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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　推進力を発生させるエンジンを備えた船舶推進装置を制御するリモコン装置において、
　前記リモコン装置には、同一の構成を備えたリモコン側ＥＣＵが複数設けられ、該各リ
モコン側ＥＣＵには、ＥＣＵ識別端子部が設けられると共に、該ＥＣＵ識別端子部からの
信号により、当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別するＥＣＵ判別部を設け、該ＥＣＵ判別
部からの信号により作動して、所定の役割に対応した機能を果たす専用部を設け、
　前記リモコン側ＥＣＵは該リモコン側ＥＣＵの作動時に書き込み可能な記憶手段を有し
、該記憶手段には前記ＥＣＵ判別部における役割の判別の結果を記録し、
　前記ＥＣＵ判別部は、前記リモコン側ＥＣＵの起動時に前記ＥＣＵ識別端子部の入力を
読み取って役割を判別し、前記記憶手段に前記判別の結果が記録されている場合には該記
録された判別の結果に基づいて前記専用部を作動させることを特徴とするリモコン装置。
【請求項２】
　前記記憶手段は複数の記憶媒体を有し、該複数の記憶媒体にはそれぞれ前記判別の結果
を記録させ、前記ＥＣＵ判別部は前記複数の記憶媒体からそれぞれ前記判別の結果を読み
出して比較し、最も多い前記判別の結果に基づいて前記専用部を作動させることを特徴と
する請求項１に記載のリモコン装置。
【請求項３】
　前記記憶手段は複数の記憶媒体を有し、該複数の記憶媒体にはそれぞれ前記役割の判別
の結果を記録させ、前記ＥＣＵ判別部は前記複数の記憶媒体からそれぞれ前記役割の判別
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の結果を読み出して比較し、全ての前記判別の結果が異なる場合、前記ＥＣＵ識別端子部
からの信号を読み取って当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別することを特徴とする請求項
１又は２に記載のリモコン装置。
【請求項４】
　全ての前記判別の結果が異なり、かつ、前記ＥＣＵ識別端子部からの信号が読み取れな
い場合、前記ＥＣＵ判別部は、前記リモコン側ＥＣＵを１基掛けのエンジン用のリモコン
側ＥＣＵとして作動させることを特徴とする請求項２又は３に記載のリモコン装置。
【請求項５】
　前記記憶手段は第１ＥＰＲＯＭ、第２ＥＰＲＯＭ、第３ＥＰＲＯＭであることを特徴と
する請求項１乃至４の何れか一つに記載のリモコン装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一つに記載のリモコン装置に用いられるリモコン側ＥＣＵであ
って、
　前記リモコン側ＥＣＵには、ＥＣＵ識別端子部が設けられると共に、該ＥＣＵ識別端子
部からの信号により、当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別するＥＣＵ判別部を設け、該Ｅ
ＣＵ判別部からの信号により作動して、所定の役割に対応した機能を果たす専用部を設け
たことを特徴とするリモコン側ＥＣＵ。
【請求項７】
　請求項１乃至５の何れか一つに記載のリモコン装置が配設されたことを特徴とする船舶
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シフトレバーを操作することにより、前進、中立、後退や船速等の遠隔操作
を電気的に行うリモコン装置、このリモコン装置に設けられたリモコン側ＥＣＵ、及びこ
のリモコン装置が設けられた船舶に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来からこの種の船舶としては、特許文献１に記載されたようなものがある。
【０００３】
　すなわち、この特許文献１には、「前進、中立、後進の遠隔操作を行うシフトレバーを
有するリモコン装置と、前進、中立、後進のシフト切替を行うシフト切替装置及びシフト
切替装置を駆動するシフトアクチュエータを有する船舶推進装置と、シフトレバーが中立
位置から所定範囲内のシフト領域で操作され、シフトレバーの操作量に基づきシフトアク
チュエータの作動量を制御する制御手段とを備え、制御手段は、シフトレバーの単位操作
量に対するアクチュエータの作動量を、シフト領域内の部分において異なるように制御す
る。」旨記載されている。
【特許文献１】特開２００５－２９７７８５号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような従来のものにあっては、操船席が複数存在する場合や、船舶
推進装置である船外機等が複数存在する場合があり、かかる場合には、各操船席毎、或い
は、各船外機に対応して制御用の複数のリモコン側ＥＣＵが必要となる。そして、この場
合には、各リモコン側ＥＣＵ毎に役割が異なることから、それぞれ異なる機能（構成）の
数種類のリモコン側ＥＣＵが必要となり、管理やメンテナンスの工数が増加する、という
問題がある。
【０００５】
　一方、このような問題に鑑みて、操船席等に設置されるリモコン装置に同一の構成を備
えたリモコン側ＥＣＵを複数設け、各リモコン側ＥＣＵに、ＥＣＵ識別端子部と、ＥＣＵ
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識別端子部からの信号によりリモコン側ＥＣＵの役割を判別するＥＣＵ判別部と、ＥＣＵ
判別部からの信号により作動して、所定の役割に対応した機能を果たす専用部とを設ける
