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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
入力手段と演算手段と出力手段とを用いて作成する低高度飛行計画経路の作成方法であっ
て、
入力手段の操作に基づいて複数のウエイポイントと、各ウエイポイント間を接続する航空
機の運転能力内で実飛行可能な旋回、上昇及び下降の空間的位置及び３次元の軌道を定義
した低高度の複数のポイント間経路とが記録されたデータベースを演算手段によって準備
し、
このデータベースに基づいて、指定された出発地点および目的地点間の中央地点を中心と
し、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした仮想円内のウエイポイントを、途
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中で経由するウエイポイントの候補として演算手段によって選択し、
前記選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に対して、少なくとも探知
網に対する地形による隠し効果および経路長を照合して各ポイント間経路の評価値を演算
手段によって求め、
この評価値の積算値が最も小さくなるように、前記候補ウエイポイントの中から出発地点
および目的地点間で経由すべきウエイポイントを演算手段によって選択し、
出発地点から前記経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路
を接続して、最適な低高度の飛行計画経路を演算手段および出力手段によって抽出し、
候補ウエイポイント間のポイント間経路がデータベースに存在しないときには、その経路
の評価値を演算手段によって最大値に設定することを特徴とする低高度飛行計画経路の作
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成方法。
【請求項２】
前記探知網に関する情報は、変更可能であり、変更前の探知網に関する情報に基づく前記
各経路の評価値は、変更後の探知網に関する情報に基づく評価値に演算手段によって更新
されることを特徴とする請求項１記載の低高度飛行計画経路の作成方法。
【請求項３】
実飛行中の航空機の位置は、入力手段の操作に基づき出発地点として演算手段によって設
定可能であることを特徴とする請求項１または２記載の低高度飛行計画経路の作成方法。
【請求項４】
複数のウエイポイントと、各ウエイポイント間を接続する航空機の運転能力内で実飛行可
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能な旋回、上昇及び下降の空間的位置及び３次元の軌道を定義した低高度の複数のポイン
ト間経路とが記録されるデータベースと、
このデータベースに基づいて、指定された出発地点および目的地点間の中央地点を中心と
し、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした仮想円内のウエイポイントを、途
中で経由するウエイポイントの候補として選択する候補ウエイポイント選択手段と、
前記選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に対して、少なくとも探知
網に対する地形による隠し効果および経路長を照合して各経路の評価値を求める経路評価
手段と、
この評価値の積算値が最も小さくなるように、前記候補ウエイポイントの中から出発地点
および目的地点間で経由すべきウエイポイントを選択する経由ウエイポイント選択手段と
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、
出発地点から前記経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路
を接続して、最適な低高度の飛行計画経路を抽出する最適経路抽出手段とを含み、
候補ウエイポイント間のポイント間経路がデータベースに存在しないときには、その経路
の評価値を演算手段によって最大値に設定するように構成されることを特徴とする低高度
飛行計画経路の作成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、低高度の複数のポイント間経路の中からレーダ網などの探知網に対して地形に
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よる隠し効果の高いポイント間経路を選択し、この選択した各ポイント間経路を接続して
飛行計画経路を作成する低高度飛行計画経路の作成方法および装置に関する。
【０００２】
本発明において、用語「地上レーダ」は地上に設置されるレーダおよび車両等に積載され
地上を移動するレーダを意味し、用語「空中レーダ」は航空機等に搭載されるレーダを意
味する。
【０００３】
【従来の技術】
典型的な従来の技術は、たとえば特許第２８１２６３９号公報に開示されている。この従
来の技術では、航空機の最適な飛行経路を決定する方法として、４つの飛行経路探索方法
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が示されている。第１の方法では、入力装置から出発地点と目標地点とを入力し、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ータに基づいて、その環境に適した地上
目標物を、目標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して検出して、そ
のすべてを算出し、算出したすべての目標物データに基づいて、出発地点から目標地点ま
での間に存在し、かつ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囲内で、相
互に隣接する目標物を結んで複数の探索経路モデルを作成し、各探索経路モデルに対して
、レーダ網データベースに保有しているレーダ網に関するデータに基づいて、飛行速度に
応じたレーダ網に対する暴露状態を数値化した暴露値を割付け、この暴露値の総和が最も
小さくなる探索経路モデルを所定の探索アルゴリズムに従って算出し、最適な飛行経路を
抽出している。
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【０００４】
また第２の方法では、上記の第１の方法で求めた最適な飛行経路から自機位置が予め定め
る値以上ずれたとき、再び第１の方法によって、現在の自機位置を出発地点として将来の
最適な飛行経路を作成して、飛行経路の変更要因に対する適応性を向上している。
【０００５】
さらに第３の方法では、上記の第１の方法によって最適な飛行経路を求めた後にレーダ網
および飛行環境の変化が生じたとき、この変化したレーダ網および飛行環境を用いて、再
び上記の第１の方法によって、現在の自機位置を出発地点として将来の最適な飛行経路を
作成して、飛行経路の変更要因に対する適応性を向上している。
【０００６】
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さらに第４の方法では、上記の第２および第３の方法をともに実行して、飛行経路の変更
要因に対する適応性の拡張が図られている。
【０００７】
このようにしてこの従来の技術では、自機位置のずれ、ならびにレーダ網および飛行環境
の変化に対して常に最適な飛行経路に更新されるようにして、飛行経路選択に対する最適
性を保持している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の技術では、上記の第２〜第４の方法において飛行経路の変更要因が生じ
たとき、必ず第１の方法によって、入力装置から出発地点と目標地点とを入力し、飛行環
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境データベースに保有している現在の飛行環境データに基づいて、その環境に適した地上
目標物を、目標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して検出して、そ
のすべてを算出し、算出したすべての目標物データに基づいて、出発地点から目標地点ま
での間に存在し、かつ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囲内で、相
互に隣接する目標物を結んで複数の探索経路モデルを作成し、各探索経路モデルに対して
、レーダ網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て、飛行速度に応じた
暴露値を割付け、この暴露値の総和が最も小さくなる探索経路モデルを所定の探索アルゴ
リズムに従って算出する、という動作を繰り返し行わなければならず、従って最適な飛行
経路を作成するためのジョブが多く、応答性が悪くなり、この応答性は前記経路変更要因
が頻繁であるほど顕著であるという問題がある。
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【０００９】
また、従来の技術では航空機の運転能力が考慮されておらず、探索経路モデルを、この運
動能力で制限される旋回や上昇下降等で定義される実飛行可能な経路に修正する段階で計
算負荷が非常に大きくなるという問題がある。
【００１０】
さらに探索経路モデルに沿って旋回しきれない等の場合には、実際の飛行経路と探索経路
モデルに相違が生じ、最適性が保たれないとの問題がある。
【００１１】
本発明の目的は、頻繁な各種の飛行経路の変更要因に対して、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できるようにした低高度飛行計画経路の作成方法および装置
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を提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
請求項１記載の本発明は、入力手段と演算手段と出力手段とを用いて作成する低高度飛行
計画経路の作成方法であって、
入力手段の操作に基づいて複数のウエイポイントと、各ウエイポイント間を接続する航空
機の運転能力内で実飛行可能な旋回、上昇及び下降の空間的位置及び３次元の軌道を定義
した低高度の複数のポイント間経路とが記録されたデータベースを演算手段によって準備
し、
このデータベースに基づいて、指定された出発地点および目的地点間の中央地点を中心と
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し、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした仮想円内のウエイポイントを、途
中で経由するウエイポイントの候補として演算手段によって選択し、
前記選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に対して、少なくとも探知
網に対する地形による隠し効果および経路長を照合して各ポイント間経路の評価値を演算
手段によって求め、
この評価値の積算値が最も小さくなるように、前記候補ウエイポイントの中から出発地点
および目的地点間で経由すべきウエイポイントを演算手段によって選択し、
出発地点から前記経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路
を接続して、最適な低高度の飛行計画経路を演算手段および出力手段によって抽出し、
候補ウエイポイント間のポイント間経路がデータベースに存在しないときには、その経路
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の評価値を演算手段によって最大値に設定することを特徴とする低高度飛行計画経路の作
成方法である。
【００１３】
本発明に従えば、入力手段の操作に基づき複数のウエイポイントおよび複数のポイント間
経路が記録されたデータベースに基づいて、出発地点および目的地点間の中央地点を中心
とし、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした仮想円内の候補ウエイポイント
を接続するすべてのポイント間経路に対して評価値を演算手段によって求め、この評価値
の積算値が最も小さくなるように、出発地点から経由すべきウエイポイントを経て目的地
点に至る複数のポイント間経路を接続して、最適な低高度の飛行計画経路を抽出するので
、頻繁な各種の飛行計画経路の変更要因に対して、この変更要因に関するポイント間経路
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の評価値だけを修正し、計算機の負荷を最少限に抑えて、実飛行可能な最適な飛行計画経
路を容易に抽出することができ、経路探索時に最適と判断された経路そのものを使用する
ので常に最適な飛行計画経路を高い応答性で演算手段および出力手段によって作成するこ
とができる。また前記仮想円内の候補ウエイポイントを経由するポイント間経路について
だけ評価して飛行計画経路を抽出するので、出発地点から目的地点に向かう方向と大きく
異なる方向に存在するウエイポイントを接続するポイント間経路に関して評価する無駄な
演算処理を省くことができ、これによっても計算機の負荷を少なくして飛行計画経路を高
い応答性で作成することができる。候補ウエイポイント間のポイント間経路が前記データ
ベースに存在しないときには、その経路の評価値が演算手段によって最大値に設定される
ので、データベースに存在しないポイント間経路が選択され、このようなポイント間経路
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を航行する飛行計画経路が作成されてしまうことが防がれる。したがって最適な飛行計画
経路を確実に作成することができる。
【００１４】
請求項２記載の本発明は、前記探知網に関する情報は、変更可能であり、変更前の探知網
に関する情報に基づく前記各経路の評価値は、変更後の探知網に関する情報に基づく評価
値に演算手段によって更新されることを特徴とする。
【００１５】
本発明に従えば、たとえばレーダ網などの探知網に関する情報の変更に基づいて、探知網
に関する情報に基づく各ポイント間経路の評価値が演算手段によって更新されるので、時
間とともに変化しやすい探知網を、飛行計画時に正確に評価して、高い精度で最適な飛行
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計画経路を作成することができる。
【００１６】
請求項３記載の本発明は、実飛行中の航空機の位置は、入力手段の操作に基づき出発地点
として演算手段によって設定可能であることを特徴とする。
【００１７】
本発明に従えば、実飛行中の航空機の位置は、入力手段の操作に基づき出発地点として演
算手段によって設定可能であるので、ウエイポイント間を飛行中に、現在の位置を出発地
点として、飛行計画を立直すことができ、各種の変更要因に対して迅速に対応して飛行計
画経路を作成することができるとともに、航空機は新たに作成された飛行計画経路を容易
に航行することができる。
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【００２０】
請求項４記載の本発明は、複数のウエイポイントと、各ウエイポイント間を接続する航空
機の運転能力内で実飛行可能な旋回、上昇及び下降の空間的位置及び３次元の軌道を定義
した低高度の複数のポイント間経路とが記録されるデータベースと、
このデータベースに基づいて、指定された出発地点および目的地点間の中央地点を中心と
し、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした仮想円内のウエイポイントを、途
中で経由するウエイポイントの候補として選択する候補ウエイポイント選択手段と、
前記選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に対して、少なくとも探知
網に対する地形による隠し効果および経路長を照合して各経路の評価値を求める経路評価
手段と、
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この評価値の積算値が最も小さくなるように、前記候補ウエイポイントの中から出発地点
および目的地点間で経由すべきウエイポイントを選択する経由ウエイポイント選択手段と
、
出発地点から前記経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路
を接続して、最適な低高度の飛行計画経路を抽出する最適経路抽出手段とを含み、
候補ウエイポイント間のポイント間経路がデータベースに存在しないときには、その経路
の評価値を演算手段によって最大値に設定するように構成されることを特徴とする低高度
飛行計画経路の作成装置である。
【００２１】
本発明に従えば、複数のウエイポイントおよび複数のポイント間経路とが記録されるデー
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タベースに基づいて、候補ウエイポイント選択手段によって出発地点および目的地点間の
中央地点を中心とし、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした仮想円内の候補
ウエイポイントを選択し、選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に対
して、経路評価手段によって評価値を求め、評価値の積算値が最も小さくなるように、出
発地点および目的地点間で経由すべきウエイポイントを、経由ウエイポイント選択手段に
よって選択し、出発地点から経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る、最適な低
高度の飛行計画経路を、最適経路抽出手段によって抽出するので、頻繁な各種の飛行計画
経路の変更要因に対して、この変更要因に関するポイント間経路のデータおよび評価値だ
けを修正し、計算機の負荷を最少限に抑えて、実飛行可能な最適な飛行計画経路経路を容
易に抽出することができ、最適と判断された複数の経路を接続して経路生成を行うので常
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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きる。また前記仮想円内の候補ウ
エイポイントを経由するポイント間経路についてだけ評価して飛行計画経路を抽出するの
で、出発地点から目的地点に向かう方向と大きく異なる方向に存在するウエイポイントを
接続するポイント間経路に関して評価する無駄な演算処理を省くことができ、計算機の負
荷を少なくして飛行計画経路を高い応答性で作成することができる。候補ウエイポイント
間のポイント間経路がデータベースに存在しないときには、その経路の評価値を演算手段
によって最大値に設定されるので、データベースに存在しないポイント間経路が選択され
、このようなポイント間経路を航行する飛行計画経路が作成されてしまうことが防がれる
。したがって最適な飛行計画経路を確実に作成することができる。
【００２２】
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【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の一形態の低高度飛行計画経路の作成方法を実施するための飛行計
画支援設備１の全体の概略的構成を示すブロック図である。この飛行計画支援設備１は、
地上の飛行計画立案段階での使用を想定した地上用飛行計画作成装置２と、機上に搭載し
て実飛行状態での使用を想定した機上用飛行計画作成装置３とを含む。地上用飛行計画作
成装置２は、飛行計画作成手段４、飛行計画ファイル出力手段５、ＣＤＵ模擬手段６、Ｍ
ＦＤ模擬手段７、およびリハーサル手段８を含む。また機上用飛行計画作成装置３は、飛
行計画作成手段１１およびインターフェイス１２を含む。機上用飛行計画作成装置３には
、インターフェイス１２によって、コントロールディスプレイユニット（Ｃｏｎｔｒｏｌ
ａｎｄ

