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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を当該情報の位置とともに記憶可能な記憶部と、
　前記情報を表示可能な表示部と、
　前記表示部を制御する制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記表示部に、
　自装置又は前記自装置が搭載される移動体から前記情報の位置までの距離が遠くなるに
従って、その表示位置が上側になるように当該情報を表示する第１表示領域と、
　前記自装置又は前記移動体からの前記情報の方位に応じて左右方向での表示位置を変化
させるとともに、前記自装置又は前記移動体からの距離にかかわらず上下方向での表示位
置は一定となるように当該情報を表示する第２表示領域と、
を同時に表示させ、
　前記制御部は、設定ルートを、表示画面上の左右方向での表示位置を固定させながら前
記表示部に表示させ、前記自装置又は前記移動体の位置を前記表示部にアイコンで表示さ
せ、
　前記第１表示領域において、前記自装置又は前記移動体の周囲の水面は、直交座標平面
を１点透視図法で描くことで表現され、
　前記制御部は、前記第２表示領域において、表示対象を、当該表示対象の前記自装置又
は前記移動体から見た方位が、前記設定ルートの方位からみて左側に偏っているほど左側
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に、右側に偏っているほど右側に表示させ、当該表示対象が前記自装置又は前記移動体に
近いか遠いかにかかわらず、上下方向の表示位置を変えず、大きさも変えずに前記表示部
に表示させることを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報表示装置であって、
　前記第２表示領域は前記第１表示領域の上側に配置され、
　前記制御部は、
　前記自装置又は前記移動体の近傍に設定される第１対象領域に前記情報の位置が含まれ
るときは、当該情報を前記第１表示領域に表示するように前記表示部を制御し、
　前記自装置又は前記移動体から見て前記第１対象領域よりも遠方側に設定される第２対
象領域に前記情報の位置が含まれるときは、当該情報を前記第２表示領域に表示するよう
に前記表示部を制御することを特徴とする情報表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報表示装置であって、
　前記制御部は、前記第２表示領域において方位目盛りを併せて表示するように前記表示
部を制御することを特徴とする情報表示装置。
【請求項４】
　請求項１から３までの何れか一項に記載の情報表示装置であって、
　前記第１表示領域に表示される情報はダイナミック情報を含み、
　前記第２表示領域に表示される情報はスタティック情報であることを特徴とする情報表
示装置。
【請求項５】
　請求項１から４までの何れか一項に記載の情報表示装置であって、
　前記第１表示領域に表示される情報は外部との通信により受信した情報又はセンサによ
り検出された情報を含み、
　前記第２表示領域に表示される情報は地図情報から得られた情報であることを特徴とす
る情報表示装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報表示装置であって、
　前記外部との通信により受信した情報は、天気、風向、風速、水温、海流、及び他船情
報のうち何れかを含むことを特徴とする情報表示装置。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の情報表示装置であって、
　前記センサにより検出された情報は、レーダ又はソナーにより検出される情報を含むこ
とを特徴とする情報表示装置。
【請求項８】
　請求項１から７までの何れか一項に記載の情報表示装置であって、
　前記記憶部に記憶される情報には、物標の情報、ユーザが登録した地点の情報、及び、
ランドマーク情報の何れかが含まれることを特徴とする情報表示装置。
【請求項９】
　請求項１から８までの何れか一項に記載の情報表示装置であって、
　前記制御部は、前記第１表示領域及び前記第２表示領域と同時に、前記自装置の状況及
び前記移動体の状況のうち少なくとも何れかを表示する計器領域を表示可能であることを
特徴とする情報表示装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の情報表示装置であって、
　前記計器領域に表示可能な情報に、前記自装置又は前記移動体の位置、前記自装置又は
前記移動体の速度、及び、前記自装置又は前記移動体の方位のうち少なくとも何れかが含
まれることを特徴とする情報表示装置。
【請求項１１】
