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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体と、前記車体に揺動可能に取り付けられるブームと前記ブームに揺動可能に取り付
けられるアームと前記アームに揺動可能に取り付けられる作業具とを含む作業機と、前記
車体に対する前記ブームの揺動角と前記ブームに対する前記アームの揺動角と前記アーム
に対する前記作業具の揺動角とを検出する角度検出部と、前記ブームと前記アームと前記
作業具との寸法と前記揺動角とを示す複数のパラメータに基づいて前記作業具に含まれる
作業点の現在位置を演算する現在位置演算部と、を含む油圧ショベルにおいて、前記パラ
メータを較正するための較正装置であって、
　外部計測装置で計測された前記作業点の複数の位置での座標とブームピンの位置とを示
す作業点位置情報が入力される入力部と、
　前記入力部に入力された前記作業点位置情報に基づいて、前記パラメータの較正値を演
算する較正演算部と、
を備える油圧ショベルの較正装置。
【請求項２】
　前記作業点位置情報は、前記作業機の上下方向における位置、及び／又は、車体前後方
向における位置が異なる複数の前記作業点の位置の座標を含む、
請求項１に記載の油圧ショベルの較正装置。
【請求項３】
　前記作業点位置情報は、前記ブームの揺動角が最大となる前記作業機の姿勢と、前記ア
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ームの揺動角が最小となる前記作業機の姿勢と、前記アームの揺動角が最大となる前記作
業機の姿勢と、前記作業具の揺動角が最小となる前記作業機の姿勢と、前記作業具の揺動
角が最大となる前記作業機の姿勢とのうちの少なくとも１つの前記作業機の姿勢での前記
作業点の位置の座標を含む、
請求項１又は２に記載の油圧ショベルの較正装置。
【請求項４】
　前記作業点位置情報は、複数の前記作業機の姿勢に対応する複数の前記作業点の位置の
中間位置の座標を含む、
請求項３に記載の油圧ショベルの較正装置。
【請求項５】
　前記作業点位置情報は、車体前後方向における位置が異なる地面上の第１位置及び第２
位置と、車体前後方向における位置が異なる空中の第３位置及び第４位置と、前記第１位
置と前記第２位置と前記第３位置と前記第４位置との中間に位置する第５位置との座標を
含む、
請求項１から４のいずれかに記載の油圧ショベルの較正装置。
【請求項６】
　前記作業機は、前記ブームを駆動するブームシリンダと、前記アームを駆動するアーム
シリンダと、前記作業具を駆動する作業具シリンダとをさらに含み、
　前記角度検出部は、前記ブームシリンダと前記アームシリンダと前記作業具シリンダと
のそれぞれのシリンダストロークを検出し、
　前記パラメータは、前記シリンダストロークから前記ブームと前記アームと前記作業具
との揺動角を演算するための前記ブームと前記アームと前記作業具との寸法情報を含む、
請求項１から５のいずれかに記載の油圧ショベルの較正装置。
【請求項７】
　前記較正演算部は、数値解析により前記パラメータの較正値を演算する、
請求項１から６のいずれかに記載の油圧ショベルの較正装置。
【請求項８】
　車体と、前記車体に揺動可能に取り付けられるブームと前記ブームに揺動可能に取り付
けられるアームと前記アームに揺動可能に取り付けられる作業具とを含む作業機と、前記
車体に対する前記ブームの揺動角と前記ブームに対する前記アームの揺動角と前記アーム
に対する前記作業具の揺動角とを検出する角度検出部と、前記ブームと前記アームと前記
作業具との寸法と前記揺動角とを示す複数のパラメータに基づいて、前記作業具に含まれ
る作業点の現在位置を演算する現在位置演算部と、を含む油圧ショベルにおいて、前記パ
ラメータを較正するための方法であって、
　外部計測装置で計測された前記作業点の複数の位置での座標とブームピンの位置とを示
す作業点位置情報が、前記パラメータを較正する較正装置に入力されるステップと、
　前記較正装置が、前記作業点位置情報に基づいて、前記パラメータの較正値を演算する
ステップと、
を備える油圧ショベルの較正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧ショベルの較正装置及び油圧ショベルの較正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、作業機の作業点の現在位置を検出する位置検出装置を備える油圧ショベルが知ら
れている。例えば、特許文献１に開示されている油圧ショベルでは、GPSアンテナからの
位置情報に基づいて、バケットの刃先の位置座標が演算される。具体的には、GPSアンテ
ナとブームピンとの位置関係、ブームとアームとバケットとのそれぞれの長さ、ブームと
アームとバケットとのそれぞれの方向角などのパラメータに基づいて、バケットの刃先の



(3) JP 5328830 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

位置座標が演算される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１８１５３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　演算されたバケットの刃先の位置座標の精度は、上述したパラメータの精度の影響を受
ける。しかし、これらのパラメータは、設計値に対して誤差を有することが通常である。
このため、油圧ショベルの位置検出装置の初期設定時には、パラメータをメジャーテープ
などの計測手段によって計測することが行われる。しかし、上記のようにパラメータをメ
ジャーテープなどの計測手段によって精度よく計測することは容易ではない。また、パラ
メータの数が多い場合には、それらのパラメータを全て測定するために多くの時間が必要
であり、煩雑である。
【０００５】
　また、測定されたパラメータを位置検出装置に入力した後に、位置検出装置による位置
検出の精度の確認が行われる。例えば、GPSによりバケットの刃先の位置座標が直接的に
測定される。そして、位置検出装置によって演算されたバケットの刃先の位置座標と、GP
S計測装置によって直接的に測定されたバケットの刃先の位置座標とが比較される。位置
検出装置によって演算されたバケットの刃先の位置座標と、GPS計測装置によって直接的
に測定されたバケットの刃先の位置座標とが一致していない場合には、これらの位置座標
が一致するまで、メジャーテープによるパラメータの測定と位置検出装置への入力とが繰
り返される。すなわち、位置座標の実測値と計算値とが一致するまで、パラメータの値の
合わせ込みが行われる。このような較正作業には非常に多くの時間が必要であり、煩雑で
ある。
【０００６】
　本発明の課題は、作業点の位置検出の精度を向上させると共に、較正作業時間を短縮す
ることができる油圧ショベルの較正装置及び較正方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、油圧ショベルにおいて、パラメ
ータを較正するための装置である。油圧ショベルは、車体と、作業機と、角度検出部と、
現在位置演算部とを含む。作業機は、車体に揺動可能に取り付けられるブームと、ブーム
に揺動可能に取り付けられるアームと、アームに揺動可能に取り付けられる作業具とを含
む。角度検出部は、車体に対するブームの揺動角と、ブームに対するアームの揺動角と、
アームに対する作業具の揺動角とを検出する。現在位置演算部は、ブームとアームと作業
具との寸法と揺動角とを示す複数のパラメータに基づいて作業具に含まれる作業点の現在
位置を演算する。油圧ショベルの較正装置は、入力部と較正演算部とを備える。入力部は
、外部計測装置で計測された作業点の複数の位置での座標を示す作業点位置情報が入力さ
