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(54)【発明の名称】低高度飛行経路の作成方法および装置
(57)【要約】
【課題】

頻繁な各種変更要因に対して、実飛行可能で

最適な飛行経路を高い応答性で作成することができるよ
うにした低高度飛行経路の作成方法および装置を提供す
る。
【解決手段】各ウエイポイント間経路の決定を制限する
条件および地図データに基づいて、地形による隠し効果
の高い連続的な稜線および谷間を検索し、連続的な谷間
に対する垂直および水平方向の対地クリアランスを満足
し、かつ航空機の機動能力を満足する垂直方向の飛行可
能領域を算出して求められる、垂直ウエイポイント間経
路の高度帯で、水平方向の対地クリアランスを満足し、
かつ前記連続的な稜線に可能な限り接近した水平方向の
飛行可能境界線を算出して簡略化し、直線軌道と曲線軌
道とに変換して、水平ウエイポイント間経路を求め、こ
れらの垂直および水平ウエイポイント間経路の決定と同
様に、垂直接続経路および水平接続経路を求め、複数の
ウエイポイント間経路および接続経路をデータベース化
し、各種の経路変更要因に対して最適な経路を選択して
接続することにより３次元飛行計画経路を作成する。
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【特許請求の範囲】

動能力を満足する水平方向および垂直方向の経路で接続

【請求項１】

する接続経路を求める接続経路生成手段と含み、

飛行経路の出発地点、到達地点および経

由地点となる複数のウエイポイントを設定し、

個別経路生成手段によって生成された垂直ウエイポイン

各ウエイポイント間経路を決定するにあたって制限され

ト間経路および水平ウエイポイント間経路、接続経路生

る各種の条件および地図データに基づいて、地形による

成手段によって生成された垂直接続経路および水平接続

隠し効果の高い山陰を利用するために沿って飛行すべき

経路は、データベース化されることを特徴とする低高度

連続的な稜線および谷間を検索し、

飛行経路の作成装置。

前記連続的な谷間に対する垂直方向および水平方向の対

【発明の詳細な説明】

地クリアランスを満足し、かつ航空機の機動能力を満足
する垂直方向の飛行可能領域を算出して、ウエイポイン

【０００１】
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【発明の属する技術分野】本発明は、山の稜線と谷間の

ト間を接続する垂直方向のウエイポイント間経路を求

間の高度帯をその稜線に沿って低高度で飛行するテライ

め、

ンマスキング航法による航行支援および飛行計画などに

前記垂直方向のウエイポイント間経路の高度帯で水平方

好適に用いることができる低高度飛行経路の作成方法お

向の対地クリアランスを満足し、かつ前記沿って飛行す

よび装置に関する。なお、本発明において、「垂直」と

べき連続的な稜線に可能な限り接近した水平方向の飛行

は「鉛直」を意味するものとする。

可能境界線を算出して簡略化し、水平方向のウエイポイ

【０００２】本発明において、用語「地上レーダ」は地

ント間経路を求め、

上に設置されるレーダおよび車両等に積載され地上を移

前記水平および垂直方向のウエイポイント間経路を経由

動するレーダを意味し、用語「空中レーダ」は航空機等

地点で、水平方向および垂直方向の対地クリアランスを

に搭載されるレーダを意味する。

満足し、かつ、航空機の機動能力を満足する水平および

20

【０００３】

垂直方向の経路で接続する接続経路を求め、

【従来の技術】典型的な従来の技術は、たとえば特許第

各複数のウエイポイント間経路および接続経路を選択的

２８１２６３９号公報に開示されている。この従来の技

に接続して、出発地点と到達地点とを結ぶ３次元飛行計

術では、航空機の最適な飛行経路を決定する方法とし

画経路を作成することを特徴とする低高度飛行経路作成

て、４つの飛行経路探索方法が示されている。第１の方

方法。

法では、入力装置から出発地点と目標地点とを入力し、

【請求項２】

各複数のウエイポイント間経路および接

飛行環境データベースに保有している現在の飛行環境デ

続経路は、経路両端の各ウエイポイントに関する情報が

ータに基づいて、その環境に適した地上目標物を、目標

付された識別コードを記号化したファイル名を有するフ

物データベースに保有している目標物の特性情報と比較

ァイルとしてデータベース化され、各ファイルには、経

して検出して、そのすべてを算出し、算出したすべての

路生成時に経路両端の緯度および経度が記録されている

30

目標物データに基づいて、出発地点から目標地点までの

ことを特徴とする請求項１記載の低高度飛行経路の作成

間に存在し、かつ出発地点と目標地点とを結ぶ直線に対

方法。

して一定角度の範囲内で、相互に隣接する目標物を結ん

【請求項３】

飛行経路の出発地点、到達地点および経

で複数の探索経路モデルを作成し、各探索経路モデルに

由地点となる複数のウエイポイントを設定するウエイポ

対して、レーダ網データベースに保有している地上レー

イント設定手段と、

ダ網および空中レーダ網などの避けるべきレーダ網のデ

各ウエイポイント間経路を決定するにあたって制限され

ータに基づいて、飛行速度に応じたレーダ網に対する暴

る各種の条件および地図データに基づいて、地形による

露状態を数値化した暴露値を割付け、この暴露値の総和

隠し効果の高い山陰を利用するために沿って飛行すべき

が最も小さくなる探索経路モデルを所定の探索アルゴリ

連続的な稜線および谷間を検索し、この連続的な谷間に
対する垂直方向および水平方向の対地クリアランスを満

ズムに従って算出し、最適な飛行経路を抽出している。
40

【０００４】また第２の方法では、上記の第１の方法で

足し、かつ航空機の機動能力を満足する垂直方向の飛行

求めた最適な飛行経路から自機位置が予め定める値以上

可能領域を算出して、垂直方向の複数の垂直ウエイポイ

ずれたとき、再び第１の方法によって、現在の自機位置

ント間経路を求めるとともに、垂直方向のウエイポイン

を出発地点として将来の最適な飛行経路を作成して、飛

ト間経路の高度帯で水平方向の対地クリアランスを満足

行経路の変更要因に対する適応性を向上している。

し、かつ前記沿って飛行すべき連続的な稜線に可能な限

【０００５】さらに第３の方法では、上記の第１の方法

り接近した水平方向の飛行可能境界線を算出して簡略化

によって最適な飛行経路を求めた後に避けるべき地上お

し、水平方向の複数の水平ウエイポイント間経路を求め

よび空中のレーダ網および飛行環境の変化が生じたと

る個別経路生成手段と、

き、この変化したレーダ網および飛行環境を用いて、再

前記垂直方向および水平方向のウエイポイント間経路を

び上記の第１の方法によって、現在の自機位置を出発地

経由地点で対地クリアランスを満足し、かつ航空機の機
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点として将来の最適な飛行経路を作成して、飛行経路の
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変更要因に対する適応性を向上している。