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　位置とともに記憶されている情報を装置の表示部に表示する情報表示方法であって、
　自装置又は前記自装置が搭載される移動体から前記情報の位置までの距離が遠くなるに
従って、その表示位置が上側になるように当該情報を表示する第１表示領域と、
　前記自装置又は前記移動体からの前記情報の方位に応じて左右方向での表示位置を変化
させるとともに、前記自装置又は前記移動体からの距離にかかわらず上下方向での表示位
置は一定となるように当該情報を表示する第２表示領域と、
を前記表示部に同時に表示させ、
　設定ルートを、表示画面上の左右方向での表示位置を固定させながら前記表示部に表示
させ、前記自装置又は前記移動体の位置を前記表示部にアイコンで表示させ、
　前記第１表示領域において、前記自装置又は前記移動体の周囲の水面は、直交座標平面
を１点透視図法で描くことで表現され、
　前記第２表示領域において、表示対象を、当該表示対象の前記自装置又は前記移動体か
ら見た方位が、前記設定ルートの方位からみて左側に偏っているほど左側に、右側に偏っ
ているほど右側に表示させ、当該表示対象が前記自装置又は前記移動体に近いか遠いかに
かかわらず、上下方向の表示位置を変えず、大きさも変えないように前記表示部に表示さ
せることを特徴とする情報表示方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の情報表示方法であって、
　前記第２表示領域を前記第１表示領域の上側に表示させるとともに、
　前記自装置又は前記移動体の近傍に設定される第１対象領域に前記情報の位置が含まれ
るときは、当該情報を前記第１表示領域に表示し、
　前記自装置又は前記移動体から見て前記第１対象領域よりも遠方側に設定される第２対
象領域に前記情報の位置が含まれるときは、当該情報を前記第２表示領域に表示すること
を特徴とする情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として、所定の地点（例えば自移動体の位置）の周辺の情報を表示する情
報表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の情報表示装置は、例えば特許文献１及び２に開示されている。特許文献１は、
船舶用レーダ装置において、表示部の画面に、内側の第１領域と、外側の第２領域と、が
表示され、第１領域の縮尺よりも第２領域の縮尺の方が小さくなるように制御される構成
を開示する。特許文献２は、レーダ指示器において、自船の周辺情報等をレーダ映像表示
領域に表示するとともに、表示対象（移動体、ランドマーク、ユーザ登録ポイント等）の
位置がレーダ映像表示領域の外側となる当該表示対象を、その表示対象が位置する方向に
対応させて、レーダ映像表示領域の外側に表示する構成を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２３１８４４号公報
【特許文献２】特開２０１２－２３３７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献１及び２の構成は、自船を上空から垂直に見下ろしたようなレー
ダ画面をユーザに提供できるにとどまり、実際に操船を行うユーザの視線を考慮した直感
的な表示を必ずしも実現できるものではなかった。
【０００５】
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　本発明は以上の事情に鑑みてされたものであり、その目的は、全体と詳細のバランスが
良好にとれた形で情報をユーザに提供でき、かつ、ユーザの実際の視線に近い表示を実現
可能な情報表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００６】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段とその効果を説明する。
【０００７】
　本発明の第１の観点によれば、以下の構成の情報表示装置が提供される。即ち、この情
報表示装置は、記憶部と、表示部と、制御部と、を備える。前記記憶部は、情報を当該情
報の位置とともに記憶可能である。前記表示部は、前記情報を表示可能である。前記制御
部は、前記表示部を制御する。前記制御部は前記表示部に、第１表示領域と、第２表示領
域と、を同時に表示させる。前記第１表示領域においては、自装置又は前記自装置が搭載
される移動体から前記情報の位置までの距離が遠くなるに従って、その表示位置が上側に
なるように当該情報を表示する。前記第２表示領域においては、前記自装置又は前記移動
体からの前記情報の方位に応じて左右方向での表示位置を変化させるとともに、前記自装
置又は前記移動体からの距離にかかわらず上下方向での表示位置は一定となるように当該
