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(54)【発明の名称】航空機における他機位置表示方法及び装置
(57)【要約】
【課題】

自機の姿勢変化に対応して他機位置方向を把

握でき、ポインティング動作をスムーズにできる航空機
における他機位置表示方法を提供する。
【解決手段】

自機の姿勢角を検出すると共に、自機に

対する他機の相対位置を検出し、これら検出した姿勢角
情報及び相対位置情報に基づいて、自機の機体軸座標系
から見た他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向
けた矢印シンボルとして表示する。
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【特許請求の範囲】

段と、

【請求項１】

自機の姿勢角を検出すると共に、自機に

上記姿勢角検出手段及び他機位置探索手段で各々検出し

対する他機の相対位置を検出し、これら検出した姿勢角

た姿勢角情報及び相対位置情報に基づいて、パイロット

情報及び相対位置情報に基づいて、自機の機体軸座標系

の頭部の座標系から見た他機位置情報を演算する演算手

から見た他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向

段と、

けた矢印シンボルとして表示することを特徴とする航空

該演算手段からの他機位置情報を、他機位置方向に矢印

機における他機位置表示方法。

先端を向けた矢印シンボルとして上記ヘルメットマウン

【請求項２】

テッドディスプレイにより投影表示するよう制御する表

上記矢印シンボルは、

パイロットが正面を向いた状態で視認可能に、ヘッドア
ップディスプレイにより外界に重畳して投影表示するこ

示制御手段とを有することを特徴とする航空機における
10

他機位置表示装置。

とを特徴とする請求項１記載の航空機における他機位置

【発明の詳細な説明】

表示方法。

【０００１】

【請求項３】

パイロットの頭部の姿勢角を検出すると

【発明の属する技術分野】本発明は、航空機のパイロッ

共に、自機に対する他機の相対位置を検出し、これら検

トに他機の相対位置を視認させるための航空機における

出した姿勢角情報及び相対位置情報に基づいて、パイロ

他機位置表示方法、及び該方法を実施する他機位置表示

ットの頭部の座標系から見た他機位置情報を、他機位置

装置に関する。

方向に矢印先端を向けた矢印シンボルとして、パイロッ

【０００２】

トが装着するヘルメットに搭載したヘルメットマウンテ

【従来の技術】従来、航空機のパイロットに他機位置を

ッドディスプレイにより外界に重畳して投影表示するこ

知らせる方法としては、自機に搭載したレーダー等によ

とを特徴とする航空機における他機位置表示方法。
【請求項４】

20

上記相対位置情報は、

り他機との相対距離を検出し、その距離情報に基づいて
コックピットの通常計器パネルの平面ディスプレイに、

他機との相対距離情報を含み、該相対距離情報に基づい

自機を中心とする放射線上に他機位置を表示するように

て上記矢印シンボルの表示色を変化させることを特徴と

したものが知られている。

する請求項１〜３に記載の航空機における他機位置表示

【０００３】

方法。

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来

【請求項５】

上記相対位置情報は、

の他機位置表示方法にあっては、他機との相対距離は把

他機の方角によって矢印シンボルの形状を変化させるこ

握できても、表示される他機位置は自機の姿勢変化やパ

とを特徴とする請求項１〜４に記載の航空機における他

イロットの頭部の姿勢変化には対応しないため、自機の

機位置表示方法。

機首を他機に向けるポインティング動作に時間を要す

【請求項６】

自機の姿勢角を検出する姿勢角検出手段

30

る。

と、

【０００４】特に、この自機の機首を他機に向けるポイ

自機に対する他機の相対位置を検出する他機位置探索手

ンティング動作に必要とする時間は、ＰＳＭ（Post Sta

段と、

ll Maneuver:高迎角運動）可能な航空機において重大と

上記姿勢角検出手段及び他機位置探索手段で各々検出し

なる。すなわち、ＰＳＭ可能な航空機は、迎角が通常の

た姿勢角情報及び相対位置情報に基づいて、自機の機体

航空機よりも非常に大きくなっても、例えば速度ベクト

軸座標系から見た他機位置情報を演算する演算手段と、

ル方向と機体軸方向との角度が９０°近くまでなっても

パイロットが正面を向いた状態で視認可能に他機位置情

飛行が可能で、この運動特性により迅速にポインティン

報を外界に重畳して投影表示するヘッドアップディスプ

グすることが可能となっている。

レイと、

【０００５】しかし、ＰＳＭ可能な航空機では、例え

該ヘッドアップディスプレイにより上記演算手段からの

40

ば、迎角が小さい略水平飛行状態から高迎角運動状態に

他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向けた矢印

移行すると、パイロットはそれまで正面に目視で確認で

シンボルとして投影表示するよう制御する表示制御手段

きていた他機が、自機の下になって見えなくなると共

とを有することを特徴とする航空機における他機位置表

に、高迎角運動状態に移行する際には、パイロットは通

示装置。

常計器パネルから視線を逸らすことが多いため、他機位

【請求項７】

パイロットが装着するヘルメットに搭載

置を一瞬見失う場合がある。この場合には、その後、通

され、他機位置情報を外界に重畳して投影表示するヘル

常計器パネルに視線を向けて平面ディスプレイから他機

メットマウンテッドディスプレイと、

位置を確認することになるが、平面ディスプレイに表示

上記ヘルメットを介してパイロットの頭部の姿勢角を検

される他機位置は、上記のように自機の姿勢変化やパイ

出する姿勢角検出手段と、

ロットの頭部の姿勢変化に対応していないために、次の

自機に対する他機の相対位置を検出する他機位置探索手

50

ポインティングまでの動作移行に支障をきたし、航空機
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の性能を十分発揮できなくなる。

