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(57)【要約】
　本発明は、シップの性能を予測するモデルを生成させ
るためのコンピュータにより実現される方法に関する。
操作の間のシップに関連する要因と、要因が依存する最
初の動的入力データを示すパラメータとの間の関連性に
より、シップの性能をシミュレートする初期モデルを作
成させるステップを、方法は含む。シップの操作の間に
、センサから測定結果を取得して、モデル中で使用され
ることになる新たな動的入力データのセットを生成させ
る。最初の動的入力データの代わりに、生成された入力
データをモデル中で使用することによって、シップの性
能に対するシミュレーション結果が算出される。シミュ
レーション結果はその後、実際のシップ操作と比較され
る。シミュレーション結果と、実際の操作との間の差が
、規定されたしきい値基準を超えている場合、規定され
た品質基準を満たすまで、新たな測定結果により、モデ
ル中で使用されることになる新たな動的入力データのセ
ットを反復的に生成させることによって、モデルは改善
される。本発明は、このような方法およびコンピュータ
プログラムを実行するシステムにも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シップの性能を予測するモデルを生成させるためのコンピュータにより実現される方法
において、
　ａ）操作の間の前記シップに関連する要因と、前記要因が依存する最初の動的入力デー
タを示すパラメータとの間の関連性により、前記シップの性能をシミュレートする初期モ
デルを作成させるステップと、
　ｂ）前記シップの操作の間に、センサから測定結果を取得して、前記モデル中で使用さ
れることになる新たな動的入力データのセットを生成させるステップと、
　ｃ）前記最初の動的入力データの代わりに、前記生成された入力データを前記モデル中
で使用することによって、前記シップの性能をシミュレートするステップと、
　ｄ）シミュレーション結果を、実際のシップ操作と比較するステップと、
　ｅ）前記シミュレーション結果と、前記実際の操作との間の差が、規定されたしきい値
基準を超えている場合、前記モデルを改善するステップと、
　ｆ）規定された品質基準を満たすまで、ステップｂ）～ｅ）を反復するステップとを含
む方法。
【請求項２】
　前記モデルを使用して、ヴェッセルの動力プラントコンフィギュレーションの関数とし
て、シップ上のエネルギー消費デバイスのエネルギーバランスと、前記シップの燃料消費
とを予測し、それにより、前記シップの、エネルギー消費や燃料消費やエネルギー生成を
、前記デバイス間の負荷の分配を、外部および操作の要因に対するそれらの関連性を、示
している前記ヴェッセルの動力プラントの性能を前記モデルはシミュレートする点で特徴
付けられる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記モデルを使用して、シップのトリム、喫水または傾斜のような、前記ヴェッセルの
浮位置の関数として、前記エネルギーおよび燃料の消費を予測し、それにより、前記浮位
置と、前記エネルギーおよび燃料の消費との間の関連性を、ならびに、外部および操作の
要因に対するそれらの関連性を、前記モデルは示す点で特徴付けられる請求項１記載の方
法。
【請求項４】
　規定された品質基準を満たすとき、請求項１のステップｂ）において取得された新たな
動的入力データを使って、前記動力プラントコンフィギュレーションが最適化されるさら
なるステップｇ）により特徴付けられる請求項１または２記載の方法。
【請求項５】
　請求項１のステップｂ）において取得された前記新たな動的入力データを使って、前記
ヴェッセルの浮位置が最適化されるさらなるステップｇ）により特徴付けられる請求項１
または３記載の方法。
【請求項６】
　前の結果よりも、前記しきい値基準により近いシミュレーション結果を取得するために
、前記モデル中の関連性を再規定することによって、ステップｅ）において前記モデルは
改善される点で特徴付けられる請求項１、２、３、４または５のいずれか記載の方法。
【請求項７】
　天気、風、海況、海流、海深、波、周囲の温度、周囲の湿度、気圧、および／または、
海水温度のような、前記シップの操作の間の外部条件の情報からなる動的入力データを、
前記パラメータは表わす点で特徴付けられる請求項１、２、３、４、５または６記載の方
法。
【請求項８】
　推進、補助または操縦デバイスのようなシップ機器の操作設定、推進および補助システ
ムに対するベース負荷、排気、制約、スピードデータ、操作モード、および／または、燃
料情報のような、前記シップの操作の間の操作条件の情報からなる動的入力データを、前
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記パラメータは表わす点で特徴付けられる請求項１、２、３、４、５、６または７記載の
方法。
【請求項９】
　ルートおよびスケジュールや、喫水や、スピードや、スタビライザの使用や、舵のアク
ションや、ＲＰＭや、喫水や、プロペラピッチのような、前記シップの操作の間のシップ
機器（例えば、推進、補助および操縦デバイス）の操作の条件および状態と、例えば、船
体、プロペラおよび機械の、他の機器条件と、前記トリムのような、前記ヴェッセルの位
置を変更するために必要とされるバラスト水のポンピングに関連する要因と、の情報から
なる操作の間の動的入力データを、前記パラメータは表わす点で特徴付けられる請求項１
、３、５、６、７または８記載の方法。
【請求項１０】
　測定データの品質および信頼性とともに、前記モデルの品質およびモデル化結果を、継
続的に監視して評価することによってと、
　取得した測定が誤っているものであると評価された場合に、測定を無視するか、あるい
は、他の測定からのダイナミックスおよび情報に、前の値に、および／または、前記測定
を示す関連性に基づいて、他の何らかの値となる測定を推定することによってさらに特徴
付けられる請求項１、２、３、４、５、６、７、８または９記載の方法。
【請求項１１】
　シップの性能を予測するためのシップ中のシステムにおいて、
　ａ）－シップの性能をシミュレートし、
　－シップの性能に関連する要因と、前記要因が依存する動的入力パラメータを示すパラ
メータとの間の関連性を規定し、
　－前記要因と前記動的入力パラメータとの間の従属性を学習する手段を有し、
　－前記シップの操作の間に、測定結果を継続的に取得し、前記測定結果を使用して、初
期モデル中で先に使用された入力パラメータの代わりに、モデル中で使用されることにな
る新たな動的入力パラメータのセットを生成させる手段と、
　－前記モデル中で、前記生成された入力データを使用することによって、前記シップの
性能のシミュレーション結果を算出する手段と、
　－最適化された前記シミュレーション結果を、実際のシップの操作と比較する手段と、
　－さらなる操作においてモデルとして使用されるように前記初期モデルを更新して、前
記モデルが事前設定品質基準を満たすまで、前記モデルをさらに更新する手段とを有する
コンピュータモデルを有するプロセッサユニットと、
　ｂ）前記シップの操作の間、測定結果を前記プロセッサにシグナリングするセンサとを
具備するシステム。
【請求項１２】
　前記シップのエネルギー消費と燃料消費とエネルギー生成を、デバイス間の負荷の分配
を、ならびに、外部および操作の要因に対するそれらの関連性を示す前記動力プラントの
性能を、前記モデルはシミュレートする点で特徴付けられる請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記モデルを使用して、シップのトリム、喫水、または、傾斜のような、前記ヴェッセ
ルの浮位置の関数として、前記シップの燃料またはエネルギーの消費を予測し、それによ
り、前記浮位置と、前記エネルギーおよび燃料の消費との間の関連性を、ならびに、外部
および操作の要因に対するそれらの関連性を、前記モデルは示す点で特徴付けられる請求
項１１記載のシステム。
【請求項１４】
　測定データの品質および信頼性とともに、前記モデルの品質とモデル化の結果を、継続
的に監視して評価する手段を前記モデルは有し、取得した測定が誤っているものであると
評価された場合に、測定を無視するか、あるいは、他の測定からのダイナミックスおよび
情報に、前の値に、および／または、前記測定を示す関連性に基づいて、他の何らかの値
となる測定を推定する点で特徴付けられる請求項１１、１２または１３記載のシステム。
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【請求項１５】
　シップの性能をシミュレートするモデルを構成する、シップ中のプロセッサユニットに
おいて実行するコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　前記モデルは、
　前記シップの性能に関連する要因と、前記要因が依存する動的入力パラメータを示すパ
ラメータとの間の関連性を規定し、
　－前記要因と前記動的入力パラメータとの間の従属性を自動的に学習するステップと、
　－前記シミュレーションにおいて、先に使用された入力パラメータの代わりに、新たな
動的入力パラメータのセットを継続的に使用するステップと、
　－前記モデルが事前設定品質基準を満たすまで、前記モデル自体を更新するステップと
を実行し、
　前記新たな動的入力パラメータは、前記シップの前記操作の間に、センサからの測定結
果から生成されるコンピュータプログラムプロダクト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シップの性能を予測する方法、システムおよびコンピュータプログラムに関
