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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオフレームを処理し、出力する方法であって、
　第１のプラットホームからビデオフレームのストリームを受信する工程と、
　第２のプラットホームから、前記第１のプラットホームから受信するビデオフレームの
位置を表す地理位置データを受信する工程と、
　第１のプロセッサが、前記地理位置データを少なくとも１つの受信したビデオフレーム
に挿入して、修正ビデオフレームを含むストリームを生成する工程と、
　第２のプロセッサが、前記少なくとも１つの修正ビデオフレーム内の対象物が、前記対
象物の地理位置データが示す、地形図の対応する地理位置に描画されるように、該少なく
とも１つの前記修正ビデオフレームを前記地形図の関心領域にスーパインポーズする工程
と、
　出力器が、挿入された前記地理位置データに基づいて、スーパインポーズされた前記修
正ビデオフレームを含むストリームを出力する工程とを備え、
　前記地理位置データは、前記第２のプラットホームの位置を示す位置情報と、前記第１
のプラットホームの位置及び前記第２のプラットホームの位置との間の相対的な位置を示
す位置情報から判定される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　特定ビデオフレームに挿入される前記地理位置データは、前記特定ビデオフレーム内の
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シーンの地理位置データに基づいている
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ビデオフレームに関連づけられている時間タグが、更に、前記ビデオフレームに挿
入される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビデオフレームのストリームは、無人航空機から受信される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のプロセッサが、射撃統制レーダシステムに対するコマンドを受信する工程と
、
　前記第１のプロセッサが、前記コマンドを無人航空機へ送信する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のプロセッサが、関連する前記地理位置データとともに、前記ビデオフレーム
のストリームをメモリに記憶する工程を更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のプロセッサが、少なくとも１つの検索コマンドで特定される条件を満足する
地理位置データを識別するために、前記メモリに記憶された地理位置データを検索する工
程と、
　前記出力器と接続されている送信機が、前記識別された地理位置データと、その識別さ
れた地理位置データに対応するビデオフレームとを送信する工程と
　を備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビデオフレームに関連づけられている時間タグは、前記地理位置データとともに記
憶される
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ビデオフレームのストリームは第１航空機によってキャプチャされ、前記地理位置
データと前記時間タグは第２航空機によって判定され、前記第１及び第２航空機からのセ
ンサデータは前記地理位置データと前記時間タグとともに記憶される
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記センサデータは、特定ビデオフレーム内の対象物を識別する
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記識別された対象物は、車両あるいは建物である
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のプロセッサが、前記地理位置データと前記時間タグを使用するインデックス
を生成する工程と、
　前記第１のプロセッサが、前記地理位置データあるいは前記時間タグに基づいて、前記
インデックスを検索する工程とを更に備え、
　前記出力された修正ビデオフレームは、前記地理位置データあるいは前記時間タグに対
して検索されたものに関連するビデオフレームである
　ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ビデオフレームのストリームは第１航空機によってキャプチャされ、前記地理位置
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データは第２航空機によって判定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記地理位置データの判定は、
　　特定ビデオフレーム内のシーンと前記第２航空機間との距離を判定する工程と
　　前記第２航空機の方位角、高度、方向及び位置を判定する工程とを備え、
　全方位測位衛星（ＧＰＳ）信号が、前記距離、方位角、方向及び位置とともに適用され
て、前記地理位置データを判定する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記地理位置データは、前記ビデオフレームの可視部分に挿入される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記地理位置データは、前記ビデオフレームの不可視部分に挿入される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記地理位置データは、航空機の実際の慣性空間位置とする基準と、前記ビデオフレー
ムの関心目標物の範囲と組み合わされるジンバル／センサ方位角及び高度角とを使用して
、判定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　異なる航空機位置とアスペクト角からビデオフレームを形成するために、前記地理位置
データは、ジンバル走査によって判定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記修正ビデオフレームは、コンピュータ生成地形図の前記関心領域上に出力され、そ
うすることで、前記修正ビデオフレームと任意の関心目標物が、表示された前記地形図内
の適切な前記地理位置に配置される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　システムであって、
　第１のプラットホームからビデオフレームのストリームを受信し、かつ第２のプラット
ホームから、前記第１のプラットホームから受信するビデオフレームの位置を表す地理位
置データを受信するアンテナと、
　前記地理位置データを前記ビデオフレームのストリームに挿入して、修正ビデオフレー
ムのストリームを生成する第１のプロセッサと、
　前記少なくとも１つの修正ビデオフレーム内の対象物が、前記対象物の地理位置データ
