じて、部品の特徴と位置合わせされたままであるように調整され得る投影画像
の図である。
【図１４Ｂ】図１４Ａ～図１４Ｃを含む、本発明の一実施形態による、アームの位置およ
び向きに応じて、部品の特徴と位置合わせされたままであるように調整され得る投影画像
の図である。
【図１４Ｃ】図１４Ａ～図１４Ｃを含む、本発明の一実施形態による、アームの位置およ
び向きに応じて、部品の特徴と位置合わせされたままであるように調整され得る投影画像
の図である。
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【図１５Ａ】図１５Ａ～１５Ｂを含む、投影画像がプローブの手引きおよび状態情報を含
む、画像が投影された部品の表面の図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａ～１５Ｂを含む、投影画像がプローブの手引きおよび状態情報を含
む、画像が投影された部品の表面の図である。
【図１６】２つのプロジェクタがプローブ端に取り付けられ、第３のプロジェクタがＡＡ
ＣＭＭの別の部分に取り付けられたＡＡＣＭＭの斜視図である。
【図１７】２つのプロジェクタがプローブ端に取り付けられた別のＡＡＣＭＭの斜視図で
ある。
【図１８】プロジェクタが部品の表面に画像を投影し、投影画像が部品の表面の裏の隠さ
れた特徴を含む、プロジェクタがプローブ端に取り付けられたＡＡＣＭＭの斜視図である
。
【図１９】一実施形態による、ＡＡＣＭＭのアームバスの構成図である。
【図２０】一実施形態による、ＡＡＣＭＭにおけるデータ取り込みのプロセスフローの図
である。
【図２１】一実施形態による、エンコーダデータバスおよびデバイスデータバス上の同時
データ取り込みのプロセスフローの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態は、ＡＡＣＭＭ内でデータを送信するための、互いに独立して動作
する複数のアームバスを含む改善されたＡＡＣＭＭを提供する。
【００１３】
　図１Ａおよび１Ｂは、本発明のさまざまな実施形態によるＡＡＣＭＭ１００を全体的に
示し、関節アームは、座標測定機の一種である。図１Ａおよび１Ｂに示されるように、例
示的なＡＡＣＭＭ１００は、一端でＡＡＣＭＭ１００のアーム部１０４に結合された測定
プローブ筐体１０２を含むプローブ端４０１を有する６または７軸関節測定デバイスを含
み得る。アーム部１０４は、軸受カートリッジ（例えば、２つの軸受カートリッジ）の第
１の群１１０によって第２のアームセグメント１０８に結合された第１のアームセグメン
ト１０６を含む。軸受カートリッジ（例えば、２つの軸受カートリッジ）の第２の群１１
２は、第２のアームセグメント１０８を測定プローブ筐体１０２に結合する。軸受カート
リッジ（例えば、３つの軸受カートリッジ）の第３の群１１４は、第１のアームセグメン
ト１０６を、ＡＡＣＭＭ１００のアーム部１０４の他端に配置された基部１１６に結合す
る。軸受カートリッジの各群１１０、１１２、１１４は、関節による動作の複数の軸を提
供する。また、プローブ端４０１は、ＡＡＣＭＭ１００の第７の軸部のシャフト（例えば
、ＡＡＣＭＭ１００の第７の軸内の測定デバイス、例えば、プローブ１１８の動作を決定
するエンコーダシステムを含むカートリッジ）を含む測定プローブ筐体１０２を含み得る
。この実施形態において、プローブ端４０１は、測定プローブ筐体１０２の中心を通って
延びる軸周りで回転し得る。ＡＡＣＭＭ１００を使用する際、基部１１６は、通常、作業
台に固定される。
【００１４】
　各軸受カートリッジの群１１０、１１２、１１４の中の各軸受カートリッジは、通常、
エンコーダシステム（例えば、光学式の角度エンコーダシステム）を含む。エンコーダシ
ステム（すなわち、トランスデューサ）は、基部１１６に対するプローブ１１８の位置（
および、ひいては、特定の基準系、例えば、局所または大域基準系におけるＡＡＣＭＭ１
００によって測定されている物体の位置）をすべてが一緒になって示すそれぞれのアーム
セグメント１０６、１０８および対応する軸受カートリッジの群１１０、１１２、１１４
の位置を示す。アームセグメント１０６、１０８は、例えば、これに限定されないが、炭
素複合材料などの好適な剛性のある材料で作製され得る。関節による動作の６つまたは７
つの軸（すなわち、自由度）を有する可搬型のＡＡＣＭＭ１００は、オペレータによって
簡単に扱われ得るアーム部１０４を提供しながら、オペレータが基部１１６周りの３６０
度の領域内の所望の位置にプローブ１１８を位置付けることを可能にする利点をもたらす
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。しかし、２つのアームセグメント１０６、１０８を有するアーム部１０４の例は例示を
目的とするものであり、特許請求される発明はそのように限定されるべきでないことを理
解されたい。ＡＡＣＭＭ１００は、軸受カートリッジによって一緒に結合された任意の数
のアームセグメント（および、ひいては、６つもしくは７つを超えるか、または６つもし
くは７つ未満の関節による動作の軸または自由度）を持つ可能性がある。
【００１５】
　プローブ１１８は、測定プローブ筐体１０２に取り外し可能なように取り付けられ、測
定プローブ筐体１０２は、軸受カートリッジの群１１２に接続される。ハンドル１２６は
、例えば、クイック接続インターフェース（ｑｕｉｃｋ－ｃｏｎｎｅｃｔ　ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）により測定プローブ筐体１０２に対して取り外し可能である。ハンドル１２６は
、別のデバイス（例えば、レーザラインプローブ、バーコードリーダ）で置き換えられる
ことができ、それによって、オペレータが同じＡＡＣＭＭ１００で異なる測定デバイスを
使用することを可能にする利点をもたらす。例示的な実施形態において、プローブ筐体１
０２は、接触式の測定デバイスであり、測定されるべき物体に物理的に接触する、ボール
形の、タッチセンシティブな、湾曲した、および伸長式のプローブを含むがこれらに限定
されない異なるチップ１１８を有する可能性がある取り外し可能なプローブ１１８を収容
する。その他の実施形態において、測定は、例えば、レーザラインプローブ（ＬＬＰ）な
どの非接触式のデバイスによって実行される。一実施形態において、ハンドル１２６は、
クイック接続インターフェースを使用してＬＬＰで置き換えられる。その他の種類の測定
デバイスが、追加的な機能を提供するために取り外し可能なハンドル１２６を置き換える
可能性がある。そのような測定デバイスの例は、例えば、１つ以上の照明、温度センサ、
熱スキャナ、バーコードスキャナ、プロジェクタ、ペイントスプレーヤ、カメラなどを含
むがこれらに限定されない。
【００１６】
　図１Ａおよび１Ｂに示されるように、ＡＡＣＭＭ１００は、軸受カートリッジの群１１
２から測定プローブ筐体１０２を取り外すことなしにアクセサリまたは機能が変更される
ことを可能にする利点をもたらす取り外し可能なハンドル１２６を含む。図２に関して以
下でより詳細に検討されるように、取り外し可能なハンドル１２６は、電力およびデータ
が、ハンドル１２６、およびプローブ端４０１に配置された対応する電子機器とやりとり
されることを可能にする電気コネクタも含み得る。
【００１７】
　さまざまな実施形態において、軸受カートリッジの各群１１０、１１２、１１４は、Ａ
ＡＣＭＭ１００のアーム部１０４が複数の回転軸周りを動くことを可能にする。述べられ
たように、各軸受カートリッジの群１１０、１１２、１１４は、例えばアームセグメント
１０６、１０８の対応する回転軸と同軸上にそれぞれが配置された、例えば光学式の角度
エンコーダなどの対応するエンコーダシステムを含む。光学式のエンコーダシステムは、
本明細書において以下でより詳細に説明されるように、例えば、対応する軸周りのアーム
セグメント１０６、１０８のそれぞれのアームセグメントの回転する（スイベルの）また
は横の（蝶番の）動きを検出し、ＡＡＣＭＭ１００内の電子データ処理システムに信号を
送信する。それぞれの個々の処理されていないエンコーダのカウントが信号として電子デ
ータ処理システムに別々に送信され、電子データ処理システムにおいて、そのカウントは
測定データへとさらに処理される。同一出願人による米国特許第５，４０２，５８２（‘
５８２）号に開示されているような、ＡＡＣＭＭ１００自体から分離した位置計算機（例
えば、シリアルボックス）は必要とされない。
【００１８】
　基部１１６は、装着デバイスまたは取り付けデバイス１２０を含み得る。取り付けデバ
イス１２０は、ＡＡＣＭＭ１００が、例えば、検査台、マシニングセンタ、壁、または床
などの所望の位置に取り外し可能なように取り付けられることを可能にする。一実施形態
において、基部１１６は、ＡＡＣＭＭ１００が移動されているときにオペレータが基部１
１６を持つのに都合の良い位置を提供するハンドル部１２２を含む。一実施形態において
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、基部１１６は、折りたたむとディスプレイスクリーンなどのユーザインターフェースが
見えるようになる可動式のカバー部１２４をさらに含む。
【００１９】
　一実施形態によれば、可搬型のＡＡＣＭＭ１００の基部１１６は、２つの主要なコンポ
ーネント、すなわち、ＡＡＣＭＭ１００内のさまざまなエンコーダシステムからのデータ
、および３次元（３Ｄ）位置計算をサポートするためのその他のアームパラメータを表す
データを処理する基部処理システムと、比較的完全な計測機能が外部コンピュータへの接
続を必要とせずにＡＡＣＭＭ１００内で実施されることを可能にする、搭載オペレーティ
ングシステム、タッチスクリーンディスプレイ、および常駐アプリケーションソフトウェ
アを含むユーザインターフェース処理システムとを含む電子データ処理システムを含むま
たは収容する。
【００２０】
　基部１１６内の電子データ処理システムは、基部１１６から離れて配置されたエンコー
ダシステム、センサ、およびその他の周辺ハードウェア（例えば、ＡＡＣＭＭ１００上の
取り外し可能なハンドル１２６に取り付けられることができるＬＬＰ）と通信することが
できる。これらの周辺ハードウェアデバイスまたは特徴をサポートする電子機器は、可搬
型のＡＡＣＭＭ１００内に配置された軸受カートリッジの群１１０、１１２、１１４のそ
れぞれに配置され得る。
【００２１】
　図２は、一実施形態による、ＡＡＣＭＭ１００で利用される電子機器の構成図である。
