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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポールと、該ポールの位置を検出する位置測定装置と、視準方向の映像を捉える撮像装
置と、該撮像装置の捉えた映像を表示する表示装置と、測設点を施工計画データとして記
憶する記憶装置と、視準方向の方位角を検出する方位検出装置とを備え、前記位置測定装
置の検出する前記ポールの位置と前記方位検出装置の検出する方位角とから視準方向に一
致する測設点を前記表示装置に表示することを特徴とする測量誘導装置。
【請求項２】
　ポールと、該ポールの位置を検出する位置測定装置と、撮像装置の視準方向の方位角を
検出する方位検出装置と、測設点を施工計画データとして記憶する記憶装置と、前記測設
点を表示する表示装置と、前記位置測定装置の検出するポールの位置を基準として、前記
方位検出装置が検出する方位角の方向に存在する測設点を、前記記憶された施工計画デー
タに基づいて求める演算装置とを備え、前記演算装置が求めた測設点を前記表示装置に表
示することを特徴とする測量誘導装置。
【請求項３】
　位置測定装置はＧＰＳである請求項１又は請求項２の測量誘導装置。
【請求項４】
　位置測定装置は、ポールに設けられた反射プリズムと該反射プリズムの位置を測定する
測量装置と前記ポール側にデータを送信する送信装置から構成される請求項１又は請求項
２の測量誘導装置。
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【請求項５】
　前記ポールには垂直に対する傾きを検出する傾斜検出装置が設けられ、該傾斜検出装置
の検出する傾きを基に位置測定装置の測定位置が補正される請求項３又は請求項４の測量
誘導装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は測量作業、例えば測設点の決定等の作業に於ける作業者の誘導を行う測量作業誘
導装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
測量作業には、予め決められている位置を探して杭を打つ測設作業と、決められた範囲の
中で適宜位置を測定する出来形測量作業とがある。
【０００３】
測設作業は、測量から土木分野迄幅広く行われ、現場に於いて杭を打つ作業である。測設
作業は、目標とする測設点に移動する作業と、目標とする測設点を決定し、該測設点上に
実際に杭を打つ作業からなっている。
【０００４】
先ず、目標とする測設点迄の誘導を行い、次いで、杭を打つ測設点を決定する。現在では
、この誘導を行う為の装置としてトータルステーションやＧＰＳが用いられている。更に
、コンピュータとの連携システムにより、より速く簡単に目標とする測設点を決めること
が可能になってきている。
【０００５】
図６はその測量システムの一例を示している。図６中、２０はトータルステーション、２
１はポール、２２はプリズムである。前記ポール２１と前記プリズム２２とによって測量
ターゲット２３が構成される。
【０００６】
前記トータルステーション２０は、与点（既知点）Ｏに据付けられ、前記測量ターゲット
２３は求点（目標とする測設点）Ｏ′に立てられる。前記トータルステーション２０側と
前記ポール２１側とには通常作業者がいて、該ポール２１側の作業者は前記トータルステ
ーション２０側の作業者からの指示に従って、前記ポール２１を求点Ｏ′に移動させる。
測量作業は、前記トータルステーション２０を用いて求点Ｏ′に置かれた前記ポール２１
の前記プリズム２２を視準し、測距・測角により求点Ｏ′の水平座標位置を求める。
【０００７】
前記トータルステーション２０には求点Ｏ′の水平座標位置が記憶され、該求点Ｏ′に杭
打ちをする。更に、前記測量ターゲット２３側の作業者に次の移動先の指示を与え、前記
トータルステーション２０側の作業者は順次移動先のポール２１との距離及び方向角を求
めるものである。そして、順次求点Ｏ′を決定し、求点Ｏ′に杭を打つ作業を行い、これ
を繰返す。
【０００８】
これに対して、出来形測量作業は、地盤の所定箇所を測定して、設計面との差分を求める
測量作業であり、トータルステーション２０側からポール２１側の作業者をポイント（測
定予定地点）に誘導するものである。該ポール２１側の作業者は前記トータルステーショ
ン２０からの指示に従って前記ポール２１を測定予定地点上に移動させ、前記トータルス
テーション２０側の作業者は移動先のポール２１の距離及び方向角を求め、その測量値と
記憶（記録）されている施工値とを比較する。最近では、位置測定を行う手段として、ト