垂直方向のウエイポイント間経路を経由地点で、水平方

【０００６】さらに第４の方法では、上記の第２および

向および垂直方向の対地クリアランスを満足し、かつ、

第３の方法をともに実行して、飛行経路の変更要因に対

航空機の機動能力を満足する水平および垂直方向の経路

する適応性の拡張が図られている。

で接続する接続経路を求め、各複数のウエイポイント間

【０００７】このようにしてこの従来の技術では、自機

経路および接続経路を選択的に接続して、出発地点と到

位置のずれ、ならびにレーダ網および飛行環境の変化に

達地点とを結ぶ３次元飛行計画経路を作成することを特

対して常に最適な飛行経路に更新されるようにして、飛

徴とする低高度飛行経路作成方法である。

行経路選択に対する最適性を保持している。

【００１１】本発明に従えば、対地クリアランスおよび

【０００８】
【発明が解決しようとする課題】このような従来の技術

航空機の機動能力を満足するようにあらかじめ作成した
10

経路の中から各種の飛行経路の変更要因に対して最適な

では、上記の第２〜第４の方法において飛行経路の変更

各複数の水平ウエイポイント間経路および水平接続経路

要因が生じたとき、必ず第１の方法によって、入力装置

を選択的に接続して、出発地点と到達地点とを結ぶ３次

から出発地点と目標地点とを入力し、飛行環境データベ

元飛行計画経路を作成するので、実飛行可能で、かつ常

ースに保有している現在の飛行環境データに基づいて、

に最適な飛行計画経路を高い応答性で作成することがで

その環境に適した地上目標物を、目標物データベースに

きる。

保有している目標物の特性情報と比較して検出して、そ

【００１２】請求項２記載の本発明は、請求項１記載の

のすべてを算出し、算出したすべての目標物データに基

構成において、各複数のウエイポイント間経路および接

づいて、出発地点から目標地点までの間に存在し、かつ

続経路は、経路両端の各ウエイポイントに関する情報が

出発地点と目標地点とを結ぶ直線に対して一定角度の範

付された識別コードを記号化したファイル名を有するフ

囲内で、相互に隣接する目標物を結んで複数の探索経路
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ァイルとしてデータベース化され、各ファイルには、経

モデルを作成し、各探索経路モデルに対して、レーダ網

路生成時に経路両端の緯度および経度が記録されている

データベースに保有しているレーダ網のデータに基づい

ことを特徴とする。

て、飛行速度に応じたレーダ網に対する暴露状態を数値

【００１３】本発明に従えば、各複数のウエイポイント

化した暴露値を割付け、この暴露値の総和が最も小さく

間経路ならびに各複数の接続経路は、経路両端の各ウエ

なる探索経路モデルを所定の探索アルゴリズムに従って

イポイントに関する情報が付された識別コードを記号化

算出するとしているが、航空機の機動能力が考慮されて

したファイル名を有するファイルとしてデータベース化

おらず、航空機の機動能力内で実際に飛行可能な経路と

され、各ファイルには、経路生成時に経路両端の緯度お

探索モデルが異なることから最適性が損われるという問

よび経度が記録されているので、ウエイポイントの識別

題がある。

コードによって呼び出されたファイル内の緯度および経

【０００９】本発明の目的は、航空機の機動能力を考慮

30

度と、ウエイポイントの緯度および経度との一致／不一

して頻繁な各種の飛行経路の変更要因に対して、常に最

致を確認することによって、各ウエイポイント間経路お

適な飛行経路を高い応答性で作成することができるよう

よび各接続経路に関する緯度および経度と、各ウエイポ

にした低高度飛行経路の作成方法および装置を提供する

イントの緯度および経度との整合性を、容易かつ迅速に

ことである。

確認することができる。このような整合性の確認は、各

【００１０】

ウエイポイントの緯度および経度に対して、データファ

【課題を解決するための手段】請求項１記載の本発明

イルに設定されている各経路の両端位置がずれている

は、飛行経路の出発地点、到達地点および経由地点とな

と、出発地点および到達地点間に、各ウエイポイント間

る複数のウエイポイントを設定し、各ウエイポイント間

経路および各接続経路から正確な経路の抽出および接続

経路を決定するにあたって制限される各種の条件および
地図データに基づいて、地形による隠し効果の高い山陰

ができなくなり、その結果、出発地点および到達地点間
40

を結ぶ連続した飛行計画経路の生成が不可能になってし

を利用するために沿って飛行すべき連続的な稜線および

まうからである。したがって各ウエイポイントの緯度お

谷間を検索し、前記連続的な谷間に対する垂直方向およ

よび経度と、各経路の緯度および経度とは整合しなけれ

び水平方向の対地クリアランスを満足し、かつ航空機の

ばならず、このようなファイル保管データの整合性の確

機動能力を満足する垂直方向の飛行可能領域を算出し

認は極めて重要であり、この確認作業を容易かつ迅速に

て、ウエイポイント間を接続する垂直方向のウエイポイ

行えることによって、飛行計画経路の設定作業を支援す

ント間経路を求め、前記垂直方向のウエイポイント間経

ることができる。

路の高度帯で水平方向の対地クリアランスを満足し、か

【００１４】請求項３記載の本発明は、飛行経路の出発

つ前記沿って飛行すべき連続的な稜線に可能な限り接近

地点、到達地点および経由地点となる複数のウエイポイ

した水平方向の飛行可能境界線を算出して簡略化し、水

ントを設定するウエイポイント設定手段と、各ウエイポ

平方向のウエイポイント間経路を求め、前記水平および

50

イント間経路を決定するにあたって制限される各種の条
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件および地図データに基づいて、地形による隠し効果の