図２に示される実施形態は、基部処理システムを実装するための基部プロセッサ基板２０
４と、ユーザインターフェース基板２０２と、電力を供給するための基部電源基板２０６
と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール２３２と、基部傾斜基板２０８とを含む電子データ処
理システム２１０を含む。ユーザインターフェース基板２０２は、ユーザインターフェー
ス、表示、および本明細書において説明されるその他の機能を実行するアプリケーション
ソフトウェアを実行するためのコンピュータプロセッサを含む。
【００２２】
　図２に示されるように、電子データ処理システム２１０は、１つ以上のアームバス２１
８を介して上述の複数のエンコーダシステムと通信している。図２に示された実施形態に
おいて、各エンコーダシステムは、エンコーダデータを生成し、エンコーダアームバスイ
ンターフェース２１４と、エンコーダデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）２１６と、エン
コーダ読み取りヘッドインターフェース２３４と、温度センサ２１２とを含む。歪みセン
サなどのその他のデバイスが、アームバス２１８に装着され得る。
【００２３】
　さらに図２に示されているのは、アームバス２１８と通信しているプローブ端電子機器
２３０である。プローブ端電子機器２３０は、プローブ端ＤＳＰ２２８と、温度センサ２
１２と、一実施形態においてはクイック接続インターフェースによってハンドル１２６ま
たはＬＬＰ２４２に接続するハンドル／ＬＬＰインターフェースバス２４０と、プローブ
インターフェース２２６とを含む。クイック接続インターフェースは、ＬＬＰ２４２およ
びその他のアクセサリによって使用されるデータバス、制御線、および電源バスへのハン
ドル１２６によるアクセスを可能にする。一実施形態において、プローブ端電子機器２３
０は、ＡＡＣＭＭ１００の測定プローブ筐体１０２に配置される。一実施形態において、
ハンドル１２６は、クイック接続インターフェースから取り外されることができ、測定は
、ハンドル／ＬＬＰインターフェースバス２４０を介してＡＡＣＭＭ１００のプローブ端
電子機器２３０と通信するレーザラインプローブ（ＬＬＰ）２４２によって実行される可
能性がある。一実施形態において、電子データ処理システム２１０は、ＡＡＣＭＭ１００
の基部１１６に配置され、プローブ端電子機器２３０は、ＡＡＣＭＭ１００の測定プロー
ブ筐体１０２に配置され、エンコーダシステムは、軸受カートリッジの群１１０、１１２
、１１４に配置される。プローブインターフェース２２６は、１－ｗｉｒｅ（登録商標）
通信プロトコル２３６を実施する、Ｍａｘｉｍ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔ
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ｓ，Ｉｎｃ．から販売されている製品を含む任意の好適な通信プロトコルによってプロー
ブ端ＤＳＰ２２８に接続することができる。
【００２４】
　図３は、一実施形態による、ＡＡＣＭＭ１００の電子データ処理システム２１０の詳細
な特徴を示す構成図である。一実施形態において、電子データ処理システム２１０は、Ａ
ＡＣＭＭ１００の基部１１６に配置され、基部プロセッサ基板２０４と、ユーザインター
フェース基板２０２と、基部電源基板２０６と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール２３２と
、基部傾斜モジュール２０８とを含む。
【００２５】
　図３に示される実施形態において、基部プロセッサ基板２０４は、図中に示されるさま
ざまな機能ブロックを含む。例えば、基部プロセッサ機能３０２は、ＡＡＣＭＭ１００か
らの測定データの収集をサポートするために利用され、アームバス２１８およびバス制御
モジュール機能３０８を介して処理されていないアームデータ（例えば、エンコーダシス
テムのデータ）を受信する。メモリ機能３０４は、プログラムおよび静的なアーム構成デ
ータを記憶する。基部プロセッサ基板２０４は、ＬＬＰ２４２などの任意の外部ハードウ
ェアデバイスまたはアクセサリと通信するための外部ハードウェアオプションポート機能
３１０も含む。リアルタイムクロック（ＲＴＣ）およびログ３０６と、バッテリパックイ
ンターフェース（ＩＦ）３１６と、診断ポート３１８とが、図３に示される基部プロセッ
サ基板２０４の実施形態の機能にやはり含まれる。
【００２６】
　また、基部プロセッサ基板２０４は、外部（ホストコンピュータ）および内部（ディス
プレイプロセッサ２０２）デバイスとのすべての有線および無線データ通信を管理する。
基部プロセッサ基板２０４は、（例えば、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）１５８８などの
クロック同期規格を用いて）イーサネット機能３２０を介してイーサネットネットワーク
と、ＬＡＮ機能３２２を介して無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）と、および
パラレルシリアル通信（ＰＳＣ）機能３１４を介してＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール２３
２と通信する能力を有する。基部プロセッサ基板２０４は、ユニバーサルシリアルバス（
ＵＳＢ）デバイス３１２への接続も含む。
【００２７】
　基部プロセッサ基板２０４は、上述の‘５８２号特許のシリアルボックスで開示された
ようないかなる前処理も必要とせずに測定データへと処理するために、処理されていない
測定データ（例えば、エンコーダシステムのカウント、温度の読み取り値）を送信および
収集する。基部プロセッサ２０４は、ＲＳ４８５インターフェース（ＩＦ）３２６を介し
てユーザインターフェース基板２０２のディスプレイプロセッサ３２８に処理されたデー
タを送信する。一実施形態において、基部プロセッサ２０４は、処理されていない測定デ
ータを外部コンピュータにやはり送信する。
【００２８】
　ここで図３のユーザインターフェース基板２０２に目を向けると、基部プロセッサによ
って受信された角度および位置データが、ＡＡＣＭＭ１００内の自律的な計測システムを
提供するためにディスプレイプロセッサ３２８で実行されるアプリケーションによって利
用される。アプリケーションは、これらに限定されないが、特徴の測定、手引きおよび訓
練のグラフィックス、遠隔診断、温度の修正、さまざまな動作の特徴の制御、さまざまな
ネットワークへの接続、ならびに測定された物体の表示などの機能をサポートするために
ディスプレイプロセッサ３２８で実行され得る。ディスプレイプロセッサ３２８および液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）３３８（例えば、タッチスクリーンＬＣＤ）ユーザインターフ
ェースとともに、ユーザインターフェース基板２０２は、セキュアデジタル（ＳＤ）カー
ドインターフェース３３０と、メモリ３３２と、ＵＳＢホストインターフェース３３４と
、診断ポート３３６と、カメラポート３４０と、音声／映像インターフェース３４２と、
ダイヤルアップ／セルモデム３４４と、全地球測位システム（ＧＰＳ）ポート３４６とを
含むいくつかのインターフェースオプションを含む。
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【００２９】
　図３に示される電子データ処理システム２１０は、環境データを記録するための環境レ
コーダ３６２を有する基部電源基板２０６も含む。また、基部電源基板２０６は、ＡＣ／
ＤＣコンバータ３５８およびバッテリ充電器制御３６０を用いて、電子データ処理システ
ム２１０に電力を供給する。基部電源基板２０６は、集積回路間（ｉｎｔｅｒ－ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）（Ｉ２Ｃ）シリアルシングルエンドバス３５４を用いて
、およびＤＭＡシリアル周辺インターフェース（ＤＭＡ　ｓｅｒｉａｌ　ｐｅｒｉｐｈｅ
ｒａｌ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）（ＤＳＰＩ）３５６を介して基部プロセッサ基板２０４と
通信する。基部電源基板２０６は、基部電源基板２０６に実装された入力／出力（Ｉ／Ｏ
）拡張機能３６４を介して傾斜センサおよび無線周波数識別（ＲＦＩＤ）モジュール２０
８に接続される。
【００３０】
　別個のコンポーネントとして示されているが、その他の実施形態において、これらのコ
ンポーネントのすべてまたは一部は、図３に示された位置とは異なる位置に物理的に配置
される、および／または図３に示された方法とは異なる方法で組み合わされた機能である
可能性がある。例えば、一実施形態において、基部プロセッサ基板２０４およびユーザイ
ンターフェース基板２０２は、１つの物理的な基板に組み合わされる。
【００３１】
　ここで図４～９を参照すると、取り外し可能で交換可能なデバイス４００がＡＡＣＭＭ
１００に結合することを可能にするクイック接続機械的および電気的インターフェース（
ｑｕｉｃｋ－ｃｏｎｎｅｃｔ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　
ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を有する測定プローブ筐体１０２を持つプローブ端４０１の例示的
な実施形態が、示されている。例示的な実施形態において、デバイス４００は、例えばピ
ストルの握りのようにオペレータの手で握られるように大きさおよび形状を決められるハ
ンドル部４０４を含む格納カバー４０２を含む。格納カバー４０２は、空洞４０６を有す
る薄壁構造物である（図９）。空洞４０６は、コントローラ４０８を受けるように大きさ
を決められ、構成される。コントローラ４０８は、例えばマイクロプロセッサを有するデ
ジタル回路であるか、またはアナログ回路である可能性がある。一実施形態において、コ
ントローラ４０８は、電子データ処理システム２１０（図２および３）と非同期双方向通
信をしている。コントローラ４０８と電子データ処理システム２１０の間の通信接続は、
（例えば、コントローラ４２０を介した）有線である可能性があるか、または直接的もし
