
JP 5200010 B2 2013.5.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操舵ディフレクタ及び逆ダクトを備えるとともに、同時に又は個別に動作可能な２又は
それ以上のウォータージェットユニットを主推進システムとして有する海洋船舶のための
動的制御システムであって、該動的制御システムは、動的制御モードにある場合、船舶の
位置又は速度を維持するためのものであるとともに、
　船舶の位置又は速度、或いは船舶の位置偏差又は速度偏差を示すための位置又は速度イ
ンジケータと、
　船舶の船首方位又はヨーレート、或いは船舶の船首方位偏差又はヨーレート偏差を示す
ための方位インジケータ手段と、
　前記動的制御モードの有効時に、前記ウォータージェットユニットの前記操舵ディフレ
クタ及び逆ダクトの動作を制御して、前記船舶の位置及び船首方位を実質的に維持し、或
いは前記ウォータージェットユニットの動作を制御して、船舶の速度及びヨーレートを実
質的に維持するためのコントローラと、
を備えることを特徴とする動的制御システム。
【請求項２】
　操舵ディフレクタ及び逆ダクトを備えるとともに、同時に又は個別に動作可能な２又は
それ以上のウォータージェットユニットを主推進システムとして有する海洋船舶のための
動的制御システムであって、該動的制御システムは、動的位置制御モードにある場合、船
舶の位置を維持し、動的速度制御モードにある場合、船舶の速度を維持するためのもので



(2) JP 5200010 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

あるとともに、
　船舶の位置及び速度、或いは船舶の位置偏差又は速度偏差を示すための位置及び速度イ
ンジケータ、或いは船舶の位置と速度との両方を示すための複合インジケータと、
　船舶の船首方位又はヨーレート、或いは船舶の船首方位又はヨーレート偏差を示すため
の船首方位インジケータ手段と、
　前記動的位置制御モードの有効時に、前記操舵ディフレクタ及び逆ダクトの動作を制御
して、前記船舶の位置及び船首方位を実質的に維持し、或いは、前記動的速度制御モード
の有効時に、前記ウォータージェットユニットの動作を制御して、速度及びヨーレートを
実質的に維持するためのコントローラと、
を備えることを特徴とする動的制御システム。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記動的制御モードの有効時に、前記ウォータージェットユニッ
トのエンジン推力を制御可能に変更するようにされた、
ことを特徴とする請求項１に記載の動的制御システム。
【請求項４】
　前記動的制御モードを有効にするとともに、指示された船舶の位置又は速度、及び指示
された船舶の船首方位又はヨーレートを設定するための入力手段を備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の船舶のための動的制御システム。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記動的制御モードの有効時に、指示された船舶の位置又は速度
に対する位置偏差又は速度偏差、及び指示された船舶の船首方位又はヨーレートに対する
船首方位偏差又はヨーレート偏差をモニタするとともに、前記ウォータージェットユニッ
トの前記動作を制御して、位置誤差又は船首方位誤差、速度誤差又はヨーレート誤差を最
小限に抑えるようにされた、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項６】
　前記船舶の現在の位置又は速度及び現在の船首方位又はヨーレートを、指示された船舶
の位置又は速度及び指示された船舶の船首方位又はヨーレートとして設定できるようにす
る入力手段を備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項７】
　現在の船舶の位置又は速度及び現在の船首方位又はヨーレートとは異なる位置又は速度
及び船首方位又はヨーレートを、指示された船舶の位置又は速度及び指示された船舶の船
首方位又はヨーレートとして設定できるようにする前記入力手段を備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項８】
　前記動的制御モードの有効期間中に、船舶の位置及び船首方位又はヨーレートを制御す
るためのユーザ操作される制御装置を介して、指示された船舶の位置又は速度及び指示さ
れた船舶の船首方位又はヨーレートを変更することができる、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項９】
　前記動的制御モードの有効期間中に、操縦桿、操舵輪、及び／又は（単複の）スロット
ルレバーを介して、指示された船舶の位置、速度、船首方位、又はヨーレートのうちの任
意の１又はそれ以上を変更することができる、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１０】
　船舶の絶対地上位置を示すための位置インジケータを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１１】
　船舶の絶対地上速度を示すための速度インジケータを含む、
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ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１２】
　前記位置又は速度インジケータは、衛星ベースの測位システムを介して位置又は速度を
示す、
ことを特徴とする請求項１０に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１３】
　指示された船舶の基準位置に対する船舶の位置偏差を示すことにより相対位置を示すた
めの位置インジケータを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１４】
　指示された船舶の基準速度に対する船舶の速度偏差を示すことにより相対速度を示すた
めの速度インジケータを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１５】
　相対速度インジケータとして加速度計を含む、
ことを特徴とする請求項１４に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１６】
　相対位置インジケータとして複数の加速度計を含む、
ことを特徴とする請求項１３に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１７】
　前記位置又は速度インジケータは、別の静止物体に対する船舶の位置又は速度を示す、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１８】
　前記位置又は速度インジケータは、別の移動物体に対する船舶の位置又は速度を示す、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項１９】
　前記位置又は速度インジケータは、レーダー、音波、又はレーザー距離測定システムを
介して、別の静止又は移動物体に対する船舶の位置又は速度を示す、
ことを特徴とする請求項１７に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２０】
　絶対船首方位を示すための前記船首方位インジケータを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２１】
　絶対船首方位インジケータとしてコンパスを含む、
ことを特徴とする請求項２０に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２２】
　指示された船首方位に対する船首方位の変化を示すためのセンサを含む、
ことを特徴とする請求項１９及び請求項２０に記載の海洋船舶のための動的制御システム
。
【請求項２３】
　相対船首方位を示すための船首方位インジケータを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２４】
　前記船首方位インジケータはヨーレートセンサを備える、
ことを特徴とする請求項２３に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２５】
　前記ヨーレートセンサは、絶対ヨーレート、又は指示されたヨーレートに対するヨーレ
ートの変化のいずれかを示す、
ことを特徴とする請求項２４に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２６】
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　前記コントローラは、前記ウォータージェットユニットの前記エンジンスロットル及び
操舵ディフレクタ並びに逆ダクトを制御可能に作動させるようにされた、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２７】
　前記コントローラは、前記ウォータージェットユニットの前記操舵ディフレクタを同時
に作動させ、前記逆ダクトを同時に又は個別に作動させるようにされた、
ことを特徴とする請求項１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項２８】
　操舵ディフレクタ及び逆ダクトを含むとともに、同時に又は個別に動作可能な２又はそ
れ以上のウォータージェットユニットを主推進システムとして有する海洋船舶のための動
的制御システムであって、該動的制御システムは、動的位置制御モードにある場合、少な
くとも船舶の位置を維持するためのものであるとともに、
　衛星ベースの測位システムを介して船舶の位置偏差を示すための位置インジケータと、
　船舶の船首方位偏差を示すためのコンパス及びヨーレートセンサと、