が示す、地形図の対応する地理位置に描画されるように、該少なくとも１つの前記修正ビ
デオフレームを前記地形図の関心領域にスーパインポーズする第２のプロセッサと、
　挿入された前記地理位置データに基づいて、スーパインポーズされた前記修正ビデオフ
レームを含むストリームを出力する出力器とを備え、
　前記地理位置データは、前記第２のプラットホームの位置を示す位置情報と、前記第１
のプラットホームの位置及び前記第２のプラットホームの位置との間の相対的な位置を示
す位置情報から判定される
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　前記アンテナは、リニアテーパアンテナである
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記アンテナは、レーダ信号を受信し、送信するように構成されている
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　ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記修正ビデオフレームを送信する前記出力器と接続されている送信機を更に備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　関連する地理位置データとともに、前記ビデオフレームを記憶するメモリを更に備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第１のプロセッサは、前記地理位置データのインデックスを生成し、検索入力に基
づいて前記地理位置データを検索し、
　前記出力された修正ビデオフレームは、前記検索入力に対応するビデオフレームである
　ことを特徴とする請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記メモリは、更に、前記ビデオフレームそれぞれに関連付けられている時間タグとセ
ンサデータとを記憶し、
　前記第１のプロセッサは、前記地理位置データのインデックスを生成し、検索入力に基
づいて、前記地理位置データ、前記時間タグ及び前記センサデータの少なくともいずれか
を検索し、
　前記出力された修正ビデオフレームは、前記検索入力に対応するビデオフレームである
　ことを特徴とする請求項２４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この非仮出願は、米国特許商標庁に２００３年４月２５日に出願された、米国仮出願番
号６０／４６５，２２７号の優先権を主張するものである。米国仮出願番号６０／４６５
，２２７号は、参照することによって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　　　技術分野
　米国特許第６，３７７，８７５号は、無人航空機（ＵＡＶ：unmanned air vehicle）の
遠隔制御方法を開示している。制御局（６）とＵＡＶ（１）間の無線通信が途絶えること
を考慮して、ＵＡＶ（１）は、事前にプログラムされた安全なルート（３）をファイルし
ている。ＵＡＶが飛行経路（２）を案内されること、つまり、制御局（６）から遠隔制御
されることを必要とするときに、無線通信が中断する時には、遠隔制御局からの動的な介
在なしで、ＵＡＶは搭載装置で計算される代替経路をファイルする。
【０００３】
　米国特許第６，１３０，７０５号は、航空偵察システムを開示していて、これは、自動
的かつ自律的に対象物の観察分解能あるいは視野（resolution or field of view）に適
合するシーンの画像を生成する。一実施形態では、一連の空中偵察カメラ画像から目標の
範囲を自動的に計算するパッシブ（passive）方法が使用される。範囲情報は、フレーム
単位で目標画像を生成するズームレンズの調整を制御するために使用し、この目標画像は
、急激かつ著しい航空機の高度変化が発生するとしても、画像の中心において、所望の、
例えば、一定の範囲での、観察分解能あるいは視野を持っている。画像単位のデジタル相
関は、焦点面での目標物の変位を判定するために使用される。カメラのフレームレートと
、航空機のＩＮＳ／ＧＰＳ情報は、フレーム単位の距離（基準線）を正確に判定するため
に使用される。そして、計算された範囲は、適切な焦点距離にズームレンズサーボ機構を
駆動して、次の画像に対する、所望の観察分解能あるいは視野を生成するために使用され
る。この方法は、航空機の高度及び離間距離（stand off distance）のような範囲以外の
パラメータに基づいて実行されても良い。
【０００４】
　米国特許第６，０５６，２３７号は、ソノチューブ（sonotube）互換無人航空機（ＵＡ
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Ｖ）と、ＵＡＶの発射及び制御用のシステムを開示している。ＵＡＶは、通常は、モジュ
ラーセクションから構成され、これには、機首セクション、ペイロードセクション、翼及
び燃料タンクセクション、及び動力装置セクションを含んでいる。モジュラーセクション
は、均一なロックシーリングリングと関連コンポーネントによるセクションに隣接して接
続されている。本発明は、かなり小さく、人間が携帯でき、弾道的に発射される（ballis
tically launched）、自律的あるいは半自律的制御車両を可能にする装置を構成する。こ
れは、事前にプログラムされた、通信された、あるいは遠隔操作ミッションプログラミン
グで配置されるものである。防災用品、センサ及びアンテナ部品を含む、広い範囲でのペ
イロードパッケージは、飛行中に搬送され、使用され、あるいは配備されても良い。ＵＡ
Ｖは、ビデオ、データ及び音声信号を送信するために装備することができる。人間が持ち
運べる操作は、発射管装置（launch canister apparatus）の使用によって達成される。
発射管は、格納式発射安定脚（retractable launch stabilizing legs）、タービンエン
ジン排気口、及び各種アンテナを備えている。選択的には、発射管装置は、改良型「Ａ」
、「Ｂ」あるいは「Ｃ」ソノチューブ発射管を備える。本発明のシステムも、ポータブル
コマンド、制御、通信、コンピュータ、及びインテリジェンス（Ｃ４Ｉ）制御及び検知解
析コンソールを備えている。このコンソールは、耐久性、耐水性、耐震性を持つことが好
ましく、また、制御及び解析コンピュータ、入力／出力装置、アンテナ、及び車両及びミ
ッション制御用の関連するハードウェア及びソフトウェアを含んでいる。Ｃ４Ｉコンソー
ル及び発射管の少なくとも一方は、携帯用に設計されたバックパックによって搬送されて
も良い。ＵＡＶは、光学あるいは非光学センサを含むことができる。このセンサは、「低
コスト非冷却センサプロトタイプ」（ＬＯＣＵＳＰ）サーマルビジョンシステム、あるい
は、米国のフェアチャイルドシステムによって製造されたロッキードマーチン「ＭＩＣＲ
Ｏ－ＦＬＩＲ」、あるいは米国のライセオン社、あるいはヒュージス　エレクトロ　オプ
ティクス社によって製造されている、典型的な、他の既存のマイクロＦＬＩＲ（前方赤外
線監視装置）システムであっても良い。センサ１３に適合可能な他の光学センサには、デ