情報を表示する。前記制御部は、設定ルートを、表示画面上の左右方向での表示位置を固
定させながら前記表示部に表示させ、前記自装置又は前記移動体の位置を前記表示部にア
イコンで表示させる。前記第１表示領域において、前記自装置又は前記移動体の周囲の水
面は、直交座標平面を１点透視図法で描くことで表現される。前記制御部は、前記第２表
示領域において、表示対象を、当該表示対象の前記自装置又は前記移動体から見た方位が
、前記設定ルートの方位からみて左側に偏っているほど左側に、右側に偏っているほど右
側に表示させ、当該表示対象が前記自装置又は前記移動体に近いか遠いかにかかわらず、
上下方向の表示位置を変えず、大きさも変えずに前記表示部に表示させる。
【０００８】
　これにより、ユーザの実際の視線に近い表示を実現しつつ、広域的な状況は簡潔に、自
装置（移動体）の近傍の状況は詳細に、というように、全体と詳細のバランスが良好にと
れた形で情報をユーザに提供することができる。また、ユーザは、設定ルートを基準にし
た自装置又は移動体の位置を容易に理解することができる。
【０００９】
　前記の情報表示装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記第２表
示領域は前記第１表示領域の上側に配置される。前記制御部は、前記自装置又は前記移動
体の近傍に設定される第１対象領域に前記情報の位置が含まれるときは、当該情報を前記
第１表示領域に表示するように前記表示部を制御する。前記制御部は、前記自装置又は前
記移動体から見て前記第１対象領域よりも遠方側に設定される第２対象領域に前記情報の
位置が含まれるときは、当該情報を前記第２表示領域に表示するように前記表示部を制御
する。
【００１０】
　これにより、表示画面における近景と遠景との自然な位置関係を実現できるとともに、
情報を適切な位置に表示することができる。
【００１５】
　前記の情報表示装置においては、前記制御部は、前記第２表示領域において方位目盛り
を併せて表示するように前記表示部を制御することが好ましい。
【００１６】
　これにより、ユーザは、第２表示領域に表示される情報がどの方位にあるかを、方位目
盛りを参照することで容易に理解することができる。
【００１７】
　前記の情報表示装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記第１表
示領域に表示される情報はダイナミック情報を含む。前記第２表示領域に表示される情報
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はスタティック情報である。
【００１８】
　これにより、自装置（移動体）の近傍の状況を示す第１表示領域においては状況の変化
を反映し易くするとともに、比較的遠方の状況を示す第２表示領域においては画面の動き
を抑制することができる。この結果、近傍の状況に比較的大きな注意を払いたいユーザの
感覚に沿った画面表示を実現できる。
【００１９】
　前記の情報表示装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記第１表
示領域に表示される情報は外部との通信により受信した情報又はセンサにより検出された
情報を含む。前記第２表示領域に表示される情報は地図情報から得られた情報である。
【００２０】
　これにより、第１表示領域及び第２表示領域のそれぞれにおいて合理的な表示を実現で
きる。
【００２１】
　前記の情報表示装置においては、前記外部との通信により受信した情報は、天気、風向
、風速、水温、海流、及び他船情報のうち何れかを含むことが好ましい。
【００２２】
　これにより、少なくとも第１表示領域において、ユーザにとって重要な天気等の情報を
表示することができる。
【００２３】
　前記の情報表示装置においては、前記センサにより検出された情報は、レーダ又はソナ
ーにより検出される情報を含むことが好ましい。
【００２４】
　これにより、少なくとも第１表示領域において、自装置（移動体）の近傍の詳細な状況
を表示することができる。
【００２５】
　前記の情報表示装置においては、前記記憶部に記憶される情報には、物標の情報、ユー
ザが登録した地点の情報、及び、ランドマーク情報の何れかが含まれることが好ましい。
【００２６】
　これにより、ユーザは、上記のような有用な情報を容易に理解することができる。
【００２７】
　前記の情報表示装置においては、前記制御部は、前記第１表示領域及び前記第２表示領
域と同時に、前記自装置の状況及び前記移動体の状況のうち少なくとも何れかを表示する
計器領域を表示可能であることが好ましい。
【００２８】
　これにより、ユーザは計器領域の表示を確認することにより、自装置や移動体の状況を
詳細に知ることができる。
【００２９】
　前記の情報表示装置においては、前記計器領域に表示可能な情報に、前記自装置又は前
