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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主機関の回転をプロペラに伝達するマリンギアのクラッチ機構の作動を制御することに
よって、前記主機関の回転数に対する前記プロペラの回転数を変更する船艇の操船装置に
おいて、
　船艇を操船するために操船者によって操作される操船手段と、
　同操船手段に対する操船者の操作入力値を検出する操作入力値検出手段と、
　前記検出された操作入力値に基づいて、前記主機関の運転回転数に対する前記プロペラ
の目標回転数を算出する目標プロペラ回転数算出手段と、
　前記算出した目標回転数で前記プロペラを回転するために前記マリンギアのクラッチ機
構の目標スリップ率を所定の範囲内で決定する目標スリップ率決定手段と、
　前記決定した目標スリップ率で前記マリンギアのクラッチ機構の作動量を制御する作動
制御手段とを備え、
　前記目標スリップ率決定手段は、
　前記主機関の回転数が無負荷時の回転数を表すアイドル回転数未満であるときに、前記
目標スリップ率が第１の傾きを有して一様に変化し、前記主機関の回転数が前記アイドル
回転数以上で予め設定された回転数未満であるときに、前記目標スリップ率が前記第１の
傾きよりも小さな第２の傾きを有して一様に変化し、前記主機関の回転数が前記予め設定
された回転数以上であるときに、前記目標スリップ率が一定となる関係に基づいて、前記
目標スリップ率を決定することを特徴とする船艇の操船装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載した船艇の操船装置において、
　さらに、前記プロペラの実回転数を検出する実回転数検出手段を備え、
　前記作動制御手段は、
　前記検出した実回転数と前記目標回転数との差に基づき、船艇に作用する外乱の影響に
よる前記プロペラの実回転数の変化を加味して前記クラッチ機構の作動量を補正すること
を特徴とする船艇の操船装置。
【請求項３】
　請求項１に記載した船艇の操船装置において、
　前記操船手段は、
　操船者によって傾倒操作されることにより、船艇の移動方向および移動速度を入力する
ジョイスティックレバーと、
　同ジョイスティックレバーに一体的に組み付けられていて、回動操作されることにより
船艇の回頭方向および回頭速度を入力するダイヤルとから構成されることを特徴とする船
艇の操船装置。
【請求項４】
　請求項３に記載した船艇の操船装置において、
　前記操船手段は、
　船艇を桟橋に対して離接岸するときに、操船者によって操作されるものである請求項６
に記載した船艇の操船装置。
【請求項５】
　請求項１に記載した船艇の操船装置において、
　さらに、前記主機関の回転数に対して前記プロペラの回転数を減じた微速航行状態にあ
る船艇を所定の旋回方向に回頭させるためのスラスタの作動を制御するスラスタ制御手段
を設けたことを特徴とする船艇の操船装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、船艇を移動、回頭および旋回させるための船艇の操船装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば、下記特許文献１に示すような、船舶の自動操船装置は知られている
。この船舶の自動操船装置は、制御演算装置に遠隔操作箱が接続されており、この遠隔操
作箱には、レバーの傾倒方向により船体の移動方向を設定するとともにレバーの傾斜角に
より船体の移動速度を設定するジョイスティックレバーと、ダイヤルの回動方向により船
体の回頭方向をを設定するとともにダイヤルの回動量により回頭角速度を設定する回頭ダ
イヤルとがそれぞれ設けられている。そして、減速機によりプロペラを低回転させること
で実現される微速航行時には、ジョイスティックレバーと回頭ダイヤルの操作のみによっ
て、船体を旋回、その場回頭および平行移動させることができるようになっている。
【０００３】
　ところで、上記した船舶の自動操船装置によれば、微速航行で船体を旋回、その場回頭
および平行移動させるときには、ジョイスティックレバーと回頭ダイヤルとをそれぞれ操
作するのみで、他の機器を操作する必要がない。これにより、例えば、上記船舶の自動操
船装置を大型船に適用すれば、通常、操船時の船舶の挙動変化を熟知した海技士が操船す
るため、操作性を向上させて容易に船体を移動させることができる。しかしながら、依然
としてジョイスティックレバーと回頭ダイヤルの２つを各々操作する必要がある。このた
め、小型船舶に上記船舶の自動操船装置を適用したときには、船舶の挙動変化を熟知して
いないユーザが操船する場合があり、ジョイスティックレバーと回頭ダイヤルとを操作し
て、船体を容易に移動できない場合がある。また、一般的に、小型の船艇には減速機が設
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けられない場合があり、このような小型の船艇においては、微速航行を維持することが難
しくなる。これにより、船舶の操船がより難しくなる場合がある。
【０００４】
　この微速航行の維持に関しては、従来から、例えば、下記特許文献２に示すような、船
舶用マリンギアのスリップ率調整装置が知られている。このスリップ率調整装置は、マリ
ンギアのクラッチを油圧制御するソレノイドを、ＰＩＤ制御回路、ＰＷＭ制御回路を介し
て制御するコントローラを備えている。そして、コントローラには、可変抵抗器が設けら
れており、この可変抵抗器に対して制御範囲幅調整用トリマが直列に接続される。これに
より、操船者がスクリュー（プロペラ）の最高回転数を任意に設定した場合であっても、
制御範囲幅調整用トリマを調整することによって、スクリュー（プロペラ）回転数に対す
る電圧を分圧することができる。そして、この分圧した電圧でソレノイドを制御すること
により、コントローラのフルレンジを、設定した最高回転数に対応するように変更するこ
とができる。したがって、微妙なスクリュー（プロペラ）回転調整を容易に行うことがで
きる。
【０００５】
　しかし、このようにマリンギアのスリップ率を調整する従来の調整装置では、コントロ
ーラのフルレンジの変更に伴って、スリップ率を単に比例的に調整して、スクリュー（プ
ロペラ）の回転数を調整するのみである。すなわち、船舶の挙動を考慮してスリップ率が
調整されるものでない。このため、例えば、操船者がコントローラを操作して、船舶を微
速航行させる場合であっても、例えば、スクリュー（プロペラ）の回転時に生じる抵抗力
や波や風などの外乱の影響により、実際にスクリュー（プロペラ）が回転しない場合もあ
る。これにより、コントローラの操作量に対して船舶の移動速度が非線形的に変化し、操
船者の意図した微速航行を維持できない可能性がある。したがって、操船者は、常にコン
トローラの操作を行わねばならず、操船操作が煩雑となる。
【特許文献１】特許第３０５７４１３号公報
【特許文献２】特開平７－１９６０９０号公報
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、マリンギアの
スリップ率を適正に制御するとともに、船艇の微速移動を容易とする船艇の操船装置を提
供することにある。
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の特徴は、主機関の回転をプロペラに伝達するマリ
ンギアのクラッチ機構の作動を制御することによって、前記主機関の回転数に対する前記
プロペラの回転数を変更する船艇の操船装置において、船艇を操船するために操船者によ
って操作される操船手段と、同操船手段に対する操船者の操作入力値を検出する操作入力
値検出手段と、前記検出された操作入力値に基づいて、前記主機関の運転回転数に対する