構成も考えられる。しかし、このような構成においては、船舶の航行中においても、各リ
モコン側ＥＣＵに所定の役割を与えるための信号がＥＣＵ識別端子部に供給されねばなら
ない。そのため、船舶の航行中にＥＣＵ識別端子部に信号を供給するハーネスの一部又は
全部が断線する等の事態が生じた場合、ＥＣＵ判別部に供給される信号の態様が変化し、
航行中に突然ＥＣＵ判別部が誤った判別をしたり、判別が不能になったりする事態が生じ
て船舶の航行に支障を来たしうるという問題がある。
【０００６】
　そこで、この発明は、多基掛けや複数操船席等のリモコン側ＥＣＵが必要な場合でも、
１種類のリモコン側ＥＣＵで対応でき、かつ、航行中の誤動作の防止や航行の継続を実現
できるリモコン装置、リモコン側ＥＣＵ及び船舶を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、　推進力を発生させるエンジン
を備えた船舶推進装置を制御するリモコン装置において、前記リモコン装置には、同一の
構成を備えたリモコン側ＥＣＵが複数設けられ、該各リモコン側ＥＣＵには、ＥＣＵ識別
端子部が設けられると共に、該ＥＣＵ識別端子部からの信号により、当該リモコン側ＥＣ
Ｕの役割を判別するＥＣＵ判別部を設け、該ＥＣＵ判別部からの信号により作動して、所
定の役割に対応した機能を果たす専用部を設け、前記リモコン側ＥＣＵは該リモコン側Ｅ
ＣＵの作動時に書き込み可能な記憶手段を有し、該記憶手段には前記ＥＣＵ判別部におけ
る役割の判別の結果を記録し、前記ＥＣＵ判別部は、前記リモコン側ＥＣＵの起動時に前
記ＥＣＵ識別端子部の入力を読み取って役割を判別し、前記記憶手段に前記判別の結果が
記録されている場合には該記録された判別の結果に基づいて前記専用部を作動させること
を特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の構成に加え、前記記憶手段は複数の記憶媒
体を有し、該複数の記憶媒体にはそれぞれ前記判別の結果を記録させ、前記ＥＣＵ判別部
は前記複数の記憶媒体からそれぞれ前記判別の結果を読み出して比較し、最も多い前記判
別の結果に基づいて前記専用部を作動させることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の構成に加え、前記記憶手段は複数の
記憶媒体を有し、該複数の記憶媒体にはそれぞれ前記役割の判別の結果を記録させ、前記
ＥＣＵ判別部は前記複数の記憶媒体からそれぞれ前記役割の判別の結果を読み出して比較
し、全ての前記判別の結果が異なる場合、前記ＥＣＵ識別端子部からの信号を読み取って
当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別することを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載の構成に加え、全ての前記判別の結果
が異なり、かつ、前記ＥＣＵ識別端子部からの信号が読み取れない場合、前記ＥＣＵ判別
部は、前記リモコン側ＥＣＵを１基掛けのエンジン用のリモコン側ＥＣＵとして作動させ
ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４の何れか一つに記載の構成に加え、前記記憶
手段は第１ＥＰＲＯＭ、第２ＥＰＲＯＭ、第３ＥＰＲＯＭであることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５の何れか一つに記載のリモコン装置に用いら
れるリモコン側ＥＣＵであって、前記リモコン側ＥＣＵには、ＥＣＵ識別端子部が設けら
れると共に、該ＥＣＵ識別端子部からの信号により、当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別
するＥＣＵ判別部を設け、該ＥＣＵ判別部からの信号により作動して、所定の役割に対応
した機能を果たす専用部を設けたことを特徴とする。
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【００１４】
　請求項７に記載の発明は、船舶であって、請求項１乃至５の何れか一つに記載のリモコ
ン装置が配設されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に記載の発明によれば、リモコン装置には、同一の構成を備えたリモコン側Ｅ
ＣＵが複数設けられ、各リモコン側ＥＣＵには、ＥＣＵ識別端子部が設けられると共に、
ＥＣＵ識別端子部からの信号により、当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別するＥＣＵ判別
部を設け、ＥＣＵ判別部からの信号により作動して、所定の役割に対応した機能を果たす
専用部を設けたため、各リモコン側ＥＣＵが同一の構造のものであることから、リモコン
側ＥＣＵの種類が減少し、管理、メンテナンス性を向上させることができる。また、ＥＣ
Ｕ判別部はリモコン側ＥＣＵの起動時にＥＣＵ識別端子部の入力を読み取って役割を判別
し、リモコン側ＥＣＵをオフするまでの間は判別の結果に基づいて専用部を作動させるこ
とにより、リモコン側ＥＣＵの役割は船舶の航行開始前に行われて確定し、航行中は確定
した内容に基づいて機能することから、船舶の航行中にＥＣＵ識別端子部に信号を供給す
るハーネスの一部又は全部が断線する等の事態が生じても、ＥＣＵ判別部が誤った判別を
したり、判別が不能になったりする事態が生じることはなく、航行中の誤動作の防止や航
行の継続を実現できる。
【００１６】
　請求項１に記載の発明によれば、リモコン側ＥＣＵに設けられ、リモコン側ＥＣＵの作