イライトビデオ、第４世代の微光テレビジョン（ＬＬＴＶ）、ＩＴＴエレクトロニクスＵ
ＳＡによって開発された、典型的な全光テレビジョン（ＡＬＬＴＶ）ナイトビジョンシス
テムを含んでいる。これらのセンサは、ロッキードマーチンＡＮ／ＡＡＱ－１３／１４Ｌ
ＡＮＴＩＲＮ高精度射撃型システムに適合する従来型の設計のレーザ測距照準システム、
あるいは他の長距離レーザ測距システムを含んでいても良い。
【０００５】
　　　要約
　ビデオフレームを処理し、かつ出力する本例の方法は、ビデオフレームのストリームを
受信すること、地理位置データをビデオフレームに挿入して、修正ビデオフレームデータ
を生成すること、修正ビデオフレームを出力することを含んでいる。
【０００６】
　本例のシステムは、ビデオフレームのストリームを受信するアンテナと、地理位置デー
タをビデオフレームに挿入して、修正ビデオフレームを生成するプロセッサと、修正ビデ
オフレームを出力する出力器とを含んでいる。
【０００７】
　本例のシステムは、少なくとも１つのセンサを含む第１航空機と、少なくとも１つのセ
ンサを含む第２航空機と、通信局と、第１航空機、第２航空機及び通信局のそれぞれでノ
ードを備えるデータリンクとを備える。このデータリンクは、第１航空機から、第２航空
機のノードへデータを搬送する。このデータリンクは、第１及び第２航空機の少なくとも
一方によって生成されるデータを記憶するように構成されているデータ記憶を含み、この
データ記憶は、第２航空機に配置されている。このデータリンクは、通信局から受信され
る命令に基づいて、データ記憶に記憶されているデータを処理し、かつ送信するように構
成されている、第２航空機上の検索エンジンを含み、データは、画像、その画像に関連付
けられている地理位置データ、その画像に関連付けられている時間タグを備える。
【０００８】
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　本例の方法は、リモートユーザからの要求（デマンド）に応じて、そのリモートユーザ
が、その時間と空間でみたいものについての、フルモーションンビデオを検知プラットホ
ームから提供する。リモート位置から、ユーザは、与えられる時間と空間から、あるいは
関連するビデオを呼び出すことができ、また、検索エンジンを使用することで、どんなビ
デオとデータ生成物が、そのリモートユーザに利用可能であるかを判定することができる
。この本例の方法は、ビデオフレームのストリームを受信すること、地理位置データをビ
デオフレームに挿入して、修正ビデオフレームを生成すること、修正ビデオフレームを出
力することを含めることができる。本例のシステムは、ビデオフレームのストリームを受
信するアンテナと、地理位置データをビデオフレームに挿入して、修正ビデオフレームを
生成するプロセッサと、修正ビデオフレームを出力する出力器とを含んでいる。
【０００９】
　　　詳細説明
　本実施形態はビデオオンデマンドについて言及するものであり、より詳しくは、戦術ビ
デオオンデマンドについて言及するものである。図７は、ビデオフレームの処理及び出力
方法の例を示していて、ここでは、第１ブロック７０２で、ビデオフレームのストリーム
を受信し、次のブロック７０４で、地理位置データをビデオフレームに挿入して、修正ビ
デオフレームを生成し、ブロック７０６で、その修正ビデオフレームを出力する。ブロッ
ク７０４での挿入は、例えば、ＴＣＤＬエレクトロニクス（電子機器）２２０、６０５、
５５３によって実行することができる。図７に示されるプロセスは、ビデオフレームの単
一のストリーム及びビデオフレームの複数のストリームの少なくとも一方に関して、ブロ
ック７０４及び７０６を繰り返すことによって繰り返すことができる。
【００１０】
　図８は別の例の方法を示している。第１ブロック８０２で、第１航空機は、ビデオフレ
ームのストリームをキャプチャする。次のブロック８０４で、ビデオフレームのストリー
ムが、第１航空機から受信される。ブロック８０４から、制御は、ブロック８０６に進み
、ここでは、ビデオフレームのストリームが記憶される。ブロック８０６から、制御はブ
ロック８０８に進み、ここでは、第２航空機が、そのビデオフレームのストリームの特定
ビデオフレーム内のシーンの地理位置データと、その特定ビデオフレームに対する時間タ
グを判定する。地理位置データは、例えば、特定ビデオフレーム内のシーンと、第２航空
機間の距離を判定し、第２航空機の方位角、高度、方向及び位置を判定することによって
判定することでき、ここでは、全方位測位衛星（ＧＰＳ）信号が、距離、方位角、高度、
方向及び位置に従って用いられることで、地理位置データを判定する。地理位置データは
、例えば、航空機の実際の慣性空間位置を基準として、かつビデオフレーム内の関心目標
物あるいは対象物の範囲と組み合わされるジンバル（gimbals）／センサ、方位角及び高
度角を使用することによっても、判定することができる。地理位置データは、例えば、ジ
ンバル走査をして、別の航空機の位置とアスペクト角からビデオフレームを形成すること
によっても、判定することができる。
【００１１】
　ブロック８０８から、制御はブロック８１０に進み、ここでは、地理位置データと時間
タグが受信される。ブロック８１０から、制御はブロック８１２に進み、ここでは、地理
位置データと時間タグは、第１及び第２航空機からのセンサデータとともに記憶される。
ここで、センサデータは、特定ビデオフレーム内の対象物（オブジェクト）を識別する。
識別された対象物は、例えば、車両あるいは建物、あるいは他の関心目標物あるいは対象
物であり得る。ブロック８１２から、制御はブロック８１４へ進み、ここでは、地理位置
データと時間タグは、特定ビデオフレームに挿入されて、修正ビデオフレームを生成する
。この挿入は、例えば、ＴＣＤＬ電子機器２２０、６０５、５３３によって実行すること
ができる。地理位置データは、例えば、ビデオフレームの可視領域に挿入することができ
る、あるいはビデオフレームの不可視領域に挿入することができる。
【００１２】
　ブロック８１４から、制御はブロック８１６に進み、ここでは、ビデオフレームのスト
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リームのインデックスが、地理位置データ及び時間タグを使用して生成される。ブロック
８１６から、制御はブロック８１８に進み、ここでは、インデックスが、位置位置データ
及び時間タグの少なくとも一方に基づいて検索される。ブロック８１８から、制御はブロ
ック８２０に進み、ここでは、検索された地理位置データ及び時間タグの少なくとも一方
に関連付けられている、１つ以上の修正ビデオフレームが出力される。例えば、修正ビデ
オフレームは、コンピュータによって生成された関心領域の地形図上に出力することがで
き、そうすることで、修正ビデオフレームと任意の関心目標物あるいは対象物が、表示さ
れた地形図内の適切な地理位置に配置される。ブロック８２０から、制御はブロック８２
２に進み、ここでは、射撃統制レーダシステムに対するコマンドが受信される。ブロック
８２０から、制御はブロック８２４に進み、ここでは、第１航空機へコマンドが送信され
る。
【００１３】
