
JP 6507437 B2 2019.5.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーラーブラインド紫外光イメージング法を用いて、岸線に対する船舶の位置関係を決
定する船舶ドッキング方法であって、
　前記船舶に少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールが設置さ
れ、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは岸に予め設置したソーラーブ
ラインド紫外光源アレイが発射した光信号を受信し、光信号が信号処理器により処理され
た後、関連するバースに対する前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの位
置関係を取得し、そして、関連するバースの岸線に対する前記船舶の位置関係データを取
得すること、
　を含み、
　１）前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは、それぞれ岸に予め設置さ
れるソーラーブラインド紫外光源アレイから送信したソーラーブラインド紫外光信号を受
信し、前記船舶と関連するバースとの位置関係情報を測定し、それぞれソーラーブライン
ド紫外光源アレイに対する平行移動ベクトルを取得し、前記平行移動ベクトルにより船体
と目標ドットマトリックスとの距離を取得することと、
　２）前記信号処理器は、受信したソーラーブラインド紫外光信号により、ソーラーブラ
インド紫外イメージングモジュールの間の接続線の目標ドットマトリックス座標系におけ
るベクトル表示を算出し、すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの前
記船舶での設置方式により、船体の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示
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を求め、そして、予め設定または測定した埠頭岸線の目標ドットマトリックス座標系にお
けるベクトル表示により、岸線に対する船体軸線の姿態角を算出し、バースの岸線に対す
る前記船舶の位置および姿態を決定することとを更に含み、
　３つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用い、各ソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュールが測定した、バースに対する船舶の位置および／または
角度情報を整合処理し、船舶と岸線との位置関係を代表する数値を取得し、
　信号処理器は正規化自己相関算法を用いてバースに対する前記船舶上の基準点の位置デ
ータまたは船舶の方位角データに対して整合処理を行い、全体誤差分析によりすべてのソ
ーラーブラインド紫外イメージングモジュールから構成される検出システムの確実度平均
値の閾値及び各ソーラーブラインド紫外イメージングモジュール確実度の情況を取得し、
この閾値により確実度が低い位置決めデータをフィルタ除去し、そして最終の各モジュー
ルの確実度重みを取得し、その後、この確実度重みにより各モジュールに対して重み付け
平均を行い、最終のデータを取得する、
ことを特徴とする船舶ドッキング方法。
【請求項２】
　バースに対する前記船舶上の基準点の位置データに対して整合処理を行い、ベクトルｐ

ｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール
検出サブシステムからフィードバックした角度と空間変換後のＮ組の位置決めデータにお
ける第ｉ組の位置決めデータを示し、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとなり、ｘ、ｙおよ
びｚはそれぞれＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの三軸座標値であ
り、前記角度と空間変換後の位置決めデータは、すべてのソーラーブラインド紫外イメー
ジングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知った場合に、空間位置関係と空間幾何変換
により、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測定モジュールに対する位
置測定データに変換することで取得されており、
　信号処理器が用いる正規化自己相関算法の具体的なステップは、
　正規化自己相関係数ＮＣＣによりＮ個の検出サブシステムがフィードバックした位置決
めデータの確実度を示し、すなわち、
【数１】

ｊ＝１， ２， ３、…、Ｎであり、
　すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールから構成される検出システム
の確実度平均値の閾値Ｇを設定し、そしてこの閾値ＧによりＮＣＣ比較的低い位置決めデ
ータをフィルタ除去し、そして最終のシステム確実度重みｗを取得し、表現式は以下の、

【数２】

であり、
これにより、船舶位置に関する最終の適合位置決めデータ
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【数３】

を取得することを特徴とする請求項１に記載の船舶ドッキング方法。
【請求項３】
　いずれか１つの姿態角の方向ベクトルの３つの成分α、βおよびγに対して整合処理を
行い、正規化自己相関算法を用い、ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を用いてＮ個のソ
ーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフィードバックした
Ｎ組のベクトル角度データを示し、ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとなり、正規
化自己相関係数を用いて各ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールシステムがフ
ィードバックした位置決めデータの確実度を示し、その表現式は以下のように、
【数４】

であり
すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールから構成される検出システムの
確実度平均値の閾値Ｇを設定し、そしてこの閾値ＧによりＮＣＣが比較的低い位置決めデ
ータをフィルタ除去し、そして最終のシステム確実度重みｗを取得し、表現式は以下のよ
うに、

【数５】

であり、
これにより、最終の適合位置決めデータを取得し、

【数６】

　Ｎ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールにおける任意の２つのモジュー
ルが適合した後の座標により、適合後の船舶姿態角データを換算する、
ことを特徴とする請求項１に記載の船舶ドッキング方法。
【請求項４】
　ソーラーブラインド紫外光イメージング法を用いて、岸線に対する船舶の位置関係を決
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定する船舶ドッキング方法であって、
　前記船舶に少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールが設置さ
れ、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは岸に予め設置したソーラーブ
ラインド紫外光源アレイが発射した光信号を受信し、光信号が信号処理器により処理され
た後、関連するバースに対する前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの位
置関係を取得し、そして、関連するバースの岸線に対する前記船舶の位置関係データを取
得すること、
　を含み、
　１）前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは、それぞれ岸に予め設置さ
れるソーラーブラインド紫外光源アレイから送信したソーラーブラインド紫外光信号を受
信し、前記船舶と関連するバースとの位置関係情報を測定し、それぞれソーラーブライン
ド紫外光源アレイに対する平行移動ベクトルを取得し、前記平行移動ベクトルにより船体
と目標ドットマトリックスとの距離を取得することと、
　２）前記信号処理器は、受信したソーラーブラインド紫外光信号により、ソーラーブラ
インド紫外イメージングモジュールの間の接続線の目標ドットマトリックス座標系におけ
るベクトル表示を算出し、すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの前
記船舶での設置方式により、船体の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示
を求め、そして、予め設定または測定した埠頭岸線の目標ドットマトリックス座標系にお
けるベクトル表示により、岸線に対する船体軸線の姿態角を算出し、バースの岸線に対す
る前記船舶の位置および姿態を決定することとを更に含み、
　３つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用い、各ソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュールが測定した、バースに対する船舶の位置および／または
角度情報を整合処理し、船舶と岸線との位置関係を代表する数値を取得し、
　前記信号処理器はデータ融合算法を用い、それぞれ位置決めデータまたは姿態角データ
の整合に用いられ、前記データ融合算法の具体的なステップは、
　（一）整合するデータは位置決めデータである時、ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）
を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフ
ィードバックしたＮ組の角度と空間変換後の位置決めデータを示し、ただし、ｉ＝１，２
，３．．．．．．Ｎとなり、前記角度と空間変換後の位置決めデータは、すべてのソーラ
ーブラインド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知った場合に、空間
位置関係と空間幾何変換により、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測
定モジュールに対する位置測定データに変換することで取得されており、
　ａ）各検出サブシステムの測定データにより実際に算出した実効値誤差ｒｍｓｅを用い
て各サブシステムのフィードバックデータの確実度を判定し、各サブシステム測定データ
の実効値誤差を算出する公式は、
【数７】

であり、
ただし、ｒｍｓｅは実効値誤差であり、ｘｉはｉ時刻に各測定サブシステムに対するＸ軸
座標での測定データであり、ｘｆはｉ時刻にｘｉデータに対するフィルター値であり、ｎ
は測定データの合計数、即ち、サブシステムの数であり、ｉ時刻のフィルター値はカルマ
ンフィルター方法により取得され、
　ｂ）ウェイトを決定し、セグメント法を用い、曲線適合によりウェイトの分配を行い、
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【数８】

ただし、ωはウェイトであり、パラメータｂは外れ値を判断する最小限度であり、パラメ
ータａは有効数値と利用可能数値の限界値である。誤差がｂより大きいと、外れ値だと思
われ、対応ウェイトは０であり、誤差がａより小さいと、有効値だと思われ、対応ウェイ
トは１であり、中間の利用可能値のウェイトは曲線ｙ＝ｆ（ｘ）により提供し、且つｆ（
ｘ）は（ａ，ｂ）の区間において、誤差の増大にしたがって素早く低減するという条件を
満たさなければならなく、ｆ（ｘ）が用いる表現式は、
【数９】

であり、
ただし、μとσはそれぞれ正規分布の平均値と平均平方であり、正規曲線がｘ＞μの領域
で漸減関数の特性を示すので、ここで、μ＝０となり、実際に半正規曲線を利用し、表現
式は
【数１０】

になり、
３σ法則でσ値を出し、正規曲線適合ウェイト分配による方法は、

【数１１】

により取得され、
且つ、
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となり、ただし、ｒｍｓｅｋｉはｋ時刻に第ｉ番目のシステムの実効値誤差であり、ａｋ

ｉはｋ時刻に第ｉ番目のシステムのウェイトであり、
　ｃ）最終データ融合の結果は、
【数１２】

であり、
ただし、

はｋ時刻の融合値であり、ｘｋｉは各サブシステムのｋ時刻に取得した測定データであり
、
　ｄ）以上のステップａ）からｃ）と同じ方法で、Ｙ軸座標値ｙおよびＺ軸座標値ｚのデ
ータ融合最終結果を算出し、
　（二）整合するデータは姿態角データである時、ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を
用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフィ
ードバックしたＮ組の姿態角データを示し、ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとな
り、そして、ステップ（一）と同じ方法で、整合後の姿態角データを算出する、
ことを特徴とする船舶ドッキング方法。
【請求項５】
　ソーラーブラインド紫外光イメージング法を用いて、岸線に対する船舶の位置関係を決
定する船舶ドッキング方法であって、
　前記船舶に少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールが設置さ
れ、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは岸に予め設置したソーラーブ
ラインド紫外光源アレイが発射した光信号を受信し、光信号が信号処理器により処理され
た後、関連するバースに対する前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの位
置関係を取得し、そして、関連するバースの岸線に対する前記船舶の位置関係データを取
得すること、
　を含み、
　１）前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは、それぞれ岸に予め設置さ
れるソーラーブラインド紫外光源アレイから送信したソーラーブラインド紫外光信号を受
信し、前記船舶と関連するバースとの位置関係情報を測定し、それぞれソーラーブライン
ド紫外光源アレイに対する平行移動ベクトルを取得し、前記平行移動ベクトルにより船体
と目標ドットマトリックスとの距離を取得することと、
　２）前記信号処理器は、受信したソーラーブラインド紫外光信号により、ソーラーブラ
インド紫外イメージングモジュールの間の接続線の目標ドットマトリックス座標系におけ
るベクトル表示を算出し、すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの前
記船舶での設置方式により、船体の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示
を求め、そして、予め設定または測定した埠頭岸線の目標ドットマトリックス座標系にお
けるベクトル表示により、岸線に対する船体軸線の姿態角を算出し、バースの岸線に対す
る前記船舶の位置および姿態を決定することとを更に含み、
　３つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用い、各ソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュールが測定した、バースに対する船舶の位置および／または
角度情報を整合処理し、船舶と岸線との位置関係を代表する数値を取得し、
　前記信号処理器はデータ融合算法を用いて、それぞれ位置決めデータまたは姿態角デー
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タの整合に用いられ、前記データ融合算法の具体的なステップは、
　（一）整合するデータは位置決めデータである時、ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）
を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフ
ィードバックしたＮ組の角度と空間変換後の位置決めデータを示し、ｉ＝１，２，３．．
．．．．Ｎとなり、前記角度と空間変換後の位置決めデータは、すべてのソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知った場合に、空間位置関係
と空間幾何変換により、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測定モジュ
ールに対する位置測定データに変換することで取得されており、
　ａ）位置決めデータにおいて各座標序列の標準偏差を算出し、Ｎ個のソーラーブライン
ド紫外イメージングモジュール検出サブシステムがフィードバックしたＮ組の位置決めデ
ータにおける各座標序列の標準偏差を算出することにより、Ｎ組のデータにおける各座標
序列中の外れデータを判断する根拠とし、前記各座標序列の標準偏差は、
【数１３】