前記プロペラの目標回転数を算出する目標プロペラ回転数算出手段と、前記算出した目標
回転数で前記プロペラを回転するために前記マリンギアのクラッチ機構の目標スリップ率
を所定の範囲内で決定する目標スリップ率決定手段と、前記決定した目標スリップ率で前
記マリンギアのクラッチ機構の作動量を制御する作動制御手段とを備え、前記目標スリッ
プ率決定手段は、前記主機関の回転数が無負荷時の回転数を表すアイドル回転数未満であ
るときに、前記目標スリップ率が第１の傾きを有して一様に変化し、前記主機関の回転数
が前記アイドル回転数以上で予め設定された回転数未満であるときに、前記目標スリップ
率が前記第１の傾きよりも小さな第２の傾きを有して一様に変化し、前記主機関の回転数
が前記予め設定された回転数以上であるときに、前記目標スリップ率が一定となる関係に
基づいて、前記目標スリップ率を決定することにある。
 
【０００８】
　これによれば、操船者が操船手段を操作することによって入力した操作入力値に基づい
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て、船艇を微速移動させるために必要な目標回転数を算出することができる。また、算出
された目標回転数でプロペラを回転させるための目標スリップ率を決定することができる
。そして、この目標スリップ率を達成するように、クラッチ機構の作動量を制御すること
ができる。これにより、操船者は、船艇の挙動変化を熟知していなくても、操船手段を操
作するのみで、例えば、船艇を平行移動させたり、その場に留まって回頭させたりするな
ど、船艇を意図する態様で微速移動させることができる。したがって、船艇の操船が極め
て簡単となる。さらに、目標スリップ率を所定の範囲内で決定することができる。このた
め、例えば、クラッチ機構の耐久性を考慮して所定の範囲を設定することにより、クラッ
チ機構の寿命を延ばすことができる。
【０００９】
　また、プロペラを主機関のアイドル回転数未満で一様に、例えば、リニアに回転させる
ことができる。このため、例えば、操船者が極めて小さな速度で船艇を移動させることを
意図した場合であっても、この意図に応じた態様で船艇を移動させることができ、船艇を
極めて容易に移動させることができる。
 
【００１１】
　また、主機関の回転数変化、言い換えれば、主機関の運転回転域が変化する場合には、
この回転数変化（運転回転域）に応じて、目標スリップ率を段階的に変化させて決定する
ことができる。すなわち、例えば、アイドル回転数未満で主機関が作動している場合には
、大きな第１の傾きに基づいて、目標スリップ率を決定することができる。これにより、
目標回転数が低回転であっても、クラッチ機構の実スリップ率を大きく変化（例えば、減
少）させることによって、抵抗力に抗してプロペラを確実に回転させることができる。し
たがって、主機関のアイドル回転数未満であっても、プロペラの回転数を一様に変化させ
ることができる。
【００１２】
　また、アイドル回転数以上で予め設定された回転数未満で主機関が回転している場合に
は、主機関の回転数が一様に増加（または減少）する。これに対し、目標スリップ率を第
１の傾きよりも小さな第２の傾きに基づいて決定することにより、クラッチ機構の実スリ
ップ率が過度に変化することを防止できる。したがって、プロペラが目標回転数よりも大
きな回転数で回転することが防止され、船艇の急激な移動を防止することができる。また
、目標スリップ率に基づき、実スリップ率を緩やかに変化させることができるため、クラ
ッチ機構の作動に伴う衝撃の発生を防止することができる。さらに、所定の回転数以上で
主機関が作動している場合には、目標スリップ率を一定値に保つことができる。これによ
り、主機関の一様に増加（または減少）する回転数に合わせてプロペラの回転数をリニア
に変化させることができる。
【００１３】
　このように、主機関の回転数が変化する場合であっても、操船者による操船手段の操作
状態に応じてプロペラの回転数を常にリニアに変化させることができる。このため、船艇
を微速移動させる際には、船艇の挙動特性をリニアに変化させることができ、これにより
、船艇の挙動変化を熟知していない操船者であっても、極めて容易に、かつ、簡単に船艇
を操船することができる。
【００１４】
　さらに、前記プロペラの実回転数を検出する実回転数検出手段を備え、前記作動制御手
段は、前記検出した実回転数と前記目標回転数との差に基づき、船艇に作用する外乱の影
響による前記プロペラの実回転数の変化を加味して前記クラッチ機構の作動量を補正する
とよい。これによれば、船艇に作用する外乱として、例えば、波、潮の流れや風などが影
響する場合であっても、確実に、プロペラを目標回転数で回転させることができる。した
がって、操船者の意図する船艇の微速移動を実現することができる。
【００１５】
　また、前記操船手段は、操船者によって傾倒操作されることにより、船艇の移動方向お
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よび移動速度を入力するジョイスティックレバーと、同ジョイスティックレバーに一体的
に組み付けられていて、回動操作されることにより船艇の回頭方向および回頭速度を入力
するダイヤルとから構成されるとよく、前記操船手段は、例えば、船艇を桟橋に対して離
接岸するときに、操船者によって操作されるとよい。これによれば、操船者は、ジョイス
ティックレバーとダイヤルが一体的に組み付けられた操船手段を操作することにより、船
艇を微速移動させることができる。したがって、操船者は、片手で操船することが可能と
なり、極めて容易に船艇を微速移動させることができる。
【００１６】
　さらに、前記主機関の回転数に対して前記プロペラの回転数を減じた微速航行状態にあ
る船艇を所定の旋回方向に回頭させるためのスラスタの作動を制御するスラスタ制御手段
を設けるとよい。これによれば、微速航行時において、操船者の操船手段の操作に対応し
て、船首の向きを確実に回頭させることができる。これにより、操船者の意図する船艇の
微速移動を確実に実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態に係る船艇の操船装置について、図面を用いて詳細に説明する
。図１は、本実施形態に係る船艇の操船装置が適用される船艇の構成を概略的に示してい
る。
【００１８】
　この船艇は、船体１０に対して２基の主機関１１が搭載されており、それぞれの主機関
１１には、マリンギア１２を介して、プロペラ１３が組み付けられている。主機関１１は
、船体１０の船尾側にて左右に配置されていて、運転回転数に応じて所定の回転駆動力を
発生し、同回転駆動力をマリンギア１２に出力する。マリンギア１２は、主機関１１から
伝達された回転駆動力を伝達するための複数のギアを備えて構成されるものであり、これ
らギアの噛み合わせを切替えて伝達された回転駆動力の回転方向を正転または逆転するた
めのクラッチ機構１２０を備えている。このクラッチ機構１２０としては、例えば、広く
知られている湿式多板クラッチ機構などが採用される。ここで、このクラッチ機構１２０
を簡単に説明しておく。
【００１９】
　マリンギア１２に採用されるクラッチ機構１２０は、図２にて一部を概略的に示すよう
に、クラッチケース１２１と一体的に回転するフリクションプレート１２２と、クラッチ
ケース１２１の内方に配置され、クラッチケース１２１と相対回転するハブ１２３と一体
的に回転するセパレータプレート１２４とを有している。ここで、フリクションプレート
１２２とセパレータプレート１２４とは、それぞれ、クラッチケース１２１またはハブ１
２３に対して、軸方向に変位自在となっている。
【００２０】
　さらに、クラッチケース１２１内には、ピストン１２５が設けられている。そして、ピ
ストン１２５とクラッチケース１２１の内面との間には、油室１２６が形成されている。