する。
【背景】
【０００２】
　遠洋航海のヴェッセルにおいては、石油や、ときには天然ガスのような燃料がエネルギ
ー源として使用され、ディーゼルエンジンがメインエンジンとして使用される。大型海洋
ヴェッセル中には、ヴェッセルのジェネレータまたはメインのプロペラを回転させる、い
くつかのディーゼルエンジンがあるかもしれない。港で、または航海の間に燃料タンカー
によって、燃料は海洋ヴェッセルに送り届けられる。異なる種類の利用可能な燃料、およ
び、パラレルに、同時に駆動されるいくつかのディーゼルエンジンもあるかもしれない。
【０００３】
　最適な効率を達成するために、動力生成および推進システムが、継続的な調節、制御お
よび監視のターゲットとなっている。動力制御は、シップの制御システムの基本的な部分
である。同様に、利用可能な電気的および／または主要なエネルギーを使用することによ
って、推進システムを制御して、要求される動力を生成させる。しかしながら、実際には
、十分なエネルギーは、デバイスおよびそれらの制御システムの効率程きわどくはない。
【０００４】
　船上の別々のデバイスの動力を制御することによって、エネルギーを効率的に経済的に
消費することができる。これは、例えば個々の推進ユニット、ポンピングデバイス、照明
機器および熱機器、ならびに、他の補助デバイスに適用される。
【０００５】
　燃料の価格や品質および利用可能性を含む、異なる燃料およびデバイスに関連するこれ
らすべての要因は、海洋ヴェッセルの全体的なエネルギー効率に影響し、シップの動力プ
ラントの最適化およびコンフィギュレーションにおいて、考慮に入れるべきである。
【０００６】
　トリムと、ヴェッセル上の動力プラントコンフィギュレーションとの動的最適化に対す
る現在の解決法は、普通、さまざまなステージにおいて人間の管理を要求するモデルに基
づいているか、あるいは、設計データにまたは他のこのような設計関連静的情報に基づい
ているモデルに依拠している。さらに、このような最適化モデルは、現在、（流体力学的
かまたは数的かのいずれかの）初期モデル化とともに、船体／プロペラが老化するまたは
その抵抗が変化するときに、較正またはリモデル化を必要としている。したがって、モデ
ルの信頼性は経時的に低下し、時間が経過した後は、コストを節約する目的のためにはモ
デルはもはや有用ではない。
【０００７】
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　操作データや、ルートデータや、天気予報および異なる環境要因のような、異なる入力
データに基づいて、海洋ヴェッセルにおけるエネルギー消費を制御する方法および装置の
例を開示している国際公開第２０１１／１６１２１１号において、設計データに基づく効
率的なエネルギー制御のための解決法の例が提示されている。燃料タイプ、燃料コスト等
のような、燃料自体に関連するデータも考慮に入れている。入力データに基づいている算
出された予測に基づいて、エネルギー消費デバイスのエネルギーバランスは管理されてい
る。
【０００８】
　国際公開第２００７／０１７９０８号は、シップの設計において支援するツールを、設
計者が用いることができるようにすることにより、シップ設計の効率を高める設計ツール
を提示している。センサからの信号を受信し、センサ情報にしたがって、操作をシミュレ
ートすることによって、操作中のシップの操作コストを最適化して、それにしたがって、
エネルギーシステムを調節するためにも、設計ツールは使用されている。公報は、設計デ
ータのみに依拠している解決法の見地における改善であり、操作の間のエネルギーバラン
スを制御するために、センサ情報も考慮に入れている。
【０００９】
　燃料消費を最小限にするために、シミュレーションモデル自体を作成させて、作成され
たモデルを使用してシップの性能を改善する、改善された方法およびシステムを開発する
ことが、本発明の目的である。
【本出願において使用する用語】
【００１０】
　以下の用語を、本出願のテキストにおいて使用する。　
　トリム：縦（ピッチ）方向における、シップの浮傾き、すなわち、シップの船首と船尾
との沈下の間の差　
　傾斜：横（ロール）方向における、シップの浮傾き　
　喫水：シップの中央部の沈下　
　浮位置：トリム、喫水または傾斜、あるいは、トリム、喫水および傾斜の任意の組み合
わせ。浮位置は、シップの排水量、濡れ面、および、水抵抗に影響する。　
　動力プラントコンフィギュレーション：異なる動力発生および消費デバイス（ディーゼ
ルジェネレータ、シャフトジェネレータ、廃熱回収システム等）間の負荷の分担／分配　
　最適な動力プラントコンフィギュレーション：燃料消費や排気等のような最適化基準を
満たす、異なる動力発生および消費デバイス間の負荷の分配　
　シップの挙動／シップの性能：例えば、シップの動きや、エネルギー消費や、燃料消費
や、排気を含む、シップの実際の機能を示している。　
　シップの操作：エンジンおよび電気デバイスを駆動してシップを動かすために、シップ
の操縦、操舵、制御アクションを示している。　
　ヴェッセルは、シップと同義で使用している。　
　海況：波高、波の周期、波の方向、うねり、風に引き起こされた波等によって決定され
る、海の状態。
【発明の概要】
【００１１】
　シップの性能を予測するモデルを生成させるためのコンピュータにより実現される方法
により、目的が達成される。操作の間のシップに関連する要因と、要因が依存する最初の
動的入力データを示すパラメータとの間の関連性により、シップの性能をシミュレートす
る初期モデルを作成させるステップを、方法は含む。シップの操作の間に、センサから測
定結果を取得して、モデル中で使用されることになる新たな動的入力データのセットを生
成させる。最初の動的入力データの代わりに、生成された入力データをモデル中で使用す
ることによって、シップの性能に対するシミュレーション結果が算出される。シミュレー
ション結果はその後、実際のシップの操作と比較される。シミュレーション結果と、実際
の操作との間の差が、規定されたしきい値基準を超えている場合、規定された品質基準を
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満たすまで、新たな測定結果により、モデル中で使用されることになる新たな動的入力デ
ータのセットを反復的に生成させることによって、モデルは改善される。
【００１２】
　シップの性能を予測するための、シップにおける本発明のシステムは、上記の方法を実
行する手段を有する。したがって、シップの性能をシミュレートするコンピュータモデル
を有するプロセッサユニットを、システムは備える。シップの操作に関連する要因と、要
因が依存する動的入力データを表わすパラメータとの間の関連性を、モデルは規定する。
要因と動的入力パラメータとの間の従属性を学習する手段と、シップの操作の間に、測定
結果を継続的に取得する手段と、測定結果を使用する手段と、初期モデル中で先に使用さ
れた入力パラメータの代わりに、モデル中で使用されることになる新たな動的入力パラメ
ータのセットを生成させる手段と、モデル中で、生成された入力データを使用することに
よって、シップの性能に対する新たなシミュレーション結果を算出する手段と、最適化さ
れたシミュレーション結果を、実際のシップの操作と比較する手段と、モデルが事前設定
品質基準を満たすまで、さらなる操作およびさらなるモデルの更新においてモデルとして
使用されることになる初期モデルを更新する手段とを、モデルは有する。シップの操作の
間に、測定結果の信号をプロセッサに与えるセンサも、システムは備える。
【００１３】
　本発明のコンピュータプログラムプロダクトは、シップにおけるプロセッサユニット中
で実行され、シップの性能をシミュレートするモデルを構成している。シップの性能に関
連する要因と、要因が依存する動的入力データを表わすパラメータとの間の関連性を、モ
デルは規定する。要因と動的入力パラメータとの間の従属性を自動的に学習するステップ
と、先に使用した入力パラメータの代わりに、シップの操作の間に、センサからの測定結
果から生成された新たな動的入力パラメータのセットを、シミュレーションにおいて継続
的に使用するステップと、モデルが事前設定品質基準を満たすまで、モデル自体を更新す
るステップとを、プログラムは実行する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項の特徴を有する。
【００１５】
　本発明の方法およびシステムは、例えば、船上のエネルギー生成の最適化、あるいは、
トリムや、喫水または傾斜のような、ヴェッセルの位置の最適化のために使用することが
できる。先述のケースにおいて、シップの性能に対するシミュレーションのためのモデル
は、燃料消費や、エネルギー消費およびエネルギー生成をシミュレートし、後者のケース
においては、浮位置の関数として、ヴェッセルの推進エネルギー消費をシミュレートする
。ヴェッセルのトリムは、船首と船尾との沈下の間の差として、喫水は、ヴェッセルの（
中央部における）沈下として、傾斜は、シップの横方向における傾きの恒久的な角度とし
て規定される。
【００１６】
　本発明をエネルギー生成の最適化のために使用するとき、現在の船上の状況を伝える測
定が取得され、最も低いエネルギーニーズの動力プラントコンフィギュレーションが、エ
ネルギー最適化シミュレーションモデルを有するシミュレーションによって見い出される
。ディーゼルエンジンや、ディーゼルジェネレータや、シャフトジェネレータや、シャフ
トモータや、廃熱回収システムや、機械や、異なる燃料で働くジェネレータ等を、動力プ