であり、
ただし、ｉｎｄｅｘ∈（ｘ，ｙ，ｚ）となると、σｉｎｄｅｘはＮ組のデータ中の各座標
序列の標準偏差であり、ＸｉｎｄｅｘはＮ組の測定のデータであり、各組には座標値（ｘ
，ｙ，ｚ）が含まれ、

はＮ組のデータの平均値、即ち、各座標序列平均値から構成される一元ベクトルであり、
　ｂ）算出した標準偏差により各座標序列中の外れデータを取得し、外れデータの判定は

【数１４】

により取得され、
ただし、ｏｕｔｌｉｔｅｒｓは取得した外れデータであり、ｘ，ｙ，ｚより構成される一
組の座標データにおいて、そのうちの１つの座標値がその序列で外れデータと判断される
と、この組の座標値はＮ組の座標データ中の外れデータと判断され、ｃは定係数であり、
実験経験と要求により決められ、前記定係数ｃの決定方法は、大量のテストによりテスト
値の波動範囲を判断し、テスト値平均値を中心とする対称範囲を取り、大量の不合理の点
を前記対称範囲外とする選択を行い、選択した前記対称範囲の長さの半分をｃとしており
、
　ｃ）外れデータをＮ組の原始測定データ中から除去すると、新たな位置決めデータ序列
を取得し、Ｘ’と称し、次元数はＮ’であり、その後、Ｘ’に対して均等加重平均データ
融合を行い、最終の融合データ、すなわち、
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【数１５】

を取得し、
ただし、

はデータ融合後の最終の位置決めデータであり、
　ｄ）以上のステップａ）－ｃ）と同じ方法で、Ｙ軸座標値ｙおよびＺ軸座標値ｚのデー
タ融合最終結果を算出し、
　（二）整合するデータは姿態角データである時、ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を
用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフィ
ードバックしたＮ組の姿態角データを示し、ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとな
り、そして、ステップ（一）と同じ方法で、整合後の姿態角データを算出することを特徴
とする船舶ドッキング方法。
【請求項６】
　ソーラーブラインド紫外光イメージング法を用い、岸に対する船舶の位置および姿態角
を決定し、岸にソーラーブラインド紫外光源アレイを予め設置する船舶ドッキング装置で
あって、
　それぞれ前記船舶に設置され、岸に予め設置されるソーラーブラインド紫外光源アレイ
の光信号を受信するためのソーラーブラインド紫外光受信器を含み、前記光信号を対応す
る電気信号に変換する少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュール
と、
　データ処理部分及び関連外部装置に接続される接続部分を含み、前記ソーラーブライン
ド紫外イメージングモジュールに電気的に接続され、前記ソーラーブラインド紫外イメー
ジングモジュールから送信した電気信号を受信し、前記電気信号を処理し、それぞれ各ソ
ーラーブラインド紫外イメージングモジュールのソーラーブラインド紫外光源アレイに対
する平行移動ベクトルを取得し、そして平行移動ベクトルにより船体と目標ドットマトリ
ックスとの距離を求め、予め設定したソーラーブラインド紫外光源アレイの座標値により
、岸線に対する前記船舶における各ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの位
置を算出し、並びに、受信した、ソーラーブラインド紫外光信号を代表する電気信号によ
り、ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの間の接続線の目標ドットマトリッ
クス座標系におけるベクトル表示を算出し、すべてのソーラーブラインド紫外イメージン
グモジュールの前記船舶での設置方式により、船体の目標ドットマトリックス座標系にお
けるベクトル表示を算出し、予め設定または測定した埠頭岸線の目標ドットマトリックス
座標系におけるベクトル表示により、岸線に対する船体軸線の姿態角を算出する信号処理
器と、
を含み、
　少なくとも３つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを含み、前記信号処
理器は、取得した座標および／または姿態角データに対して整合処理を行い、船舶と岸と
の位置をさらに良好に代表した、対応する座標データおよび／または姿態角データを取得
するように設計され、
　前記信号処理器は、ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）を用いてＮ個のソーラーブライ
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ンド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフィードバックした角度と空間変
換後のＮ組の位置決めデータにおける第ｉ組の位置決めデータを示し、ただし、ｉ＝１，
２，３．．．．．．Ｎとなり、ｘ、ｙおよびｚはそれぞれＮ個のソーラーブラインド紫外
イメージングモジュールの三軸座標値であり、前記角度と空間変換後の位置決めデータは
、すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知
った場合に、空間位置関係と空間幾何変換により、異なる測定モジュールに対する位置測
定データを同一測定モジュールに対する位置測定データに変換するように設計されており
、
　信号処理器が用いる正規化自己相関算法の具体的なステップは、
正規化自己相関係数ＮＣＣによりＮ個の検出サブシステムがフィードバックした位置決め
データの確実度を示し、
【数１６】

ｊ＝１， ２， ３、…、Ｎ；
すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールから構成される検出システムの
確実度平均値の閾値Ｇを設定し、そしてこの閾値ＧによりＮＣＣ比較的低い位置決めデー
タをフィルタ除去し、そして最終のシステム確実度重みｗを取得し、表現式は以下の、

【数１７】

であり、
これにより、船舶位置に関する最終の適合位置決めデータである

【数１８】

を取得する、
ことを特徴とする船舶ドッキング装置。
【請求項７】
　ソーラーブラインド紫外光イメージング法を用い、岸に対する船舶の位置および姿態角
を決定し、岸にソーラーブラインド紫外光源アレイを予め設置する船舶ドッキング装置で
あって、
　それぞれ前記船舶に設置され、岸に予め設置されるソーラーブラインド紫外光源アレイ
の光信号を受信するためのソーラーブラインド紫外光受信器を含み、前記光信号を対応す
る電気信号に変換する少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュール
と、
　データ処理部分及び関連外部装置に接続される接続部分を含み、前記ソーラーブライン
ド紫外イメージングモジュールに電気的に接続され、前記ソーラーブラインド紫外イメー
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ーラーブラインド紫外イメージングモジュールのソーラーブラインド紫外光源アレイに対
する平行移動ベクトルを取得し、そして平行移動ベクトルにより船体と目標ドットマトリ
ックスとの距離を求め、予め設定したソーラーブラインド紫外光源アレイの座標値により
、岸線に対する前記船舶における各ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの位
置を算出し、並びに、受信した、ソーラーブラインド紫外光信号を代表する電気信号によ
り、ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの間の接続線の目標ドットマトリッ
クス座標系におけるベクトル表示を算出し、すべてのソーラーブラインド紫外イメージン
グモジュールの前記船舶での設置方式により、船体の目標ドットマトリックス座標系にお
けるベクトル表示を算出し、予め設定または測定した埠頭岸線の目標ドットマトリックス
座標系におけるベクトル表示により、岸線に対する船体軸線の姿態角を算出する信号処理
器と、
を含み、
　少なくとも３つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを含み、前記信号処
理器は、取得した座標および／または姿態角データに対して整合処理を行い、船舶と岸と
の位置をさらに良好に代表した、対応する座標データおよび／または姿態角データを取得
するように設計され、
　前記信号処理器は、正規化自己相関算法を用い、いずれか１つの姿態角の方向ベクトル
の３つの成分α、βおよびγに対して整合処理を行い、正規化自己相関算法を用い、ベク
トルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジ
ュール検出サブシステムからフィードバックしたＮ組のベクトル角度データを示し、ただ
し、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとなり、正規化自己相関係数を用いて各ソーラーブラ
インド紫外イメージングモジュールシステムがフィードバックした位置決めデータの確実
度を示すように設計され、その表現式は以下のように、
【数１９】

すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールから構成される検出システムの
確実度平均値の閾値Ｇを設定し、そしてこの閾値ＧによりＮＣＣが比較的低い位置決めデ
ータをフィルタ除去し、そして最終のシステム確実度重みｗを取得し、表現式は以下の、
【数２０】

であり、
これにより、以下の最終の適合位置決めデータを取得し、
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【数２１】

Ｎ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールにおける任意の２つのモジュール
が適合した後の座標により、適合後の船舶姿態角データを換算する、
ことを特徴とする船舶ドッキング装置。
【請求項８】
　前記信号処理器は、データ融合算法を用い、前記船舶の座標および／または姿態角デー
タに対して整合処理するように設計され、前記データ融合算法の具体的なステップは、
　（一）整合するデータは位置決めデータである時、ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）
を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフ
ィードバックしたＮ組の角度と空間変換後の位置決めデータを示し、ただし、ｉ＝１，２
，３．．．．．．Ｎとなり、前記角度と空間変換後の位置決めデータは、すべてのソーラ
ーブラインド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知った場合に、空間
位置関係と空間幾何変換により、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測
定モジュールに対する位置測定データに変換されることで取得されており、
　ａ）各検出サブシステムの測定データにより実際に算出した実効値誤差ｒｍｓｅを用い
て各サブシステムのフィードバックデータの確実度を判定し、各サブシステム測定データ
の実効値誤差を算出する公式は、
【数２２】