れる部分である。較正演算部は、入力部に入力された作業点位置情報に基づいて、パラメ
ータの較正値を演算する。
【０００８】
　本発明の第２の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、第１の態様の油圧ショベルの較
正装置であって、作業点位置情報は、作業機の上下方向における位置、及び／又は、車体
前後方向における位置が異なる複数の作業点の位置の座標を含む。
【０００９】
　本発明の第３の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、第１又は第２の態様の油圧ショ
ベルの較正装置であって、作業点位置情報は、ブームの揺動角が最大となる作業機の姿勢
と、アームの揺動角が最小となる作業機の姿勢と、アームの揺動角が最大となる作業機の
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姿勢と、作業具の揺動角が最小となる作業機の姿勢と、作業具の揺動角が最大となる作業
機の姿勢とのうちの少なくとも１つの作業機の姿勢での作業点の位置の座標を含む。
【００１０】
　本発明の第１の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、油圧ショベルにおいて、パラメ
ータを較正するための装置である。油圧ショベルは、車体と、作業機と、角度検出部と、
現在位置演算部とを含む。作業機は、車体に揺動可能に取り付けられるブームと、ブーム
に揺動可能に取り付けられるアームと、アームに揺動可能に取り付けられる作業具とを含
む。角度検出部は、車体に対するブームの揺動角と、ブームに対するアームの揺動角と、
アームに対する作業具の揺動角とを検出する。現在位置演算部は、ブームとアームと作業
具との寸法と揺動角とを示す複数のパラメータに基づいて作業具に含まれる作業点の現在
位置を演算する。油圧ショベルの較正装置は、入力部と較正演算部とを備える。入力部は
、外部計測装置で計測された作業点の複数の位置での座標とブームピンの位置とを示す作
業点位置情報が入力される部分である。較正演算部は、入力部に入力された作業点位置情
報に基づいて、パラメータの較正値を演算する。
【００１１】
　本発明の第５の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、第１から第４の態様のいずれか
の油圧ショベルの較正装置であって、作業点位置情報は、車体前後方向における位置が異
なる地面上の第１位置及び第２位置と、車体前後方向における位置が異なる空中の第３位
置及び第４位置と、第１位置と第２位置と第３位置と第４位置との中間に位置する第５位
置との座標を含む。
【００１２】
　本発明の第６の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、第１から第５の態様のいずれか
の油圧ショベルの較正装置であって、作業機は、ブームを駆動するブームシリンダと、ア
ームを駆動するアームシリンダと、作業具を駆動する作業具シリンダとをさらに含む。角
度検出部は、ブームシリンダとアームシリンダと作業具シリンダとのそれぞれのシリンダ
ストロークを検出する。パラメータは、シリンダストロークからブームとアーム作業具と
の揺動角を演算するためのブームとアームと作業具との寸法情報を含む。
【００１３】
　本発明の第７の態様に係る油圧ショベルの較正装置は、第１から第６の態様のいずれか
の油圧ショベルの較正装置であって、較正演算部は、数値解析によりパラメータの較正値
を演算する。
【００１４】
　本発明の第８の態様に係る油圧ショベルの較正方法は、油圧ショベルにおいて、パラメ
ータを較正するための方法である。油圧ショベルは、車体と、作業機と、角度検出部と、
現在位置演算部とを含む。作業機は、車体に揺動可能に取り付けられるブームと、ブーム
に揺動可能に取り付けられるアームと、アームに揺動可能に取り付けられる作業具とを含
む。角度検出部は、車体に対するブームの揺動角と、ブームに対するアームの揺動角と、
アームに対する作業具の揺動角とを検出する。現在位置演算部は、ブームとアームと作業
具との寸法と揺動角とを示す複数のパラメータに基づいて作業具に含まれる作業点の現在
位置を演算する。油圧ショベルの較正方法は、外部計測装置で計測された作業点の複数の
位置での座標とブームピンの位置とを示す作業点位置情報が、パラメータを較正する較正
装置に入力されるステップと、較正装置が、作業点位置情報に基づいて、パラメータの較
正値を演算するステップと、を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の第１の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、外部計測装置で計測された作
業点の複数の位置での座標に基づいて、パラメータの較正値が演算される。このため、パ
ラメータの値をメジャーテープなどの測定手段によって実測する必要がない。或いは、実
測が必要なパラメータの数を低減することができる。また、位置座標の実測値と計算値と
が一致するまでパラメータの値の合わせ込みを行う必要がない。これにより、本発明に係
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る油圧ショベルの較正装置では、作業点の位置検出の精度を向上させることができると共
に、較正作業時間を短縮することができる。
【００１６】
　本発明の第２の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、作業点の様々な位置での座標
に基づいて較正が行われるため、位置作業点位置情報に基づくパラメータの較正値の演算
の精度を向上させることができる。
【００１７】
　本発明の第３の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、ブーム、アーム、或いは作業
具を最大に伸ばした状態、或いは、最小に縮めた状態での作業点の位置に基づいて較正が
行われるため、作業点位置情報に基づくパラメータの較正値の演算の精度をさらに向上さ
せることができる。
【００１８】
　本発明の第４の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、作業点の様々な位置での座標
に基づいて較正が行われるため、作業点位置情報に基づくパラメータの較正値の演算の精
度をさらに向上させることができる。
【００１９】
　本発明の第５の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、作業点の様々な位置での座標
に基づいて較正が行われるため、作業点位置情報に基づくパラメータの較正値の演算の精
度をさらに向上させることができる。
【００２０】
　本発明の第６の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、シリンダストロークからブー
ムとアームと作業具との揺動角が演算される。この場合、角度センサによって揺動角を検
出する場合と比べて応答性に優れる一方で、揺動角の演算に必要なパラメータが多くなる
。このため、全てのパラメータをメジャーテープなどの測定手段によって測定する場合に
は、較正作業時間が増大してしまう。しかし、本発明に係る油圧ショベルの較正装置では
、パラメータの較正値が演算によって求められるため、パラメータの数が多くなっても、
較正作業時間の増大を抑えることができる。
【００２１】
　本発明の第７の態様に係る油圧ショベルの較正装置では、数値解析によりパラメータの
較正値が演算される。これにより、パラメータの較正値を容易に演算することができる。
【００２２】
　本発明の第８の態様に係る油圧ショベルの較正方法では、外部計測装置で計測された作
業点の複数の位置での座標に基づいて、パラメータの較正値が演算される。このため、パ