を接続する複数の低高度の飛行経路を３次元的にそれぞ

高い山陰を利用するために沿って飛行すべき連続的な稜

れ生成する。接続経路生成手段６は、各個別経路線ｍを

線および谷間を検索し、この連続的な谷間に対する垂直

相互に結ぶ複数の接続経路線ｎ１，ｎ２，…（総称する

方向および水平方向の対地クリアランスを満足し、かつ

場合には、接続経路ｎと記す）に沿って、個別経路生成

航空機の機動能力を満足する垂直方向の飛行可能領域を

手段５によって生成された各ウエイポイントＷＰ間の３

算出して、垂直方向の複数の垂直ウエイポイント間経路

次元低高度飛行経路を接続する低高度の複数の接続経路

を求めるとともに、垂直方向のウエイポイント間経路の

を３次元的にそれぞれ生成する。リハーサル手段７は、

高度帯で水平方向の対地クリアランスを満足し、かつ前

生成された各個別経路線ｍに沿う各飛行経路および各接

記沿って飛行すべき連続的な稜線に可能な限り接近した
水平方向の飛行可能境界線を算出して簡略化し、水平方

続経路線ｎに沿う各接続経路を画面に表示してシミュレ
10

ートする。

向の複数の水平ウエイポイント間経路を求める個別経路

【００１８】ウエイポイント設定手段４は、設定される

生成手段と、前記垂直方向および水平方向のウエイポイ

各ウエイポイントＷＰに関するデータをファイル化して

ント間経路を経由地点で対地クリアランスを満足し、か

ウエイポイントファイル５０を作成する。個別経路生成

つ航空機の機動能力を満足する水平方向および垂直方向

手段５は、生成した各飛行経路に関するデータをファイ

の経路で接続する接続経路を求める接続経路生成手段と

ル化して個別経路ファイル５１を作成する。接続経路生

含み、個別経路生成手段によって生成された垂直ウエイ

成手段６は、生成した各接続経路に関するデータをファ

ポイント間経路および水平ウエイポイント間経路、接続

イル化して接続経路ファイル５２を作成する。作成され

経路生成手段によって生成された垂直接続経路および水

た各ファイル５０〜５２の管理は、個別経路作成手段２

平接続経路は、データベース化されることを特徴とする

のファイル管理手段５５によって行われる。

低高度飛行経路の作成装置である。

20

【００１９】図３は、個別経路作成手段２によって作成

【００１５】本発明に従えば、対地クリアランスおよび

されるウエイポイントファイル５０、および経路データ

航空機の機動能力を満足するようにあらかじめ作成した

ベース生成手段３によって作成される接続情報ファイル

経路の中から各種の飛行経路の変更要因に対して最適な

９の内容を簡略化して示す図である。ウエイポイントフ

各複数の水平ウエイポイント間経路および水平接続経路

ァイル５０は、経路データベースの基準点となる複数の

を選択的に接続して、出発地点と到達地点とを結ぶ３次

ウエイポイントＷＰをその緯度Ｎおよび経度Ｅと対応づ

元飛行計画経路を作成するので、実飛行可能で、かつ、

けてファイル化されている。経路データベース生成手段

常に最適な飛行計画経路を高い応答性で作成することが

３は、このウエイポイントファイル５０、個別経路ファ

できる。

イル５１および接続経路ファイル５２を検索して、経路

【００１６】

データすなわち個別経路に関するデータの有無などによ

【発明の実施の形態】図１は、本発明の実施の一形態の
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って、各ウエイポイントＷＰ間の接続状況を表す接続情

低高度飛行経路の作成方法が実施される低高度飛行経路

報を生成し、ファイル化して接続情報ファイル９を作成

作成装置１の全体の構成を簡略化して示すブロック図で

する。前記ウエイポイントファイル５０においては、た

ある。本実施の形態の低高度飛行経路作成装置１は、実

とえばウエイポイントＷＰ１に関する情報として緯度Ｎ

際に飛行可能な３次元低高度飛行経路を個別に生成する

３６゜２０

個別経路作成手段２と、この個別経路作成手段２によっ

が、「WP1 N36:20:24 E136:30:15」と書き込まれ、また

て生成された多数の低高度飛行経路を統合してデータベ

前記接続情報ファイル９においては、たとえばウエイポ

ース化し、経路データベース８を作成する経路データベ

イントＷＰ１に関する接続情報としてウエイポイントＷ

ース生成手段３とに大別される。

Ｐ１に経路によって接続されるすべてのウエイポイント

【００１７】図２は、複数のウエイポイントＷＰが相互
に個別経路線ｍによって道路網状に結ばれた状態を示す

２４

および経度Ｅ１３６゜３０

１５

ＷＰ２，ＷＰ３，ＷＰ４，ＷＰ５が、「WP1: WP2,WP3,W
40

P4,WP5」と書き込まれている。

図である。上記の個別経路作成手段２は、ウエイポイン

【００２０】図４は、地図上に複数のウエイポイントＷ

ト設定手段４と、個別経路生成手段５と、接続経路生成

Ｐおよび各ウエイポイントＷＰの設定操作を行うための

手段６と、リハーサル手段７とを含む。ウエイポイント

設定用サブウインドウ１４などが表示されたウエイポイ

設定手段４は、飛行経路の出発地点および到達地点およ

ント設定画面１０を示す図である。個別経路作成手段２

び経由点となる複数のウエイポイントＷＰ１，ＷＰ２，

は、地形表示制御手段５３を有しており、図示しないデ

…（総称する場合には、ウエイポイントＷＰと記す）が

ィスプレイの画面をウエイポイント設定画面１０に切換

設定される。個別経路生成手段５は、ウエイポイント設

え、デジタルマップなどによって実現される地図データ

定手段４に設定された各ウエイポイントＷＰを直線的に

ベースから地図情報を読み出して、陰影のある平面地形

結ぶ複数の個別経路線ｍ１，ｍ２，…（総称する場合に

を参照符１２で示される緯度および参照符１３で示され

は、個別経路ｍと記す）に沿って各ウエイポイントＷＰ
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る経度とともに表示する。さらに個別経路作成手段２