この油室１２６に対しては、圧力ポンプ１２７により昇圧された作動油が、電気的に開閉
制御されて油圧を調整する圧力調整弁１２８によって、圧力調整されて供給される。また
、ピストン１２５は、リターンスプリング１２９により、フリクションプレート１２２と
セパレータプレート１２４との係合を解放する方向に付勢されている。
【００２１】
　このように構成されたクラッチ機構１２０においては、油室１２６内に作動油が供給さ
れると、ピストン１２５は、リターンスプリング１２９の付勢力に抗して図２における左
方向に移動し、フリクションプレート１２２とセパレータプレート１２４に対して係合の
ための押圧力を付与する。これにより、フリクションプレート１２２とセパレータプレー
ト１２４との間に所定の摩擦力が発生し、回転駆動力の伝達が行われる。
【００２２】
　一方、油室１２６内の作動油が排出されると、リターンスプリング１２９の付勢力によ
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り、ピストン１２５が図２における右方向に移動し、フリクションプレート１２２とセパ
レータプレート１２４との係合は解除される。これにより、フリクションプレート１２２
とセパレータプレート１２４との間の摩擦力が低下することによって回転駆動力の伝達が
遮断される。
【００２３】
　そして、上述したクラッチ機構１２０の作動により、マリンギア１２を構成する複数の
ギアへの回転駆動力の伝達が切替えられることによって、プロペラ１３を正転または逆転
させることができる。また、プロペラ１３の回転方向を切替えない場合には、クラッチ機
構１２０のフリクションプレート１２２とセパレータプレート１２４との間の摩擦力を変
化させる、言い換えれば、油室１２６に供給する作動油の油圧を制御することによって、
フリクションプレート１２２とセパレータプレート１２４との間の相対的な回転数差すな
わちスリップ率を変化させることができる。これにより、主機関１１の運転回転数に対す
るプロペラ１３の回転数を適宜変化（より詳しくは、プロペラ１３の回転数を減少させる
ように変化）させることができる。
【００２４】
　また、図１に示すように、船体１０の船首側には、スラスタ１４が設けられている。ス
ラスタ１４は、船体１０の左右方向に対して所定の推力を発生するものであり、電動モー
タ１４ａと左右方向に推力を発生するプロペラ１４ｂとから構成されている。このスラス
タ１４は、主に、微速移動時に作動し、この作動に伴って発生する右方向または左方向の
推力によって、船体１０を旋回させる。
【００２５】
　次に、上記のように構成された主機関１１、マリンギア１２（より詳しくは、クラッチ
機構１２０）およびスラスタ１４の作動を制御する電気制御装置について、図３を用いて
詳細に説明する。
【００２６】
　電気制御装置は、主機関回転数センサ２１、プロペラ回転数センサ２２、圧力調整弁制
御電流値センサ２３およびスラスタ回転数センサ２４を備えている。主機関回転数センサ
２１は、左右の主機関１１にそれぞれ設けられて、各主機関１１の運転回転数FeR，FeLを
検出して出力する。プロペラ回転数センサ２２は、各マリンギア１２からの出力軸にそれ
ぞれ設けられて、左右のプロペラ１３の回転数FpR，FpLを検出して出力する。圧力調整弁
制御電流値センサ２３は、左右の圧力調整弁１２８にそれぞれ流れる制御電流値IR，ILを
検出して出力する。スラスタ回転数センサ２４は、スラスタ１４を構成するプロペラ１４
ｂの左右方向の回転数FtR，FtLを検出して出力する。
【００２７】
　また、電気制御装置は、例えば、船艇を桟橋などに離接岸するときのように、船艇を微
速移動させるときに操船者によって操作されて、船艇の移動方向及び移動速度を入力する
ためのジョイスティック２５を備えている。このジョイスティック２５は、図４に概略的
に示すように、操船者によって傾倒操作されるジョイスティックレバー２５ａと、回動操
作されるダイヤル２５ｂとから構成されている。
【００２８】
　そして、ジョイスティック２５は、操船者によってジョイスティックレバー２５ａが船
艇の前後方向に傾倒操作されると、この傾倒操作量（例えば、傾倒角度や傾倒量など）に
対応して船艇を前進または後進させるための指示信号xを出力する。また、ジョイスティ
ック２５は、操船者によってジョイスティックレバー２５ａが船艇の左右方向に傾倒操作
されると、この傾倒操作量に対応して船艇を右方向または左方向に移動させるための指示
信号yを出力する。さらに、ジョイスティック２５は、操船者によってダイヤル２５ｂが
回動操作されると、この回動操作量（例えば、回動角度や回動量など）に対応して船艇を
回頭させるための指示信号zを出力する。
【００２９】
　ここで、ジョイスティックレバー２５ａ、ダイヤル２５ｂの操作には、不感帯が設定さ
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れている。この不感帯は、例えば、出力軸と滑り受けとの間の摩擦力に抗してプロペラ１
３およびプロペラ１４ｂを確実に回転できるジョイスティックレバー２５ａ、ダイヤル２
５ｂの操作位置に応じて、決定されるものである。
【００３０】
　なお、指示信号xは、ジョイスティックレバー２５ａが前方に傾倒されたときに正の値
として出力される。また、指示信号yは、ジョイスティックレバー２５ａが右方向に傾倒
されたときに正の値として出力される。さらに、指示信号zは、ダイヤル２５ｂが右方向
に回動されたときに正の値として出力される。
【００３１】
　これらのセンサ２１～２４およびジョイスティック２５は、電子制御ユニット２６の入
力側に接続されている。電子制御ユニット２６は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどからなる
マイクロコンピュータを主要構成部品とするもので、各センサ２１～２４からの検出値お
よびジョイスティック２５からの各指示信号を用いてプログラムを実行することにより、
主機関１１、マリンギア１２のクラッチ機構１２０（より詳しくは、圧力調整弁１２８）
およびスラスタ１４の作動をそれぞれ制御する。
【００３２】
　一方、電子制御ユニット２６の出力側には、駆動回路２７，２８，２９がそれぞれ接続
されている。駆動回路２７は、２基の主機関１１のスロットルボデーを作動させるそれぞ
れのアクチュエータを駆動制御するものであり、同回路２７内には、アクチュエータ内に
流れる駆動電流を検出するための電流検出器２７ａが設けられている。そして、電流検出
器２７ａによって検出された駆動電流は、電子制御ユニット２６にフィードバックされる
。駆動回路２８は、圧力調整弁１２８を駆動制御するものである。駆動回路２９は、例え
ば、インバータ回路などであり、図示しないバッテリからの給電を制御することにより、
スラスタ１４の電動モータ１４ａを駆動制御するものである。そして、この駆動回路２９
内にも、電動モータ１４ａに流れる駆動電流を検出するための電流検出器２９ａが設けら
れており、検出された駆動電流が電子制御ユニット２６にフィードバックされる。
【００３３】
　次に、上記のように構成した実施形態の動作について、電子制御ユニット２６内にてコ
ンピュータプログラム処理により実現される機能を表す図５の機能ブロック図を用いて説
明する。電子制御ユニット２６は、主機関１１に接続されたプロペラ１３およびスラスタ
１４を構成するプロペラ１４ｂの目標回転数を計算する作動目標演算部３０と、計算され
たプロペラ１３の目標回転数となるように、主機関１１およびクラッチ機構１２０の作動
を制御する主機関作動制御部４０と、計算されたプロペラ１４ｂの目標回転数となるよう
に、スラスタ１４の作動を制御するスラスタ作動制御部５０とからなる。
【００３４】
　操船者によってジョイスティック２５が操作されると、ジョイスティックレバー２５ａ
の傾倒操作に基づく指示信号xおよび指示信号yが出力されるとともに、ダイヤル２５ｂの