【００１３】請求項３の発明によると、パイロットの頭

【０００６】従って、かかる点に鑑みてなされた本発明

部の座標系、すなわちパイロットのアイポイントから見

の第１の目的は、自機の姿勢変化やパイロットの姿勢変

た他機位置情報が、他機位置方向に矢印先端が向いた矢

化に対応して他機位置方向を把握でき、ポインティング

印シンボルとして、パイロットの頭部の姿勢変化に対応

動作をスムーズに行うことができる航空機における他機

してヘルメットマウンテッドディスプレイにより外界に

位置表示方法を提供することにある。

重畳して投影表示されるので、パイロットはあらゆる飛

【０００７】更に、本発明の第２の目的は、上記の他機

行状態でも、全く視線を変えることなく、また視野を妨

位置表示方法を簡単かつ安価に実施できるよう適切に構

げられることなく、常に矢印シンボルを視認することが

成した他機位置表示装置を提供することにある。
【０００８】

できる。従って、パイロットのワークロードを何ら増や
10

すことなく、他機位置方向を把握することが可能となる

【課題を解決するための手段】上記第１の目的を達成す

ので、特にＰＳＭ可能な航空機においては、その性能を

る請求項１に記載の航空機における他機位置表示方法の

十分発揮することが可能となる。

発明は、自機の姿勢角を検出すると共に、自機に対する

【００１４】請求項４に記載の発明は、請求項１〜３に

他機の相対位置を検出し、これら検出した姿勢角情報及

記載の航空機における他機位置表示方法において、上記

び相対位置情報に基づいて、自機の機体軸座標系から見

相対位置情報は、他機との相対距離情報を含み、該相対

た他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向けた矢

距離情報に基づいて上記矢印シンボルの表示色を変化さ

印シンボルとして表示することを特徴とする。

せることを特徴とする。

【０００９】この請求項１の発明によると、自機の機体

【００１５】請求項４の発明によると、例えば、検出し

軸座標系から見た他機位置情報が、他機位置方向に矢印

た相対距離情報に応じて矢印シンボルの表示色を変化さ

先端が向いた矢印シンボルとして、自機の姿勢変化に対

20

せることが可能となるので、これによりＰＳＭ可能な航

応して表示されるので、その矢印シンボルを視認するこ

空機では高迎角飛行状態に移行すべきか否かの判断を迅

とで、あらゆる飛行状態でも他機位置方向を把握するこ

速に行うことが可能となる。

とができ、ポインティング動作をスムーズに行うことが

【００１６】請求項５に記載の発明は、請求項１〜４に

可能となる。

記載の航空機における他機位置表示方法において、上記

【００１０】請求項２に記載の発明は、請求項１の航空

相対位置情報は、他機の方角によって矢印シンボルの形

機における他機位置表示方法において、上記矢印シンボ

状を変化させることを特徴とする。

ルは、パイロットが正面を向いた状態で視認可能に、ヘ

【００１７】請求項５の発明によると、他機の方角によ

ッドアップディスプレイにより外界に重畳して投影表示

って、矢印シンボルの形状を変化させることから、ＰＳ

することを特徴とする。

Ｍ可能な航空機では高迎角飛行状態に移行すべきか否か

【００１１】請求項２の発明によると、パイロットは通

30

の判断を迅速に行うことが可能となる。

常計器パネルに視線を下ろすことなく、正面を向いた状

【００１８】更に、上記第２の目的を達成する請求項６

態でヘッドアップディスプレイにより投影表示される他

に記載の航空機における他機位置表示装置の発明は、自

機位置情報を示す矢印シンボルを視認することができ

機の姿勢角を検出する姿勢角検出手段と、自機に対する