( 5 )

特開２００３−１３０６７５

7

8

は、サブウインドウ制御手段５４を有しており、ウエイ

に指定する、またはキーボードを用いて緯度および経度

ポイント設定画面１０の右寄りにウエイポイントＷＰを

ならびに名称を入力するなど、マウスおよび／またはキ

設定するためのサブウインドウである設定用サブウイン

ーボードの操作によって、画面１０の地図上において、

ドウ１４を表示する。また個別経路作成手段２は、マウ

ウエイポイントＷＰを追加、変更および削除して、設定

ス入力制御手段５６およびキーボード入力制御手段５７

することができる。このように画面１０上で地図と対応

を有しており、これら各手段５６，５７によって図示し

させて設定することができるので、各ウエイポイントＷ

ない入力手段であるマウスおよびキーボードの操作者に

Ｐの設定作業が容易である。

よる操作に基づいて、その入力情報を適宜選択して各手

【００２４】このようにして設定された各ウエイポイン

段４〜７，５３〜５５にそれぞれ与え、前記入力情報に
従って図示しないディスプレイの画面の表示を変更する

トＷＰは、対象とする地域の地図（または平面地形）が
10

表示された画面１０上に丸印「○」で表示され、各丸印

などの処理をすることができる。

「○」の右横には、「Komaki」、「Nakatsu」、「Ontak

【００２１】この設定用サブウインドウ１４内には、そ

e」、…などの地名が表示される。また画面１０の左上

のサブウインドウ表示がウエイポイントＷＰを設定する

には、その画面の中央の位置に対応する地図上の位置が

ためのものであることを示すタイトル「Waypoint」が表

「Center 35:41:24.73

示され、さらにその内側には設定領域を示すサブタイト

よび経度で表示され、その下にはマウスのポインタ表示

ル「Waypoint Date」が表示される。このサブタイトル

の位置に対応する地図上の位置が「Mouse 35:23:10.83

137:41:00.61」のように緯度お

「Waypoint Date」の枠内には、ウエイポイント設定画

138:28:38.54」のように緯度および経度で表示され

面１０内の全ウエイポイントＷＰの数に対する指定ウエ

る。これらの画面の中央位置およびマウスのポインタ表

イポイントＷＰの番号「No.＝ 7／15」、指定ウエイポ

示位置を示す各緯度および経度の数値表示は、地図の移

イントＷＰの名称「Name ＝ Suhara」、指定ウエイポイ
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動およびマウスの移動に対応して常に地図上の緯度およ

ントＷＰの緯度「Lat.= N35:41:24.73」、指定ウエイポ

び経度を示すように変化する。なお、地図の表示領域の

イントの経度「Lan .＝ E137:41:00.61」、指定ウエイ

選択は、図示しないキーボードに備えられる上・下・右

ポイントＷＰの標高「G.L.＝ 1828 ft」、高度「H［f

・左の４つのカーソルキーによってスクロールさせ、あ

t］＝ 3300」、この高度を自動設定値／手動入力値のモ

るいは置数キーによって画面の中央に呼び出したい緯度

ードを切り換えるためのスイッチ「Auto」、およびデジ

および経度を指定して実行キーで移動させ、あるいはマ

タルマップ表示モード切り換えスイッチ（飛行高度より

ウスのクリックボタンによって画面上のポインタ表示位

高い地形を赤く表示するモードをＯＮ／ＯＦＦする）を

置まで地図画面をシフトさせて、希望する地域を画面上

示す「D.M.Disp.Mode」,「OFF」が表示される。

に表示させることができる。またウエイポイント設定手

【００２２】また設定用サブウインドウ１４内の上記サ

段４は、上記のように設定される各ウエイポイントＷＰ

ブタイトル「Waypoint Date」の枠の下には、ウエイポ
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に関して、緯度および経度などの位置情報を位置設定手

イント位置の入力方法を選択するためのもう一つの設定

段６０によって、名称などを名称入力制御手段６１によ

領域が設けられ、その枠内には設定内容が入力方法の選

ってそれぞれ処理し、ウエイポイントファイル５０を作

択であることを示す「Location Input」、マウス選択ス

成する。

イッチ「Mouse」、および画面中心の選択スイッチ「Cen

【００２５】図５は、指定された２つのウエイポイント

ter」が表示される。さらに設定用サブウインドウ１４

ＷＰを接続する経路を生成する手順を説明するためのフ

の最も下の領域には、ウエイポイントＷＰの設定内容の

ローチャートである。指定された２つのウエイポイント

確認のための「Mod. WP」が表示され、その右横には、

ＷＰを接続する経路を、個別経路生成手段５によって生

設定内容の変更を適用するためのスイッチ「OK?」が表

成するにあたっては、まずステップａ１で、この個別経

示され、さらにその右横には設定内容をキャンセルする
ためのスイッチ「QUIT」が表示される。

路生成手段５のパラメータ設定手段６２によって経路を
40

生成するための条件となる次のような各種のパラメータ

【００２３】各ウエイポイントＷＰは、マウスまたはキ

を設定する。

ーボードの操作によって設定用サブウインドウ１４の前

【００２６】

記各スイッチを操作して入力モードなどを制御するとと

【表１】

もに、マウスをクリックして地図上のポインタ表示位置

( 6 )