動時に書き込み可能な記憶手段にＥＣＵ判別部における役割の判別の結果を記録し、ＥＣ
Ｕ判別部は記憶手段に判別の結果が記録されている場合には記録された判別の結果に基づ
いて専用部を作動させることにより、ＥＣＵ識別端子部の入力の如何に拘わらず記憶手段
に記録されたデータに基づいて専用部を作動させることができるため、ＥＣＵ識別端子部
に信号を供給するハーネスの一部又は全部が断線する等の事態が生じても、ＥＣＵ判別部
が誤った判別をしたり、判別が不能になったりする事態が生じることはなく、航行中の誤
動作の防止や航行の継続を確実に実現できる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明によれば、記憶手段の有する複数の記憶媒体にそれぞれ判別の結
果を記録させ、ＥＣＵ判別部は複数の記憶媒体からそれぞれ判別の結果を読み出して比較
し、最も多い判別の結果に基づいて専用部を作動させることにより、記憶媒体に記録され
たデータの一部が破損した場合であっても正常なデータに基づいて専用部を作動させるこ
とができるため、ＥＣＵ識別端子部に信号を供給するハーネスの一部又は全部が断線する
等の事態が生じ、かつ記憶手段に記憶されたデータの一部が破損した場合であっても、Ｅ
ＣＵ判別部が誤った判別をしたり、判別が不能になったりする事態が生じることはなく、
航行中の誤動作の防止や航行の継続を確実に実現できる。
【００１８】
　請求項３に記載の発明によれば、記憶手段の有する複数の記憶媒体にはそれぞれ役割の
判別の結果を記録させ、ＥＣＵ判別部は複数の記憶媒体からそれぞれ役割の判別の結果を
読み出して比較し、全ての判別の結果が異なる場合、ＥＣＵ識別端子部からの信号を読み
取って当該リモコン側ＥＣＵの役割を判別することにより、記憶媒体に記録されたデータ
が全て破損した場合であってもＥＣＵ識別端子部からの信号に基づいて専用部を作動させ
ることができるため、記憶手段に記憶されたデータが全部破損したような場合に、直ちに
リモコン側ＥＣＵの役割の判別ができなくなって起動不能になる事態を防止することがで
き、航行中の誤動作の防止や航行の継続を確実に実現できる。
【００１９】
　請求項４に記載の発明によれば、全ての判別の結果が異なり、かつ、ＥＣＵ識別端子部
からの信号が読み取れない場合、ＥＣＵ判別部は、リモコン側ＥＣＵを１基掛けのエンジ
ン用のリモコン側ＥＣＵとして作動させることにより、本来作動させるべき専用部を特定
するための情報を取得する術がなくても、リモコン側ＥＣＵに船舶を航行させる必要最低
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限の機能を奏させることができるため、本来作動させるべき専用部を特定するための情報
を取得する術がなくても、リモコン側ＥＣＵに船舶を航行させる必要最低限の機能を奏さ
せて船舶の航行を継続させつつ、航行中の誤動作を確実に防止できる。
【００２０】
　請求項５に記載の発明によれば、記憶手段は第１ＥＰＲＯＭ、第２ＥＰＲＯＭ、第３Ｅ
ＰＲＯＭであることにより、１個のデータが破損しても正常なデータの個数の方が多くな
る最小限の数量のデータを記録できるため、製造コストの高騰抑止や動作手順の簡略化を
図りつつ、航行中の誤動作の防止や航行の継続を確実に実現できる。
【００２１】
　請求項６に記載の発明によれば、ＥＣＵ判別部が誤った判別をしたり、判別が不能にな
ったりする事態が生じることはなく、航行中の誤動作の防止や航行の継続を確実に実現で
きる。
【００２２】
　請求項７に記載の発明によれば、上記効果を有するリモコン装置が配設された船舶を提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、この発明の実施形態について説明する。
【００２４】
　図１乃至図７には、本発明の実施形態を示す。
【００２５】
　まず構成を説明すると、本実施形態の船舶は、図１及び図２に示すように、船体１０の
船尾に「船舶推進装置」としての２基の船外機１１，１２が取り付けられると共に、この
船体１０には、２つの操船席（メイン操船席１４，サブ操船席１５）が設けられ、そのメ
イン操船席１４にメイン側リモコン装置１７，キースイッチ装置１８及びハンドル装置１
９等が配置され、又、サブ操船席１５にサブ側リモコン装置２１，キースイッチ装置２２
及びハンドル装置２３等が配置され、これらにより、船外機１１，１２が操船されるよう
になっている。
【００２６】
　そのメイン操船席１４のメイン側リモコン装置１７には、図３に示すように、リモコン
本体２６内に左側の船外機１１用の左用メインリモコン側ＥＣＵ２７、及び、右側の船外
機１２用の右用メインリモコン側ＥＣＵ２８が内蔵されると共に、各船外機１１，１２に
対応して、スロットル、シフト操作を行う一対のリモコンレバー２９，３０が設けられ、
これらリモコンレバー２９，３０のそれぞれの位置を検出する位置センサ３１，３２が設
けられ、これら各位置センサ３１，３２が各リモコン側ＥＣＵ２７，２８にそれぞれ２系
統の信号回路ｂを介して接続されている。また、それら各リモコン側ＥＣＵ２７，２８に
は、それぞれＰＴＴ（パワートリム＆チルト）スイッチ３３，３４が信号回路ｂを介して
接続されている。
【００２７】
　また、それら左右用メインリモコン側ＥＣＵ２７，２８には、キースイッチ装置１８が
接続されている。このキースイッチ装置１８には、各メインリモコン側ＥＣＵ２７，２８
に対応してそれぞれメインスイッチ３７，３８、始動スイッチ３９，４０、停止スイッチ
４１，４２、ブザー４３，４４が設けられ、これらが信号回路ｂを介して各メインリモコ
ン側ＥＣＵ２７，２８に接続されている。
【００２８】
