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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　土工現場における物体の場所を表示するためのコンピュータを利用した方法であって、
　土工現場における土工用具の地理座標における場所を求める段階と；
　前記物体の地理座標における場所を求める段階と；
　前記土工用具および前記物体を、前記土工現場の平面図および側面図を有するディスプ
レイ上に表示する段階と；
　関心対象の外周を選択し、選択された該関心対象の外周を、前記土工用具との関連で前
記平面図に表示する段階と；
　前記関心対象の外周によって区画される前記物体の部分の座標を求める段階と；
　求められた前記物体の部分の座標に基づいて、前記物体の部分の三次元画像を前記側面
図に表示する段階と；
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記物体の不確実性領域を、前記土工用具の場所を求める段階における位置決定システ
ムに固有の誤差、前記物体の場所を求める段階における測定誤差、及び土工作業により物
体が影響されないようにすることの重要度についての物体間の優先度をあらわす優先係数
を少なくとも含むパラメータのうちの少なくとも１つのパラメータに基づいて求める段階
と；
　前記物体の画像の前記側面図を前記不確実性領域に基づいて拡大する段階と；
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を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータを利用した方法。
【請求項３】
　前記土工用具が制御可能に取り付けられている土工機械の場所を求める段階と；
　前記土工機械の場所を前記ディスプレイ上に表示する段階と；
を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータを利用した方法。
【請求項４】
　前記物体が、地表下に位置していることを特徴とする請求項２に記載のコンピュータを
利用した方法。
【請求項５】
　前記物体の地理座標における場所を求める前記段階が、前記物体の場所を三次元座標系
の３つの座標の形で求める段階を含むことを特徴とする請求項４に記載のコンピュータを
利用した方法。
【請求項６】
　前記物体の画像の前記側面図を拡大する前記段階が、前記ディスプレイ上の画像表示さ
れていない残り部分に拡がるように、前記物体の寸法を拡大する段階を含むことを特徴と
する請求項５に記載のコンピュータを利用した方法。
【請求項７】
　前記物体の地理座標における場所を求める前記段階が、地表を基準にして前記物体の推
定された場所を求める段階を含むことを特徴とする請求項４に記載のコンピュータを利用
した方法。
【請求項８】
　不確実性領域を求める前記段階が、前記物体の前記推定された場所において地表から下
方に向けて延びる不確実性の壁を求める段階を含むことを特徴とする請求項７に記載のコ
ンピュータを利用した方法。
【請求項９】
　関心対象の外周を選択する前記段階が、前記土工現場の所望の領域を選択する段階を含
み、前記所望の領域は、その中で前記土工用具が土工作業を遂行する中心部分を有するこ
とを特徴とする請求項１に記載のコンピュータを利用した方法。
【請求項１０】
　土工現場における物体の場所を表示するための装置であって、
　前記土工現場における土工用具の場所を求めるようになっている位置決定システムと；
　前記物体の場所を求めるための手段と；
　前記土工現場の平面図および側面図を有するディスプレイと；
　前記平面図に表示されることになる関心対象の外周を選択するための手段と；
　前記関心対象の外周内の、前記物体の部分の組みになった座標を決定し、前記側面図に
前記物体の部分の三次元画像を表示し、前記土工用具の場所を求める前記位置決定システ
ムにおける固有の誤差、前記物体の場所を求める手段により該物体の場所を求める場合に
おける測定誤差、及び土工作業により物体が影響されないようにすることの重要度につい
ての物体間の優先度を表す優先係数を少なくとも含むパラメータのうちの少なくとも１つ
のパラメータに基づいて前記物体の前記座標に関連して不確実性領域を決定し、前記物体
の画像を前記不確実性領域に基づいて前記側面図において拡大するようになっているプロ
セッサと；
を含むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記物体の場所を求めるための前記手段が、地域地図データベースを含むことを特徴と
