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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　器具を有する車両上にカメラを取り付ける工程と、
　複数のマーキングを含む球であって、前記複数のマーキングの各マーキングが独自の形
状を有し、前記カメラの視野内で前記器具に前記球を取り付ける工程と、
　前記マーキングのうちの少なくともいくつかを用いて、前記カメラに対する前記球の中
間定位を決定することによって、前記器具の定位を決定するように用いられるプロセッサ
に前記カメラを結合する工程と、
　前記カメラから固定方向の固定距離で前記車両に取り付けられた測位システムアンテナ
を取り付ける工程と、
　前記測位システムアンテナに結合された測位システムレシーバ／プロセッサを取り付け
る工程と、
　前記器具の所望の定位と前記器具の前記定位の決定に基づいて前記器具の前記定位を調
整するために用いられる制御システムを用意する工程を含み、
　前記測位システムレシーバ／プロセッサは、世界座標系内で車両の位置および車両の定
位を決定するために用いられ、
　前記カメラに対して前記球の前記中間定位の決定は、車両座標系内で行われ、
　前記器具の前記定位の決定は、前記車両座標系内で行われ、
　前記車両座標系内の前記器具の前記定位および前記世界座標系内の前記車両の定位の決
定は、前記世界座標系内で前記器具の更なる定位の決定を可能にする器具定位システムを
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設置する方法。
【請求項２】
　前記車両上に測位システムを取り付ける工程をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　複数の第２マーキングを含む第２の球であって、前記複数の第２マーキングの各第２マ
ーキングが独自の形状を有し、前記器具に取り付けられた前記第２の球を前記カメラの視
野内に取り付ける工程をさらに含み、
　前記プロセッサは、前記複数の第２マーキングを用いて、前記第２の球の第２中間定位
を決定するように用いられる請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記車両上に第２カメラを取り付ける工程と、
　第２視野内に前記球を含むように前記第２カメラを配置する工程と、
　前記第２カメラを前記プロセッサに結合する工程をさらに含み、
　前記プロセッサは、前記複数のマーキングのうちの少なくともいくつかを用いて、前記
第２カメラに対する前記球の別の中間定位を決定することによって、前記器具の定位を決
定するようにさらに用いられる請求項１記載の方法。
【請求項５】
　コンピュータで実行可能な命令を内部に記憶したコンピュータ可読媒体であって、前記
コンピュータで実行可能な命令は、実行時に器具の定位を決定する方法をプロセッサに実
行させ、前記方法は、
　カメラの位置を決定する工程と、
　前記器具におよび前記カメラの視野内に取り付けられた球の中間定位を決定する工程で
あって、前記球は複数のマーキングを含み、前記複数のマーキングの各マーキングは独自
の形状を有し、前記複数のマーキングのうちの少なくともいくつかを用いて実行されるこ
とにより前記球の前記中間定位を決定する工程と、
　前記カメラの前記位置および前記球の前記中間定位を用いて前記器具の前記定位を決定
する工程であって、車両座標系内で前記球の前記中間定位を決定する工程であって、前記
器具の前記定位の決定は、前記車両座標系内で前記中間定位に基づいて行われる工程と、
　世界座標系内で、車両の位置および車両の定位を決定する工程と、
　前記車両座標系内の前記器具の前記定位と、前記世界座標系内の前記車両の定位に基づ
いて、前記世界座標系に対して前記器具の更なる定位を決定する工程を含むコンピュータ
可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土木車両および農機具に関する。特に、本発明は、車両上の器具の定位に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　土木機械は、道路建設、グレーディング、建築、鉱業などの様々な作業において使用さ
れる。農機具は、耕起、播種、散布、収穫などを含む農業に関連する様々な作業に使用さ
れる。両方の状況において、３以上の車輪または複数のトレッドを有する車両には、器具
を取り付けることができる。器具は、ブレード、スコップ、鍬、鋤、グレーダ（地ならし
具）、または任意の他の可能性のある器具であることができる。器具は、１以上の関節ア
ームによって車両に装着することができ、三次元的に回転可能であることができる。した