であり、
ただし、ｒｍｓｅは実効値誤差であり、ｘｉはｉ時刻に各測定サブシステムに対するＸ軸
座標での測定データであり、ｘｆはｉ時刻にｘｉデータに対するフィルター値であり、ｎ
は測定データの合計数、即ち、サブシステムの数であり、ｉ時刻のフィルター値はカルマ
ンフィルター方法により取得され、
　ｂ）ウェイトを決定し、セグメント法を用い、曲線適合によりウェイトの分配を行い、
【数２３】

ただし、ωはウェイトであり、パラメータｂは外れ値を判断する最小限度であり、パラメ
ータａは有効数値と利用可能数値の限界値である。誤差がｂより大きいと、外れ値だと思
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われ、対応ウェイトは０であり、誤差がａより小さいと、有効値だと思われ、対応ウェイ
トは１であり、中間の利用可能値のウェイトは曲線ｙ＝ｆ（ｘ）により提供し、且つｆ（
ｘ）は（ａ，ｂ）の区間において、誤差の増大にしたがって素早く低減するという条件を
満たさなければならなく、ｆ（ｘ）が用いる表現式は、
【数２４】

であり、
ただし、μとσはそれぞれ正規分布の平均値と平均平方であり、正規曲線がｘ＞μの領域
で漸減関数の特性を示すので、ここで、μ＝０となり、実際に半正規曲線を利用し、表現
式は、

【数２５】

になり、
３σ法則でσ値を出し、正規曲線適合ウェイト分配による方法は、
【数２６】

により取得され、
且つ、

となり、ただし、ｒｍｓｅｋｉはｋ時刻に第ｉ番目のシステムの実効値誤差であり、ａｋ

ｉはｋ時刻に第ｉ番目のシステムのウェイトであり、
　ｃ）最終データ融合の結果は、

【数２７】
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であり、
ただし、

はｋ時刻の融合値であり、ｘｋｉは各サブシステムのｋ時刻に取得した測定データであり
、
　ｄ）以上のステップａ）－ｃ）と同じ方法で、Ｙ軸座標値ｙおよびＺ軸座標値ｚのデー
タ融合最終結果を算出し、
　（二）整合するデータは姿態角データである時、ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を
用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフィ
ードバックしたＮ組の姿態角データを示し、ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとな
り、そして、ステップ（一）と同じ方法で、整合後の姿態角データを算出することを特徴
とする請求項６または７に記載の船舶ドッキング装置。
【請求項９】
　前記信号処理器は、データ融合算法を用い、前記船舶の座標および／または姿態角デー
タに対して整合処理を行い、具体的なステップは、
　（一）整合するデータは位置決めデータである時、ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）
を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフ
ィードバックしたＮ組の角度と空間変換後の位置決めデータを示し、ｉ＝１，２，３．．
．．．．Ｎとなり、前記角度と空間変換後の位置決めデータは、すべてのソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知った場合に、空間位置関係
と空間幾何変換により、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測定モジュ
ールに対する位置測定データに変換することで取得されており、
　ａ）位置決めデータにおいて各座標序列の標準偏差を算出し、Ｎ個のソーラーブライン
ド紫外イメージングモジュール検出サブシステムがフィードバックしたＮ組の位置決めデ
ータにおける各座標序列の標準偏差を算出することにより、Ｎ組のデータにおける各座標
序列中の外れデータを判断する根拠とし、前記各座標序列の標準偏差は、
【数２８】

であり、
ただし、ｉｎｄｅｘ∈（ｘ，ｙ，ｚ）となると、σｉｎｄｅｘはＮ組のデータ中の各座標
序列の標準偏差であり、ＸｉｎｄｅｘはＮ組の測定のデータであり、各組には座標値（ｘ
，ｙ，ｚ）が含まれ、

はＮ組のデータの平均値、即ち、各座標序列平均値から構成される一元ベクトルであり、
　ｂ）算出した標準偏差により各座標序列中の外れデータを取得し、外れデータの判定は
【数２９】
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により取得され、
ただし、ｏｕｔｌｉｔｅｒｓは取得した外れデータであり、ｘ，ｙ，ｚより構成される一
組の座標データにおいて、そのうちの１つの座標値がその序列で外れデータと判断される
と、この組の座標値はＮ組の座標データ中の外れデータと判断され、ｃは定係数であり、
実験経験と要求により決められ、前記定係数ｃの決定方法は、大量のテストによりテスト
値の波動範囲を判断し、テスト値平均値を中心とする対称範囲を取り、大量の不合理の点
を前記対称範囲外とする選択を行い、選択した前記対称範囲の長さの半分をｃとしており
、
　ｃ）外れデータをＮ組の原始測定データ中から除去すると、新たな位置決めデータ序列
を取得し、Ｘ’と称し、次元数はＮ’であり、その後、Ｘ’に対して均等加重平均データ
融合を行い、最終の融合データ、すなわち、
【数３０】