回動操作に基づく指示信号zが出力される。この出力された各指示信号x、y、zは、電子制
御ユニット２６の作動目標値演算部３０の指示値変換部３１に供給される。指示値変換部
３１は、指示信号xと指示信号yとを用いて、操船者が意図する船艇の移動方向θおよび移
動距離ｒ（移動速度r'）を算出する。また、指示値変換部３１は、指示信号zを用いて、
操船者が意図する船艇の回頭角度δおよび回頭角速度δ'を算出する。そして、これら移
動方向θ、移動距離ｒ（移動速度r'）、回頭角度δおよび回頭角速度δ'（以下、これら
をまとめて指示値という）は、主機関１１に接続されたプロペラ１３およびスラスタ１４
のプロペラ１４ｂの目標回転数を算出する目標プロペラ回転数演算部３２に供給される。
【００３５】
　目標プロペラ回転数演算部３２は、供給された指示値に応じて、左右プロペラ１３の目
標回転数NpR，NpLおよびプロペラ１４ｂの左右方向の目標回転数NtR，NtLを計算する。以
下、この目標回転数NpR，NpL，NtR，NtLの計算について詳細に説明する。
【００３６】
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　まず、操船者によってジョイスティック２５が操作されたときの船艇の移動態様につい
て説明する。この実施形態においては、船体１０に前後方向への推力を発生する２基の主
機関１１および左右方向に推力を発生するスラスタ１４が搭載されている。そして、操船
者によってジョイスティック２５が操作されると、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLおよ
びプロペラ１４ｂの実回転数FtR，FtLを調整して、船艇を平行移動させたり、その場に留
まって回頭（以下、この回動をその場回頭という）させたりする。このとき、船艇を平行
移動させる場合には、後述するように、各プロペラ１３の実回転数FpR，FpLを目標回転数
NpR，NpLと一致させるとともに、プロペラ１４ｂの回転数FtR，FtLを目標回転数NtR，NtL
と一致させるように主機関１１、マリンギア１２およびスラスタ１４が制御される。また
、その場回頭させる場合には、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLが目標回転数NpR，NpLと
なるように、２基の主機関１１およびマリンギア１２が制御される。
【００３７】
　このように、主機関１１、マリンギア１２、プロペラ１３、スラスタ１４（より詳しく
は、電動モータ１４ａおよびプロペラ１４ｂ）からなる推進系の作動制御のみで船艇を平
行移動またはその場回頭させるときには、下記に示す運動方程式が成立する。すなわち、
船艇が平行移動する場合には、下記式１に示す運動方程式が成立する。
　　T＋Fwc＝m・r''＋Cs・r'　…式１
ここで、前記式１中におけるTは船艇に搭載された推進系が発生する推力の推力ベクトル
の総和を表しており、下記式２によって示される。ただし、下記式２中のnは推進系を構
成する推進機の数を表す。
　　T＝ΣTi　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式２
ただし、前記式１中におけるFwcは風、潮の流れなどの外乱の影響を表す値であり、mは船
艇の重量を表す値であり、Csは減衰係数を表す値である。また、rは平行移動距離を表し
、r'は移動速度、r''は移動加速度を表す値である。
【００３８】
　また、平行移動時においては、推進系が発生する推力のモーメントについて、前記式１
と同時に下記式３が成立する。
　　M＋Mwc＝０　…式３
ただし、前記式３中におけるMは船艇に搭載された推進機が発生する推力の推力モーメン
トの総和を表しており、下記式４によって示される。
　　M＝ΣMi　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式４
また、前記式３中におけるMwcは前記Fwcに関連して発生するモーメントを表す値である。
【００３９】
　次に、推進系が発生する推力ベクトルTiおよび推力モーメントMiが平行移動する船艇に
作用する関係を考える。ここで、推力ベクトルTiおよび推力モーメントMiを、移動方向θ
および移動距離ｒの関数として、Ti＝r・fi(θ)、Mi=Ti・Li・Siで表す。ただし、Liは船
艇の重心から推力ベクトルまでの垂線距離を表し、Siはモーメントの作用方向を表す符号
を表すものである。今、理解を容易とするために、r＝１（０≦r≦１）の場合であって、
θ＝０のとき（例えば、船艇を前進させるとき）の推力ベクトルの総和を考えると、前記
式２に従って下記式５が成立する。
　　T＝Σ(fi(0)・cosαi)　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式５
ここで、前記式５中のαiは、推進系の推力ベクトルと船艇の前後方向との間の角度を表
すものである。そして、任意の移動方向θに移動する場合には、前記式５に従って計算さ
れる推力ベクトルのcos成分と各推進系が発生する推力ベクトルのcos成分の総和とが等し
くなるため、前記式５に基づいて下記式６が成立する。
　　T＝Σ(fi(0)・cosαi)・cosθ＝Σ(fi(θ)・cosαi)　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式６
【００４０】
　また、θ＝π／２のとき（例えば、船艇を右方向に進めるとき）の推力ベクトルの総和
も、前記式６と同様に、下記式７のように示すことができる。
　　T＝Σ(fi(π/2)・sinαi)・sinθ＝Σ(fi(θ)・sinαi)　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…
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式７
また、平行移動時なので、推力モーメントの総和は「０」となるため、前記式４に基づい
て下記式８が成立する。
　　M＝Σ(fi(θ)・Li・Si)＝0　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式８
したがって、前記式６，７および式８に従って、平行移動するために必要な推進系が発生
する推力fi(θ)を算出することができる。
【００４１】
　一方、船艇がその場回頭する場合には、下記式９に示す運動方程式が成立する。
　　M＋Mwc＝I・δ''＋Ct・δ'　…式９
ここで、前記式９中におけるMは前記式４に従って計算される推力モーメントの総和であ
る。また、前記式９中のIは船体慣性モーメントを表す値である。また、δは回頭角度を
表し、δ'は回頭角速度、δ''は回頭角加速度を表す値である。さらに、その場回頭時に
おいては、推進系が発生する推力ベクトルの総和について、下記式１０が成立する。
　　T＋Fwc＝０　…式１０
ただし、前記式１０中におけるTは前記式２に従って計算される推力ベクトルの総和であ
る。
【００４２】
　次に、推進系が発生する推力ベクトルTiおよび推力モーメントMiがその場回頭する船艇
に作用する関係を考える。ここで、推力ベクトルTiおよび推力モーメントMiを、δの関数
としてTi＝gi(δ)、Mi=Ti・Li・Siで表す。ただし、Liは船艇の重心から推力ベクトルま
での垂線距離を表し、Siはモーメントの作用方向を表す符号を表すものである。船艇がそ
の場回頭する場合には、推力ベクトルの総和が「０」となるため、下記式１１および式１
２が成立する。
　　T＝Σ(gi(δ)・cosαi)＝0　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式１１
　　T＝Σ(gi(δ)・sinαi)＝0　i＝1,2,…,n　(n≧3)　…式１２