ラメータの値をメジャーテープなどの測定手段によって実測する必要がない。或いは、実
測が必要なパラメータの数を低減することができる。また、位置座標の実測値と計算値と
が一致するまでパラメータの値の合わせ込みを行う必要がない。これにより、本発明に係
る油圧ショベルの較正方法では、作業点の位置検出の精度を向上させることができると共
に、較正作業時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態に係る油圧ショベルの斜視図。
【図２】油圧ショベルの構成を模式的に示す図。
【図３】油圧ショベルが備える制御系の構成を示すブロック図。
【図４】設計地形の構成の一例を示す図。
【図５】案内画面の一例を示す図。
【図６】パラメータのリストを示す図。
【図７】ブームの側面図。
【図８】アームの側面図。
【図９】バケット及びアームの側面図。
【図１０】バケットの側面図。
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【図１１】シリンダの長さを示すパラメータの演算方法を示す図。
【図１２】オペレータが較正時に行う作業手順を示すフローチャート。
【図１３】外部計測装置の設置位置を示す図。
【図１４】作業機の５つの姿勢での刃先の位置を示す側面図。
【図１５】第１～第５位置の各位置におけるシリンダのストローク長さを示す表。
【図１６】基準アンテナ上の第１計測点と第２計測点との位置を示す上面図。
【図１７】方向アンテナ上の第３計測点と第４計測点との位置を示す上面図。
【図１８】旋回角の異なる３つの刃先の位置を示す上面図。
【図１９】較正装置の操作画面の一例を示す図。
【図２０】較正装置の較正に係わる処理機能を示す機能ブロック図。
【図２１】座標変換情報の演算方法を示す図。
【図２２】座標変換情報の演算方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　１．構成
　１－１．油圧ショベルの全体構成
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る油圧ショベルの較正装置及び較正方
法について説明する。図１は、較正装置による較正が実施される油圧ショベル１００の斜
視図である。油圧ショベル１００は、車体１と作業機２とを有する。車体１は、旋回体３
と運転室４と走行体５とを有する。旋回体３は、走行体５に旋回可能に取り付けられてい
る。旋回体３は、油圧ポンプ３７（図３参照）や図示しないエンジンなどの装置を収容し
ている。運転室４は旋回体３の前部に載置されている。運転室４内には、後述する表示入
力装置３８及び操作装置２５が配置される（図３参照）。走行体５は履帯５ａ，５ｂを有
しており、履帯５ａ，５ｂが回転することにより油圧ショベル１００が走行する。
【００２５】
　作業機２は、車体１の前部に取り付けられており、ブーム６とアーム７とバケット８と
ブームシリンダ１０とアームシリンダ１１とバケットシリンダ１２とを有する。ブーム６
の基端部は、ブームピン１３を介して車体１の前部に揺動可能に取り付けられている。す
なわち、ブームピン１３は、ブーム６の旋回体３に対する揺動中心に相当する。アーム７
の基端部は、アームピン１４を介してブーム６の先端部に揺動可能に取り付けられている
。すなわち、アームピン１４は、アーム７のブーム６に対する揺動中心に相当する。アー
ム７の先端部には、バケットピン１５を介してバケット８が揺動可能に取り付けられてい
る。すなわち、バケットピン１５は、バケット８のアーム７に対する揺動中心に相当する
。
【００２６】
　図２は、油圧ショベル１００の構成を模式的に示す図である。図２（ａ）は油圧ショベ
ル１００の側面図である。図２（ｂ）は油圧ショベル１００の背面図である。図２（ｃ）
は油圧ショベル１００の上面図である。図２（ａ）に示すように、ブーム６の長さ、すな
わち、ブームピン１３とアームピン１４との間の長さは、Ｌ１である。アーム７の長さ、
すなわち、アームピン１４とバケットピン１５との間の長さは、Ｌ２である。バケット８
の長さ、すなわち、バケットピン１５とバケット８の刃先Ｐとの間の長さは、Ｌ３である
。
【００２７】
　図１に示すブームシリンダ１０とアームシリンダ１１とバケットシリンダ１２とは、そ
れぞれ油圧によって駆動される油圧シリンダである。ブームシリンダ１０の基端部は、ブ
ームシリンダフートピン１０ａを介して旋回体３に揺動可能に取り付けられている。また
、ブームシリンダ１０の先端部は、ブームシリンダトップピン１０ｂを介してブーム６に
揺動可能に取り付けられている。ブームシリンダ１０は、油圧によって伸縮することによ
って、ブーム６を駆動する。アームシリンダ１１の基端部は、アームシリンダフートピン
１１ａを介してブーム６に揺動可能に取り付けられている。また、アームシリンダ１１の
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先端部は、アームシリンダトップピン１１ｂを介してアーム７に揺動可能に取り付けられ
ている。アームシリンダ１１は、油圧によって伸縮することによって、アーム７を駆動す
る。バケットシリンダ１２の基端部は、バケットシリンダフートピン１２ａを介してアー
ム７に揺動可能に取り付けられている。また、バケットシリンダ１２の先端部は、バケッ
トシリンダトップピン１２ｂを介して第1リンク部材４７の一端及び第２リンク部材４８
の一端に揺動可能に取り付けられている。第1リンク部材４７の他端は、第1リンクピン４
７ａを介してアーム７の先端部に揺動可能に取り付けられている。第２リンク部材４８の
他端は、第２リンクピン４８ａを介してバケット８に揺動可能に取り付けられている。バ
ケットシリンダ１２は、油圧によって伸縮することによって、バケット８を駆動する。
【００２８】
　図３は、油圧ショベル１００が備える制御系の構成を示すブロック図である。ブーム６
とアーム７とバケット８には、それぞれ第１～第３角度検出部１６－１８が設けられてい
る。第１～第３角度検出部１６－１８は、ストロークセンサであり、各シリンダ１０－１
２のストローク長さを検出することにより、車体１に対するブーム６の揺動角と、ブーム
６に対するアーム７の揺動角と、アーム７に対するバケット８の揺動角とを間接的に検出
する。具体的には、第１角度検出部１６は、ブームシリンダ１０のストローク長さを検出
する。後述する表示コントローラ３９は、第１角度検出部１６が検出したブームシリンダ
１０のストローク長さから、図２（ａ）に示す車体座標系のz軸に対するブーム６の揺動
角αを演算する。第２角度検出部１７は、アームシリンダ１１のストローク長さを検出す
る。表示コントローラ３９は、第２角度検出部１７が検出したアームシリンダ１１のスト
ローク長さから、ブーム６に対するアーム７の揺動角βを演算する。第３角度検出部１８
は、バケットシリンダ１２のストローク長さを検出する。表示コントローラ３９は、第３
角度検出部１８が検出したバケットシリンダ１２のストローク長さから、アーム７に対す
るバケット８の揺動角γを演算する。揺動角α，β，γの演算方法については後に詳細に
説明する。
【００２９】
　図２（ａ）に示すように、車体１には、位置検出部１９が備えられている。位置検出部
１９は、油圧ショベル１００の車体１の現在位置を検出する。位置検出部１９は、図１に
示すＲＴＫ－ＧＮＳＳ（Real Time Kinematic - Global Navigation Satellite Systems
、ＧＮＳＳは全地球航法衛星システムをいう。）用の２つのアンテナ２１，２２と、図２
（ａ）に示す３次元位置センサ２３とを有する。アンテナ２１，２２は、後述する車体座
標系ｘ－ｙ－zのｙ軸（図２（ｃ）参照）に沿って一定距離だけ離間して配置されている
。アンテナ２１，２２で受信されたＧＮＳＳ電波に応じた信号は３次元位置センサ２３に