　さらに、このメイン操船席１４のハンドル装置１９には、図示していないがハンドル側
ＥＣＵが内蔵されると共に、操舵を行うハンドル４６が設けられ、このハンドル４６の回
転位置（回転角度位置）が位置センサにより検出されるようになっており、この位置セン
サが信号回路を介してハンドル側ＥＣＵに接続されている。
【００２９】
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　そして、このハンドル側ＥＣＵが両リモコン側ＥＣＵ２７，２８に信号線としてのＤＢ
ＷＣＡＮケーブルを介して接続されている。ここで、ＤＢＷとは、Drive-By-Wireの略で
あり、機械的な接続で行っていたものを電気的接続で行う操縦装置を言い、又、ＣＡＮと
は、Controller Area Networkの略である。
【００３０】
　一方、サブ操船席１５のサブ側リモコン装置２１は、前述のメイン操船席１４側と同様
に、図３に示すように、リモコン本体４８内に左側の船外機１２用の左用サブリモコン側
ＥＣＵ４９、及び、右側の船外機１２用の右用サブリモコン側ＥＣＵ５０が内蔵されると
共に、各船外機１１，１２に対応して、スロットル、シフト操作を行う一対のリモコンレ
バー５１，５２が設けられ、これらリモコンレバー５１，５２のそれぞれの位置を検出す
る位置センサ５３，５４が設けられ、これら各位置センサ５３，５４が各リモコン側ＥＣ
Ｕ４９，５０にそれぞれ２系統の信号回路ｂを介して接続されている。また、それら各リ
モコン側ＥＣＵ４９，５０には、それぞれＰＴＴ（パワートリム＆チルト）スイッチ５５
，５６が信号回路ｂを介して接続されている。
【００３１】
　また、それら左右用サブリモコン側ＥＣＵ４９，５０には、キースイッチ装置２２が接
続されている。このキースイッチ装置２２には、各サブリモコン側ＥＣＵ４９，５０に対
応してそれぞれ始動スイッチ５９，６０、停止スイッチ６１，６２、ブザー６３，６４が
設けられ、これらが信号回路ｂを介して各サブリモコン側ＥＣＵ４９，５０に接続されて
いる。
【００３２】
　さらに、このサブ操船席１５のハンドル装置１９には、図示していないがハンドル側Ｅ
ＣＵが内蔵されると共に、操舵を行うハンドル４６が設けられ、このハンドル位置が位置
センサにより検出されるようになっており、この位置センサが信号回路を介してハンドル
側ＥＣＵに接続されている。
【００３３】
　そして、その左用メインリモコン側ＥＣＵ２７が左側の船外機１１に設けられた図示省
略のエンジン側ＥＣＵに電源ケーブルｆ及びＤＢＷＣＡＮケーブルｅを介して接続される
と共に、その右用メインリモコン側ＥＣＵ２８が右側の船外機１２に設けられた図示省略
のエンジン側ＥＣＵに電源ケーブルｆ及びＤＢＷＣＡＮケーブルｅを介して接続されてい
る。これら船外機１１，１２に計３個のバッテリ６９が接続されている。これらバッテリ
６９は、電源ケーブルｆを介して左用メインリモコン側ＥＣＵ２７及び右用メインリモコ
ン側ＥＣＵ２８に接続されている。
【００３４】
　それら各エンジン側ＥＣＵでは、スロットル開度センサからのスロットル開度、クラン
ク角センサからのエンジン回転数、及び他の各センサからの検出値に基づいて、燃料噴射
量、噴射時期、及び点火時期を始めとするエンジン運転状態を適宜制御するように構成さ
れている。
【００３５】
　また、これら各エンジン側ＥＣＵから、これに対応した各メインリモコン側ＥＣＵ２７
，２８にＤＢＷＣＡＮケーブルｅを介して、スロットル開度、エンジン回転数等各種の検
出値（運転情報）が送信され、両メインリモコン側ＥＣＵ２７，２８間では、それら運転
情報がＥＣＵ間通信回線ｇを介して相互に送受信されるようになっている。
【００３６】
　そして、両メインリモコン側ＥＣＵ２７，２８からの制御信号により、両船外機１１，
１２のエンジン側ＥＣＵが制御されて、両船外機１１のエンジン回転数差が目標値に収ま
るように燃料噴射量、噴射時期、及び点火時期等が制御されるように構成されている。
【００３７】
　そして、両メインリモコン側ＥＣＵ２７，２８に両サブリモコン側ＥＣＵ４９，５０が
接続されている。すなわち、左用サブリモコン側ＥＣＵ４９がＤＢＷＣＡＮケーブルｅ及
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び電源ケーブルｆを介して左用メインリモコン側ＥＣＵ２７に接続されると共に、右用サ
ブリモコン側ＥＣＵ５０がＤＢＷＣＡＮケーブルｅ及び電源ケーブルｆを介して右用メイ
ンリモコン側ＥＣＵ２８に接続されている。
【００３８】
　なお、図２中符号７０はゲージである。
【００３９】
　それら各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０は、多基掛け複数操船席に対応でき
るものであり、同様の構成を呈している。図４は、本実施形態の各リモコン側ＥＣＵ２７
，２８，４９，５０の機能ブロック図である。同図に示す通り、各リモコン側ＥＣＵ２７
，２８，４９，５０は制御部１０１、ＥＣＵ判別部１０２、ＲＯＭ（Read Only Memory）
１０３、記憶手段としての第１ＥＰＲＯＭ（Erasable Programmable Read Only Memory）
１０４１、第２ＥＰＲＯＭ１０４２、第３ＥＰＲＯＭ１０４３、ＥＣＵ識別端子部１０５

１、１０５２、１０５３を備えている。同図に示す機能は、第１ＥＰＲＯＭ１０４１、第
２ＥＰＲＯＭ１０４２、第３ＥＰＲＯＭ１０４３に加え、図示しないＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、Ｉ／Ｏ（Input/Output）ポート等