したがって、前記式１１および式１２に従って、その場回頭する場合に推進系が発生する
推力gi(δ)を算出することができる。
【００４３】
　さらに、平行移動とその場回頭とが重ね合わされた場合には、各推進系は、平行移動時
の推力r・fi(θ)とその場回頭時の推力gi(δ)とを加算した推力r・fi(θ)＋gi(δ)を発生
する。
【００４４】
　また、プロペラを回転させて推力を発生する場合、プロペラが回転を開始してから十分
に時間が経過した後に推力と抵抗力とが釣り合う領域すなわち定常領域が存在する。そし
て、この定常領域においては、前記式１，３および前記式９，１０に基づいて、平行移動
時には下記式１３および式１４が成立し、その場回頭の場合には下記式１５および式１６
が成立する。
　　T＝Cs・r'　…式１３
　　M＝0　…式１４
　　M＝Ct・δ'　…式１５
　　T＝0　…式１６
また、プロペラの回転によって推力Sが発生する場合、推力Sとプロペラの回転数eとの間
には、下記式１７が成立することが知られている。
　　S=ρ・e2・D4・Ks　…式１７
ただし、前記式１７中のρは流体密度、Dはプロペラの直径、Ksは推力係数をそれぞれ表
す。
【００４５】
　ここで、抵抗力は、乱流中の場合、ほぼ速度の２乗に比例することが知られている。し
たがって、プロペラの回転数eに対して、移動速度r'および回頭角速度δ'は、それぞれ比
例関係にあることが予測されるため、本発明者等は、プロペラの回転数eに対する移動速
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度r'の関係と、プロペラの回転数eに対する回頭角速度δ'の関係を実験的に確認した。こ
の結果を図６および図７に示す。これによれば、リニアに（線形的に）変化する移動速度
r'で船艇を平行移動させたり、リニアに変化する回頭角速度δ'でその場回頭させたりす
る場合には、プロペラの回転数eをリニアに制御すればよいことが理解できる。
【００４６】
　以上のことを踏まえて、本実施形態の船艇を平行移動させる場合およびその場回頭させ
る場合におけるプロペラ１３の目標回転数NpR，NpLおよびプロペラ１４ｂの目標回転数Nt
R，NtLの算出を説明する。まず、平行移動させる場合から説明する。
【００４７】
　本実施形態に係る船艇においては、上述したように、推進系を構成するものとして、２
基の主機関１１とスラスタ１４が搭載されているため、前記式６～８における推進系の数
を表すｎが「３」となる。また、各主機関１１の推力ベクトルと船体１０の前後方向との
間の角度は、「０」であり、スラスタ１４の推力ベクトルと船体１０の前後方向との間の
角度は、「π／２」となる。また、前記式６～８において、ｎ＝１に対応する推進機を、
例えば、図１における右側の主機関１１とし、ｎ＝２に対応する推進機を、例えば、図１
における左側の主機関１１とし、ｎ＝３に対応する推進機をスラスタ１４とする。そして
、前記式８におけるモーメントの作用方向を表す符号Siについて、S1=-1,S2=1,S3=1とす
れば、下記式１８～式２０が成立する。
　　(fR(0)＋fL(0))・cosθ＝fR(θ)＋fL(θ)　…式１８
　　ft(π/2)・sinθ＝ft(θ)　…式１９
　　－fR(θ)・LR＋fL(θ)・LL＋ft(θ)・Lt＝0　…式２０
【００４８】
　ここで、前記式１８～式２０において示したfR(0)，fR(θ)は右側の主機関１１の推力
を表し、fL(0)，fL(θ)は左側の主機関１１の推力を表し、ft(π/2)，ft(θ)はスラスタ
１４の推力を表す。また、前記式２０中の「LR」は右側の主機関１１の推力ベクトルと重
心との間の距離を表し、「LL」は左側の主機関１１の推力ベクトルと重心との間の距離を
表し、「Lt」はスラスタ１４の推力ベクトルと重心との間の距離を表す。
【００４９】
　そして、前記式１８～式２０に基づけば、下記式２１～式２３に示すように、各推進機
の推力を計算することができる。
　　fR(θ)＝fR(0)・cosθ＋fR(π/2)・sinθ　…式２１
　　fL(θ)＝fL(0)・cosθ－｜fL(π/2)｜・sinθ　…式２２
　　ft(θ)＝ft(π/2)・sinθ　…式２３
ただし、前記式２２中のfL(0)は、(LR／LL)・fR(0)であり、前記式２１中のfR(π/2)およ
び式２２中の－fL(π/2)は、(Lt／(LR＋LL))・ft(π/2)である。
【００５０】
　このように計算される各推力を各推進系の回転数の関数とすれば、平行移動に必要な左
右のプロペラ１３の目標回転数NpR，NpLおよびプロペラ１４ｂの目標回転数NtR，NtLを求
めることができる。この場合、主機関１１の正転時および逆転時の発生推力の差や抵抗の
差、fR(θ)、 fL(θ)および ft(θ)のバランスを考慮して、図８に示すように、４つの領
域に分けて目標回転数NpR，NpL，NtR，NtLを計算する。図８は、推力fR(θ)に関するプロ
ペラ回転数制御円すなわち図１における右側の主機関１１に接続されたプロペラ１３の回
転数制御円を例示して概略的に示している。ここで、fR_F(0)は、操船者によるジョイス
ティック２５の操作に対応して、船艇を前進させる回転数を表し、fR_R(π)は後進させる
回転数を表している。また、fR_F(π/2)は船艇を右前進させる回転数を表し、fR_R(-π/2
)は左後進させる回転数を表している。
【００５１】
　そして、右側の主機関１１に接続されたプロペラ１３の目標回転数NpRは、Ａ領域内で
平行移動する場合には下記式２４、Ｂ領域内で平行移動する場合には下記式２５、Ｃ領域
内で平行移動する場合には下記式２６およびＤ領域内で平行移動する場合には下記式２７
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に従って計算される。
　　NpR＝fR_F(0)・cosθ＋fR_F(π/2)・sinθ　0≦θ＜π/2　…式２４
　　NpR＝｜fR_R(π)｜・cosθ＋fR_F(π/2)・sinθ　π/2≦θ＜π　…式２５
　　NpR＝｜fR_R(π)｜・cosθ＋｜fR_R(-π/2)｜・sinθ　-π≦θ＜-π/2　…式２６
　　NpR＝fR_F(0)・cosθ＋｜fR_R(-π/2)｜・sinθ　-π/2≦θ＜0　…式２７
ここで、fR_F(0)，fR_R(π)，fR_F(π/2)，fR_R(-π/2)は、実験的に決定される係数であ
る。
【００５２】
　また、左側の主機関１１に接続されたプロペラ１３の目標回転数NpLも、前記式２４～
式２７と同様に、Ａ領域内で平行移動する場合には下記式２８、Ｂ領域内で平行移動する
場合には下記式２９、Ｃ領域内で平行移動する場合には下記式３０およびＤ領域内で平行
移動する場合には下記式３１に従って計算される。
　　NpL＝fL_F(0)・cosθ－｜fL_R(π/2)｜・sinθ　0≦θ＜π/2　…式２８
　　NpL＝｜fL_R(π)｜・cosθ－｜fL_R(π/2)｜・sinθ　π/2≦θ＜π　…式２９
　　NpL＝｜fL_R(π)｜・cosθ－fL_F(-π/2)・sinθ　-π≦θ＜-π/2　…式３０
　　NpL＝fL_F(0)・cosθ－fL_F(-π/2)・sinθ　-π/2≦θ＜0　…式３１
ここで、fL_F(0)，fL_R(π)，fL_F(-π/2)，fL_R(π/2)は、実験的に決定される係数であ
る。
【００５３】
　さらに、スラスタ１４のプロペラ１４ｂの目標回転数NtR，NtLは、ＡＢ領域内で平行移
動する場合には、下記式３２、ＣＤ領域内で平行移動する場合には、下記式３３に従って
計算される。
　　NtR＝ft_R(π/2)・sinθ　0≦θ＜π　…式３２
　　NtL＝｜ft_L(-π/2)｜・sinθ　-π≦θ＜0　…式３３
ここで、ft_R(π/2)はプロペラ１４ｂが右方向に推力を発生するときの回転数を表し、ft
_L(-π/2)は左方向に推力を発生するときの回転数を表し、これらの値は実験的に決定さ