　前記動的制御モードの有効時に、前記ウォータージェットユニットの少なくとも操舵デ
ィフレクタと逆ダクトとの動作を制御して、前記船舶の位置及び船首方位を実質的に維持
するためのコントローラと、
を備えることを特徴とする動的制御システム。
【請求項２９】
　操舵ディフレクタ及び逆ダクトを備えるとともに、同時に又は個別に動作可能な２又は
それ以上のウォータージェットユニットを主推進システムとして有する海洋船舶のための
動的制御システムであって、該動的制御システムは、動的位置モードにある場合、少なく
とも船舶の位置を維持するためのものであるとともに、
　船舶の位置偏差を示すようにされた加速度計と、
　船舶の船首方位偏差を示すようにされたヨーレートセンサと、
　前記動的制御モードの有効時に、前記ウォータージェットユニットの少なくとも操舵デ
ィフレクタと逆ダクトとの動作を制御して、前記船舶の位置及び船首方位を実質的に維持
するためのコントローラと、
を備えることを特徴とする動的制御システム。
【請求項３０】
　操舵ディフレクタ及び逆ダクトを備え、同時に又は個別に動作可能な船舶の主推進シス
テムである２又はそれ以上のウォータージェットユニットにより推進される海洋船舶を動
的に制御するための、コンピュータに実行される方法であって、
　（ａ）指示された船舶の位置又は速度及び指示された船舶の船首方位又はヨーレートを
判断するステップと、
　（ｂ）位置又は速度判断手段を使用して、現在の船舶の位置又は速度を判断するステッ
プと、
　（ｃ）船首方位又はヨーレート判断手段を使用して、現在の船舶の船首方位又はヨーレ
ートを判断するステップと、
　（ｄ）前記ウォータージェットユニットの少なくとも前記操舵ディフレクタと逆ダクト
とを制御して、前記指示された船舶の位置及び船首方位を実質的に維持し、或いは前記ウ
ォータージェットユニットを制御して、指示された速度及びヨーレートを実質的に維持す
るステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３１】
　（ａ）指示された船舶の位置又は速度及び指示された船舶の船首方位又はヨーレートを
受け取るステップと、
　（ｂ）前記指示された船舶の位置又は速度と現在の船舶の位置又は速度との間の差分に
基づいて、位置誤差又は速度誤差を算出するステップと、
　（ｃ）前記指示された船舶の船首方位又はヨーレートと現在の船舶の船首方位又はヨー
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レートとの間の差分に基づいて、船首方位誤差又はヨーレート誤差を算出するステップと
、
　（ｄ）前記ウォータージェットユニットを制御して、前記位置誤差及び／又は船首方位
誤差、又は速度誤差及び／又はヨーレート誤差を最小限に抑えるステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項３０に記載の海洋船舶を動的に制御する方法。
【請求項３２】
　主推進システムとして２又はそれ以上のウォータージェットユニットを有する海洋船舶
のための動的制御システムであって、該システムは、動的制御モードにある場合、船舶の
加速度及び／又は減速度を制御するとともに、
　船舶の加速度及び／又は減速度又は船舶の加速度偏差及び／又は減速度偏差を示すため
の加速度インジケータと、
　船舶の船首方位又はヨーレート、或いは船舶の船首方位偏差又はヨーレート偏差を示す
ための船首方位インジケータ手段と、
　前記動的制御モードの有効時に、前記ウォータージェットユニットの動作を制御して、
前記船舶の加速度及び／又は減速度、及び船舶の船首方位又はヨーレートを実質的に維持
するためのコントローラと、
を備えることを特徴とする動的制御システム。
【請求項３３】
　前記コントローラは、前記動的制御モードの有効時に、指示された船舶の加速度及び／
又は減速度に対する加速度偏差及び／又は減速度偏差、及び指示された船舶の船首方位又
はヨーレートに対する船首方位偏差又はヨーレート偏差をモニタするとともに、前記ウォ
ータージェットユニットの前記動作を制御して、加速度誤差及び／又は減速度誤差、及び
船首方位誤差又はヨーレート誤差を最小限に抑えるようにされた、
ことを特徴とする請求項３２に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項３４】
　前記位置又は速度インジケータは、衛星ベースの測位システムを介して位置又は速度を
示す、
ことを特徴とする請求項１１に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【請求項３５】
　前記位置又は速度インジケータは、レーダー、音波、又はレーザー距離測定システムを
介して、別の静止又は移動物体に対する船舶の位置又は速度を示す、
ことを特徴とする請求項１８に記載の海洋船舶のための動的制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウォータージェット推進式の海洋船舶の制御に関し、特に、以下に限定され
るわけではないが、マルチウォータージェット式海洋船舶の動的制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に動的ポジショニングとは、係留又は投錨することなく、船舶を固定した場所に
維持する自動化された方法のことを意味する。現在、掘削船などの大型船舶において動的
ポジショニングを採用するシステムを利用することができる。通常、深海域において、海
底の固定点の上方で船舶をしばしば長期間静止維持させるためにこれらのシステムが使用
される。これらのシステムは複雑であり、通常、複数の目的が与えられた降下式方位スラ
スタを利用する。
【０００３】
　米国特許第５，４９１，６３６号に、トローリングモータなどの可動船首スラスタを利
用して、選択した基準点に船を動的に維持する動的ポジショニングシステムが開示されて
いる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，４９１，６３６号広報
【特許文献２】国際特許出願ＰＣＴ／ＮＺ２００５／０００３１９号広報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、ウォータージェット推進式の海洋船舶に動的ポジショニング及び動的
速度制御のいずれか又は両方を実現するシステム及び方法、及び／又は少なくとも有益な
選択を公衆に提供するシステム及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の態様では、本発明は、動的制御モードにある場合、主推進システムとして２又は
それ以上のウォータージェットユニットを有する海洋船舶のための、船舶の位置又は速度
を維持するための動的制御システムで大まかに構成され、該システムは、
　船舶の位置又は速度、若しくは船舶の位置偏差又は速度偏差を示すための位置又は速度
インジケータと、
　船舶の船首方位又はヨーレート、若しくは船舶の船首方位偏差又はヨーレート偏差を示
すための船首インジケータと、
　動的制御モードの有効時に、ウォータージェットユニットの動作を制御して、船舶の位
置又は速度、及び船舶の船首方位又はヨーレートを実質的に維持するためのコントローラ
と、
を備える。
【０００７】
　より具体的には、本発明は、２又はそれ以上のウォータージェットユニットにより推進
される海洋船舶のための動的制御システムで大まかに構成され、該システムは、
　動的制御モードを有効にするとともに、指示された船舶の位置又は速度を設定するため
の入力手段と、
　船舶の位置又は速度、若しくは船舶の位置偏差又は速度偏差を示すための位置又は速度
インジケータと、
　船舶の船首方位又はヨーレート、若しくは船舶の船首方位偏差又はヨーレート偏差を示
すための方位インジケータと、
　動的制御モードの有効時に、指示された船舶の位置又は速度に対する位置偏差又は速度
偏差、及び指示された船舶の船首方位又はヨーレートに対する船首方位偏差又はヨーレー
ト偏差をモニタし、ウォータージェットユニットの動作を制御して、位置誤差又は速度誤
差、及び船首方位誤差又はヨーレート誤差を最小限に抑えるようにされたコントローラと
、
を備える。
【０００８】
　通常、望ましい船舶の位置又は速度、及び望ましい船舶の船首方位又はヨーレートとは
、動的制御システムの有効時の船舶の位置又は速度、及び船舶の船首方位又はヨーレート
のことである（本明細書では以下、しばしば現在の位置又は速度、及び現在の船首方位又
はヨーレートと呼ぶ）。入力手段は、動的制御モードを有効にするとともに、現在の船舶
の位置及び船首方位、或いは現在の船舶の速度及び船首方位又はヨーレートを、指示され
た位置及び船首方位、或いは指示された速度及び船首方位又はヨーレートとして設定する
ための１又はそれ以上のボタン、スイッチなどであってもよい。これとは別に、又はこれ
に加えて、入力手段は、現在の船舶の位置及び船首方位、或いは速度及び船首方位及び／
又はヨーレートとは異なる指示された位置及び／又は船首方位、或いは速度及び／又は船
首方位又はヨーレートを入力できるようにすることができる。
【０００９】
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　動的制御モードの有効期間中に、例えば操縦桿、操舵輪、及び／又は（単複の）スロッ
トルレバーなどの制御装置を使用して、指示された船舶の位置及び船首方位、或いは指示
された速度及び船首方位又はヨーレートを後で変更できることが好ましい。
【００１０】
　位置又は速度インジケータ手段は、例えば、全地球測位システム（ＧＰＳ）又は差動型
ＧＰＳ（ＤＧＰＳ）などの衛星ベースの測位システムを介して、船舶の絶対地上位置又は
速度を示すことができる。或いは、位置又は速度インジケータは、当初の位置又は速度に
対する船舶の動きを示すようにされた１又はそれ以上のセンサを介して、指示された船舶
の基準位置又は基準速度に対する船舶の位置偏差又は速度偏差を示すことにより、相対位
置又は相対速度を示すこともできる。或いはまた、位置又は速度インジケータは、例えば