　図７－８に示される方法は、図１－６に示される装置を使用して実現することができる
。図１に示されるように、無人航空機（ＵＡＶ）１１０のような第１航空機は、自身のス
テータス情報、位置情報、センサ及び武器管理情報及び広帯域幅ビデオを、例えば、ヘリ
コプターである、第２航空機１２０へ送信することができる。第２航空機１２０は、制御
情報を送信して、ＵＡＶ１１０を制御することができ、また、第２航空機の位置、及びセ
ンサ及び武器管理情報をＵＡＶ１１０へ送信することができる。
【００１４】
　図２は、第２航空機１２０に搭載することができる電子装置を示している。電子装置は
、航空機インタフェースプロセッサ２１０、戦術共通データリンク（ＴＣＤＬ）電子機器
２２０、ビデオマスメモリ（video mass memory）２３０及びサーボ電子機器２４０を含
んでいる。ＴＣＤＬ電子機器２２０は、航空機１２０の射撃統制レーダ（ＦＣＲ）システ
ムと接続していて、そうすることによって、ＦＣＲコマンドが電子機器装置（ボックス）
によって捕捉され、かつＵＡＶ１１０の制御用にＵＡＶ１１０へ送信される。また、ＴＣ
ＤＬ電子機器２２０は、ビデオマスメモリ２３０に記憶されているビデオのスクリーン上
への出力を可能とし、このスクリーンは、ＦＣＲシステムで従来より採用されている。サ
ーボ電子機器２４０は、ＴＶＯＤTM（戦術ビデオオンデマンド）システムのアンテナを制
御する。
【００１５】
　図３は、本実施形態に従うマスト搭載部品（ＭＭＡ）を示している。詳しくは、ＭＭＡ
（マスト搭載部品）は、従来のＦＣＲ　ＭＭＡを使用して構築することができる。従って
、ダイプレクサ３０５、導波スイッチ３１０及びＴＣＤＬアンテナ３１５は、ＦＣＲ　Ｍ
ＭＡ内のレーダを置換し、かつＴＶＯＤTMシステムに追加する要素である。アンテナ３１
５は、リニアテーパアンテナにすることができる。本実施形態では、アンテナ３１５のサ
イズ、例えば、アンテナ３１５の長さあるいは幅は、ロータリブレード幅あるいはコード
（弦）（chord）よりも大きい。これは、アンテナ３１５に搭載される、回転翼（ロータ
リウイング）プラットホームのロータブレードアーク（rotor blade arc）あるいはロー
タディスクを介して、アンテナの送受信能力を向上することができる。ダイプレクサ３０
５は、密集無線あるいはレーダ周波数（ＲＦ）信号の同時送受信を可能として、スイッチ
３１０は、送信及び受信帯域の切替方法を提供し、ＴＣＤＬアンテナ３１５は、ＲＦエネ
ルギーを、送受信用の狭ビームに集中させる。別の実施形態では、ＦＣＲ　ＭＭＡのよう
なＭＭＡ内のコンポーネントを置換する代わりに、本発明の実施形態を実現するために必
要なコンポーネントを、ＭＭＡから既存のコンポーネントを取り除くことなく、既存のＭ
ＭＡに配置することができる。当業者は、ＭＭＡの任意の互換性のある設計あるいは構成
を使用でき、また、本発明の特定用途に対して設計し、構築できることを認識するであろ
う。
【００１６】
　図３に示さるように、ＴＶＯＤTMサブシステムは、ＭＭＡ電源コントローラ３２０、高
度ジンバル３２５、ディロテータ（自転補正機）３３０、及びレーダ周波数干渉計３３５
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を含むことができ、これらのすべては、ＦＣＲ　ＭＭＡでも同様にある。ＭＭＡ電源コン
トローラは、あらゆる必要な電力と制御信号を提供し、すべてのＭＭＡハードウェアを駆
動することができる。高度ジンバル３２５は、アンテナ及び高度モータを保持し、また、
高度軸の指示を容易にする。ディロテータ３３０は、ヘリコプターロータシステムのコン
ポーネントであり、また、ＭＭＡはディロテータ３３０と繋がっている。レーダ周波数干
渉計３３５は、レーダエミッタ用のベアリングデータ及び分類情報を提供する。
【００１７】
　本発明の実施形態に従えば、ＦＣＲ　ＭＭＡは、ＵＡＶとの通信用に、ＴＣＤＬトラン
シーバ３４０（これは、従来のあるいは民生品（ＣＯＴＳ）コンポーネントとすることが
できる）を含むように変形される。詳しくは、ＴＣＤＬトランシーバ３４０は、送受信用
に変調波形を増幅する。
【００１８】
　図９－１０は、回転翼航空機のメインローダブレードによって、図３のマスト搭載部品
に搭載されるアンテナの減衰例を示していて、ここで、マスト搭載部品はその回転翼航空
機に搭載される。特に、図９は、０％のインデックスで、アンテナビーム上のＡＨ－６４
アパッチヘリコプターのブレードの効果を示していて、また、図１０は、４６％のインデ
クスでの効果を示している。
【００１９】
　図４は、本発明の実施形態に従うビデオオンデマンドを提供する構成例を示している。
図４に示されるように、ビデオ情報を提供する航空機、即ち、航空機４１０は、有人航空
機とすることができる。図２の電子装置と、図３のＭＭＡを従来の航空機に組み込むこと
によって、航空機４１０は、ビデオオンデマンドを別の有人航空機４２０、船舶４３０あ
るいは地上車両４４０に提供することができる。図示はしていないが、オンデマンドビデ
オは、地上局、例えば、建物に提供することもできる。加えて、ビデオオンデマンドを提
供することができる距離を増やすために、図２の電子装置と図３のＭＭＡを備える航空機
４２０は、航空機４２０の送信範囲内ではあるが、航空機４１０の送信範囲内でない場所
にビデオオンデマンドを提供するリレーとして動作することができる。
【００２０】
　図５は、本発明の実施形態に従うシステムの機能ブロック図である。図５では、破線部
５０５内の要素は、単一の航空機、例えば、回転翼プラットホーム１２０、４１０及び４
２０の外及び内の少なくとも一方に配置される。従って、航空機は、ＭＭＡ５０７（図３
に示される）、拡張前方アビオニクスベイ（ＥＦＡＢ：Extended Forward Avionics Bay
）５０９（図２に示される電子装置）、パイロットインタフェース５１１、ＴＡＤＳ電子
表示制御（ＴＥＤＡＣ）５１３、Ｍ－ＴＡＤＳ５１５、無線機５１７、レーダ周波数イン
タフェース（ＲＦＩ）測定ユニット５１９及び共通ロジスティカル環境（ＣＬＯＥ）診断
モジュール５２１を含むことができる。パイロットインタフェース５１１は、第２航空機
、例えば、回転翼プラットホーム上のマンマシンインタフェースである。ＴＥＤＡＣ５１
３は、回転翼プラットホーム上のマンマシンインタフェース用のディスプレイインタフェ
ースである。Ｍ－ＴＡＤＳ５１５は、電気光学センサを含む近代化目標設定指定システム
である。無線機５１７は、プラットホーム間、例えば、航空機間、航空機と地上局間、及
び航空機とＳＡＴＣＯＭ（衛星通信）間、航空機とＪＳＴＡＲＳ（統合目標攻撃監視レー
ダシステム）間の少なくとも１つの間で、音声及び制限されたデータ通信を提供する。Ｒ
ＦＩ測定ユニット５１９は、レーダエミッタ用のベアリングデータ及び分類情報を提供す
る。ＣＬＯＥ診断モジュール５２１は、航空機用のヘルスモニタとして機能する。
【００２１】
　ＭＭＡは、トランシーバ５２３、アンテナ制御モジュール５２５、サーボ５２７、スリ
ップリング５２９を含んでいる。トランシーバ５２３は、送受信用の変調波形を増幅する
。アンテナ制御モジュール５２５は、アンテナを正確に指示することを維持するために必