がって、器具の位置および角度は、油圧制御または他の適切な制御機構を使用して、車両
内の作業者によって調整できる。
【０００３】
　器具の位置と角度は、従来、視覚的判断に基づいて作業者の判断に基づいて決定されて
きた。コストを削減し、および／または最終製品の品質を向上させるために、最近、多く
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の作業において精度を上げる需要が生じてきている。それゆえ、センサーが車両の器具の
位置および角度を決定するために利用されてきている。しかしながら、これらのセンサー
が操作しなければならないのは極限状況であるので、今までに実現されているのは高い故
障率および／または低い精度のものに過ぎない。
【０００４】
　全地球測位システム（ＧＰＳ）は、人および車両を測位するために使用されている。さ
らに、ＧＰＳシステムは、器具の位置情報を提供するために、器具の上に配置されている
。しかしながら、ＧＰＳ関連の繊細な電子機器を器具の上に配置すると、システムの故障
や位置情報の精度の低下を引き起こす可能性がある。
【０００５】
　したがって、車両上の器具を測位するためのより正確なシステムおよび方法が必要とさ
れている。
【発明の概要】
【０００６】
　車両上の器具の定位を決定するためのシステムが提供される。本システムは、車両に取
り付けられたカメラと、カメラの視野内にあり、器具に取り付けられた対象物を含む。対
象物は、カメラに対して器具の定位を決定可能にするマーキングを含む。対象物は、球、
グレードロッド、または他の適切な物体とすることができる。
【０００７】
　車両上の器具の定位を決定する方法が提供される。本方法は、少なくとも１つのカメラ
によって、少なくとも１つの対象物を検出する工程を含む。対象物は器具に取り付けられ
、マーキングを含む。本方法はまた、マーキングの少なくともいくつかを使用して、器具
の定位を決定する工程も含む。
【０００８】
　器具に取り付けられた少なくとも１つの対象物を検出するための手段と、対象物上のマ
ーキングを用いて、少なくとも１つのカメラに対して少なくとも１つの対象物の中間定位
を決定するための手段を含む、器具定位システムが提供される。本方法はまた、対象物の
中間定位を用いて、器具の定位を決定するための手段も含む。
【０００９】
　器具を有する車両上にカメラを取り付ける工程と、カメラの視野内の器具にマーキング
を含む対象物を取り付ける工程を含む、器具定位システムを設置する方法が提供される。
本方法はまた、マーキングの少なくともいくつかを用いて、カメラに対する対象物の中間
定位を決定することによって、器具の定位を決定するように用いられるプロセッサにカメ
ラを結合する工程も含む。
【００１０】
　コンピュータで実行可能な命令を内部に記憶したコンピュータ可読媒体が提供される。
コンピュータで実行可能な命令は、実行時に器具の定位を決定する方法をプロセッサに実
行させる。
【００１１】
　本発明のこれらのおよび他の利点は、以下の詳細な説明および添付図面を参照すること
によって、当業者に明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の代表的実施形態を示す。
【図２】本発明の別の代表的実施形態を示す。
【００１３】
【図３】球を用いて器具を定位するためのカメラを模式的に示す。
【図４】例示的な定位方法を模式的に示す。
【００１４】
【図５】本発明の別の代表的実施形態を示す。
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【図６】本発明の一実施形態に係るコンピュータのブロック図である。
【図７】本発明に係る例示的な方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、器具の上に対象物を配置し、ターゲットに向けたカメラを配置することによ
って、従来の土木車両および農機具において前述の制限に対処する。ターゲットの画像を
評価するプロセッサは、ターゲットまでの距離およびターゲットの定位を決定し、器具の
位置および定位を決定するためにその情報を使用する。
【００１６】
　本システムは、車両上の運転台または他の位置に取り付けられたカメラを使用すること
ができる。１以上のカメラを使用することができ、１以上のターゲットを器具上に配置す
ることができる。複数のカメラおよび複数のターゲットを使用する場合、各カメラは視野
内に１つのターゲットのみを有するようにしてもよく、また各カメラは視野内に配置され
た複数のターゲット、または全てのターゲットを有するようにしてもよい。本システムお
よび本方法は、１つの撮像されたターゲットのみを処理することができ、または複数のタ
ーゲットがカメラによって観察される場合、撮像された各ターゲットを処理することがで