れる係数である。
【００５４】
　したがって、目標プロペラ回転数演算部３２は、操船者によってジョイスティック２５
のジョイスティックレバー２５ａが傾倒操作されている場合には、船艇を平行移動させる
ために、前記式２４～式３３に従って左右のプロペラ１３の目標回転数NpR，NpLおよびプ
ロペラ１４ｂの目標回転数NtR，NtLを計算する。なお、前記式２４～式３３の計算に代え
て、図９に示すような、ジョイスティック２５のジョイスティックレバー２５ａの傾倒操
作によって指示される移動方向θに対応して各プロペラ１３，１４ｂの目標回転数NpR，N
pL，NtR，NtLを記憶した変換マップを参照して計算してもよい。
【００５５】
　次に、その場回頭させる場合を説明する。その場回頭の場合においても、上述した平行
移動の場合と同様に、前記式１１および式１２における推進系の数を表すｎが「３」とな
る。また、各主機関１１の推力ベクトルと船体１０の前後方向との間の角度は。「０」で
あり、スラスタ１４の推力ベクトルと船体１０の前後方向との間の角度は、「π／２」と
なる。また、この場合も、前記式１１および式１２において、ｎ＝１に対応する推進機を
図１における右側の主機関１１とし、ｎ＝２に対応する推進機を図１における左側の主機
関１１とし、ｎ＝３に対応する推進機をスラスタ１４とする。これにより、下記式３４お
よび式３５が成立する。
　　gR(δ)＋gL(δ)＝0　…式３４
　　gt(δ)＝0　…式３５
ここで、前記式３４および式３５において示したgR(δ)は右側の主機関１１の推力を表し
、gL(δ)は左側の主機関１１の推力を表し、gt(δ)はスラスタ１４の推力を表す。
【００５６】
　そして、前記式３５から明らかなように、船艇をその場回頭させる場合には、スラスタ
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１４が発生する推力は「０」、言い換えれば、その場回頭の場合には、スラスタ１４を作
動させない。したがって、前記式３４が成立するように、左右の主機関１１を作動、より
詳しくは、推力の発生向きが前進方向と後進方向となるように作動させて、船艇をその場
回頭させる。
【００５７】
　このように計算される２基の主機関１１の各推力を回転数の関数とすれば、その場回頭
に必要なプロペラ１３の目標回転数NpR，NpLを求めることができる。この場合、主機関１
１の正転時および逆転時の発生推力の差や抵抗の差を考慮して、主機関１１のそれぞれを
正転駆動させるときと逆転駆動させるときに分けて目標回転数NpR，NpLを計算する。すな
わち、前記式３４および式３５に基づけば、下記式３６～式３９に示すように、左右プロ
ペラ１３の目標回転数NpR，NpLを計算することができる。
　　NpR＝(gR_R(MAX)／MAX)・δ　0≦δ＜MAX　…式３６
　　NpR＝(gR_F(-MAX)／(-MAX))・δ　-MAX≦δ＜0　…式３７
　　NpL＝(gL_F(MAX)／MAX)・δ　0≦δ＜MAX　…式３８
　　NpL＝(gL_R(-MAX)／(-MAX))・δ　-MAX≦δ＜0　…式３９
ただし、前記式３６～式３９における「MAX」は、ジョイスティック２５のダイヤル２５
ｂの最大回動量を表す。また、前記式３６中のgR_R(MAX)は右側の主機関１１の後進方向
への最大推力を表し、前記式３７中のgR_F(-MAX)は右側の主機関１１の前進方向への最大
推力を表す。さらに、前記式３８中のgL_F(MAX)は左側の主機関１１の前進方向への最大
推力を表し、前記式３９中のgL_R(-MAX)は左側の主機関１１の後進方向への最大推力を表
す。
【００５８】
　したがって、目標プロペラ回転数演算部３２は、操船者によってジョイスティック２５
のダイヤル２５ｂが回動操作されている場合には、船艇をその場回頭させるために、前記
式３６～式３９に従って左右プロペラ１３の目標回転数NpR，NpLを計算する。なお、前記
式３６～式３９の計算に代えて、図９に示すような、ジョイスティック２５のダイヤル２
５ｂの回動操作によって指示される回動角度δに対応して各プロペラ１３の目標回転数Np
R，NpLを記憶した変換マップを参照して計算してもよい。
【００５９】
　上述したように、目標プロペラ回転数演算部３２によって計算された各プロペラ１３，
１４ｂの目標回転数NpR，NpL，NtR，NtLは、主機関作動制御部４０とスラスタ作動制御部
５０に供給される。主機関作動制御部４０は、各プロペラ１３の実回転数FpR，FpLが供給
された目標回転数NpR，NpLとなるように主機関１１およびマリンギア１２のクラッチ機構
１２０の作動を制御する。すなわち、主機関作動制御部４０の目標スリップ率決定部４１
は、現在の各主機関１１の運転回転数FeR，FeLを主機関回転数センサ２１から入力し、同
入力した運転回転数FeR，FeLに応じてマリンギア１２のクラッチ機構１２０の目標スリッ
プ率Uを決定する。以下、この目標スリップ率決定部４１による目標スリップ率Uの決定に
ついて、図１１を用いて説明する。
【００６０】
　目標スリップ率Uは、図１１に示すように、各主機関１１の運転回転数FeR，FeLに応じ
て、段階的（本実施形態においては、３段階）に変化する関係に基づいて決定される。具
体的に説明すると、目標スリップ率Uは、主機関１１の運転回転数FeR，FeLがアイドル回
転数であるときには、目標回転数NeR，NeLの上昇に応じて大きな傾き（以下、第１の傾き
という）を有して減少変化し、主機関１１の運転回転数FeR，FeLがアイドル回転数から所
定回転数未満まで上昇するときには、第１の傾きよりも小さな傾き（以下、この傾きを第
２の傾きという）を有して減少変化し、主機関１１の運転回転数FeR，FeLが所定回転数以
上に上昇するときには、一定値すなわち目標スリップ率Uの下限値となるように変化する
。
【００６１】
　このように、目標スリップ率Uを第１の傾きおよび第２の傾きを有して段階的に変化さ
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せることにより、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLをリニアに変化させることができる。
すなわち、主機関１１が運転回転数FeR，FeLとしてアイドル回転数、言い換えれば、主機
関１１が無負荷状態で作動しているときに、目標スリップ率Uを第１の傾きで変化させて
決定すると、クラッチ機構１２０の実スリップ率はリニアに変化する。これにより、主機
関１１がアイドル回転数未満で作動している場合には、プロペラ１３の実回転数FpR，FpL
をリニアに変化させて回転させることができる。
【００６２】
　ここで、第１の傾きを大きく設定することにより、目標スリップ率Uを大きく変化させ
ることができる。これにより、クラッチ機構１２０の実スリップ率を大きく減少させる、
言い換えれば、主機関１１の回転駆動力をプロペラ１３に伝達しやすい状態とすることが
できる。したがって、プロペラ１３を確実に回転させることができる。
【００６３】
　また、主機関１１の運転回転数FeR，FeLがアイドル回転数から所定回転数まで変化する
ときには、目標スリップ率Uを第２の傾きでリニアに変化させて決定することができる。
この場合には、クラッチ機構１２０の実スリップ率が、主機関の運転回転数FeR，FeLの変
化に合わせてリニアに変化する。したがって、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLをリニア
に変化させて回転させることができる。さらに、主機関１１が所定回転数以上の運転回転
数FeR，FeLで作動しているときには、目標スリップ率Uを一定とすることができる。この
場合には、クラッチ機構１２０の実スリップ率が一定であるため、主機関１１の運転回転