入力される。３次元位置センサ２３は、アンテナ２１，２２のグローバル座標系における
現在位置を検出する。なお、グローバル座標系は、ＧＮＳＳによって計測される座標系で
あり、地球に固定された原点を基準とした座標系である。これに対して、後述する車体座
標系は、車体１（具体的には旋回体３）に固定された原点を基準とする座標系である。ア
ンテナ２１（以下、「基準アンテナ２１」と呼ぶ）は、車体１の現在位置を検出するため
のアンテナである。アンテナ２２（以下、「方向アンテナ２２」と呼ぶ）は、車体１（具
体的には旋回体３）の向きを検出するためのアンテナである。位置検出部１９は、基準ア
ンテナ２１と方向アンテナ２２との位置によって、後述する車体座標系のｘ軸のグローバ
ル座標系での方向角を検出する。なお、アンテナ２１，２２は、ＧＰＳ用のアンテナであ
ってもよい。
【００３０】
　図３に示すように、車体１には、ロール角センサ２４と、ピッチ角センサ２９とが備え
られている。ロール角センサ２４は、図２（ｂ）に示すように、重力方向（鉛直線）に対
する車体１の幅方向の傾斜角θ１（以下、「ロール角θ１」と呼ぶ）を検出する。なお、
本実施形態において、幅方向とは、バケット８の幅方向を意味しており、車幅方向と一致
している。ただし、作業機２が後述するチルトバケットを備える場合には、バケット８の
幅方向と車幅方向とが一致しないことがあり得る。ピッチ角センサ２９は、図２（ａ）に
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示すように、重力方向に対する車体１の前後方向の傾斜角θ２（以下、「ピッチ角θ２」
と呼ぶ）を検出する。
【００３１】
　図３に示すように、油圧ショベル１００は、操作装置２５と、作業機コントローラ２６
と、作業機制御装置２７と、油圧ポンプ３７と、を備える。操作装置２５は、作業機操作
部材３１と、作業機操作検出部３２と、走行操作部材３３と、走行操作検出部３４と、旋
回操作部材５１と、旋回操作検出部５２とを有する。作業機操作部材３１は、オペレータ
が作業機２を操作するための部材であり、例えば操作レバーである。作業機操作検出部３
２は、作業機操作部材３１の操作内容を検出して、検出信号として作業機コントローラ２
６へ送る。走行操作部材３３は、オペレータが油圧ショベル１００の走行を操作するため
の部材であり、例えば操作レバーである。走行操作検出部３４は、走行操作部材３３の操
作内容を検出して、検出信号として作業機コントローラ２６へ送る。旋回操作部材５１は
、オペレータが旋回体３の旋回を操作するための部材であり、例えば操作レバーである。
旋回操作検出部５２は、旋回操作部材５１の操作内容を検出して、検出信号として作業機
コントローラ２６へ送る。
【００３２】
　作業機コントローラ２６は、ＲＡＭやＲＯＭなどの記憶部３５や、ＣＰＵなどの演算部
３６を有している。作業機コントローラ２６は、主として作業機２の動作及び旋回体３の
旋回の制御を行う。作業機コントローラ２６は、作業機操作部材３１の操作に応じて作業
機２を動作させるための制御信号を生成して、作業機制御装置２７に出力する。作業機制
御装置２７は、比例制御弁などの油圧制御機器を有している。作業機制御装置２７は、作
業機コントローラ２６からの制御信号に基づいて、油圧ポンプ３７から油圧シリンダ１０
－１２に供給される作動油の流量を制御する。油圧シリンダ１０－１２は、作業機制御装
置２７から供給された作動油に応じて駆動される。これにより、作業機２が動作する。ま
た、作業機コントローラ２６は、旋回操作部材５１の操作に応じて旋回体３を旋回させる
ための制御信号を生成して、旋回モータ４９に出力する。これにより、旋回モータ４９が
駆動され、旋回体３が旋回する。
【００３３】
　１－２．表示システム２８の構成
　油圧ショベル１００には、表示システム２８が搭載されている。表示システム２８は、
作業エリア内の地面を掘削して後述する設計面のような形状に形成するための情報をオペ
レータに提供するためのシステムである。表示システム２８は、表示入力装置３８と、表
示コントローラ３９とを有している。
【００３４】
　表示入力装置３８は、タッチパネル式の入力部４１と、ＬＣＤなどの表示部４２とを有
する。表示入力装置３８は、掘削を行うための情報を提供するための案内画面を表示する
。また、案内画面には、各種のキーが表示される。オペレータは、案内画面上の各種のキ
ーに触れることにより、表示システム２８の各種の機能を実行させることができる。案内
画面については後に詳細に説明する。
【００３５】
　表示コントローラ３９は、表示システム２８の各種の機能を実行する。表示コントロー
ラ３９と作業機コントローラ２６とは、無線あるいは有線の通信手段により互いに通信可
能となっている。表示コントローラ３９は、ＲＡＭやＲＯＭなどの記憶部４３と、ＣＰＵ
などの演算部４４とを有している。演算部４４は、記憶部４３に記憶されている各種のデ
ータと、位置検出部１９の検出結果とに基づいて、案内画面を表示するための各種の演算
を実行する。
【００３６】
　表示コントローラ３９の記憶部４３には、設計地形データが予め作成されて記憶されて
いる。設計地形データは、３次元の設計地形の形状及び位置に関する情報である。設計地
形は、作業対象となる地面の目標形状を示す。表示コントローラ３９は、設計地形データ
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や上述した各種のセンサからの検出結果などのデータに基づいて、案内画面を表示入力装
置３８に表示させる。具体的には、図４に示すように、設計地形は、三角形ポリゴンによ
ってそれぞれ表現される複数の設計面４５によって構成されている。なお、図４では複数
の設計面のうちの一部のみに符号４５が付されており、他の設計面の符号は省略されてい
る。オペレータは、これらの設計面４５のうちの１つ、或いは、複数の設計面４５を目標
面７０として選択する。表示コントローラ３９は、目標面７０の位置をオペレータに知ら
せるための案内画面を表示入力装置３８に表示させる。
【００３７】
　２．案内画面
　以下、案内画面について詳細に説明する。案内画面は、目標面７０とバケット８の刃先
との位置関係を示し、作業対象である地面が目標面７０と同じ形状になるように油圧ショ
ベル１００の作業機２を誘導するための画面である。
【００３８】
　２－１．案内画面の構成
　図５に案内画面５３を示す。案内画面５３は、作業エリアの設計地形と油圧ショベル１
００の現在位置とを示す上面図５３ａと、目標面７０と油圧ショベル１００との位置関係
を示す側面図５３ｂとを含む。
【００３９】
　案内画面５３の上面図５３ａは、複数の三角形ポリゴンによって上面視による設計地形
を表現している。より具体的には、上面図５３ａは、油圧ショベル１００の旋回平面を投
影面として設計地形を表現している。従って、上面図５３ａは、油圧ショベル１００の真
上から見た図であり、油圧ショベル１００が傾いたときには設計面４５が傾くことになる
。また、複数の設計面４５から選択された目標面７０は、他の設計面４５と異なる色で表
示される。なお、図５では、油圧ショベル１００の現在位置が上面視による油圧ショベル
のアイコン６１で示されているが、他のシンボルによって示されてもよい。また、上面図
５３ａは、油圧ショベル１００を目標面７０に対して正対させるための情報を含んでいる
。油圧ショベル１００を目標面７０に対して正対させるための情報は、正対コンパス７３
として表示される。正対コンパス７３は、目標面７０に対する正対方向と油圧ショベル１
００を旋回させるべき方向とを示すアイコンである。オペレータは、正対コンパス７３に
より、目標面７０への正対度を確認することができる。
【００４０】
　案内画面５３の側面図５３ｂは、目標面７０とバケット８の刃先との位置関係を示す画
像と、目標面７０とバケット８の刃先との間の距離を示す距離情報８８とを含む。具体的