、レーダー、音波、又はレーザーによる距離測定技術を通じて、埠頭又は停泊所、或いは
静止又は移動している別の水上船舶又は潜水艦、或いは水中を移動するダイバーなどの、
静止又は移動している可能性のある別の物体に対する船舶の位置又は速度を示すこともで
きる。
【００１１】
　船首方位インジケータは、コンパスによって絶対船首方位を示すか、或いは船舶の船首
方位の相対的変化を感知する船首方位センサを通じて指示された船舶の船首方位に対する
船首方位の変化を示すことにより相対船首方位を示すことができる。ヨーレートセンサは
、指示されたヨーレートに対するヨーレートの変化を示す。
【００１２】
　通常、コントローラは、ウォータージェットユニットのエンジンスロットル及び操舵デ
ィフレクタ並びに逆ダクトを制御可能に作動させるように構成される。コントローラは、
ウォータージェットユニットの操舵ディフレクタを同時に作動させ、逆ダクトを同時に又
は個別に作動させるように構成されることが好ましい。
【００１３】
　第２の態様では、本発明は、２又はそれ以上のウォータージェットユニットにより推進
される海洋船舶を動的に制御するための、コンピュータに実行される方法で大まかに構成
され、該方法は、
　（ａ）指示された船舶の位置又は速度、及び指示された船舶の船首方位又はヨーレート
を判断するステップと、
　（ｂ）位置又は速度判断手段を使用して、現在の船舶の位置又は速度を判断するステッ
プと、
　（ｃ）船首方位又はヨーレート判断手段を使用して、現在の船舶の船首方位又はヨーレ
ートを判断するステップと、
　船舶の主推進システムであるウォータージェットユニットを制御して、指示された船舶
の位置又は速度、及び指示された船舶の船首方位又はヨーレートを実質的に維持するステ
ップと、
を含む。
【００１４】
　指示された船舶の位置又は速度、或いは指示された船舶の速度及び船首方位又はヨーレ
ートは、動的制御システムの有効時の船舶の位置又は速度、或いは船舶の速度及び船首方
位又はヨーレートであってもよく、或いは動的制御の開始時点、又は開始後に、指示され
た船舶の位置又は速度、或いは指示された船舶の速度及び船首方位又はヨーレートとして
制御システムに入力される指示された船舶の位置又は速度、或いは指示された船舶の速度
及び船首方位又はヨーレートであってもよい。
【００１５】
　より具体的には、本発明は、２又はそれ以上のウォータージェットユニットにより推進
される海洋船舶を動的に制御するための、コンピュータに実行される方法で大まかに構成
され、該方法は、
　（ａ）指示された船舶の位置又は速度、及び指示された船舶の船首方位又はヨーレート
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を受け取るステップと、
　（ｂ）位置又は速度判断手段を使用して、現在の船舶の位置又は速度を判断するステッ
プと、
　（ｃ）船首方位又はヨーレート判断手段を使用して、現在の船舶の船首方位又はヨーレ
ートを判断するステップと、
　（ｄ）指示された船舶の位置又は速度と現在の船舶の位置又は速度との間の差分に基づ
いて、位置誤差又は速度誤差を算出するステップと、
　（ｅ）指示された船舶の船首方位又はヨーレートと現在の船舶の船首方位又はヨーレー
トとの間の差分に基づいて、船首方位誤差又はヨーレート誤差を算出するステップと、
　（ｆ）ウォータージェットユニットを制御して、位置誤差又は速度誤差、及び船首方位
誤差又はヨーレート誤差を最小限に抑えるステップと、
を含む。
【００１６】
　位置誤差又は速度誤差を算出するステップは、船舶の絶対位置又は絶対速度に対する差
分、或いは当初の船舶の位置又は速度に対する差分を算出するステップを含むことができ
る。船首方位誤差又はヨーレート誤差を算出するステップは、絶対船首方位又は絶対ヨー
レートに対する船首方位誤差又はヨーレート誤差、或いは当初の船首方位又はヨーレート
に対する船首方位誤差又はヨーレート誤差を算出するステップを含むことができる。
【００１７】
　本発明はまた、本出願の明細書で言及する又は示唆する部品、構成要素、及び特徴によ
り個別に、又は全体として構成されており、さらに任意の２又はそれ以上の前記部品、構
成要素、又は特徴の任意の又は全ての組み合わせにより構成されているということもでき
る。本明細書において、本発明に関する技術分野で知られているものと同等の特定の数値
が記載されている場合、個別に記載されたものとして本明細書に組み入れているとみなさ
れる。
【００１８】
　本明細書で使用する「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語は、「少なくとも
部分的に～で構成される」ということを意味し、すなわち、本明細書においてこの用語を
含む記述を解釈する際には、個々の記述においてこの用語で始まる特徴が全て存在する必
要があるが、他の特徴が存在してもよいということを意味する。
【００１９】
　本明細書では、「船舶（ｖｅｓｓｅｌ）」という用語は、レジャー用の小型モーターボ
ート及びその他のボート、単胴船又は多胴船のいずれかの大型ランチ、及び大型船舶など
のボートを含むことが意図される。
【００２０】
　以下、添付図を参照しながら本発明のシステム及び方法の様々な形態について説明する
ことにする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】動的ポジショニングシステムの１つの形態例の概略図である。
【図２】動的ポジショニングの方法例を示す処理フロー図である。
【図３】動的速度制御システムの１つの形態例の概略図である。
【図４】動的速度制御の方法例を示す処理フロー図である。
【図５】双ウォータージェット推進式船舶の６つの基本操縦を示す図である。
【図６】双ウォータージェット推進式船舶の側方移動を示す図である。
【図７】動的速度制御システムの一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、船尾にある２つのウォータージェットユニットで推進される海洋船舶（「双ウォ
ータージェット船舶」）を参照しながら本発明について説明する。例えば、３又は４など



(9) JP 5200010 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

の３以上のウォータージェットユニットにより推進されるウォータージェット船舶におい
ても本発明のシステム及び方法を使用することができる。
【００２３】
動的ポジショニングシステム
　図１を参照すると、本発明の動的ポジショニングシステムの１つの実施形態の概略構成
を示している。このシステムは、動的ポジショニングモードの有効時に、データを受け取
り、処理して、船舶の船首方位及び位置を動的に維持するようにプログラムされたマイク
ロプロセッサ、マイクロコントローラ、プログラム可能論理コントローラ（ＰＬＣ）など
のコントローラ１００を含む。コントローラ１００は、動的ポジショニングのためのスタ
ンドアローン型の、又は専用のコントローラであってもよく、或いは既存の船舶コントロ
ーラに組み込まれることが好ましい。１つの形態では、コントローラ１００は、ウォータ
ージェット船舶内のコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）などのネットワークに接
続されるプラグインモジュールである。
【００２４】
　コントローラ１００は、船舶の主推進システムである左舷及び右舷のウォータージェッ
トユニット１０２を制御する。前述したように３以上のウォータージェットユニットが設
けられた場合、コントローラ１００が少なくとも１つの左舷ウォータージェットユニット
及び１つの右舷ウォータージェットユニットに動的制御を行うようにすることができる。
【００２５】
　個々のウォータージェットユニット１０２は、エンジン１０６により駆動シャフト１０
８を通じて駆動されるポンプユニット１０４を収容するハウジングを備える。個々のウォ
ータージェットユニットはまた、操舵ディフレクタ１１０及び逆ダクト１１２も含む。例
示の形態では、個々の逆ダクト１１２は、逆推力を向上させるための分割した通路を特徴
とするタイプのものである。分割した通路の逆ダクト１１２はまた、ダクトがジェット流
の中へ下がっている場合、左舷及び右舷への操舵推力にも影響を及ぼす。操舵ディフレク
タ１１０が、概ね垂直な軸１１４の周囲で回転するのに対し、逆ダクト１１２は、操舵デ
ィフレクタとは無関係に概ね水平な軸１１６の周囲で回転する。個々のユニットのエンジ
ンスロットル、操舵ディフレクタ、及び逆ダクトは、それぞれ制御入力ポート１２２、１
２４、及び１２６を通じて作動モジュール１１８及び１２０から受け取った信号により作
動される。作動モジュール１１８及び１２０はさらに、コントローラ１００により制御さ
れる。
【００２６】
　コントローラ１００は、船舶制御を行うための複数の入力を受け取る。１つの入力は、
１又はそれ以上の操縦桿、舵角制御機器、スロットルレバーなどの１又はそれ以上の船舶
制御装置１２８から到来する。（単複の）船舶制御装置１２８は、操舵手が船舶を手動で
操作するために使用される。
【００２７】
　コントローラ１００はまた、１又はそれ以上のボタン、スイッチ、キーパッドなどの、
動的制御モードを有効にすべく操作することができる動的制御入力手段１３０から入力を
受け取る。動的制御入力装置１３０は、コントローラが船舶のウォータージェットユニッ
トを制御して船舶の位置及び船舶の船首方位を維持する動的ポジショニングモードを含む
か、或いは動的ポジショニングモードそのものである動的制御モードを有効にするために
操舵手により使用される。動的ポジショニングモードにおけるコントローラの動作につい
て、詳細に説明することにする。
【００２８】
　コントローラ１００は、船舶の位置及び船舶の船首方位を示す入力を有する。コントロ
ーラ１００は、船舶の位置及び船舶の船首方位を使用して、船舶を望ましい位置及び望ま
しい船首方位（本明細書では指示された船舶の位置及び／又は船首方位のことを一般に意