がバス接続されたハードウェア、及び、ＲＯＭ１０３、各ＥＰＲＯＭ１０４１、１０４２

、１０４３等に格納された各種プログラム等の協働により実現される。
【００４０】
　制御部１０１はＣＰＵ（図示せず）を備え、各種プログラムの演算処理等を行い、各リ
モコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０における処理全体を制御する。ＣＰＵ（図示せず
）の演算処理等は、ＲＡＭ（図示せず）を作業領域として行われる。
【００４１】
　ＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３は、Ｉ／Ｏポート（図示せず）やアー
ス、リード線等を有し、ＥＣＵ判別部１０２で用いられる信号の入出力や信号の種類を識
別するために必要な処理を行う。即ち、３つのＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１
０５３は、各々のリモコン側ＥＣＵ２７、…に応じてアースされたり、電源ケーブルｆに
接続されることにより互いに異なるようにしており、各ＥＣＵ識別端子部１０５１、１０
５２、１０５３からそれぞれ信号１，２，３がＥＣＵ判別部１０２に入力されると、この
リモコン側ＥＣＵ２７、…がどの役割なのかを判別できるように構成されている。
【００４２】
　ＥＣＵ判別部１０２は、ＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３からの信号や
、第１ＥＰＲＯＭ１０４１、第２ＥＰＲＯＭ１０４２、第３ＥＰＲＯＭ１０４３に記録さ
れたデータに基づいて、当該ＥＣＵ判別部１０２が設けられた各リモコン側ＥＣＵ２７，
２８，４９，５０が如何なる役割を果たすのかを判別する。
【００４３】
　ＲＯＭ１０３は、一度のみ書き込みを行える不揮発性記憶媒体であり、共通プログラム
７１が格納されている。この共通プログラム７１は、制御部１０１のＣＰＵ（図示せず）
にて演算処理されることにより、当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０を所定の
役割を果たすＥＣＵとして機能させるものであり、メイン操船席１４用で左側の船外機１
１用の所定の役割に対応した機能を果たさせる第１専用部７２、同様に、メイン操船席１
４用で中央の船外機（本実施形態では設けられていない）用の所定の役割に対応した機能
を果たさせる第２専用部７３、メイン操船席１４用で右側の船外機１２用の所定の役割に
対応した機能を果たさせる第３専用部７４、又、サブ操船席１５用で左側の船外機１１用
の所定の役割に対応した機能を果たさせる第４専用部７５、サブ操船席１５用で中央の船
外機（本実施形態では設けられていない）用の所定の役割に対応した機能を果たさせる第
５専用部７６、サブ操船席１５用で右側の船外機１２用の所定の役割に対応した機能を果
たさせる第６専用部７７を有している。
【００４４】
　第１ＥＰＲＯＭ１０４１、第２ＥＰＲＯＭ１０４２、第３ＥＰＲＯＭ１０４３は、記憶
の消去・書き込みを行えるＲＯＭであり、ＥＣＵ判別部１０２による判別（後述）の結果
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として、それぞれ、第１判別結果データ１０６１、第２判別結果データ１０６２、第３判
別結果データ１０６３が記録される。第１～第３判別結果データ１０６１～１０６３は、
第１～第６専用部７２～７７を読み出すための情報として用いられる（後述）。
【００４５】
　次に、本実施形態におけるリモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０の動作手順につい
て説明する。
【００４６】
　図５は、本実施形態に係るリモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０を１回目に起動さ
せた際の動作手順を示すフローチャートである。同図に示す通り、まず、メインスイッチ
３７，３８がオンになり、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０が起動されると、
各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０においては、３つのＥＣＵ識別端子部１０５

１、１０５２、１０５３にそれぞれ信号１，２，３が入力される（ステップＳ１）。信号
１、２、３はそれぞれＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３を経てＥＣＵ判別
部１０２に入力される。ＥＣＵ判別部１０２は信号１，２，３をポート入力し、所定のし
きい値よりも低い信号を「０」、しきい値以上の信号を「１」と認識する。具体的には、
アースされたＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３を経てＥＣＵ判別部１０２
に入力された信号は「０」と認識され、電源ケーブルｆに接続されたＥＣＵ識別端子部１
０５１、１０５２、１０５３を経てＥＣＵ判別部１０２に入力された信号は「１」と認識
される。ＥＣＵ判別部１０２はこの認識結果に基づいて当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８
，４９，５０がどの役割を果たすものかを判別する（ステップＳ２）。
【００４７】
　例えば、図６に示すように、第１のＥＣＵ識別端子部１０５１からの信号１が「１」、
第２のＥＣＵ識別端子部１０５２からの信号２が「０」、第３のＥＣＵ識別端子部１０５