くは間接的な無線接続（例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈもしくはＩＥＥＥ８０２．１１）、
または有線接続と無線接続の組み合わせである可能性がある。例示的な実施形態において
、格納カバー４０２は、例えば、射出成形プラスチック材料などから２つの半分４１０、
４１２で形成される。半分４１０、４１２は、例えば、ねじ４１４などの締め具によって
１つに固定され得る。その他の実施形態において、格納カバーの半分４１０、４１２は、
例えば、接着剤または超音波溶接によって１つに固定され得る。
【００３２】
　ハンドル部４０４は、オペレータによって手動で作動され得るボタンまたは作動装置４
１６、４１８も含む。作動装置４１６、４１８は、プローブ筐体１０２内のコントローラ
４２０に信号を送信するコントローラ４０８に結合される。例示的な実施形態において、
作動装置４１６、４１８は、プローブ筐体１０２のデバイス４００とは反対側に配置され
た作動装置４２２、４２４の機能を実行する。デバイス４００は、デバイス４００、ＡＡ
ＣＭＭ１００を制御するためにやはり使用され得る追加的なスイッチ、ボタン、またはそ
の他の作動装置を有する可能性があり、またはその逆の可能性もあることを理解されたい
。また、デバイス４００は、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）、音源、メータ、ディス
プレイ、または計器などのインジケータを含み得る。一実施形態において、デバイス４０
０は、点の測定と同時に口頭のコメントを残すことを可能にするデジタルボイスレコーダ
を含み得る。さらに別の実施形態において、デバイス４００は、オペレータが音声による
作動コマンドを電子データ処理システム２１０に送信することを可能にするマイクロホン
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を含む。
【００３３】
　一実施形態において、ハンドル部４０４は、オペレータの両手で使用されるように、ま
たは特定の手（例えば、左利きまたは右利き）用に構成され得る。ハンドル部４０４は、
障害を持ったオペレータ（例えば、指の欠けたオペレータまたは義手を着けたオペレータ
）を助けるように構成されることもできる。さらに、ハンドル部４０４は、空間的ゆとり
が限られるときには取り外されることができ、プローブ筐体１０２が単体で使用されるこ
とができる。上で検討されたように、プローブ端４０１は、ＡＡＣＭＭ１００の第７の軸
のシャフトも含み得る。この実施形態において、デバイス４００は、ＡＡＣＭＭの第７の
軸周りで回転するように構成され得る。
【００３４】
　プローブ端４０１は、プローブ筐体１０２の第２のコネクタ４２８と協力するデバイス
４００の第１のコネクタ４２９（図８）を有する機械的および電気的インターフェース４
２６を含む。コネクタ４２８、４２９は、デバイス４００のプローブ筐体１０２への結合
を可能にする電気的および機械的特徴を含み得る。一実施形態において、インターフェー
ス４２６は、機械的結合部４３２および電気コネクタ４３４を上に有する第１の表面４３
０を含む。格納カバー４０２は、第１の表面４３０に近接して配置され、第１の表面４３
０から段差を付けられた第２の表面４３６も含む。例示的な実施形態において、第２の表
面４３６は、第１の表面４３０から約０．５インチ差の段差を付けられた平面である。以
下でより詳細に検討されるように、この段差は、カラー４３８などの締め具を締めるかま
たは緩めるときにオペレータの指のためのゆとりをもたらす。インターフェース４２６は
、コネクタのピンを位置合わせすることを必要とせずに、および別個のケーブルまたはコ
ネクタを必要とせずに、デバイス４００とプローブ筐体１０２の間の比較的迅速で安定し
た電子的接続を提供する。
【００３５】
　電気コネクタ４３４は、第１の表面４３０から延び、例えば、１つ以上のアームバス２
１８などを介して電子データ処理システム２１０（図２および３）と非同期双方向通信す
るように電気的に結合される１つ以上のコネクタピン４４０を含む。双方向通信接続は、
（例えば、アームバス２１８を介した）有線、無線（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈもしく
はＩＥＥＥ８０２．１１）、または有線接続と無線接続の組み合わせである可能性がある
。一実施形態において、電気コネクタ４３４は、コントローラ４２０に電気的に結合され
る。コントローラ４２０は、例えば、１つ以上のアームバス２１８などを介して電子デー
タ処理システム２１０と非同期双方向通信している可能性がある。電気コネクタ４３４は
、プローブ筐体１０２の電気コネクタ４４２と比較的迅速で安定した電子的接続を行うよ
うに配置される。電気コネクタ４３４、４４２は、デバイス４００がプローブ筐体１０２
に装着されるときに互いに接続する。電気コネクタ４３４、４４２は、それぞれ、電磁干
渉からの遮蔽、ならびにコネクタピンの保護、およびデバイス４００をプローブ筐体１０
２に装着するプロセス中のピンの位置合わせの補助を提供する金属で覆われたコネクタ筐
体を含み得る。
【００３６】
　機械的結合部４３２は、ＡＡＣＭＭ１００のアーム部１０４の端部のデバイス４００の
位置がずれないまたは動かないことが好ましい比較的厳密な用途をサポートするために、
デバイス４００とプローブ筐体１０２の間の比較的強固な機械的結合を提供する。概して
、すべてのそのような動きは、測定結果の精度の望ましくない低下を招く可能性がある。
これらの所望の結果は、本発明の実施形態のクイック接続機械的および電子的インターフ
ェース（ｑｕｉｃｋ　ｃｏｎｎｅｃｔ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）の機械的装着構成部分のさまざまな構造的特徴を用いて達
成される。
【００３７】
　一実施形態において、機械的結合部４３２は、一端４４８（デバイス４００の前縁また
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は「最前部」）に配置された第１の凸部４４４を含む。第１の凸部４４４は、第１の凸部
４４４から延びるへり４４６を形成する鍵型にされた、切欠きを入れられた、または傾斜
を付けられたインターフェースを含み得る。へり４４６は、プローブ筐体１０２から延び
る凸部４５２によって画定される溝４５０（図８）に受けられるように大きさを決められ
る。第１の凸部４４４および溝４５０は、へり４４６が溝４５０内に位置付けられるとき
に、溝４５０が、プローブ筐体１０２に装着されるときのデバイス４００の長手方向と横
方向の両方の動きを制限するために使用され得るような結合部構成をカラー４３８ととも
に形成することを理解されたい。以下でより詳細に検討されるように、カラー４３８の回
転が、へり４４６をスロット４５０内に固定するために使用され得る。
【００３８】
　第１の凸部４４４の反対側に、機械的結合部４３２は、第２の凸部４５４を含み得る。
第２の凸部４５４は、鍵型にされた、切欠きを入れられたへりの、または傾斜を付けられ
たインターフェース表面４５６（図５）を有する可能性がある。第２の凸部４５４は、例
えば、カラー４３８などの、プローブ筐体１０２に関連する締め具を係合するように配置
される。以下でより詳細に検討されるように、機械的結合部４３２は、インターフェース
４２６のための支点を提供する、電気コネクタ４３４に近接する、または電気コネクタ４
３４周りに配置された、表面４３０から突出する持ち上げられた表面を含む（図７および
８）。これは、デバイス４００がプローブ筐体１０２に装着されるときに、デバイス４０
０とプローブ筐体１０２の間の３つの機械的接点のうちの第３の接点として機能する。
【００３９】
　プローブ筐体１０２は、同軸上に配置されたカラー４３８を一端に含む。カラー４３８
は、第１の位置（図５）と第２の位置（図７）の間を動くことができるねじ部を含む。カ
ラー４３８を回転することによって、カラー４３８は、外部の道具を必要とせずにデバイ
ス４００を固定するか、または取り外すために使用され得る。カラー４３８の回転は、比
較的間隔の広い角ねじ山が切られた円筒４７４に沿ってカラー４３８を動かす。そのよう
な比較的大きなサイズの角ねじおよび外形表面の使用は、最小限の回転トルクによって非
常に大きな締め付け力をもたらす。さらに、円筒４７４のねじの広いピッチは、カラー４
３８が最小限の回転で締められるか、または緩められることを可能にする。
【００４０】
　デバイス４００をプローブ筐体１０２に結合するために、へり４４６が溝４５０に挿入
され、デバイスは、第２の凸部４５４を矢印４６４（図５）に示されるように表面４５８
に向かって回転するように旋回させられる。カラー４３８が回転され、カラー４３８を矢
印４６２によって示される方向に動かすかまたは平行移動させ、表面４５６と係合させる
。角度の付いた表面４５６に対するカラー４３８の動きは、機械的結合部４３２を持ち上
げられた表面４６０に向かって押しやる。これは、デバイス４００をプローブ筐体１０２
に強固に固定することを妨げる可能性があるインターフェースの変形またはインターフェ
ースの表面の異物の起こり得る問題を克服するのに役立つ。カラー４３８によって第２の
凸部４５４に力を加えることは、機械的結合部４３２を前に動かし、へり４４６を押して
プローブ筐体１０２に固定する。カラー４３８が締められ続けるにつれて、第２の凸部４
５４は、プローブ筐体１０２に向かって上向きに押され、支点に圧力をかける。これは、
シーソー型の構成をもたらし、圧力を第２の凸部４５４、へり４４６、および中央の支点
に加えて、デバイス４００のずれまたは揺れを軽減するかまたは取り除く。支点は、プロ
ーブ筐体１０２の底を直接押し、一方、へり４４６は、プローブ筐体１０２の端部に下向
きの力をかける。図５は、デバイス４００およびカラー４３８の動きの方向を示す矢印４
６２、４６４を含む。図７は、カラー４３８が締められるときにインターフェース４２６
内でかけられる圧力の方向を示す矢印４６６、４６８、４７０を含む。デバイス４００の
表面４３６の段差が、カラー４３８と表面４３６の間の間隙４７２（図６）をもたらすこ
とを理解されたい。間隙４７２は、カラー４３８が回転されるときに指を挟む危険性を軽
減しながら、オペレータがカラー４３８をよりしっかりと握ることを可能にする。一実施
形態において、プローブ筐体１０２は、カラー４３８が締められるときの変形を軽減する