ータルステーション２０に代えて、ＧＰＳ装置も使用される様になってきている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記した測量作業では、トータルステーション２０側の作業者とポール２１側の作業者の
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２人作業となり、而も相互に連絡を取りつつ行わなければならない煩雑な作業であり、精
神的・肉体的に非常に重労働である。１測点に対して熟練作業者であれば１～３分程度で
測量が完了するが、この間、該ポール２１側の作業者は、常に自分の位置と目標とする求
点とを意識する必要があるが、自分の位置、求点に関する情報は前記トータルステーショ
ン２０側の作業者からの指示、情報のみであり、前記ポール２１側の作業者の判断で作業
することが困難であり、作業性が悪いという問題があった。
【００１０】
本発明は斯かる実情に鑑みなされたものであり、測設作業、出来形測量作業に於いて１人
作業を可能にし、而も作業を容易にし、省力化と作業性の向上を図るものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ポールと、該ポールの位置を検出する位置測定装置と、視準方向の映像を捉え
る撮像装置と、該撮像装置の捉えた映像を表示する表示装置と、測設点を施工計画データ
として記憶する記憶装置と、視準方向の方位角を検出する方位検出装置とを備え、前記位
置検出装置の検出する前記ポールの位置と前記方位検出装置の検出する方位角とから視準
方向に一致する測設点を前記表示部に表示する測量誘導装置に係り、又ポールと、該ポー
ルの位置を検出する位置測定装置と、方位角を検出する方位検出装置と、測設点を施工計
画データとして記憶する記憶装置と、前記測設点を表示する表示装置と、前記位置測定装
置の検出するポールの位置を基準として、前記方位検出装置が検出する方位角の方向に存
在する測設点を、前記記憶された施工計画データに基づいて求める演算装置とを備え、前
記演算装置が求めた測設点を前記表示装置に表示する測量誘導装置に係り、又位置測定装
置はＧＰＳである測量誘導装置に係り、又位置測定装置は、ポールに設けられた反射プリ
ズムと該反射プリズムの位置を測定する測量装置と前記ポール側にデータを送信する送信
装置から構成される測量誘導装置に係り、更に又前記ポールには垂直に対する傾きを検出
する傾斜検出装置が設けられ、該傾斜検出装置の検出する傾きを基に位置測定装置の測定
位置が補正される測量誘導装置に係るものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明する。
【００１３】
図１、図２に於いて、第１の実施の形態について説明する。
【００１４】
本発明では、ポールを操作する１人の作業者によって、例えば測設作業が行われる。
【００１５】
作業者によって立設され、運搬されるポール１は、測設点に立設可能な様に下端が尖端と
なっている。該ポール１の上端にＧＰＳ装置２が設けられ、前記ポール１の所要の高さ位
置、例えば目線の位置に撮像装置３が取付けられ、又前記ポール１の上部に傾斜検出装置
４、方位検出装置例えば方位角センサ５、演算処理装置６が取付けられている。
【００１６】
前記ＧＰＳ装置２は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
を利用した位置検出装置であり、前記撮像装置３はデジタルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ等であり、前記傾斜検出装置４は前記ポール１の鉛直に対する傾斜角及び傾斜方向を検
出可能であり、前記方位角センサ５は前記撮像装置３の視準方向の方位を検出可能となっ
ている。前記ＧＰＳ装置２からの位置信号、前記撮像装置３からの映像信号、前記傾斜検
出装置４からの傾斜角信号、前記方位角センサ５からの方位角信号は前記演算処理装置６
に入力される。
【００１７】
前記演算処理装置６は表示部７、演算制御部８、記憶部９を具備した携帯の情報端末装置
、例えばＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）等の片手
で扱えるサイズのデジタル装置であり、前記記憶部９には地形データ、測設点の位置デー
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タ、各測設点に付されたコード名等の施工データ、前記ＧＰＳ装置２の前記ポール１の尖
端からの距離Ｌ等のデータが格納される。
【００１８】
又、前記記憶部９には、測設点の位置データ、方位、前記ＧＰＳ装置２が検出した位置信
号を座標データとして前記表示部７に表示させる信号処理プログラム、或は前記撮像装置