ＤｉｓｐｌａｙＵｎｉｔ：制御表示装置：略称ＣＤＵ）１３、およびマルチフ
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示装置：略称ＭＦＤ）１４が接続されている。
【００２３】
前記地上用飛行計画作成装置２の飛行計画作成手段４と、機上用飛行計画作成装置３の飛
行計画作成手段１１とは、ほぼ共通な機能を有している。また地上用飛行計画作成装置２
のＣＤＵ模擬手段６は、機上用飛行計画作成装置３に接続されるＣＤＵ１３と同様のＣＤ
Ｕ１３ａを図示しないディスプレイに表示し、ＣＤＵ１３を模擬することができる。ＣＤ
Ｕ模擬手段６によってディスプレイに表示されるＣＤＵ１３ａは、機上用飛行計画作成装
置３に接続されるＣＤＵ１３と共通の機能を有している。さらに地上用飛行計画作成装置
２のＭＦＤ模擬手段７は、機上用飛行計画作成装置３に接続されるＭＦＤ１４と同様のＭ

10

ＦＤ１４ａを図示しないディスプレイに表示し、ＭＦＤ１４を模擬することができる。Ｍ
ＦＤ模擬手段７によってディスプレイに表示されるＭＦＤ１４ａは、機上用飛行計画作成
装置３に接続されるＭＦＤ１４と共通の機能を有している。
【００２４】
地上用および機上用の各飛行計画作成装置２，３は、避けるべき探知網であるたとえば地
上に設置された地上レーダ網および航空機に搭載された空中レーダ網などのレーダ網から
の地形による隠し効果の高い飛行計画経路が作成でき、レーダ網情報の変化に対応して地
上はもちろん機上においても飛行計画経路の変更が可能であり、さらに簡単な操作で飛行
計画経路の作成が可能であり、加えてマニュアル操作によってユーザの意図が反映できる
ように構成される。具体的には、地上用および機上用の各飛行計画作成装置２，３は、各

20

飛行計画作成手段４，１１によってレーダ網情報を評価パラメータとしてポイント間経路
の選択を行い、この経路選択は、低高度飛行経路作成装置１０によって作成された実飛行
可能な３次元飛行経路が記録された経路データベース９を用いて、正確な地形による隠し
効果の計算を可能とし、レーダ網情報の入力および変更手段として機能するＣＤＵ１３，
１３ａを設けて、その表示および操作機能によって、その新たなレーダ網情報に基づく経
路評価、特に実飛行中に変化したレーダ網情報に基づく経路評価を可能とし、ＣＤＵ１３
，１３ａの表示および操作機能ならびにＭＦＤ１４，１４ａの地形表示機能を有効に活用
し、さらに経由点の入力による経路の拘束、および複数の候補経路を提供するなどの飛行
関連情報の提供を可能とする。
【００２５】

30

地上用飛行計画作成装置２は、ＭＦＤ模擬手段７によるＭＦＤ１４ａの表示によってＭＦ
Ｄ１４による表示の模擬、ＣＤＵ模擬手段６によるＣＤＵ１３ａの表示および操作によっ
てＣＤＵ１３による表示および操作の模擬、リハーサル手段８による模擬飛行によって作
成した飛行計画経路を確認可能とするリハーサル、ならびに機上用飛行計画作成装置３へ
飛行計画経路を搭載するために飛行計画ファイル出力手段５による飛行計画のファイル化
を行うことができるように構成される。このような地上用飛行計画作成装置２は、たとえ
ばグラフィック計算機によって実現される。
【００２６】
図２は、地上用飛行計画作成装置２の具体的構成を説明するための系統図であり、図３は
、地上用飛行計画作成装置２における飛行計画経路の作成手順の概略を示すフローチャー