きる。カメラは、ターゲット上で１組のマーキングを観察することによって、ターゲット
を測位することができる。例えば、ターゲットは、プロセッサが画像から球の定位を決定
することを可能にする１組のマーキングを有する球であってもよい。
【００１７】
　図４は、球を定位するための方法を模式的に示している。目４００は、視線４２０に沿
って地球儀４１０を見る。目４００は、地球儀４１０の画像４３０を処理することができ
る。画像４３０は、陸地と海洋を表すマーキング４４０を含むことができる。地球儀また
は地図を眺めることによって収集された地球の頭の中のイメージと画像４３０を比較する
ことによって、人は、地球儀４１０の定位を決定することができる。同様に、車両内のプ
ロセッサは、カメラから見えるマーキングの画像を対象物のマーキングの内部記録と比較
することによって、器具上に取り付けられた球またはその他の対象物の定位を決定するこ
とができる。さらに、ＧＰＳシステムやその他の測位システムによってプロセッサは位置
情報を利用してもよい。プロセッサは、ＧＰＳレシーバまたはアンテナとカメラとの間の
距離に関する記憶情報と共に、器具上の対象物の取り付けに関する情報を、位置と定位の
計算を行う際に利用できる。例えば、器具に対する対象物の取り付けの距離および方向は
、プロセッサによってアクセス可能な記憶装置内に保存することができる。
【００１８】
　本発明の代替の代表的実施形態では、対象物（代わりにターゲットとも呼ばれる）が球
、楕円体、棒やグレードロッド、または他の適切な形状であってもよい。対象物は、固体
または中空であってもよく、プラスチックまたは金属を含む任意の適切な材料から構成さ
れていてもよい。対象物は、特有の形状、異なる色、またはプロセッサに定位情報を提供
することができる特定の形状の配置を含むことが可能なマーキングを有していてもよい。
【００１９】
　器具の所望の位置および定位は、車両からの距離および方向のみならず、Ｘ軸、Ｙ軸、
Ｚ軸を中心とした回転を含むことができる。器具のこれらの回転、距離、および方向の各
々は、油圧制御または他の制御機構を使用して車両のオペレータによって操作可能である
。さらに、位置および定位を決定するプロセッサは、運転台内のオペレータによって観察
されるためのディスプレイに結合することができる、または器具の直接制御が可能である
。プロセッサまたは専用制御システムは、記憶されている作業計画内で、および／または
記憶されている目標に向かって、直接的または間接的に、車両および器具を指示するよう
に用いることができる。
【００２０】
　システム内において、対象物はカメラに対する対象物の定位（本明細書中では中間定位
とも呼ばれる）の決定を可能にするマーキングを含む。この中間定位は、対象物から器具



(5) JP 5973042 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

までの距離および方向を含む、器具上の対象物の取り付けに関する記憶されている情報を
用いて、カメラに対する器具の定位を決定するために、プロセッサによって使用されるこ
とができる。第２対象物が使用される場合、カメラに対する第２対象物の第２中間定位が
決定されてもよい。
【００２１】
　測位システムアンテナは、カメラから固定方向に固定距離で車両に取り付けることがで
き、測位システムレシーバ／プロセッサは、測位システムアンテナに結合することができ
る。制御システムは、器具の所望の定位および器具の定位の決定に基づいて、器具の定位
を調整するために用いることができる。
【００２２】
　測位システムに対して第２固定距離および第２固定定位を有する第２カメラを使用する
ことができる。第２カメラは、対象物を含む第２視野を有することが可能であり、対象物
のマーキングは、第２カメラに対して対象物の第３中間定位を決定させることができる。
【００２３】
　プロセッサは、測位システムレシーバ／プロセッサおよびカメラに電気的に結合され、
マーキングに基づいてカメラに対する対象物の中間定位の決定を行うことができる。プロ
セッサは、必要に応じて第２および第３中間定位を決定するために用いることができる。
プロセッサはさらに、中間定位と、第２および第３中間定位のいずれかまたは全てに基づ
いて、器具の定位の決定を実行するために用いることができる。
【００２４】
　測位システムレシーバ／プロセッサは、世界座標系内の車両位置および車両定位を決定
するように用いられる。例えば、使用される座標系は、ＷＧＳ　８４（１９８４年の世界
測地系）であってもよい。カメラに対する対象物の中間定位の決定は、車両座標系内で行
ってもよい。換言すると、カメラを車両に固定することができるので、座標系の原点は、
車両に対して固定することができ、対象物の定位は、カメラのみならず車両に対しての定