特開２００３−１３０６７５

9

10

【００２７】上記の表１において、各パラメータとして

点の指定などの各種の機能が具備されており、これらに

は、飛行速度、バンク角制限、垂直対地クリアランス、

必要な情報は、上記の捜索用サブウインドウによって表

水平対地クリアランス、谷の水平クリアランス、経路

示され、この捜索用サブウインドウを用いて、上記の捜

角、プッシュオーバー加速度、およびプルアップ加速度

索に関する機能を実行することができる。このようなス

であり、各パラメータのデフォルト値として、前記飛行

テップａ２の捜索は、個別経路生成手段５の稜線および

速度に対して旋回半径などの制限を設定するための基準

谷間捜索手段６４によって行われる。

速度「250kt」が設定され、バンク角制限に対して旋回

【００３１】図６は、稜線および谷間の捜索結果が表示

時のバンク角の制限値として「30deg」が設定され、垂

された捜索結果表示画面１７の表示の一例を示す図であ

直対地クリアランスに対して垂直方向の対地クリアラン

20

る。この捜索結果表示画面１７には、地図上に地名「Na

スとして「500ft」が設定され、水平対地クリアランス

katsu」が付されたウエイポイントＷＰ１と、地名「Mat

として「1000ft」が設定され、さらに谷の水平クリアラ

sumoto」が付されたウエイポイントＷＰ２とを直線で接

ンスに対して谷底を飛行する際の安全確保に必要な谷の

続する個別経路線ｍが、地図に表示された谷間１８に沿

幅として「1nm」が設定され、経路角に対して飛行速度

って画面１７の上下方向中央部を左右に横切るようにし

および高度における最大上昇経路角に対して使用可能な

て表示されており、この経路線６３の下方には稜線１９

経路角の割合として「80％」が設定され、プッシュオー

が表示される。

バー加速度に対して下降に遷移するときの許容プッシュ

【００３２】このような個別経路線ｍは、すべてのウエ

オーバー加速度として「0.2g」が設定され、プルアップ

イポイントＷＰに対して、前述の図２に示されるよう

加速度に対して上昇に遷移するときの許容プルアップ加

に、指定された２つのウエイポイントＷＰの組み合わせ

速度として「0.2g」が設定される。
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について、いわばジャンクション間を繋ぐ道路網のよう

【００２８】これらのデフォルト値を変更するときに

にそれぞれ設定されるが、これは各ウエイポイントＷＰ

は、マウスおよびキーボードなどを操作して、サブウイ

間で接続されるべき実飛行経路を決定するにあたって、

ンドウ制御手段５４によって、ディスプレイの画面に、

各ウエイポイントＷＰを相互にリンクさせるためのデー

上記の設定用サブウインドウ１４のように、各種のパラ

タ間の関係を設定するものであって、垂直方向および水

メータ設定情報を表示し、およびデータの入力など行う

平方向のクリアランスの確保などについては、後述のよ

ことができる捜索用サブウインドウを表示し、この捜索

うにして決定される。

用サブウインドウを用いて、キーボードによって数値入

【００３３】図７は、垂直飛行経路の生成結果が表示さ

力を行う。

れた垂直飛行経路表示画面２１の表示の一例を示す図で

【００２９】次に、ステップａ２で、経路を生成するた
めに基準となる連続的な稜線および谷間を検索して見つ

ある。ステップａ２における連続的な稜線および谷間の
40

検索が終了すると、次のステップａ３で、個別経路生成

け出す必要がある。テラインマスキング航法によって地

手段５の垂直飛行経路生成手段２２によって垂直飛行経

形による隠し効果の高い山陰を利用するためには、沿っ

路２９を生成する。垂直ウエイポイント間経路である垂

て飛行すべき連続的な稜線および谷間を地図上の地形デ

直飛行経路２９は、垂直方向の対地クリアランスおよび

ータを探索して見つけ出す。稜線および谷間の捜索に

谷間の水平クリアランスを満足し、地形の起伏に基づい

は、地形の標高、総経路長、および基準線からの偏差な

て航空機の機動能力、すなわち飛行性能上、許容される

どを評価パラメータとして、連続的な地形を検索するダ

範囲の空間で、可能な限り稜線と谷間の間の高度帯を通

イナミックプログラミングなどの手法を使用する。

るように設定される。垂直飛行経路は、ワークロードの

【００３０】またこの捜索には、沿うべき稜線の方向の

軽減のためにできるだけ簡略化し、直線軌道、プッシュ

指定、評価パラメータの変更、地形表示への捜索結果お

オーバー軌道、およびプルアップ軌道の組合せによって

よび捜索過程の重畳表示、ならびに手動による捜索拘束
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構成する。

( 7 )
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【００３４】すなわち、垂直飛行経路生成手段２２は、