40

トである。上記の地上用飛行計画作成装置２の飛行計画作成手段４は、飛行計画作成のた
めの制御指令を入力するためメイン制御手段である飛行計画作成制御手段６０を有する。
この制御手段６０は、低高度飛行区間設定手段６１による低高度飛行区間の入力、レーダ
網情報入力手段６２によるレーダ網情報の入力、経由点入力手段６３による経由点の入力
、各種処理手段６４による飛行計画ファイルの読み込み、および飛行計画検索手段６５に
よる飛行計画検索機能の実行などを制御する。
【００２７】
地上用飛行計画作成装置２による飛行計画経路の作成においては、まずステップａ１で、
低高度飛行区間設定手段６１によって、ユーザーの操作に基づく出発地点および目的地点
の入力に従って、低高度飛行区間が設定されるとともに、レーダ網情報入力手段６２によ
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って、ユーザーの操作に基づく入力に従って、レーダ網情報が入力、設定され、さらに経
由点入力手段６３によって、ユーザーの操作に基づく入力に従って、経由点、すなわち経
由すべきウエイポイントが入力、設定される。レーダ網情報および経由点は、設定する必
要がある場合だけ、設定される。
【００２８】
次に、ステップａ２において、複数のウエイポイントと、各ウエイポイント間を接続する
実飛行可能な低高度の複数のポイント間経路とが記録されたデータベースに基づいて、指
定された出発地点および目的地点間の中央地点を中心とし、かつ出発地点および目的地点
間の距離を直径とした仮想円内のウエイポイントを、途中で経由するウエイポイントの候
補として、飛行計画検索手段６５によって選択される。次に、ステップａ３で、飛行計画

10

検索手段６５によって、前記選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に
対して、レーダ網に対する地形による隠し効果および経路長を照合して各ポイント間経路
の評価値が求められる。
【００２９】
最後に、ステップａ４で、評価値の積算値が最も小さくなるように、前記候補ウエイポイ
ントの中から出発地点および目的地点間で経由すべきウエイポイントを選択し、出発地点
から前記経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路を接続し
て、最適な低高度の飛行計画経路が抽出される。
【００３０】
図４は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に飛行経路作成のためのメ

20

インメニューの一例が表示された状態で示す図である。ＣＤＵ１３ａは、ウインドウ２２
と、このウインドウ２２の両側に４つずつ計８つ、具体的には、ウインドウ２２の左方に
上から下にキーＳＷ１〜ＳＷ４がこの順序で並んで表示され、ウインドウ２２の右方に上
から下にキーＳＷ５〜ＳＷ８がこの順序で並んで表示される。またＣＤＵ１３ａは、ウイ
ンドウ２２の下方に、アルファベットおよび数字入力するためのキー、ならびにカーソル
を上・下・左・右に移動させるためのカーソル移動キーなどの図示しない各種機能を有す
るキーが表示される。
【００３１】
飛行計画を作成する初期状態にあるとき、ウインドウ２２には、前記飛行計画作成制御手
段６０によって、上記各機能の選択をするモードにあることを示すタイトル「ＲＴＥ
ＦＲＩＧＨＴ

１

30

ＰＬＡＮ」が上部に表示されている。このモードにあるとき、ウインド

ウ２２の左方に表示される、キーＳＷ１は到達地点である目的地入力モード選択キーとし
て機能し、キーＳＷ２は出発地点である始点入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ
３は飛行計画名の入力／読込み選択キーとして機能し、キーＳＷは計画作成モードキャン
セルキーとして機能する。またウインドウ２２の右方に表示される、キーＳＷ５はレーダ
網入力選択キーとして機能し、キーＳＷ６は経由点入力モード選択キーとして機能し、キ
ーＳＷ７は計画確認モード選択キーとして機能し、キーＳＷ８は飛行計画検索機能実行キ
ーして機能する。
【００３２】
さらにウインドウ２２の左側領域には、キーＳＷ１が目的地入力モード選択キーであるこ

40

とを示す「＜ＤＥＳＴ．」、キーＳＷ２が始点入力モード選択キーであることを示す「＜
ＳＴＡＲＴ」、キーＳＷ３が飛行計画名の入力／読込み選択キーであることを示す「ＦＰ
１」、およびキーＳＷ４が計画作成モードキャンセルキーであることを示す「＜ＲＥＴＵ
ＲＮ」が上から下へこの順序で表示され、ウインドウ２２の右側領域には、キーＳＷ５が
レーダ網入力モード選択キーであることを示す「ＴＨＲＥＡＴ＞」、キーＳＷ６が経由点
入力モード選択キーであることを示す「ＶＩＡ」、キーＳＷ７が計画確認モード選択キー
であることを示す「ＰＬＮ

ＣＨＣＫ＞」、およびキーＳＷ８が飛行計画検索機能実行キ

ーであることを示す「ＥＸＥＣ＞」が上から下へこの順序で表示される。これらの表示に
よって各キーＳＷ１〜ＳＷ８の機能を容易に把握することができる。またウインドウ２２
内の下部には、たとえば目的地が設定されていないことを示す「Ｄｅｓｔ．

Ｎｏｔ

Ｓ

50

(8)
ｐｅｃｉｆｉｅｄ

JP 3557445 B2 2004.8.25

！」などのユーザへのメッセージが表示され、操作性に優れている。

【００３３】
図５は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に低高度飛行区間設定用の
コントロールメニューの一例が表示された状態で示す図である。低高度飛行計画は、離着
陸を含む全体飛行計画の一部であり、戦術飛行固有の特殊な飛行区間として位置づけられ
る。したがって、低高度飛行、すなわちテラインマスキング飛行を実施する低高度飛行区
間を定義する必要がある。ＣＤＵ１３ａによって低高度飛行区間の始点と終点とを入力し
、この入力に基づいて低高度飛行区間設定手段６１によって低高度飛行区間を設定するこ
とができる。
【００３４】

10

始点および終点は、緯度および経度で与えられる任意の位置に設定することが可能であり
、経路データベース９に記録されているウエイポイントも始点および終点として選択する
ことができる。また低高度飛行中の計画変更のために、現在位置も始点として設定するこ
とができる。このような低高度飛行区間を設定するにあたっては、ウインドウ２２に図３
に示すメインメニューが表示される機能選択モードにおいて、キーＳＷ１を操作して目的
地入力モードに切り換えて終点を入力するとともに、上記機能選択モードにおいて、キー
ＳＷ２を操作して始点入力モードに切り換えて始点を入力し、このようにして低高度飛行
区間が設定される。始点および終点の入力は、入力順序は限定されず、いずれを先に入力
してもよい。
【００３５】

20

機能選択モードにおいて、キーＳＷ１を操作して、目的地入力モードを選択すると、ＣＤ
Ｕ１３ａのウインドウ２２には、低高度飛行区間設定手段６１によって図５に示されるよ
うに、低高度飛行区間設定用のコントロールメニューが表示され、ウインドウ２２の上部
には、目的地入力モードであることを示すタイトル「ＲＴＥ

１

ＤＥＳＴ．」が表示さ

れる。このモードにあるとき、ウインドウ２２の左方に表示される、キーＳＷ１は緯度数
値入力設定モード選択キーとして機能し、キーＳＷ２は通過高度入力モード選択キーとし
て機能し、キーＳＷ３はカーソルによる位置入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ
４は区間設定モードのキャンセルキーとして機能する。またウインドウ２２の右方に表示
される、キーＳＷ５は経度数値入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ６はウエイポ
イント名の入力および検索キーとして機能し、キーＳＷ７はカーソルによるウエイポイン

30

ト入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ８は区間設定実行キーとして機能する。
【００３６】
さらにウインドウ２２の左側領域には、キーＳＷ１が緯度数値入力設定モード選択キーで
あることを示し、現在の設定緯度を示す「Ｎ３６：１０：００」が表示され、キーＳＷが
通過高度入力モード選択キーであることを示し、現在の設定高度を示す「ＦＬ１００」が
表示され、キーＳＷ３がカーソルによる位置入力モード選択キーであることを示す「＜Ｃ
ＵＲＳＯＲ

ＯＮ」が表示され、キーＳＷ４が区間設定モードのキャンセルキーであるこ

とを示す「＜ＲＥＴＵＲＮ」が表示される。またウインドウ２２の右側領域には、キーＳ
Ｗ５が経度数値入力モード選択キーであることを示し、現在の設定経度を示す「Ｅ１３７
：５６：０２」が表示され、キーＳＷ６がウエイポイント名の入力および検索キーである
ことを示す「ＷＰ

40

ＮＡＭＥ」が表示され、その下に現在名称が未入力であることを示す

「−」が表示され、キーＳＷ７がカーソルによるウエイポイント入力モード選択キーであ
ることを示す「ＷＰ−ＣＵＲ

ＯＮ＞」が表示され、キーＳＷが区間設定実行キーである

ことを示す「ＥＸＥＣ＞」が表示される。これらの表示は、ＣＤＵ１３ａのキーボードま
たはＭＦＤ１４ａ上のカーソルによって入力された内容に書き換えられる。これらの表示
によって各キーＳＷ１〜ＳＷ８の機能を容易に把握することができる。さらにウインドウ
２２内の下部には、たとえばウエイポイントがデータファイルに設定されていないために
検索が不可能であることを示す「Ｎｏ