る。しかも、ヘッドアップディスプレイにより表示され

他機の相対位置を検出する他機位置探索手段と、上記姿

る矢印シンボルは、外界に重畳して表示されるので、視

勢角検出手段及び他機位置探索手段で各々検出した姿勢

野が妨げられることもない。従って、パイロットのワー

角情報及び相対位置情報に基づいて、自機の機体軸座標

クロードを増やすことなく、他機位置方向を把握するこ

系から見た他機位置情報を演算する演算手段と、パイロ

とができ、特にＰＳＭ可能な航空機においては、通常飛

ットが正面を向いた状態で視認可能に他機位置情報を外

行状態から高迎角飛行状態への移行、及び高迎角飛行状
態からポインティング動作への移行を迅速に行うことが

界に重畳して投影表示するヘッドアップディスプレイ
40

と、該ヘッドアップディスプレイにより上記演算手段か

可能となり、その性能を十分発揮することができる。

らの他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向けた

【００１２】請求項３に記載の航空機における他機位置

矢印シンボルとして投影表示するよう制御する表示制御

表示方法の発明は、パイロットの頭部の姿勢角を検出す

手段とを有することを特徴とする。

ると共に、自機に対する他機の相対位置を検出し、これ

【００１９】請求項６の発明によると、姿勢角検出手段

ら検出した姿勢角情報及び相対位置情報に基づいて、パ

及び他機位置探索手段は、例えば航空機に通常搭載され

イロットの頭部の座標系から見た他機位置情報を、他機

ている自機姿勢角計及び他機位置探索レーダーを各々用

位置方向に矢印先端を向けた矢印シンボルとして、パイ

いることができ、演算手段についても航空機に通常搭載

ロットが装着するヘルメットに搭載したヘルメットマウ

されているコンピュータを用いて自機の機体軸座標系か

ンテッドディスプレイにより外界に重畳して投影表示す

ら見た他機位置情報を演算することができ、またヘッド

ることを特徴とする。

50

アップディスプレイが設けられている場合には、これを

( 4 )
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6

利用することができるので、演算手段で演算した他機位

自機姿勢角計２は、自機の姿勢角を表すピッチ角、ロー

置情報を、他機位置方向に矢印先端を向けた矢印シンボ

ル角及び方位角を検出するよう構成し、その検出した姿

ルとしてヘッドアップディスプレイにより投影表示する

勢角情報はシンボル表示指令計算コンピュータ３に供給

表示制御手段を付加するだけで、簡単かつ安価に実施す

する。

ることが可能となる。

【００２５】シンボル表示指令計算コンピュータ３で

【００２０】請求項７に記載の航空機における他機位置

は、図２にフローチャートを示すように、他機位置探索

表示装置の発明は、パイロットが装着するヘルメットに

レーダー１からの相対位置情報及び自機姿勢角計２から

搭載され、他機位置情報を外界に重畳して投影表示する

の姿勢角情報を所定の周期で取り込んで（ステップＳ

ヘルメットマウンテッドディスプレイと、上記ヘルメッ
トを介してパイロットの頭部の姿勢角を検出する姿勢角

１）、各周期において、先ず、相対位置情報及び姿勢角
10

情報に基づいて自機の機体軸座標系での自機と他機７と

検出手段と、自機に対する他機の相対位置を検出する他

の相対角度を演算する（ステップＳ２）。次に、演算し

機位置探索手段と、上記姿勢角検出手段及び他機位置探

た相対角度に基づいてＨＵＤ５の座標系でのシンボルの

索手段で各々検出した姿勢角情報及び相対位置情報に基

姿勢角を演算する（ステップＳ３）。また、他機７との