する請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ディスプレイが、前記土工用具および前記物体の前記場所を、前記土工現場を基準
にして表示するようになっていることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記関心対象の外周は、前記土工用具により土工作業が遂行される土工作業の中心部分
の周りの所望の領域に定められることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　関心対象の外周を選択するための前記手段が、操作者が選択できる制御装置を含むこと
を特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記土工用具が制御可能に取り付けられる土工機械を更に含み、前記位置決定システム
、前記物体の場所を求めるための前記手段、前記ディスプレイ、関心対象の外周を選択す
るための前記手段、および、前記プロセッサが、前記土工機械上に設置されることを特徴
とする請求項１０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般的に、土工作業の現場における物体を表示するための方法および装置に関し
、より詳細には、土工用具を基準とした地下の物体の場所を示すための方法および装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
掘削機、バックホウ、フロントショベルの類のような土工機械は広く多様な作業を遂行す
るために使用される。例えば、土工機械は、土台掘削、公益事業設備の設置および整備、
溝掘削、水路浚渫、造園作業の遂行、および多くの他の仕事を達成するために使用される
。
【０００３】
土工機械の多彩な用途およびそれらを使用するのに付随する費用のせいで、作業を一層効
率的に、更に生産性のあるものに、操作者にとって一層骨折りの少ないものに、そしてよ
り正確なものにするため、技術的な改良および新機軸の採用に対する大いなる必要性が生
じてきた。例えば、地域地図データおよびＧＰＳなどの位置決定システムを使用して、土
工機械の操作者に対して作業している地域、作業が遂行されるときの機械および土工用具
、およびその地域に対してなされている変更、の表示を、全てリアル・タイムにもたらす
ことができる。土工機械に使用されている表示技術の例には、ヘンダーソン他に対する米
国特許第５，８６４，０６０号、サーム他に対する米国特許第５，４３８，７７１号、サ
ーム他に対する米国特許第５，４０４，６６１号、および、グダット他に対する米国特許
第５，６３１，６５８号が含まれる。
【０００４】
しかしながら、土工作業に付随する主要な問題であり、また上述の参考資料によって取扱
われてはいない問題は、ユーティリティ・ライン、ガス・パイプラインの類の、既存地下
物体の存在である。現行では、地下物体の損傷を回避するため、土工機械の操作者は、場
所標識、地図、および推測作業に依存しなければならない。地下物体の推測場所に土工機
械が接近すると頻繁に、操作者は停止して、別の作業者が注意して手でそれから先を掘る
ことができるようにしなければならない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
土工機械の操作者に、土工用具を基準にした全既知地下物体の場所についての表示を、好
ましくはディスプレイ上に提供することによって、地下物体の損傷を最小限にしながら、
人手による労働手段に頼ることなく生産性および効率を増大できることが望まれる。また
、土工機械の操作者に対して土工用具を基準にした地下物体の表示を提供し、そのことに
よって用具および物体の場所を求めるときに入り込む誤差を補償することが望まれる。
本発明は、上に説明したような問題の１つあるいはそれれ以上を克服せんとするものであ
る。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
本発明の１つの態様にあっては、土工現場における物体の場所を表示するための方法が開
示される。この方法は、土工現場における土工用具の地理座標における場所を求める段階
と、物体の地理座標における場所を求める段階と、土工現場の平面図および側面図を有す
るディスプレイ上に土工用具および物体を表示する段階と、土工用具を基準にして平面図
において関心対象の外周を選択する段階と、関心対象の外周によって区画される物体の部
分の座標を求める段階と、物体の部分の三次元画像を、関心対象の外周の関数として側面
図に表示する段階と、を含む。
【０００７】
本発明の別の態様にあっては、土工現場における物体の場所を表示するための方法が開示
される。この方法は、土工現場における土工用具の地理座標における場所を求める段階と