味する）に維持するだけでなく、望ましい位置及び望ましい船首方位の設定も行う。
【００２９】
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　船舶の位置は、位置インジケータ１３２により判断される。ＧＰＳ又はＤＧＰＳなどの
衛星ベースの測位システムを通じて船舶の絶対地上位置を示すことができ、この場合、位
置インジケータ１３２とはＧＰＳ又はＤＧＰＳユニットのことになる。ＧＰＳは、緯度及
び経度という点で地球基準の位置に関するデータを提供する。ＧＰＳは、標準形態又はＤ
ＧＰＳ形態で使用することができる。
【００３０】
　或いは、位置インジケータ１３２は、当初の位置に対する船舶の動きを判断するように
された加速度計などの１又はそれ以上のセンサを介して、当初の船舶の基準位置に対する
船舶の位置を示すこともできる。電子回路は、船舶の加速度を示す信号を（単複の）加速
度計から受け取り、この信号を積分して船舶の位置を示す信号を得ることができる。加速
度信号を二重積分して位置信号を生成する。（例えば補足的なフィルタ処理の後に）複数
のセンサの出力を処理して位置又は位置偏差の表示を向上させることができる。
【００３１】
　さらなる実施形態では、位置インジケータ１３２は、例えば、埠頭又は停泊所、或いは
移動又は静止している水上船舶又は潜水艦などの静止又は移動している物体に対する船舶
の位置を示すことができる。位置インジケータは、音波又はレーザーベースの距離測定シ
ステムなどの、船舶から静止又は移動している対象物体までの距離及び方角を示す短距離
レーダーシステム及びその他の任意のシステムを備えることができる。移動物体に関する
動的制御では、移動物体と制御対象船舶との間の相対位置及び／又は相対速度が取得され
る。このように制御対象船舶を制御して、移動物体との間のレート又は位置「関係」を維
持することができる。移動物体に対する動的位置制御の応用例として、別の船舶又は水中
で遠隔操作されている船からの所望の距離及び方角を維持したり、漂流中の船舶の近くで
操縦を行ったり、或いは激しい潮汐流の中でダイバーを救助したりすることが挙げられる
。また、移動物体に対する動的制御を使用して、２又はそれ以上の船舶が協同して網を引
く二艘引きトロール漁において、船舶をある位置関係及び／又は速度関係に維持すること
もできる。
【００３２】
　船舶の船首方位は、コントローラ１００に船舶の船首方位データを提供する船首方位イ
ンジケータ１３４を使用して判断される。船首方位インジケータ１３４は、例えば、船舶
の絶対船首方位を示すフラックスゲートコンパス、又はジャイロコンパスであってもよい
。或いは、船首方位指示手段は、レートジャイロ又は船舶の船首方位の相対変化を判断す
るようにされた（単複の）その他のセンサ装置などの１又はそれ以上のヨーレートセンサ
を介して、当初の船舶の基準船首方位に対する船舶の船首方位を示すことができる。また
、船首方位インジケータは、例えば船上オートパイロットシステムに既に設けられている
インジケータであってもよい。
【００３３】
　動的ポジショニングが有効になると、コントローラ１００は、位置インジケータ１３２
及び船首方位インジケータ１３４からの入力を使用して、船舶を指示された位置及び船首
方位に維持する。この指示された位置及び船首方位は、動的位置システムが有効になった
時の船舶の位置及び船首方位であってもよく、或いは、別の指示された位置及び船首方位
をコントローラ１００に入力することができるキーパッド又はその他のコンピュータシス
テムなどの別の入力手段を介して、操舵手又は操作者が入力した異なる船舶の位置及び船
首方位であってもよい。次に、コントローラは、ウォータージェットユニット、具体的に
はエンジン推力部、操舵ディフレクタ、及び逆ダクトを同時に又は個別に操作して、指示
された船舶の位置及び船首方位を維持する。望ましい位置及び船首方位からの船舶の動き
に抗して船舶の位置及び方位を維持するためのコントローラでウォータージェットユニッ
トを操作して船舶を任意の方向に動かすことができる方法について、「双ウォータージェ
ット船舶制御」という見出しを付けた後の節でより詳細に説明する。
【００３４】
　また、動的ポジショニング機能は、通常、船舶を操作するために使用する１又はそれ以
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上の船舶制御装置１２８と共同して機能することができる。１つの形態では、制御システ
ムが動的ポジショニングモードにある場合、入力手段１３０は、操縦桿などの、船舶の低
速度操縦制御装置と共同して機能することができる。例えば、船舶の位置を維持するため
に動的ポジショニングモードを有効にした後で、操舵手が、船舶を異なる位置及び／又は
船首方位に動かし、その後この新しい位置及び／又は船首方位を維持したいと望む場合が
ある。制御システムが動的ポジショニングモードにある間に、操舵手は、操縦桿などの制
御装置を操作して船舶を動かし、その後操縦桿を離すか、或いはニュートラル位置へ戻す
ことができる。操縦桿をニュートラル位置へ戻すことにより、動的ポジショニングが再び
関与できるようになり、この結果制御システムは、（操縦桿が再び動かされるまで、或い
は動的ポジショニングモードが無効にされるまで）船舶を新しい位置及び／又は方位に維
持すべく再び動作するようになる。
【００３５】
動的ポジショニング処理
　動的ポジショニングモードにおけるコントローラの処理例を図２に示す。操舵手が、例
えば、地表、又は埠頭もしくは波止場、或いは別の静止中の水上船舶又は潜水艦に対して
選択した場所へ船舶を操縦し、船舶の位置及び船首方位を動的に維持したいと望む場合、
２００において、操舵手は動的ポジショニングモードを有効にする。ステップ２０２にお
いて、コントローラが、位置インジケータ及び船首方位インジケータからそれぞれ現在の
船舶の位置及び船舶の船首方位を取得する。ステップ２０４において、取得した船舶の位
置及び船舶の船首方位が、指示された船舶の位置及び方位として設定される。
【００３６】
　次にコントローラはステップ２０６へ進み、ここで、位置インジケータ及び船首方位イ
ンジケータから現在の船舶の位置及び船舶の船首方位をそれぞれ再度判断する。ステップ
２０８において、コントローラは、ステップ２０４で判断された指示された船舶の位置と
、ステップ２０６で判断された船舶の位置との間の差分に基づいて位置誤差を算出する。
コントローラはまた、ステップ２０４で判断された指示された船舶の船首方位と、ステッ
プ２０６で判断された船舶の船首方位との間の差分に基づいて船首方位誤差を算出する。
【００３７】
　ステップ２１０において、コントローラは、位置誤差及び船首方位誤差がほぼゼロであ
るかどうかを判定する。位置誤差又は船首方位誤差がほぼゼロでなかった場合、船舶は、
望ましい位置にないか、又は望ましい船首方位を有していないかのいずれかとなる。次に
コントローラはステップ２１２へ進み、ここで、ウォータージェットユニットを操作及び
制御して、位置誤差及び船首方位誤差を最小限に抑えるように船舶を動かす。その後、処
理は、船舶の位置及び船舶の船首方位を判断するステップ２０６から再度繰り返される。
このループを通じて、コントローラは継続的に船舶の位置及び船舶の船首方位をモニタし
、ウォータージェットユニットを操作して、指示された位置及び船首方位を維持する。
【００３８】
　ステップ２１０において、位置誤差及び船首方位誤差がほぼゼロであると判明した場合
、船舶は、指示された位置及び望ましい船首方位にある。コントローラはステップ２０６
へ戻り、ここで、船舶の位置及び船舶の船首方位を再度モニタする。この処理は、動的ポ
ジショニングモードが無効となるまで続く。
【００３９】
　別の実施形態では、コントローラへの入力は、船舶の絶対位置及び絶対船首方位を示す
ものではなく、船舶の相対位置及び相対船首方位、すなわち当初の船舶の位置及び船首方
位に対する船舶の位置及び船首方位の変化を示す入力であってもよい。この場合も、コン
トローラはウォータージェットユニットを操作及び制御して、位置及び船首方位の誤差を
最小限に抑える。
【００４０】
　前述したように、例えば、固定した地上の場所、及び／又は埠頭又は波止場、或いは別
の静止した水上船又は潜水艦に対して固定した場所に船舶を静止して維持する動作の代わ
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りに、動的ポジショニングシステムは、船舶が別の動いている水上船又は潜水艦、或いは
例えば水中を動くダイバーに対して特定の位置関係で動いている時に、船舶を維持するよ
うに動作することができる。動的ポジショニング処理は、対象の船舶又は物体が動くと同
時に、船舶も動いている、又は動くことになるという点を除いて上述したものと概念上同
じものである。位置インジケータは、例えば、レーダー、音波又はレーザーによる距離測
定ユニット、或いは他の同様のユニットを使用して、対象の船舶又は物体に対する船舶の
位置に対する情報を提供する。
【００４１】
動的速度制御システム
図３を参照すると、本発明の動的速度制御システムの１つの実施形態の概略構成を示して
いる。図１の動的ポジショニングシステムとは別個に示しているが、動的速度制御システ
ムを動的ポジショニングシステムと統合して、船舶のための二重機能動的制御システムを
実現することができる。或いは、本発明の動的ポジショニングシステム及び動的速度制御
システムのうちの一方又は他方（のみ）を船舶に設けることができる。
【００４２】
　動的速度制御システムはコントローラ３００を含み、このコントローラ３００は、マイ
クロプロセッサ、マイクロコントローラ、プログラム可能論理コントローラ（ＰＬＣ）な
どの形態であってもよい。以下詳述するように、コントローラ３００は、動的速度制御モ
ードの有効時に、船舶の速度及びヨーレートを動的に維持するために、データを受け取り
、処理するようにプログラムされる。前回同様、コントローラ３００は、動的速度制御の
ためのスタンドアローン型の又は専用のコントローラであってもよく、或いは図１に示す