数FeR，FeLの変化に合わせて、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLがリニアに変化する。こ
のように目標スリップ率Uを変化させることにより、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLを
リニアに変化させることができる。したがって、上述したように、平行移動時の移動速度
をリニアに変化させることができて、操船者は容易に船艇を移動させることができる。
【００６４】
　また、主機関１１の運転回転数FeR，FeLがアイドル回転数から所定回転数未満で変化す
るときに、第２の傾きを有して目標スリップ率Uを変化させることによって、クラッチ機
構１２０のフリクションプレート１２２とセパレータプレート１２４が係合する際に発生
する衝撃を小さくすることができる。このことについて、以下に説明する。
【００６５】
　今、主機関１１がアイドル回転数で作動している状態（すなわち、無負荷で作動してい
る状態）において、例えば、第２の傾きが設けられておらず、操船者がジョイスティック
２５を急激に操作した場合を考えると、主機関１１に接続されたプロペラ１３は、この操
作に対応するために回転を開始する。このとき、操船者により急激にジョイスティック２
５が操作されているため、スリップ率決定部４１は、プロペラ１３の回転数が目標回転数
NpR，NpLになるように、目標スリップ率Uを一定値となる下限値まで急激に低下させる。
一方で、プロペラ１３が急回転を開始する場合には、抵抗が大きくなるため、主機関１１
の運転回転数FeR，FeLが一時的に低下する。この状態においては、実スリップ率が目標ス
リップ率Uよりも小さくなる（所謂、クラッチ機構１２０が直結状態にオーバーシュート
する）ため、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLが目標回転数NeR，NeLよりも大きく、言い
換えれば、回りすぎの状態となる。このような状態においては、船艇が急激に移動する状
態となるため、乗船者に不快感を与える場合がある。
【００６６】
　これに対して、第２の傾きを設定することにより、主機関１１の運転回転数FeR，FeLの
変化に対する実スリップ率の変化を小さくすることができる。すなわち、目標スリップ率
Uの変化態様が、第１の傾きから直接的に一定値に変化する場合に比して、第２の傾きを
設定することによって、第１の傾きから緩やかに一定値に変化するようになる。このため
、操船者によって急激にジョイスティック２５が操作されて、主機関１１の運転回転数Fe
R，FeLが一時的に低下した場合であっても、第２の傾きを設定することによって、目標ス
リップ率Uを第２に傾きで変化させて決定することができる。したがって、実スリップ率
の急激な変化を抑えることができて、上述したオーバーシュートの傾向を抑えることでき
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る。これにより、乗船者に不快感を与えることを防止することができる。
【００６７】
　ふたたび、図５の説明に戻り、スリップ率決定部４１は、目標スリップ率Uを決定する
と、同決定した目標スリップ率Uを駆動制御部４２に供給する。駆動制御部４２において
は、プロペラ１３の目標回転数NpR，NpLに応じて、駆動回路２７を制御して、主機関１１
のスロットルボデーの開度すなわちアクチュエータの作動を制御する。これにより、主機
関１１の運転回転数FeR，FeLを調整する。また、駆動制御部４２においては、決定された
目標スリップ率Uに対応して予め設定された駆動電流が、クラッチ機構１２０に設けられ
た圧力調整弁１２８に流れるように駆動回路２８を制御する。このとき、駆動制御部４２
は、圧力調整弁電流値センサ２７から入力した電流値IR，ILに基づき、駆動回路２８をフ
ィードバック制御する。
【００６８】
　さらに、駆動制御部４２は、主機関回転数センサ２１から主機関１１の運転回転数FeR
，FeLを入力するとともに、プロペラ回転数センサ２２からプロペラ１３の実回転数FpR，
FpLをも入力する。そして、プロペラ１３の実回転数FpR，FpLが目標回転数NpR，NpLとな
るように、駆動回路２８を制御する。これは、プロペラ１３の回転に対して、潮流や風、
あるいは、プロペラ１３の汚れなどの外乱の影響により、プロペラ１３が目標回転数NpR
，NpLで回転できない場合がある。
【００６９】
　したがって、駆動制御部４２は、主機関回転数センサ２１から入力した運転回転数FeR
，FeLとプロペラ回転数センサ２５から入力した現在のプロペラ１３の実回転数FpR，FpL
との差に基づいて、駆動電流を適宜補正し、同補正した駆動電流が流れるように駆動回路
２８をフィードバック制御する。これにより、クラッチ機構１２０の実スリップ率を最適
に確保することができ、したがって、プロペラ１３を、目標回転数NpR，NpLで回転させる
ことができる。
【００７０】
　一方、スラスタ作動制御部５０は、プロペラ１４ｂの実回転数FtR，FtLが供給された目
標回転数NtRまたは目標回転数NtLとなるように、電動モータ１４ａの作動を制御する。す
なわち、スラスタ作動制御部５０の作動決定部５１は、供給された目標回転数NtRまたは
目標回転数NtLに応じて、プロペラ１４ｂの回転方向を決定する。このように、プロペラ
１４ｂの回転方向が決定されると、駆動制御部５２が、電動モータ１４ａの駆動を制御す
る。具体的に説明すると、駆動制御部５２は、駆動回路２９から電動モータ１４ａに流れ
る駆動電流を入力し、同電動モータ１４ａに対して、目標回転数NtRまたは目標回転数NtL
に対応した駆動電流が流れるように駆動回路２９をフィードバック制御する。この電動モ
ータ１４ｂの駆動制御により、同電動モータ１４ａはプロペラ１４ｂを目標回転数NtRま
たは目標回転数NtLで回転させ、プロペラ１４ｂは推力を発生する。
【００７１】
　また、駆動制御部５２は、スラスタ回転数センサ２４からプロペラ１４ｂの実回転数Ft
RまたはFtLをも入力し、プロペラ１４ｂの実回転数FtRまたはFtLが目標回転数NtRまたは
目標回転数NtLとなるように、電動モータ１４ａを駆動制御する。すなわち、駆動制御部
５２は、上述したように、目標回転数NtRまたは目標回転数NtLに対応して予め設定された
駆動電流を、駆動回路２９を介して電動モータ１４ａに付与することにより、同電動モー
タ１４ａを駆動させる。しかしながら、例えば、船体１０やプロペラ１４ｂの汚れなどに
より、プロペラ１４ｂの実回転数FtRまたはFtLを目標回転数NtRまたは目標回転数NtLに維
持できない場合がある。このため、駆動制御部５２は、スラスタ回転数センサ２４から入
力したプロペラ１４ｂの実回転数FtRまたはFtLを用いて、駆動電流を適宜補正し、同補正
した駆動電流が流れるように駆動回路２９をフィードバック制御する。これにより、確実
に、プロペラ１４ｂを目標回転数NtRまたは目標回転数NtLで回転させることができ、した
がって、スラスタ１４は、適正な推力を発生することができる。
【００７２】
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　このように、２基の主機関１１に接続されたプロペラ１３とスラスタ１４のプロペラ１
４ｂの回転数が制御されると、船艇は、操船者によるジョイスティック２５の操作状態に
応じて、平行移動動作、その場回転動作およびこれら動作が重ね合わされた動作を行う。
具体的に説明すると、操船者によってジョイスティック２５のジョイスティックレバー２
５ａが、例えば、右方向に傾倒操作されて、θ＝π／２となる値が入力されると、船艇は
、右方向に平行移動する。このときの各推進系の作動を図示すると、図１２に示すように
なる。なお、図中の矢印は、推進系が発生する推力によって船艇が進む方向を示している
。