、物体の地理座標における場所を求める段階と、土工現場の平面図および側面図を有する
ディスプレイ上に土工用具および物体を表示する段階と、物体の不確実性領域を少なくと
も１つのパラメータの関数として求める段階と、物体の画像の側面図を不確実性領域の関
数として拡大する段階と、を含む。
【０００８】
本発明の、まだ別の態様にあっては、土工現場における物体の場所を表示するための方法
が開示される。この方法は、土工現場における土工用具の地理座標における場所を求める
段階と、物体の地理座標における場所を求める段階と、土工現場の平面図および側面図を
有するディスプレイ上に土工用具および物体を表示する段階と、土工用具を基準にして平
面図における関心対象の外周を選択する段階と、関心対象の外周によって区画される物体
の部分の座標を求める段階と、物体の部分の三次元画像を、関心対象の外周の関数として
側面図に表示する段階と、物体の不確実性領域を少なくとも１つのパラメータの関数とし
て求める段階と、物体の画像の側面図を不確実性領域の関数として拡大する段階と、を含
む。
【０００９】
本発明の、まだ別の態様にあっては、土工現場における物体の場所を表示するための装置
が開示される。この装置は、土工現場における土工用具の場所を求めるようになっている
位置決定システムと、物体の場所を求めるための手段と、土工現場の平面図および側面図
を有するディスプレイと、平面図において関心対象の外周を選択するための手段と、関心
対象の外周内の物体の部分の組みになった座標を決定し、物体の部分の三次元画像を側面
図に表示し、物体の座標の不確実性領域を決定し、そして、物体の画像を、不確実性領域
の関数として側面図に拡大するようになっているプロセッサとを含む。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図面を、特に図１を参照する。図には、土工現場１０２における物体の場所を表示するた
めの装置１００が開示される。この土工現場１０２は、掘削、溝掘削、浚渫の類の土工作
業が行われているどんな場所であってもよい。
土工機械１０４は、土工作業を行うために使用される。図１におけるこの土工機械１０４
は、掘削機として描かれている。しかしながら、他のタイプの土工機械、例えば、バック
ホウ・ローダ、フロント・ショベル、穴掘り機の類もまた使用できる。
好ましくは、土工機械１０４は、その土工機械１０４に制御可能に取り付けられたバケッ
ト、ブレード、ドリルの類のような土工工具１０６を含む。
【００１１】
土工現場１０２の地表の下に位置する物体１０７は、土工作業で損傷を受けぬように保護
されることが必要である。この物体１０７は、ユーティリティ・ライン、パイプ、もしく
は存在が知られる何か他の品目であってよいが、土工作業の間、それを乱すことなく接近
がなされなければならない。以下に更に詳細に説明するように、物体１０７の場所は、相
当正確に知ることができる、もしくは推測することができ、従って、物体１０７が土工用
具１０６によって接近されるにつれて、注意の度合を変更することが必要である。
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【００１２】
図２を参照する。図には、本発明の装置１００の好ましい実施形態が示される。
土工機械１０４上に設置された位置決定システム１０８は、土工現場１０２における土工
用具１０６の場所を求めるようになっている。この好ましい実施形態にあっては、この位
置決定システム１０８は、世界測位衛星（ＧＰＳ）システムであり、土工機械１０４上に
装着されたアンテナ（図示せず）を有する。土工用具１０６の位置は、従って、地理座標
の形で求めることができる。好ましくは、そして従来技術においてよく知られているよう
に、１組のリンク機構を有する土工用具１０６は、レゾルバのような１組の角位置センサ
（図示せず）を有する。土工用具１０６の位置は、従って、そのレゾルバの位置に連携し
てＧＰＳアンテナの位置を求めることによって決定できる。例えば、掘削機は、ブーム、
スティック、およびバケットを、またその掘削機台枠上に搭載された運転室を有する。Ｇ
ＰＳアンテナは、この運転室の頂上に搭載でき、また、ブーム、スティック、およびバケ
ットを連結しているリンク機構はそれぞれ角位置センサを持つことができる。ＧＰＳアン
テナとそれぞれの角レゾルバの位置決定がなされ、地理座標の形でバケット位置を知るこ
とができる。
【００１３】
もしくは、位置決定システム１０８、例えばＧＰＳアンテナは、位置決定システム１０８
を損傷から保護するようにして、土工用具１０６上に直接的に搭載でき、土工用具１０６
の直接的な位置の割り出しができるようにする。
ほかの実施形態にあっては、位置決定システム１０８は、レーザ平面位置決めシステム、