動的ポジショニングに使用されるコントローラ１００などの既存の船舶コントローラ内に
組み込まれてもよい。１つの形態では、コントローラ３００は、ウォータージェット船舶
におけるコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）などのネットワークに接続されたプ
ラグインモジュールである。
【００４３】
　図３に示すように、コントローラ３００は、船舶の主推進システムである左舷及び右舷
のウォータージェットユニット３０２を制御する。前述したように、３以上のウォーター
ジェットユニットが設けられる場合、少なくとも１つの左舷ウォータージェットユニット
及び１つの右舷ウォータージェットユニットに動的制御を与えるようにコントローラ３０
０を適合することができる。
【００４４】
　個々のウォータージェットユニット３０２は、エンジン３０６により駆動シャフト３０
８を通じて駆動されるポンプユニット３０４、及び概ね垂直な軸３１４及び概ね水平な軸
３１６の周囲でそれぞれ旋回する操舵ディフレクタ３１０及び逆ダクト３１２を収容する
ハウジングを備える。個々のユニットのエンジンスロットル、操舵ディフレクタ、及び逆
ダクトは、作動モジュール３１８及び３２０から、制御入力ポート３２２、３２４、及び
３２６を通じてそれぞれ受け取られる信号により作動される。作動モジュール３１８及び
３２０は、コントローラ３００により制御される。
【００４５】
　コントローラ３００は、船舶制御を行うための複数の入力を受け取る。１つの入力は、
１又はそれ以上の操縦桿、舵角制御機器、スロットルレバーなどの１又はそれ以上の船舶
制御装置３２８から到来する。（単複の）船舶制御装置３２８は、操舵手が船舶を手動で
操作するために使用される。
【００４６】
　またコントローラ３００はまた、動的速度制御モードを有効にするための入力も動的速
度制御入力手段３３０から受け取り、このモードでは、コントローラが船舶のウォーター
ジェットユニットを制御して、指示された船舶の速度及び船舶の船首方位又はヨーレート
を実現し及び／又は維持する。
【００４７】
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　コントローラ３００は、船舶の速度及び船舶の船首方位又はヨーレートを示す入力を有
する。コントローラ３００は、船舶の速度及び船舶の船首方位又はヨーレートを使用して
、船舶を指示された速度及び船首方位又はヨーレートに維持する。
【００４８】
　図３を参照すると、速度インジケータ３３２を使用して船舶の速度が判断される。複数
の技術を使用して船舶の速度を取得することができる。船舶に装着されたピトー管センサ
又は超音波センサにより、超音波パルスが水中を進むのに要する時間を通じて船舶の速度
を計測することができる。利用できる速度インジケータの別の形態として、ドップラー効
果により速度を計測するドップラー速度ログがある。速度インジケータは、当初の速度に
対する船舶の速度を判断するように構成された加速度計などの１又はそれ以上のセンサを
通じて、当初の船舶の基準速度に対する船舶の速度を示すことができる。電子回路が、船
舶の加速度を示す信号を（単複の）加速度計から受け取り、これらの信号を積分して船舶
の速度を示す信号を得ることができる。加速信号を単一積分して速度信号を生成する。或
いは、ＧＰＳ又はＤＧＰＳなどの衛星ベースのシステムを通じて船舶の絶対速度を導き出
すことができる。ＧＰＳ又はＤＧＰＳを使用して、緯度及び経度という点で地球基準の位
置変化に関するデータから速度データを導き出すことにより直接的又は間接的に速度デー
タを提供することができる。（例えば補足的フィルタ処理の後に）複数のセンサの出力を
処理して、速度又は速度偏差の表示を向上させることができる。
【００４９】
　コントローラ３００に船舶の船首方位データ又はヨーレートデータを提供する方位イン
ジケータ３３４を使用して、船舶の船首方位又はヨーレートが判断される。船首方位又は
ヨーレートインジケータ３３４は、例えば船舶の絶対船首方位を示し、或いは絶対ヨーレ
ートを判断することができるフラックスゲートコンパス又はジャイロコンパスであっても
よい。或いは、船首方位指示手段３３４は、レートジャイロ又は当初の船首方位又はヨー
レートに対する船舶の船首方位又はヨーレートの変化を判断するように構成された他のセ
ンサ装置などの１又はそれ以上のセンサを介して、当初の（指示された）船舶の船首方位
又はヨーレートに対する船舶の船首方位又はヨーレートを示すことができる。
【００５０】
　例えば、船舶が１０ノットを上回る比較的高速で航行しているときには、船舶の前進速
度を動的に制御することができ、或いは、例えば低速操縦中などの低速航行時には、制御
される船舶の速度は、前進、逆進、左舷又は右舷への動き、或いはこれらの組み合わせを
含むあらゆる方向における速度であってもよい（例えばこの場合、船舶方向は、操縦中に
操縦桿又は他の多軸制御装置により制御される）。
【００５１】
　速度制御モードの有効時、コントローラは、船舶の推進ユニットを制御して、操舵手が
指示する速度及び船首方位又はヨーレートを維持する。指示速度及び船首方位又はヨーレ
ートは、速度制御モードが有効となった時点の速度及び船首方位又はヨーレートであって
もよく、或いは、操舵手が、その後船舶の速度を上げるか又は下げることにより、及び／
又は船舶の船首方位又はヨーレートを変更するための船舶操舵制御装置を使用して船舶の
速度及び船首方位又はヨーレートを変更した場合、速度制御モードが有効になった後に指
示された速度及び方位又はヨーレートであってもよい。速度制御モードにある場合、コン
トローラは推進ユニットを作動させて、例えば、風、潮汐、又は潮流などの、船舶の速度
及び船首方位又はヨーレートを変化させる可能性がある外部作用に抗して、望ましい速度
及び船首方位又はヨーレートを維持する。従って、速度制御モードにある場合、船舶は、
指示された速度及び船首方位又はヨーレートを地上に対して実質的に維持することになる
。
【００５２】
　既存のシステムは、制御レバーの位置と、ある特定の方向に生じる推力の量との間に直
接的な関係を有する。従って、生じる推力により、地表に対してではなく、風、潮汐、又
は潮流などの外部作用により著しく影響を受ける恐れがある水面に対して特定のレートの



(14) JP 5200010 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

移動が行われる結果となる。
【００５３】
　動的速度制御機能は、通常、船舶を操作するために使用する（単複の）船舶制御装置と
共同して機能することができる。１つの形態では、動的制御システムが動的制御モードに
ある場合、この制御システムは、操縦桿などの、船舶の低速度制御装置と共同して機能す
ることができる。例えば、動的速度制御モードが有効になった時点で、操舵手が、船舶の
速度を上げたり又は下げたり、或いは船舶の船首方位又は旋回のヨーレートを変更したい
と望んだりする場合がある。操舵手は、動的速度制御モードが有効な間に、例えば、前方
、後方、又は任意の他の方向に操縦桿を動かして、その方向における船舶の速度を上げた
り又は下げたり、或いは船舶を旋回させたり又は旋回レートを変更したりすることができ
る。
【００５４】
動的速度制御処理
　動的速度制御モードにおけるコントローラの処理例を図４に示す。船舶が、望ましい船
首方位で望ましい速度に達すると、操舵手が、船舶をその地上速度及び船首方位に動的に
維持したいと望む場合、操舵手は、４００において動的速度制御モードを有効にする入力
装置を作動させる。ステップ４０２において、コントローラが、速度インジケータ及び船
首方位インジケータから現在の船舶の地上速度及び船舶の船首方位をそれぞれ取得する。
ステップ４０４において、取得した船舶の速度及び船舶の船首方位が、指示された船舶の
速度として設定される。或いは、操舵手が、キーパッド又は他の入力手段を通じて、指示
された船舶の速度及び／又は船首方位を入力する。入力が行われると、動的速度制御が推
進システムを起動することにより、船舶は指示された船舶の速度及び／又は船首方位に達
し、これらを維持するようになる。
【００５５】
　次にコントローラはステップ４０６へ進み、ここで、速度インジケータ及び船首方位イ
ンジケータから船舶の速度及び船舶の船首方位をそれぞれ再度判断する。ステップ４０８
において、コントローラは、ステップ４０４で判断された指示された船舶の速度とステッ
プ４０６で判断された船舶の速度との間の差分に基づいて速度誤差を算出する。コントロ
ーラはまた、ステップ４０４で判断された指示された船舶の船首方位とステップ４０６で
判断された船舶の船首方位との間の差分に基づいて船首方位誤差を算出する。
【００５６】
　ステップ４１０において、コントローラは、速度誤差及び船首方位誤差がほぼゼロであ
るかどうかを判定する。速度誤差又は船首方位誤差がほぼゼロでない場合、船舶は、指示
された速度又は指示された船首方位のいずれかを有していないことになる。次にコントロ
ーラはステップ４１２へ進み、ここで、ウォータージェットユニットを操作及び制御して
、速度誤差及び船首方位誤差を最小限に抑える。この後、処理は、船舶の速度及び船舶の
船首方位を判断するステップ４０６から再度繰り返される。このループを通じて、コント
ローラは継続的に船舶の速度及び船舶の船首方位をモニタし、ウォータージェットユニッ
トを操作して、望ましい速度を維持する。
【００５７】
　ステップ４１０において、速度誤差及び船首方位誤差がほぼゼロであることが判明した
場合、船舶は、望ましい速度及び船首方位を有していることになる。コントローラはステ
ップ４０６へ戻り、ここで、船舶の速度及び船舶の船首方位を再度モニタする。この処理
は、動的速度制御モードが無効になるまで続く。
【００５８】
　代替の実施形態では、船首方位インジケータは、絶対船首方位を示すのではなく、相対
船首方位、すなわち当初の（指示された）船首方位に対する船首方位の変化を示すことが
できる。制御システムは、（異なる船首方位が指示されるか、或いは動的制御システムが