Ｗａｙｐｏｉｎｔ

Ｐｉｃｋｅｄ

！！」などの

ユーザへのメッセージが表示される。
【００３７】
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目的地入力モードで行う終点の入力操作は、たとえばキーＳＷ１を操作した後、ウインド
ウ２２下方のキーの操作によって緯度を数値入力するとともに、キーＳＷ５を操作した後
、ウインドウ２２下方のキーの操作によって経度を数値入力して、終点を入力する、キー
ＳＷ３を操作した後、ＭＦＤ１４ａに表示された地図上のカーソルを、ＣＤＵ１３ａのウ
インドウ下方のキーの操作によって移動し、そのカーソルの位置を終点として入力する、
また経路データベース９に記録されたウエイポイントを、ＭＦＤ１４ａ上でカーソルを上
記のように移動して位置を合わせて選択して、終点として入力するなどが挙げられる。こ
れらは水平面上での位置の特定であり、さらに加えて、キーＳＷ２を操作した後、ウイン
ドウ２２下方のキーの操作によって通過高度を入力して、終点を３次元的に入力し、また
キーＳＷを操作した後に、ウインドウ２２下方のキー操作によってこの終点の名称を入力

10

６または予めデータ登録されている名称を検索して、名称を付す。このようにして入力さ
れた終点は、キーＳＷ８を操作することによって設定、記憶される。この目的地入力モー
ドにおいて、キーＳＷ４を操作することによって、上述の機能選択モードに戻ることがで
きる。
【００３８】
機能選択モードにおいて、キーＳＷ２を操作して、始点入力モードを選択すると、ＣＤＵ
１３ａのウインドウ２２には、低高度飛行区間設定手段６１によって図５に示すコントロ
ールメニューと類似する低高度飛行区間設定用のコントロールメニューが表示される。異
なる点は、ウインドウ２２の上部に、始点入力モードであることを示すタイトル「ＲＴＥ
１

ＳＴＡＲＴ」が表示される点であり、他の表示は、終点入力の場合と同様である。

20

このモードにあるとき、各キーＳＷ１〜ＳＷ８の機能は、終点入力の場合と同様であり、
上述の終点入力の場合と同様の操作によって始点を設定することができる。
【００３９】
図６は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２にレーダ網情報設定用のコ
ントロールメニューの一例が表示された状態で示す図である。上記の図４に示すメインメ
ニューが表示された機能選択モードにおいて、レーダ網入力モード選択キーＳＷ５を操作
してレーダ網入力モードを選択することによって、レーダ網が存在する場合にそのレーダ
網のデータを入力することができる。レーダ網が存在しなければ、設定する必要はない。
このレーダ網入力モードが選択されると、ＣＤＵ１３ａのウインドウ２２には、レーダ網
情報入力手段６２によって、レーダ網情報設定用のコントロールメニューが表示され、ウ
インドウ２２の上部にレーダ網入力モードであることを示すタイトル「ＴＨＲＥＡＴ
ＩＳＴ

30

Ｌ

［３］」が表示される。このモードにあるとき、ウインドウ２２の左方に表示さ

れる、キーＳＷ１は第１修正レーダ網の選択キーとして機能し、キーＳＷは第２修正レー
ダ網の選択キーとして機能し、スイッチＳＷ３は第３修正レーダ網の選択キーとして機能
し、キーＳＷ４はレーダ網入力モード終了キーとして機能する。またウインドウ２２の右
方に表示されるキーＳＷ８は、レーダ網情報の追加キーとして機能する。
【００４０】
さらにウインドウ２２内には、第１修正レーダ網の選択キーＳＷ１に対応して、このキー
ＳＷ１によって選択されるレーダ網の種類などのデータ「＜１

ＳＡＭ

Ｒ

２０ＮＭ

ＧＬ１００ＦＴ」と、その下に所在位置すなわちレーダ網を作り出すレーダ装置の位置を
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表す緯度「Ｎ３５：５９：００」および経度「Ｅ１３８：０２：０２」とが表示され、第
２修正レーダ網の選択キーＳＷ２に対応して、このキーＳＷ２によって選択されるレーダ
網の種類などのデータ「＜２

ＳＡＭ

Ｒ

１０ＮＭ

ＧＬ１００ＦＴ」と、その下に所

在位置を表す緯度「Ｎ３５：４０：００」および経度「Ｅ１３７：５７：４４」とが表示
され、第３修正レーダ網の選択キーＳＷ３に対応して、このキーＳＷ３によって選択され
たレーダ網の種類などのデータ「＜３

ＡＥＷ

Ｒ２００ＮＭ

ＦＬ３００」と、その下

に所在位置を表す緯度「Ｎ３６：１０：００」および経度「Ｅ１３６：４６：１２」とが
表示され、レーダ網入力モード終了キーＳＷ４に対応して、レーダ網入力モード終了キー
であることを示す「＜ＲＥＴＵＲＮ」が表示され、レーダ網情報の追加キーＳＷ８に対応
して、レーダ網情報の追加キーであることを示す「ＡＤＤ＞」が表示される。これらの表
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示によって各キーＳＷ１〜ＳＷ４，ＳＷ８の機能を容易に把握することができる。なお、
このモードにおいては、キーＳＷ５〜ＳＷ７は、機能を有していない。またこれらキーＳ
Ｗ５〜ＳＷ７の操作によって、レーダ網情報が４つ以上ある場合に、ウインドウ２２に表
示する３つのレーダ網情報を、前記４つ以上あるレーダ網情報の中から選択するようにし
てもよい。なお、レーダ網が４つ以上ある場合は、ウインド２２下方のキー操作によって
表示する部分を上下させることができる。
【００４１】
レーダ網情報を修正するにあたっては、各キーＳＷ１〜ＳＷ３の操作によって、修正すべ
きレーダ網情報を選択して、そのレーダ網のデータを修正する。またレーダ網情報を追加
するにあたっては、キーＳＷ８を操作した後、追加すべきレーダ網のデータを入力する。

10

レーダ網情報の修正および追加操作をを終了するときには、キーＳＷ４を操作することに
よって、上述の機能選択モードに戻ることができる。
【００４２】
図７は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａのウインドウ２２にレーダ網情報入力用のコントロ
ールメニューの一例が表示された状態を示す図である。図６のレーダ網情報設定用のコン
トロールメニューが表示された状態で、修正レーダ網の選択キーＳＷ１〜ＳＷ３のいずれ
か、またはレーダ網情報追加キーＳＷ８が選択されると、ウインドウ２２には、レーダ網
情報入力用のコントロールメニューが表示され、ウインドウ２２の上部に第１のレーダ網
に関するデータ入力モードであることを示すタイトル「Ｎｏ．１

ＴＨＲＥＡＴ」が表示

される。このタイトルは、修正または追加するレーダ網に対応して、識別用の番号「Ｎｏ
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．１」が変更された表示される。このモードにあるとき、ウインドウ２２の左方表示され
る、キーＳＷ１はレーダ網タイプ入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ２は緯度の
数値入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ３はカーソルによる位置入力モード選択
キーとして機能し、キーＳＷ４は個別レーダ網入力モード終了キーとして機能する。また
ウインドウ２２の右方に表示されるキーＳＷ５はレーダ網レンジ入力モード選択キーとし
て機能し、キーＳＷ６は緯度の数値入力モード選択キーとして機能し、キーＳＷ７はレー
ダ網高度入力モード選択キーとして機能し、スイッチ８はレーダ網情報入力実行キーとし
て機能する。
【００４３】
さらにウインドウ２２内の左側領域には、キーＳＷ１がレーダ網タイプ入力モード選択キ
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ーであることを示す「ＴＹＰＥ」およびその下に現在の設定レーダ網種類を示す「ＳＡＭ
」が表示され、キーＳＷ２が緯度数値入力モード選択キーであることを示し、現在の設定
緯度を示す「Ｎ３５：５９：００」が表示され、キーＳＷ３がカーソル位置入力モード選
択キーであることを示す「＜ＣＵＲＳＯＲ

ＯＮ」が表示され、キーＳＷ４が個別レーダ

網入力モードの終了キーであることを示す「＜ＲＥＴＵＲＮ」が表示される。またウイン
ドウ２２内の右側領域には、キーＳＷ５がレーダ網レンジ入力モード選択キーであること
を示す「ＲＡＮＧＥ」、およびその下に現在の設定内容であるレーダ網の探知可能範囲の
半径を示す「２０ＮＭ」が表示され、キーＳＷ６が経度数値入力モード選択キーであるこ
とを示し、現在の設定経度を示す「Ｅ１３８：０２：０２」が表示され、キーＳＷ７がレ
ーダ網高度入力モード選択キーであることを示し、現在の設定レーダ網高度、すなわちレ
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ーダ網を作り出すレーダ網装置の所在高度を示す「ＧＬ１００ＦＴ」が表示され、キーＳ
Ｗ８がレーダ網情報入力モード実行キーであることを示す「ＥＸＥＣ＞」が表示される。
これらの表示は、ＣＤＵ１３ａのキーボードまたはＭＦＤ１４ａ上のカーソルによって入
力された内容に書き換えられる。これらの表示によって各キーＳＷ１〜ＳＷ８の機能を容
易に把握することができる。
【００４４】
レーダ網情報の設定操作は、図６に示すレーダ網情報設定モードにおいて、修正すべきレ
ーダ網情報を各キーＳＷ１〜ＳＷ３によって選択し、またはレーダ網情報の追加であるこ
とをキーＳＷ８によって入力する。たとえば第１レーダ網情報を修正するときには、キー
ＳＷ１を操作する。これによって図７に示すようなレーダ網情報入力モードにする。この
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ようなレーダ網入力モードにおいて、たとえばキーＳＷ１を操作した後、ウインドウ２２
下方のキーの操作によってレーダ網のタイプを選択または入力し、キーＳＷ５を操作した
後、ウインドウ２２下方のキーの操作によってレーダ網レンジを入力し、キーＳＷを操作
した後、緯度を数値入力するとともに、スイッチＳＷ６を操作した後、ウインドウ２２下
方のキーの操作によって経度を数値入力し、さらにキーＳＷ７を操作した後、ウインドウ
２２下方のキーの操作によって高度を数値入力して、レーダ網に関するデータとして、タ
イプ、レンジおよび３次元の位置を入力する。次にキーＳＷ８を操作することによって、
上述のようにして入力したデータのレーダ網を設定、記憶することができる。図７に示す
レーダ網情報入力モードにおいて、レーダ網情報の入力が終了したとき、キーＳＷ４を操
作することによって、レーダ網情報設定モードに戻り、この状態で再び上記のような操作