を取得し、
ただし、

はデータ融合後の最終の位置決めデータであり、
　ｄ）以上のステップａ）－ｃ）と同じ方法で、Ｙ軸座標値ｙおよびＺ軸座標値ｚのデー
タ融合最終結果を算出し、
　（二）整合するデータは姿態角データである時、ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を
用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール検出サブシステムからフィ
ードバックしたＮ組の姿態角データを示し、ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとな
り、そして、ステップ（一）と同じ方法で、整合後の姿態角データを算出することを特徴
とする請求項６または７に記載の船舶ドッキング装置。
【請求項１０】
前記船舶の動力制御システムは前記信号処理器から送信したドッキング距離信号を受信し
、これにより、自動で船舶の姿態を調整し、ドッキングを行う、
ことを特徴とする請求項６または７に記載の船舶ドッキング装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は船舶の安全な航行の方法および装置に関し、具体的には、船舶ドッキング過程
中、船舶と岸線との距離および船舶の姿態（ａｔｔｉｔｕｄｅ、姿勢）を正確に監視する
方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水運分野では、船舶の安全なドッキング（ｂｅｒｔｈｉｎｇ、接岸）はいつでも重点的
に研究する難題である。船舶は港口の埠頭でドッキングする時、ドッキングの速度と距離
を厳しく制御するとともに、船舶の姿態を参照する必要がある。パイロットに対して、位
置する水域の地理特徴、航路、水深、水流、航路標識設置および現地の規程に対して習知
する要求があり、かつ埠頭に対するドッキングの操作技術に熟練している要求がある。し
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たがって、パイロットは、仕事の強度が非常に大きいだけでなく、様々な安全的リスクを
引き受ける。
【０００３】
　水運分野では、ひどい天気、特に、霧の天気は、水運航路の順調さに深刻に影響する。
海事統計資料によれば、大多数の海難事故は夜間及び可視度の不良の場合に発生し、可視
度の不良の場合に発生する海難事故は大多数であるが、霧は可視度の不良となる最も重要
な要素の一つである。船舶は霧で航行する時、様々な不確かな要素（例えば、船舶動態、
航海士の主観意図等）の存在により、航海士は常に誤った判断をつけ、海難事故を招く。
現在、船舶航行援助用の装置は主にレーダーナビゲーションシステムと自動識別システム
である。
【０００４】
　船舶の水先案内について、霧の天気はパイロットの目視観察効果に深刻に影響し、パイ
ロットが埠頭のバースに対する船舶の姿態を判断できず、船舶の安全ドッキングを指揮で
きない。異なる港口と航路の水文条件は異なっているが、通常、可視度が１海里より小さ
いと、船舶は減速して航行し、可視度が１０００ｍより小さいと、大型船舶は一般に、航
行を中止させる。霧の天気で、可視度が比較的低いため、常に、例えば、大型船舶が橋脚
に衝突する深刻な事故などが発生し、また、船舶がダムを通る時にも霧の天気の影響を受
け、霧の天気の時に船舶がダムを通るのを停止させる必要がある。従って、霧の天気で船
舶航行の安全に影響するだけでなく、水運航路と港口物流の順調さにも影響する。
【０００５】
　現在、船舶は航行ドッキングする時、無線通信による水先案内システム、例えば、レー
ダーを参照する。しかしながら、レーダーシステムは動作する時、外界要素、例えば、気
候、地形、外部干渉の影響を受けやすく、また、レーダーが通常、船の比較的高い位置に
架設され、船舶に対して距離が遠い所の状況を検出できるが、船舶に対して距離が近い所
の状況を検出し難いため、船舶の水先案内とドッキングの過程において、レーダーシステ
ムには大きい限界性が存在する。現在、通常、パイロットの目視による把握と判断により
、船舶のドッキング案を決定する。潜在的安全事故の発生を回避するために、ひどい天気
で、船舶は休航、運休するべきという規定を決めなければならない。
【０００６】
　現在において、巨大な貨物輸送量、旅客往復量の実際要求を考え、ひどい天気での航行
援助装置、例えば、航海分野におけるレーダーナビゲーションシステム、自動識別システ
ム（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＡＩＳ）等が
すでに研究された。これらの航行援助装置はある程度ひどい天気条件での航海士の運転を
補助するが、技術、費用、精度、場所等の多方面の影響により、依然として多くの不利な
点が存在する。
【０００７】
　上述した従来の技術におけるレーダーナビゲーションシステムと自動識別システム（Ａ
ＩＳ）はいずれも無線通信における航行援助システムである。そのうち、船用のレーダー
ナビゲーションシステムは船舶航行援助の常用手段として、位置決めナビゲーションおよ
び衝突防止では作用を発揮するが、その自身にも不可避の欠陥が存在する。例えば、気象
条件がひどい時（例えば、雨、雪、風浪の天気）、レーダーナビゲーションシステムは、
海波と雨雪の干渉によりランダムノイズを発生させ、同一周波数または周波数が接近する
レーダーが近くにある時にも同一周波数のレーダー干渉ランダムノイズ（ｒａｄｅｒ　ｉ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｃｌｕｔｔｅｒｓ）を発生させる。かつ、レーダーには通常、
３０～５０メートルの一定のブラインドゾーン（ｂｌｉｎｄ　ｚｏｎｅ、不感帯域）が存
在し、船上の大檣等の影響により、扇形のシャドウゾーンが発生する。これに加えて、複
雑な状況の影響により、レーダーが様々な偽エコー、例えば、複数回走査偽エコー、二回
走査偽エコー、間接反射偽エコーおよびサイドローブエコー等の偽エコーを発生させる。
操作者は、実際に操作する時、上述したすべてのこれらの干渉ランダムノイズと偽エコー
を常に識別し難く、観測に影響を与え、さらに、航行安全に対して誤った案内が発生する
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。
【０００８】
　船舶のための自動識別システム（ＡＩＳ）は、衛星位置決めによる装置であり、通常、
精度が５～３０メートルである。このシステムは、ブラインドゾーンが存在しないため、
その位置決め精度はレーダーより高く、かつ目標の距離と方位の変更（ｃｈａｎｇｅ、変
化、修正）による変化がなく、岸上基地局（ベース基地）施設と船載装置より構成され、
ネットワーク技術、現代通信技術、コンピュータ技術、電子情報表示技術を一体にする新
規なデジタル航行援助システムと装置である。ＡＩＳは本質的に放送転送器システムであ
り、海上移動通信チャネルＶＨＦで動作し、船舶情報、例えば、船名、呼出番号、海上移
動識別番号、位置、針路、スピード等を自動で他の船上または岸上に送信でき、素早い更
新率で、多重通信を処理し、かつ自動制御時分割多元接続技術を用いて通信の高密度を実
現し、船に対する船および岸に対する船の操作の信頼性およびリアルタイム性を保証する
。しかしながら、ＡＩＳにも多くの限界性が存在する。まず、レーダーナビゲーションシ
ステムと同様に、それが提供した情報はいずれも真実の視覚画像ではなく、これは霧の天
気でのドッキングナビゲーションにとって実質的な援助がなく、水先案内する人は周囲環
境が見られないため、船は依然として休航する。なお、その装置の精度が５～３０メート
ルであり、衝突防止要求を満たすことができるが、近距離ドッキングにとって、５ｍの精
度誤差により大型船の最後ドッキングの肝心な時刻に埠頭またはバージとの衝突事故が発
生する可能性がある。
【０００９】
　以上記載したとおり、従来の技術における船用のレーダーナビゲーションシステムと船
載ＡＩＳという２種類の航行援助器は、低可視度の大気条件で近距離のナビゲーションを
する時、依然として船舶を安全にドッキングさせることができない。
【００１０】
　近年、従来の技術において、ソーラーブラインド紫外線（ｓｏｌａｒ　ｂｌｉｎｄ　ｕ
ｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ）を利用した水先案内とドッキングシステムが発展されてきた。２
００～２８０ｎｍ周波数帯のソーラーブラインド紫外現象を用い、岸上に一組のソーラー
ブラインド紫外光源灯（ｓｏｌａｒ　ｂｌｉｎｄ　ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ　ｌｉｇｈｔ
　ｓｏｕｒｃｅ　ｌａｍｐ、ソーラーブラインド紫外線の光源ランプ）が設置され、水先
案内とドッキングすべき船舶にソーラーブラインド紫外光検出器が設置される。前記検出
器の受信したソーラーブラインド紫外光の信号により、最終的に、埠頭に対する前記船舶
の位置を取得し、安全にドッキングすることに有利である。例えば、出願番号が２０１２
１０５５０７１０２号、発明の名称が「ソーラーブラインド紫外光信号による水先案内ド
ッキングシステム」である中国特許出願には、ソーラーブラインド紫外光補助ドッキング
システムが開示される。前記システムは、ソーラーブラインド紫外線の光源システム、三
軸電子コンパス、光学イメージングモジュールおよび情報処理端末を含む。三軸電子コン
パスは光学イメージングモジュールに接続され、前記光学イメージングモジュールの回転
時の各角度情報を取得する。光学イメージングモジュールは分光鏡、可視光または赤外光
イメージングチャネルおよびソーラーブラインド紫外光イメージングチャネルを含み、可
視光または赤外光イメージングチャネルは可視光信号を受信し、可視光または赤外光ビデ
オ信号を出力し、ソーラーブラインド紫外光イメージングチャネルはソーラーブラインド
紫外光信号を受信し、ソーラーブラインド紫外光ビデオ信号を出力する。前記の情報処理
端末は、２チャネルのビデオのデジタル信号により、船舶の航行姿態データを算出し、合
成ビデオを表示システムに出力する。この特許では、三軸電子コンパスが光学イメージン
グモジュールに接続されることにより、前記光学イメージングモジュールの回転時の各角
度情報を取得し、最終的に、岸線に対する船舶の角度情報を取得する。しかしながら、こ
のシステムにも不利な点が存在する。例えば、三軸電子コンパスを用いる時、巨大な磁界
により干渉され、取得したデータに誤差が現れ、ドッキング岸線に対する船体の距離を正
確に取得し難く、ドッキングを依然として困難にさせる可能性がある。
【００１１】
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　したがって、従来の技術は、船舶の霧の天気での正確な位置決め、ドッキング、水先案
内を利便、正確、安全に保証できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】中国特許出願第２０１２１０５５０７１０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、本発明の目的は船舶のドッキング方法（ｂｅｒｔｈｉｎ
ｇ　ｍｅｔｈｏｄ、接岸方法）を提供することにある。本発明は、ソーラーブラインド紫
外光検出技術を用いて、岸線（ｓｈｏｒｅｌｉｎｅ、海岸線）とバース（ｂｅｒｔｈ、岸
壁）に対する船舶の姿態（ａｔｔｉｔｕｄｅ、姿勢）および相対距離のデータを取得し、
船舶の安全なドッキングの目的で用いられる。本発明の他の目的は船舶のドッキングを案
内するシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一側面によれば、本発明は船舶のドッキング方法を提供する。前記方法はソー
ラーブラインド紫外光イメージング法（ｓｏｌａｒ　ｂｌｉｎｄ　ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅ
ｔ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ、ソーラーブラインド紫外領域画像化法）を用い、岸
線に対する前記船舶の位置および姿態角（ａｔｔｉｔｕｄｅ　ａｎｇｌｅ、姿勢角）を決
定する。本発明の方法は、前記船舶に少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージ
ングモジュールを設置し、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールが岸に予
め設置したソーラーブラインド紫外光源アレイが発射した光信号を受信し、光信号が信号
処理器により処理された後、関連するバースに対する前記ソーラーブラインド紫外イメー
ジングモジュールの位置関係を取得し、そして、関連するバースの岸線に対する前記船舶
の位置関係データを取得することを含む。
【００１５】
　様々な方式で関連するバースの岸線に対する前記船舶の位置関係を示すことができる。
１種類の方式は、バースの岸線に対する前記船舶上の若干の基準点の位置データにより示
される。好ましくは、バースの岸線に対する前記船舶上の１つの基準点の位置データを用
いるとともに、船舶の姿態角で示す。前記船舶の姿態角は、船舶と周囲環境（例えば、岸
）と関係を示す角度であり、例えば針路角、ピッチ角および横揺れ角のうちの少なくとも
１つの角度を含む。
【００１６】
 本発明において、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールは、岸に予め設
置されたソーラーブラインド紫外光源アレイの光信号を受信し、受信した光信号を電気信
号に変換し、そして信号処理器に送信し、信号処理器は前記ソーラーブラインド紫外イメ
ージングモジュールが受信した光信号に対応する電気信号により、前記船舶と関連するバ
ースとの位置関係情報を算出し、前記船舶の姿態角を決定する。他の方式は、前記信号処
理器が前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールに集積（ｉｎｔｅｇｒａｔｅ
、一体化）される。事実上、システムにおける演算機能功能（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎ、演算機能）を有する様々な部品により、ソーラーブラインド紫外受信光に
対してこのような処理を行ってもよい。
【００１７】
 具体的には、これらのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールはそれぞれ岸に
予め設置されるソーラーブラインド紫外光源アレイから送信したソーラーブラインド紫外
光信号を受信し、ソーラーブラインド紫外光源アレイに対する各ソーラーブラインド紫外
イメージングモジュールの平行移動ベクトル（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｖｅｃｔｏｒ、
並進ベクトル）を取得し、前記平行移動ベクトルにより、船体とソーラーブラインド紫外
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光源アレイとの距離を求める。予め設置されたソーラーブラインド紫外光源アレイと関連
するバースとの位置関係は決定したものであるため、前記船舶と関連するバースとの位置
関係情報を取得できる。また、信号処理器は、ソーラーブラインド紫外光源アレイが送信
して受信したソーラーブラインド紫外光信号によって、この２つのソーラーブラインド紫
外イメージングモジュールの間の接続線の目標ドットマトリックス座標系（ｔａｒｇｅｔ
　ｌａｔｔｉｃｅ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　ｓｙｓｔｅｍ、目標の格子座標系）における
ベクトル表示を算出し、これらのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの前記
船舶での設置方式（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　ｍｏｄｅ）によって、船体の目標ドットマ
トリックス座標系におけるベクトル表示を算出し、予め設定または予め測定した埠頭岸線
の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示により、岸線に対する船体軸線の
姿態角を算出し、バースの岸線に対する前記船舶の位置および姿態を決定する。
【００１８】
　本発明にいう船舶の姿態角とは、一般に、船舶の針路角、ピッチ角および横揺れ角のう
ちの少なくとも１つの角度である。無論、岸線に対する前記船舶の角度を容易に示すもの
であってもよい。
【００１９】
　本発明の方法によれば、２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用い
、目標バース及び岸線に対する前記船舶の位置関係を唯一に（ｕｎｉｑｕｅ、一意に）決
定することができる。３つまたは３つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュ
ールを用いると、一般に、それぞれ２つずつのソーラーブラインド紫外イメージングモジ
ュールが１つの独立のソーラーブラインド紫外光イメージングシステムを構成し、前記船
舶と目標バースおよび岸線との位置関係を決定することに用いられる。
【００２０】
　３つまたは３つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用いて１つの
独立のソーラーブラインド紫外光イメージングシステムを構成する時、原始データ（ｏｒ
ｉｇｉｎａｌ　ｄａｔａ、元データ）の冗長性を用い、これらのデータに対して整合（ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅ、統合、積分）を行い、船舶と岸線との位置関係を示す、良好な数値を
取得することができる。
【００２１】
　好ましくは、本発明の方法は正規化自己相関算法（ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　ａｕｔｏ－
ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ、正規化された自己相関アルゴリズム）を
用い、前記複数のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの受信データに対して
処理を行う。正規化自己相関処理方法を用い、全体誤差分析（ｇｌｏｂａｌ　ｅｒｒｏｒ
　ａｎａｌｙｓｉｓ、グローバルエラー解析）によりすべてのソーラーブラインド紫外イ
メージングモジュールから構成される検出システムの確実度平均値（ａｖｅｒａｇｅ　ｃ
ｏｎｆｉｄｅｎｃｅ、平均信頼度）の閾値及び各ソーラーブラインド紫外イメージングモ
ジュールの確実度の情況を取得し、この閾値により確実度が低い位置決めデータをフィル
タ除去し、そして最終の各モジュールの確実度重み（ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ　ｗｅｉｇｈ
ｔ、信頼度の重み付け、信頼度のウェイト）を取得し、その後、この確実度重みにより各
モジュールに対して重み付け平均を行い、最終のデータを取得する。前記正規化自己相関
算法は、本発明システムを作成する時、ハードウェア（例えばＩＣ、ＡＳＩＣまたはＦＰ
ＧＡ）および／またはソフトウェアの方式で、システムにファームウェア化し、本発明の
システムの一つの組成部分となる。
【００２２】
　具体的には、３つまたは３つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールが
１つの独立のソーラーブラインド紫外イメージングシステムを構成する場合、ソーラーブ
ラインド紫外イメージングモジュールの位置データおよび／または角度データは、正規化
自己相関算法によって、整合処理される（ｉｎｔｅｇｒａｔｅ、積算される）。このよう
な方法において、ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）は、Ｎ個のソーラーブラインド紫外
イメージングモジュールからフィードバックした角度と空間の変換後のＮ組の位置決めデ
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ータ（ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｄａｔａ）における第ｉ組の位置決めデータを示すため
に用いられる。ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎであり、ここで、ｘ、ｙおよびｚ
はそれぞれＮ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの三軸座標値である。
前記角度と空間の変換で決定される位置決めデータは、以下の方法で得られる。すなわち
、すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知
った場合に、空間位置関係と空間幾何学変換に基づいて、異なる測定モジュールに対する
位置測定データを同一測定モジュールに対する位置測定データに変換する。具体的な変換
方法は以下のとおりである。（１）一つの基準点を決定する。前記基準点は前記ソーラー
ブラインド紫外受信モジュールのうちのいずれか一測定モジュールの位置でよく、他のあ
る点でもよい。（２）他の各測定モジュールから前記基準点までの距離と方向角（光源参
考系（ｌｉｇｈｔ　ｓｏｕｒｃｅ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｙｓｔｅｍ）下でのパラメー
タであって、船の姿態角と積み重ね（ｓｕｐｅｒｐｏｓｅ、重畳）して決定する必要があ
る）を測定することにより、相応の変換ベクトルを取得する。（３）各測定モジュールか
ら取得した相対位置座標パラメータを変換ベクトルに加えて変換後の位置決めデータを取
得する。
【００２３】
　正規化自己相関係数（ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ｃｏｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｔ（ＮＣＣ））は、各サブシステムがフィードバックした、前記船舶上の基準点
位置データの確実度を示す。その表現式は以下のとおりである。
【数１】