無効になるまで）船舶の船首方位を当初の船首方位に維持するように動作する。
【００５９】
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　さらに別の実施形態では、船舶の速度及びヨーレートを動的に維持するように制御シス
テムを構成することができる。ヨーレートセンサは、最初の（指示された）ヨーレートに
対するヨーを示すことになる。例えば、船舶がある特定の速度及び旋回レート（ヨーレー
ト）で旋回中である場合、速度及び／又は旋回レートは、風、潮汐、又は潮流などの外部
作用により著しく影響を受ける可能性がある。ヨーレートセンサは、指示されたヨーレー
トからのヨーレートの変化をコントローラに示し、コントローラは、ウォータージェット
ユニットを操作して、指示されたヨーレートに船舶を維持する。船舶が直進している場合
、指示されたヨーレートはゼロであり、コントローラは、あらゆる外部作用に抗して船舶
をゼロのヨーレートに維持するように動作する。船舶が旋回中の場合、コントローラはこ
こでも、外部作用に抗して船舶を指示されたヨーレート及び速度に維持するように動作す
る。
【００６０】
加速度制御
　本発明の動的制御システムはまた任意で、或いは別様に、速度ではなく加速度の計測及
び制御を考慮に入れた適当な変更により、動的速度制御と同様に加速度又は減速度を動的
に制御することができる。動的加速度制御システムの応用例として、制御された急停止機
能を提供することが挙げられ、この場合、操舵手からの急停止要求により、制御システム
が、船舶の操舵手又は乗客に負傷を負わせることなく最大減速が達成されるように船舶を
制御可能に減速させるようになる。動的加速度制御システムの別の応用例には、予め設定
した加速及び減速ルーチンがある。例えば、予め設定した加速度をフェリーにプログラム
して乗客に快適さを保証することができる。また、船舶が物体又は水上スキーヤーなどの
人を牽引するような用途に、予め設定した加速度をプログラムすることもできる。
【００６１】
　制御された加速又は減速モードは、操舵手が起動することができる。例えば、操舵手は
、ボタン、スイッチなどを操作して、上述の制御された急停止減速の形態、又は予め設定
した加速の形態を起動することができる。再び図３を参照すると、船舶の加速又は減速レ
ートは、速度インジケータ３３２から出される信号からコントローラ３００により判断さ
れる。コントローラ３００は、ウォータージェットユニット３０２を制御して望ましい加
速度又は減速度を生じさせる。前回のように、船舶の船首方位は船首方位インジケータ３
３４により判断され、コントローラ３００はまた、制御された加速又は減速中に、望まし
い船舶の船首方位を維持するように動作する。
【００６２】
　或いは、本発明の動的制御システムは、船舶が許容する最大加速レート又は最大減速レ
ートを単純に制限するものであってもよい。船舶が、特定の速度に加速又は減速するよう
に指示を受けた場合、船舶は、この指示された速度に加速又は減速を行うことになるが、
所定の加速度又は減速度の制限を超えない制御されたレートで加速又は減速を行って、例
えば、船舶の乗客に快適さを保証する。
【００６３】
双ウォータージェット船舶制御
　ここで、船舶を動的に位置保持する、及び／又は船舶の速度を動的に制御するためのウ
ォータージェットユニットの動作について、図５を参照しながら説明することにする。図
は、双ウォータージェット船舶５００の６つの基本操縦を示している。説明を簡単にする
ために、操舵ディフレクタを５０２で示し、下げた時の逆ダクトを５０４で示している。
上げた時の逆ダクトは図示していない。部分的に下げた逆ダクトを５０６で示している。
【００６４】
　船舶５００の操舵ディフレクタ５０２は同時に操作され、すなわちジェット流を導くた
めに左舷及び右舷両方のディフレクタが一体となって動く。１及び２の番号を付けた操縦
では、ディフレクタは中心に同期されている。３及び６の番号を付けた操縦では、ディフ
レクタは左舷に同期されている。４及び５の番号を付けた操縦では、ディフレクタは右舷
に同期されている。
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【００６５】
　逆ダクト５０４は、同時に又は個別に操作することができる。例えば、１及び２の番号
を付けた操縦に同期を示しており、逆ダクト５０２の両方が上がっているか、或いは下が
っている。例えば、５及び６の番号を付けた操縦に差動動作を示しており、一方の逆ダク
ト５０２が上がっているのに対し、もう一方は下がっている。差動動作については、図６
を参照しながら後で詳述することにする。
【００６６】
　図５に示すように、ウォータージェット船舶には、１、２、５、６の番号を付けた４つ
の基本移動操縦が存在する。これらの移動操縦では、船舶５００は一定の船首方位を維持
しながら、前方、後方、左舷、又は右舷へそれぞれ動く。移動を生み出す力ベクトルを５
０８と表示した矢印で示しており、一方、移動の方向を５１０と表示した矢印で示してい
る。
【００６７】
　船舶にはまた、３、４の番号を付けた基本回転操縦が存在する。これらの回転操縦では
、船舶５００は船舶の中心点の周囲でそれぞれ左舷又は右舷へと回転する。５１２と表示
した曲線矢印で回転方向を示している。
【００６８】
　双ウォータージェット式船舶及び関連する船舶の制御が対応可能な基本操縦を下記の表
１にまとめている。この操縦は、（単複の）船舶制御装置を操作する操舵手とコントロー
ラとの両方が対応可能である。
【表１】

　　　　　　　　　　　　　表１：船舶操縦のまとめ
【００６９】
　実際上、上記の基本操縦を組み合わせることにより船舶のあらゆる動き又は移動を実現
することができる。コントローラは、上記の操縦のうちの任意の操縦を行うことができ、
従って追加のスラスタ又は推進システムを使用して船舶に動的ポジショニング及び／又は
速度制御能力を与えることなく、船舶のウォータージェットユニットを制御することによ
り船舶の位置又は速度及び船舶の船首方位を維持するように操縦することができる。
【００７０】
動的ポジショニング及び動的速度制御の操作例
　動的ポジショニングモードが有効であり、船舶が、望ましい位置と逆方向に、すなわち
後方に漂流し始めたと仮定すると、コントローラはまず、望ましい位置と漂流によって生
じる船舶の位置との間の差分を算出することにより、位置誤差を判断することになる。こ
の位置誤差に基づいて、コントローラは、船舶を前方へ適切に推進するのに必要なエンジ
ンスロットル量を判断する。しかしながら、コントローラは、単にデフォルトのスロット
ル指示を送って、その結果生じる船舶の動きをモニタすることができるので、このステッ
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プは不可欠なものではない。表１を参照すると、コントローラはまた、逆ダクトが上がっ
ていること、及び操舵ディフレクタが中心にきていることも確実にしなければならない。
次に、ウォータージェットユニットは、図５で１の番号を付けた操縦を行うように操作さ
れる。
【００７１】
　船舶が望ましい船舶の位置の前方すなわち先に漂流していた場合、コントローラはこの
場合も位置誤差を判断するが、今回は、船舶を逆方向に推進するのに必要なエンジンスロ
ットル量を判断する。前回同様、エンジンスロットルの判断については省略することがで
きる。次に、コントローラは、逆ダクトが下がっていること、及び操舵ディフレクタが中
心にきていることを確実にする。この後、ウォータージェットユニットは、船舶が逆進し
て望ましい位置へ戻るように操作される。結果として行われる操縦は、図５で２の番号を
付けたものと同じものである。
【００７２】
　動的速度制御が有効であり、船舶が、（前方／後方又は左舷／右舷方向のいずれかにお
ける）指示された速度から遅れ／超え始めたと仮定すると、指示を受けたコントローラは
まず、望ましい速度と船舶の速度との間の差分を算出することにより速度誤差を判断する
ことになる。この速度誤差に基づいて、コントローラは、望ましい速度で船舶を適切に推
進させるのに必要なエンジンスロットル量を判断する。しかしながら、コントローラは、
単にデフォルトのスロットル指示を送って、その結果生じる船舶の速度をモニタすること
ができるので、このステップは不可欠なものではない。望ましい速度を実際にゼロとする
ことも可能であり、この場合、制御システムはゼロ速度を維持しようと試みる。
【００７３】
　船舶の船首方位が変化した場合、例えば、船舶が、望ましい船首方位から外れて回転し
た場合、コントローラはまず船首方位誤差を判断する。補正の回転操縦が必要とされるた
め、表１を参照すると、コントローラは次に、必要な回転方向に応じて操舵ディフレクタ
が適切に旋回していること、及び逆ダクトが適切に部分的に下がっていることを確実にす
る。左舷への回転が必要な場合、操舵ディフレクタは同時に左舷に向けられる。また、左
舷の逆ダクトは、左舷ウォータージェットユニットからのジェット流の大半の部分が前方
へ偏向されるように部分的に下げられる。この偏向の結果、図５で３の番号を付けた操縦
において矢印５１４で示すように、後方により強い力ベクトルが得られる。右舷の逆ダク
トは、右舷ウォータージェットユニットからのジェット流の大半の部分が後方に偏向され
るように部分的に下げられる。結果、図５で３の番号を付けた操縦において矢印５１６で
示すように、前方により強い力ベクトルが得られる。これらの組み合わせにより、力ベク
トルが船舶の中心回りに船舶を左舷へ回転させる。
【００７４】
　船舶が望ましい船舶の位置から側方に漂流して離れた場合、コントローラは、前回同様
に位置誤差を判断することになる。この位置誤差に基づいて、コントローラは、船舶を操
縦して望ましい位置に戻すのに必要なエンジンスロットル量を判断する。この判断は任意
的なものであり、省略することができる。望ましい位置に戻るには側方移動の操縦が必要
であるため、コントローラは、上記の表１に示すように、逆ダクト及び操舵ディフレクタ
も適切に制御しなければならない。
【００７５】