づいて、パイロットの頭部の座標系から見た他機位置情

相対距離に応じてシンボルの表示色設定処理を行い（ス

報を演算する演算手段と、該演算手段からの他機位置情

テップＳ４）、ステップＳ３で演算したシンボル姿勢角

報を、他機位置方向に矢印先端を向けた矢印シンボルと

及びステップＳ４で設定したシンボル表示色の情報を含

して上記ヘルメットマウンテッドディスプレイにより投

むシンボル表示指令をＨＵＤ表示制御ユニット６に出力

影表示するよう制御する表示制御手段とを有することを

する（ステップＳ５）。

特徴とする。

【００２６】ＨＵＤ表示制御ユニット６では、シンボル

【００２１】請求項７の発明によると、他機位置探索手

20

表示指令計算コンピュータ３からのシンボル表示指令に

段及び演算手段は、例えば航空機に通常搭載されている

基づいて矢印シンボル８の映像信号を生成し、その映像

他機位置探索レーダー及びコンピュータを各々用いるこ

信号をＨＵＤ５に供給して、自機の機体軸座標系から見

とができるので、パイロットが装着するヘルメットに、

た他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向け、他

他機位置情報を矢印シンボルとして外界に重畳して表示

機７との相対距離に応じた表示色の矢印シンボル８とし

するヘルメットマウンテッドディスプレイを搭載すると

て所定の位置に投影表示する。そして、他機が前方側に

共に、ヘルメットの姿勢角を検出する姿勢角検出手段

位置するときには、先細りに、横に位置するときには均

と、ヘルメットマウンテッドディスプレイの表示制御手

一な幅の矢柄に、後方側に位置するときにが先太に矢印

段とを付加するだけで、簡単かつ安価に実施することが

シンボル８を変化させる。

可能となる。

【００２７】このように構成された他機位置表示装置に

【００２２】

30

よると、自機の機体軸座標系から見た他機位置情報が、

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る航空機におけ

ＨＵＤ５によりパイロットが正面を向いた状態で視認可

る他機位置表示方法及び装置の実施の形態を図によって

能に、所定の位置に矢印シンボル８として外界に重畳し

説明する。

て投影表示されるので、パイロットは他機位置を確実に

【００２３】（第１実施の形態）図１及び図２は、他機

把握することができる。

位置表示装置の第１実施の形態を示すもので、図１はブ

【００２８】また、パイロットは、ＨＵＤ５によって投

ロック図を、図２は図１に示すシンボル表示指令計算コ

影表示される矢印シンボル８の向きによって、他機７の

ンピュータでの処理のフローチャートを各々示してい

方向を容易に判断できるので、特にＰＳＭ可能な航空機

る。この他機位置表示装置は、航空機（自機）に搭載し

においては、通常飛行状態から高迎角飛行状態への移

た他機位置探索手段としての他機位置探索レーダー１
と、姿勢角検出手段としての自機姿勢角計２と、演算手

行、及び高迎角飛行状態からポインティング動作への移
40

行を迅速に行うことでき、その性能を十分発揮すること

段としてのシンボル表示指令計算コンピュータ３と、パ

ができると共に、矢印シンボル８の表示色から他機７と

イロットが正面を向いた状態で視認可能に、コックピッ

の相対距離を容易に把握することができるので、特にＰ

トの通常計器パネル４の上方に他機位置情報を矢印シン

ＳＭ可能な航空機では高迎角飛行状態に移行すべきかの

ボル８として外界に重畳して投影表示するヘッドアップ

判断を容易に行うことができる。

ディスプレイ（ＨＵＤ）５と、表示制御手段としてのＨ

【００２９】更に、ＨＵＤ５により矢印シンボル８を外