　ここで、ｊ＝１、２、３、…、Ｎ。前記船舶上の基準点位置は、ソーラーブラインド紫
外受信モジュールが位置する位置であってもよい。
【００２４】
　上述した原始の位置決めデータに対して、様々な処理方法を用いることができる。１種
類の方式は、すべてのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールにより構成される
検出システムの確実度平均値の閾値Ｇを設定する。Ｇ値が比較的高いデータに対して高い
重みを設定し、このデータが信頼できることを示す。そして、前記Ｇ値が比較的低いデー
タに対して高い重みを設定し、このデータが信頼できないことを示す。極端な情況では、
すべてのシステム確実度平均値の閾値Ｇを設定し、この閾値ＧによりＮＣＣが比較的低い
位置決めデータをフィルタ除去し、そして最終のシステム確実度重み（ｆｉｎａｌ　ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ　ｗｅｉｇｈｔ）ｗを取得する。その式は、以下のよう
に表される。

【数２】

これで、最終の適合された位置決めデータ（ｆｉｔｔｅｄ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｄ
ａｔａ）を取得する。

【数３】
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【００２５】
　これらのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールが取得した原始位置決めデー
タにより、前記船舶の姿態角を算出してもよい。さらに、前記姿態角に対して整合処理を
行う。
【００２６】
　本発明の方法によれば、正規化自己相関算法を用い、信頼性があるいずれか１つの姿態
角の方向ベクトルの３つの成分α、βおよびγに対して整合処理を行ってもよい。具体的
には、ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）を用いてＮ個のソーラーブラインド紫外イメー
ジングモジュールからフィードバックしたＮ組のベクトル角度データを示し、ただし、ｉ
＝１，２，３．．．．．．Ｎとなり、正規化自己相関係数を用いて各システムフィードバ
ック位置決めデータの確実度を示し、その表現式は、
【数４】

となる。
【００２７】
　前記姿態角が平面角（ｆｌａｔ　ａｎｇｌｅ）である時、単一の姿態角のみを測定し、
その方向ベクトルの２つの成分α、βはこの角度に対してコサインおよびサインを解いて
取得する。いずれか１つの姿態角が空間角（ｓｐａｔｉａｌ　ａｎｇｌｅ）である時、２
つの姿態角を対応して測定する必要があり、この姿態角を示す一本の直線を決定し、そし
てこの直線を前記空間の３つの基準平面に投影させ、この直線方向の前記３つの基準平面
における成分を求める。
【００２８】
　現実の場面では、天気情況が悪く、前記船舶のピッチ角および横揺れ角が大きい時、３
つの姿態角が同時に正規化自己相関算法を行い、三次元座標系の回転を４つの関数により
示す必要がある。空間幾何学を通用する方法でこの４つの関数を求めてもよい。
【００２９】
　正規化自己相関方法において、閾値Ｇが異なる位置決めデータに対して重みを設定し、
そして処理してもよい。極端な場合に、すべてのシステム確実度平均値の閾値Ｇを設定し
、そしてこの閾値ＧによりＮＣＣが比較的低い位置決めデータをフィルタ除去し、そして
最終のシステム確実度重みｗを取得する。その式は、以下のように表される。
【数５】

これで、最終の適合位置決めデータを取得する。
【数６】

【００３０】
　Ｎ個のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールにおける任意の２つのモジュー
ルが適合された後の座標によって、適合後の船舶姿態角データを換算する。
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【００３１】
　本発明における船舶ドッキング方法の他の側面によれば、初期の座標データおよび姿態
角データに対してそれぞれデータ融合（ｄａｔａ　ｆｕｓｉｏｎ）を行ってもよい。様々
なデータ融合算法（ｄａｔａ　ｆｕｓｉｏｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ、データ融合アルゴリ
ズム）を用いることができる。
【００３２】
　例えば、第１のデータ融合算法は、以下のとおりである。ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，
ｚｉ）を用いて同一量（例えば一組座標値、または一組姿態角値）を測定するＮ個の測定
サブシステムモジュールが検出したＮ組のデータを示す。ここで、各サブシステムが一組
のデータを検出する。ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとなる。
【００３３】
　この算法は各サブシステムの測定データにより実際に算出した実効値誤差（ｒｏｏｔ　
ｍｅａｎｓｑｕａｒｅ　ｅｒｒｏｒ、二乗平均平方根誤差）ｒｍｓｅを用いて各サブシス
テムのフィードバックデータの確実度を判定する。各サブシステム測定データの実効値誤
差（二乗平均平方根誤差）を算出する公式は、以下のとおりである。
【数７】

ただし、ｒｍｓｅは実効値誤差（二乗平均平方根誤差）である。ｘｉは、ｉ時刻に各測定
サブシステムに対するＸ軸座標での測定データであり、ｘｆは、ｉ時刻に、ｘｉデータに
対するフィルター値であり、ｎは測定データの合計数、即ち、サブシステムの数であり、
ｉ時刻のフィルター値はカルマンフィルター方法（Ｋａｌｍａｎ　Ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ）
により取得される。
【００３４】
　ウェイト（ｗｅｉｇｈｔ、重み付け）を決定し、曲線適合（ｃｕｒｖｅ　ｆｉｔｔｉｎ
ｇ）によりウェイトの分配を行う。
【００３５】
　ロバスト統計学理論（ｒｏｂｕｓｔ　ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　ｔｈｅｏｒｙ）により、
データ中の情報を有効情報、利用可能情報および有害情報の３つの区分に分類する。この
３種類のデータに対して、異なるウェイトを分配すれば、それらが異なる作用（ｒｏｌｅ
、役割）を発揮する。このため、ウェイトを分配するときセグメント式（ｓｅｇｍｅｎｔ
）を用い、有効情報は、融合の時に完全に受け取られ、利用可能情報は、特定の曲線変更
（ｃｕｒｖｅ　ｃｈａｎｇｅ）により選択され、有害情報または無効情報は、完全に拒否
される。数学表現式は以下のとおりである。
【数８】

【００３６】
　ここで、ωはウェイトであり、パラメータｂは外れ値（ｏｕｔｌｉｅｒ）を判断する最
小限度であり、パラメータａは有効数値と利用可能数値の限界値（ｂｏｕｎｄａｒｙ　ｖ
ａｌｕｅ、境界値）である。誤差がｂより大きいと、外れ値だとみなされて対応ウェイト
は０であり、誤差がａより小さいと、有効値だとみなされて対応ウェイトは１である。中
間の利用可能値のウェイトは曲線ｙ＝ｆ（ｘ）により提供される。さらにｆ（ｘ）は、（
ａ，ｂ）の区間において、誤差の増大にしたがって素早く低減する（ｄｅｃｒｅａｓｅ、
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減少する）という条件を満たさなければならない。ｆ（ｘ）が用いる表現式は、
【数９】

である。
【００３７】
　ここで、μとσはそれぞれ正規分布の平均値と平均平方である。正規曲線がｘ＞μの領
域で漸減関数の特性を示す。その後、μ＝０となり、実際に半正規曲線を利用する。σ値
の選択はウェイト分配係数（ｗｅｉｇｈｔ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅ
ｎｔ、重み付けの割り当て係数）に対する影響が大きく、「３σ」法則と実際情況に合わ
せて提供することができる。
【００３８】
　正規曲線適合ウェイト分配による方法は、以下の式によって機能する。
【数１０】

　ただし、ｒｍｓｅｋｉはｋ時刻の第ｉ番目のシステムの実効値誤差であり、ａｋｉはｋ
時刻に第ｉ番目のシステムのウェイトである。最終データ融合の結果は、以下の式の通り
である。
【数１１】