３からの信号３が「０」と認識された場合には、左側の船外機１１用及びメイン操船席１
４用の役割を果たすための左用メインリモコン側ＥＣＵ２７であると判別される。
【００４８】
　また、第１のＥＣＵ識別端子部１０５１からの信号１が「１」、第２のＥＣＵ識別端子
部１０５２からの信号２が「１」、第３のＥＣＵ識別端子部１０５３からの信号３が「０
」と認識された場合には、右側の船外機１２用及びサブ操船席１５用の役割を果たすため
の右用サブリモコン側ＥＣＵ５０であると判別される。
【００４９】
　他の専用のリモコン側ＥＣＵ２８，４９等についても同様に判別される。因みに、本実
施形態は、船外機が３基設けられているものではないため、中央に配置される船外機に対
応するリモコン側ＥＣＵは存在しない。
【００５０】
　ＥＣＵ判別部１０２における判別結果は、第１ＥＰＲＯＭ１０４１、第２ＥＰＲＯＭ１
０４２、第３ＥＰＲＯＭ１０４３に、第１判別結果データ１０６１、第２判別結果データ
１０６２、第３判別結果データ１０６３としてそれぞれ記録される（ステップＳ３）。
【００５１】
　そして、当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０においては、判別結果に基づい
て、ＲＯＭ１０３から第１～第６専用部７２～７８のうち該当する専用部を読み出し、読
み出した専用部を制御部１０１のＣＰＵ（図示せず）において実行して当該専用部の機能
を実現させる（即ち当該専用部を作動させる。）（ステップＳ４）。例えば左用メインリ
モコン側ＥＣＵ２７であると判別された場合、第１専用部７２が読み出されて実行される
。また、例えば右用サブリモコン側ＥＣＵ５０であると判別された場合、第６専用部７８
が読み出されて実行される。
【００５２】
　各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０は、メインスイッチ３７，３８がオフされ
、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０がオフされるまで、ステップＳ４にて読み
出された第１～第６専用部７２～７８に基づいて機能する（ステップＳ５）。



(9) JP 4836671 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

【００５３】
　なお、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０の機能は、メイン側であるかサブ側
であるかによって大きく相違する。例えば、左用又は右用メインリモコン側ＥＣＵ２７、
２８として機能する場合はメイン操船席１４とサブ操船席１５の切替え制御を行うが、左
用又は右用サブリモコン側ＥＣＵ４９，５０として機能する場合はメイン操船席１４とサ
ブ操船席１５の切替え制御は行わない。一方、例えば左用又は右用サブリモコン側ＥＣＵ
４９，５０として機能する場合はメインリモコン側ＥＣＵ２７、２８に対し指令値を送信
する制御を行うが、左用又は右用メインリモコン側ＥＣＵ２７，２８として機能する場合
は左用又は右用サブリモコン側ＥＣＵ４９，５０に対する指令値の送信制御は行わない。
【００５４】
　図７は、本実施形態に係るリモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０を２回目以降に起
動させた際の動作手順を示すフローチャートである。同図に示す通り、まず、メインスイ
ッチ３７，３８がオンになり、リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０が起動されると
（ステップＳ１１）、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０のＥＣＵ判別部１０２
は第１～第３ＥＰＲＯＭ１０４１、１０４２、１０４３に記録された第１～第３判別結果
データ１０６１、１０６２、１０６３を読み出して、３つのデータを対比する（ステップ
Ｓ１２）。
【００５５】
　データの対比の結果、２つ以上が一致した場合（ステップＳ１３の“Ｙｅｓ”）、当該
一致したデータに基づいて当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０がどの役割を果
たすものかを判別する（ステップＳ１４）。例えば第１～第３判別結果データ１０６１、
１０６２、１０６３が全て左用メインリモコン側ＥＣＵ２７であることを示すデータであ
った場合、あるいは、例えば第１、第２判別結果データ１０６１、１０６２が左用メイン
リモコン側ＥＣＵ２７であることを示すデータであると共に第３判別結果データ１０６３

が右用サブリモコン側ＥＣＵ５０である場合、メイン操船席１４用で左側の船外機１１用
の所定の役割に対応した機能を果たさせることを決定する。
【００５６】
　ＥＣＵ判別部１０２が、第１～第３判別結果データ１０６１、１０６２、１０６３を比
較してうち最も多い判別の結果に基づいて専用部を作動させることにより、第１～第３判
別結果データ１０６１、１０６２、１０６３の一部が破損した場合であっても、正常なデ
ータに基づいて第１～第６専用部７２～７８のうち該当するものを作動させることができ
る。
【００５７】
　一方、データの対比の結果、データが３つ共一致しなかった場合（ステップＳ１３の“
Ｎｏ”）、ＥＣＵ判別部１０２はＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３から信
号１、２、３の取得の可否を確認する。信号１、２、３を取得可能である場合（ステップ
Ｓ１５の“Ｙｅｓ”）、ＥＣＵ判別部１０２は当該信号１、２、３を再度取得して認識し