ＵＤ表示制御ユニット６とを有する。

界に重畳して投影表示することにより、パイロットは通

【００２４】他機位置探索レーダー１は、自機に対する

常計器パネル４まで視線を落とすことなく、他機位置情

他機７の相対位置を表す相対高度、相対方位及び相対距

報を得ることができるので、パイロットのワークロード

離を検出するよう構成し、該検出した相対位置情報はシ

を増やすことなく、航空機を操縦することができる。

ンボル表示指令計算コンピュータ３に供給する。また、

50

【００３０】また、他機位置探索レーダー１及び自機姿
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7

8

勢角計２は、航空機に通常搭載されているものを利用で

供給して、パイロットの頭部座標系から見た他機位置情

き、シンボル表示指令計算コンピュータ３も航空機に通

報を、他機位置方向に矢印先端を向け、他機７との相対

常搭載されているコンピュータを利用でき、更に、飛行

距離に応じた表示色の矢印シンボル１３として外界に重

高度や速度表示用としてＨＵＤが既に設けられている場

畳して、所定の位置に投影表示する。

合には、これを利用することができるので、簡単かつ安

【００３６】このように構成された他機位置表示装置に

価に構成することができる。

よると、他機位置情報を表す矢印シンボル１３がＨＭＤ

【００３１】（第２実施の形態）図３及び図４は、他機

１２により外界に重畳されて所定の位置に投影表示され

位置表示装置の第２実施の形態を示すもので、図３はブ

るので、パイロットは全く視線を変えることなく他機位

ロック図を、図４は図３に示すシンボル表示指令計算コ
ンピュータでの処理のフローチャートをそれぞれ示して

置を常に把握することができる。従って、パイロットの
10

ワークロードを全く増やすことなく、矢印シンボル１３

いる。この他機位置表示装置では、パイロットが装着す

を目視しながら航空機を操縦して、機首方向を他機に向

るヘルメット１１にヘルメットマウンテッドディスプレ

けるポインティング動作を行うことができる。

イ（ＨＭＤ）１２を搭載し、このＨＭＤ１２にパイロッ

【００３７】また、他機位置探索レーダー１４は航空機

トの頭部の座標系、すなわちパイロットのアイポイント

に通常搭載されているものが利用でき、シンボル表示指

から見た他機位置情報を、他機位置方向に矢印先端を向

令計算コンピュータ１５も航空機に通常搭載されている

け、他機との相対距離に応じた表示色の矢印シンボル１

コンピュータを利用できるので、簡単かつ安価に構成す

３として外界に重畳して投影表示する。

ることができる。

【００３２】このため、本実施の形態では、航空機（自

【００３８】なお、本発明は、上記実施の形態に限定さ

機）に他機位置探索レーダー１４を搭載して自機に対す

れることなく発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可

る他機７の相対位置を表す相対高度、相対方位及び相対

20

能である。例えば、上記第１実施の形態では、自機の機

距離を検出し、その検出した相対位置情報をシンボル表

体軸座標系から見た他機位置情報を表す矢印シンボル８

示指令計算コンピュータ１５に供給する。また、ヘルメ

をＨＵＤ５により表示するようにしたが、ＨＵＤ５に代

ット１１にはヘッドモーションセンサ１６を設けると共

えて通常計器パネル４の平面ディスプレイに同様に表示

に、コックピットの適宜の位置にはヘッドモーショント

することもできる。この場合でも、矢印シンボル８は、

ラッカー１７を設け、これらヘッドモーションセンサ１

自機の姿勢変化に対応して表示されるので、その矢印シ

６及びヘッドモーショントラッカー１７の出力を各々ヘ