には、側面図５３ｂは、設計面線８１と、目標面線８２と、側面視による油圧ショベル１
００のアイコン７５とを含む。設計面線８１は、目標面７０以外の設計面４５の断面を示
す。目標面線８２は目標面７０の断面を示す。設計面線８１と目標面線８２とは、図４に
示すように、バケット８の刃先の幅方向における中点Ｐ（以下、単に「バケット８の刃先
」と呼ぶ）の現在位置を通る平面７７と設計面４５との交線８０を演算することにより求
められる。バケット８の刃先の現在位置を演算する方法については後に詳細に説明する。
【００４１】
　以上のように、案内画面５３では、設計面線８１と、目標面線８２と、バケット８を含
む油圧ショベル１００と、の相対位置関係が画像によって表示される。オペレータは、目
標面線８２に沿ってバケット８の刃先を移動させることによって、現在の地形が設計地形
になるように、容易に掘削することができる。
【００４２】
　２－２．刃先位置の演算方法
　次に、上述したバケット８の刃先位置の演算方法について詳細に説明する。表示コント
ローラ３９の演算部４４は、位置検出部１９の検出結果、及び、記憶部４３に記憶されて
いる複数のパラメータに基づいて、バケット８の刃先の現在位置を演算する。図６に、記
憶部４３に記憶されているパラメータのリストを示す。パラメータは、作業機パラメータ
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と、アンテナパラメータとを含む。作業機パラメータは、ブーム６とアーム７とバケット
８との寸法と揺動角とを示す複数のパラメータを含む。アンテナパラメータは、アンテナ
２１，２２とブーム６との位置関係を示す複数のパラメータを含む。図３に示すように、
表示コントローラ３９の演算部４４は、第１現在位置演算部４４ａと、第２現在位置演算
部４４ｂとを有する。第１現在位置演算部４４ａは、作業機パラメータに基づいて、バケ
ット８の刃先の車体座標系における現在位置を演算する。第２現在位置演算部４４ｂは、
アンテナパラメータと、位置検出部１９が検出したアンテナ２１，２２のグローバル座標
系における現在位置と、第１現在位置演算部４４ａが演算したバケット８の刃先の車体座
標系における現在位置とから、バケット８の刃先のグローバル座標系における現在位置を
演算する。具体的には、バケット８の刃先の現在位置は、次のように求められる。
【００４３】
　まず、図２に示すように、ブームピン１３の軸と後述する作業機２の動作平面との交点
を原点とする車体座標系ｘ－ｙ－ｚを設定する。なお、以下の説明においてブームピン１
３の位置は、ブームピン１３の車幅方向における中点の位置を意味するものとする。また
、第１～第３角度検出部１６－１８の検出結果から、上述したブーム６、アーム７、バケ
ット８の現在の揺動角α、β、γが演算される。揺動角α、β、γの演算方法については
後述する。車体座標系でのバケット８の刃先の座標（ｘ、ｙ、ｚ）は、ブーム６、アーム
７、バケット８の揺動角α、β、γと、ブーム６、アーム７、バケット８の長さＬ１、Ｌ
２、Ｌ３とを用いて、以下の数１式により演算される。
【００４４】
【数１】

【００４５】
　また、数１から求められた車体座標系でのバケット８の刃先の座標（ｘ、ｙ、ｚ）は、
以下の数２式により、グローバル座標系での座標（X，Y，Z）に変換される。
【００４６】

【数２】

【００４７】
ただし、ω，φ，κは以下のように表される。

【００４８】
　ここで、上述したとおり、θ１はロール角である。θ２はピッチ角である。また、θ３
は、Ｙａｗ角であり、上述した車体座標系のｘ軸のグローバル座標系での方向角である。
従って、Ｙａｗ角θ３は、位置検出部１９によって検出された基準アンテナ２１と方向ア
ンテナ２２との位置に基づいて演算される。（A,B,C）は、車体座標系の原点のグローバ
ル座標系での座標である。上述したアンテナパラメータは、アンテナ２１，２２と車体座
標系の原点との位置関係、すなわち、アンテナ２１，２２とブームピン１３の車幅方向に
おける中点との位置関係を示す。具体的には、図２（ｂ）及び図２（ｃ）に示すように、
アンテナパラメータは、ブームピン１３と基準アンテナ２１との間の車体座標系のｘ軸方
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向の距離Lbbxと、ブームピン１３と基準アンテナ２１との間の車体座標系のｙ軸方向の距
離Lbbyと、ブームピン１３と基準アンテナ２１との間の車体座標系のz軸方向の距離Lbbz
とを含む。また、アンテナパラメータは、ブームピン１３と方向アンテナ２２との間の車
体座標系のｘ軸方向の距離Lbdxと、ブームピン１３と方向アンテナ２２との間の車体座標
系のｙ軸方向の距離Lbdyと、ブームピン１３と方向アンテナ２２との間の車体座標系のz
軸方向の距離Lbdzとを含む。（A,B,C）は、アンテナ２１，２２が検出したグローバル座
標系におけるアンテナ２１，２２の座標と、アンテナパラメータとに基づいて、演算され
る。
【００４９】
　図４に示すように、表示コントローラ３９は、上記のように演算したバケット８の刃先
Ｐの現在位置と、記憶部４３に記憶された設計地形データとに基づいて、３次元設計地形
とバケット８の刃先を通る平面７７との交線８０を演算する。そして、表示コントローラ
３９は、この交線８０のうち目標面７０を通る部分を上述した目標面線８２として演算す
る。この交線８０のうち目標面線８２以外の部分を設計面線８１として演算する。
【００５０】
　２－３．揺動角α、β、γの演算方法
　次に、第１～第３角度検出部１６－１８の検出結果から、ブーム６、アーム７、バケッ
ト８の現在の揺動角α、β、γを演算する方法について説明する。
【００５１】
　図７は、ブーム６の側面図である。ブーム６の揺動角αは、図７に示されている作業機
パラメータを用いて、以下の数３式によって表される。
【００５２】
【数３】

【００５３】
　図７に示すように、Lboom2_xは、ブームシリンダフートピン１０ａとブームピン１３と
の間のブーム６が取り付けられる車体２の水平方向（すなわち車体座標系のx軸方向に相
当する）の距離である。Lboom2_zは、ブームシリンダフートピン１０ａとブームピン１３
との間のブーム６が取り付けられる車体２の鉛直方向（すなわち車体座標系のz軸方向に
相当する）の距離である。Lboom1は、ブームシリンダトップピン１０ｂとブームピン１３
との間の距離である。Lboom２は、ブームシリンダフートピン１０ａとブームピン１３と
の間の距離である。boom_cylは、ブームシリンダフートピン１０ａとブームシリンダトッ
プピン１０ｂとの間の距離である。Lboom１_zは、ブームシリンダトップピン１０ｂとブ
ームピン１３との間のzboom軸方向の距離である。なお、側面視においてブームピン１３
とアームピン１４とを結ぶ方向をxboom軸とし、xboom軸に垂直な方向をzboom軸とする。L
boom１_xは、ブームシリンダトップピン１０ｂとブームピン１３との間のxboom軸方向の
距離である。
【００５４】
　図８は、アーム7の側面図である。アーム7の揺動角βは、図７及び図８に示されている
作業機パラメータを用いて、以下の数４式によって表される。
【００５５】

【数４】
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【００５６】
　図７に示すように、Lboom３_zは、アームシリンダフートピン１１ａとアームピン１４
との間のzboom軸方向の距離である。Lboom３_xは、アームシリンダフートピン１１ａとア
ームピン１４との間のxboom軸方向の距離である。Lboom３は、アームシリンダフートピン
１１ａとアームピン１４との間の距離である。図８に示すように、Larm２は、アームシリ
ンダトップピン１１ｂとアームピン１４との間の距離である。図７に示すように、arm_cy