　船舶が、望ましい位置の右へ漂流したと仮定すると、コントローラは、船舶を望ましい
位置に戻すために、船舶が左へと加勢されるようにウォータージェットユニットを制御し
なければならない。表１及び５の番号を付けた操縦を参照すると、コントローラは、左舷
及び右舷両方の操舵ディフレクタを同時に右舷へ旋回させることになる。またコントロー
ラは、左舷の逆ダクトが下げられることも確実にする。必要なエンジンスロットル量に基
づいて、コントローラは、ウォータージェットユニットの動作を制御することになる。５
と表示した操縦に示すように、右舷へ偏向された操舵ディフレクタと下げられた左舷の逆
ダクトとの組み合わせにより、船舶の後方に異なる力ベクトルが生じる。図６を参照しな
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がら説明するが、これらの力ベクトルの総和により、純粋な左への横方向の動きが生じる
ようになる。
【００７６】
　ここで左側方への動きについて、図６を参照しながら説明する。上記の例のように、船
舶６００は、望ましい位置の右へ漂流している。動的ポジショニングモードが有効である
ため、コントローラは、船舶を左へ加勢して望ましい位置に戻す必要がある。コントロー
ラがとるステップは、上述したものと同様であり、両方の操舵ディフレクタ６０２及び６
０４を同時に右舷へ旋回させるステップを含む。
【００７７】
　ディフレクタの方向が定まると、右舷ウォータージェットは、後方かつ右舷側に向けら
れたジェット流６０６を発生させる。この結果、ジェット流６０６と反対方向に力が生じ
るようになる。この力を力ベクトル６０８で示している。
【００７８】
　前回同様に、左舷の逆ダクト６１０は、左舷ウォータージェットユニットから出るジェ
ット流を偏向させるために適所に下げられている。下げられた左舷の逆ダクト６１０によ
って、ジェット流６１２は前方へ向けられる。これにより、ジェット流６１２と反対方向
に力が生じる。この力を力ベクトル６１４で示している。
【００７９】
　ウォータージェットユニットの推力を制御すること、並びに操舵ディフレクタ及び逆ダ
クトを適宜制御することにより、生み出される力ベクトルの大きさ及び方向は、組み合わ
されて効果的な横向きの力ベクトルを生み出すほどのものとなり得る。６１６と表示して
いる船の中心において、力ベクトル６０８及び６１４のベクトルの和は、純粋な横向きの
力ベクトル６１８となる。この純粋な力ベクトルにより、船舶は左への移動を受けるよう
に加勢される。
【００８０】
　上記の例は例示的なものであるにすぎず、本発明を限定するものではない。実際には、
様々な方向に又は方向を組み合わせて船舶を動かすことができる。当業者であれば、上記
の説明事項を応用し、適当に修正して、表１に列挙した残りの基本操縦を行うことができ
るということが予想される。また、当業者であれば、多くの別の基本操縦を実行し、或い
はこれらの基本操縦を組み合わせて１つの操作にするようにコントローラをプログラムで
きるということを理解するであろう。
【００８１】
　前述したように、本発明の動的制御システムは、統合された動的位置制御及び速度制御
を備えることができる。これは、低速度での船舶操縦に特に役立つ可能性がある。統合し
た動的制御システムにより、操舵手は、操縦桿又はその他の多軸制御装置などの通常の操
縦制御装置を使用して船舶を動かし、制御できるようになる。操舵手が操縦桿を任意の方
向に動かすと、船舶は、制御装置が動かされた方向に動くことなり、さらに制御装置が、
ニュートラル位置から離れて動いた量に比例するレートで動くことになる。本発明の速度
制御機能により、船舶は、風及び潮汐又は潮流などの外部要因によって実質的に影響を受
けずに、指示された方向及び指示されたレートで動くようになる。操舵手が、制御装置を
ニュートラル位置へ動かした（或いはニュートラル位置に自動復帰するように付勢された
制御装置を手放した）場合、位置制御機能が有効となり、操舵手が制御装置をある方向に
再度動かして、その方向及び制御装置を動かした度合いにより指示されるレートで動くよ
うに船舶に指示するまで、或いは動的制御システムが無効となるまで、船舶は位置制御機
能により、風及び／又は潮汐又は潮流などの外部要因によってほぼ影響を受けることなく
この位置を維持することになる。
【００８２】
動的位置及び速度制御システムの例
　ここで、本発明の動的制御システムの特定例について、図７を参照しながら説明する。
矢印７００で大まかに示しているこのシステムは、以下の主構成要素を含む。
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・操縦桿などの１又はそれ以上の制御入力装置７０２
・位置及び船首方位コントローラ７０４
・エンジン及びウォータージェット推進システム７０６、７０８
・複数の船舶センサ７１０、７１２、７１４、７１６
・軸変換を算出するシステム７１８
【００８３】
（単複の）制御入力装置
　（単複の）制御入力装置７０２は、操舵手と制御システムとの間のインターフェースで
あり、１又はそれ以上の方向制御ユニット及び操舵ユニットで構成することができる。（
単複の）制御入力装置７０２は、船舶による以下の望ましい動きを表す出力信号を供給す
ることができる。
・前方又は後方への指示された船舶の速度（サージ速度、ｕ）
・左舷又は右舷への指示された船舶の速度（スウェイ速度、ｖ）
・重心の周囲での時計回り方向又は反時計回り方向の指示された船舶の旋回レート（ヨー
レート、ｒ）
・モード入力
【００８４】
　操舵輪、単軸又は多軸の操縦桿、ボタン、スイッチなどの公知の入力装置を使用して、
サージ速度及びスウェイ速度、及び旋回レートを要求することができる。入力装置はまた
、本出願人の国際特許出願ＰＣＴ／ＮＺ２００５／０００３１９号に記載されているもの
であってもよい。
【００８５】
　操作モードを有効にするか又は選択するための１又はそれ以上のボタン、スイッチなど
を使用してモードを要求することができ、これについては以下で詳述する。
【００８６】
　１つの使用可能な操作モードは、操作者が、ウォータージェットユニット及び関連する
制御面を、制御システムを通じて従来方式で手動で操作する「手動モード」である。
【００８７】
　別の使用可能な操作モードは、制御システムが、ウォータージェットユニット及び関連
する制御面を操作して船舶を動的に位置保持する「位置モード」である。本出願人の国際
特許出願ＰＣＴ／ＮＺ２００５／０００３１９号に記載されている入力装置上に設けられ
た「保持」ボタンを押すことなどによりこのモードが選択されると、制御システムは動的
ポジショニングを有効にする。動的ポジショニングが有効である間、操舵制御装置又は（
単複の）その他の制御入力装置のいずれかを操作することにより、ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸
のうちの１又はそれ以上において船舶が維持される位置を調節することができる。例えば
、船舶を埠頭から５メートルのところに動的に位置保持した後に、その位置をｙ軸方向に
１メートルだけ増分して調節して、船舶を制御可能に接岸させることができる。
【００８８】
　さらに使用可能な操作モードは、制御システムが、ウォータージェットユニット及び関
連する制御面を操作して、望ましい地上速度と一致すべき船舶の速度を動的に制御する「
レート又は速度モード」である。専用ボタンを押すこと、又は望ましい地上速度を入力す
ることによりこのモードが選択されると、制御システムは動的速度制御を有効にする。動
的速度制御が有効である間、操舵制御装置又は（単複の）その他の制御入力装置のいずれ
かを操作することにより、船舶が、ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸のうちの１又はそれ以上におい
て移動するレートを調節することができる。例えば、速度制限領域に入る前は船舶の速度
を２０ノットに動的に制御することができ、速度制限領域に進入する際に、例えば「減速
」ボタンを使用して１０ノットまで減速することができる。別の例では、入力制御装置を
設けて船舶の現在の速度を維持することができる。
【００８９】
　さらに使用可能な操作モードは、制御システムが、ウォータージェットユニット及び関
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連する制御面を操作して、誘導船などの「マスター」物体との比較に基づいて船舶を動的
に位置保持する、或いは船舶の速度を制御する「スレーブモード」である。このモードに
ついては、本文中において「移動物体に対する動的制御」という表題で説明している。
【００９０】
　好ましい形態では、表示手段７４０も設けられる。表示手段７４０は、船舶のサージ速
度、スウェイ速度、船首方位、及び動作モードというパラメータのうちの１又はそれ以上
の表示を可能にする。表示手段７４０は、パラメータの計測値、パラメータの要求値、又
はこれらの両方を表示することができる。表示手段７４０上にタッチセンサー手段を設け
ることにより、表示手段７４０を制御入力装置の一形態にして、操舵手が表示手段７４０
のエリアを選択的に触れることにより、速度変更又はモード選択などの要求を入力できる
ようにすることも可能である。
【００９１】
位置及び船首方位コントローラ
　位置及び船首方位コントローラ７０４は、制御入力装置７０２から要求を受け取る。位
置及び船首方位コントローラ７０４はまた、船舶センサ７１０、７１２、７１４、及び７
１６から、直接及び処理済みデータの形で、計測した船舶の速度ｕ及びｖを表すフィード
バック信号を受け取る。
【００９２】
　位置及び船首方位コントローラ７０４の主機能は、望ましい速度及びヨーレートと計測
した速度及びヨーレートとの間の差分を算出し、ウォータージェット及びエンジンに要求
を設定して、サージ速度誤差及びスウェイ速度誤差、並びにヨーレート誤差を最小限に抑
えるようにすることである。
【００９３】
推進システム
　左舷ジェット用の推進システムを、陰付きの囲み７０６に詳細に示している。右舷推進
システムは左舷のものと同じものであり、囲み７０８で示している。