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かまたは防止するのに十分なだけの剛性がある。
【００４１】
　インターフェース４２６の実施形態は、機械的結合部４３２および電気コネクタ４３４
の適切な位置合わせを可能にし、さらに、もし保護しなかった場合にはカラー４３８、へ
り４４６、および表面４５６の締め付け動作によって生じる可能性がある加えられる力か
ら電子機器のインターフェースを保護する。これは、はんだ付けされた端子を有する可能
性がある回路基板４７６に取り付けられた電気コネクタ４３４、４４２に対する力による
損傷を軽減するかまたは取り除く利点をもたらす。また、実施形態は、ユーザがデバイス
４００をプローブ筐体１０２に接続するか、またはプローブ筐体１０２から切り離すため
に道具が必要とされないという点で、知られている手法に優る利点をもたらす。これは、
オペレータが手動で比較的簡単にデバイス４００をプローブ筐体１０２に接続し、プロー
ブ筐体１０２から切り離すことを可能にする。
【００４２】
　インターフェース４２６によって可能な比較的多数の遮蔽された電気接続のおかげで、
比較的多数の機能が、ＡＡＣＭＭ１００とデバイス４００の間で共有され得る。例えば、
ＡＡＣＭＭ１００に配置されたスイッチ、ボタン、またはその他の作動装置が、デバイス
４００を制御するために使用される可能性があり、またはその逆の可能性もある。さらに
、コマンドおよびデータが、電子データ処理システム２１０からデバイス４００に送信さ
れ得る。一実施形態において、デバイス４００は、基部プロセッサ２０４のメモリに記憶
されるべき、またはディスプレイ３２８に表示されるべき記録された画像のデータを送信
するビデオカメラである。別の実施形態において、デバイス４００は、電子データ処理シ
ステム２１０からデータを受信する画像プロジェクタである。さらに、ＡＡＣＭＭ１００
またはデバイス４００のどちらかに配置された温度センサが、他方によって共有される可
能性がある。本発明の実施形態は、多種多様なアクセサリデバイス４００がＡＡＣＭＭ１
００に迅速、簡単、かつ確実に結合されることを可能にする柔軟なインターフェースを提
供する利点をもたらすことを理解されたい。さらに、ＡＡＣＭＭ１００とデバイス４００
の間で機能を共有する能力は、重複をなくすことによってＡＡＣＭＭ１００のサイズ、電
力消費、および複雑性を削減することを可能にし得る。
【００４３】
　一実施形態において、コントローラ４０８は、ＡＡＣＭＭ１００のプローブ端４０１の
動作または機能を変更する可能性がある。例えば、コントローラ４０８は、デバイス４０
０が装着されるときと、プローブ筐体１０２が単体で使用されるときとの異なるときに異
なる色の光を放つ、異なる強さの光を放つ、または点く／消えるのいずれかを行うように
プローブ筐体１０２のインジケータライトを変更する可能性がある。一実施形態において
、デバイス４００は、物体までの距離を測定する距離測定センサ（図示せず）を含む。こ
の実施形態において、コントローラ４０８は、物体がプローブチップ１１８からどのぐら
い遠いかをオペレータに示すためにプローブ筐体１０２のインジケータライトを変更する
可能性がある。これは、コントローラ４２０の要件を簡素化する利点をもたらし、アクセ
サリデバイスの追加による機能のアップグレードまたは向上を可能にする。
【００４４】
　図１０～１１を参照すると、本発明の実施形態が、レーザラインプローブ（ＬＬＰ）ス
キャンデバイス５００用のカメラ、信号処理、制御、およびインジケータインターフェー
スに利点をもたらす。ＬＬＰ５００は、ハンドル部５０４を有する格納カバー５０２を含
む。さらに、ＬＬＰ５００は、ＬＬＰ５００を本明細書において上で説明されたようにプ
ローブ筐体１０２に機械的および電気的に結合するインターフェース４２６を一端に含む
。インターフェース４２６は、ＬＬＰ５００が、追加的な道具を必要とせずに迅速かつ簡
単にＡＡＣＭＭ１００に結合され、ＡＡＣＭＭ１００から取り外されることを可能にする
。インターフェース４２６の近くに、格納カバー５０２は、例えばレーザデバイスなどの
光学式デバイス５１０と、センサ５０８とを含む部分５０６を含む。センサ５０８は、例
えば、電荷結合素子（ＣＣＤ）型のセンサまたは相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）型
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のセンサである可能性がある。例示的な実施形態において、光学式デバイス５１０および
センサ５０８は、センサ５０８が所望の焦点で光学式デバイス５１０からの反射光を検出
することができるように角度を付けて配置される。一実施形態において、光学式デバイス
５１０およびセンサ５０８の焦点は、ＬＬＰ５００がプローブチップ１１８に邪魔されず
に操作され得るようにプローブチップ１１８からずらされる。換言すれば、ＬＬＰ５００
は、プローブチップ１１８を所定の位置に置いたまま操作され得る。さらに、ＬＬＰ５０
０は、プローブチップ１１８に対して相対的に実質的に固定され、ハンドル部５０４への
力は、ＬＬＰ５００のプローブチップ１１８に対する相対的な配置に影響を与えない可能
性があることを理解されたい。一実施形態において、ＬＬＰ５００は、オペレータがＬＬ
Ｐ５００からのデータ取得とプローブチップ１１８からのデータ取得の間を切り替えるこ
とを可能にする追加的な作動装置（図示せず）を有する可能性がある。
【００４５】
　光学式デバイス５１０およびセンサ５０８は、格納カバー５０２内に配置されたコント
ローラ５１２に電気的に結合される。コントローラ５１２は、１つ以上のマイクロプロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ、メモリ、および信号調整回路を含み得る。ＬＬＰ５００
によってもたらされるデジタル信号処理および大きなデータ量のために、コントローラ５
１２は、ハンドル部５０４内に配置される可能性がある。コントローラ５１２は、電気コ
ネクタ４３４を介してアームバス２１８に電気的に結合される。ＬＬＰ５００は、ＬＬＰ
５００による動作およびデータの取り込みを開始するためにオペレータによって手動で作
動され得る作動装置５１４、５１６をさらに含む。
【００４６】
　本発明のその他の実施形態においては、ＡＡＣＭＭ１００に結合されたデバイス６００
（図１２）が、機能的デバイス６０２を含み得る。デバイス６００の種類に応じて、機能
的デバイス６０２は、スチルカメラ、ビデオカメラ、バーコードスキャナ、熱スキャナ、
光源（例えば、フラッシュ装置）、または画像プロジェクタである可能性がある。一実施
形態において、機能的デバイス６０２は、その全体を本願に援用する「Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｎｇ　ａｎ　Ａｒｔｉｃｕｌａｔ
ｉｎｇ－Ａｒｍ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅ」と題し
た同一出願人による米国特許第７，８０４，６０２号に記載された再帰反射体ホルダーな
どの再帰反射体ホルダーを含み得る。さらに別の実施形態において、機能的デバイス６０
２は、その全体を本願に引用して援用する「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉ
ｎｇ　ａ　３－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｍａｐ　ｏｆ　ａ　Ｍｅａｓｕｒａｂｌｅ　Ｑ
ｕａｎｔｉｔｙ　Ｕｓｉｎｇ　Ｔｈｒｅｅ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｃｏｏｒｄｉｎａ
ｔｅ　Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」と題した同一所有者による米国特許第
５，４１２，８８０号に記載された超音波プローブなどの超音波プローブを含み得る。デ
バイス６００は、デバイスがプローブ筐体１０２に電気的および機械的に結合されること
を可能にするインターフェース４２６を含む。デバイス６００は、機能的デバイス６０２
に電気的に接続されたコントローラをさらに含む。コントローラは、電子データ処理シス
テム２１０と非同期双方向通信するように構成される。双方向通信接続は、（例えば、ア
ームバス２１８を介した）有線、無線（例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＩＥＥＥ８０
２．１１）である可能性がある。一実施形態において、通信接続は、有線接続と無線接続
の組み合わせであり、第１の信号の種類がコントローラ４２０を介した有線接続によって
送信され、第２の信号の種類が無線接続によって送信される。機能的デバイス６０２が画
像プロジェクタおよびレーザラインプローブなどの複数の機能を含む実施形態においては
、画像（例えば、ＣＡＤ）データが、画像プロジェクタに無線接続によって送信され得る
一方、ＬＬＰの画像センサによって得られたデータは、有線接続によって送信される。こ
れらのデバイスの統合は、オペレータが、より速く、より高い信頼度で測定値を得ること
を可能にする利点をもたらす可能性があることを理解されたい。例えば、スチルカメラま
たはビデオカメラデバイスを装着すると、オペレータは、デバイスによって測定されてい
る物体の１つ以上の画像を記録することができる。これらの画像は、例えば、ディスプレ
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イ３２８に表示されるか、または検査レポートに組み込まれることができる。一実施形態
において、オペレータは、ユーザインターフェース基板２０２を介して、測定点を定義す
るために、表示された画像にグラフィカルなマーカを置くことができる。このようにして
、オペレータは、メモリから印を付けられた画像を後で呼び出し、どこを測定すべきかを
すぐに見ることができる。その他の実施形態において、測定されている物体のビデオが、
取り込まれる。そして、このビデオは、オペレータが検査されるべき次の物体に対して複
数の測定を繰り返すのを補助するために、または新しいオペレータのための訓練ツールと
してユーザインターフェース基板２０２によって再生される。
【００４７】
　さらに別の実施形態において、デバイスは、ペイントスプレーデバイス７００（図１３
）である可能性がある。ペイントスプレーデバイス７００は、ペイントスプレーデバイス