10

をすることによって、他のレーダ網情報の修正および追加をすることができる。また図６
に示すレーダ網情報設定モードにおいて、レーダ網情報の設定を終了するときには、キー
ＳＷ４を操作することによって、上述の機能選択モードに戻ることができる。
【００４５】
図８は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に経由点入力用のコントロ
ールメニューの一例が表示された状態で示す図である。経由点は、飛行ルートを検索する
際の拘束点となるウエイポイントであり、経由点が指定されると、指定した経由点を通る
ように出発地点および目的地点間の飛行経路を設定する。出発地点と目的地点間に経由す
べき経由点がある場合は、設定することが可能であり、経由点が特にない場合は、設定す
る必要がない。経由点を指定する手順は、ＭＦＤ１４ａに表示された地図上でカーソルを
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用いてウエイポイントを指定することによって設定することができる。以下に経由点の設
定の手順について詳細に説明する。
【００４６】
図４に示すような上述の機能選択モードにおいて、キーＳＷ６を操作して経由点入力モー
ドが選択されると、ＣＤＵ１３ａのウインドウ２２には、経由点入力手段６３によって、
経由点入力用のコントロールメニューが表示され、ウインドウ２２の上部に経由点入力モ
ードであることを示すタイトル「ＲＴＥ

１

ＶＩＡ

ＬＩＳＴ

［３］」が表示される

。このモードにあるとき、このウインドウ２２の左方に表示される、キーＳＷ１は第１経
由点消去キーとして機能し、キーＳＷ２は第２経由点消去キーとして機能し、キーＳＷ３
は第３経由点消去キーとして機能し、キーＳＷ４は経由点入力モード終了キーとして機能
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する。またウインドウ２２の右方に表示されるキーＳＷ８は経由点追加モード選択キーと
して機能する。
【００４７】
さらにウインドウ２２内には、第１経由点消去キーＳＷ１に対応して、このキーＳＷ１の
操作によって消去される経由点の名称「＜１

ＮＡＫＡＴＳＵ」と、その下に所在位置を

表す緯度「Ｎ３５：３０：００」および経度「Ｅ１３７：２７：５３」とが表示され、第
２経由点消去キーＳＷ２に対応して、このキーＳＷ２の操作によって消去される経由点の
名称「＜２

ＳＵＨＡＲＡ」と、その下に所在位置を表す緯度「Ｎ３５：４１：２５」お

よび経度「Ｅ１３７：４１：００」とが表示され、第３経由点消去キーＳＷ３に対応して
、このキーＳＷ３の操作によって消去される経由点の名称「＜３

ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ」
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と、その下に所在位置を表す緯度「Ｎ３６：０８：３２」および経度「Ｅ１３７：３６：
２６」とが表示され、経由点入力モード終了キーＳＷ４に対応して、経由点入力モード終
了キーであることを示す「＜ＲＥＴＵＲＮ」が表示され、経由点追加モードキーＳＷ８に
対応して、カーソルによる経由点の追加のためのキーであることを示す「ＡＤＤ．ＢＹ
ＣＵＲ＞」が表示される。これらの表示によって各キーＳＷ１〜ＳＷ４，ＳＷ８の機能を
容易に把握することができる。なお、このモードにおいては、キーＳＷ５〜ＳＷ７は、機
能を有していない。またこれらキーＳＷ５〜ＳＷ７の操作によって、経由点が４つ以上あ
る場合に、ウインドウ２２に表示する３つの経由点を、前記４つ以上ある経由点の中から
選択するようにしてもよい。なお、経由点が４つ以上ある場合は、ウインド２２の下方の
キー操作によって表示する部分を上下させることができる。
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【００４８】
経由点を消去するにあたっては、各キーＳＷ１〜ＳＷ３の操作によって消去すべき経由点
を選択して、その経由点の消去を実行する。また経由点を追加するにあたっては、キーＳ
Ｗ８を操作した後、追加すべき経由点をを入力する。経由点の入力は、キーＳＷ８を操作
した後、ＭＦＤ１４ａに表示される地図上でカーソルを用いて経由すべきウエイポイント
を指定することによって、容易に設定することができる。このようにして経由点を入力し
、または消去することによって、出発地点および目的地点間の飛行ルートを検索する際の
すべての拘束点を指定し、設定することができる。経由点の消去および追加操作を終了す
るときには、キーＳＷ４を操作することによって、上述の機能選択モードに戻ることがで
きる。

10

【００４９】
次に、前述した図５の低高度飛行区間、図６および図７のレーダ網情報、ならびに図８の
経由点の設定が終了した後、図４の模擬表示されたＣＤＵ１３ａのウインドウ２２に表示
された機能選択モードのメインメニュー内の飛行計画検索実行キーＳＷ８を選択すると、
飛行計画検索手段６５の飛行経路選択接続手段６６および地形による隠し効果計算手段６
７によって既に設定されているレーダ網情報および経由点に基づき、経路データベース９
から経由する連続的なウエイポイントを選択して接続する、飛行計画経路の検索が行われ
る。この飛行計画経路の検索は、経由点がある場合には、出発地点から経由点までの経路
を検索し、この経由点から次の経由点まで経路を検索し、この次の経由点からさらに次の
経由点まで経路を検索し、というように各経由点間の経路を順に検索し、最後の経由点か
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ら目的地点までの経路を検索する。
【００５０】
飛行経路選択接続手段６６は、候補ウエイポイント選択手段を有し、連続的なウエイポイ
ント選択は、まず上記入力設定した経由点の他の経由点として、設定された出発地点およ
び目的地点間の中央地点を中心とし、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした
仮想円内のウエイポイントが、途中で経由するウエイポイントの候補として選択される。
この次に、経路評価手段である地形による隠し効果計算手段６７によって、各候補ウエイ
ポイントを接続する各ポイント間経路の地形による隠し効果が計算され、さらにこれをふ
まえて評価計算される。評価されるポイント間経路は、実飛行可能な３次元経路であるの
で、すべてのレーダ網に対する隠し効果が計算によって３次元的に求められる。さらに飛
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行経路選択接続手段６６は、経由ウエイポイント選択手段および最適経路抽出手段を有し
ており、最も隠し効果の高い実飛行可能な飛行計画経路が抽出される。
【００５１】
つまり前記選択した候補ウエイポイント間のすべてのポイント間経路に対して、レーダ網
に対する地形による隠し効果および経路長を照合して各経路の評価値を求め、この評価値
の積算値が最も小さくなるように、前記候補ウエイポイントの中から出発地点および目的
地点間で経由すべきウエイポイントを、経由ウエイポイント選択手段によって選択し、出
発地点から前記経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路を
、最適経路抽出手段によって接続して、最適な低高度飛行計画経路を抽出する。
【００５２】
このような経路検索にあたって、出発地点および目的地点が、経路データベース９に記録
されたウエイポイントではない場合、飛行計画検索手段６５は、この出発地点および目的
地点の最寄りの数カ所のウエイポイントを選択して、これら各ウエイポイントとの間を接
続する３次元低高度の飛行経路を、簡易な生成アルゴリズムに従って生成し、ポイント間
経路の１つとし、評価の対称とする。
【００５３】
各ウエイポイント間経路の評価値は、たとえば次の式（１）によって算出される。
【００５４】
【数１】
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10

【００５５】
ここで、探知可能範囲内にある経路長の計算は、その経路部分がレーダ網の探知可能範囲
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内にあるかどうか、および地形によって隠されているかどうかを判定して計算される。こ
のように経路評価に経路長を用いることによって、目的地点にできるだけ早く到達するこ
とができる飛行計画経路を抽出することができる。
【００５６】
また経路データベース９にポイント間経路が記録されていない場合には、そのポイント間
の経路の評価値は、最大値とされる。これによって経路データベース９の作成時に、沿う
べき稜線が存在しないなどによって生成されなかったポイント間経路を、飛行計画時に選
択されてしまうことを防ぐことができる。
【００５７】
上記式（１）によってそれぞれ評価された各ポイント間経路の評価値に基づいて、経由す