ラントコンフィギュレーションは備えることができる。この文脈における動力プラントコ
ンフィギュレーションは、異なる動力生成デバイス間の負荷の分配を指す。
【００１７】
　したがって、モデルは、予め規定された完了および品質基準を満たすまで、モデル自体
を改善することを続ける。例えば、信号の変動の予期される範囲と比較した入力信号の変
動の範囲や、以前に見られたデータと比較した新たな入力データの追加の情報コンテンツ
や、モデルの予測性能や、モデルパラメータの統計上の意義や、データ量の統計上の意義
等を、停止基準は含むことができる。予測された値と測定された値との間の差のダイナミ
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ックスとともに、入力信号の挙動に基づいて、測定信号の信頼性を評価するように、モデ
ルは、入力データの品質も監視する。さらに、入力信号と出力信号との間の相互従属性を
、モデルによって監視することができ、測定された入力信号間の従属性が変化した場合、
モデルは、測定歴と現在の値に基づいて、量を推定することができる。推定に加えて、い
ったんモデルがトレーニングされると、モデルを使用することによって、センサの故障を
認識することが可能である。
【００１８】
　品質制御において、測定と、測定の自己のダイナミックと、測定の物理的な変動との間
の関連性を監視する。これは、例えばシップのスピードによる例とすることができる。シ
ップは全体が非常に大きいので、そのスピードは非常に速く変化することができない。モ
デルは、不可能な変化および無意味な変化を、または、大きすぎると規定された差を考慮
に入れることができ、スピード測定をシップの先述の状態および他の測定と比較すること
によって、測定が信頼できるか否かを決定することができる。測定が信頼できない場合、
モデルは、例えばそれを無視することを決定できる。
【００１９】
　別の例は、測定の誤りに関連する。シップの最大スピードが既知であり、例えば、測定
が物理的に不可能な値になり得る値を超えた場合、トレーニングデータから削除すること
ができる。モデルを使用することによって、または、他の測定からの情報およびダイナミ
ックスと、先述の値と、測定を示す関連性とに基づいて、これらの測定は無視でき、ある
いは、他の何らかの値であると推定できる。
【００２０】
　動力プラントのリアルなコンフィギュレーションのために使用されることになるシップ
の性能をシミュレートするモデルは、多くの要因に依存しているので、非常に複雑化され
ている。要因のうちのいくつかは、シップを操作するデバイスに関連するので、影響を受
けることがあり、本テキストにおいて動的要因と呼ばれる。
【００２１】
　モデルを作成させることにおいて考慮に入れるべき静的要因は、例えば、シップの構造
および設計に関連しているかもしれず、もはや操作の間に変化可能でない。
【００２２】
　例えば、エネルギー消費、燃料消費およびエネルギー生成とともに、シップのトリムや
、喫水または傾斜のような、ヴェッセルの浮位置が原因である追加のエネルギー消費は、
静的要因および可変の動的要因の両方によって決定される。ルートや燃料のタイプおよび
コストのような、いくつかの変数は、所定の航海に対して固定されるかもしれず、そのケ
ースにおいては、その特定の航海に対してそれらは静的である。ときには、これらの変数
は、所定の航海に対する初期プランから変化することがある。
【００２３】
　動的要因に関して、それらは単にシップの設計によって決定されるのではなく、天気や
海流や海深やスピードや排気ターゲットのようなシップの操作の間の外部条件によっても
、ならびに、傾斜や、操作モードのような操作要因によっても影響され、操作モードは、
港操作モードおよび外海操作モード駆動の使用または操縦操作モードのようなものであり
、これらは異なる種類の需要を有する。さらに、要因は例えば、ルート、シップのスピー
ド、燃料コスト、および／または、排気値を含んでいる。
【００２４】
　先行技術の解決法において、推定された消費に基づいて、および、エネルギーの必要性
を予測することのできる、例えば効率の良い燃料消費に対するシミュレーションモデルに
より、および、個々のエネルギー消費デバイスの負荷が分配される方法により、異なるデ
バイスのエネルギー負荷バランスは管理され、最適化されていた。
【００２５】
　センサ情報を使って、シップの操作の間に、人間の対話なしで自動的にモデル自体を改
善する自己学習シミュレーションモデルを、本発明は提供する。
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【００２６】
　１つの実施形態において、個々のデバイスのエネルギー消費と外部条件との間の関連性
に関して、モデルは継続的にそれ自体を更新して、所定の環境と、異なるデバイスのエネ
ルギー負荷とが、燃料およびエネルギーの総消費にどのように影響するかを学習する。
【００２７】
　別の実施形態において、ヴェッセルの浮位置と外部および操作の条件との間の関連性に
関して、モデルは継続的にそれ自体を更新し、所定の環境とともに、浮位置における変化
を原因とする追加の抵抗およびエネルギー消費が、どのようにヴェッセルの位置に影響す
るかを学習する。モデルは、予め規定された完了および品質基準を満たすまで、モデル自
体を改善し続ける。例えば、信号の変動の予期される範囲と比較した入力信号の変動の範
囲や、以前に見られたデータと比較した新たな入力データの追加の情報コンテンツや、モ
デルの予測性能や、モデルパラメータの統計上の意義や、データ量の統計上の意義等を、
停止基準は含むことができる。
【００２８】
　モデルが十分良好になったとき、すなわち、エネルギーおよび燃料の総消費、または、
変数の動的要因間の相互関連性を、既存のモデルよりも正確に予測することができたとき
、シップの操作を改善するためにモデルは使用される。例えば、（入力データのような測
定を使用することによって、モデルによって算出された）予測される燃料およびエネルギ
ーの消費と、航海全体の間にシップの制御ユニットが知る実際の燃料およびエネルギーの
消費との間の許容される差に設定された、ある品質基準を満たすときに、モデルを使用す
る。
【００２９】
　その後、異なるエネルギー消費デバイスのエネルギーの負荷の分配、または、使用期間
に関して、どのように動力プラントコンフィギュレーションを変化させるべきかのアドバ
イスおよびセットポイントを表わすために、モデルは使用できる。代替的に、シップのト
リムのようなヴェッセルの浮位置を変化させるために、アドバイスが与えられることがあ
る。
【００３０】
　したがって、さまざまな動的入力データに基づいて、例えば、エネルギーおよび燃料の
消費を予測するモデルを作成し、モデルが決定するのに使用するしきい値基準を使用する
ことにより、事前設定しきい値品質基準が所定の許容範囲内で満たされるまで、モデル自
体を継続的に改善する方法を、本発明は提供する。この方法で、モデル性能は周期的に再
チェックされる。
【００３１】
　設計か、理論上のデータか、または小さなスケールのデータかに依拠する先行技術の方
法とは反対に、本発明のモデルのフリーパラメータは、リアルな操作データを使用して推
定されるか、または、モデルは、リアルな操作データに純粋に基づくこともある。モデル
は自己学習するので、例えば、動力プラントコンフィギュレーションとトリムとの最適化
のためのモデルを推定するために、人間の対話は必要でない。
【００３２】
　モデルの自己改善は、上述した完了基準でチェックすることによって行われる。長い時
間期間にわたる品質チェックも、人間の対話なしで行われる。
【００３３】
　本発明は、リアルな操作データの使用による、より正確な燃料セーブ最適化の解決法、
および、より単純な燃料セーブの解決法を提供し、解決法はモデルの自己学習の性質によ
り、それ程作業集約的でない。時間ドメインにおけるモデルの変化は、システムの劣化、
改善、または、メンテナンスと等しい。
【００３４】
　次に、本発明を限定することのない、いくつかの実例となるスキームおよび実施形態に
より、本発明を記述する。
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【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、本発明の第１の例示実施形態を、ブロックダイヤグラムの形態で表わし
ている。
【図２】図２は、本発明の第１の例示実施形態のフロースキームを表わしている。
【図３】図３は、本発明の第２の例示実施形態を、ブロックダイヤグラムの形態で表わし
ている。
【図４】図４は、本発明の第２の例示実施形態のフロースキームを表わしている。
【詳細な説明】
【００３６】
　図１は、本発明の第１の例示実施形態を、ブロックダイヤグラムの形態で表わしている
。この実施形態において、本発明は、シップ上のエネルギー消費デバイスのエネルギーバ
ランスと、燃料消費とを予測するために使用され、これにより、モデルは、動力プラント
コンフィギュレーションの関数として、動力プラントの性能をシミュレートする。
【００３７】
　図１は、シップの制御システムと、船上の条件と、エネルギー生成および消費と、燃料
消費との間の相互作用を図示している。本発明において、モデルを改善し、最も燃料効率
の良い動力プラントコンフィギュレーションを決定して、現在必要とされるエネルギーを
生成させるために使用される、シップの性能とエネルギー最適化の機能とをシミュレート
するためのモデルを、制御システムは含む。
【００３８】
　ヴェッセル中のエネルギー消費デバイスは推進エネルギーに関連し、これらの役割は、