７００をプローブ筐体１０２に電気的および機械的に結合するインターフェース４２６を
含む。この実施形態において、デバイス７００は、電子データ処理システム２１０と通信
するように構成されたコントローラを含む。通信接続は、（例えば、アームバス２１８を
介した）有線、無線（例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈもしくはＩＥＥＥ８０２．１１）、ま
たは有線接続と無線接続の組み合わせである可能性がある。デバイス７００のコントロー
ラは、電子データ処理システム２１０から信号を受信し、それぞれが単一の色の塗料を有
するタンク７０４（例えば、赤、緑、青）にそれぞれ接続される１つ以上のスプレーノズ
ル７０２から１つ以上の色を選択的に噴射する。スプレーノズル７０２は、塗料、インク
、顔料、または染料の小滴を表面に付着させるインクジェット式のスプレー機構であって
もよいことを理解されたい。インクジェットノズルは、コンティニュアス型インクジェッ
ト、サーマル方式インクジェット、およびピエゾ方式インクジェットを含む可能性がある
が、これらに限定されない。電子データ処理システム２１０はプローブ筐体１０２の位置
および向きを知っているので、デバイスは、メモリに記憶された所望の画像に一致するよ
うに特定の位置で特定の色を噴射する命令を受信する可能性がある。したがって、オペレ
ータがデバイス７００を所望の表面（例えば、壁）を横切って動かすときに、画像または
絵が、デバイス７００によって再現され得る。この実施形態は、例えば板金などの物品に
レイアウトの印を付ける、製造環境における利点ももたらし得る。
【００４８】
　図１３は、タンク７０４をＡＡＣＭＭ１００の外部にあるように示すが、これは例示を
目的とするものであり、特許請求される発明はそのように限定されるべきでないことを理
解されたい。一実施形態において、タンク７０４は、デバイス７００のハンドル内に配置
される。別の実施形態において、タンク７０４は基部１１６内に配置され、導管がアーム
１０４を通って延び、システムにいかなる外部の配線、管、または導管も設けない。
【００４９】
　ここで図１２および図１４～１８を参照すると、１つ以上の画像プロジェクタ６０２を
組み込むデバイス６００の実施形態が、示されている。本発明の実施形態によれば、１つ
以上の比較的小型の販売されているプロジェクタ（例えば、「超小型」または「ピコ」プ
ロジェクタ）６０４が、ＡＡＣＭＭ１００のプローブ端４０１、またはＡＡＣＭＭ１００
のその他のさまざまな位置（例えば、ハンドルの反対側、アームセグメント上）に取り付
けられるか、接続されるか、またはその他の方法で装着され得る。図１４Ａ～１４Ｄに、
デバイス６００にハンドル１２６に近接して取り付けられたプロジェクタ６０４が、示さ
れている。しかし、プロジェクタ６０４は、ＡＡＣＭＭ１００の任意の場所に取り付けら
れる可能性があり、ＡＡＣＭＭ１００と連携して利用される場合、レーザラインプローブ
に取り付けられる可能性がある。プロジェクタ６０４は、いくらかの処理能力を含む可能
性がある。一実施形態において、プロジェクタ６０４は、電子データ処理システム２１０
に接続されるか、または電子データ処理システム２１０と通信している。したがって、プ
ロジェクタ６０４は、視覚的な手引き情報またはデータ（例えば、画像６０６）を与えら
れることができ、次に、プロジェクタ６０４は、その視覚的な手引き情報またはデータを
、図１４Ｂの「位置１」に示されるように、ＡＡＣＭＭ１００のオペレータによって測定
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されるか、またはその他の作業をされるべき部品または物体６０８に投影する。
【００５０】
　部品６０８の向きがＡＡＣＭＭ１００の座標系内で調整されると、投影画像６０６の縮
尺およびその投影画像６０６の見え方が、アーム１０４の位置データを用いてＡＡＣＭＭ
１００の動きと同期され得る。部品６０８に投影された画像６０６は、デバイス６００が
動かされるときに、部品６０８に投影された画像６０６が動かず、オペレータに対して安
定した画像を示すために縮尺と向きの両方を変更するように、プローブ端４０１の位置に
応じてプロジェクタ６０４に関連するプロセッサによって、または電子データ処理システ
ム２１０を介して調整され得る。これは、図１４Ｃの「位置２」に見られ得る。例として
、色の付いた（例えば、緑）円６１０が、測定されるべき部品の穴６１２と位置が合うよ
うに投影され得る。部品６０８に対するプローブの角度または距離が変更されるとき、投
影画像６０６内の円６１０の位置が変わるが、円６１０は穴６１２上の位置に「ロックさ
れた」ままであり、穴６１２と同じサイズのままである。これは、目標をロックオンし、
追跡することに相当する。この構成の利点は、オペレータがＡＡＣＭＭ１００を動かすと
きに、オペレータが部品６０８から目を離してコンピュータスクリーン、ユーザインター
フェース、またはその他の視覚的表示を見る必要がないことである。
【００５１】
　先行技術の単純な格子線とは対照的に部品６０８上の投影画像を使用することは、これ
らに限定されないが以下のものを含む広範な投影情報のオプションを提供する。（１）色
の制御－－赤い円が、測定を成功裏に完了した後、緑に変わる可能性がある。マーカまた
はグラフィックスの色が、部品６０８の色に対して高い視認性（コントラスト）をもたら
すように変わり得る。（２）アニメーション－－マーカ、矢印、またはその他のインジケ
ータが、動作を開始または終了するために点滅し、頻度を変え、交互に色を変えることが
できる。（３）テキスト－－メッセージ、データ、または寸法が、部品に投影され得る。
通常はコンピュータスクリーン上に表示されるデジタル式の読み取り値が、部品６０８に
投影され得る。（４）ＣＡＤ画像－－注意書き、寸法、またはその他の情報とともに部品
に重ね合わされ得る。測定されるべき特徴が、順次、色またはアニメーションで強調され
得る。（５）写真－－（設計通りの）部品の実画像が、測定されるべき部品に投影され、
開け忘れた穴または誤った位置の特徴などの違っているあらゆることをすぐに示すことが
できる。（「手引きをともなう投影」、図１５Ａ参照）。（６）範囲インジケータ－－Ｌ
ＬＰ５００のような非接触式のデバイスに関して、範囲インジケータ６１４が、部品の表
面６０８に投影され得る。これらは、アニメーションされ、色を付けられる可能性があり
、テキストおよび／またはデータを含み得る。
【００５２】
　ＡＡＣＭＭ１００は、図１５Ａに示されるように、プロジェクタ６０４を使用してオペ
レータに対して手引きを提供することもできる。プロジェクタ６０４は、測定デバイス１
１８が測定点を得るべき場所にインジケータ６１６をやはり重ね合わせながら、測定が行
われるべき特徴６１２を円６１０で強調する、部品６０８上の画像を生成する。テキスト
形式の指示６１８も、部品６０８に投影され、重ね合わされる可能性がある。部品もしく
は物体６０８の測定、または部品６０８の完全な一群の測定を行った後、結果のインジケ
ータ６２０が、図１５Ｂに示されるように、部品６０８に直接投影され得る。これは、許
容範囲内のおよび／または許容範囲外の部品の特定の特徴を強調するために使用され得る
。表面のスキャンに関して、高い点および低い点が、色分けされ、部品６０８に直接投影
され得る。寸法を示された特徴の測定に関して、グラフィカルなまたはテキスト形式のイ
ンジケータ６２２が、部品６０８に投影され、特徴が許容範囲内であるかどうか、および
／または許容範囲外であるかどうかをオペレータに知らせることができる。上で検討され
たように、これは、オペレータが目を離してコンピュータ端末またはユーザインターフェ
ースを見る必要がないので、部品６０８の検査に必要とされる時間を削減する利点をもた
らす。
【００５３】
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　プロジェクタ６０４は、白色光を投影することによって作業領域を照らすために使用さ
れることもでき、照明のサイズおよび形状が制御され得る。加えて、照明の領域は、スポ
ットライトの位置およびサイズがプローブ端４０１の位置データを使用して制御され得る
ので、デバイス６００が動かされる間、ロックされ得る。プロジェクタ６０４が部品６０
８のどこも照らすことができないようにデバイス６００が向きを決められる場合（例えば
、天井を向いているとき）、プロジェクタ６０４は、自動的に消えるか、または黒くなる
可能性がある。
【００５４】
　図１６～１７を参照すると、本発明の別の態様の実施形態にしたがって、複数のプロジ
ェクタ６０４、６２４、６２６が、ＡＡＣＭＭ１００とともに使用され得る。実施形態は
、プロジェクタ６２４が壁６２８または作業台を指すことである。ここで、プロジェクタ
６２４は、例えば、基部１１６上など、ＡＡＣＭＭ１００の固定された（動かない）部分
の可動式の（例えば、スイベルの）取り付け具に装着され得る。プロジェクタ６２４から
の画像６３０は、プローブ端４０１に取り付けられたプロジェクタ６０４からの情報と同
じ情報か、またはプロジェクタ６０４からの情報とは異なる情報を表示することができる
。画像６３０は、第２当事者による観察用である可能性があるか、または画像６３０は、
搭載アプリケーションソフトウェアの表示または補助的なコンピュータの表示を複製する
働きをする可能性がある。このようにして、データは、拡大され得る（すなわち、広げら
れたカバー領域）か、またはデータは、測定セッション中にオペレータによってより容易
に見られる表面６２８に投影され得る。
【００５５】
　さらに、ＡＡＣＭＭ１００のプローブ端４０１に取り付けられた複数のプロジェクタ６
０４、６２６は、表面領域のカバー範囲または３Ｄ形状のカバー範囲を広げ、したがって
、画像のカバー範囲から外れることなくプローブ端４０１の比較的大きな動きに対応する
ことができる。画像の外形は、部品６０８の外形に合わせられ得る。
【００５６】
　図１８を参照すると、本発明の別の態様の実施形態にしたがって、プロジェクタ６０４
が取り付けられたＡＡＣＭＭ１００が、オペレータに対して視覚的な作業の手引きを提供
することができる。そのような視覚的な作業の手引きは、表面またはその他の種類の障害
物（例えば、壁または人間の皮膚）によって視界から隠されている物体または物品の特徴
の視覚化の形態である可能性がある。例えば、プロジェクタ６０４は、アクセスされ、作