位とすることもできる。この場合、器具の定位の決定は、車両座標系内で行うこともでき
る。車両基準内での器具の定位および世界座標系内での車両の定位の決定により、世界座
標系内での器具の更なる定位の決定が可能となる。
【００２５】
　データ記憶部は、プロセッサに結合することができる。プロセッサは、データ記憶部に
記憶されている対象物の形状および寸法に関連する情報と対象物の画像を比較することに
よって、カメラから対象物までの距離を決定するために使用することができる。カメラか
ら物体までの距離は、画像内のターゲットのサイズによって決定することができる。記憶
されているサイズ情報およびレンズ情報とともに画像サイズ情報を使用して、プロセッサ
はターゲットまでの距離を決定することができる。あるいはまた、プロセッサは、記憶さ
れている画像ファイルを使用して、それらを画像と比較して、距離を決定することができ
る。カメラは、対象物から第３固定方向の第３固定距離に器具に取り付けることができる
。プロセッサは、プロセッサによって決定されたカメラと対象物の間の距離、第３固定距
離、第３固定方向、車両位置、および車両定位に基づいて、器具の位置を決定するために
用いることができる。
【００２６】
　器具は土木用具であることができ、車両は土木機械であることができる。測位システム
レシーバ／プロセッサおよびカメラは、土木機械の運転台に取り付けることができる。
【００２７】
　図４と関連して説明されたように、マーキングは異なる形状で、対象物の表面に配置さ
れることができ、異なる形状の少なくともいくつかを識別することによって、定位を決定
させることができる。異なる形状は異なるサイズを有し、異なるサイズの少なくともいく
つかを識別することによって、定位の決定を可能にできる。マーキングは、対象物の表面
に配置された異なる色を含むことができ、異なる色の少なくともいくつかを識別すること
によって、定位の決定を可能にできる。異なる色は、少なくともいくつかの光反射要素を
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含むことができ、光反射要素の少なくともいくつかを識別することによって、定位の決定
を可能にできる。
【００２８】
　図１は本発明の第１の代表的実施形態を示している。車両１００は、運転台１１０と器
具１２０を含む。図１に示される器具１２０はブレードであるため、車両１００はブルド
ーザーブレードを備えたブルドーザーであってよい。器具１２０は、油圧制御および／ま
たは他の適切な制御機構によって、運転台１１０内のオペレータによって制御可能である
。運転台１１０は、それの上部にカメラ１３０を取り付けることができる。あるいはまた
、カメラ１３０は、運転台１１０の両側に取り付けてもよく、または車両１００上の他の
適切な場所に取り付けてもよい。カメラ１３０は、回転および／またはズームによってそ
の視野１４０を調整することができる。対象物１５０は、器具１２０の中央上部に取り付
けることができる。あるいはまた、対象物１５０は、対象物１５０がカメラ１３０の視野
１４０内にある限り、器具１２０の両側の上端または他の適切な位置に取り付けることが
できる。
【００２９】
　カメラ１３０は、対象物１５０の画像をプロセッサへ出力することができる。プロセッ
サは、対象物１５０の定位および／または対象物１５０までの距離を決定することができ
る。プロセッサは、これらから車両１００の残りの部分に対する器具１２０の定位および
位置を決定することができる。プロセッサはさらに、アンテナ１６０および全地球測位シ
ステムから得られた全地球測位情報に基づいて、器具１２０のグローバルな位置および定
位を決定することができる。
【００３０】
　図２は本発明に係る別の代表的実施形態を示す。図２では、車両１００は器具１２０と
運転台１１０を含む。対象物２４０および２５０は、器具１２０の上端の両端に取り付け
られている。カメラ２００および２１０は、運転台１１０の上の両端部に取り付けられて
いる。カメラ２００は、両方の対象物２４０および２５０を含む視野２３０を有する。カ
メラ２１０も、両方の対象物２４０および２５０を含む視野２２０を有する。本発明の代
替の代表的実施形態では、各カメラは視野内に１つのみの対象物を有するようにしてもよ
い。更なる代表的実施形態は、より多くのカメラおよび／またはより多くのターゲットを
含むことができ、各カメラは視野内に１以上のターゲットを有するようにしてもよい。さ
らに、カメラの視野内に複数の対象物がある場合、プロセッサは処理された画像内に含ま
れる１以上の対象物から定位画像を決定することができる。プロセッサによる定位情報を
決定するかどうかの決定は、特定の対象物の画像の質に基づいても定めてもよい。
【００３１】
　図３は本発明に係るシステムを模式的に示している。カメラ１３０は、ブレードまたは