ヴェッセルを出発港から到着港まで動かし、導くことである。照明や、ポンプや、加熱や
、冷却や、蒸気生成や、シップの操作に関する他の内部プロセスのための補助デバイスの
ような、他のエネルギー消費デバイスは、ヴェッセルの動きから部分的に独立している。
【００３９】
　シップのエネルギー消費に関連するいくつかの要因およびパラメータを、シップの実際
の操作において考慮に入れるとともに、船上の異なるエンジンと補助デバイスとのエネル
ギー負荷の分配において考慮に入れる。
【００４０】
　エネルギーおよび燃料の消費は、静的要因と可変の動的パラメータとの両方によって決
定される。静的パラメータは、シップの設計または例えば所定のルートに関連するかもし
れない。
【００４１】
　動的パラメータに関して、エネルギーおよび燃料の消費は、異なるデバイスの同時のア
クションによってのみ決定されるのではなく、天気と、風と、海況と、海流と、海深と、
周囲の温度と、周囲の湿度と、気圧と、海水温度のような、シップの操作の間の外部条件
によっても影響され、推進および補助の使用や、制約や、スピードや、排気ターゲットや
、操作時間や、操作モードのような、操作パラメータによっても影響され、操作モードは
、港における駆動、外海駆動、または、操縦駆動のようなものであり、これらは異なる種
類の需要を有する。
【００４２】
　本発明において、シップの性能をシミュレートするために、初期のシミュレーションモ
デルが作成される。モデルは、操作の間のシップに関連する（エネルギー負荷、燃料消費
、およびエネルギー分配のような）要因と、要因が依存する動的入力データを表わすパラ
メータとの間の関連性を規定する。シップの操作の間に使用されることになるシミュレー
ションモデルを規定するために、初期モデルは、自己学習メカニズムによって改善される
。初期モデルは、先の知識に基づくことができるか、または、その後、船上で収集された
データに基づいて、初期モデルは直接作成される。
【００４３】
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　初期モデルはその後実現されて、リアルタイムで動力プラントの性能をシミュレートし
、モデルが十分良好になるまで、モデル自体を改善する。モデルは、予め規定された品質
基準をいったん満たすと、燃料をセーブするために、動力プラントコンフィギュレーショ
ンをどのように変化させるかの命令を、ユーザに提供し始める。
【００４４】
　図１のブロックダイヤグラムは、機械と、センサと、制御および管理ユニットと、デー
タを取り扱うユニットとを表わすブロックからなる。ブロックからの矢印はブロックの出
力を示し、ブロックへの矢印はブロックの入力を示している。
【００４５】
　動力プラント１は、機械的な動力を電気的な動力に変換するジェネレータ、ならびに、
ガスタービンや、レシプロディーゼルおよびガスエンジンや、ボイラまたは原子炉のよう
な、他の可能性ある電気発生エンジンとともに、動力発生リソースとして機能するように
、シップ上に取り付けられている。副産物として、動力プラントは熱エネルギーを生成さ
せ、熱エネルギーは、排ガスおよび冷却の回路から、部分的に復元させることができる。
【００４６】
　参照番号７および８で表しているような、シップを操作するのに必要とする動力／エネ
ルギーの需要および生成は、それぞれ、動力管理システム２によってバランスされる。
【００４７】
　動力プラント１は、ヴェッセルの必要性のために要求された動力を発生させて、プロペ
ラのための推進動力を作成させる。したがって、図１中でユニット５として表わされてい
る推進システムに、ならびに、すべての電気的な動力消費および補助のデバイスに、動力
プラント１はエネルギー７を供給する。
【００４８】
　システム上の正しいエネルギーバランスを発見するために、動力プラント１からの情報
は、信号およびデータの収集機能ユニット６を介して、制御ユニットに転送されて、負荷
ポイントから利用可能な動力までのすべての基本データを得る。動力プラントコンフィギ
ュレーションにおいて、できる限り効率よく、要求された動力を生成させるために、例え
ば、エネルギー生成デバイスの数と、分担する負荷とが決定される。
【００４９】
　センサから受信した信号に基づいて、シップのエネルギーおよび燃料の消費のシミュレ
ーションをするためのモデル４と、エネルギー最適化ユニット３と、動力管理システム２
とを、制御ユニットは含む。
【００５０】
　制御ユニットの動力管理システム２は、動力プラントコンフィギュレーションにより、
ヴェッセルの総動力生成と送出とを制御し、このコンフィギュレーションにしたがって、
また、異なるデバイス上のエネルギー負荷の分配も決定する。
【００５１】
　エンジンおよびデバイスの開始および停止を決定することにおいて、コンシューマーの
動力制限（利用可能なエネルギー量を超えたことからの分配の一部の断絶）のような追加
の機能も、制御ユニットの動力管理システム２は、カバーすることができる。
【００５２】
　動力管理システム２に接続されたユーザインターフェースがあり、全体的なエネルギー
バランス管理の観点から可能である場合、このユーザインターフェースにより、最適な動
力プラントコンフィギュレーションが示される。最適化は、望まれる場合、セキュリティ
制限をすることができ、論理上の要因を考慮に入れることができる。十分な利用可能エネ
ルギーがあることに、動力管理システム２は注意しなければならない。最適化システム３
は、現在の状況において動力プラントをどのように操作すべきかをユーザにアドバイスし
て、ユーザはその後、現在の動力管理システムにおいて変更する。代替的に、最適化シス
テム３は最適なコンフィギュレーションを動力管理システム２に直接与えることができ、
動力管理システム２は、その後、要求されたアクションを自動的に行う。
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【００５３】
　制御ユニットは、実際の負荷制限プロフィールと、システムの負荷制限とを制御するこ
ともできる。制御ユニットは、動力プラントコンフィギュレーションから受け取ったプロ
セス基準にも基づいて、システムに接続された補助コンシューマーを効率的に制御するだ
ろう。
【００５４】
　エネルギー最適化３の機能は、シミュレーションモデル４によって実行される。シミュ
レーションモデルは、燃料およびエネルギーの消費ならびに動力プラントにおけるデバイ
スの使用に基づいて作成され、したがって、異なるコンフィギュレーションおよび設定を
用いて、必要とされる動力／エネルギーを生成させるために、必要とされる燃料の量を示
す。
【００５５】
　センサと、システムと、継続的に改善されるシミュレーションモデルとから受信した信
号によって、継続的に改善されようとする最適な動力プラントコンフィギュレーションに
よりシップを操作することに、本発明は向けられている。
【００５６】
　例えば、ルートに、天気に、海洋学に、および／または、スケジュール予想における予
想９と、天気、風、海況、海流、海深、周囲の温度、周囲の湿度、気圧、および／または
、海水温度のような実際の環境条件１０との両方に、最適化によって与えられる最適な動
力プラントコンフィギュレーションは基づいている。さらに、異なる操作モードにおいて
要求されるスピン動力予約のような操作の制約とともに、メンテナンスや、故障、または
、他の予期しない機械のシャットダウンを考慮に入れる。
【００５７】
　ルート情報は港データを含み、出発ポイントから到着港までについての利用可能な情報
、および、これらのポイント間の任意の中間ポイントについての利用可能な情報を与える
。制御ユニットは、入力データを考慮したルートプランを作成させて、開始ポイントから
終了ポイントまでの航海の間にヴェッセルが直面するであろう外部の力を算出して、シッ
プの性能モデルとシップの現在の操作とによって、エネルギーおよび燃料の消費に対する
推定を算出する。
【００５８】
　モデル中では、操作条件１１も、動的入力データを表わすパラメータとして考慮に入れ
る。これらは、最初の手動操作設定中と、推進および補助システムのためのベース負荷中
と、排気ターゲット中とにある。前もって予測することができる場合、例えば、外海モー
ドまたは港モードのような、海洋ヴェッセルまたはシップがそれにしたがって操作される
事項を規定する、データおよび命令からなる操作モードや、スピードデータを他の可能性
ある操作条件は例えば含む。さらに、操作時間は、異なる操作モードの期間と、それらの
シーケンスとを規定し、操作時間はモデル中で使用することもできる。燃料コストは、使
用されることになる燃料のタイプおよびプロセスを与える。
【００５９】
　最も効果的な操作の方法を発見するために、燃料／燃料品質の測定ユニット１３は、利
用可能な燃料およびそれらの特性の情報を有している。ユニットによって提供された情報
は、効率的な方法でエンジンを操作するのを可能にし、排気ターゲットも考慮に入れる。
燃料消費１２は、監視され、燃料／燃料品質ユニット１３によって表示されるとともに、
信号として記録されて、最適化のために使用される。
【００６０】
　予想９と環境条件１０と操作条件１１とについての情報および燃料情報とともに、さま
ざまなデバイス５のエネルギー消費および総燃料消費７が、センサまたは器具を用いて、
信号およびデータ収集機能ユニット６を介して制御ユニットに収集される。操作の信号と
、動力プラント１のコンフィギュレーションも収集される。
【００６１】
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　動力プラント１のための、より良いコンフィギュレーションを発見しようと試行する、