業される必要がある、表面６３２の裏の１つ以上の物体６３４、６３６または物品を有す
るさまざまな表面６３２にＣＡＤデータ、ＣＡＴスキャンデータ、レーザスキャンデータ
、またはその他のデータを投影することができる。しかし、その他の物体に対する損傷が
引き起こされないように、またはこれらの隠された物体６３４、６３６の位置を見つける
ことに浪費される時間を削減するために、作業者がこれらの物体の正確な位置を特定する
ことが重要である。表面６３２は、作業されるべき特徴または物体を隠す壁、組立品、人
体の表面、またはその他の種類の表面である可能性がある。
【００５７】
　図１８は、壁の表面６３２に投影された画像６３８の例を示す。壁の表面６３２の裏に
は、間柱６３４、配管パイプ６３６、および電気配線などのさまざまな物品がある。しか
し、作業者は、何が壁の表面６３２の裏に配置されているかを知らない可能性があり、お
よび／または壁の表面６３２の裏のこれらの物品の配置を知らない。作業者に、壁の表面
６３２の裏の物品およびそれらの物品の位置の画像を提供することが有利である。概して
、隠された特徴についてのこの情報は、例えば、ＣＡＤデータとして利用可能である。
【００５８】
　別の応用において、ＡＡＣＭＭ１００は、例えば、手術室で使用され得る。医師が、可
搬型のＡＡＣＭＭを使用して、プローブまたは測定デバイス１１８の位置とコンピュータ
体軸断層撮影（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｘｉａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）データからの３
Ｄデータとの相関をとりながら、切開するためのまたは腫瘍を見つけるための位置を決定
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することができる。この場合、プロジェクタ６０４は、患者に画像を投影し、マーカ、ま
たはＣＡＴスキャン画像のそのままの複製を提供して外科医を手引きすることができる。
手動操作式のロボットによって遠隔で行われる手術は、上述したのと同じ方法で投影シス
テムを使用することができる。
【００５９】
　ＡＡＣＭＭが製造環境で使用される応用において、プロジェクタ６０４は、３Ｄ　ＣＡ
Ｄまたは画像ファイルによって制御される配置を必要とするさまざまなオペレーションの
ための手引きを提供し得る。これは、例えば、リベット、機器、アクセサリのために穴を
開けることと、車、飛行機、バス、または大きな部品にステッカまたは裏に接着剤がつい
た帯を張り付けることと、文字、細部装飾、または画像を塗装することと、製図の要求に
一致するまで表面または溶接部を研削／研磨することと、釘またはねじの位置に関して、
外装の裏にある間柱または構造部材の位置を見つけることとを含む。
【００６０】
　本発明のこの態様の実施形態は、壁、隔壁、床の下、または鍵のかかったドアの裏のパ
イプ、配線、ダクト、またはその他の物体などの隠された特徴を視覚化し、どこが安全に
切断できるかを判断するのを助ける。また、これらの実施形態は、（例えば、デバイスの
３Ｄ　ＣＡＤデータが利用可能なときに）爆発物の危険なコンポーネントに穴を開ける、
そのようなコンポーネントを切断する、およびそのようなコンポーネントにアクセスする
ための投影された視覚化および手引きを提供する。
【００６１】
　本発明のこの態様の実施形態によれば、ＡＡＣＭＭ用の投影システムが、部品の表面に
手引きおよび部品のデータ（例えば、構造のＣＡＤデータ）を投影する。また、この投影
システムは、建造物の改造、手術、またはその他の侵襲的な処置で使用するための、壁、
構造物、または人体の内部にあるものの画像を投影するために使用され得る。アームに装
着された１つ以上の小型プロジェクタが、部品もしくは表面に画像もしくはデータを投影
するか、またはオペレータに対する手引きを提供することができる。アーム／プロジェク
タの組み合わせは、壁の後ろ、人体の内側、爆発するデバイスの内側などの特徴を視覚化
することができる。物体の３Ｄの記録（例えば、ＣＡＤの図面、ＣＡＴのスキャンなど）
が存在するとき、プロジェクタとアームの組み合わせは、あたかも壁を透かして見るよう
に特徴の位置を示す画像を投影することができる。
【００６２】
　図１９を参照すると、アームバス２１８の実施形態が、全体的に示されている。図１９
のアームバス２１８は、バスＡ１９０４、バスＢ１９０５、バスＣ１９０６、トリガバス
１９０７、および取り込みバス１９０８を含む。デバイスデータバス１９０２は、バスＢ
１９０５およびバスＣ１９０６を含む。バスＡ１９０４は、エンコーダデータバスとも呼
ばれる。本明細書において使用されるとき、用語「バス」および「配線」は、同期パルス
および／またはデータなどの信号を送信するための伝送媒体を指すために交換可能なよう
に使用される。
【００６３】
　図１９は、２つの連続領域１９０９を示す。これらは、追加的なエンコーダアームバス
ＩＦ２１４が挿入され得る領域である。例えば、ＡＡＣＭＭ１００に７つのエンコーダア
ームバスＩＦ２１４が存在する可能性がある。基部プロセッサ基板２０４を含むＡＡＣＭ
Ｍ１００の基部１１６は、図１９の左側にある。プローブ端４０１および交換可能なデバ
イス（４００、５００、６００、７００など）は、図１９の右側にある。
【００６４】
　取り込みバス１９０８は、データがすべてのＡＡＣＭＭのセンサデバイスによって同時
に取り込まれるように、基部プロセッサ基板２０４からエンコーダＤＳＰ２１６、プロー
ブ端ＤＳＰ２２８、および交換可能なデバイスのコントローラ（コントローラ４０８、５
１２、または６００、７００内のコントローラなど）に取り込み信号（または同期パルス
）を送信する。一実施形態において、図１９に示された取り込みバス１９０８は、（例え
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ば、約７００ヘルツで動作する１つ以上の信号を有する）差動配線の対によって実装され
る。取り込みバス１９０８上の取り込み信号は、エンコーダＤＳＰ２１６と、プローブ端
ＤＳＰ２２８と、交換可能なデバイスのコントローラとにほとんど同時に到達する。その
他の実施形態において、一群の差動配線の対が、エンコーダＤＳＰ２１６、プローブ端Ｄ
ＳＰ２２８、および交換可能なデバイスのコントローラのすべてに並列に接続される可能
性がある。当業者に理解され得るように、取り込みバス１９０８の実装は、上述の実施形
態に限定されず、これらに限定されないが、シングルエンド配線の使用、または異なる速
度の配線の使用など、当技術分野で知られている任意の方法でやはり実装され得る。一実
施形態において、取り込み信号の送信は、受信するＤＳＰの基部プロセッサ２０４からの
距離に基づいて時間差をつけられる。
【００６５】
　アームバス２１８の一部であるエンコーダデータバス１９０４およびデバイスデータバ
ス１９０２は、独立にかつ同時に動作し、それによって、データがそれらのバスの両方で
同時に送信されることを可能にする。取り込みバス１９０８上の取り込み信号は、ＡＡＣ
ＭＭのセンサデータを同時にラッチし、次に、それらのセンサデータが、エンコーダデー
タバス１９０４およびデバイスデータバス１９０２に送信される。一実施形態において、
取り込み信号のレートは、ＡＡＣＭＭ１００内のセンサデバイスからデータを収集し、処
理するために必要とされる時間によって決められる。一実施形態において、エンコーダデ
ータバス１９０４およびデバイスデータバス１９０２は、非同期バスである。一実施形態
において、エンコーダデータバス１９０４およびデバイスデータバス１９０２は、無線バ
スである。
【００６６】
　エンコーダデータバス１９０４は、エンコーダＤＳＰ２１６のそれぞれを基部プロセッ
サ２０４に接続する。エンコーダデータバス１９０４は、例えば、エンコーダデータバス
１９０４上で搬送される差動対信号とＤＳＰ２１６のポートに送信されるシングルエンド
信号との間の変換を行うことができるエンコーダアームバスＩＦ２１４によって各エンコ
ーダＤＳＰ２１６へのインターフェースをとられる。エンコーダデータバス１９０４上で
送信されるデータは、ＡＡＣＭＭに配置された測定デバイス（例えば、プローブ１１８）
の座標を決定するために使用される。エンコーダデータバス１９０４は、エンコーダＤＳ
Ｐ２１６からのアーム位置信号を要求するため、およびＤＳＰ２１６からの位置信号を受
信するために基部プロセッサ基板２０４によって使用される。エンコーダデータバス１９
０４は、２方向トラフィックに対応するために半二重モードで動作することができる。図
１９に示されたエンコーダデータバス１９０４は、（例えば、約３メガビット／秒でデー
タを転送する）差動配線の単一の組によって実装され得る。その他の実施形態において、
エンコーダデータバス１９０４は、複数のパラレルバスとして実装される。当業者に理解
され得るように、エンコーダデータバス１９０４の実装は、上述の実施形態に限定されな
い。エンコーダデータバス１９０４は、これらに限定されないが、シングルエンド配線の
使用、または異なる速度でのデータ転送など、当技術分野で知られている任意の方法で実
装され得る。
【００６７】
　エンコーダデータバス１９０４は、エンコーダアームバスインターフェース２１４を介
したエンコーダＤＳＰ２１６からの位置信号（例えば、エンコーダ読み取りヘッドインタ
ーフェース２３４からのカウント）と、温度センサ２１２からの温度データと、プローブ
端ＤＳＰ２２８を介した任意の装着された測定デバイス（例えば、プローブ、取り外し可
能なように結合されたアクセサリデバイス）に関するボタン選択状態とを送信する。
【００６８】
　デバイスデータバス１９０２上で送信されるデータは、アームに装着される（例えば、
取り外し可能なように装着される）アクセサリデバイス（例えば、ＬＬＰ５００、機能的
デバイス６００、ペイントスプレーデバイス７００）からのデータを含む。アクセサリデ
バイスからのデータは、アクセサリデバイスに関連するコントローラ（例えば、４０８、
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５１２、または６００、７００内のコントローラ）によって処理され、次いで、アームバ
ス２１８内のバスＢ１９０５またはバスＣ１９０６上に直接乗せられることができる。代
替的に、アクセサリからのデータは、プローブ端ＤＳＰ２２８に送信されることができ、
プローブ端ＤＳＰ２２８で、そのデータは、アームバス２１８内のバスＢまたはバスＣに