記移動体の位置、前記自装置又は前記移動体の速度、及び、前記自装置又は前記移動体の
方位のうち少なくとも何れかが含まれることが好ましい。
【００３０】
　これにより、ユーザは、上記のような有用な情報を容易に理解することができる。
【００３１】
　本発明の第２の観点によれば、位置とともに記憶されている情報を装置の表示部に表示
する、以下のような情報表示方法が提供される。即ち、この情報表示方法は、第１表示領
域と、第２表示領域と、を前記表示部に同時に表示させる。前記第１表示領域は、自装置
又は前記自装置が搭載される移動体から前記情報の位置までの距離が遠くなるに従って、
その表示位置が上側になるように当該情報を表示する。前記第２表示領域は、前記自装置
又は前記移動体からの前記情報の方位に応じて左右方向での表示位置を変化させるととも
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に、前記自装置又は前記移動体からの距離にかかわらず上下方向での表示位置は一定とな
るように当該情報を表示する。設定ルートを、表示画面上の左右方向での表示位置を固定
させながら前記表示部に表示させ、前記自装置又は前記移動体の位置を前記表示部にアイ
コンで表示させる。前記第１表示領域において、前記自装置又は前記移動体の周囲の水面
は、直交座標平面を１点透視図法で描くことで表現される。前記第２表示領域において、
表示対象を、当該表示対象の前記自装置又は前記移動体から見た方位が、前記設定ルート
の方位からみて左側に偏っているほど左側に、右側に偏っているほど右側に表示させ、当
該表示対象が前記自装置又は前記移動体に近いか遠いかにかかわらず、上下方向の表示位
置を変えず、大きさも変えないように前記表示部に表示させる。
【００３２】
　これにより、ユーザの実際の視線に近い表示を実現しつつ、広域的な状況は簡潔に、自
装置（移動体）の近傍の状況は詳細に、というように、全体と詳細のバランスが良好にと
れた形で情報をユーザに提供することができる。また、ユーザは、設定ルートを基準にし
た自装置又は移動体の位置を容易に理解することができる。
【００３３】
　前記の情報表示方法においては、以下のようにすることが好ましい。即ち、前記第２表
示領域を前記第１表示領域の上側に表示させる。前記自装置又は前記移動体の近傍に設定
される第１対象領域に前記情報の位置が含まれるときは、当該情報を前記第１表示領域に
表示する。前記自装置又は前記移動体から見て前記第１対象領域よりも遠方側に設定され
る第２対象領域に前記情報の位置が含まれるときは、当該情報を前記第２表示領域に表示
する。
【００３４】
　これにより、表示画面における近景と遠景との自然な位置関係を実現できるとともに、
情報を適切な位置に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の一実施形態に係る多機能表示装置を備える舶用機器ネットワークシステ
ムの構成を示すブロック図。
【図２】多機能表示装置の外観を示す正面図。
【図３】多機能表示装置が表示可能なプロッタ映像を示す図。
【図４】３次元ナビゲーション映像を示す図。
【図５】３次元ナビゲーションに関連する設定画面を示す図。
【図６】３次元ナビゲーション映像に表示対象を表示する場合の処理を示すフローチャー
ト。
【図７】３次元ナビゲーション映像の他の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　次に、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図１は、本実施形態の多機能表
示装置１１を備える舶用機器ネットワークシステム１の全体的な構成を示すブロック図で
ある。図２は、多機能表示装置１１の正面図である。
【００３７】
　舶用機器ネットワークシステム１は、ネットワーク１０に接続された複数の舶用機器等
から構成される。舶用機器同士は、検出した情報等を、ネットワーク１０を介してやり取
りすることができる。ネットワーク１０の規格としては、例えばＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）を採用することができる。
【００３８】
　図１に示すように、本実施形態の舶用機器ネットワークシステム１は、多機能表示装置
（情報表示装置）１１と、ＧＰＳアンテナ（ＧＮＳＳセンサ）１２と、レーダアンテナ１
３と、魚群探知機１４と、船首方位センサ１５と、ＡＩＳ受信機１６と、自動操舵装置１
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７と、を備えている。
【００３９】
　多機能表示装置１１は、他の舶用機器（センサ）が検出した情報に基づいて映像（セン
サ映像）を作成して表示するとともに、ユーザの操作に応じて各種の処理を行うことがで
きる。
【００４０】