継続的なエネルギー最適化３において使用されることになるシミュレーションモデル４の
ために、シップの現在の挙動を示す信号が、部分的な入力として使用される。
【００６２】
　シップの操作の間、継続的に収集された最新の情報を利用することによって、シミュレ
ーションモデル４は、継続的に改善される。したがって、最新の予想情報９と、環境条件
１０、操作条件１１、燃料１３、エネルギー生成８についての情報とが収集され、これは
ユニット６によって示され、モデル学習のためとともに、エネルギー最適化シミュレーシ
ョンモデル４を使用することにより最適化３を実行するための入力として供給される。
【００６３】
　モデル４は、（図中で示されていない）エンジンからの入力も有するかもしれない。エ
ンジンからの入力は、排気の情報からもなり、これにより、規則または機関によって設定
された排気ターゲットと排気を比較して、ターゲット値より下に排気の量を制限するため
に、エンジンの排気はモデル中に入力される。最適化は、排気ターゲットおよび制約も考
慮に入れることがある。
【００６４】
　継続的なエネルギー最適化のために使用されるシミュレーションモデル４のための入力
は、シップの操作のための現在の操作パラメータの情報と、船上の条件との両方の情報と
ともに、環境条件測定および予想とからなる。船上の条件の情報は、シップの操作の間に
、船上のセンサからの信号によって与えられて、ユニット６によって示される。信号は直
接、または、データベースを通して、プロセッサによって受信され、エネルギーおよび燃
料の消費に影響する動的パラメータの最新の情報を使うように作成された、システム中で
使用されるシミュレーションモデルによって処理される。
【００６５】
　取得した信号は、シップの操作の間のセンサからの測定結果を表わし、シミュレーショ
ンモデル中で使用されることになる新たな動的入力データのセットを生成させるために使
用される。その後、シミュレーションモデル中で、生成された入力データを使用して、シ
ップの性能に対する新たなシミュレーション結果は算出される。シミュレーション結果は
、その後、上述したような部分的な入力として受信された実際のシップの操作と比較され
る。
【００６６】
　シミュレーション結果と実際の操作との間の差が、規定されたしきい値基準を超える場
合、負荷の分配と、燃料およびエネルギーの消費と、外部要因や操作および排気に関連す
る要因のような、他の動的入力データとの間の関連性を再規定することによって、モデル
は改善される。
【００６７】
　エネルギーおよび燃料の消費のための、改善された予測を行うために、エネルギー最適
化シミュレーションモデル４によって、新たな入力データを考慮に入れる。初期モデルを
作成させることにおいて使用されたのと同じ種類の入力データ、すなわち、予想９、環境
条件１０、操作条件１２、燃料１３およびエネルギー生成８、ならびに、効率曲線および
エンジンからの排気を、センサによって与えられたような新たな入力データは含む。もち
ろん、いくつかの入力データは変化しないかもしれない。エネルギー最適化モデルは、エ
ネルギー管理手順の修正に依存して、他の入力を有しているかもしれず、いくつかの実施
形態では、言及したこれらのすべての入力が、モデル中で使用されないかもしれない。す
べてのバリエーションは、本発明の範囲に属している。
【００６８】
　例えば、ルート情報、スケジュール、予想は、個々のデバイスをオフにするのを防ぐよ
うに、評価の将来的な必要性のために使用することができるが、最適化が刻一刻の動力の
必要性のためだけになされるとき、これらの要因は考慮に入れない。
【００６９】
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　本発明において使用するモデルは、現在の動力プラントコンフィギュレーションを改善
することによって、エネルギー管理において利用することができる。
【００７０】
　システムレベルの効率性に作用する、推進の効率性や推進の特性や自然現象は、手順中
に一体化され、モデル化される。シミュレーションモデルによって算出された予測に基づ
いて、エネルギーバランス管理および可能性ある負荷制限は、動力プラントコンフィギュ
レーションを改善するために制御ユニットに知らされる。
【００７１】
　図２は、本発明の第１の実施形態のフロースキームを表わしている。モデルが生成され
て、シップのエネルギーおよび燃料の消費をシミュレートする。本実施形態において、モ
デルは、効率的なエネルギーおよび燃料の消費、ならびに、エネルギー生成を最適化する
。
【００７２】
　第１のステップにおいて、操作の間のシップに関連する要因と、要因が依存する最初の
動的入力データを示すパラメータとの間の関連性を使って、エネルギーおよび燃料の消費
をシミュレートするための初期モデルを作成させる。シップの操作の間の外部条件と、操
作条件と、エネルギー生成と、エネルギー消費と、燃料消費と、動力プラントコンフィギ
ュレーションとの情報から、パラメータはなる。
【００７３】
　ステップ２において、モデル中で使用されることになる新たな動的入力データのセット
を生成させるために、シップの操作の間に、センサから測定結果を取得する。操作の間、
ステップ１において継続的に使用されたパラメータ情報についての最新のデータを、セン
サは測定する。これに関して最新とは、モデルにおいて動的入力として先に使用された前
のパラメータの値よりも、時間的に後に測定された結果を意味する。
【００７４】
　ステップ３において、モデル中で、ステップ２において生成された入力データを使用し
て、動力プラント性能に対するシミュレーション結果が算出される。これは、モデル中で
、新たな入力データのセットを使用することによって、シミュレーション結果が達成され
ることを意味している。
【００７５】
　ステップ４において、その後、シミュレーション結果が、部分的な入力として受信され
た現在のシップの操作と比較される。
【００７６】
　これはステップ５において考慮されるものであるが、シミュレーション結果と実際の操
作との間の差が、品質に対する規定されたしきい値基準内である場合、モデルはもはや改
善する必要がなく、ステップ６において、動力プラントコンフィギュレーションを改善す
る命令とともに、最適な動力プラントコンフィギュレーションの算出を、制御ユニットに
送ることができる。
【００７７】
　ステップ３～５は、その後、規定された品質基準を満たすまで反復される。
【００７８】
　例えば、総燃料消費と、エネルギー生成デバイス間のエネルギーの分配とに関する適切
な操作のために、ある品質基準および制約が設定される。例えば、排気ターゲットも品質
基準および制約の役割を果たす。
【００７９】
　これはステップ５において考慮されるものであるが、シミュレーション結果と実際の操
作との間の差が、規定された品質のしきい値基準内である場合、モデルはもはや改善する
必要がなく、ステップ６において、動力プラントコンフィギュレーションを改善する命令
を、制御ユニットに送ることができる。
【００８０】
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　図３は、本発明の第２の実施形態を、ブロックダイヤグラムの形態で表わしている。本
実施形態において、本発明は、トリム最適化のようなヴェッセル浮位置のために使用され
、これにより、モデルはシップの性能をシミュレートする。
【００８１】
　図３は、シップの制御システムと、船上の条件と、ヴェッセル浮位置との間の相互作用
を図示している。制御システムは、ヴェッセルの最適な浮位置をシミュレートするための
モデルを含む。以下のテキストにおいては、簡潔さのために、時にはトリムについてのみ
言及した場合でさえ、トリムや、傾斜または喫水について意味している。
【００８２】
　ヴェッセルの浮位置最適化のために使用される本発明の第２の実施形態においても、船
上の信号が記録される。そのような信号は、天気や波や海流のデータとともに、ルートお
よびスケジュールの情報を含むかもしれない。外部条件と、喫水やスピードやスタビライ
ザの使用のような操作パラメータと、例えば、船体、プロペラおよび機械の機器条件と、
ヴェッセルの縦方向の傾き、すなわちトリムを変更するために必要とされるバラスト水の
ポンピングに関連する要因とを、これらの信号は示す。シャフト動力、プロペラピッチ等
のような、推進システムの動的信号も考慮に入れる。
【００８３】
　トリムを変更するためにも、現在の条件がトリムの変更を要求している場合でさえ、変
更しないためにも、ルート情報と天気予想を使用できる。これは、異なる要因に対する評
価の問題である。トリムを変更することには、かなり長い時間、２、３時間がかかる。し
たがって、いくつかの環境において、例えば到着港がすでに閉まっているとき、現在のト
リムを保つことがより良い（より最適）かもしれない。
【００８４】
　ルート情報、および、天気、流れおよび海況の予想は、来たるべき条件を理解するのを
助ける追加の信号となることもある。現在の条件がトリムの変更を要求している場合でさ
え、現在のトリムが来たるべき条件に対して最適に近いときの状態においては、これはト
リムの変更を防ぐ。これは、異なる要因に対する評価の問題である。大型シップは、何ト
ンかのバラスト水をポンピングすることを要求することがあるので、トリムにおける大き
な調節を行うことは、かなり長い時間がかかることがある。したがって、いくつかの環境
において、例えば、到着港がすでに閉まっているとき、または、近い将来の操作条件にお
いて現在のトリムが最適となる場合、現在のトリムを保つことがより良い（より最適）か
もしれない。
【００８５】