要なあらゆる信号を発信する。サーバ５２７は、アンテナ安定化を可能にするメカニズム
を提供する。スリップリング５２９は、電気及びＲＦ信号を生成して、継続的に回転する
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メカニカルインタフェースを介して継続性を維持することを可能にする。ＥＦＡＢ電子機
器モジュール５０９は、サーボ制御及びマス記憶ユニット５３１と、ＴＣＤＬ制御及びレ
ーダ周波数電子機器５３３を含んでいる。サーボ制御及びマス記憶ユニット５３１は、ア
ンテナを正確に指示することを維持するために必要なあらゆる計算を実行し、ＭＴＡＤＳ
（近代化目標設定指定システム）及びＵＡＶセンサデータを記憶し、検索するためのイン
タフェース及び方法を提供する。ＴＣＤＬ制御及びＲＦ電子機器５３３は、ビデオ圧縮／
伸張、データ多重／分解、圧縮／伸張及び変調／復調を実行する。加えて、オプションの
オムニアンテナ５３５を、航空機に搭載することで、その航空機を、他の同様の装備の航
空機からのビデオ及び他の情報のリピータとして動作することを可能にする。例えば、ア
ンテナ５３５は、ＴＣＤＬに、地上局に対して、リピータモードで動作することを可能に
する。しかしながら、オムニアンテナ５３５は、リピーティング機能に対してもに使用さ
れ、また、航空機がリピータとして使用されない場合は省略することができるが、このよ
うな航空機は、オムニアンテナを有する別の航空機によって繰り返される、自身のビデオ
及び他の情報を依然として持つことができる。
【００２２】
　図６は、アパッチヘリコプターのようなヘリコプターへの搭載用のＴＶＯＤTMシステム
の例のブロック図である。ＴＣＤＬシステムの従来のコンポーネントは、電子モジュール
６０５及びＴＣＤＬトランシーバ６１０を含んでいる。ＴＣＤＬ電子機器６０５は、ビデ
オ圧縮／伸張、データ多重／分解、圧縮／伸張及び変調／復調を実行する。
【００２３】
　図６に示される航空機の従来の要素は、ジンバル安定化モジュール６１５、ＭＭＡ　Ｐ
Ｓコントローラ６２０、スリップリング／ロータリ６２５、ＩＭＵ（慣性測定ユニット）
６３０、ＭＭＡブラインドメータ６３５、ＲＦＩモジュール６４０、方位角電力増幅器６
４５、方位角モータ６５０、レートモジュール６５５、ダイプレクサ／スイッチ６６０及
び構造体６６５を含んでいる。ジンバル安定化モジュール６１５は、正確にアンテナを指
示することを維持するために必要なあらゆる計算を実行することができる。スリップリン
グ／ロータリジョイント６２５は、電気及びＲＦ信号を生成して、継続的な回転メカニズ
ムインタフェースを介して継続性を維持することを可能にする。ＩＭＵ６３０は、慣性測
定ユニットであり、これは、アンテナ安定化及び制御に必要な加速度及び方向データを提
供する。ＭＭＡブラインドメータ６３５は、自律調整電気コネクタであり、これは、あら
ゆる入力及び出力信号をマスト搭載部品に供給する。ＲＦＩモジュール６４０は、レーダ
エミッタ用のベアリングデータ及び分類情報を提供する。方位角電力増幅器６４５は、ア
ンテナの安定化に必要な信号増幅を行う。方位角モータ６５０は、方位軸内でマスト搭載
アンテナを駆動する。レートモジュール６５５は、アンテナを安定化するために必要なデ
ータを提供するレートセンサである。ダイプレクサ／スイッチ６６０は、密集ＲＦ信号の
同時送受信を可能にし、また、送受信帯域の切替方法を提供する。構造体６６５は、回転
翼環境内で構成されるコンポーネントを覆うことを可能にする複合材料／アルミニウムメ
カニズムである。
【００２４】
　ビデオオンデマンドシステムを実現する既存のハードウェアに対する変形には、航空機
インタフェースモジュール６６７、Ｍ－ＴＤＡＳインタフェース／ビデオメモリモジュー
ル６７０、全方位（オムニ）アンテナ６７５、ＴＣＤＬ高ゲインアンテナ６８０及び高度
モータ／ジンバル６８５を含んでいる。航空機インタフェースモジュール６６７は、ホス
ト航空機と通信するために必要なあらゆる入力及び出力機能を提供する。Ｍ－ＴＡＤＳイ
ンタフェース／ビデオメモリモジュール６７０は、ＭＴＡＤＳ及びＵＡＶセンサデータを
記憶し、検索するためのインタフェース及び方法を提供する。全方位アンテナ６７５は、
制限範囲での３６０度の受信範囲を提供する。高ゲインアンテナ６８０は、ＲＦエネルギ
ーを、送受信用の狭ビームに集中する。ＥＩ（高度）モータ／ジンバル６８５は、高度軸
でアンテナを駆動する。
【００２５】
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　本発明の実施形態に従えば、マスビデオ記憶メモリ（例えば、ブロック５３１）は、ビ
デオフレームのストリームと、そのビデオフレームのそれぞれに関連するデータを記憶す
る。この関連するデータには、地理位置データ、時間タグ、及びマスビデオ記憶メモリを
搬送する車両上のセンサ及びビデオフレームのストリームをキャプチャする車両上のセン
サの少なくとも一方からのセンサデータを含めることができる。従来のインデックス及び
検索技術に従って、この関連するデータは、記憶されたビデオフレームに対してインデッ
クスを付与することで、検索パラメータとしてその関連するデータを使用して、ビデオフ
レームの検索を可能にする。従って、マスビデオ記憶メモリへのアクセスを持っている、
地上ユニット、別の航空機あるいは水上ユニット（例えば、高帯域幅データリンク、例え
ば、電子、無線あるいは光データリンクを介する）は、特定ビデオフレーム、特定の地理
位置に対するフルモーションビデオフレームの、１つの以上の拡張ストリームあるいはセ
ット、及び過去から現在の目標画像のページの少なくとも１つを選択し、検索することが
できる。加えて、ビデオフレームがマスビデオ記憶メモリから検索され、ビデオフレーム
の要求先へ送信される場合には、関連するデータをビデオフレームに挿入することができ
、これによって、要求先が、ビデオ及び関連するデータの両方を同時に見ることを可能に
する。
【００２６】
　本発明の実施形態は、他の複数の電子及びソフトウェア技術と、送信、記憶、配信及び
センサデータを演算する機能とを組み合わせた、標準化戦術共通データリンク（ＴＣＤＬ
）ハードウェア及び波形（群）を使用することができる、システム及び方法を提供する。
もちろん、他の通信プロトコル及びハードウェアを、本発明の様々な実施形態を実現する
ために使用することができ、これらは、本明細書で説明される様々な機能及び能力を提供
することができる。このセンサデータには、スーパーインポーズされる他の特徴データと
地理位置とを有する高解像度デジタルビデオのストリーミングを含んでいる。これは、航
空偵察、射撃統制ネットワーク集中制御（network-centric weapon fire control）に対
して有効な固有の能力群を提供する。例示の方法は、ビデオフレームのストリームの受信
、修正ビデオフレームを生成するための地理位置データのビデオフレームへの挿入、修正
ビデオフレームの出力を含んでいる。
【００２７】
　実施形態に従えば、ヘリコプタープラットホームの電子光学照準システムからの地理位
置データは、ＴＶＯＤTMアーキテクチャの一部とする以下の方法で生成することができる
：航空機の実際の慣性空間位置は、基準として使用することができ、また、関心目標物の