【００３８】このような水平飛行経路生成手段３２によ

谷間に対する垂直方向の対地クリアランスによる最低飛

って生成された水平飛行経路の設定結果の一例を示す図

行可能高度の設定、谷間の水平クリアランスによる最低

８において、平面地形として、地形図上に稜線１９と谷

飛行可能高度の設定、機動加速度Ｇおよび経路角限界に

間１８とが示され、水平経路の生成結果として、飛行可

よる最低飛行可能高度の設定、稜線と谷間の間の高度帯

能領域を示す稜線側および平地側の境界線３５ａ，３５

の算出、飛行高度の設定、飛行経路の簡略化、直線軌

ｂ、２つのウエイポイントＷＰ１，ＷＰ２、複数の旋回

道、プッシュオーバー軌道およびプルアップ軌道による

軌道３６ａ，３６ｂ，３６ｃ，３６ｄ，３６ｅ、ならび

経路の決定、設定結果および設定過程と地形との重畳表

に生成される水平飛行経路３７が示される。このように

示、ならびに手動による飛行経路の変更などの各種の情
報処理手段によって構成される。手動による飛行経路の

して個別経路生成手段５において最終的に生成される水
10

平飛行経路３７および垂直飛行経路２９が、３次元低高

変更は、垂直飛行経路表示画面２１に、飛行経路変更用

度飛行経路に相当する。個別経路生成手段５は、水平飛

のサブウインドウを表示し、このサブウインドウを用い

行経路３７に関するデータ、垂直飛行経路２９に関する

て、行うことができる。

データおよび個別経路線ｍに関するデータなどをファイ

【００３５】このような垂直飛行経路生成手段２２によ

ル化して、個別経路ファイル５１を作成する。

って生成された垂直飛行経路の設定結果の一例を示す図

【００３９】前記接続経路生成手段６は、前もって生成

７において、縦軸は高度［ft.］であり、横軸は飛行経

された、１つのウエイポイントＷＰ１と、他の２つのウ

路に沿う距離を示している。この経路に沿う縦断地形と

エイポイントＷＰ２，ＷＰ３を接続する２本の個別経路

して、地形標高２３、稜線１９、および稜線と谷間の間

ｍ１，ｍ２に沿う水平飛行経路を接続する接続経路を、

の高度帯が示され、また垂直経路の生成結果として、対

各接続経路線ｎに沿って生成するための手段である。こ

地クリアランスおよび谷間の水平クリアランスを考慮し

20

の接続経路は、飛行計画時に連続的にウエイポイント間

た最低飛行可能高度２５、運動能力を考慮した最低飛行

の水平飛行経路が選択されると、該当する接続経路に関

可能高度２６、複数のプルアップ軌道２７ａ，２７ｂ、

するデータが呼び出されて、各水平飛行経路を連続的に

複数のプッシュオーバー軌道２８ａ，２８ｂ，２８ｃ、

接続するために用いられる。

ならびに垂直飛行経路２９が示される。

【００４０】垂直接続経路は、垂直方向および水平方向

【００３６】図８は、水平飛行経路の生成結果が表示さ

の各対地クリアランスを満足し、かつ航空機の機動能力

れた水平飛行経路表示画面３１の表示の一例を示す図で

を満足する垂直方向の飛行可能領域を算出して求めら

ある。ステップａ３における垂直飛行経路２９の生成が

れ、各個別経路を相互に接続する。水平接続経路は、前

終了すると、次のステップａ４で、個別経路生成手段５

記複数の垂直接続経路の高度帯で水平方向の対地クリア

の水平飛行経路生成手段３２によって水平飛行経路３７

ランスを満足し、航空機の機動能力を満足するように求

を生成する。水平ウエイポイント間経路である水平飛行

30

められる。接続経路生成手段６は、水平接続経路に関す

経路３７は、垂直方向の飛行経路２９で設定された高度

るデータ、垂直接続経路に関するデータおよび接続経路

帯に対して水平方向の左右の地形の対地クリアランスを

線ｎに関するデータなどをファイル化して、接続経路フ

満足する領域に設定される。また水平飛行経路３７は、

ァイル５２を作成する。

上記のようにして捜索した稜線に可能な限り接近するよ

【００４１】この接続経路生成過程においても、各ウエ

うに策定されるため、稜線側の飛行領域の境界線３５ａ

イポイント間の経路生成と同様に、ユーザによるマニュ

を、平地側の境界線３５ｂとによって挟まれる飛行可能

アル操作が可能なユーザインターフェイス、生成される

領域内で簡略化し、旋回軌道と直線軌道とに変換するこ

経路を容易に確認するための地形表示、および経路を飛

とによって生成する。

行する様子をシミュレートするための後述のリハーサル

【００３７】すなわち、水平飛行経路生成手段３２は、
垂直飛行経路生成手段３２によって設定された設定高度

機能のインターフェイスなどを備えている。具体的に
40

は、画面に地図とともにサブウインドを表示し、このサ

帯における左右方向の飛行可能領域の算出、稜線方向の

ブウインドを用いて、経路の変更などを行うことができ

境界線の簡略化、バンク角制限などによる旋回軌道の設

る。

定、旋回軌道の接続、対地クリアランスの確認および垂

【００４２】図９は、飛行経路のリハーサル表示画面４

直方向飛行経路の再設定、設定結果および設定過程と地

１の一例を示す図である。リハーサル手段７は、画面制

形との重畳表示、ならびに手動による飛行経路の変更な

御手段８１および３次元表示手段８２を有しており、リ

どの各種の情報処理手段によって構成される。手動によ

ハーサル表示画面４１を３次元的に表示し、かつマウス

る飛行経路の変更は、垂直飛行経路の生成の場合と同様

などの入力手段の操作に対応して、画面を変更すること

に、水平飛行経路表示画面３１に、飛行経路変更用のサ

ができる。リハーサル表示画面４１には、垂直および水

ブウインドウを表示し、このサブウインドウを用いて、

平飛行経路生成手段２２，３２によって生成した低高度

行うことができる。
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飛行経路２９および３７に沿って複数の凹状の飛行経路