、この認識結果に基づいて当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０がどの役割を果
たすものかを判別する（ステップＳ１６）。これにより、ＥＣＵ判別部１０２は、第１～
第３判別結果データ１０６１、１０６２、１０６３に基づいて役割の判別ができない場合
であっても、ＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３から取得した信号１、２、
３に基づいて第１～第６専用部７２～７８のうち該当するものを作動させて船舶の航行を
継続することができる。なお、再度取得された信号１、２、３に基づく認識結果は、第１
～第３判別結果データ１０６１、１０６２、１０６３として再度第１～第３ＥＰＲＯＭ１
０４１、１０４２、１０４３に記録される。
【００５８】
　また、データが３つ共一致せず（ステップＳ１３の“Ｎｏ”）、ＥＣＵ識別端子部１０
５１、１０５２、１０５３から信号１、２、３を取得できない場合（ステップＳ１５の“
Ｎｏ”）、ＥＣＵ判別部１０２は当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０を１基掛
け用のリモコンＥＣＵと判別し（ステップＳ１７）、当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，



(10) JP 4836671 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

４９，５０は両船外機１１，１２のエンジン（図示せず）に対し１基掛け用の駆動制御を
行う。
【００５９】
　ここで、１基掛け用の駆動制御とは、船舶に設置されている船舶推進用のエンジンが１
基のみであることを前提とした制御のことである（本明細書において同じ）。
【００６０】
　例えば、本実施形態のように船舶に２基の船外機１１、１２（あるいは３基以上の船外
機）が設置されている場合、正常動作時には、各船外機１１、１２の相互の駆動状態を調
整し、左右のエンジン（図示せず）の駆動が航行に最適となるような制御が行われる。即
ち、左右用メインリモコン側ＥＣＵ２７、２８同士、あるいは左右用サブリモコン側ＥＣ
Ｕ４９、５０同士は、相互に制御信号を交換しながら互いの制御内容の調整（例えば、左
右のエンジン（図示せず）の回転数が同一になるような回転数の調整）を行う。一方、リ
モコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０がどの役割を果たすものかを判別できなくなり、
１基掛け用の駆動制御が行われる場合には、各船外機１１、１２は独立に駆動させ、相互
の駆動状態の調整は行わない。即ち、左右用メインリモコン側ＥＣＵ２７、２８同士、あ
るいは左右用サブリモコン側ＥＣＵ４９、５０同士は、相互に制御信号を交換することな
く、独自に各船外機１１、１２の駆動制御を行う。
【００６１】
　これにより、ＥＣＵ判別部１０２において、第１～第６専用部７２～７８のうち本来機
能させるべき専用部を特定するための情報を取得する術がなくても、各リモコン側ＥＣＵ
２７，２８，４９，５０に船舶を航行させる必要最低限の機能を奏させることができる。
【００６２】
　そして、当該リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０においては、ステップＳ１４、
Ｓ１６、Ｓ１７の判別結果に基づいて、ＲＯＭ１０３から第１～第６専用部７２～７８の
うち該当する専用部を読み出し、当該専用部の機能を実現させる（ステップＳ１８）。
【００６３】
　各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０は、メインスイッチ３７，３８がオフされ
、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０がオフされるまで、ステップＳ１８にて読
み出された第１～第６専用部７２～７８に基づいて機能する（ステップＳ１９）。
【００６４】
　以上、本実施形態においては、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０が同一の構
造のものであることから、リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０の種類が減少し、管
理、メンテナンス性を向上させることができる。
【００６５】
　このようなものにあっては、各リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０が同一の構造
のものであるため、リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０の種類が減少し、管理、メ
ンテナンス性を向上させることができる。
【００６６】
　また、本実施形態においては、リモコン側ＥＣＵ２７，２８，４９，５０の役割は船舶
の航行開始前に行われて確定し、航行中は確定した内容に基づいて機能することから、船
舶の航行中にＥＣＵ識別端子部１０５１、１０５２、１０５３に信号を供給するハーネス
の一部又は全部が断線する等の事態が生じても、ＥＣＵ判別部１０２が誤った判別をした
り、判別が不能になったりする事態が生じることはない。
【００６７】
　また、本実施形態においては、第１～第３ＥＰＲＯＭ１０４１～１０４３に第１～第３
判別結果データ１０６１～１０６３が記録されている場合には、ＥＣＵ識別端子部１０５

１、１０５２、１０５３の入力の如何に拘わらず第１～第３ＥＰＲＯＭ１０４１～１０４