　以下、多機能表示装置１１の具体的な構成を説明する。多機能表示装置１１は、インタ
フェース部２１と、表示部２２と、操作部２３と、制御部２４と、を備えている。
【００４１】
　インタフェース部２１は、例えばネットワークアダプタ等として構成される。多機能表
示装置１１は、インタフェース部２１を介して、舶用機器ネットワークシステム１を構成
する他の機器との間で各種の情報を送受信することができる。
【００４２】
　表示部２２は液晶ディスプレイ等で構成されており、ユーザの操作に応じて、センサ映
像や各種設定画面等を表示画面に表示することができる。センサ映像とは、センサ機器で
取得した情報をグラフィカルに表現した映像である。センサ映像の例としては、自船周囲
の海図を示すプロッタ映像、自船周囲のレーダエコーを示すレーダ映像、魚群探知機の魚
探映像等のほか、後述の３次元ナビゲーション映像を挙げることができる。
【００４３】
　操作部２３は、図２に示すように、表示部２２の表示画面の近傍に配置された各種のハ
ードウェアキー２６と、表示部２２の表示画面に配置されたタッチパネル２７と、を含ん
で構成されている。ユーザは、ハードウェアキー２６を操作したり、画面のタッチパネル
２７にタッチしたりすることで、多機能表示装置１１に各種の指示を行うことができる。
【００４４】
　図１に示す制御部２４は、ＣＰＵ等の演算部と、ＲＯＭやＲＡＭ等からなる記憶部と、
を備えている。これらのハードウェアと、上記記憶部に記憶された表示制御プログラムと
、が協働することにより、表示部２２の表示を制御することができる。
【００４５】
　具体的には、多機能表示装置１１の制御部２４は、上記した記憶部の記憶内容及び他の
舶用機器から受信した情報に基づいて、必要に応じて各種の前記センサ映像を作成し、表
示部２２に表示する。特に、制御部２４は、前記センサ映像の１つとして、自船の進行ル
ートの前方周辺の状況を３次元的に表現したナビゲーション映像（以下、３次元ナビゲー
ション映像と呼ぶことがある）を表示できるようになっている。なお、この３次元ナビゲ
ーション映像のための制御部２４の制御については後述する。
【００４６】
　ＧＰＳアンテナ１２は、ＧＰＳ衛星（ＧＮＳＳ衛星）からの測位信号を受信して、ネッ
トワーク１０を介して多機能表示装置１１等へ出力することができる。多機能表示装置１
１の制御部２４は、この測位信号に基づいて自船の位置（詳細には、ＧＰＳアンテナの位
置）を求め、制御部２４が備える自船位置記憶部３２に記憶している。なお、測位信号か
ら位置を求める演算をＧＰＳアンテナ１２側で行い、ＧＰＳアンテナ１２が自船の位置を
多機能表示装置１１へ出力する構成であっても良い。
【００４７】
　ここで、上記のＧＰＳ測位により求められる自船の位置は、経度及び緯度で表される地
球基準での絶対的な位置を示す。なお、以下の説明では、このような地球基準での絶対的
な位置を絶対位置と呼ぶことがある。
【００４８】
　多機能表示装置１１は、ＧＰＳ測位で求めた自船の位置と、多機能表示装置１１自身が
記憶している海図情報（地図情報）と、に基づいて、航法装置としての機能を発揮するこ
とができる。具体的には、多機能表示装置１１は、取得した自船の位置と、記憶されてい
る海図情報と、に基づいて、海図上に自船の位置を重畳して表示部２２に表示することが
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できる（プロッタ映像）。また、多機能表示装置１１は、時刻に応じて変化する自船の位
置を利用して、対地船速を求めたり、自船の航跡を求めたりして表示部２２に表示するこ
とができる。更に、多機能表示装置１１は、ユーザが目的地及びウェイポイント（経由地
）を指定することにより、航海ルート（設定ルート）を作成して表示部２２に表示するこ
とができる。
【００４９】
　なお、本実施形態のＧＰＳアンテナ１２は、自船の位置をより高精度に求めるために、
ディファレンシャルＧＰＳと呼ばれる方法で測位を行っている。具体的には、日本の沿岸
海域をカバーするように国内に多数設置されているＤＧＰＳ基準局においてＧＰＳ測位誤
差が計算され、この測位誤差が、ＤＧＰＳ基準局から補正情報として放送される（ＤＧＰ
Ｓビーコン）。ＧＰＳアンテナ１２はＤＧＰＳビーコン受信機としての機能を有しており
、ＤＧＰＳビーコンに含まれる補正情報に基づいて測位結果を補正することにより、自船
の位置を一層正確に求めることができる。
【００５０】
　上記のＤＧＰＳビーコンには、ＤＧＰＳ基準局に近い所定の観測場所（灯台等）で観測
された気象情報及び海象情報が含まれることがある。ＧＰＳアンテナ１２は、ＤＧＰＳビ
ーコンから得られた、気象情報及び海象情報（例えば、天気、風向、風速、水温、海流等
）と、観測場所の位置と、を多機能表示装置１１に出力することができる。
【００５１】
　レーダアンテナ１３はレーダ（センサ）を構成するものであり、マイクロ波の送信を行