　ただし、

はｋ時刻の融合値であり、ｘｋｉは各サブシステムのｋ時刻に取得した測定データである
。
【００３９】
　以上と同じ方法で、Ｙ軸の座標ｙ、及びＺ軸の座標ｚを取得する。
【００４０】
　他種のデータ融合算法は、以下のとおりである。
【００４１】
　整合（ｉｎｔｅｇｒａｔｅ、統合、積分）するデータが座標データである時、ベクトル
ｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）を用いてＮ個の測定サブシステムからフィードバックしたＮ組
の角度と空間変換後の位置決め測定データを示し、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎとなる
。前記角度と空間変換後の位置決めデータは、その取得方法が、すべてのソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュールの相対位置と船舶姿態角を知った場合に、空間位置関係
と空間幾何変換により、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測定モジュ
ールに対する位置測定データに変換する。
【００４２】
　この算法はＮ個のサブシステムがフィードバックしたＮ組位置決めデータにおける各座
標序列（例えば、ｘ座標のデータがＮ個ある、数列（ｓｅｑｕｅｎｃｅ））の標準偏差（
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ｓｔｄ：ｓｔａｎｄａｒｄ　ｄｅｖｉａｔｉｏｎ、標準差）を算出し、Ｎ組のデータにお
ける各座標序列中の外れデータ（即ち、あるサブシステムがフィードバックした位置決め
データの信頼性が低い）を判断する根拠とする。座標序列の標準偏差の算出の表現式は、
以下のとおりである。
【数１２】

　ただし、ｉｎｄｅｘ∈（ｘ，ｙ，ｚ）のとき、σｉｎｄｅｘはＮ組のデータ中の各座標
序列の標準偏差であり、ＸｉｎｄｅｘはＮ組の測定のデータであり、各組には座標値（ｘ
，ｙ，ｚ）が含まれ、

はＮ組のデータの平均値、即ち、各座標序列平均値から構成される一元ベクトルである。
【００４３】
　外れデータの判定は、以下の式で行われる。
【数１３】

ただし、ｏｕｔｌｉｔｅｒｓは取得した外れデータであり、この外れデータの特性は、ｘ
，ｙ，ｚより構成される一組の座標データにおいて、そのうちの１つの座標値がその序列
で外れデータと判断されると、この組の座標値はＮ組の座標データ中の外れデータと判断
される。Ｘｉｎｄｅｘ、

σｉｎｄｅｘの意味は上記と同じである。ｃは定係数であり、実験経験と要求により決め
られる。この定係数の決定方法は大量のテストによりテスト値の波動範囲（ｆｌｕｃｔｕ
ａｔｉｏｎ　ｒａｎｇｅ、変動幅）を判断し、テスト値の平均値を中心とする対称範囲を
取り、大量の不合理な点をこの範囲外とする選択を行う。この範囲長さの半分をＣとする
。
【００４４】
　そして、外れデータをＮ組の原始測定データ中から除去すると、新たな位置決めデータ
序列を取得し、Ｘ’と称し、次元数はＮ’であり、その後、Ｘ’に対して均等加重平均デ
ータ融合（ｅｑｕａｌｌｙ－ｗｅｉｇｈｔｅｄ　ａｖｅｒａｇｅ　ｄａｔａ　ｆｕｓｉｏ
ｎ）を行い、最終の融合データ、すなわち、

【数１４】

を取得する。
　ただし、

はデータ融合後の最終の位置決めデータである。その算法フローは、（１）位置決めデー
タにおいて各座標序列の標準偏差を算出することと、（２）算出した標準偏差により各座
標序列における外れデータを取得することと、（３）元の測定データから外れ点を除去す
ることと、（４）平均重み付けデータ融合方法により最終の位置決めデータを算出し、最
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終に前記船舶基準点最終のＸ軸座標値ｘを取得することとを含む。類似に、それぞれＹ軸
の座標値ｙ、及びＺ軸の座標値ｚを取得する。
【００４５】
　類似の方法により、姿態角データを融合し、前記船舶最終の姿態角データを取得するこ
とができる。
【００４６】
　本発明の他の方法によれば、本発明は船舶の近距離安全ドッキング能力を増強させる装
置を提供する。この船舶ドッキング装置は、ソーラーブラインド紫外光イメージング法を
用い、岸に対する前記船舶の位置および姿態角を決定する。本装置は、以下の構成を含む
。
【００４７】
　１）それぞれ前記船舶に設置され、岸に予め設置されるソーラーブラインド紫外光源ア
レイの光信号を受信するためのソーラーブラインド紫外光受信器を含み、前記光信号を対
応する電気信号に変換する少なくとも２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュ
ール。および、
【００４８】
　２）データ処理部分及び関連する外部装置に接続される接続部分を含む信号処理装置。
信号処理装置は、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールに電気的に接続さ
れ、前記ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールから送信した電気信号を受信し
、前記電気信号を処理し、それぞれ各ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの
ソーラーブラインド紫外光源アレイに対する平行移動ベクトルを取得し、そして平行移動
ベクトルにより船体と目標ドットマトリックスとの距離を求め、予め設定したソーラーブ
ラインド紫外光源アレイの座標値により、岸線に対する前記船舶における各ソーラーブラ
インド紫外イメージングモジュールの位置を算出し、並びに、受信した、ソーラーブライ
ンド紫外光信号を代表する電気信号により、ソーラーブラインド紫外イメージングモジュ
ールの間の接続線の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示を算出し、すべ
てのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの前記船舶での設置方式により、船
体の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示を算出し、予め設定または測定
した埠頭岸線の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示により、岸線に対す
る船体軸線の姿態角を算出する。
【００４９】
　風浪が小さい時、船舶の揺れと振動が比較的小さく、その姿態角において、比較的に意
味があるのが船舶軸線と岸線とのなす角である。つまり、この時、そのピッチ角および横
揺れ角がほぼゼロである。測定精度を向上させるために、これらのソーラーブラインド紫
外イメージングモジュールは互いに離れて船舶に配置される。
【００５０】
　本発明の船舶ドッキング装置の他の側面によれば、前記信号処理器のソフトウェアとハ
ードウェア部分は取得した座標および／または姿態角データに対して整合処理を行い、船
舶と岸との位置を代表する、相応の座標データおよび／または姿態角データをさらに良好
に取得するように設計される。装置は３つまたは３つ以上のソーラーブラインド紫外イメ
ージングモジュールを含むと、前記信号処理器のこのような処理方式は船舶座標および姿
態角に対する測定精度を向上できる。
【００５１】
　前記信号処理器は正規化自己相関算法を用い、前記船舶の座標データ及び姿態角データ
に対して整合処理を行うように設計されてもよく、その具体的な処理方法は上述した本発
明の方法に挙げた正規化自己相関算法と同じである。
【００５２】
　さらに、本発明の船舶ドッキング装置は前記信号処理器をデータ融合算法を用いて、前
記船舶の座標および姿態角のこの２種類の異なるデータに対して整合処理を行うように設
計してもよく、その具体的な処理方法は上述した本発明の方法に挙げた２種類のデータ融
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合算法と同じである。
【００５３】
　本発明に記載される船舶補助ドッキング方法およびシステムによれば、従来の技術にお
ける船舶の霧の天気でのドッキング難度が大きく、従来の技術において、天気、環境等は
船舶ガイドドッキング装置に対する影響が大きいとの問題を解決した。霧の天気でも、パ
イロットにさらに直観、正確、安全な航行情報を提供し、パイロットが霧の天気で船舶ド
ッキングに対して水先案内し、霧の天気で水運航路と港口物流の順調さの問題をも解決し
た。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
　本発明の特定の細部が，以下の添付の図面によって記述されている。
【図１】本発明に係る船舶ドッキングナビゲーションシステムのブロック図である。
【図２】装置の取付箇所を示す図である。
【図３】カメラ標定を示すフローチャートである。
【図４】紫外光源アレイと撮影位置を示す図である。
【図５】ソーラーブラインド紫外線灯アレイの位置を示す図である。
【図６】図６（ａ）はドットマトリックス座標系であり、図６（ｂ）はカメラ座標系を示
す図である。
【図７】ドッキングソフトウェア動作を示すフローチャートである。
【図８】船舶と岸線を示す図である。
【図９】測定モジュール位置を示す図である。
【図１０】データ融合算法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　本発明の一例により、船舶の近距離ナビゲーション機能を増強するシステムを提供する
。このシステムは船舶と岸線の模式図及び位置情報を表示でき、パイロットは表示装置の
出力インターフェースにより低可視度条件での船舶ドッキングを実現できる。
【００５６】
　上述した目的を実現するために、以下、図面と実施例を参照しながら、本実施形態を詳
細に説明する。以下、実施例は単なる例として説明され、本発明は実施例における方案（
解決する方法）に限られることなく、この他に、当業者は現有技術の範囲内で簡単に変更
して取得した技術はいずれも本発明の保護範囲内に含まれる。
【００５７】
　実施例１
　本実施例は、図１に示すように、ソーラーブラインド紫外線灯組１０１（一組のソーラ
ーブラインド紫外線ランプ１０１）、２つのソーラーブラインド紫外線イメージングモジ
ュール１０２、１０３、信号処理器１０４、および表示装置１０５を含む。
【００５８】
　２つのソーラーブラインド紫外線イメージングモジュール１０２、１０３はそれぞれ特
定の距離を隔てて船舷と同一側に取り付けられる。一方のソーラーブラインド紫外イメー
ジングモジュール１０２は船首に近い甲板位置に取り付けられ、船首との距離がＬ船首で
あり、船尾との距離がＬ船尾である。他方のソーラーブラインド紫外イメージングモジュ
ール１０３は船首から離れる甲板位置に取り付けられ、具体的な取付箇所はおおよそ図２
に示す。
【００５９】
　ソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２、信号処理器１０４、表示装置
１０５は一体に集積してもよい。信号処理器は情報収集モジュール、算出モジュールおよ
び記憶モジュールを含む。情報収集モジュールはリアルタイムでソーラーブラインド紫外
イメージングモジュール１０２、１０３が作成した画像情報を取得し、すべてのデータを
算出モジュールに送信する。本実施例の主なステップは以下のとおりである。
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【００６０】
１．まず、２つのソーラーブラインド紫外モジュールの紫外カメラに対してそれぞれカメ
ラ標定を行い、内部パラメータを求める。カメラ標定の方法および内部パラメータの算法
は多いが、ここでは、伝統的標定技術または張正友標定算法が好ましい。標定フローは図
３に示す。１－１－１において、紫外光源アレイを配置する。１－１－２において、紫外
光源アレイを取得する幾何情報（ｇｅｏｍｅｔｒｉｃａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を
測定する。１－２において、紫外受信器で紫外光源アレイに対して撮影し、紫外光源アレ
イおよび撮影位置は図４を参照する。ソフトウェア処理には、２－１において、特定紫外
光源の像平面座標を取得し、２－２において、標定算法（ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ａｌ
ｇｏｒｉｔｈｍ、較正アルゴリズム）を用いてカメラの内部パラメータ（ｆｘ，ｆｙ，ｃ