推測航法、もしくはそれら技術の何か組合せのような、別のタイプとすることができる。
【００１４】
物体１０７の場所を求めるための手段１１０は、土工機械１０４上に設置される。好まし
い実施形態にあっては、物体１０７の場所を求めるための手段１１０は、地域地図データ
ベース１１２であり、地理座標の形で物体１０７の場所の地図を格納するようになってい
る。地下物体の地表下地図は、地域地図データベース中にダウンロードするために入手で
きることは、当該技術においてはよく知られている。例えば、公益企業は彼らが埋設した
公益施設の場所についてデータ形式の地図を提供できる。これらの地図は、土工機械の操
作者が使用するために容易に入手でき、土工作業中に公益施設を乱すことを回避するのを
支援するため、公益施設の場所を操作者に知らせる。この地図は、地域地図データベース
１１２と互換性のある形式で入手できることが好ましい。
また、地下物体１０７の場所は、掘削に先立ち、音響的、電磁気的、即ちレーダ探知機の
ような地下探知装置を使用することによって決定できる。探知プロセスから得られたデー
タは、その後地域地図デーベースに入力できる。
【００１５】
土工機械１０４上に設置されたディスプレイ１１４は、土工作業の光景を、好ましくはリ
アル・タイムに提供するようになっている。図３および図４は、ディスプレイ１１４がど
のように見えるであろうかの例示的説明図を示している。例えば、図３および図４に描か
れたディスプレイ１１４は、土工現場１０２の平面図３０２および側面図３０４を含む。
土工機械１０４の画像３０６は、土工現場１０２を基準にした土工機械１０４の場所を表
示する。土工用具１０６の画像３０８は、土工現場１０２を基準にした土工用具１０６の
場所を表示する。図３および図４に示されるように、土工機械１０４の画像３０６は、平
面図３０２に示され、また、土工用具１０６の画像３０８は、平面図および側面図３０２
、３０４の両方に示される。
【００１６】
図３において、物体１０７の画像３１０は、側面図３０４に示される。図４において、２
つの物体１０７の画像３１０ａ、３１０ｂが、側面図３０４に示されている。物体１０７
の画像３１０については、以下に更に詳細に説明する。
関心対象の外周３１２を選択するための手段１１６は、土工機械１０４上に設置される。
好ましい実施形態にあっては、図３および図４に示されるように、関心対象の外周３１２
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がディスプレイ１１４の平面図３０２に示される。関心対象の外周３１２を選択するため
の手段１１６は、操作者が選択できる制御装置１１８のセットの中にあるのが好ましい。
例えば、この操作者が選択できる制御装置１１８は、土工機械１０４の操作者が関心対象
の外周３１２を所望のサイズに選択できるようにするため、ディスプレイ１１４の上もし
くは近傍に設置できる。
【００１７】
第１の実施例として、図３において、関心対象の外周３１２は、土工機械１０４の長手方
向軸周囲に設置された線であるとして選択された。従って、側面図３０４においては、物
体１０７の画像３１０は、関心対象の外周３１２すなわち線における、物体１０７の断面
スライスを表す。従って、物体１０７の画像３１０は、二次元図の形で表される。
【００１８】
第２の実施例として、図４において、関心対象の外周３１２は、第１側部Ａおよび第２側
部Ｂを有する四辺形であるとして選択された。従って、側面図３０４において、２つの物
体１０７の画像３１０ａ、３１０ｂは、外周３１２にある第１側部Ａから外周３１２にあ
る第２側部Ｂに至る、物体１０７の断面を表す。従って、２つの物体１０７の画像３１０
ａ、３１０ｂは、三次元図の形で表される。第１物体１０７の画像３１０ａは、関心対象
の外周３１２に対して直角をなし、また、線Ａから線Ｂまで深さが変化していない。従っ
て、第１物体１０７の画像３１０ａは、恰も二次元画像であるかのように現れる。第２物
体１０７の画像３１０ｂは、関心対象の外周３１２に対して直角をなさず、また、線Ａか
ら線Ｂまでで深さが変化している。従って、関心対象の外周３１２を基準にした画像３１
２ｂの角度および画像３１２ｂの深さの変化は、側面図３０４に三次元として示される。
物体１０７のこの三次元図から、操作者には、物体１０７が同一面の深さに埋設されてな
く、地中で傾斜していること、また、土工用具１０６を直角にすることによって物体に接
近しないことが分る。従って、操作者は掘削をする場合、物体１０７を乱すことをより良
く回避できる。
【００１９】
好ましい実施形態にあっては、関心対象の外周３１２は、中心部分３１４周囲に選択され
、その中で土工用具１０６は土工作業を遂行する。