　収集されたデータを用いてモデルをトレーニングする。収集されたデータおよび情報コ
ンテンツの有用性および品質は、監視され、可能性ある誤った測定は、モデルをトレーニ
ングする前に除去される。初期モデルは、先のトレーニングされた知識に基づくこともで
き、または、その後、初期モデルは、操作の間に収集されたデータに基づくこともできる
。
【００８６】
　図中に示されているような、品質評価モジュールを含む学習メカニズムを用いて、モデ
ルをトレーニングする。モデルを使用する準備ができているとき、現在の状況の情報（リ
アルタイムデータ）が収集されて、最適化のためのモデルを使用し、最適化の結果の帰結
として、おそらく、ヴェッセル浮位置を変更することによって、最適なトリム（あるいは
、最適な喫水または傾斜）が決定される。トリムを変更する（不可欠ではない）のに必要
とされるエネルギーを、最適化において考慮に入れることがある。ヴェッセルの内部のバ
ラスト水を、船首側から船尾側または逆にポンピングすることによってか、あるいは、よ
り多くのバラスト水を取り込むことによってか、あるいは、バラスト水を海にポンピング
することによって、トリムは変更される。
【００８７】
　安全性および安定性の制限７’も、望まれる場合、最適化において考慮に入れることが
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できる。
【００８８】
　最適化の結果は、ユーザインターフェース２’上でユーザに対して示される。ユーザは
その後、安定性および安全性のチェックに基づいて、バラスト制御システム２’を使用す
ることによって、浮位置を変更する。浮位置を自動的に変更するバラストシステムを有す
ることも可能である。
【００８９】
　バラスト制御システム２’は、シップのシステム１’に接続され、ここでこれは、動的
条件においてシップを動かすエネルギーと動的条件においてシップの内部プロセスを操作
するエネルギーとを含む、動き抵抗、エネルギー生成、補助システム、推進システム、操
作および操縦デバイス等のためのアクションを単に示す共通ブロックである。
【００９０】
　ヴェッセル浮位置を変更することは、シップの濡れ面および頭部波形成を変更し、した
がって、所望のスピードでヴェッセルを動かすために、推進システムから要求される動力
に影響する。推進、補助および電気的なシステムは、エネルギーおよび燃料の消費に影響
して、ヴェッセル浮位置の最適化に影響があるかもしれず、したがって情報はデータベー
ス中に収集される。
【００９１】
　ヴェッセルの最適な浮位置モデルを発見するために、モデルの改善のための情報は、信
号およびデータ収集機能ユニット６を介して、制御ユニットに転送されて、負荷ポイント
から利用可能な動力までのすべての基本データを得る。
【００９２】
　ヴェッセルの浮位置のシミュレーションのためのモデル４’と、ヴェッセルの浮位置を
制御するバラスト制御システム２’を、シップの制御ユニットは含んでいる。ヴェッセル
の浮位置の操作のための実用的なプロセスおよび手順は、バラスト制御システム２’によ
る最適化からの命令にしたがって実行される。
【００９３】
　バラスト制御システムに接続されたユーザインターフェースがあり、全体的な管理の観
点から可能である場合、このユーザインターフェースにより、最適なヴェッセル浮位置が
示される。最適化は、安全性の制限も考慮に入れることがある。
【００９４】
　ヴェッセルの浮位置最適化３’の機能は、シミュレーションモデル４’によって実行さ
れる。シミュレーションモデルは、ヴェッセル浮位置と、エネルギー消費と、デバイスの
使用とに影響する条件に基づいて作成される。
【００９５】
　バラスト制御システムの最適化によって与えられた現在のヴェッセル浮位置は、予想９
’と、（天気、海流、風、海況、海深のような）実際の環境条件１０’と、（スピードや
、スタビライザや、舵のアクションや、プロペラピッチや、ＲＰＭや、シャフト動力や、
燃料消費や、喫水のような）操作条件１１’とともに、機器の条件５’（船体、プロペラ
推進システム、エンジン条件）に基づいている。
【００９６】
　モデル４’において、操作条件１１’も、動的入力パラメータとして考慮に入れる。こ
れらは、推進および補助システムや排気ターゲットや制約のための、最初の手動操作設定
およびベース負荷中にある。前もって予測できる場合、例えば外海モードまたは港モード
のような、海洋ヴェッセルまたはシップがそれにしたがって操作される事項を規定する、
例えば、データおよび命令からなる操作モードや、スピードデータを、他の可能性ある操
作条件は例えば含む。さらに、操作時間は、異なる操作モードの期間およびそれらのシー
ケンスを規定し、モデルにおいて使用することもできる。燃料コストは、使用されること
になる燃料タイプおよびプロセスを与える。
【００９７】
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　燃料／燃料品質ユニット１３’は、利用可能な燃料の情報およびそれらの特性を有し、
最も効率的な操作の方法を発見するために、制御ユニットに報知する。
【００９８】
　予想９’と環境条件１０’と操作条件１１’ とについての情報および燃料情報は、セ
ンサまたは器具により、信号およびデータ収集機能ユニット６を介して、制御ユニットに
収集される。
【００９９】
　シップの現在の操作は、モデル４’と相互対話可能に接続された継続的なトリム最適化
において使用されることになる、シミュレーションモデル４’のための部分的な入力とし
て使用される。トリムの代わりに、喫水またはリフトが最適化されるかもしれない。
【０１００】
　シミュレーションモデル４’は、シップの操作の間に継続的に収集された最新の情報を
利用することにより、継続的に改善される。したがって、最新の予想情報９と、環境条件
１０’、機器条件５’、操作条件１１’、燃料５’、推進エネルギー生成８’についての
情報とが収集され、これはユニット６’によって示され、トリム最適化シミュレーション
モデル４’によって最適化機能３’を実行するための入力として供給される。
【０１０１】
　信号は、プロセッサによって直接、または、データベースを介して受信されて、例えば
エネルギー消費に影響する動的パラメータの最新の情報を使うように作成された、システ
ム中で使用するシミュレーションモデルによって処理される。
【０１０２】
　取得した信号は、シップの操作の間のセンサからの測定結果を表わし、シミュレーショ
ンモデル中で使用されることになる新たな動的入力データのセットを生成させるために使
用される。その後、生成された入力データをシミュレーションモデル中で使用することに
よって、シップの性能に対するシミュレーション結果が算出される。その後、最適化され
たシミュレーション結果は、上述した部分的な入力として受信された実際のシップの操作
と比較される。
【０１０３】
　シミュレーション結果と実際の操作との間の差が、規定されたしきい値基準を超えてい
る場合、ヴェッセルのエネルギー消費および抵抗と、外部要因ならびに操作および排気に
関連する要因のような動的入力データとの間の関連性を再規定することによって、モデル
は改善される。
【０１０４】
　改善された予測を行うために、トリム最適化シミュレーションモデル４’によって、新
たな入力データを考慮に入れる。もちろん、いくつかの入力データは変化していないかも
しれない。モデルは、使用される実施形態に依存する他の入力を有しているかもしれず、
いくつかの実施形態において、言及したこれらすべての入力は、モデル中で使用されない
かもしれない。
【０１０５】
　すべてのバリエーションは、本発明の範囲に属している。
【０１０６】
　例えば、ルート情報、スケジュールおよび予想は、近い将来において準最適な解決法に
つながるかもしれない制御アクションを防ぐために、評価の将来的な必要性のために使用
することができるが、刻一刻の動力の必要性のためだけに最適化がなされるときには、こ
れらの要因は考慮に入れない。
【０１０７】
　図４は、本発明の第２の実施形態のフロースキームを表わしている。シップのエネルギ
ー消費と燃料消費とエネルギー生成とに関連する操作パラメータを予測するモデルが生成
される。この実施形態において、モデルは、シップの最適なトリムを最適化する。
【０１０８】
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　最初のステップ１において、シップのトリムに関連する要因と、要因に依存する最初の
動的入力データを表わすパラメータとの間の関連性を使って、シップの性能をシミュレー
トする初期モデルが作成される。パラメータは、シップの操作の間の外部条件および操作
条件の情報からなる。初期モデルは先の知識に基づくか、シップの操作の間に収集された
データに基づいて、作成させることができる。
【０１０９】
　ステップ２において、シップの操作の間に、センサから測定結果を取得して、モデル中
で使用されることになる新たな動的入力データのセットを生成させる。ステップ１におい
て使用されたパラメータ情報についての最新のデータを、操作の間に、センサは継続的に
測定する。これに関して最新とは、モデル中で、動的入力として先に使用された前のパラ
メータの値よりも、時間的に後に測定された結果を意味する。
【０１１０】
　ステップ３において、モデル中で、ステップ２において生成された入力データを使用す
ることによって、シップの性能に対する新たなシミュレーション結果が算出される。これ
は、新たな入力データを用いて算出することができる、複数の可能性ある結果を取得する
ために、モデルにおいて新たな入力データのセットを使用することによって、そして、シ