３に記録されたデータに基づいて第１～第６専用部７２～７７のうち該当する専用部を作
動させることができる。
【００６８】
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　なお、上記実施形態のリモコン側ＥＣＵ２７、…は、２基掛けで２操船席の船舶に適用
したが、これに限らず、１基掛けで１操船席、図８に示すように２基掛けで１操船席、１
基掛けで２操船席、図９に示すように３基掛けで２操船席等の場合の船舶にも適用するこ
とができる。
【００６９】
　図９に示すように、左右の船外機１１、１２の他に中央の船外機８３を設けた３基掛け
の場合には、左側の船外機１１用のリモコン側ＥＣＵ２７、４９、及び、右側の船外機１
２用のリモコン側ＥＣＵ２８、５０の他に、中央の船外機８３を制御するためのリモコン
側ＥＣＵ（図示せず）を２つ設け、第２専用部７３を読み込ませた中央側メインリモコン
用ＥＣＵ、第５専用部７６を読み込ませた中央側サブリモコン用ＥＣＵとしてそれぞれ機
能させる。
【００７０】
　第２、第５専用部７３、７６に基づいて、リモコン側ＥＣＵを中央側メインリモコン用
ＥＣＵ、中央側サブリモコン用ＥＣＵとして機能させる場合、各リモコン側ＥＣＵの機能
は、メイン側であるかサブ側であるかに加え、左右用であるか中央用であるかによっても
相違する。例えば、左右用メインリモコン側ＥＣＵ２７、２８、中央用メインリモコン側
ＥＣＵにおいては位置センサ３１，３２等の検知信号に基づいてシフト・スロットル用開
度値の変換処理が行われる。このとき、左右用メインリモコン側ＥＣＵ２７、２８は当該
変換処理に基づいて両船外機１１，１２に指令値を送信するが、中央用メインリモコン側
ＥＣＵ（図示せず）は左右のリモコンレバー２９，３０又は５１，５２の中間位置を目標
に、中央の船外機８３のシフト及びスロットル制御を行う。
【００７１】
　なお、図９に示す３基掛けの船舶において、リモコン側ＥＣＵ２７，・・・等を１基掛
け用のリモコンＥＣＵと判別し（図７のステップＳ１７）、船外機１１、１２、８３に対
して１基掛け用の駆動制御を行う場合、設けられた船外機の数に伴い、図１等に示す２基
掛けの船舶における場合とは異なる制御内容を有する。
【００７２】
　例えば、正常動作時には、中央用メインリモコン側ＥＣＵ（図示せず）は左右のリモコ
ンレバー２９，３０又は５１，５２の中間位置を目標に中央用エンジン（図示せず）の制
御内容の調整（例えば、中央用エンジン（図示せず）の回転数を、右用エンジン（図示せ
ず）の回転数と左側エンジン（図示せず）の回転数との平均値にて回転させるための調整
）を行う。左用のリモコン側ＥＣＵ２７，４９が１基掛け用のリモコン側ＥＣＵと判断さ
れた場合でも、中央用リモコン側ＥＣＵ（図示せず）は通常通り左右のリモコンレバー２
９，３０又は５１，５２の中間位置を目標として制御する。
【００７３】
　上記実施形態において、第１～第６専用部７２～７７の作動はＲＯＭ１０３に記録され
たプログラムをＣＰＵ（図示せず）において実行することで実現したが、これに限定され
ず、第１～第６専用部７２～７７の一部又は全部構成をハードウェアロジックによって形
成して作動させ、動作の高速化と安定化を図ることも可能である。
【００７４】
　上記実施形態は例示であり、本発明が上記実施形態に限定されることを意味するもので
はないことは、いうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】この発明の実施形態に係る船舶の斜め後方から見た斜視図である。
【図２】同実施形態に係る船舶のリモコン装置及び船外機等の接続状態を示す概略図であ
る。
【図３】同実施形態に係る船舶のリモコン装置、キースイッチ装置及び船外機等の接続状
態を示すブロック図である。
【図４】同実施形態に係るリモコン側ＥＣＵを示すブロック図である。
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【図５】同実施形態に係るリモコン側ＥＣＵを１回目に起動させた際の動作手順を示すフ
ローチャートである。
【図６】同実施形態に係る信号とＥＣＵ機能とを示す図表である。
【図７】同実施形態に係るリモコン側ＥＣＵを２回目以降に起動させた際の動作手順を示
すフローチャートである。
【図８】他の例を示す２基掛け１操船席の場合を示す図２に相当する概略図である。
【図９】他の例を示す３基掛け２操船席の場合を示す図２に相当する概略図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０・・・船体
　１１、１２・・・船外機（船舶推進装置）
　１７・・・メイン側リモコン装置（リモコン装置）
　２１・・・サブ側リモコン装置（リモコン装置）
　２７・・・左用メインリモコン側ＥＣＵ（リモコン側ＥＣＵ）
　２８・・・右用メインリモコン側ＥＣＵ（リモコン側ＥＣＵ）
　４９・・・左用サブリモコン側ＥＣＵ（リモコン側ＥＣＵ）
　５０・・・右用サブリモコン側ＥＣＵ（リモコン側ＥＣＵ）
　７１・・・共通プログラム
　７２・・・第１専用部（専用部）
　７３・・・第２専用部（専用部）
　７４・・・第３専用部（専用部）
　７５・・・第４専用部（専用部）
　７６・・・第５専用部（専用部）
　７７・・・第６専用部（専用部）
　１０２・・・ＥＣＵ判別部
　１０４１・・・第１ＥＰＲＯＭ（記憶手段）
　１０４２・・・第２ＥＰＲＯＭ（記憶手段）
　１０４３・・・第３ＥＰＲＯＭ（記憶手段）
　１０５１、１０５２、１０５３・・・ＥＣＵ識別端子部
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