器具１２０上に搭載された対象物１５０に向けられている。図３の対象物１５０は、マー
キング３００を含む球である。対象物１５０のマーキング３００は、カメラ１３０の視線
３２０に沿って一意的な画像を示す。したがって、カメラ１３０に接続されたプロセッサ
は、カメラ１３０に対する対象物１５０の定位を決定することができる。プロセッサは、
対象物１５０の取り付け配置３１０に関連する記憶情報に基づいて、器具１２０の定位を
決定することができる。マーキング３００は、光反射要素を含む独自の形状、サイズ、お
よび／または色を含むことができ、それらの全ては、プロセッサへ定位情報を提供するこ
とができる。さらに、カメラ１３０によって生成された対象物１５０の画像は、対象物１
５０までの距離を決定するための情報をプロセッサに提供する対象物１５０のサイズ情報
を含むことができる。カメラ１３０から対象物１５０までの距離は、器具１２０の位置情
報を提供することができる。
【００３２】
　図５は、対象物としてグレードロッドを含む本発明の別の代表的実施形態を示す。車両
１００は、運転台１１０と器具１２０を含む。カメラ１３０は、運転台１１０の上に搭載
されている。カメラ１３０は、グレードロッド５００を包含する視野１４０を有すること
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ができる。グレードロッド５００は、器具１２０上に取り付けることができ、特有の形状
、形状の特有の相対位置、および光反射要素を含む特有の着色料を含むマーキング５２０
を含むことができる。さらに、複数のグレードロッド５００が器具１２０上に配置されて
もよい。特に、グレードロッド５００は、追加の位置情報および定位情報を提供するため
に、器具１２０の各端部に配置することができる。カメラ１３０は、運転台１１０の内部
に配置することができるコンピュータ５１０に電気的に結合可能である。測位情報処理用
のＧＰＳシステム５３０も含むことができるＧＰＳアンテナ１６０から追加の測位情報を
得ることができる。あるいはまた、ＧＰＳシステムのプロセッサ／レシーバは、コンピュ
ータ５１０に統合することができる。コンピュータ５１０は、器具１２０の正確な位置お
よび定位を決定するために、ＧＰＳアンテナ１６０から、およびカメラ１３０から得られ
た画像から得られた測位情報を組み合わせることができる。定位情報は、グレードロッド
５００の画像の角度、グレードロッド５００の画像の上部と下部の相対的なサイズ、グレ
ードロッド５００の画像の長さ、およびグレードロッド５００のサイズ、形状、取り付け
、およびマーキングについての記憶されている情報に基づいてコンピュータ５１０によっ
て決定可能である。また、複数のグレードロッドが使用される場合、位置情報および定位
情報を決定するために、プロセッサは上述の情報と共に、複数のグレードロッドの画像を
比較することができる。
【００３３】
　アクティブ発光ダイオード（本明細書内では、ＬＥＤを活性光素子とも呼ぶ）を、１以
上のグレードのロッド、または球を含む本明細書内で説明される他の任意のターゲット上
に取り付けてもよい。ＬＥＤは、赤外光を発光することができる。ＬＥＤは、点光源であ
ることが可能であり、または本明細書内で説明される任意のターゲット形状を形成するこ
ともできる。ＬＥＤは、車両の運転台、例えばブルドーザーの本体に取り付けられた１以
上のカメラによって観察することができる。カメラは、光スペクトル、赤外スペクトル、
両方のスペクトル、または他の適切な電磁スペクトルにおいて高感度であることができる
。赤外スペクトルを使用するアクティブＬＥＤターゲットは、ほこりの多い環境や厳しい
天候条件において改善された観察を可能とする、可視スペクトルよりも優れたいくつかの
利点を提供することができる。
【００３４】
　１以上のＬＥＤまたは他のマーキングをグレードロッド上に取り付けた、例えば器具の
中央において器具上に配置した１つのグレードロッドは、定位に対しては十分かもしれな
い。例えば、ブレードの上下動および傾斜のみが自動的に制御されるブルドーザーにグレ
ードロッドが設置されている場合、マーキングまたはＬＥＤを備えた１つのロッドは、ブ
レードの上下動とブレードの傾斜の両方の測定を行い、これはブレードの制御に対して十
分である。
【００３５】
　さらに、ＬＥＤは必要消費電力が大きくない可能性があるので、器具上のＬＥＤシステ
ムは、長寿命の電池を搭載することができ、これによって器具の運転台からつながってい
る電源ケーブルを排除することができる。棒の上に取り付けた太陽電池などの追加の電源
を提供してもよい。電池と太陽電池を使用したいくつかの形態では、日差しが強いときは
、ＬＥＤは太陽電池からの電力を消費することができ、同時に電池は太陽電池から充電す
ることができる。日差しがＬＥＤを動作させるには不十分である場合は、ＬＥＤは電池か