ｘ，ｃｙ，ｋｘ，ｋｙ）等を取得する。後文で、カメラの標定方法（構成方法）を詳細に
説明する。
【００６１】
２．バース情報の測定において、ドッキング港口のすべてのバースの岸線と真北方向との
なす角θを予め測定する。
【００６２】
　３．紫外光源灯アレイを配置し、灯のアレイに関連する位置情報を測定する。船舶ドッ
キング前の半時間に、ソーラーブラインド紫外線灯組１０１を用いてドッキングバースに
目標灯アレイを配置する。目標灯アレイの形状は正方形の格子状であり、目標灯アレイの
大きさおよび灯の数に対して限定しない。本実施例において、図５に示す配置を用いる。
灯アレイ大きさは８ｍ×８ｍであり、行ごとの灯の間の距離が同一であり、行の間の距離
が同一である。本実施例において、灯アレイ基準点とドッキング尾ボラードとの距離をＬ

船尾とし、Ｌ船尾は一方のソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２と船尾
との距離であり、既知のものであり、Ｌ船尾とするのは船のドッキング時、ソーラーブラ
インド紫外検出器を灯アレイに正対させ、バースに対する船舶のＸ方向を決定するための
ものであり、無論、その他の距離Ｌｎをとしてもよく、Ｌ船尾とＬｎとの間の距離を知れ
ば良い。図５に示すように、灯アレイを配置する時、灯アレイ最初行と衝突防止フェンダ
ーとの垂直距離をＬと保持する。
【００６３】
　４．船舶針路とドッキング岸線姿態、位置情報を算出する。具体的なステップは以下を
含む。
【００６４】
　まず、本発明の原理によれば、２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュール
１０２および１０３はそれぞれ目標ドットマトリックスに対する平行移動ベクトルを取得
できるため、２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２および１０３
の間の接続線の目標ドットマトリックス座標系におけるベクトル表示、すなわち、（ｘ１

，ｙ１，ｚ１）、（ｘ２，ｙ２，ｚ２）を取得できる。２つのソーラーブラインド紫外イ
メージングモジュール１０２および１０３は船舷の片側に取り付けられるため、（ｘ１，
ｙ１，ｚ１）、（ｘ２，ｙ２，ｚ２）は船体のドッキング側の舷の目標ドットマトリック
ス座標系におけるベクトル表示である。埠頭岸線の目標ドットマトリックス座標系におけ
るベクトル表示は予め測定され、そのベクトル方向はソーラーブラインド紫外線灯組１０
１のＸ軸と同じであるため、船舶針路とドッキング岸線とのなす角γを知ることができる
。
【００６５】
　右停泊時、

（即ち、船体と埠頭岸線との平行度）となり、



(27) JP 6507437 B2 2019.5.8

10

20

30

40

50

【００６６】
　左停泊時、

となる。 
【００６７】
　通常、船舶の横揺れ角が小さいため、本実施例において、船舶の横揺れ角を算出しない
。
【００６８】
　他の実施例において、船に水平器を取り付けて船舶の横揺れ角を提供してもよい。水平
器は雲台底部に置き、船体の水平向きに一致する。
【００６９】
　そして、岸線に対する船舶の位置情報を決定する。この時、船首に近いソーラーブライ
ンド紫外イメージングモジュール１０２を基準とする。
【００７０】
　前記船舶と岸線との距離が比較的近い時、ソーラーブラインド紫外イメージングモジュ
ールはすべてのソーラーブラインド紫外信号を確実に識別できる。この時、信号処理器１
０４を用いてソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２および１０３が撮影
した画像に対して画像処理、座標変更を行い、ソーラーブラインド紫外イメージングモジ
ュール１０２および１０３の灯アレイ座標系における位置情報Ｘ、ＹおよびＺを取得する
。

ただし、Ｒは回転マトリックスであり、Ｔは平行移動ベクトルである。
【００７１】
　以上の算法の具体的なステップは以下のとおりである。
【００７２】
　カメラ標定（ｃａｍｅｒａ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ）により、カメラ内部パラメータ
、目標ドットマトリックス座標系（図６を参照）におけるドットマトリックス座標および
像平面座標を知って、カメラの目標ドットマトリックス座標系における座標および回転方
向を取得できる。

ただし、（ｆｘ、ｆｙ、ｃｘ、ｃｙ）は内部マトリックスのパラメータであり、Ｒは回転
マトリックスであり、Ｔは平行移動ベクトルであり、（ｕ、ｖ）は像平面座標（単位はピ
クセル）であり、（Ｘ、Ｙ、Ｚ）は目標ドットマトリックス座標系におけるドットマトリ
ックス座標であり、この公式は
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と簡略化される。
ただし、（ｘ、ｙ、ｚ）はカメラ座標系（図６を参照）における目標ドットマトリックス
の座標であるので、ＲとＴは目標ドットマトリックス座標系からカメラ座標系に変換した
変換マトリックスと理解されてもよい。
【００７３】
　カメラの目標ドットマトリックス座標系における座標を算出する時、内部パラメータ（
ｆｘ、ｆｙ、ｃｘ、ｃｙ）および目標ドットマトリックス座標系におけるドットマトリッ
クス座標（Ｘ、Ｙ、Ｚ）は一定の値であり、像平面座標（ｕ、ｖ）は画像によりリアルタ
イムで取得するので、リアルタイムで同一時刻（ｕ０、ｖ０）に対応する回転マトリック
スＲ０、平行移動ベクトルＴ０を取得できる。その後、カメラ座標系の原点（０、０、０
）を公式２の左に代入し、右の（Ｘ０、Ｙ０、Ｚ０）を解けば、カメラの目標ドットマト
リックス座標系におけるドットマトリックス座標を取得できる。すなわち、

【００７４】
　回転マトリックスの逆マトリックスＲ０

－１は、カメラ座標系の目標ドットマトリック
ス座標系に対する回転であり、変換により回転ベクトルに簡略化できる。このベクトルは
カメラの目標ドットマトリックス座標系に対する回転オイラー角（Ｅｕｌｅｒ　ａｎｇｌ
ｅ　ｏｆ　ｒｏｔａｔｉｏｎ）である。
【００７５】
　前にカメラ座標を算出する時に記述した一定の値において、目標ドットマトリックス座
標は人為的に配置した後に測定して取得した結果であるが、内部パラメータはカメラ自身
の固有パラメータを代表する。ここでは、ｆｘ、ｆｙはそれぞれ水平方向と上下方向のピ
クセル数を計量単位とする焦点距離の値であり、ｃｘ、ｃｙはカメラレンズの中心真正面
（即ち、理論光軸（ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｌｙ　ｏｐｔｉｃａｌ　ａｘｉｓ）上の点）
の像平面上でイメージング（結像）するピクセル座標である。
【００７６】
　ソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２および１０３の接続線、即ち、
船舷と岸線の垂直方向の距離をＹ舷とする。この時、船舶の横揺れ角を考慮せずに、Ｙ舷

＝Ｙ－Ｌである。ここで、Ｌは灯アレイの最初の行と衝突防止フェンダーとの距離である
。船首と岸線との垂直方向の距離をＹ首とし、船尾と岸線との垂直方向の距離をＹ尾とし
、Ｙ首＝Ｙ舷－Ｌ船首×ｓｉｎ ａ；Ｙ尾＝Ｙ舷+Ｌ船尾×ｓｉｎ ａとなる。ただし、Ｌ

船首およびＬ船尾はそれぞれソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２と船
首および船尾との距離であり、ａは船舶の針路とドッキング岸線とのなす角である。
【００７７】
　以上のデータを取得した後、パイロットの水先案内の都合上、図１１に示すように、表
示装置上１０５に船舶と岸線の模式図及び位置情報を表示させる。
【００７８】
　５．ナビゲーション模式図および位置座標情報を表示装置１０５に出力するための、シ
ーン模擬（ｓｃｅｎｅ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ、場のシミュレーション）を行う。ドッキ
ングソフトウェアの動作のフローチャートを図７に示す。信号処理器１０５が動作する前
に、バース番号、船舶ドッキング時における岸線との方向情報（即ち左停泊または右停泊
）を含むドッキングバースの情報を入力し、ソーラーブラインド紫外イメージングモジュ
ールの船舶上での位置情報Ｌ船首およびＬ船尾を入力する。Ｌ船首およびＬ船尾はそれぞ
れソーラーブラインド紫外イメージングモジュールと船首および船尾との距離である。そ
して、船舶の幅Ｂを入力する。
【００７９】
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　船舶の灯アレイ座標系における位置情報ＸとＹ、岸線に対する船舶の方向情報γ、船舶
に対するソーラーブラインド紫外イメージングモジュールの位置情報Ｌ船首およびＬ船尾

、船の幅Ｂにより、図８に示すように、表示装置１０５に船舶と岸線の模式図および位置
情報Ｙ首およびＹ尾を表示できる。パイロットは表示装置の出力インターフェースを介し
て低可視度条件での船舶ドッキングを実現できる。
【００８０】
　風浪が大きい時、相対的には、船舶の揺れと振動が大きく、船舶の姿態角を算出する時
、針路角、ピッチ角および横揺れ角を考慮する必要がある。風浪が小さい時、船体の揺れ
が小さく、船舶がほぼ水平方向となり、船舶の針路角は岸線に対する船体の方向を表示で
き、ピッチ角および横揺れ角を考慮して算出する必要がない。
【００８１】
　本実施例において、船首に近いソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０２
を標準とする。それぞれ２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを標準と
すると、バース灯アレイの座標系に対する２つのソーラーブラインド紫外イメージングモ
ジュール１０２および１０３の座標をそれぞれＡ１（Ｘ１、Ｙ１、Ｚ１）およびＡ２（Ｘ

２、Ｙ２、Ｚ２）とする。ソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０３と船首
および船尾との距離はＬ船首′およびＬ船尾′であり、Ａ１、Ａ２を用いて取得した距離
はそれぞれ、