lは、アームシリンダフートピン１１ａとアームシリンダトップピン１１ｂとの間の距離
である。図８に示すように、Larm２_xは、アームシリンダトップピン１１ｂとアームピン
１４との間のxarm2軸方向の距離である。Larm２_zは、アームシリンダトップピン１１ｂ
とアームピン１４との間のzarm2軸方向の距離である。なお、側面視においてアームシリ
ンダトップピン１１ｂとバケットピン１５とを結ぶ方向をxarm2軸とし、xarm2軸に垂直な
方向をzarm2軸とする。Larm１_xは、アームピン１４とバケットピン１５との間のxarm2軸
方向の距離である。Larm１_zは、アームピン１４とバケットピン１５との間のzarm2軸方
向の距離である。また、側面視においてアームピン１４とバケットピン１５とを結ぶ方向
をxarm1軸とする。アーム７の揺動角βは、ｘboom軸とxarm1軸との間のなす角である。
【００５７】
　図９は、バケット８及びアーム７の側面図である。図１０は、バケット８の側面図であ
る。バケット８の揺動角γは、図８から図１０に示されている作業機パラメータを用いて
、以下の数５式によって表される。
【００５８】
【数５】

【００５９】
　図８に示すように、Larm3_z2は、第1リンクピン４７ａとバケットピン１５との間のzar
m2軸方向の距離である。Larm3_x2は、第1リンクピン４７ａとバケットピン１５との間のx
arm2軸方向の距離である。図９に示すように、Ltmpは、バケットシリンダトップピン１２
ｂとバケットピン１５との間の距離である。Larm４は、第1リンクピン４７ａとバケット
ピン１５との間の距離である。Lbucket１は、バケットシリンダトップピン１２ｂと第1リ
ンクピン４７ａとの間の距離である。Lbucket3は、バケットピン１５と第２リンクピン４
８ａとの間の距離である。Lbucket２は、バケットシリンダトップピン１２ｂと第２リン
クピン４８ａとの間の距離である。図１０に示すように、Lbucket4_xは、バケットピン１
５と第２リンクピン４８ａとの間のxbucket軸方向の距離である。Lbucket4_zは、バケッ
トピン１５と第２リンクピン４８ａとの間のzbucket軸方向の距離である。なお、側面視
においてバケットピン１５とバケット８の刃先Ｐとを結ぶ方向をxbucket軸とし、xbucket
軸に垂直な方向をzbucket軸とする。バケット８の揺動角γは、xbucket軸とxarm1軸との
間のなす角である。上述したLtmpは以下の数６式によって表される。
【００６０】
【数６】
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【００６１】
　なお、図８に示すように、Larm3は、バケットシリンダフートピン１２ａと第1リンクピ
ン４７ａトの間の距離である。Larm3_x1は、バケットシリンダフートピン１２ａとバケッ
トピン１５との間のxarm2軸方向の距離である。Larm3_z1は、バケットシリンダフートピ
ン１２ａとバケットピン１５との間のzarm2軸方向の距離である。
【００６２】
　また、上述したboom_cylは、図１１に示すように、第１角度検出部１６が検出したブー
ムシリンダ１０のストローク長bssにブームシリンダオフセットboftを加えた値である。
同様に、arm_cylは、第２角度検出部１７が検出したアームシリンダ１１のストローク長a
ssにアームシリンダオフセットaoftを加えた値である。同様に、bucket_cylは、第３角度
検出部１８が検出したバケットシリンダ１２のストローク長bkssにバケットシリンダ１２
の最小距離を含んだバケットシリンダオフセットbkoftを加えた値である。
【００６３】
　３．較正装置６０
　較正装置６０は、油圧ショベル１００において、上述した揺動角α，β，γの演算、及
び、バケット８の刃先の位置を演算するために必要なパラメータを較正するための装置で
ある。較正装置６０は、油圧ショベル１００及び外部計測装置６２と共に、上述したパラ
メータを較正するための較正システムを構成する。外部計測装置６２は、バケット８の刃
先の位置を計測する装置であり、例えば、トータルステーションである。較正装置６０は
、有線または無線によって外部計測装置６２とデータ通信を行うことができる。また、較
正装置６０は、有線または無線によって表示コントローラ３９とデータ通信を行うことが
できる。較正装置６０は、外部計測装置６２によって計測された情報に基づいて図６に示
すパラメータの較正を行う。パラメータの較正は、例えば、油圧ショベル１００の出荷時
やメンテナンス後の初期設定において実行される。
【００６４】
　図１２は、オペレータが較正時に行う作業手順を示すフローチャートである。まず、ス
テップＳ１において、オペレータは、外部計測装置６２を設置する。このとき、オペレー
タは、図１３に示すように、ブームピン１３の真横に所定の距離を隔てて外部計測装置６
２を設置する。また、ステップＳ２において、オペレータは、外部計測装置６２を用いて
ブームピン１３の側面中心位置を測定する。
【００６５】
　ステップＳ３において、オペレータは、外部計測装置６２を用いて作業機２の５つの姿
勢での刃先の位置を測定する。ここでは、オペレータは、作業機操作部材３１を操作して
、図１４に示す第１位置Ｐ１から第５位置Ｐ５までの５つの位置にバケット８の刃先の位
置を移動させる。このとき、旋回体３は旋回させずに走行体５に対して固定された状態を
維持する。そして、オペレータは、第１位置Ｐ１から第５位置Ｐ５の各位置での刃先の座
標を、外部計測装置６２を用いて測定する。第１位置Ｐ１及び第２位置Ｐ２は、地面上に
おいて車体前後方向に異なる位置である。第３位置Ｐ３及び第４位置Ｐ４は、空中におい
て車体前後方向に異なる位置である。第３位置Ｐ３及び第４位置Ｐ４は、第１位置Ｐ１及
び第２位置Ｐ２に対して、上下方向に異なる位置である。第５位置Ｐ５は、第１位置Ｐ１
と第２位置Ｐ２と第３位置Ｐ３と第４位置Ｐ４との間の位置である。図１５は、第１位置
Ｐ１～第５位置Ｐ５の各位置における各シリンダ１０－１２のストローク長さを、最大を
１００％、最小を０％として示している。第１位置Ｐ１では、アームシリンダ１１のスト
ローク長さが最小となっている。すなわち、第１位置Ｐ１は、アーム７の揺動角が最小と
なる作業機の姿勢での刃先の位置である。第２位置Ｐ２では、アームシリンダ１１のスト
ローク長さが最大となっている。すなわち、第２位置Ｐ２は、アーム７の揺動角が最大と
なる作業機の姿勢での刃先の位置である。第３位置Ｐ３では、アームシリンダ１１のスト
ローク長が最小であり、且つ、バケットシリンダ１２のストローク長が最大となっている
。すなわち、第３位置Ｐ３は、アーム７の揺動角が最小となり且つバケット８の揺動角が
最大となる作業機２の姿勢での刃先の位置である。第４位置Ｐ４では、ブームシリンダ１
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０のストローク長が最大となっている。すなわち、第４位置Ｐ４は、ブーム６の揺動角が
最大となる作業機２の姿勢での刃先の位置である。第５位置Ｐ５では、アームシリンダ１
１、ブームシリンダ１０、バケットシリンダ１２のいずれのシリンダ長も、最小ではなく
、また最大でもない、中間的な値になっている。すなわち、第５位置Ｐ５は、アーム７の
揺動角、ブーム６の揺動角、バケット８の揺動角のいずれも最大ではなく、また最小でも
ない中間的な値になっている。
【００６６】
　ステップＳ４において、オペレータは、第１作業点位置情報を較正装置６０の入力部６
３に入力する。第１作業点位置情報は、外部計測装置６２で計測されたバケット８の刃先
の第１位置Ｐ１～第５位置Ｐ５での座標を示す。従って、オペレータは、ステップＳ４に
おいて外部計測装置６２を用いて計測したバケット８の刃先の第１位置Ｐ１～第５位置Ｐ
５での座標を、較正装置６０の入力部６３に入力する。
【００６７】