渡される前にさらに処理されることができる。デバイスデータバス１９０２は、測定デバ
イスに取り外し可能なように結合されるアクセサリデバイスからのアクセサリデバイスデ
ータを要求するため、およびアクセサリデバイスのコントローラまたはＤＳＰを受信する
ために基部プロセッサ基板２０４によって使用される。そのようなコントローラは、プロ
ーブ端ＤＳＰ２２８であるか、またはアクセサリデバイス内のコントローラ（例えば、４
０８、５１２、もしくは６００、７００内のコントローラ）である可能性がある。アクセ
サリデバイスデータは、これらに限定されないが、アクセサリデバイスがカメラであると
きの画像データ、アクセサリデバイスがビデオレコーダであるときのビデオデータ、およ
びアクセサリデバイスがＬＬＰであるときの２次元重心データ（ＣＯＧ）などの、アクセ
サリデバイスによって生成された任意のデータを含む。一実施形態において、デバイスデ
ータバス１９０２は、これらに限定されないが、アクセサリデバイスが生成するデバイス
データの種類、およびアクセサリデバイスがデバイスデータを送信するレートなどのアク
セサリデバイスの特性を特定するデータも受信する。デバイスデータバス１９０２は、２
方向トラフィックに対応するために半二重モードで動作することができる。図１９に示さ
れたデバイスデータバス１９０２は、（例えば、約６メガビット／秒で組み合わされたデ
ータを転送する）差動配線の２つの組によって実装され得る。当業者に理解され得るよう
に、デバイスデータバス１９０２の実装は、上述の実施形態に限定されず、これらに限定
されないが、シングルエンド配線の使用、または異なる速度でのデータ転送など、当技術
分野で知られている任意の方法でやはり実装され得る。
【００６９】
　バスＢ１９０５およびバスＣ１９０６は、各エンコーダアームバスＩＦ２１４に入り、
各エンコーダアームバスＩＦ２１４から出ていく。バスＢまたはバスＣ上を伝わる信号を
異なる形式に（例えば、差動ペアからシングルエンドに、またはその逆に）変換する必要
はないので、一実施形態におけるエンコーダアームバスＩＦ２１４は、バスＢおよびバス
Ｃ上を伝わるデータに関する単純なパススルー（ｐａｓｓ－ｔｈｒｏｕｇｈ）として機能
する。
【００７０】
　トリガバス１９０７は、ＡＡＣＭＭ１００内のセンサからのトリガ信号を基部プロセッ
サ基板２０４に搬送する。トリガバス１９０７上で搬送されるトリガ信号は、基部プロセ
ッサ基板２０４へのアクションの要求として機能する。トリガ信号の典型例は、プローブ
が物体に接触させられるかまたは物体に近づけられるときに電子的に応答する種類のプロ
ーブである接触トリガプローブ（ｔｏｕｃｈ　ｔｒｉｇｇｅｒ　ｐｒｏｂｅ）によって生
成されるトリガ信号である。一実施形態において、接触トリガプローブは、基部プロセッ
サ基板２０４にトリガ信号を送信し、基部プロセッサ基板２０４は、当該トリガ信号を、
取り込みバス１９０８を介して取り込み信号を直ちに送信するようにとの要求として扱う
。基部プロセッサは、取り込み信号を送出し、ＡＡＣＭＭ１００のすべてのエンコーダの
読み取り値がラッチされるようにする。その結果、エンコーダの読み取り値が、接触トリ
ガプローブのチップが物体に接触する瞬間に高い精度で同期される。トリガバスは、接触
トリガプローブを用いたこの用途に限定されず、さまざまな異なるセンサからのトリガ信
号を基部プロセッサ基板２０４に搬送することができる。さらに、トリガバスからのトリ
ガ信号は、基部プロセッサ基板２０４の代わりに、または基部プロセッサ基板２０４に加
えて外部コンピュータによって使用され得る。また、基部プロセッサ基板２０４または外
部コンピュータは、トリガバス１９０７によって搬送されたトリガ信号にさまざまな方法
で応答し得る。
【００７１】
　図１９においてバス１９０４～１９０８の隣の矢印によって示されるように、バスＡ、
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バスＢ、およびバスＣは、双方向であり、したがって、信号が、これら３つのバスを介し
て基部プロセッサ基板２０４から送信され、基部プロセッサ基板２０４によって受信され
る。トリガバス１９０７は、一方向であり、したがって、トリガバス１９０７によって搬
送されるトリガ信号は、基部プロセッサ基板２０４によって受信されるが、基部プロセッ
サ基板２０４から送信されない。取り込みバス１９０８も、一方向であり、したがって、
取り込みバス１９０８によって搬送される取り込み信号は、基部プロセッサ基板２０４か
ら送信されるが、基部プロセッサ基板２０４によって受信されない。
【００７２】
　図２０は、一実施形態による、ＡＡＣＭＭにおけるデータ取り込みのプロセスフローで
ある。図２０に示されたプロセスフローは、基部プロセッサ基板２０４によって開始され
る。ステップ２００２において、基部プロセッサ基板２０４が、エンコーダＤＳＰ２１６
、プローブ端ＤＳＰ２２８、および交換可能なデバイスのコントローラ（コントローラ４
０８、５１２、または６００、７００内のコントローラなど）に取り込みバス１９０８上
で取り込み信号を送信する。取り込み信号は、定期的なポーリングプロセスの結果として
か、またはトリガバス１９０７上のトリガ信号から受信された要求の結果としてかのいず
れかで基部プロセッサ基板２０４によって開始される。ステップ２００４において、エン
コーダＤＳＰ２１６、プローブ端ＤＳＰ２２８、および交換可能なデバイスのコントロー
ラが、取り込み信号の受信に応答してデータを取り込む（またはラッチする）。エンコー
ダＤＳＰ２１６は、エンコーダのカウントおよび温度などのデータをラッチする。プロー
ブ端ＤＳＰ２２８は、測定デバイスおよび／またはアクセサリデバイスの任意のボタンの
状態を示すボタン押下状態をラッチする。交換可能なデバイスのコントローラからのデー
タは、デバイスデータバス１９０２に直接乗せられ得るか、またはそれらのデータは、デ
バイスデータバス１９０２に乗せられる前に処理するためにプローブ端ＤＳＰ２２８に最
初に送信され得る。
【００７３】
　ステップ２００６において、基部プロセッサ基板２０４が、エンコーダＤＳＰ２１６、
プローブ端ＤＳＰ２２８、および交換可能なデバイスのコントローラ（コントローラ４０
８、５１２、または６００、７００内のコントローラなど）からの取り込まれたデータを
収集する。一実施形態において、これは、基部プロセッサ２０４が、アドレスと、取り込
まれたデータ（例えば、位置信号）を要求するコマンドとを（例えば、パケットで）送信
することによって実行される。第１のエンコーダＤＳＰ２１６が、パケット内のアドレス
をそのエンコーダＤＳＰ２１６自体のアドレスであると認識し、基部プロセッサ基板２０
４に取り込まれたデータを返す。基部プロセッサ基板２０４は、エンコーダＤＳＰ２１６
の残り、プローブ端ＤＳＰ２２８、および交換可能なデバイスのコントローラからの取り
込まれたデータをエンコーダデータバス１９０４上で引き続き要求し、受信する。基部プ
ロセッサ基板２０４は、取り込まれたデータのすべてを受信し終わるまで一度に１つずつ
ＤＳＰおよびコントローラからデータを受信する。ステップ２００８において、基部プロ
セッサ基板２０４が、所与の取り込み信号に対する位置信号およびボタン押下状態のすべ
てが相互に関連付けられるように、収集されたデータをまとめる。次に、処理はステップ
２００２で継続し、別の取り込み信号が、エンコーダＤＳＰ２１６、プローブ端ＤＳＰ２
２８、および交換可能なデバイスのコントローラに送信される。処理は、ステップ２０１
０でやはり継続し、ステップ２０１０において、基部プロセッサ２０４が、処理されてい
ない取り込まれたデータから３次元位置データ（ｘ，ｙ，ｚ）およびボタン状態を生成す
る。計算ステップ２０１０によって実行されるアクションは、データ収集ステップ２００
２～２００８のアクションと並列に実行される可能性がある。代替的に、２０１０のアク
ションは、ステップ２００２～２００８によって十分なデータが収集された後に実行され
る可能性がある。後者の場合、ステップ２０１０の完了が、ステップ２００２～２００８
におけるさらなるデータの収集を引き起こす可能性がある。２つのあり得る経路（並列的
なまたは逐次的なデータ収集／計算）は、ステップ２００８および２０１０からのフィー
ドバックループの破線によって示されている。
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【００７４】
　一実施形態において、ステップ２００２から２００８は、ＡＡＣＭＭ１００が稼働して
いる間、継続的に実行される。さらに、接触プローブがＡＡＣＭＭに接続される場合、接
触プローブは、（例えば、プローブチップが物体に接触するか、または接触しそうなとき
に）取り込み信号の発行を要求することができる。
【００７５】
　図２１は、一実施形態による、エンコーダデータバス１９０４上のエンコーダデータお
よびデバイスデータバス１９０２からのアクセサリデータの同時取り込みのプロセスフロ
ーである。図２１に示されたプロセスフローは、アクセサリデバイス（例えば、ＬＬＰ、
カメラ）がＡＡＣＭＭ１００に装着されているときに実行される。ステップ２１０２にお
いて、アクセサリデバイスが、ＡＡＣＭＭ１００のハンドルにおいて検出される。ステッ
プ２１０４および２１０６は、測定されている物体に関する位置信号およびデバイスデー
タを収集するために並列に（例えば、同時に）実行される。ステップ２１０６において、
位置信号が、エンコーダデータバス１９０４を介して位置信号を送信することによって収
集され、アクセサリデータが、デバイスデータバス１９０２上でアクセサリデータを送信
することによって収集される。ステップ２１０８において、収集されたデータが、物体上
の点の３次元座標である可能性がある所望の結果を生成するために処理される。一実施形
態において、アクセサリデバイスは、ＬＬＰであり、デバイスデータバス１９０２上のデ
ータは、重心（ＣＯＧ）データを含む。このデータは、物体上の一群の点に関する３次元
（３Ｄ）座標を得るために、エンコーダＤＳＰ２１６からの位置信号と組み合わされる。
別の実施形態において、アクセサリデバイスは、カメラであり、カメラからのデータは、
画像データを含む。この画像データは、画像に１つ以上の３Ｄデータの点を重ね合わせる
ために位置信号と組み合わされる。一実施形態において、収集されたデータは、外部コン
ピュータにエクスポートされ、ステップ２１０８は、外部コンピュータで実行される。任