土工機械１０４上に設置されたプロセッサ１２０は、関心対象の外周内部、即ち線Ａから
線Ｂまでの物体１０７の部分の組みになった座標を求めるようになっている。このプロセ
ッサ１２０はまた、ディスプレイ１１４の側面図３０４に、物体１０７の部分の三次元画
像を表示するようになっている。
【００２０】
上の議論は、本発明の第１の態様を参照してなされている。図５を参照する。図には、本
発明の第２の態様が示される。
図５の平面図において、物体の決定された場所５０２が示される。この決定された場所５
０２はまた、図５の側面図に、地表５０６の下方に位置付けて示される。従って、図５に
示されるように、物体の決定された場所５０２は、三次元の形で見分けられる。
【００２１】
不確実性領域５０４が、物体の決定された場所５０２を取り囲んで示される。この不確実
性領域５０４は、少なくとも１つのパラメータの関数であり、それに限定されるものでは
ないが、位置決定システム１０８における固有の誤差、物体の決定された場所５０２にお
ける誤差、および土工作業の間乱されない状態に物体を維持することの重要度のレベルを
含み、この重要度のレベルは優先係数として示される。例えば、ガス・パイプラインは、
ケーブル・テレビジョン・ラインよりは高い優先係数を必要とし、従って、より広範囲な
不確実性領域５０４を必要とする。
【００２２】
好ましい実施形態にあっては、物体１０７の画像３１０の寸法を拡大して、ディスプレイ
１１４に不確実性領域５０４を映す。このことは、土工作業が行われる場合の土工用具１
０６によって乱されることから物体１０７を保護する上で、追加的な緩衝を提供する。図
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５において、側面図における不確実性領域５０４は、物体の決定された場所５０２の上側
が、下側よりも大きく示されることに注意されたい。通常の土工作業の間、土工用具１０
６は、物体１０７に上から接近することになるであろう。従って、決定された場所５０２
の下側に比較して、物体の決定された場所５０２の上側の不確実性領域５０４を増大させ
ることによって、最も必要とされる追加的な緩衝を提供する。
【００２３】
図６を参照する。図には、本発明の第３の態様が示される。図６の平面図に、物体の推測
された場所６０２が示される。状況によっては、物体１０７が地表５０６下に存在はする
ものの、しかし、その物体の場所はどのような正確さでもっても求めることのできないこ
とが知られる。従って、物体１０７の場所を、推測しなければならない。図６の側面図に
、不確実性領域５０４が、不確実性の壁６０４として決定される。この不確実性の壁６０
４は、物体１０７の場所は単に推測された場所６０２であると言う条件を反映する。地中
における物体１０７の深さは、役に立つ目的に対しては推測することさえできない。従っ
て、不確実性の壁は、地表５０６における推測された外周を包含し、それから、物体１０
７を乱すことを回避する上で必要なだけ地中に下方に向って延びる。この態様にあっては
、不確実性の壁６０４に向かっての掘削では土工用具１０６を使用できるが、不確実性の
壁６０４内では他の従来的な手段、例えば手掘り、を使用しなければならない。
【００２４】
好ましい実施形態にあっては、プロセッサ１２０は、必要に応じて、物体１０７の不確実
性領域５０４あるいは不確実性の壁６０４のいずれかの座標を決定し、それに応じて物体
１０７の画像３１０をディスプレイ１１４の側面図３０４に拡大表示するようになってい
る。
【００２５】
図７を参照する。図には、本発明の好ましい方法を示す流れ図が示される。
第１の制御ブロック７０２において、土工用具１０６の場所が、好ましくは地理座標の形
で、ｘ、ｙ、およびｚ座標を有するデカルト座標系のような座標系を使用して決定される
。好ましい実施形態にあっては、土工用具１０６の場所は上述のように決定される。
【００２６】
第２の制御ブロック７０４において、物体１０７の場所は、上述のように、地理座標の形
で決定される。
第３の制御ブロック７０６において、土工機械１０４、土工用具１０６、および物体１０
７の画像３０６、３０８、３１０それぞれが、土工現場１０２を基準にしてリアルタイム
にディスプレイ上に表示される。好ましくは、図３および図４に示されるように、土工機
械１０４および土工用具１０６の画像３０６、３０８が平面図３０２に表示され、また、
土工用具１０６および物体１０７の画像３０８、３１０は側面図３０４に表示される。
【００２７】
第４の制御ブロック７０８において、関心対象の外周３１２が、土工機械１０４の操作者
によって選択される。好ましい実施形態にあっては、関心対象の外周３１２は、物体１０
７の画像３１０の所望の三次元図が側面図３０４にできるように選択される。この物体１