となる。
【００８２】
　二者の差の値は、

となる。
【００８３】
　Ａ１とＡ２の間の距離は、

となる。
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【００８４】

はＡ１とＡ２との間の距離でもあるので、

と

との誤差は

と

の測定値の間の誤差より小さい。

を測定せずに、

と

を用いて

と

を取得すると、

と

の誤差はゼロである。
【００８５】
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　１つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用いる時、船舶の三次元位置
座標値を取得できる。
【００８６】
　２つまたは２つ以上のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを使用する時、
これらのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールのうちの各々が、船舶の座標デ
ータを生成する。これにより、船舶の複数組の座標データを取得する。
【００８７】
　正規化自己相関算法を用いて、冗長な（ｒｅｄｕｎｄａｎｔ）船舶初期の座標データに
対して整合処理を行ってもよい。
【００８８】
　データ融合算法を用いて、冗長の船舶初期の座標データに対して整合処理を行ってもよ
い。
【００８９】
　２つのソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを用いる時、船舶の姿態角を測
定できる。
【００９０】
　２つより多いソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを使用する時、これらの
ソーラーブラインド紫外イメージングモジュールを２つずつ組み合わせて、各組み合わせ
は一組の船舶の姿態角データを取得または生成することができる。このようにして、船舶
の複数の姿態角データを取得できる。
【００９１】
　正規化自己相関算法を用いて、冗長の船舶初期の座標データに対して整合処理を行って
もよい。
【００９２】
　以下の実施例において、複数のソーラーブラインド紫外イメージングモジュールにより
複数組のカメラの目標ドットマトリックス座標系における座標（Ｘ、Ｙ、Ｚ）を取得し、
最適な位置決めデータを取得する算法は以下のとおりである。
【００９３】
　ベクトルｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）を用いてＮ個のシステムからフィードバックした角
度と空間変換後のＮ組の位置決めデータを示す。ただし、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎ
となる。前記角度と空間変換後の位置決めデータの取得方法は、すべてのソーラーブライ
ンド紫外受信モジュールの相対位置および船舶姿態角を既に知った場合に、空間位置関係
と空間幾何変換を用いて、異なる測定モジュールに対する位置測定データを同一測定モジ
ュールに対する位置測定データに変換する。具体的な変換方法は以下の通りである。
【００９４】
（１）一つの基準点を決定する。前記基準点は前記ソーラーブラインド紫外受信モジュー
ルのうちのいずれか一測定モジュールの位置でよく、他のある点でもよい。
（２）他の各測定モジュールから前記基準点までの距離と方向角（光源参考系下でのパラ
メータであって、船姿態角と積み重ねて決定する必要がある）を測定することにより、相
応の変換ベクトルを取得する。
（３）各測定モジュールから取得した相対位置座標パラメータを変換ベクトルに加えて変
換後の位置決めデータを取得する。
【００９５】
　図９に示すように、両測定モジュールの測定座標はそれぞれｐｉ（ｘｉ，ｙｉ，ｚｉ）
とｐ２’（ｘ２’，ｙ２’，ｚ２’）であり、そのうちのｐ１を基準とし、測定した両者
間の距離をＬとし、両者接続線の針路角のなす角をθとし、ピッチ角をφ（ＸＹ平面のな
す角）とすると、ベクトル
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の算出方法は以下のとおりとなる。

【００９６】
　その後、基準位置に変換した後のｐ２’の座標は、

となる。
【００９７】
　他の測定モジュールは以上の同一方法で変換後の座標を取得できる。
【００９８】
　正規化自己相関算法は、正規化自己相関係数（Ｎｏｒｍａｌｉｚｅｄ　Ｃｏｒｒｅｌａ
ｔｉｏｎ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）を用いて各々のシステムがフィードバックした位置
決めデータの確実度を示し、その表現式は以下のとおりである。

【００９９】
　閾値をすべてのシステム確実度平均値の８０％としたとき、閾値Ｇは以下のように示さ
れる。

【０１００】
　閾値ＧによりＮＣＣの比較的低い位置決めデータをフィルタ除去し、そして、最終のシ
ステム確実度重みｗを取得したとき、表現式は以下のとおりである。

【０１０１】
　そして、最終の適合位置決めデータを取得する。

【０１０２】
　算法フロー（アルゴリズムのフロー図）を図１０に示す。
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【０１０３】
　整合するデータが方位角データ（ａｚｉｍｕｔｈ　ａｎｇｌｅ　ｄａｔａ）である時、
ベクトルｑｉ（αｉ，βｉ，γｉ）が、Ｎ個の測定サブシステムからフィードバックした
Ｎ組の姿態角データを示すために用いられる。
ここで、ｉ＝１，２，３．．．．．．Ｎであり、前記正規化自己相関算法を用いて同様に
最適な姿態角データを算出する。
【０１０４】
　データ融合算法を用いて、船舶初期の座標と姿態角の２種類のデータに対して整合処理
を行っても良い。
【０１０５】
　実施例３
　以下、本発明の船舶近距離ナビゲーション機能を増強させるシステムにおける紫外カメ
ラ標定（紫外線カメラの較正）を説明する。内部パラメータを解く具体的なステップは以
下の通りである。
【０１０６】
　カメラ標定の方法および内部パラメータの算法は多くあるが、ここでは、優先して伝統
的な標定技術および張正友標定算法（Ｚｈｅｎｙｏｕ　Ｚｈａｎｇ’ｓ　ｃａｌｉｂｒａ
ｔｉｏｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を用いる。張正友標定法では、碁盤の目状（ｃｈｅｃｋ
ｂｏａｒｄ－ｓｈａｐｅｄ）の標定形板（ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｔｅｍｐｌａｔｅ、
較正用テンプレート）を用い、標定形板上の各黒白格子の接続点を標定板（ｃａｌｉｂｒ
ａｔｉｏｎ　ｔａｒｇｅｔ）の特徴点とする。標定板を異なる位置に置き、カメラが同期
収集した後に、カメラの内外パラメータを得る。この方法は良好な頑健性を有し、かつ高
価の装置が必要なく、操作が簡単であり、自標定法（ｓｅｌｆ－ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ
）に比べると、精度が高まった。本実施例を満たすすべての標定方法及び内部パラメータ
の算法はその中に含まれる。
【０１０７】
　標定フローは図３に示すように、ステップ１－１－１において、紫外光アレイを配置し
、ステップ１－１－２において、紫外光アレイの幾何情報を測定し、ステップ１－２にお
いて、紫外受信器で紫外光アレイに対して撮影し、ソフトウェア処理はステップ２－１に
おいて特定紫外光源の像平面座標を取得することを含み、ステップ２－２は標定算法を用
いてカメラの内部パラメータを取得する。具体的な標定ステップは以下の通りである。
【０１０８】
　ステップ１－１－１において、紫外光アレイを配置し、紫外光アレイは平面矩形碁盤の
目状の紫外光アレイを用い、紫外光アレイと撮影位置は図４を参照する。紫外光アレイの
形状、大きさ等の幾何特性には制限がないが、内部パラメータの算法により決定し、紫外
光アレイは平面図形でよく、立体図形でもよく、矩形構成でよく、円形構成または他の幾
何形状でもよい。
【０１０９】
　ステップ１－１－２において、紫外光アレイ幾何情報を測定し、特定紫外光点の座標系
ｏ－ｘｙｚにおける座標ｃｗ＝{Ｘ１，Ｙ１，Ｚ１}，{Ｘ２，Ｙ２，Ｚ２}…{Ｘ３０，Ｙ

３０，Ｚ３０}を測定し、紫外光アレイの幾何情報とは特定の紫外光点または角点の世界
座標系における座標を指す。
【０１１０】
　ステップ１－２において、ソーラーブラインド紫外イメージングモジュール１０４を用
いて紫外光アレイに対して撮影し、選択した撮影位置Ａは、異なる撮影位置、異なるＯＡ
の指向が非平行であり、ｎ組で撮影（この実施例ではｎが３より大きい）という条件を満
たさなければならない。
【０１１１】
　ステップ２－１において、信号処理器１０５は撮影したデジタル画像に対してソフトウ
ェア処理を行い、特定の紫外光点の像平面座標組ｃｉ１，ｃｉ２，ｃｉ３…ｃｉｎ、合計
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ｎ組を取得する。
【０１１２】
　ステップ２－２において、張正友標定算法を用いてｃｗとｃｉ１，ｃｉ２…ｃｉｎに対
して処理を行い、カメラの内部パラメータ（ｆｘ，ｆｙ，ｃｘ，ｃｙ，ｋｘ，ｋｙ等）を
取得する。
【０１１３】
　張正友標定算法の原理は以下のとおりである。
【０１１４】
　１）標定板の角点と対応像点との対応関係
　標定板（ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｔａｒｇｅｔ）の位置する平面をＺｗ＝０とするの
で、

となり、
Ａは

により決定される。即ち、Ａはカメラ内部パラメータであり、且つカメラ内部構成のみに
関わっている。Ｈはカメラ外部パラメータといい、カメラの空間内にある位置を直接反映
する。画像座標系のピクセル座標は（ｕ，ｖ）であり、世界座標系は（Ｘｗ， Ｙｗ， Ｚ
ｗ）である。Ｓは増幅定数であり、

となり、ｆはレンズの焦点距離である。

は空間において任意１つの物点の世界座標であり、

はこの物点のカメラ内におけるイメージング像点のピクセル座標を示す。
【０１１５】
　平行移動マトリックスは、

であり、４×４のマトリックスである。回転マトリックスＲは３×３直交単位マトリック
スであり、平行移動マトリックスＴと回転マトリックスＲ（ｒ１ ｒ２ ｒ３）は外部パラ
メータと称する。
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ただし、λは任意のスケール因子であり、ｒ１はｒ２に直交し、Ａの２つの規制条件を取
得できる。

【０１１６】
２）パラメータの解

　上式によれば、Ｂは正定対称マトリックス（ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ｄｅｆｉｎｉｔｅ　ｓ
ｙｍｍｅｔｒｉｃ　ｍａｔｒｉｘ）であり、

と定義される。
【０１１７】
　Ｈの第ｉ列をｈｉとすると、

となり、
且つ

となり、
すると、

となり、
即ち、
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ただし、Ｖは２ｎ×６のマトリックスであり、ｎ＞２の場合、ｂは唯一の解がある。つま
り、少なくとも３つの画像を収集する必要がある。Ｃｈｏｌｅｓｋｙを用いて内部パラメ
ータを分解する。

そして外部パラメータをを求めて、

を取得する。
【０１１８】
　３）非線形最適化
最尤基準によりパラメータ最適化を行う。その目標関数は、

である。
ただし、

はＭｊ点の投影であり、最適化時、ＬＭ最適化算法を用いて解決する。
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