意的なステップ２１１０において、物体の図が、ＡＡＣＭＭ１００のカラーＬＣＤ３３８
に表示される。ステップ２１０８の収集されたデータの処理は、データ収集ステップ２１
０４および２１０６と並列に実行され得るか、またはステップ２１０８は、ステップ２１
０４および２１０６の後に実行され得る。後者の場合、ステップ２１０８の計算の完了が
、ステップ２１０４および２１０６におけるデータ収集の新たなサイクルを開始する可能
性がある。
【００７６】
　図２０および２１は、物体の寸法の特性についての情報を提供するために基部プロセッ
サ基板２０４によってデータがどのように収集されるかを示す。別の動作モードにおいて
、基部プロセッサ基板２０４は、もっぱらデータを送信する可能性がある。もっぱらデー
タを送信する２つのデバイスの例は、画像プロジェクタおよびペイントスプレーヤである
。
【００７７】
　技術的効果および利点は、１つのバス上のアームの位置信号および第２のバス上のアク
セサリデバイスデータを同時に送信する能力を含む。これは、各取り込み信号に応答して
より多くのデータが収集されることを可能にすることによって、システムの性能およびス
ループットの向上をもたらすことができる。加えて、ＡＡＣＭＭ１００は、すべてのアク
セサリデバイスが、位置データを収集するために利用される内部バスに準拠していること
を必要としないので、より広範なアクセサリデバイスをサポートすることができる可能性
がある。
【００７８】
　当業者に理解されるであろうように、本発明の態様は、システム、方法、またはコンピ
ュータプログラム製品として具現化され得る。したがって、本発明の態様は、すべてハー
ドウェアの実施形態、すべてソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェ
ア、マイクロコードなどを含む）、またはすべてが概して本明細書において「回路」、「
モジュール」、もしくは「システム」と呼ばれることがあるソフトウェアの態様とハード
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ウェアの態様とを組み合わせる実施形態の形態をとる可能性がある。さらに、本発明の態
様は、コンピュータ可読プログラムコードを具現化する１つ以上のコンピュータ可読媒体
で具現化されるコンピュータプログラム製品の形態をとる可能性がある。
【００７９】
　１つ以上のコンピュータ可読媒体の任意の組み合わせが、利用され得る。コンピュータ
可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読ストレージ媒体である可
能性がある。コンピュータ可読ストレージ媒体は、これらに限定されないが、例えば、電
子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線、もしくは半導体システム、装置、もしくはデバ
イス、またはこれらの任意の好適な組み合わせである可能性がある。コンピュータ可読媒
体のより具体的な例（非網羅的なリスト）は、以下、すなわち、１つ以上の配線を有する
電気的な接続、持ち運び可能なコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み
出し専用メモリ（ｅｒａｓａｂｌｅ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　
ｍｅｍｏｒｙ）（ＥＰＲＯＭもしくはフラッシュメモリ）、光ファイバ、持ち運び可能な
コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光学式ストレージデバイス、
磁気式ストレージデバイス、またはこれらの任意の好適な組み合わせを含む。本明細書の
文脈においては、コンピュータ可読ストレージ媒体は、命令実行システム、装置、もしく
はデバイスによる使用のための、または命令実行システム、装置、もしくはデバイスに関
連するプログラムを含むかまたは記憶することができる任意の有形の媒体である可能性が
ある。
【００８０】
　コンピュータ可読信号媒体は、例えば、ベースバンドで、または搬送波の一部としてコ
ンピュータ可読プログラムコードを具現化する伝播されるデータ信号を含み得る。そのよ
うな伝播される信号は、電磁的、光学的、またはこれらの任意の好適な組み合わせを含む
がそれらに限定されないさまざまな形態のうちの任意の形態をとり得る。コンピュータ可
読信号媒体は、コンピュータ可読ストレージ媒体ではなく、命令実行システム、装置、も
しくはデバイスによる使用のための、または命令実行システム、装置、もしくはデバイス
に関連するプログラムを伝達、伝播、または搬送することができる任意のコンピュータ可
読媒体である可能性がある。
【００８１】
　コンピュータ可読媒体上に具現化されたプログラムコードは、無線、有線、光ファイバ
ケーブル、ＲＦなど、またはこれらの任意の好適な組み合わせを含むがこれらに限定され
ない任意の適切な媒体を用いて送信され得る。
【００８２】
　本発明の態様のオペレーションを実行するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊ
ａｖａ（登録商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋、Ｃ＃などのオブジェクト指向プログ
ラミング言語と、「Ｃ」プログラミング言語または同様のプログラミング言語などの通常
の手続き型プログラミング言語とを含む１つ以上のプログラミング言語の任意の組み合わ
せで記述され得る。プログラムコードは、すべてユーザのコンピュータ上で、スタンドア
ロンのソフトウェアパッケージとしてユーザのコンピュータ上で部分的に、ユーザのコン
ピュータ上で部分的にかつ遠隔のコンピュータ上で部分的に、またはすべて遠隔のコンピ
ュータもしくはサーバ上で実行され得る。後者の場合、遠隔のコンピュータが、ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）もしくは広域ネットワーク（ＷＡＮ）を含む任意の種類の
ネットワークを介してユーザのコンピュータに接続され得るか、または外部コンピュータ
への接続が（例えば、インターネットサービスプロバイダを使用してインターネットを介
して）行われ得る。
【００８３】
　本発明の態様が、本発明の実施形態による方法、装置（システム）、およびコンピュー
タプログラム製品の流れ図および／または構成図を参照して説明されている。流れ図およ
び／または構成図の各ブロックと、流れ図および／または構成図のブロックの組み合わせ
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とは、コンピュータプログラム命令によって実装され得ることが理解されるであろう。
【００８４】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたはその他のプログラム可能
なデータ処理装置のプロセッサによって実行される命令が、流れ図および／または構成図
の１つのブロックまたは複数のブロックで規定された機能／動作を実施するための手段を
もたらすように、多目的コンピュータ、専用コンピュータ、または機械を製造するための
その他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサに与えられ得る。これらのコンピ
ュータプログラム命令は、コンピュータ可読媒体に記憶された命令が、流れ図および／ま
たは構成図の１つのブロックまたは複数のブロックで規定された機能／動作を実施する命
令を含む製品をもたらすように、コンピュータ、その他のプログラム可能なデータ処理装
置、またはその他のデバイスを特定の方法で機能させることができるコンピュータ可読媒
体に記憶される可能性もある。
【００８５】
　コンピュータプログラム命令は、コンピュータまたはその他のプログラム可能な装置で
実行される命令が、流れ図および／または構成図の１つのブロックまたは複数のブロック
で規定された機能／動作を実施するためのプロセスを提供するように、コンピュータで実
施されるプロセスを生成するために一連のオペレーションのステップがコンピュータ、そ
の他のプログラム可能な装置、またはその他のデバイスで実行されるようにするために、
コンピュータ、その他のプログラム可能なデータ処理装置、またはその他のデバイスにロ
ードされる可能性もある。
【００８６】
　図面の流れ図および構成図は、本発明のさまざまな実施形態によるシステム、方法、お
よびコンピュータプログラム製品のあり得る実装のアーキテクチャ、機能、およびオペレ
ーションを示す。その際、流れ図または構成図の各ブロックは、（１つ以上の）規定され
た論理的な機能を実装するための１つ以上の実行可能命令を含むモジュール、セグメント
、またはコードの一部を表す可能性がある。一部の代替的な実装において、ブロックで示
された機能が、図面に示された順序とは異なる順序で行われ得ることにも留意されたい。
例えば、連続で示された２つのブロックが、実際には実質的に同時に実行される可能性が
あり、またはそれらのブロックは、関連する機能に応じて逆順に実行される場合もあり得
る。構成図および／または流れ図の各ブロックと、構成図および／または流れ図のブロッ
クの組み合わせとは、規定された機能もしくは動作を実行する専用のハードウェアに基づ
くシステム、または専用のハードウェアとコンピュータ命令の組み合わせによって実装さ
れ得ることも認識されるであろう。
【００８７】
　本発明が例示的な実施形態を参照して説明されたが、本発明の範囲を逸脱することなく
さまざまな変更が行われる可能性があり、均等物が本発明の要素の代替とされる可能性が
あることが当業者に理解されるであろう。さらに、特定の状況または構成要素を本発明の
教示に適合させるために、本発明の本質的な範囲を逸脱することなく多くの修正が行われ
得る。したがって、本発明は本発明を実施するための考えられる最良の形態として開示さ
れた特定の実施形態に限定されず、本発明は添付の特許請求の範囲内に入るすべての実施
形態を含むことが意図される。さらに、用語「第１」、「第２」などの使用はいかなる順
序または重要度も表さず、むしろ用語「第１」、「第２」などはある要素を別の要素と区
別するために使用される。その上、用語「ａ」、「ａｎ」などの使用は量の限定を表さず
、むしろ言及される項目の少なくとも１つの存在を表す。
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