【００７３】
　また、操船者によってジョイスティック２５のダイヤル２５ｂが、例えば、右方向に回
動操作されて、δ＝MAXとなる値が入力されると、船艇は、右方向にその場回頭する。こ
のときの各推進系の作動を図示すると、図１３に示すようになる。なお、図中の矢印は、
推進系が発生する推力によって船艇が回頭する方向を示している。このように、その場回
頭の場合には、スラスタ１４は作動せず、主機関１１がそれぞれ反対方向に推力を発生す
ることにより、船艇はその場で回頭する。
【００７４】
　さらに、ジョイスティック２５のジョイスティックレバー２５ａが傾倒操作されるとと
もに、ダイヤル２５ｂが回動操作される場合には、船艇は、平行移動しながら回頭する。
ここで、船艇のこれらの動作を概略的に図示すると、図１４に示すようになり、操船者に
よるジョイスティック２５の操作に応じて、船艇を全方向に移動させることができる。
【００７５】
　以上の説明からも理解できるように、本実施形態に係る船艇の操船装置によれば、操船
者はジョイスティック２５を操作することのみで、船艇を微速航行させながら平行移動さ
せたり、その場回頭させたりすることができる。したがって、操船者が船艇の挙動変化を
熟知していなくても、極めて容易に、かつ、簡単に船艇を操船することができる。
【００７６】
　また、操船者によるジョイスティック２５の操作に対応した船艇の移動態様を実現する
ように、プロペラ１３の目標回転数NpR，NpLおよびスラスタ１４のプロペラ１４ｂの目標
回転数NtR，NtLを計算することができる。そして、この目標回転数NpR，NpLでプロペラ１
３が回転するようにマリンギア１２のクラッチ機構１２０を作動させるとともに、電動モ
ータ１４ａを回転駆動することができる。したがって、操船者が意図する船艇の移動態様
を良好に再現することができて、その結果、船艇を簡単に操船することができる。
【００７７】
　また、マリンギア１２のクラッチ機構１２０の目標スリップ率Uを所定の範囲内で変化
させて決定することにより、主機関１１に接続されるそれぞれのプロペラ１３の実回転数
FpR，FpLをリニアに変化させることができる。このため、プロペラ１３を目標回転数NpR
，NpLまでリニアに回転させることができるため、極めて容易にかつ正確に船艇を移動さ
せることができる。
【００７８】
　このとき、主機関１１の運転回転数FeR，FeLに応じて、クラッチ機構１２０の目標スリ
ップ率Uを段階的に変化させることができる。すなわち、主機関１１の運転回転数FeR，Fe
Lがアイドル回転数のときには目標スリップ率Uを第１の傾きで変化させ、アイドル回転数
から所定回転数未満のときには目標スリップ率Uを第２の傾きで変化させ、所定回転数以
上のときには目標スリップ率Uを一定値とする。これにより、主機関１１の運転回転数FeR
，FeLに応じて、最適な目標スリップ率Uを決定することができる。
【００７９】
　特に、主機関１１がアイドル回転数で作動している場合であっても、第１の傾きに基づ
いて目標スリップ率Uを変化させることにより、プロペラ１３を目標回転数NpR，NpLで確
実に回転させることができる。ここで、一定値となる目標スリップ率Uは、クラッチ機構
１２０の耐久性を考慮して決定することにより、クラッチ機構１２０の耐久性も良好に確
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保することができる。
【００８０】
　さらに、第２の傾きを設定することにより、クラッチ機構１２０の作動に伴う衝撃の発
生を効果的に防止することができる。これにより、乗船者に対して、不快感を与えること
がない。さらに、ジョイスティック２５を、操船者によって傾倒操作されるジョイスティ
ックレバー２５ａと、回動操作されるダイヤル２５ｂとから構成し、これらジョイスティ
ックレバー２５ａとダイヤル２５ｂを一体的に設けることができる。これにより、操船者
は、船艇を、例えば、桟橋などに離着岸させるために操船する際には、片手で操船するこ
とができるため、極めて良好な操作性を確保できる。
【００８１】
　本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を
逸脱しない限り種々の変更が可能である。
【００８２】
　例えば、上記実施形態においては、推進系を２基の主機関１１と船首に設けたスラスタ
１４の３つで構成して実施した。しかしながら、推進系は、４つ以上の推進機から構成す
ることもできるため、例えば、船体１０の船尾側に、さらにスラスタを設けることができ
る。この場合には、上記式５～８および式１１，１２において、ｎ＝４とおくことにより
、上記式２４～３３および式３４，３５と同様にして、各プロペラの目標回転数を計算す
ることができる。したがって、上記実施形態と同様の効果が期待できる。
【００８３】
　また、上記実施形態においては、水中にプロペラ１３およびプロペラ１４ｂを配置して
、推力を発生する船艇について説明した。しかしながら、上記式５～８および式１１，１
２については、流体中（例えば、空気中など）であれば成立する式であるため、例えば、
ホバークラフトなどに本発明の操船装置を適用して実施することも可能である。この場合
には、空気の吹き出し方向が、上記実施形態と同様に設定されていれば、上記実施形態と
同様の効果が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の実施形態に係る船艇の操船装置が適用される船体の構成を概略的に示し
た図である。
【図２】図１のマリンギアに設けたクラッチ機構を説明するための断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る電気制御装置の構成を示す概略的なブロック図である。
【図４】図３のジョイスティックの構成を説明するための図である。
【図５】図３の電子制御ユニットにて実行されるコンピュータプログラム処理を機能的に
表す機能ブロック図である。
【図６】プロペラ回転数と移動速度との関係を表すグラフである。
【図７】プロペラ回転数と回頭角速度の関係を表すグラフである。
【図８】プロペラの目標回転数の計算を説明するための図である。
【図９】平行移動時におけるジョイスティックの操作入力値とプロペラ回転数の関係を表
すグラフである。
【図１０】その場回頭時におけるジョイスティックの操作入力値とプロペラ回転数の関係
を表すグラフである。
【図１１】主機関の運転回転数、目標プロペラ回転数および目標スリップ率の関係を表す
グラフである。
【図１２】平行移動時における主機関とスラスタの作動状態を説明するための図である。
【図１３】その場回頭時における主機関の作動状態を説明するための図である。
【図１４】平行移動とその場回頭とを重ね合わせた時の船体の動きを説明するための図で
ある。
【符号の説明】
【００８５】
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１１…主機関、１２…マリンギア、１２０…クラッチ機構、１２８…圧力調整弁、１３…
プロペラ、１４…スラスタ、１４ｂ…プロペラ、２１…主機関回転数センサ、２２…プロ
ペラ回転数センサ、２３…圧力調整弁制御電流値センサ、２４…スラスタ回転数センサ、
２５…ジョイスティック、２５ａ…ジョイスティックレバー、２５ｂ…ダイヤル、２６…
電子制御ユニット、２７，２８，２９…駆動回路、３０…作動目標演算部、３１…指示値
変換部、３２…目標プロペラ回転数演算部、４０…主機関作動制御部、４１…スリップ率
決定部、４２…駆動制御部、５０…スラスタ作動制御部、５１…作動決定部、５２…駆動
制御部

【図１】 【図２】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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