( 8 )
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13

14

シンボル４２が３次元的に等間隔をあけて地形図上に表

経路両端の経度および緯度が保持されている。またウエ

示される。またこの画面４１には、自機が三角形の自機

イポイントＷＰの識別番号で呼び出された個別経路ファ

シンボル４３によって表示され、この自機シンボル４３

イル５１内の経度および緯度が、ウエイポイントＷＰの

によって示される自機の垂直方向の対地クリアランスが

経度および緯度と一致していれば、整合しているものと

垂直対地クリアランススケール４４によって、また水平

判断する。前記識別番号で呼び出した個別経路ファイル

方向の対地クリアランスが水平対地クリアランススケー

５１内の経度および緯度が、ウエイポイントＷＰの経度

ル４５によってそれぞれ表示される。各対地クリアラン

および緯度と一致していない場合には、エラー出力手段

ススケール４４，４５は、符号「｛ 」にクリアランスの

７７によってエラーメッセージをディスプレイに出力し

距離「500ft」、「1000ft」をそれぞれ付して示され、これ
によって自機の垂直方向および水平方向の対地クリアラ

て画面に表示するとともに、エラーファイルにエラーと
10

なったすべての経路の情報を記録する。こうしてエラー

ンスを視覚的および数値的に容易に把握することができ

となった経路の情報が記録されたエラーファイルは、垂

る。

直飛行経路および水平飛行経路に関するデータを修正す

【００４３】図１０は、個別経路作成手段２によって個

るために参照される。

別に作成された低高度飛行経路３７をデータベース化す

【００４６】前記接続チェック手段７５においては、接

る手順を説明するための図である。前述した個別経路生

続経路は、ウエイポイントの識別番号などを記号化した

成手段５および接続経路生成手段６を含む個別経路作成

ファイル名を有し、生成時に使用した２つのウエイポイ

手段２によって生成された個別の経路は、出発地点と到

ント間経路名、および経路接続のための経路の接点に関

着地点とを結ぶ全飛行計画経路を作成するために、各経

する情報が保存されている。この接点の位置が各ウエイ

路毎に個別にファイル５０〜５２を作成してアクセス

ポイント間経路上に存在している場合は、整合している

し、経路の有無を調べる必要がある。各ファイル５０〜

20

ものと判断され、前記接点の位置が各ウエイポイント経

５２をアクセスするにあたっては、飛行計画作成時にレ

路上にない場合には、整合していないものと判断して、

ーダ網情報などに基づいて連続的にウエイポイントＷＰ

エラー出力手段７８によってエラーメッセージをディス

を選択する必要があるため、計算量が多くなり、計算機

プレイに出力して画面に表示するとともに、エラーファ

にとって負荷が大きくなってしまう。またデータベース

イルにエラーとなったすべての接続経路をの情報を記録

に基づく経路作成作業においては、接続経路を生成した

する。こうしてエラーとなった接続経路の情報が記録さ

後、各ウエイポイント間の経路を変更すると、経路に関

れたエラーファイルは、垂直接続経路および水平接続経

するデータの不整合が起こってしまう。このような不具

路に関するデータを修正するために参照される。

合を解決するために、このデータベース生成手段３は、

【００４７】前記接続情報作成手段７６は、各ウエイポ

個別経路間の不整合をチェックした上で、経路の接続情

イントＷＰ毎に、１つのウエイポイントに接続されてい

報をファイル化し、飛行計画作成の効率化およびエラー

30

る他のウエイポイントの数、各ウエイポイントＷＰに接

発生防止を図ることができるように構成される。

続されている他のウエイポイントＷＰの識別番号、なら

【００４４】具体的には、経路データベース生成手段３

びに各ウエイポイント間経路の左右ルートの有無および

は、各ウエイポイント間経路のデータの整合性をチェッ

各経路長などの各種の情報を検索して、記号データ化

クするために、各ウエイポイントに関連するすべてのウ

し、これらのデータを有する接続情報ファイル９を作成

エイポイント間経路のデータファイルを検索し、経路と

する。

ウエイポイントとの整合性をチェックするための経路チ

【００４８】以上のようにして作成された多数のウエイ

ェック手段７４、各ウエイポイント間経路と接続経路と

ポイントＷＰに関するデータを有するウエイポイントフ

のデータの整合性をチェックするために、各ウエイポイ

ァイル５０、各垂直飛行経路２９および各水平接続経路

ント間経路に関するすべての接続経路のデータファイル
を検索し、各ウエイポイント間経路と接続経路との接点

３７に関するデータをそれぞれ有する個別経路ファイル
40

５１、各経路間を接続する各垂直接続経路および各水平

位置を計算して整合性をチェックするための接続チェッ

接続経路に関するデータをそれぞれ有する接続経路ファ

ク手段７５、および飛行計画作成時に効率的な経路探索

イル５２、および上記各ウエイポイントＷＰの接続に関

を可能とするために、接続可能なウエイポイントの組合

するデータを有する接続情報ファイル９を統合して、経

せに加えて、左右いずれの稜線に沿う経路の使用が可能

路データベース生成手段３は、実飛行可能な経路に関す

かという判定および各経路長などの情報を作成して準備

るデータが記憶された経路データベース８を作成する。

する接続情報作成手段７６を含む。

このようにして作成される経路データベース８を参照し

【００４５】前記経路チェック手段７４においては、各

て、飛行計画作成手段８０による飛行計画作成時に出発

ウエイポイント間の経路、すなわち垂直飛行経路２９お

地点、目標地点、および避けるべき探知網であるレーダ

よび水平飛行経路３７は、各ウエイポイントＷＰの識別

網に関する情報などを入力することによって、前記出発

番号などを記号化したファイル名を有し、経路生成時に

50

地点と目標地点とを結ぶ最適な飛行計画経路を作成する

( 9 )
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16

ことができる。

【００５２】上記の本発明の低高度飛行経路作成装置１

【００４９】このように各ウエイポイントＷＰに関する

は、上述の低高度飛行経路の作成方法に基づいて作成さ

データ、各ウエイポイントに接続されるウエイポイント

れるプログラムを実行することができる計算機によって

に関するデータ、各垂直飛行経路２９に関するデータ、

実現され、この場合、各手段４〜７，７４〜７８などよ

各水平飛行経路３７に関するデータ、各垂直接続経路に

る機能は、前記プログラムの一部（サブルーチン）によ

関するデータ、および各水平接続経路に関するデータが

って実現されてもよい。

各手段４〜６，７４〜７６によって求められるととも

【００５３】また、本発明の実施の形態として、少なく

に、整合性をチェックして、経路データベース８が作成

とも各ウエイポイントに関するデータ、水平飛行経路３

されているので、飛行計画経路の変更要因に対して、こ
の変更要因に影響を受けるデータだけを修正し、最少の

７に関するデータ、および水平接続経路に関するデータ
10

だけをファイル化して、データベースを作成するように

データの変更によって新たな飛行計画経路を求めること

してもよい。

ができる。したがって計算機（コンピュータ）による飛

【００５４】また、本発明の実施の他の形態として、少

行計画経路の計算負荷が少なく、機上搭載の計算機でも

なくとも各ウエイポイントに関するデータ、水平飛行経

迅速に新たな飛行計画経路を作成することができる。

路３７に関するデータ、および水平接続経路に関するデ