30

るウエイポイントを選択するにあたっては、ダイクストラ（Ｄｉｊｋｓｔｒａ）などの最
短路問題解法が用いられる。たとえばこのダイクストラ・アルゴリズムでは、まず、出発
地点（ｉ＝０）から各ウエイポイント（ｉ＝１〜ｎ−１）および目的地点（ｉ＝ｎ）まで
の前記式（１）で求めた各ポイント間経路の評価値Ｊｉｊ（ここでｊはウエイポイントｉ
に隣接するウエイポイント）に基づく積算値を、ｄ０＝０、ｄ１＝ｄ２＝…＝ｄｎ＝∞と
、それぞれ初期化する。次に、ｉ＝０から始め、各ウエイポイントｊについての評価値の
積算値ｄｊに、ｍｉｎ（ｄｉ＋Ｊｉｊ，ｄｊ）を代入して、この積算値ｄｊを更新する。
次にこの積算値ｄｊが最も小さいウエイポイントｊをウエイポイントｉとして隣接するウ
エイポイントｊの上記の積算値ｄｊの更新を繰り返す。このようにして積算値ｄｎ最小値
を求め、最短経路（レーダ網に対する暴露値などを経路長に換算して最短経路となる経路
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）が求められる。積算値ｄｊを求めるウエイポイントをおとずれるとき、直前のウエイポ
イントを記憶しておいて、それを逆にたどれば目的地点まで経由するウエイポイントの配
列によって、最短経路が求められる。
【００５８】
このようして出発地点から目的地点までの経由するウエイポイントが求まれば、これらを
接続するウエイポイント間経路に関するのデータを、経路データベース９から読み込んで
接続することによって３次元低高度の飛行計画経路を作成することができる。
【００５９】
検索結果として出力される経路が１つの場合は、飛行計画検索手段６５は、ウインドウ２
２に、経路長、所要時間およびレーダ網に暴露される割合などのデータを示す、候補経路
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選択用のコントロールメニューに、候補経路を１つだけ表示し、ユーザがこの候補経路に
対応するキーを操作することによって、飛行計画確認手段６８によってその候補経路確認
用のコントロールメニューを表示する経路確認モードとなり、その候補経路に関する詳細
データを確認することが可能な状態になる。また検索結果として出力される経路に複数の
候補がある場合は、飛行計画確認手段６５は、ウインドウ２２に、経路長、所要時間およ
びレーダ網に暴露される割合などのデータを各候補経路毎に、それぞれ示す、候補経路選
択用のコントロールメニューを表示し、ユーザが判断して経路を選択できるように構成さ
れる。この候補経路選択用のコントロールメニューにおいて、検索結果から１つの候補経
路を選択すると、経路確認モードとなり、その経路に関する詳細データを確認することが
可能な状態になる。

10

【００６０】
図９は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に候補経路選択用のコント
ロールメニューの一例が表示された状態で示す図である。上記の飛行計画検索手段６５に
よる検索の結果、経路として複数の候補がある場合、飛行計画検索手段６５によってウイ
ンドウ２２に候補経路選択用のコントロールメニューが表示され、ウインドウ２２の上部
に候補経路選択モードであることを示すタイトル「ＲＴＥ

１

ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ」が

表示される。このモードにあるとき、ウインドウ２２の左方に表示される、キーＳＷ１は
第１候補経路の選択キーとして機能し、キーＳＷ２は第２候補経路の選択キーとして機能
し、スイッチＳＷ３は第３候補経路の選択キーとして機能し、キーＳＷ４は飛行検索モー
ド終了キーとして機能する。

20

【００６１】
さらにウインドウ２２内には、第１候補経路の選択キーＳＷ１に対応して、このキーＳＷ
１によって選択される経路の経路長「＜１

Ｒ

７８ＮＭ」および時間「Ｔ

０：１７：

５３」と、その下にレーダ網である地上レーダ網および空中レーダ網への暴露確率（％）
「ＳＡＭ

１

ＡＥＷ

４」（暴露値に相当）とが表示され、第２候補経路の選択キーＳ

Ｗ２に対応して、このキーＳＷ２によって選択される経路の経路長「＜２
および時間「Ｔ

Ｒ７５ＮＭ」

０：１７：０２」と、その下にレーダ網である地上レーダ網および空中

レーダ網への暴露確率（％）「ＳＡＭ

２

ＡＥＷ

２３」とが表示され、第３候補経路

の選択キーＳＷ３に対応して、このキーＳＷ３によって選択される経路の経路長「＜３
Ｒ

９３ＮＭ」および時間「０：２１：１３」と、その下にレーダ網である地上レーダ網

および空中レーダ網への暴露確率（％）「ＳＡＭ

１８

ＡＥＷ
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１」とが表示され、飛

行経路検索モード終了キーＳＷ４に対応して、飛行経路検索モード終了キーであることを
示す「＜ＲＥＴＵＲＮ」が表示され、これらの表示によって各キーＳＷ１〜ＳＷ４の機能
を容易に把握することができる。なお、このモードにおいては、キーＳＷ５〜ＳＷ８は、
機能を有していない。またこれらキーＳＷ５〜ＳＷ８の操作によって、候補経路が４つ以
上ある場合に、ウインドウ２２に表示する３つの候補経路を、前記４つ以上ある候補経路
の中から選択するようにしてもよい。なお、候補経路が４つ以上ある場合は、ウインド２
２の下方にあるキー操作で表示する部分を上下させてもよい。
【００６２】
上記の検索結果として表示される複数の候補経路の内の１つの候補経路の詳細データを確
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認するにあたっては、図９に示す候補経路選択用のコントロールメニューが表示された候
補経路選択モードにおいて、ウインドウ２２に表示される主要データに基づいて候補経路
を選択し、対応する選択キーＳＷ１〜ＳＷ３を操作する。
【００６３】
図１０は、模擬表示されたＣＤＵ１３ａのウインドウ２２に候補経路確認用のコントロー
ルメニューの一例が表示された状態を示す図である。図９の候補経路選択モードにおいて
、候補経路の選択キーＳＷ１〜ＳＷ３のいずれかが操作されると、ウインドウ２２には、
飛行計画確認手段６８によって候補経路確認用のコントロールメニューが表示され、ウイ
ンドウ２２の上部に候補経路に関する詳細データの確認モードであることを示すタイトル
「ＲＴＥ

１

ＬＥＧＳ

［３］」が表示される。このモードにあるとき、ウインドウ２
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２の左方に表示されるキーＳＷ４は、飛行経路検索の候補経路選択モードに戻るための候
補経路確認モード終了キーとして機能し、ウインドウ２２の右方に表示されるキーＳＷ８
は、飛行経路の決定キーとして機能する。
【００６４】
さらにウインドウ２２には、出発地点に対する経由点および目的地点に関するデータが、
表示される。具体的には、左側領域に、第１経由点の名称「ＮＡＫＡＴＳＵ」と、その上
に、出発地点および第１経由点間の距離「３１ＮＭ」および出発地点に対する第１経由点
の方位「Ｔ０６１」と、右側領域に「ＮＡＫＡＴＳＵ」に対応させて、出発地点からの総
経路長「ＴＲ

３１ＮＭ」と、その下に出発地点からの総所用時間「Ｔ

０：０７：１０

」とが表示され、左側領域の第１経由点に関するデータの下方に、第２経由点の名称「Ｓ

10

ＵＨＡＲＡ」と、その上に、第１および第２経由点間の距離「１６ＮＭ」および第１経由
点に対する第２経由点の方位「Ｔ０４３」と、右側領域に「ＳＵＨＡＲＡ」に対応させて
、出発地点からの総経路長「ＴＲ
Ｔ

４７ＮＭ」と、その下に出発地点からの総所用時間「

０：１０：５３」とが表示され、左側領域の第２経由点に関するデータの下方に、目

的地点の名称「ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ」と、その上に、第２経由点および目的地点間の距離
「３０ＮＭ」および第２経由点に対する目的地点の方位「Ｔ０２４」と、右側領域に「Ｍ
ＡＴＳＵＭＯＴＯ」に対応させて、出発地点からの総経路長「ＴＲ
下に出発地点からの総所用時間「Ｔ

７８ＮＭ」と、その

０：１７：５３」とが表示され、さらにこれらのデ

ータの下方に、レーダ網である地上レーダ網および空中レーダ網への暴露確率「ＳＡＭ
１

ＡＥＷ

４」が表示される。またウインドウ２２には、候補経路確認モード終了キー
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ＳＷ４に対応して、このキーＳＷ４の操作によって、飛行経路検索の候補経路選択モード
に戻ることを表す「＜ＲＥＴＵＲＮ」が表示され、飛行経路決定キーＳＷ８に対応して、
このキーＳＷ８の操作によって、現在選択されている候補経路を飛行計画経路に決定する
ことを表す「ＥＸＥＣ＞」が表示される。
【００６５】
また上記飛行計画検索手段６５による検索の結果、候補経路が１つだけの場合には、図９
に示す経路選択モードにおいて、その１つの候補経路だけが示される。この場合も、その
候補経路を選択キーＳＷ１操作によって選択することによって、図１０に示す経路確認モ
ードで、詳細な経路データを確認することができる。
【００６６】

30

飛行計画経路の検索および決定操作は、上記のようにして出発地点、目的地点、経由地点
、およびレーダ網情報を入力した後、機能選択モードにおいて飛行計画検索実行キーＳＷ
８を操作して、図９に示すように飛行計画の候補経路を検索表示させ、候補経路の１つを
選択して図１０に示すようにその詳細データを表示して、そのデータを確認したうえで、
その候補経路を、飛行計画経路に決定する。確認モードにおいて、詳細データを確認して
飛行計画経路を決定し、飛行計画の検索および決定操作が終了したときには、確認モード
における確認モード終了キーＳＷ４を操作して候補経路選択モードに戻り、さらに飛行計
画検索モード終了キーＳＷ４を操作して機能選択モードに戻ることができる。
【００６７】
このように複数の候補経路があるとき、各候補経路の主要データを同時に表示して、その