３からの映像信号を基に該撮像装置３の撮像画像を前記表示部７に表示させ、又該撮像画
像に方位、前記施工計画データ、前記ポール１の位置等を重畳して表示させる画像処理プ
ログラム、前記傾斜検出装置４からの傾斜角、前記距離Ｌにより前記ＧＰＳ装置２で検出
した位置データを修正する演算プログラム等のプログラムが格納されている。
【００１９】
図３を参照して、作用について説明する。
【００２０】
前記演算処理装置６を作動させると、前記ＧＰＳ装置２、前記撮像装置３、前記傾斜検出
装置４、前記方位角センサ５からそれぞれ信号が取込まれ、前記ＧＰＳ装置２で検出され
た位置データが、前記傾斜検出装置４からの傾斜角信号、前記距離Ｌを基に、前記ポール
１の尖端が示す位置（ポール１の位置）に修正される。
【００２１】
前記表示部７には座標画像が表示され、該座標画像上に修正された前記ポール１の位置デ
ータ、測設点、方位が座標データとして表示される（図３（Ａ））。例えば、ポール１の
位置を座標中心とする座標画像に次に杭打ちする測設点が表示される。座標画像には、現
在地と次の測設点が記号或は点で表示されると共に現在位置と次の測設点との比較で距離
、方向が数値データ値としても表示される。この座標画像により、作業者は次の対象の測
設点が、現在地からどの方位に、どの程度の距離にあるかの概略を知り得る。
【００２２】
前記撮像装置３の光軸（視準方向）を、次の測設点（例えばコード名、Ｎｏ１２）の方向
に向け、該撮像装置３より撮像する。前記表示部７の表示を切換え撮像画面を表示させる
。該表示部７には、測設点（Ｎｏ１２）周辺の撮像画像が表示される。又該撮像画像には
測設点（Ｎｏ１２）を示す記号、或は指示マークが重畳して表示される（図３（Ｂ））。
【００２３】
作業者は、実際に目視している景色と前記撮像画像との比較により、該撮像画像に表示さ
れた測設点（Ｎｏ１２）の概略の位置を容易に把握でき、測設点（Ｎｏ１２）へ迅速に移
動することができる。
【００２４】
又、前記撮像画像には、施工計画データを重畳して表示することもでき、測設作業で、杭
打ちすべき全ての測設点を表示することができ（図３（Ｃ））、作業者は次の作業を念頭
に置き杭打ち作業ができ、作業性が向上する。
【００２５】
前記ポール１の概略位置が決定すると、再び座標画像を表示させる。該座標画像上には、
前記ポール１の位置がリアルタイムで表示されると共に前記測設点（Ｎｏ１２）が表示さ
れており、前記座標画像を拡大表示させることで、作業者は測設点（Ｎｏ１２）に対する
前記ポール１の現在位置の差を容易に知り得、ポールの位置の修正を行うことができる。
而して、簡単に且つ迅速に該ポール１を測設点に立設することができ、測設点の決定、杭
打ちが行える。
【００２６】
測設点（Ｎｏ１２）の杭打ち完了を前記演算制御部８に入力することで、該演算制御部８
は次の測設点（Ｎｏ１３）に関するデータを前記記憶部９より読込む。而して、順次測設
点の杭打ちが１人作業で迅速且つ容易に行える。
【００２７】
上記した作用では先ず座標画像を表示させ、撮像装置３の視準方向の概略を決定したが、
直ちに撮像装置３より撮像し、撮像画像により測設点（Ｎｏ１２）を探すことも可能であ
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る。
【００２８】
撮像を開始すると、撮像方向は前記方位角センサ５により検出され、又ポール１の位置は
前記ＧＰＳ装置２により検出されるので、前記演算制御部８はポール１の位置から撮像方
向に存在する測設点を演算により求め、該当する測設点が撮像画像上に表示される。作業
者は、画像上に表示された測設点を確認して、迅速に測設点への移動が可能になる。尚、
撮像を開始した直後の撮像方向に測設点がない場合は、前記ポール１を回転させ撮像方向
を移動させてやれば、撮像装置３が測設点に向いた場合に測設点が表示される。
【００２９】
この場合、測設点を探す作業は、ポール１を単に回転させてやるだけであるので、簡単で
ある。又、一度測設点を画像上で検出できれば、前記撮像画像に施工計画データを重畳し
、杭打ちすべき全ての測設点を表示させることができ（図３（Ｃ））、次の測設点を表示
させることが容易にでき、最初に表示させた測設点とその他の測設点の関係を把握するこ
とができる。
【００３０】
最終的なポール１の位置決定は、上述したと同様に、座標画像を表示させポール１の位置
を測設点に正確に合致させる。
【００３１】
前記ポール１の位置測定手段としては、前記したＧＰＳ装置２に限られるものではなく、
測量機を用いてもよい。図４、図５により第２の実施の形態について説明する。
【００３２】
尚、図４、図５中、図１、図２中で示したものと同等のものには同符号を付し、詳細な説