ップの操作に対して設定された品質基準に最も近い結果を選択することによって、シミュ
レーション結果が達成されることを意味する。
【０１１１】
　ステップ４において、最適化されたシミュレーション結果はその後、部分的な入力とし
て受信された現在のシップの操作と比較される。
【０１１２】
　ステップ５において考慮されることであるが、シミュレーション結果と実際の操作との
間の差が、規定された品質のしきい値基準を超えた場合、ステップ７において、操作の間
のシップに関連する要因と、要因が依存する最初の動的入力データを表わしているパラメ
ータとの間の関連性を再規定することによって、モデルは改善される。
【０１１３】
　ステップ３～５はその後、規定された品質基準を満たすまで反復される。
【０１１４】
　例えば、総燃料消費と、エネルギー生成デバイス間のエネルギー分配とに関する適切な
操作のために、ある品質基準および制約が設定される。例えば、排気ターゲットも、品質
基準および制約の役割を果たす。
【０１１５】
　ステップ５において考慮されることであるが、シミュレーション結果と実際の操作との
差が、規定された品質のしきい値基準内である場合、モデルはもはや改善される必要がな
く、ステップ６において、最適な浮位置を算出して、トリムを改善する命令を制御ユニッ
トに送ることができる。
【０１１６】
　当業者は、シップにおける他のシステムをモデル化するために本発明が使用できること
を理解するであろう。図１～４中には、モデル化され、操作の間の測定に部分的に基づい
ている具体的なシステムがある。第２の実施形態において、シップの浮位置は、バラスト
システムを通して影響を受け、これは、シップを動かすのに必要とされるエネルギーに影
響する。第１の実施形態において、動力プラントのコンフィギュレーションは影響を受け
、これは、燃料消費（または排気または他のターゲット）に影響する。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月21日(2015.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シップの性能を予測するモデルを生成させるためのコンピュータにより実現される方法
において、
　ａ）操作の間の前記シップに関連する要因と、前記要因が依存する最初の動的入力デー
タを示すパラメータとの間の関連性により、前記シップの性能をシミュレートする初期モ
デルを作成させるステップと、
　ｂ）前記シップの操作の間に、センサから測定結果を取得して、前記モデル中で使用さ
れることになる新たな動的入力データのセットを生成させるステップと、
　ｃ）前記最初の動的入力データの代わりに、前記生成された入力データを前記モデル中
で使用することによって、前記シップの性能をシミュレートするステップと、
　ｄ）シミュレーション結果を、実際のシップ操作と比較するステップと、
　ｅ）前記シミュレーション結果と、前記実際の操作との間の差が、規定されたしきい値
基準を超えている場合、前記モデルを改善するステップと、
　ｆ）規定された品質基準を満たすまで、ステップｂ）～ｅ）を反復するステップとを含
む方法。
【請求項２】
　前記モデルを使用して、前記シップの動力プラントコンフィギュレーションの関数とし
て、シップ上のエネルギー消費デバイスのエネルギーバランスと、前記シップの燃料消費
とを予測し、それにより、前記シップの、エネルギー消費や燃料消費やエネルギー生成を
、前記デバイス間の負荷の分配を、外部および操作の要因に対する、前記エネルギー消費
や前記燃料消費や前記エネルギー生成の関連性を、示している前記シップの動力プラント
の性能を前記モデルはシミュレートする点で特徴付けられる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記モデルを使用して、シップのトリム、喫水または傾斜のような、前記シップの浮位
置の関数として、前記エネルギーおよび燃料の消費を予測し、それにより、前記浮位置と
、前記エネルギーおよび燃料の消費との間の関連性を、ならびに、外部および操作の要因
に対する、前記浮位置や前記エネルギーおよび燃料の消費の関連性を、前記モデルは示す
点で特徴付けられる請求項１記載の方法。
【請求項４】
　規定された品質基準を満たすとき、請求項１のステップｂ）において取得された新たな
動的入力データを使って、前記動力プラントコンフィギュレーションが最適化されるさら
なるステップｇ）により特徴付けられる請求項１または２記載の方法。
【請求項５】
　請求項１のステップｂ）において取得された前記新たな動的入力データを使って、前記
シップの浮位置が最適化されるさらなるステップｇ）により特徴付けられる請求項１また
は３記載の方法。
【請求項６】
　前の結果よりも、前記しきい値基準により近いシミュレーション結果を取得するために
、前記モデル中の関連性を再規定することによって、ステップｅ）において前記モデルは
改善される点で特徴付けられる請求項１、２、３、４または５のいずれか記載の方法。
【請求項７】
　天気、風、海況、海流、海深、波、周囲の温度、周囲の湿度、気圧、および／または、
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海水温度のような、前記シップの操作の間の外部条件の情報からなる動的入力データを、
前記パラメータは表わす点で特徴付けられる請求項１、２、３、４、５または６記載の方
法。
【請求項８】
　推進、補助または操縦デバイスのようなシップ機器の操作設定、推進および補助システ
ムに対するベース負荷、排気、制約、スピードデータ、操作モード、および／または、燃
料情報のような、前記シップの操作の間の操作条件の情報からなる動的入力データを、前
記パラメータは表わす点で特徴付けられる請求項１、２、３、４、５、６または７記載の
方法。
【請求項９】
　ルートおよびスケジュールや、喫水や、スピードや、スタビライザの使用や、舵のアク
ションや、ＲＰＭや、喫水や、プロペラピッチのような、前記シップの操作の間のシップ
機器の操作の条件および状態と、船体、プロペラおよび機械の、他の機器条件と、前記ト
リムのような、前記シップの位置を変更するために必要とされるバラスト水のポンピング
に関連する要因と、の情報からなる操作の間の動的入力データを、前記パラメータは表わ
す点で特徴付けられる請求項１、３、５、６、７または８記載の方法。
【請求項１０】
　測定データの品質および信頼性とともに、前記モデルの品質およびモデル化結果を、継
続的に監視して評価することによってと、
　取得した測定が誤っているものであると評価された場合に、測定を無視するか、あるい
は、他の測定からのダイナミックスおよび情報に、前の値に、および／または、前記測定
を示す関連性に基づいて、他の何らかの値となる測定を推定することによってさらに特徴
付けられる請求項１、２、３、４、５、６、７、８または９記載の方法。
【請求項１１】
　シップの性能を予測するためのシップ中のシステムにおいて、
　ａ）－シップの性能をシミュレートし、
　－シップの性能に関連する要因と、前記要因が依存する動的入力パラメータを示すパラ
メータとの間の関連性を規定し、
　－前記要因と前記動的入力パラメータとの間の従属性を学習する手段を有し、
　－前記シップの操作の間に、測定結果を継続的に取得し、前記測定結果を使用して、初
期モデル中で先に使用された入力パラメータの代わりに、モデル中で使用されることにな
る新たな動的入力パラメータのセットを生成させる手段と、
　－前記モデル中で、前記生成された入力データを使用することによって、前記シップの
性能のシミュレーション結果を算出する手段と、
　－最適化された前記シミュレーション結果を、実際のシップの操作と比較する手段と、
　－さらなる操作においてモデルとして使用されるように前記初期モデルを更新して、前
記モデルが事前設定品質基準を満たすまで、前記モデルをさらに更新する手段とを有する
コンピュータモデルを有するプロセッサユニットと、
　ｂ）前記シップの操作の間、測定結果を前記プロセッサにシグナリングするセンサとを
具備するシステム。
【請求項１２】
　前記シップのエネルギー消費と燃料消費とエネルギー生成を、デバイス間の負荷の分配
を、ならびに、外部および操作の要因に対する、前記エネルギー消費や前記燃料消費や前
記エネルギー生成の関連性を示す前記動力プラントの性能を、前記モデルはシミュレート
する点で特徴付けられる請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記モデルを使用して、シップのトリム、喫水、または、傾斜のような、前記シップの
浮位置の関数として、前記シップの燃料またはエネルギーの消費を予測し、それにより、
前記浮位置と、前記エネルギーおよび燃料の消費との間の関連性を、ならびに、外部およ
び操作の要因に対する、前記浮位置や前記エネルギーおよび燃料の消費の関連性を、前記
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モデルは示す点で特徴付けられる請求項１１記載のシステム。
【請求項１４】
　測定データの品質および信頼性とともに、前記モデルの品質とモデル化の結果を、継続
的に監視して評価する手段を前記モデルは有し、取得した測定が誤っているものであると
評価された場合に、測定を無視するか、あるいは、他の測定からのダイナミックスおよび
情報に、前の値に、および／または、前記測定を示す関連性に基づいて、他の何らかの値
となる測定を推定する点で特徴付けられる請求項１１、１２または１３記載のシステム。
【請求項１５】
　シップの性能をシミュレートするモデルを構成する、シップ中のプロセッサユニットに