40

主要データに基づいて、候補経路の１つを選択するので、候補経路の比較判断が容易であ
り、さらにこのようにして選択した候補経路の詳細データを表示させて確認し、この詳細
データが表示された画面で、飛行計画経路を決定できるので、経路決定にあたっての判断
ミスをすくなくすることができる。
【００６８】
またこのようにして飛行計画経路を決定した後にも、機能選択モードにおいて、計画確認
モード選択キーＳＷ７を操作することによって、上述の図１０に示す表示と同様に表示さ
せ、飛行計画経路の詳細データを確認することができる。また機能選択モードにおいて、
飛行計画名の入力および読込み選択キーＳＷ３を操作することによって、飛行計画名設定
用のコントロールメニューを表示させ、入力または読込んで設定することができる。また
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地上用機能では計算機のキーボード操作等によって、たとえば各種処理手段６４のリハー
サル制御手段によってリハーサル手段８に制御指令を与えて、飛行計画経路のリハーサル
飛行をするためのモードなど、他の動作を選択するためのモードに移行することができる
。
【００６９】
図１１は、ＭＦＤ１４による飛行計画経路の表示の一例を示す図である。飛行計画作成装
置２の飛行計画作成手段４は、各種処理手段６４によって、ＭＦＤ１４ａに、デジタルマ
ップなどによって実現される地図データベース７０から地図情報を読み出して、陰影のあ
る平面地形を参照符８１で示される緯度および参照符８２で示される経度とともに表示す
る。また設定された各ウエイポイントが、対象とする地域の地図（または平面地形）上に
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丸印「○」で表示され、各丸印「○」の右横には、「Ｋｏｍａｋｉ」、「Ｎａｋａｔｓｕ
」、「Ｏｎｔａｋｅ」、…などの地名が表示される。また左上には、その画面の中央の位
置に対応する地図上の位置が「Ｃｅｎｔｅｒ３５：５０：３８．６２

１３７：４３：

４３．９３」のように緯度および経度で表示され、その下にはマウスのポインタ表示の位
置に対応する地図上の位置が「Ｍｏｕｓｅ

３５：２４：０９．７２

１３７：５０：

２０．９９」のように緯度および経度で表示される。これらの画面の中央位置およびマウ
スのポインタ表示位置を示す各緯度および経度の数値表示は、地図の移動およびマウスの
移動に対応して常に地図上の緯度および経度を示すように変化する。なお、地図の表示領
域の選択は、図示しないキーボードに備えられる上・下・右・左の４つのカーソルキーに
よってスクロールさせ、あるいはマウスのクリックボタンによって画面上のポインタ表示
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位置まで地図画面をシフトさせて、希望する地域を画面上に表示させることができる。
【００７０】
このような地図上に、飛行計画経路８３が表示される。飛行計画経路８３の始点となる「
ｋｏｍａｋｉ」と付されたウエイポイントの丸印「○」の下には、始点であることを示す
「ＳＴＡＲＴ」が表示され、飛行計画経路８３の終点となる「ｍａｔｓｕｍｏｔｏ」と付
されたウエイポイントの丸印「○」の下には、終点であることを示す「ＤＥＳＴ」が表示
され、飛行計画経路８３は、これら始点および終点を結び、経由点である「ｎａｋａｔｓ
ｕ」および「ｓｕｈａｒａ」と付される各ウエイポイントを通る曲線で表される。また飛
行計画経路８３とともに、各レーダ網８４，８５，８６が表示される。各レーダ網８４〜
８６は、レーダ網の所在位置において相互に直交する２本の直線と、各直線の交点を中心
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とする円または円弧によって表され、円または円弧の半径は、レーダ網のレンジを示す。
また飛行計画経路８３が、各レーダ網８４〜８６に対して暴露される領域を有する場合に
は、暴露領域８４ａ，８５ａが、そのレーダ網の所在位置から暴露領域８４ａ，８５ａに
延びる三角形状の領域表示によって表示される。
【００７１】
このように検索決定された飛行計画経路８３を、地図上に、各レーダ網８４〜８６ととも
に表示することによって、ユーザーは、飛行計画経路８３を視覚的に捉えて容易に把握す
ることができる。しかも飛行経路８３のどの領域において、どの方向からレーダ網８４〜
８６に対して暴露されるかを、容易に把握することができる。さらにＣＤＵ１３ａによる
詳細データと併せて確認することによって、より正確な把握をすることができる。
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【００７２】
また飛行計画作成手段４は、各種処理手段６４によって飛行計画ファイル出力手段５に指
令を与えて、上述のようにして作成された飛行計画経路のファイルを作成し、出力するこ
とができる。たとえばミニディスク（略称ＭＤ）およびフロッピイディスク（略称ＦＤ）
などに記録することができる。また飛行計画作成手段４は、各種処理手段６４によってリ
ハーサル手段８に指令を与えて、飛行計画経路に沿って飛行シミュレートすることができ
る。リハーサル手段は、画面制御手段および３次元表示手段を有しており、ＭＦＤ１４ａ
にリハーサル表示画面を３次元的に表示し、かつマウスなどの入力手段の操作に対応して
、画面を変更することができる。リハーサル表示画面には、飛行計画経路に沿って複数の
凹状の飛行経路シンボルが３次元的に等間隔をあけて地形図上に表示される。またこの画
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面には、自機が三角形の自機シンボルによって表示され、この自機シンボルによって示さ
れる自機の垂直方向および水平方向の対地クリアランスがクリアランススケールによって
それぞれ表示される。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る。
【００７３】
上述のように機上用飛行計画作成装置３は、飛行計画経路ファイル出力手段５への指令制
御に代えて、この飛行計画経路ファイル出力手段５によって出力されたファイル、たとえ
ば上記ＭＤまたはＦＤに記録されたファイルを読込制御することができるように構成され
ている点および飛行シミュレートを行うリハーサル機能を除いて共通の機能を有している
。またＣＤＵ１３は、ＣＤＵ模擬手段６によって、模擬表示されるＣＤＵ１３ａの表示お
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よび操作によって達成される機能と、同様の機能を有し、ＭＦＤ１４は、ＭＦＤ模擬手段
７によって、模擬表示されるＭＦＤ１４ａの表示によって達成される機能と同様の機能を
有する。したがって機上用飛行計画作成装置３は、模擬表示されるＣＤＵ１３ａに代えて
接続されるＣＤＵ１３、および模擬表示されるＭＦＤ１４ａに代えて接続されるＭＦＤ１
４の表示および操作によって、上述した地上用飛行経路作成装置２による飛行計画経路と
同様の、飛行計画経路の作成をすることができる。すなわち機上において、飛行前および
飛行中に最適な飛行計画経路を迅速かつ容易に作成することができる。またこのような機
上において飛行計画を作成するにあたって、レーダ網に関する情報を、変更可能であり、
変更前のレーダ網に関する情報に基づく前記各経路の評価値は、変更後のレーダ網に関す
る情報に基づく評価値に更新されることは、上述の通りであり、さらに実飛行中の航空機
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の現在位置は、出発地点として入力することができるように、構成されている。
【００７４】
また機上用飛行計画作成装置３は、上述のように地上用飛行計画作成装置２によって作成
され、出力された飛行計画経路のファイルを読み込んで、ＣＤＵ１３による表示および操
作、ならびにＭＦＤ１４による表示によって、機上において飛行計画経路の確認などを行
うことができ、またこの確認時点で、修正などをすることができる。
【００７５】
以上のような本実施の形態によれば複数のウエイポイントおよび航空機の運動能力内で実
飛行可能な複数の低高度飛行経路が記録されたデータベース９に基づいて、出発地点およ
び目的地点間の中央地点を中心とし、かつ出発地点および目的地点間の距離を直径とした
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仮想円内の候補ウエイポイントを接続するすべての経路に対して評価値を求め、この評価
値の積算値が最も小さくなるように、出発地点から経由すべきウエイポイントを経て目的
地点に至る複数の経路を接続して、最適な低高度飛行計画経路を抽出するので、頻繁な各
種の飛行経路の変更要因に対して、この変更要因に関するデータおよび評価値だけを修正
し、計算機の負荷を最少限に抑えて、実飛行可能な最適な飛行計画経路経路を容易に抽出
することができ、最適と判断された複数の経路を接続して経路生成を行うので、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できる。また前記仮想円内の候補ウエイポ
イントを経由する経路についてだけ評価して飛行計画経路を抽出するので、出発地点から
目的地点に向かう方向と大きく異なる方向に延びる経路に関して評価する無駄な演算処理
を省くことができ、計算機の負荷を少なくして飛行計画経路を高い応答性で作成すること
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ができる。特に本実施の形態のように、各ポイント間経路の評価の基準に経路長を用いて
いる場合には、有効である。
【００７６】
また本実施の形態によれば、レーダ網に関する情報の変更に基づいて、レーダ網に関する
情報に基づく各経路の評価値が更新されるので、時間とともに変化しやすいレーダ網を、
飛行計画時に好適に評価して、高い精度で最適な飛行計画経路を作成することができる。
【００７７】
また本実施の形態によれば、実飛行中の航空機の位置は、出発地点として設定可能である
ので、ウエイポイント間を飛行中に、現在の位置を出発地点として、飛行計画を立直すこ
とができ、各種の変更要因に対して迅速に対応して飛行計画経路を作成することができる
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とともに、航空機は新たに作成された飛行計画経路を容易に航行することができる。
【００７８】
また本実施の形態によれば、データベースに存在しない候補ウエイポイント間経路の評価
値を最大値に設定することができるので、データベースに存在しない経路を航行する飛行
計画経路が選択されることを防止し、最適な飛行計画経路を確実に作成することができる
。
【００７９】
図１２は、ＭＦＤ１４に表示される飛行計画管理画面の一例を示す図である。機上には、
低高度飛行計画管理手段１５が搭載されたおり、機上用飛行計画作成装置３によって作成
され、または地上用飛行計画作成装置２によって作成された飛行計画経路に基づいて、自
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機がその飛行計画経路に従って航行しているか管理、表示することができる。飛行計画管
理手段１５は、自機位置を検出するための手段、たとえばグローバルポジショニングシス
テム（略称ＧＰＳ）を有しており、検出自機位置と、飛行計画経路とを同一画面に表示し
て、自機の航行状態を表示することができる。
【００８０】
この飛行計画管理画面には、自機の進行方向を画面上方にして簡略平面地形図とともに、
飛行計画経路８３が表示される。自機は、三角形状のシンボル８８で表され、自機８８が
飛行計画経路８３に沿って飛行しているか確認することできる。また地形図は、たとえば
現在の自機高度よりも高い部分と、低い部分とで、濃淡などによって色分けされて表示さ
れ、現在の地形による隠し状態を容易に把握することができる。また飛行計画管理手段１