　ステップＳ５において、オペレータは、外部計測装置６２を用いてアンテナ２１，２２
の位置を測定する。ここでは、図１６に示すように、オペレータは、基準アンテナ２１上
の第１計測点Ｐ１１と第２計測点Ｐ１２との位置を外部計測装置６２を用いて計測する。
第１計測点Ｐ１１及び第２計測点Ｐ１２は、基準アンテナ２１の上面の中心を基準にして
対称に配置されている。図１６のように、基準アンテナ２１の上面の形状が長方形或いは
正方形である場合には、第１計測点Ｐ１１及び第２計測点Ｐ１２は、基準アンテナ２１の
上面上の対角の２点である。また、図１７に示すように、オペレータは、方向アンテナ２
２上の第３計測点Ｐ１３と第４計測点Ｐ１４との位置を外部計測装置６２を用いて計測す
る。第３計測点Ｐ１３及び第４計測点Ｐ１４は、方向アンテナ２２の上面の中心を基準に
して対称に配置されている。第１計測点Ｐ１１及び第２計測点Ｐ１２と同様に、第３計測
点Ｐ１３及び第４計測点Ｐ１４は、方向アンテナ２２の上面上の対角の２点である。なお
、第１計測点Ｐ１１～第４計測点Ｐ１４には計測を容易にするために目印が付されている
ことが好ましい。例えば、アンテナ２１，２２の部品として含まれるボルトなどが目印と
して用いられてもよい。
【００６８】
　ステップＳ６において、オペレータは、アンテナ位置情報を較正装置６０の入力部に入
力する。アンテナ位置情報は、ステップＳ５において、オペレータが外部計測装置６２を
用いて計測した第１計測点Ｐ１１～第４計測点Ｐ１４の位置を示す座標を含む。
【００６９】
　ステップＳ７において、オペレータは、旋回角の異なる３つの刃先の位置を測定する。
ここでは図１８に示すように、オペレータは、旋回操作部材５１を操作して、旋回体３を
旋回させる。このとき、作業機２の姿勢は固定された状態に維持する。そして、オペレー
タは、外部計測装置６２を用いて、旋回角の異なる３つの刃先の位置（以下、「第１旋回
位置Ｐ２１」、「第２旋回位置Ｐ２２」、「第３旋回位置Ｐ２３」と呼ぶ）を測定する。
【００７０】
　ステップＳ８において、オペレータは、第２作業点位置情報を較正装置６０の入力部６
３に入力する。第２作業点位置情報は、ステップＳ７において、オペレータが外部計測装
置６２を用いて計測した第１旋回位置Ｐ２１と第２旋回位置Ｐ２２と第３旋回位置Ｐ２３
を示す座標を含む。
【００７１】
　ステップＳ９において、オペレータは、バケット情報を較正装置６０の入力部６３に入
力する。バケット情報は、バケット８の寸法に関する情報である。バケット情報は、上述
したバケットピン１５と第２リンクピン４８ａとの間のxbucket軸方向の距離（Lbucket4_
x）と、バケットピン１５と第２リンクピン４８ａとの間のzbucket軸方向の距離（Lbucke
t4_z）とを含む。オペレータは、設計値又はメジャーテープなどの計測手段によって計測
した値を、バケット情報として入力する。
【００７２】
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　ステップＳ１０において、オペレータは、較正装置６０に較正の実行を指示する。
【００７３】
　次に、較正装置６０で実行される処理について説明する。図３に示すように、較正装置
６０は、入力部６３と、表示部６４と、演算部６５とを有する。入力部６３は、上述した
第１作業点位置情報、第２作業点位置情報、アンテナ位置情報、バケット情報が入力され
る部分である。入力部６３は、オペレータが上述した情報を手入力するための構成を備え
ており、例えば複数のキーを有する。入力部６３は、数値の入力が可能であればタッチパ
ネル式のものであってもよい。表示部６４は、例えばLCDであり、較正を行うための操作
画面が表示される部分である。図１９は、較正装置６０の操作画面の一例を示す。操作画
面には、上述した情報を入力するための入力欄６６が表示される。オペレータは、入力部
６３を操作することにより、操作画面の入力欄６６に上述した情報を入力する。
【００７４】
　演算部６５は、入力部６３を介して入力された情報に基づいて、パラメータを較正する
処理を実行する。図２０は、演算部６５の較正に係わる処理機能を示す機能ブロック図で
ある。演算部６５は、車体座標系演算部６５ａと、座標変換部６５ｂと、第１較正演算部
６５ｃと、第２較正演算部６５ｄの各機能を有している。
【００７５】
　車体座標系演算部６５ａは、入力部６３によって入力された第１作業点位置情報と第２
作業点位置情報とに基づいて、座標変換情報を演算する。座標変換情報は、外部計測装置
６２を基準とした座標系を車体座標系に変換するための情報である。上述した第１作業点
位置情報とアンテナ位置情報は、外部計測装置６２によって計測されたものであるため、
外部計測装置６２を基準とした座標系(xp,yp,zp)によって表わされている。座標変換情報
は、第１作業点位置情報とアンテナ位置情報とを、外部計測装置６２を基準とした座標系
から車体座標系(x,y,z)に変換するための情報である。以下、座標変換情報の演算方法に
ついて説明する。
【００７６】
　まず、図２１に示すように、車体座標系演算部６５ａは、第１作業点位置情報に基づい
て作業機２の動作平面Aに垂直な第１単位法線ベクトルAHを演算する。車体座標系演算部
６５ａは、第１作業点位置情報に含まれる５つの位置より最小二乗法を用いて作業機２の
動作平面を算出し、それに基づいて第１単位法線ベクトルAHを演算する。なお、第１単位
法線ベクトルAHは、第１作業点位置情報に含まれる５つの位置のうち他の２つの位置より
外れていない３つの位置の座標から求められる２つのベクトルa1,a2に基づいて演算され
ても良い。
【００７７】
　次に、車体座標系演算部６５ａは、第２作業点位置情報に基づいて旋回体３の旋回平面
Bに垂直な第２単位法線ベクトルを演算する。具体的には、車体座標系演算部６５ａは、
第２作業点位置情報に含まれる第１旋回位置Ｐ２１、第２旋回位置Ｐ２２、第３旋回位置
Ｐ２３の座標から求められる２つのベクトルb1,b2に基づいて、旋回平面B’に垂直な第２
単位法線ベクトルBH’を演算する。次に、図２２に示すように、車体座標系演算部６５ａ
は、上述した作業機２の動作平面Aと、旋回平面B’との交線ベクトルDABを演算する。車
体座標系演算部６５ａは、交線ベクトルDABを通り作業機２の動作平面Aに垂直な平面Bの
単位法線ベクトルを、補正された第２単位法線ベクトルBHとして演算する。そして、車体
座標系演算部６５ａは、第１単位法線ベクトルAHと補正された第２単位法線ベクトルBHと
に垂直な第３単位法線ベクトルCHを演算する。
【００７８】
　座標変換部６５ｂは、外部計測装置６２で計測された第１作業点位置情報とアンテナ位
置情報とを、座標変換情報を用いて、外部計測装置６２における座標系(xp,yp,zp)から油
圧ショベル１００における車体座標系(x,y,z)に変換する。座標変換情報は、上述した第
１単位法線ベクトルAHと補正された第２単位法線ベクトルBHと第３単位法線ベクトルCHと
を含む。具体的には以下の数７式に示すように、ベクトルｐで示されている外部計測装置
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６２の座標系での座標と、座標変換情報の各法線ベクトルAH,BH,CHとの内積により車体座
標系での座標が演算される。
【００７９】
【数７】

【００８０】
　第１較正演算部６５ｃは、車体座標系に変換された第１作業点位置情報に基づいて、数
値解析を用いることにより、パラメータの較正値を演算する。具体的には、以下の数８式
に示すように、最小二乗法によりパラメータの較正値を演算する。
【００８１】

【数８】

【００８２】
上記のｋの値は、第１作業点位置情報の第１位置Ｐ１から第５位置Ｐ５に相当する。従っ
て、ｎ＝５である。（x1,z1）は、車体座標系での第１位置Ｐ１の座標である。（x2,z2）
は、車体座標系での第２位置Ｐ２の座標である。（x3,z3）は、車体座標系での第３位置