ら電力を受け取る。このように、電池や太陽電池は、電力源としてお互いを補完し、電池
を交換する必要はないかもしれない。
【００３６】
　図６は、本発明の一実施形態に係るコンピュータの高レベルブロック図である。コンピ
ュータ５１０は、上述したいずれかの処理を実行することができ、および／または上述の
または図７に示される手順を実行することができる。コンピュータ５１０は、コンピュー
タ動作を定義するコンピュータプログラム命令の実行によってコンピュータ動作を制御す
るプロセッサ６１０を含んでいる。コンピュータプログラム命令は、コンピュータによっ
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て読取可能な記録媒体に記録可能である。コンピュータプログラム命令は、ストレージ６
２０（例えば、磁気ディスク、データベース）に記憶され、コンピュータプログラム命令
の実行が望まれるときに、メモリ６３０にロードされる。したがって、コンピュータの操
作は、メモリ６３０および／またはストレージ６２０に記憶されたコンピュータプログラ
ム命令によって定義され、コンピュータ５１０は、コンピュータプログラム命令を実行す
るプロセッサ６１０によって制御される。コンピュータ５１０は、他のデバイス、例えば
他のコンピュータ、サーバー、またはウェブサイトと通信するために１以上のネットワー
クインターフェイス６４０も含む。ネットワークインターフェイス６４０は、例えば、ロ
ーカルネットワーク、無線ネットワーク、イントラネット、またはインターネットが可能
である。コンピュータ５１０は、ユーザーがコンピュータ５１０との対話を可能にするデ
バイスを表す入力／出力６５０（例えば、ディスプレイ、キーボード、マウス、スピーカ
ー、ボタン、ウェブカメラなど）も含む。実際のコンピュータの装置にはさらに他の構成
要素が含まれることから、当業者は、図６が実際のコンピュータの構成要素のいくつかを
高レベルの表現で例示したものであることを、認識するであろう。
【００３７】
　図７は本発明に係る例示的な方法を示している。図７の方法は、参照符号７００が付さ
れた「開始」で始まり、カメラでターゲットを検出することを示している工程７１０に進
む。工程７１０からフローは、カメラに対して中間定位を決定することを示している工程
７２０に進む。工程７２０からフローは、中間定位に基づいて器具の定位を決定すること
を示している工程７３０に進む。工程７３０からフローは、参照符号７４０が付された「
終了」に進む。
【００３８】
　器具定位システムの設置方法は、器具を有する車両上にカメラを取り付ける工程と、カ
メラの視野内の器具に対象物を取り付ける工程を含むことができる。対象物は、マーキン
グを含むことができる。本方法はまた、マーキングの少なくともいくつかを使用して、カ
メラに対する対象物の中間定位を決定することによって、器具の定位を決定するように用
いられるプロセッサにカメラを結合する工程を含むことができる。
【００３９】
　本方法は、車両上に測位システムを取り付ける工程を含むことができる。本方法は、カ
メラの視野内にあり器具に取り付けられた第２対象物を取り付ける工程を含むことができ
る。第２対象物は第２マーキングを含むことができる。プロセッサは、第２マーキングを
使用して、第２対象物の第２中間定位を決定するように用いられることができる。
【００４０】
　本方法は、車両上に第２カメラを取り付ける工程と、第２視野内に対象物を含むように
第２カメラを配置する工程を含むことができる。本方法は、プロセッサに第２カメラを結
合する工程を含むことができる。プロセッサは、マーキングの少なくともいくつかを使用
して第２カメラに対する対象物の別の中間定位を決定することによって、器具の定位を決
定するように用いることができる。
【００４１】
　本設置方法は、定位および位置の決定を可能にするために、プロセッサに結合された記
憶装置に取り付け情報をダウンロードする工程を含むことができる。その代わりにまたは
それに加えて、本設置は、既知の位置および定位の器具に取り付けた後、対象物の画像を
取得することによって、カメラおよび／またはプロセッサを較正する工程を含むことがで
きる。
【００４２】
　前述の詳細な説明は、あらゆる点で模式的・例示的であって、限定的ではないものとし
て理解されるべきであり、本明細書に開示される発明の範囲は、詳細な説明から決定され
るのではなく、特許法で許可されている全範囲にしたがって解釈されるように特許請求の
範囲から決定される。本明細書内で図示され記載された実施形態は、本発明の原理の単な
る例示であり、本発明の範囲および趣旨から逸脱することなく、その種々の変形形態が当
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