20

５は、誘導表示手段１６に指令を与え、ヘッドアップディスプレイ（略称ＨＵＤ）１７に
、自機を飛行計画経路に沿って航行するように、誘導するためのシンボルを表示すること
ができる。
【００８１】
上記の本発明の低高度飛行計画作成装置１の地上用および機上用の各飛行計画作成手段２
，３は、上述の低高度飛行計画の作成方法に基づいて作成さ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実現され、この場合、各手段４〜８，１１、さらに詳しくは、
各手段６０〜６８などよる機能は、前記プログラムの一部（サブルーチン）によって実現
されてもよい。また低高度飛行区間、レーダ網情報、および経由点の設定順序は、上述の
順序に限定されることはなく、相互の入れ換えても、同様の効果を達成することができる

30

。
【００８２】
【発明の効果】
請求項１記載の本発明によれば、入力手段の操作に基づき複数のウエイポイントおよび航
空機の運動能力内で実飛行可能な複数のポイント間経路が記録されたデータベースに基づ
いて、出発地点および目的地点間の中央地点を中心とし、かつ出発地点および目的地点間
の距離を直径とした仮想円内の候補ウエイポイントを接続するすべてのポイント間経路に
対して評価値を演算手段によって求め、この評価値の積算値が最も小さくなるように、出
発地点から経由すべきウエイポイントを経て目的地点に至る複数のポイント間経路を接続
して、最適な低高度の飛行計画経路を抽出するので、頻繁な各種の飛行計画経路の変更要
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因に対して、この変更要因に関するポイント間経路のデータおよび評価値だけを修正し、
計算機の負荷を最少限に抑えて、実飛行可能な最適な飛行計画経路を容易に抽出すること
ができ、最適と判断された複数の経路を接続して経路生成を行うので、常に最適な飛行計
画経路を高い応答性で演算手段および出力手段によって作成することができる。また前記
仮想円内の候補ウエイポイントを経由するポイント間経路についてだけ評価して飛行計画
経路を抽出するので、出発地点から目的地点に向かう方向と大きく異なる方向に存在する
ウエイポイントを接続するポイント間経路に関して評価する無駄な演算処理を省くことが
でき、これによっても計算機の負荷を少なくして飛行計画経路を高い応答性で作成するこ
とができる。候補ウエイポイント間のポイント間経路が前記データベースに存在しないと
きには、その経路の評価値が演算手段によって最大値に設定されるので、データベースに
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存在しないポイント間経路が選択され、このようなポイント間経路を航行する飛行計画経
路が作成されてしまうことが防がれる。したがって最適な飛行計画経路を確実に作成する
ことができる。
【００８３】
請求項２記載の本発明によれば、たとえばレーダ網などの探知網に関する情報の変更に基
づいて、探知網に関する情報に基づく各ポイント間経路の評価値が演算手段によって更新
されるので、時間とともに変化しやすい探知網を、飛行計画時に正確に評価して、高い精
度で最適な飛行計画経路を作成することができる。
【００８４】
請求項３記載の本発明によれば、実飛行中の航空機の位置は、入力手段の操作に基づき出
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発地点として演算手段によって設定可能であるので、ウエイポイント間を飛行中に、現在
の位置を出発地点として、飛行計画を立直すことができ、各種の変更要因に対して迅速に
対応して飛行計画経路を作成することができるとともに、航空機は新たに作成された飛行
計画経路を容易に航行することができる。
【００８６】
請求項４記載の本発明によれば、複数のウエイポイントおよび航空機の運動能力内で実飛
行可能な旋回、上昇及び下降の空間的位置及び３次元の軌道を定義した複数のポイント間
経路とが記録されるデータベースに基づいて、候補ウエイポイント選択手段によって出発
地点および目的地点間の中央地点を中心とし、かつ出発地点および目的地点間の距離を直
径とした仮想円内の候補ウエイポイントを選択し、選択した候補ウエイポイント間のすべ
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てのポイント間経路に対して、経路評価手段によって評価値を求め、評価値の積算値が最
も小さくなるように、出発地点および目的地点間で経由すべきウエイポイントを、経由ウ
エイポイント選択手段によって選択し、出発地点から経由すべきウエイポイントを経て目
的地点に至る、最適な低高度の飛行計画経路を、最適経路抽出手段によって抽出するので
、頻繁な各種の飛行計画経路の変更要因に対して、この変更要因に関するポイント間経路
のデータおよび評価値だけを修正し、計算機の負荷を最少限に抑えて、実飛行可能な最適
な飛行計画経路経路を容易に抽出することができ、最適と判断された複数の経路を接続し
て経路生成を行うので、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できる。
また前記仮想円内の候補ウエイポイントを経由するポイント間経路についてだけ評価して
飛行計画経路を抽出するので、出発地点から目的地点に向かう方向と大きく異なる方向に
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存在するウエイポイントを接続するポイント間経路に関して評価する無駄な演算処理を省
くことができ、計算機の負荷を少なくして飛行計画経路を高い応答性で作成することがで
きる。候補ウエイポイント間のポイント間経路がデータベースに存在しないときには、そ
の経路の評価値を演算手段によって最大値に設定されるので、データベースに存在しない
ポイント間経路が選択され、このようなポイント間経路を航行する飛行計画経路が作成さ
れてしまうことが防がれる。したがって最適な飛行計画経路を確実に作成することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態の低高度飛行計画作成方法を実施するための飛行計画支援
設備１の全体の概略的構成を示すブロック図である。
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【図２】地上用飛行計画作成装置２の具体的構成を説明するための系統図である。
【図３】地上用飛行計画作成装置２における飛行計画経路の作成手順の概略を示すフロー
チャートである。
【図４】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に飛行経路作成のためのメインメニューの
一例が表示された状態で示す図である。
【図５】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に低高度飛行区間設定用のコントロールメ
ニューが表示された状態で示す図である。
【図６】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２にレーダ網情報設定用のコントロールメニ
ューが表示された状態で示す図である。
【図７】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２にレーダ網情報入力用のコントロールメニ
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ューが表示された状態で示す図である。
【図８】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に経由点設定用のコントロールメニューが
表示された状態で示す図である。
【図９】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に候補経路選択用のコントロールメニュー
が表示された状態で示す図である。
【図１０】ＣＤＵ１３ａの一部をウインドウ２２に候補経路確認用のコントロールメニュ
ーが表示された状態で示す図である。
【図１１】ＭＦＤ１４ａによる飛行計画経路の表示の一例を示す図である。
【図１２】ＭＦＤ１４による飛行計画管理画面の一例を示す図である。
【符号の説明】

10

１

飛行計画支援設備

２

地上用飛行計画作成装置

３

機上用飛行計画作成装置

４，１１

飛行計画作成手段

５

飛行計画ファイル出力手段

６

ＣＤＵ模擬手段

７

ＭＦＤ模擬手段

８

リハーサル手段

１２

インターフェイス

１３，１３ａ

ＣＤＵ

１４，１４ａ

ＭＦＤ

１５

飛行計画管理手段

１６

誘導表示装置

１７

ＨＵＤ

６０

飛行計画作成手段

６１

低高度飛行区間設定手段

６２

レーダ網情報入力手段

６３

経由点入力手段

６４

各種処理手段

６５

飛行計画検索手段

６６

飛行経路選択接続手段

６７

地形による隠し効果計算手段

６８

飛行計画確認手段

７０

地図データベース

８３

飛行計画経路

８４〜８６

レーダ網
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