【００５０】以上のように本実施の形態によれば、複数

ータだけをファイル化して、データベースを作成するよ

のウエイポイントＷＰを設定し、次に連続的な稜線およ

うにしてもよい。

び谷間を検索し、各複数の垂直飛行経路２９および水平

【００５５】

飛行経路３７を求め、さらに各複数の垂直接続経路およ

【発明の効果】請求項１記載の本発明によれば、複数の

び水平接続経路を求めて、各種の飛行経路の変更要因に

ウエイポイントを設定し、航空機の機動能力を考慮して

対して最適な各複数の水平飛行経路および水平接続経路

20

複数のウエイポイント間経路を求め、さらに複数の接続

を選択的に接続して、出発地点と到達地点とを結ぶ３次

経路を求めておき、各種の飛行経路の変更要因に対して

元飛行計画経路を作成することができるので、機動能力

最適な各複数のウエイポイント間経路を選択的に接続し

を考慮した実飛行可能な飛行計画経路を生成することが

て、出発地点と到達地点とを結ぶ３次元飛行計画経路を

でき、常に最適な飛行計画経路を高い応答性で作成する

作成するので、実飛行可能で常に最適な飛行計画経路を

ことができる。

高い応答性で作成することができる。

【００５１】また各複数の垂直および水平飛行経路２

【００５６】請求項２記載の本発明によれば、各複数の

９，３７ならびに各複数の垂直および水平接続経路は、

ウエイポイント間経路ならびに各複数の接続経路は、経

経路両端の各ウエイポイントＷＰに関する情報が付され

路両端の各ウエイポイントに関する情報が付された識別

た識別コードを記号化したファイル名を有するファイル

コードを記号化したファイル名を有するファイルとして

５１，５２としてデータベース化され、各ファイル５

30

データベース化され、各ファイルには、経路生成時に経

１，５２には、経路生成時に経路両端の緯度および経度

路両端の緯度および経度が記録されているので、ウエイ

が記録されているので、ウエイポイントＷＰの識別コー

ポイントの識別コードによって呼び出されたファイル内

ドによって呼び出されたファイル内の緯度および経度

の緯度および経度と、ウエイポイントの緯度および経度

と、ウエイポイントＷＰの緯度および経度との一致／不

との一致／不一致を確認することによって、各ウエイポ

一致を確認することによって、各飛行経路２９，３７お

イント間経路および各接続経路に関する緯度および経度

よび各接続経路に関する緯度および経度と、各ウエイポ

と、各ウエイポイントの緯度および経度との整合性を、

イントＷＰの緯度および経度との整合性を、容易かつ迅

容易かつ迅速に確認することができる。このような整合

速に確認することができる。このような整合性の確認

性の確認は、各ウエイポイントの緯度および経度に対し

は、各ウエイポイントＷＰの緯度および経度に対して、
データファイルに設定されている各経路の両端位置がず

て、データファイルに設定されている各経路の両端位置
40

がずれていると、出発地点および到達地点間に、各ウエ

れていると、出発地点および到達地点間に、各飛行経路

イポイント間経路および各接続経路から正確な経路の抽

２９，３７および各接続経路から正確な経路の抽出およ

出および接続ができなくなり、その結果、出発地点およ

び接続ができなくなり、その結果、出発地点および到達

び到達地点間を結ぶ連続した飛行計画経路の生成が不可

地点間を結ぶ連続した飛行計画経路の生成が不可能にな

能になってしまうからである。したがって各ウエイポイ

ってしまうからである。したがって各ウエイポイントＷ

ントの緯度および経度と、各経路の緯度および経度とは

Ｐの緯度および経度と、各経路の緯度および経度とは整

整合しなければならず、このようなファイル保管データ

合しなければならず、このようなファイル保管データの

の整合性の確認は極めて重要であり、この確認作業を容

整合性の確認は極めて重要であり、この確認作業を容易

易かつ迅速に行えることによって、飛行計画経路の設定

かつ迅速に行えることによって、飛行計画経路の設定作

作業を支援することができる。

業を支援することができる。
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【００５７】請求項３記載の本発明によれば、ウエイポ

( 10 )
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17

18

イント設定手段によって複数のウエイポイントを設定

２ 個別経路作成手段

し、個別経路生成手段によって、地形クリアランスおよ

３ 経路データベース生成手段

び航空機の機動能力を考慮し複数のウエイポイント間経

４ ウエイポイント設定手段

路および複数の接続経路を求め、こうして求めた各複数

５ 個別経路生成手段

のウエイポイント間経路ならびに接続経路はデータベー

６ 接続経路生成手段

ス化されるので、各種の飛行経路の変更要因に対して、

７ リハーサル手段

最適な経路を選択して接続することにより実飛行可能で

８ 経路データベース

常に最適な飛行計画経路を高い応答性で作成することが

９ 接続情報ファイル

できる。

１０

ウエイポイント設定画面

１４

設定用サブウインドウ

【図１】本発明の実施の一形態の低高度飛行経路の作成

１７

捜索結果表示画面

方法が実施される低高度飛行経路作成装置１の全体の構

１８

谷間

成を簡略化して示すブロック図である。

１９

稜線

【図２】複数のウエイポイントＷＰが相互に経路ｍによ

２１

垂直飛行経路表示画面

って道路網状に結ばれた状態を示す図である。

２２

垂直飛行経路生成手段

【図３】経路データベース生成手段３によって生成され

２３

地形標高

るウエイポイント情報ファイル７および接続情報ファイ

２５，２６

ル８の内容を簡略化して示す図である。

２７ａ，２７ｂ

プルアップ軌道

【図４】地図上に複数のウエイポイントＷＰおよび各ウ

２８ａ，２８ｂ

プッシュオーバー軌道

【図面の簡単な説明】

エイポイントＷＰの設定操作を行うための設定用サブウ
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３１

水平飛行経路表示画面

インドウ１４などが表示されたウエイポイント設定画面

３２

水平飛行経路生成手段

１０を示す図である。

３５ａ，３５ｂ

境界線

【図５】指定された２つのウエイポイントＷＰを接続す

３６ａ〜３６ｅ

旋回軌道

る経路を生成する手順を説明するためのフローチャート

３７

飛行経路

である。

４１

リハーサル表示画面

【図６】稜線および谷間の捜索結果が表示された捜索結

４２

飛行経路シンボル

果表示画面１７の表示の一例を示す図である。

４３

垂直対地スケールクリアランス

【図７】垂直飛行経路の生成結果が表示された垂直飛行

４４

水平対地クリアランス

経路表示画面２１の表示の一例を示す図である。

６４

稜線および谷間捜索手段

６６

垂直接続経路生成手段

経路表示画面３１の表示の一例を示す図である。

６７

水平接続経路生成手段

【図９】飛行経路のリハーサル表示画面４１を示す図で

７４

経路チェック手段

ある。

７５

接続チェック手段

【図１０】個別経路作成手段２によって個別に作成され

７６

接続情報作成手段

た飛行経路３７をデータファイル化する手順を説明する

８０

飛行計画作成手段

ための図である。

ＷＰ

ウエイポイント

【符号の説明】

ｍ 個別経路線

１

ｎ 接続経路線

【図８】水平飛行経路の生成結果が表示された水平飛行

低高度飛行経路作成手段

20

最低飛行可能高度

30
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