Ｐ３の座標である。（x4,z4）は、車体座標系での第４位置Ｐ４の座標である。（x5,z5）
は、車体座標系での第５位置Ｐ５の座標である。この数８式の関数Jが最小になる点を探
索していることにより、作業機パラメータの較正値が演算される。具体的には図６のリス
トにおいてNo.１～２９の作業機パラメータの較正値が演算される。なお、図６のリスト
に含まれる作業機パラメータのうち、バケットピン１５と第２リンクピン４８ａとの間の
xbucket軸方向の距離Lbucket4_x、及び、バケットピン１５と第２リンクピン４８ａとの
間のzbucket軸方向の距離Lbucket4_zは、バケット情報として入力された値が用いられる
。
【００８３】
　第２較正演算部６５ｄは、入力部６３に入力されたアンテナ位置情報に基づいてアンテ
ナパラメータを較正する。具体的には、第２較正演算部６５ｄは、第１計測点Ｐ１１と第
２計測点Ｐ１２との中点の座標を基準アンテナ２１の位置の座標として演算する。具体的
には、基準アンテナ２１の位置の座標は上述したブームピン１３と基準アンテナ２１との
間の車体座標系のｘ軸方向の距離Lbbxと、ブームピン１３と基準アンテナ２１との間の車
体座標系のｙ軸方向の距離Lbbyと、ブームピン１３と基準アンテナ２１との間の車体座標
系のz軸方向の距離Lbbzとによって表される。また、第２較正演算部６５ｄは、第３計測
点Ｐ１３と第４計測点Ｐ１４との中点の座標を方向アンテナ２２の位置の座標として演算
する。具体的には、方向アンテナ２２の位置の座標は、ブームピン１３と方向アンテナ２
２との間の車体座標系のｘ軸方向の距離Lbdxと、ブームピン１３と方向アンテナ２２との
間の車体座標系のｙ軸方向の距離Lbdyと、ブームピン１３と方向アンテナ２２との間の車
体座標系のz軸方向の距離Lbdzとによって表される。そして、第２較正演算部６５ｄは、
これらのアンテナ２１，２２の位置の座標をアンテナパラメータLbbx, Lbby, Lbbz, Lbdx
, Lbdy, Lbdzの較正値として出力する。
【００８４】
　第１較正演算部６５ｃによって演算された作業機パラメータと、第２較正演算部６５ｄ
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によって演算されたアンテナパラメータと、バケット情報とは、表示コントローラ３９の
記憶部４３に保存され、上述した刃先位置の演算に用いられる。
【００８５】
　４．特徴
　本実施形態に係る油圧ショベル１００の較正装置６０は、以下のような特徴を有する。
【００８６】
　外部計測装置６２で計測されたバケット８の刃先の複数の位置での座標に基づいて、パ
ラメータの較正値が数値解析により自動的に演算される。このため、実測が必要なパラメ
ータの数を低減することができる。また、較正時に、バケット８の刃先の位置座標の実測
値と計算値とが一致するまでパラメータの値の合わせ込みを行う必要がない。これにより
、本実施形態に係る油圧ショベル１００の較正装置６０では、刃先の位置検出の精度を向
上させることができると共に、較正作業時間を短縮することができる。
【００８７】
　第１作業点位置情報は、車体前後方向における位置が異なる地面上の第１位置Ｐ１及び
第２位置Ｐ２と、車体前後方向における位置が異なる空中の第３位置Ｐ３及び第４位置Ｐ
４と、第１位置Ｐ１と第２位置Ｐ２と第３位置Ｐ３と第４位置Ｐ４との中間に位置する第
５位置Ｐ５との座標を含む。このように多様な位置の座標を用いてパラメータの較正値が
演算されるため、パラメータの較正値の演算の精度を向上させることができる。
【００８８】
　第１作業点位置情報は、ブーム６の揺動角が最大となる作業機２の姿勢と、アーム７の
揺動角が最小となる作業機２の姿勢と、アーム７の揺動角が最大となる作業機２の姿勢と
、作業具の揺動角が最小となる作業機２の姿勢と、バケット８の揺動角が最大となる作業
機２の姿勢とでのバケット８の刃先の位置の座標を含む。このように作業機２の多様な姿
勢での刃先の位置の座標を用いてパラメータの較正値が演算されるため、パラメータの較
正値の演算の精度を向上させることができる。
【００８９】
　本実施形態に係る油圧ショベル１００では、シリンダのストローク長からブーム６とア
ーム７とバケット８との揺動角α、β、γを演算している。この場合、角度センサによっ
て揺動角を演算する場合と比べて、演算に必要なパラメータが多くなる。このため、全て
のパラメータをメジャーテープなどの測定手段によって測定する場合には、較正作業時間
が増大してしまう。しかし、本実施形態に係る油圧ショベル１００の較正装置６０では、
パラメータが数値解析により自動的に演算されるため、パラメータの数が多くなっても、
較正作業時間の増大を抑えることができる。
【００９０】
　５．他の実施形態
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、以下のように発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【００９１】
　上記の実施形態では、作業具としてバケット８が例示されているが、バケット８以外の
作業具が用いられもよい。また、作業点としてバケット８の刃先が例示されているが、バ
ケット８以外の作業具が用いられる場合には、作業点は、作業具の先端に位置する点など
、作業対象物と接触する部分であってもよい。
【００９２】
　上記の実施形態ではブーム６、アーム７、バケット８の揺動角α、β、γは、シリンダ
のストローク長から演算されているが、角度センサによって直接的に検出されてもよい。
【００９３】
　第１作業点位置情報は、上述した５つの位置の座標に限られない。例えば、第１作業点
位置情報は、作業機２の姿勢が異なる少なくとも３つの作業点の位置を含むものであれば
よい。この場合、３つの作業点の位置は、一直線上に並ぶのではなく、１つの作業点の位
置が他の２つの作業点を結ぶ直線に対して、上下方向、又は、車体前後方向に離れていれ
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ばよい。また、座標変換情報の演算に関しては、第１作業点位置情報は、作業機２の姿勢
が異なる少なくとも２つの作業点の位置と、作業機２の動作平面上の所定の基準点（例え
ばブームピン１３の車幅方向における中点）の位置とを含むものであってもよい、
　上記の実施形態では、第１作業点位置情報、第２作業点位置情報、アンテナ位置情報は
、オペレータの手入力によって較正装置６０の入力部６３に入力されているが、有線また
は無線の通信手段によって、外部計測装置６２から較正装置６０の入力部６３に入力され
てもよい。
【００９４】
　外部計測装置６２は、トータルステーションに限らず、作業点の位置を計測する他の装
置であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　本発明によれば、作業点の位置検出の精度を向上させることができると共に、較正作業
時間を短縮することができる油圧ショベルの較正装置及び較正方法を提供することができ
る。
【符号の説明】
【００９６】
１・・・車体、６・・・ブーム、７・・・アーム、８・・・バケット（作業具）、２・・
・作業機、α・・・ブームの揺動角、β・・・アームの揺動角、γ・・・バケットの揺動
角、１６－１８・・・角度検出部、４４ａ，４４ｂ・・・現在位置演算部、１００・・・
油圧ショベル、６０・・・較正装置、６３・・・入力部、６５・・・較正演算部、Ｐ１・
・・第１位置、Ｐ２・・・第２位置、Ｐ３・・・第３位置、Ｐ４・・・第４位置、Ｐ５・
・・第５位置、１０・・・ブームシリンダ、１１・・・アームシリンダ、１２・・・バケ
ットシリンダ（作業具シリンダ）
 
【図１】 【図２】
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