範囲に組み込まれるジンバル／センサ方位角及び高度角は、計算の基礎を生成して、遠隔
にある関心目標物の慣性空間内の位置を高精度に判定することができる。これらの計算は
、オペレータの選択によって繰り返し実行することで、必要とされるできる限り多くのビ
デオフレームに地理位置データを追加することができる。異なる航空機の位置及びアスペ
クト角から画像を生成するジンバル走査は、ＴＶＯＤTMシステム内の地理位置データを計
算する別の方法を生成することができる。照準システムは、例えば、近代化目標設定指定
システム（Ｍ－ＴＡＤＳ）あるいは他の電子光学画像検知システムを含めることができる
、あるいはこれらを介して実現することができる。
【００２８】
　コンポジットビデオ（例えば、地理位置データを含むように修正されたビデオフレーム
を含むビデオフレームのストリーム）は、選択的に、関心領域のコンピュータ生成地形図
上にスーパーインポーズすることができる、そのようにして、画像及びその関心目標物が
、表示される地形図内の正確な地理位置上で描画される。
【００２９】
　本明細書で説明される実施形態及び方法は、いくつかの利点を与えるものである。例え
ば、回転翼プラットホームの通信能力は、地上及び航空用トランシーバを用いる、高大域
幅通信まで適応することに向上していて、これには、例えば、空中間及び空中と地上間の
少なくとも一方でのビデオストリーミングが含まれている。そして、そうすることによっ
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て、回転翼プラットホームは、ネットワーク集中型バトルフィールド（battlefield）内
のデータソースとして効果的に動作することができる。回転翼プラットホームに対して、
送受信される情報には、地理位置データと時間タグを有する画像を含むことができ、これ
らは、連続ストリーム、あるいは離散要素あるいはブロックで送信することができ、かつ
リアルタイムあるいは時間遅延を持たせて送信することができる。画像は、１つ以上のビ
デオ／テレビ画像、赤外線画像、レーダ画像、あるいは、ＵＡＶから受信されるセンサデ
ータに基づいて生成される、あるいは回転翼プラットホームによって直接キャプチャされ
る他の任意の画像が含まれる。画像は、人工あるいは合成画像が含まれる。この画像は、
一種のセンサからのデータに基づいて、回転翼プラットホーム上のプロセッサによって生
成される。あるいは、この画像は、回転翼プラットホーム、回転翼プラットホーム上のセ
ンサ、図４に示されるソース４２０、４３０、４４０のような、空中あるいは地上のソー
ス、及び建物のような地上局の少なくともいずれかと通信する１つ以上のＵＡＶから受信
される様々な種類のセンサからのデータに基づいて、回転翼プラットホーム上のプロセッ
サによって生成される。プロセッサは、例えば、ＴＣＤＬ電子機器２２０、５３３、６０
５内に配置することができる。
【００３０】
　本例は、リモートＵＡＶあるいは航空機搭センサから発する時間及び地理位置のタグが
付加された画像のリモートビデオ及びデータ検索を可能にする、双方向データリンクを使
用すること、また、地上端末あるいは他の航空機端末のどちらかに搭載することができる
標準的なグラフィックユーザインタフェースを使用することを含んでいる。データリンク
のノードは、例えば、航空機１１０、１２０、４１０、４２０及び通信局４３０、４４０
に搭載することができる。本方法は、センナの位置、角度、内部設定（視野、モード、ゲ
イン、レベル等）を含むアノテーションデータに従う、圧縮ビデオデータの記憶を開始す
ることができる。また、このデータは、センサに関連する信号プロセッサ、例えば、セン
サによって出力される信号（例えば、原信号）を処理する信号プロセッサからの情報を含
むことができ、また、ホストプラットホームからの情報を含むことができ、また、目標物
検出トラックファイル、航空機ペイロードステータス及び特定ミッションの詳細のような
、他のセンサからの情報を含むことができる。信号プロセッサは、センサに、あるいはセ
ンサから離して配置することができる。双方向データリンクは、ユーザから、ＴＶＯＤソ
フトウェアを実行するプロセッサへ、検索コマンドを搬送するために使用することができ
る。ＴＶＯＤソフトウェアは、例えば、電子機器２２０、プロセッサ２１０、電子機器５
３３、及びデータリンクの１つ以上のノードに配置される１つ以上のプロセッサあるいは
コンピュータの少なくとも１つ以上を介して実現することができる。データリンクの１つ
以上のノードに配置されるプロセッサあるいはコンピュータ上で動作するソフトウェア、
例えば、航空機１２０、４１０上で動作するＴＶＯＤソフトウェアは、検索コマンドを解
釈する検索エンジンとして動作することができ、かつ圧縮ビデオに付随するデータセット
上の検索コマンドに従って検索を実行することができる。検索条件が満足すると、ソフト
ウェアは、双方向データリンクを介してキューイング（cueing）情報をユーザに送信する
。つまり、ＴＶＯＤソフトウェアは、検索エンジン能力及び機能を含むことができる。キ
ューイング情報を用いることで、ユーザは、ディスプレイ用の双方向データリンクを介し
て、圧縮ビデオ及びデータ、例えば、検索によって配置されるあるいは識別されるデータ
の送信の開始を、ＴＶＯＤソフトウェアに指示することが可能になる。
【００３１】
　本例の方法は、データリンク内に、記憶媒体あるいはデータ記憶を組み込み、関連する
地理位置及び時間タグデジタルデータに従う、すべてのセンサビデオ及びデータを記録す
ることを含んでいる。記憶媒体及び検索エンジンは、１つ以上のＵＡＶ、航空機あるいは
地上局データリンクに配置することができ、これらには、例えば、１つ以上の航空機１１
０、１２０、４１０、４２０を含むデータリンクのノード及び通信局４３０、４４０上の
データリンクのノードがある。この構成あるいは処理は、自身のミッションを実行するた
めのＵＡＶ制御及びビデオ送信データリンク（これは、航空機１１０、１２０、４１０、
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４２０上のノードを有するデータリンクの一部とすることができる）のために、デジタル
圧縮ビデオ及び関連データ生成物がリンク上で利用可能とならなければならないという事
実を利用している。リンクあるいはそのリンクのノードにデータ記憶あるいは記憶媒体を
配置することは、リンクに容易にアクセス可能な記憶されたデータを作り出し、また、リ
モートデータユーザに、例えば、航空機４２０あるいは通信局４３０、４４０に存在する
ユーザで、かつ／あるいはこれらの位置の１つにあるノードを介してデータリンクにアク
セスするユーザに、他の重要な航空機処理と対話することなく、あるいは干渉することな
く記憶された生成物にアクセスすることを可能にする。ここで、航空機処理の例には、航
空機４１０、１２０及び１１０の少なくともいずれかの飛行制御、武器制御及びセンサ制
御がある。具体的には、データリンク（例えば、航空機１２０、４１０上の）内にデータ
記憶媒体を配置することは、ビデオオンデマンド機能に、航空機の任務飛行プログラムに
有害な影響が発生しないことを可能にする。データ記憶は、例えば、ビデオマスメモリ２