【００９４】
　個々のウォータージェットは、操舵ディフレクタ及び逆ダクトを動かすための２つのア
クチュエータ７２０及び７２２を有する。ジェット推力の大きさは、エンジン速度を変化
させることにより変化する。操舵ディフレクタ位置コントローラ７２６は、位置及び船首
方位コントローラ７０４から操舵ディフレクタ要求信号を受け取り、位置センサ７２８か
ら計測した操舵ディフレクタ位置を受け取る。位置コントローラ７０４は、要求される操
舵ディフレクタ位置と計測された操舵ディフレクタ位置との間の誤差を最小限に抑えるよ
うにアクチュエータ７２０を駆動する。従来の閉ループ制御システムを使用してこれを行
うことができる。
【００９５】
　逆ダクト位置センサ７３０及び逆ダクト位置コントローラ７３２を含む第２の同一の制
御ループは、位置及び船首方位コントローラ７０４からの要求信号に応じて逆ダクトの位
置を維持する。
【００９６】
　推進システムブロックの第３の部分は、エンジンスピード制御部である。位置及び船首
方位コントローラ７０４からの要求信号がエンジン制御システム７２４に供給されて、特
定のエンジンスピードが設定される。これにより、（分毎の回転数又はＲＰＭでの）ジェ
ットシャフトの回転スピード、従ってウォータージェットにより生成される推力の大きさ
が変化する。
【００９７】
船舶ブロック
　船舶ブロック７３４は、制御システムにより制御される船舶を表す。概略的に示すよう
に、船舶は、ウォータージェット及び風、波、潮流などの外部擾乱によって生成される力
及びモーメントに作用される。ウォータージェット力及びモーメントを制御して、外部擾
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乱の影響を弱め、ひいては制御入力装置７０２が定めた望ましい船舶の軌道上に船舶を維
持する必要がある。
【００９８】
　船舶に作用する力及びモーメントの複合効果として、船舶ブロック７３４への入力が得
られる。この結果、船舶が地球表面に対してある特定の方法で動くように制御することが
できる。これらの動きは、大まかに７３５で示している「緯度」、「経度」、「方位」、
及び「ヨーレート」という表示で表される。７３５に示す表示は、本発明の制御システム
に入力される電気信号ではない。代わりに、これらの表示は、センサ７１０から７１６に
より検知される動きを表すものである。
【００９９】
船舶センサ
　船舶の位置は、ＧＰＳ又は差動型ＧＰＳなどの高精度システムを使用して計測されるこ
とが好ましい。このシステムは、地球基準位置（緯度及び経度）の出力を供給するので、
図７に示す実施形態の緯度センサ７１０及び経度センサ７１２は、好ましいＧＰＳ又は差
動型ＧＰＳシステムに組み込まれることになる。
【０１００】
　また、ヨーレートセンサ７１６と共に、ジャイロコンパス又はフラックスゲートコンパ
スなどの方位センサ７１４が使用される。
【０１０１】
　上記のセンサから得られる計測パラメータは、図示の接続Ｖ及びＰを介して位置及び船
首方位コントローラ７０４に直接提供される。
【０１０２】
　ＧＰＳ及びジャイロコンパスの代替として、加速度計及びレートジャイロを使用して、
以前の船舶の位置又は速度に基づいて船舶の動きを制御することができる。この代替形態
では、加速度計が緯度及び経度センサ７１０及び７１２に取って代わってｘ軸及びｙ軸に
おける加速度を示す信号を供給し、レートジャイロが方位センサ７１４に取って代わって
ｚ軸における速度変化を示す信号を供給する。加速度計から出力される加速度信号を１度
積分して速度信号を生成し、もう１度積分して位置信号を生成する。レートジャイロから
出力される速度信号は、位置信号を生成するのに１度しか積分する必要がない。この後、
加速度計及びレートジャイロから導き出された速度及び位置信号は、図示の接続Ｖ及びＰ
を介して位置及び船首方位コントローラ７０４に入力される。
【０１０３】
　ＧＰＳ及びジャイロコンパスの別の代替として、レーダーを使用して船舶を動的に制御
する関連入力信号を供給することができる。レーダーは方角及び距離の表示を行い、これ
らを使用して、船舶を動的に位置保持すべき場所、又は船舶の速度を動的に制御すべき対
比物である物体を定めることができる。例えば、移動物体に対する動的ポジショニングが
望ましい場合、操舵手はレーダーを使用して、動的ポジショニングを実行する対比物とな
る移動物体を示すか、或いは選択することができる。
【０１０４】
変換
　緯度、経度、及び方位センサ７１０、７１２、及び７１４からの信号はまた、微分器７
３６及び７３８による微分、並びにブロック７１８による軸変換を通じて処理され、縦軸
及び横軸における船舶の速度ｕ及びｖの出力を供給する。これらの関係は、以下の通りで
ある。
ｄｘ0G／ｄｔ＝ｕ　ｃｏｓ　ｐｈｉ－ｖ　ｓｉｎ　ｐｈｉ
ｄｙ0G／ｄｔ＝ｕ　ｓｉｎ　ｐｈｉ＋ｖ　ｃｏｓ　ｐｈｉ
この場合
ｘ0G＝船舶の縦位置座標（地球基準軸）
ｙ0G＝船舶の横位置座標（地球基準軸）
ｕ＝サージ軸に沿った船舶の速度
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ｖ＝スウェイ軸に沿った船舶の速度
ｐｈｉ＝船舶の船首方位角
【０１０５】
　上記の方程式は、２つの未知数を含む連立方程式に関する任意の標準方法によって解か
れ、サージ速度ｕ及びスウェイ速度ｖが求められる。これらのパラメータは、位置及び船
首方位コントローラ７０４に提供される。
【０１０６】
　当業者であれば、センサ７１０及び７１２が加速度計に置き換えられ、センサ７１４が
レートジャイロに置き換えられた場合、上記の変換方程式が、加速度計及びレートジャイ
ロにより生成される信号に適合するようにされるということを理解するであろう。例えば
、加速度計は加速度信号を生成するので、速度及び位置信号を生成するためには微分では
なく積分が必要となる。またレートジャイロは速度信号を生成し、位置信号を生成するた
めにはこの速度信号を積分する必要がある。ＧＰＳシステムの中には、直接速度出力を供
給するものもあり、このＧＰＳシステムが利用可能な場合には微分器は必要ない。
【０１０７】
動作説明
　ここで図７の動的速度制御システムの動作について説明することにする。動的速度制御
システムの有効時、制御入力装置７０２は、要求される縦及び横の速度及びヨーレートを
地上に対して設定する。位置及び船首方位コントローラ７０４は、指示された速度及びヨ
ーレートと計測した速度及びヨーレートとの間の誤差を判断し、これらの誤差を最小限に
抑えるのに必要とされる操舵ディフレクタ要求、及び逆ダクト位置、並びにエンジン推力
（又はｒｐｍ）を算出する。これらの新しく算出された要求は、操舵ディフレクタ及び逆
ダクト位置コントローラ７２６及び７３２、並びにエンジン速度コントローラ７２４に出
力される。
【０１０８】
　この後、推進システムは、船舶に作用する推力及びモーメントを発生させる。この推力
及びモーメントは、風、潮汐などに起因する外乱力及びモーメントと結びつき、一体とな
って速度及びヨーレート誤差を低減する方向に船舶を動かすようになる。船舶の動きは、
センサ７１０、７１２、７１４、及び７１６により検出され、位置及び船首方位コントロ
ーラ７０４にフィードバックが提供され、このようにしてループが閉じられる。
【０１０９】
　上述したシステムはまた、船舶の動的ポジショニングを実現する動的ポジショニングシ
ステムとして途切れなく機能することもできる。これは、制御入力装置を「ゼロ」位置に
設定することにより行われ、この場合、サージ速度及びスウェイ速度がゼロとなり、旋回
レートがゼロとなることが要求される。これにより、位置及び船首方位コントローラ７０
４は、制御システムが動き及び回転のレートを制御入力装置が要求するレートに一致させ
るように働く上述の「レート」制御モードから「位置」制御モードへと変化する。
【０１１０】
　１つの形態では、船舶が停止した場合、制御システムは船舶の位置及び船首方位の「ス
ナップショット」をとる。制御入力装置がゼロ位置のままである間、「スナップショット
」の位置及び船首方位が要求入力として使用され、システムは、位置閉ループ制御を実行
し、船舶が「スナップショット」の位置及び「スナップショット」の船首方位を維持する
ことを確実にする。このモードでは、「直接」フィードバック、及び、緯度、経度及び船
首方位の「スナップショット」を使用して、位置制御用の誤差信号を算出する。このモー
ドを「レート」又は動的速度制御モードと対比することができ、この場合、サージ速度及
びスウェイ速度の処理済み信号、並びに直接ヨーレート信号がフィードバックとして使用
される。
【０１１１】
　図７で説明したシステムは、縦、横、及び回転位置又はレートを維持するための３つの
制御ループを効果的に含む。これらの３つの制御ループは、任意の一時点において異なる
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で動いているが、ヨーレート要求がゼロである場合、サージ及びスウェイ制御ループは「
レート」モードにあるのに対し、ヨー制御ループは「位置」モードにあることになる。
【０１１２】
　前述の内容は、好ましい形態を含む本発明について説明したものである。当業者にとっ
ては明らかなように、本出願の範囲内に変更及び修正を組み入れることが意図されている
。
【符号の説明】
【０１１３】
　２００　操舵手が、動的ポジショニングモードを有効にする
　２０２　コントローラが、位置判断手段及び船首方位判断手段から船舶の位置及び船首
方位を取得
　２０４　船舶の位置及び船首方位を、望ましい船舶の位置及び望ましい船舶の船首方位
として設定
　２０６　コントローラが、位置判断手段及び船首方位判断手段から船舶の位置及び船首
方位を取得
　２０８　コントローラが、位置誤差及び船首方位誤差を算出
　２１０　誤差＝０か？
　２１２　コントローラが、ウォータージェットユニットを操作及び制御して誤差を最小
限に抑える

【図１】 【図２】
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