おいて実行するコンピュータプログラムにおいて、
　前記モデルは、
　前記シップの性能に関連する要因と、前記要因が依存する動的入力パラメータを示すパ
ラメータとの間の関連性を規定し、
　－前記要因と前記動的入力パラメータとの間の従属性を自動的に学習するステップと、
　－前記シミュレーションにおいて、先に使用された入力パラメータの代わりに、新たな
動的入力パラメータのセットを継続的に使用するステップと、
　－前記モデルが事前設定品質基準を満たすまで、前記モデル自体を更新するステップと
を実行し、
　前記新たな動的入力パラメータは、前記シップの前記操作の間に、センサからの測定結
果から生成されるコンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　当業者は、シップにおける他のシステムをモデル化するために本発明が使用できること
を理解するであろう。図１～４中には、モデル化され、操作の間の測定に部分的に基づい
ている具体的なシステムがある。第２の実施形態において、シップの浮位置は、バラスト
システムを通して影響を受け、これは、シップを動かすのに必要とされるエネルギーに影
響する。第１の実施形態において、動力プラントのコンフィギュレーションは影響を受け
、これは、燃料消費（または排気または他のターゲット）に影響する。
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］シップの性能を予測するモデルを生成させるためのコンピュータにより実現され
る方法において、
　ａ）操作の間の前記シップに関連する要因と、前記要因が依存する最初の動的入力デー
タを示すパラメータとの間の関連性により、前記シップの性能をシミュレートする初期モ
デルを作成させるステップと、
　ｂ）前記シップの操作の間に、センサから測定結果を取得して、前記モデル中で使用さ
れることになる新たな動的入力データのセットを生成させるステップと、
　ｃ）前記最初の動的入力データの代わりに、前記生成された入力データを前記モデル中
で使用することによって、前記シップの性能をシミュレートするステップと、
　ｄ）シミュレーション結果を、実際のシップ操作と比較するステップと、
　ｅ）前記シミュレーション結果と、前記実際の操作との間の差が、規定されたしきい値
基準を超えている場合、前記モデルを改善するステップと、
　ｆ）規定された品質基準を満たすまで、ステップｂ）～ｅ）を反復するステップとを含
む方法。
　［２］前記モデルを使用して、ヴェッセルの動力プラントコンフィギュレーションの関
数として、シップ上のエネルギー消費デバイスのエネルギーバランスと、前記シップの燃
料消費とを予測し、それにより、前記シップの、エネルギー消費や燃料消費やエネルギー
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生成を、前記デバイス間の負荷の分配を、外部および操作の要因に対するそれらの関連性
を、示している前記ヴェッセルの動力プラントの性能を前記モデルはシミュレートする点
で特徴付けられる［１］記載の方法。
　［３］前記モデルを使用して、シップのトリム、喫水または傾斜のような、前記ヴェッ
セルの浮位置の関数として、前記エネルギーおよび燃料の消費を予測し、それにより、前
記浮位置と、前記エネルギーおよび燃料の消費との間の関連性を、ならびに、外部および
操作の要因に対するそれらの関連性を、前記モデルは示す点で特徴付けられる［１］記載
の方法。
　［４］規定された品質基準を満たすとき、請求項１のステップｂ）において取得された
新たな動的入力データを使って、前記動力プラントコンフィギュレーションが最適化され
るさらなるステップｇ）により特徴付けられる［１］または［２］記載の方法。
　［５］請求項１のステップｂ）において取得された前記新たな動的入力データを使って
、前記ヴェッセルの浮位置が最適化されるさらなるステップｇ）により特徴付けられる［
１］または［３］記載の方法。
　［６］前の結果よりも、前記しきい値基準により近いシミュレーション結果を取得する
ために、前記モデル中の関連性を再規定することによって、ステップｅ）において前記モ
デルは改善される点で特徴付けられる［１］、［２］、［３］、［４］または［５］のい
ずれか記載の方法。
　［７］天気、風、海況、海流、海深、波、周囲の温度、周囲の湿度、気圧、および／ま
たは、海水温度のような、前記シップの操作の間の外部条件の情報からなる動的入力デー
タを、前記パラメータは表わす点で特徴付けられる［１］、［２］、［３］、［４］、［
５］または［６］記載の方法。
　［８］推進、補助または操縦デバイスのようなシップ機器の操作設定、推進および補助
システムに対するベース負荷、排気、制約、スピードデータ、操作モード、および／また
は、燃料情報のような、前記シップの操作の間の操作条件の情報からなる動的入力データ
を、前記パラメータは表わす点で特徴付けられる［１］、［２］、［３］、［４］、［５
］、［６］または［７］記載の方法。
　［９］ルートおよびスケジュールや、喫水や、スピードや、スタビライザの使用や、舵
のアクションや、ＲＰＭや、喫水や、プロペラピッチのような、前記シップの操作の間の
シップ機器（例えば、推進、補助および操縦デバイス）の操作の条件および状態と、例え
ば、船体、プロペラおよび機械の、他の機器条件と、前記トリムのような、前記ヴェッセ
ルの位置を変更するために必要とされるバラスト水のポンピングに関連する要因と、の情
報からなる操作の間の動的入力データを、前記パラメータは表わす点で特徴付けられる［
１］、［３］、［５］、［６］、［７］または［８］記載の方法。
　［１０］測定データの品質および信頼性とともに、前記モデルの品質およびモデル化結
果を、継続的に監視して評価することによってと、
　取得した測定が誤っているものであると評価された場合に、測定を無視するか、あるい
は、他の測定からのダイナミックスおよび情報に、前の値に、および／または、前記測定
を示す関連性に基づいて、他の何らかの値となる測定を推定することによってさらに特徴
付けられる［１］、［２］、［３］、［４］、［５］、［６］、［７］、［８］または［
９］記載の方法。
　［１１］シップの性能を予測するためのシップ中のシステムにおいて、
　ａ）－シップの性能をシミュレートし、
　－シップの性能に関連する要因と、前記要因が依存する動的入力パラメータを示すパラ
メータとの間の関連性を規定し、
　－前記要因と前記動的入力パラメータとの間の従属性を学習する手段を有し、
　－前記シップの操作の間に、測定結果を継続的に取得し、前記測定結果を使用して、初
期モデル中で先に使用された入力パラメータの代わりに、モデル中で使用されることにな
る新たな動的入力パラメータのセットを生成させる手段と、
　－前記モデル中で、前記生成された入力データを使用することによって、前記シップの
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性能のシミュレーション結果を算出する手段と、
　－最適化された前記シミュレーション結果を、実際のシップの操作と比較する手段と、
　－さらなる操作においてモデルとして使用されるように前記初期モデルを更新して、前
記モデルが事前設定品質基準を満たすまで、前記モデルをさらに更新する手段とを有する
コンピュータモデルを有するプロセッサユニットと、
　ｂ）前記シップの操作の間、測定結果を前記プロセッサにシグナリングするセンサとを
具備するシステム。
　［１２］前記シップのエネルギー消費と燃料消費とエネルギー生成を、デバイス間の負
荷の分配を、ならびに、外部および操作の要因に対するそれらの関連性を示す前記動力プ
ラントの性能を、前記モデルはシミュレートする点で特徴付けられる［１１］記載のシス
テム。
　［１３］前記モデルを使用して、シップのトリム、喫水、または、傾斜のような、前記
ヴェッセルの浮位置の関数として、前記シップの燃料またはエネルギーの消費を予測し、
それにより、前記浮位置と、前記エネルギーおよび燃料の消費との間の関連性を、ならび
に、外部および操作の要因に対するそれらの関連性を、前記モデルは示す点で特徴付けら
れる［１１］記載のシステム。
　［１４］測定データの品質および信頼性とともに、前記モデルの品質とモデル化の結果
を、継続的に監視して評価する手段を前記モデルは有し、取得した測定が誤っているもの
であると評価された場合に、測定を無視するか、あるいは、他の測定からのダイナミック
スおよび情報に、前の値に、および／または、前記測定を示す関連性に基づいて、他の何
らかの値となる測定を推定する点で特徴付けられる［１１］、［１２］または［１３］記
載のシステム。
　［１５］シップの性能をシミュレートするモデルを構成する、シップ中のプロセッサユ
ニットにおいて実行するコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　前記モデルは、
　前記シップの性能に関連する要因と、前記要因が依存する動的入力パラメータを示すパ
ラメータとの間の関連性を規定し、
　－前記要因と前記動的入力パラメータとの間の従属性を自動的に学習するステップと、
　－前記シミュレーションにおいて、先に使用された入力パラメータの代わりに、新たな
動的入力パラメータのセットを継続的に使用するステップと、
　－前記モデルが事前設定品質基準を満たすまで、前記モデル自体を更新するステップと
を実行し、
　前記新たな動的入力パラメータは、前記シップの前記操作の間に、センサからの測定結
果から生成されるコンピュータプログラムプロダクト。
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