明は省略する。
【００３３】
ポール１の上端に反射プリズム１１が設けられる。該反射プリズム１１は円周等間隔にプ
リズム１２が配設され、全方位から入射する光線を入射方向に反射可能となっている。
【００３４】
前記ポール１には、該ポール１の所要位置に撮像装置３、傾斜検出装置４、方位検出装置
例えば方位角センサ５、演算処理装置６及び受信装置１３が取付けられている。
【００３５】
既知点にはトータルステーション等の測量装置１４が設置される。該測量装置１４は追尾
装置（図示せず）を具備しており、前記反射プリズム１１を追尾可能となっている。該測
量装置１４には送信装置１５が設けられ、前記測量装置１４によって測量されたデータを
前記受信装置１３に送信する様になっている。
【００３６】
前記測量装置１４により、該測量装置１４即ち既知点に対する前記ポール１の距離方位が
測定され、測定結果は前記送信装置１５より前記受信装置１３に送信され、送信されたデ
ータは前記演算処理装置６に入力される。該演算処理装置６は、前記既知点に対する距離
、方位を基に前記反射プリズム１１の位置を演算する。該反射プリズム１１の位置は、反
射プリズム１１と尖端迄の距離Ｌと前記傾斜検出装置４が検出したポール１の傾斜角で補
正され、前記ポール１の尖端の位置（即ちポール１の位置）が演算される。
【００３７】
該ポール１の位置データを基に、前記表示部７には座標画像、ポール１の位置データ、撮
像装置３より撮像された撮像画像及び測設点（Ｎｏ１２）が表示される等は、上記第１の
実施の形態で示したと同様である。
【００３８】
作業者が移動し、前記ポール１が移動した場合、前記反射プリズム１１を前記測量装置１
４が追尾し、ポール１の位置をリアルタイムで測定し、前記送信装置１５を介して前記受
信装置１３に測量データを送信する。而して、前記座標画像、前記撮像画像に作業対象の
測設点が表示されると共にポール１の位置がリアルタイムで表示される。
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【００３９】
尚、受信装置１３、送信装置１５としては電波による無線通信でも、光変調等により通信
データを送信する光通信でもよい。
【００４０】
尚、上記実施の形態では、視準方向の映像を撮像装置３で捉え、その映像を表示部に表示
すると共に、測設点の記号が重畳して表示される様になっているが、より簡易的には、前
記撮像装置３を省略した測量誘導装置が可能である。即ち、前記位置測定装置の検出する
ポールの位置を基準として、前記方位検出装置が検出する方位角の方向に存在する測設点
を、前記記憶された施工計画データに基づいて求め、求められた測設点を表示装置に表示
する。この場合、ポールの位置とその向きに応じて測設点がよりグラフィックにそして立
体的に表示されることにより、装置としてのコストが抑えられた測量誘導装置となる。
【００４１】
【発明の効果】
以上述べた如く本発明によれば、ポールと、該ポールの位置を検出する位置測定装置と、
視準方向の映像を捉える撮像装置と、該撮像装置の捉えた映像を表示する表示装置と、測
設点を施工計画データとして記憶する記憶装置と、視準方向の方位角を検出する方位検出
装置とを備え、前記位置検出装置の検出する前記ポールの位置と前記方位検出装置の検出
する方位角とから視準方向に一致する測設点を前記表示部に表示するので、作業はポール
を支持移動する１人で足り、省力化と作業者への負担の軽減、作業性の向上が図れるとい
う優れた効果を発揮する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す正面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態を示す概略ブロック図である。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は第１の実施の形態の作用を示す説明図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態を示す正面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を示す概略ブロック図である。
【図６】従来例の説明図である。
【符号の説明】
１　　　　　ポール
２　　　　　ＧＰＳ装置
３　　　　　撮像装置
４　　　　　傾斜検出装置
５　　　　　方位角センサ
６　　　　　演算処理装置
７　　　　　表示部
８　　　　　演算制御部
９　　　　　記憶部
１１　　　　反射プリズム
１３　　　　受信装置
１４　　　　測量装置
１５　　　　送信装置
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