３０、モジュール５３１を含めることができ、また／あるいは、データリンクのノード、
例えば、航空機１１０、１２０、４１０、４２０及び通信局４３０、４４０の少なくとも
いずれかに様々に配置される１つ以上の個別あるいは分散記憶装置を含めることができる
。
【００３２】
　本例のデータ検索の方法は、プログラムの使用を含めることができ、これには、例えば
、データリンク上にあり、そのデータリンクのノードの１つで動作するプログラム、ある
いはデータリンクの複数のノード間で分散された構成で動作するプログラムがあり、これ
は、既存の地上局と互換性のあるグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）を生成す
る、あるいは、地上局で実現されるＧＵＩと互換性のあるあるいは有用となる情報を提供
する。ＧＵＩは、例えば、これらの地上局でのデータリンクのノードで実現することがで
きる、あるいはデータリンクのノードと通信する、コンピュータあるいは通信システム上
で実現することができる。ＧＵＩは、例えば、コントロール及び画像を含むディスプレイ
によって形成することができる。ユーザ操作あるいはユーザ対話入力デバイスには、例え
ば、ポインティングデバイス、マウス、キーボード、ジョイスティック、マイクロフォン
、光学センサあるいは他のデバイスの１つ以上が含まれ、これらは、ユーザからの入力あ
るいはコマンド（例えば、音声、移動、圧力／力、光あるいはユーザからの他の入力のい
ずれか１つ以上の形式で）を受信するものである。また、これらは、ユーザの位置、例え
ば、ＵＡＶ制御地上局で、ユーザに、ディスプレイ上に示されるコントロールを作動させ
て、画像を操作することを可能にするために提供することができる。例えば、ＧＵＩ画像
は圧縮し、データリンクを使用して、別の局あるいはエンティティ、例えば、地上局に送
信することができる。局は、受信したＧＵＩ画像を自動的に伸張して、それをユーザに表
示することができる。ユーザは、受信したＧＵＩ画像に応じて、入力デバイスを操作し、
ビデオ及びデータ生成物を選択し、レビューしたりダウンロードすることができる。
【００３３】
　データリンクの１つ以上のリンクにおけるデータリンクに、記憶媒体を組み込むことは
、ビデオ及びデータ生成物の非リアルタイムリレーを容易することができる。例えば、シ
ングル双方向データリンクは、時間位相技術を使用することで、デュアル双方向データリ
ンクの機能を実行することができる。機体の重さとコストを節約しながら、リレー機能を
発生させることを可能にする。
【００３４】
　本実施形態では、検出された目標物の地理位置の精度は、フレーム間の統合とセンサ融
合、即ち、異なるセンサの出力の統合あるいは融合、及び異なる種類のセンサの出力の統
合あるいは融合の少なくとも一方を介して改善することができ、これにより、画像データ
、画像データに関連する地理位置データ及び時間タグの１つ以上の（具体的なあるいは総
合的な）品質を改善する。複数フレームのビデオ及び他のセンサ目標物検出レポートは、
収集され、例えば、データ記憶要素２３０、５３１及び本明細書で説明されるデータ記憶
モジュールあるいはシステムの少なくともいずれかに記憶することができ、また、データ
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記憶とするデータリンクの同一のノードで、あるいは異なるノード（群）に配置されるコ
ンピュータあるいはプロセッサによって、アルゴリズムをそのデータについて実行するこ
とができる。具体的には、複数のフレームからの検出、あるいは異なるフレームで検出さ
れる目標物は、アルゴリズムを使用して、関係付けられ、かつ解析あるいは処理されて、
対象の位置（群）、例えば、目標物画像の中心を判定するあるいは改善することができ、
これに加えて、目標物（群）に関連する不確定領域を判定することができる。与えられる
目標物に対してより多くのデータが収集されると、不確定領域のサイズを削減することが
でき、これによって、検出位置がより正確になる。ＴＶＯＤシステムは、双方向データリ
ンクを使用して、目標物検出レポートをユーザに渡すことで、そのレポートを、例えば、
マルチフレーム処理によって生成される、より正確な地理位置データに付随させることが
できる。
【００３５】
　本実施形態では、リニアテーパアンテナは、回転翼プラットホーム上のＴＣＤＬアンテ
ナとして使用され、ヘリコプタブレードオブスキュレーション（helicopter blade obscu
ration）中に、マイクロ波継続波（ＣＷ）動作を可能とする。これは、ロータブレードが
部分的にアンテナを覆い隠す場合のデータの損失を招くことなく、ヘリコプター環境内の
マイクロ波（Ｘ帯域以上）周波数データリンクシステムの使用を可能にする。典型的なパ
ラボラマイクロ波アンテナは、ほとんどのＲＦ（無線周波数）エネルギーをビームの中心
に集約するテーパを持っている。このような典型的なアンテナは、ヘリコプターブレード
を覆い隠すサイズよりもかなり大きくしなければならないであろう。リニアテーパ状に設
計されたアンテナは、アンテナの表面に渡って均一にＲＦエネルギーを分散する。ヘリコ
プター環境内あるいはヘリコプター上で使用される場合には、ヘリコプターのロータブレ
ードコード（翼弦）の２倍のサイズの開口を有するリニアテーパアンテナで、信号強度を
３ｄｂ損失するだけで、データリンクを維持することができる。つまり、アンテナ３１５
は、リニアテーパアンテナを使用して実現することができる。
【００３６】
　本実施形態に従えば、システムを介して流れるデータに対する圧縮モード、例えば、デ
ータリンク（例えば、回転翼プラットホーム間、航空機から地上通信局への少なくとも一
方）を介して流れるセンサデータに対する圧縮モードを、ユーザのコントロール入力に基
づいて画像の品質に対するイメージレイテンシー（image latency）とトレードするため
に、自動的に選択することができる。圧縮は、例えば、航空機からの送信前、及びデータ
記憶前の少なくとも一方の前に発生する。コントロール入力は、例えば、ユーザから、セ
ンサパッケージあるいはペイロードへのコマンドとすることができ、これは、センサが検
知しているあるいは調査している環境について、及びペイロードが搭載されているあるい
は搬送されているＵＡＶあるいは回転翼プラットホームのようなプラットホームについて
の少なくとも一方についてのセンサの方向に影響を及ぼす。例えば、ペイロード、及びそ
のペイロードが搬送されるプラットホームの少なくとも一方は、ペイロードが検知してい
るあるいは測定している環境についてのペイロードの急旋回を必要とするコマンドを受信
することができる。この急旋回は、ビデオフレーム間で劇的な画像変化をもたらし、この
状況では、低レイテンシー圧縮技術を選択することができる。例えば、次のビデオフレー
ムにおいて低レイテンシー圧縮を開始することによって、受信したコマンドが急旋回を発
生する、あるいは発生させようとしていると判定した後に、データリンクは、低レイテン
シーモードでビデオを圧縮することができる。データリンクは、また、メッセージあるい
は情報を送信して、ユーザあるいはユーザのデータリンクに、例えば、データストリーム