ンボル８を視認することで、あらゆる飛行状態でも他機

ッドモーション処理ユニット１８に供給して、パイロッ

位置方向を把握することができ、ポインティング動作を

トの頭部姿勢角を表すピッチ角、ロール角及び方位角を

スムーズに行うことができる。

検出し、その検出した頭部姿勢角情報をシンボル表示指

【００３９】

令計算コンピュータ１５に供給する。

30

【発明の効果】以上説明した本発明の航空機による他機

【００３３】シンボル表示指令計算コンピュータ１５で

位置表示方法によれば、自機の姿勢変化、或いはパイロ

は、図４にフローチャートを示すように、他機位置探索

ットの姿勢変化に対応して他機位置方向を把握できるの

レーダー１４からの相対位置情報及びヘッドモーション

で、ポインティング動作をスムーズに行うことができ、

処理ユニット１８からの頭部姿勢角情報を所定の周期で

特にＰＳＭ可能な航空機においては、その性能を十分発

取り込み（ステップＳ１１）、各周期において、先ず、

揮することができる。

相対位置情報及び頭部姿勢角情報に基づいてパイロット

【００４０】また、本発明の航空機による他機位置表示

頭部の座標系から見たパイロットのアイポイントと他機

装置によれば、航空機に通常搭載される機器を利用する

７との相対角度を演算する（ステップＳ１２）。次に、

ことができるので、簡単かつ安価にできる。

演算した相対角度に基づいてＨＭＤ１２の座標系でのシ
ンボルの姿勢角を演算する（ステップＳ１３）。

【図面の簡単な説明】
40

【図１】本発明の航空機における他機位置表示装置の第

【００３４】また、他機７との相対距離に応じてシンボ

１実施の形態の構成を示すブロック図である。

ルの表示色設定処理を行い（ステップＳ１４）、ステッ

【図２】図１に示すシンボル表示指令計算コンピュータ

プＳ１３で演算したシンボル姿勢角及びステップＳ１４

での処理を説明するフローチャートである。

で設定したシンボル表示色の情報を含むシンボル表示指

【図３】本発明の航空機における他機位置表示装置の第

令をシンボル表示制御ユニット１９に出力する（ステッ

２実施の形態の構成を示すブロック図である。

プＳ１５）。

【図４】図３に示すシンボル表示指令計算コンピュータ

【００３５】シンボル表示制御ユニット１９では、シン

での処理を説明するフローチャートである。

ボル表示指令計算コンピュータ１５からのシンボル表示

【符号の説明】

指令に基づいて矢印シンボル８の映像信号を生成し、そ

１

他機位置探索レーダー

２

自機姿勢角計

の映像信号を映像信号入出力部２０を経てＨＭＤ１２に
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9

10

３

シンボル表示指令計算コンピュータ

１３

矢印シンボル

４

通常計器パネル

１４

他機位置探索レーダー

５

ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）

１５

シンボル表示指令計算コンピュータ

６

ＨＵＤ表示制御ユニット

１６

ヘッドモーションセンサ

７

他機

１７

ヘッドモーショントラッカー

８

矢印シンボル

１８

ヘッドモーション処理ユニット

１１

ヘルメット

１９

シンボル表示制御ユニット

１２

ヘルメットマウンテッドディスプレイ（ＨＭ

２０

映像信号入出力部

Ｄ）
【図１】

【図３】

【図２】
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【図４】
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