０７の画像３１０の三次元図は操作者に、作業用具１０６両側における物体の場所の概念
を提供し、土工作業が行われる場合に物体１０７を乱すことなく、操作者が、より効率的
、生産的になることができるようにする。
【００２８】
第５の制御ブロック７１０において、関心対象の外周３１２で区画された物体１０７部分
の座標が、好ましくはプロセッサ１２０によって決定される。図４にある図示のディスプ
レイは、物体１０７が関心対象の外周３１２によって、第１の線Ａおよび第２の線Ｂによ
り区画されることを示す。
第６の制御ブロック７１２において、関心対象の外周３１２によって区画された物体１０
７の部分が、ディスプレイ１１４の側面図３０４に表示される。物体１０７の画像３１０
が、三次元の形で表示され、土工現場１０２の地表を基準にして、線Ａから線Ｂに至る物
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体１０７の深さにおけるあらゆる変化を示す。
【００２９】
第７の制御ブロック７１４において、物体１０７の不確実性領域５０４が、少なくとも１
つのパラメータの関数として決定される。パラメータの例としては、それに限定されるも
のではないが、位置決定システム１０８によって許容可能な誤差範囲、物体１０７の決定
された場所の誤差範囲、および物体１０７の優先係数を含み、この優先係数は、土工作業
の間物体１０７を乱さないことの重要度の関数である。
【００３０】
　第８の制御ブロック７１６において、ディスプレイ１１４の側面図３０４における物体
１０７の画像３１０が、不確実性領域５０４の関数として拡大される。好ましくは、物体
１０７の画像３１０は、物体１０７の画像３１０が表示されていないディスプレイ１１４
上の残り部分に拡がるように拡大される。この拡大された物体１０７の画像３１０は、緩
衝域を提供し、土工作業の間に物体１０７が影響を受ける機会、すなわち物体１０７が乱
されることになる機会を更に減少させる。
　本発明の１つの態様にあっては、不確実性領域５０４は、物体１０７の既知の位置を基
準にして決定される。本発明の別の態様にあっては、不確実性領域５０４は、不確実性の
壁６０４そのものであり、物体１０７の推定された位置を基準にして決定される。
【００３１】
（産業上の利用可能性）
本発明の応用例として、土工機械１０４、例えば掘削機が、土地掘削のような土工作業を
遂行する。頻繁に、土工機械１０４は、地下の物体１０７、例えばユーティリティ・ライ
ンおよびパイプ、が埋設されているはずだと知られている領域において掘削することを要
求される。ディスプレイ１１４、特にディスプレイ１１４にある側面図３０４は、当該技
術において知られ、土工機械１０４の操作者に対し、土工現場を基準にして土工用具１０
６の場所に関する良好な指示を提供する。物体１０７もまたディスプレイ１１４上に表示
することができ、操作者に対し土工用具１０６を基準にした物体１０７の場所の図を与え
る。しかしながら、不可能とは言わないまでも、埋設された物体１０７の場所を高度な正
確さで知ることは困難である。本発明は、従って、位置の不正確さに対して、土工用具１
０６を基準とした物体１０７の変化する深さおよび物体１０７の変化する角度を把握する
目的で、物体１０７の画像３１０を三次元図の形で表示することによって補償する。本発
明の別の態様にあっては、物体１０７の画像３１０は、不確実性領域５０４によって拡大
され、位置決定における誤差に対して補償を行う。
本発明の他の態様、目的、および特徴は、図面、開示内容、および添付する特許請求の範
囲を検討することにより得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】土工現場における土工機械の概略図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態を示すブロック図である。
【図３】本発明の１つの態様を示すディスプレイの概略図である。
【図４】本発明の他の態様を示すディスプレイの概略図である。
【図５】本発明の他の実施形態の概略図である。
【図６】本発明のさらに別の実施形態の概略図である。
【図７】本発明の好ましい方法を示す流れ図である。
【符号の説明】
１００　装置
１０４　土工機械
１０６　土工用具
１０７　物体
１０８　位置決定システム
１１０　手段
１１２　地域地図データベース
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１１４　ディスプレイ
１１６　外周を選択するための手段
１１８　制御装置
１２０　プロセッサ

【図１】 【図２】
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