内の制御ビットで、低レイテンシーＣＯＤＥＣが、ユーザに送信される圧縮データのビデ
オ伸張用に使用されるべきであることを通知する。わずかな旋回あるいは無旋回のコマン
ドが指示されている場合、あるいはペイロードが、目標物を自動的に追跡することを指示
されている場合、高品位画像圧縮技術を自動的に選択することができる。高品位画像圧縮
技術の選択においては、ビデオの次のフレームから、データリンクは、高品質モードでビ
デオを圧縮する。データリンクは、ユーザのデータリンクに、高品質モードＣＯＤＥＣが
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ビデオ伸張用に使用されるべきことを、例えば、データストリーム内の制御ビットを介し
て通知する。高くも低くもない中間の、指示された旋回レートに対しては、最適なビデオ
圧縮技術を自動的に選択し、上述と同様の方法で使用することができる。この方法は、高
品位ビデオ圧縮技術の使用と調和するあるいは釣り合うことができる。この高品位ビデオ
圧縮技術は、低レイテンシー技術を用いるビデオ補間を向上する。この低レイテンシー技
術は、コントローラとペイロード間のマンマシンインタフェースを最適化する。圧縮及び
伸張は、例えば、図１、２及び４で示される航空機及び通信局上のデータリンクのノード
内に配置されるコンピュータあるいはプロセッサによって実行することができる、また、
あるいは、例えば、データリンクノードで提供される、電子機器２２０、５３０及び他の
プロセッサあるいはコンピュータの少なくともいずれかによって実行することができる。
【００３７】
　本発明の実施形態に従えば、空間的に隣接するビデオフレームを一緒に結び付ける（st
itching）ことができる、フレーム単位の画像強調を実行することができる、また、武器
発射（weapon firing）データ、受動的なＲＦデータ及びレーダ検知データのような複数
のソースからのデータは、融合してあるいは統合して、そのデータの品質及び有用性の少
なくとも一方を向上させることができる。これは、記憶媒体上のデータリンク内に複数の
ビデオフレーム及びデータを最初に記憶することによって達成することができる。この記
憶媒体は、例えば、ユニット５３１内のマス記憶あるいはビデオマスメモリ２３０、及び
データリンク内の別のデータ記憶の少なくとも一方がある。記憶されたビデオフレームと
データは、センサの視野方向から、各画素の空間位置を判定するために処理することがで
きる。ビデオフレーム群は結び付けられ、また、同一空間位置を占める画素群はマージさ
れる。画像処理アルゴリズムは、画像の歪みあるいは画像内の歪みを最小化するために使
用される。記憶された目標物データと他の航空機データ（on-aircraft）及び航空機以外
（off-aircraft）のデータは融合あるいは統合され、かつシンボル的なオーバレイを生成
するために使用される。これには、例えば、様々な形状あるいは色、テキストラベル及び
その他のものを有するシンボルあるいはアイコンがある。これらは、ビデオフレームの画
像上にオーバレイして、ユーザが観察するビデオフレーム及びそのマシーン解析コンテン
ツのビデオフレームの少なくとも一方に追加の情報を提供することができる。これらの処
理は、データリンクの末端、例えば、ＵＡＶあるいは回転翼プラットホームの類のセンサ
の位置で、ＵＡＶと他の空中、地上あるいは水中局と通信する回転翼プラットホームの類
の中間位置で、あるいは、最終位置、例えば、データリンクを制御するあるいはそのデー
タリンクから情報を受信するユーザが存在する位置のいずれかの位置で実行することがで
きる。
【００３８】
　本例の方法は、データリンクトランシーバと、対応するモジュレータ／デモジュレータ
を使用して、マルチモードレーダ機能を実行することを含んでいて、これには、例えば、
航空機１２０、４１０上で、かつアンテナ３１５に接続されているトランシーバがある。
回転翼プラットホーム上では、このレーダモードは、ロータブレードを介して動作するこ
とができる。このレーダモードは、データリンクにソフトウェア機能を追加することによ
って達成され、これにより、自身で波形ジェネレータを実現して、レーダ波形を生成する
ことができる。データリンクのデジタル受信機は、再プログラムされることで、レーダ反
射を受信して処理し、これは、移動目標物の検出及び分類と、地形及び障害物の検出と、
合成開口レーダ画像の生成を可能にする。データリンクのＲＦセクションを変形あるいは
構成することで、全二重データリンクモード及びレーダモードの少なくとも一方の選択を
可能にする。この全二重データリンクモードでは、送信及び受信周波数が意図的に異なっ
ていて、また、このレーダモードでは、送信及び受信周波数は同一であることが必要とさ
れる。
【００３９】
　当業者には、本明細書で説明されるデータリンク（群）は、あらゆるトランシーバ、コ
ンピュータ、マイクロプロセッサ、電子コンポーネント、デバイスあるいはサブシステム
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、アンテナ及びソフトウェア等、本明細書で説明されるデータリンクの機能を実行するた
めに必要なものあるいは好ましいものを含むことができ、また、様々に配置することがで
き、また、独立して、協働して、分散形式で、あるいはそれらの任意の組み合わせで動作
できることを理解するであろう。加えて、本発明の様々な実施形態及び方法は、本発明と
整合性がとれる、任意の通信、データ解析及びデータ処理技術（圧縮、伸張、暗号化、解
読、結び付け（stitching）等）とともに実現することができる。
【００４０】
　本発明は、その精神あるいは本質的な特徴から逸脱しない、他の特定の形式で実施する
ことができる。また、本発明は、本明細書で説明される特定の実施形態に制限されるもの
ではない。本例で開示する実施形態は、例示であり、限定するものではない。この範囲は
、上述の記載ではなく、むしろ添付の請求項によって示されるものであり、それの意味の
範囲内のあらゆる変更及び、それの範囲及び等価なものが、本発明に包含されることを意
図するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】無人航空機と回転翼航空機を含む構成例を示す図である。
【図２】図１の構成に使用することができる電子機器ボックスを示す図である。
【図３】図１に示される構成例の回転翼航空機上で使用するのに適しているマスト搭載部
品（ＭＭＡ）を示す図である。
【図４】図１の回転翼航空機と通信する追加のエンティティを含む構成例を示す図である
。
【図５】本例のシステムのブロック図である。
【図６】図１の回転翼航空機のシステム例のブロック図である。
【図７】本例の方法に従うフロー図である。
【図８】本例の方法に従うフロー図である。
【図９】マスト搭載部品が搭載されている回転翼航空機のメインロータブレードによって
、図３のマスト搭載部品に搭載されるアンテナの減衰例を示す図である。
【図１０】マスト搭載部品が搭載されている回転翼航空機のメインロータブレードによっ
て、図３のマスト搭載部品に搭載されるアンテナの減衰例を示す図である。
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