うとともに、物標からの反射波を受信する。この反射波は、適宜の信号処理が行われた後
に、多機能表示装置１１へ出力される。多機能表示装置１１は、この反射波に基づいてレ
ーダ映像を作成する。具体的には、多機能表示装置１１の制御部２４は、マイクロ波を送
信してから反射波を受信するまでの時間から、物標の距離を求める。また、制御部２４は
、マイクロ波を送信した方向に基づいて、物標が存在する方向を求める。制御部２４は、
このようにしてレーダ映像を作成して、表示部２２に表示することができる。
【００５２】
　多機能表示装置１１は、レーダアンテナ１３から得られた情報を利用して、ＴＴ（Ｔａ
ｒｇｅｔ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ、目標追尾）機能を実現している。このＴＴ機能（ＡＲＰＡ
機能）は公知であるので詳細な説明は省略するが、レーダアンテナ１３から得られたレー
ダエコーに基づいて物標の位置を自動的に検出して捕捉するとともに、時間推移に伴う当
該物標の移動を追尾することにより速度ベクトルを推定するものである。多機能表示装置
１１の制御部２４は、追尾している物標（例えば他船）を、プロッタ映像、レーダ映像、
３次元ナビゲーション映像等のセンサ映像に重畳させて表示部２２に表示することができ
る。
【００５３】
　なお、レーダ探知の特性により、上記のＴＴ機能により得られる物標（他船）の位置は
、自船を基準にした相対的なものになる点に留意すべきである。即ち、ＴＴ機能による物
標の位置は、自船からの距離及び自船からの方位となる。
【００５４】
　魚群探知機１４は、振動子と、分析部と、から構成される。振動子は、船底等に設置さ
れ、所定のタイミング（例えば所定の時間毎）で海中の真下方向に向けて超音波を発射す
るとともに、海底又は魚群からの反射波を受信する。分析部は、受信した反射波を分析す
ることにより、魚群等を示すデータを作成し、多機能表示装置１１に出力する。多機能表
示装置１１の制御部２４は、受信したデータに基づいて魚探映像を作成して、表示部２２
に表示することができる。
【００５５】
　船首方位センサ１５は、自船の船首方向（船首が向いている方向）を、地球基準の絶対
的な方位で検出するように構成されている。一般的に船舶は、船首方向へ向かって前進す
る。従って、船首方位センサ１５は、船体の前進方向の方位を検出していると言うことも
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できる。船首方位センサ１５は、例えば磁気方位センサや、ＧＰＳコンパス等を利用する
ことができる。
【００５６】
　ＡＩＳ受信機１６は、他船に搭載されるＡＩＳ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ、船舶自動識別装置）が出力するＡＩＳ情報を受信するこ
とができる。このＡＩＳ信号には、当該他船の位置（絶対位置）、船速、及び針路等の情
報が含まれている。ＡＩＳ受信機１６は、他船から受信したＡＩＳ情報を多機能表示装置
１１に出力する。多機能表示装置１１の制御部２４は、受信したデータに基づいて、他船
を示すＡＩＳシンボルを各種のセンサ映像に重畳させて表示することができる。
【００５７】
　自動操舵装置１７は、設定された航海ルートに沿って自船が移動するように舵の操作を
自動的に行う装置である。具体的には、自動操舵装置１７は、船首方位センサ１５から取
得した船首方位と、多機能表示装置１１から取得した航海ルートと、に基づいて、自船の
船首をどれだけ変化させれば良いかを求める。そして、自動操舵装置１７は、求めた値に
応じて舵角を変化させることにより、自船の針路を航海ルートに一致させる。
【００５８】
　本実施形態の舶用機器ネットワークシステム１は、以上のように構成される。なお、舶
用機器ネットワークシステム１を構成する舶用機器は任意であり、上記で説明した以外の
舶用機器（例えば、センサの一種であるソナー）が接続される構成であっても良いし、同
種の舶用機器が複数接続される構成であっても良い。また、舶用機器が取得したデータの
処理は、当該舶用機器で行う構成であっても良いし、多機能表示装置１１の制御部２４で
行う構成であっても良い。
【００５９】
　次に、多機能表示装置１１において表示可能なセンサ映像の１つであるプロッタ映像の
表示例について、図３を参照して説明する。
【００６０】
　多機能表示装置１１の表示部２２は、ＧＰＳアンテナ１２から得られた船舶の現在の位
置情報に基づいて、海図上における自船の位置をグラフィカルに表示することができる（
プロッタ映像）。
【００６１】
　プロッタ映像の表示内容の例を図３に示す。このプロッタ映像においては、予め多機能
表示装置１１に記憶されている海図情報が表示される。
【００６２】
　海図情報とは、海岸線の形状や、水深、灯台や航路ブイの位置等を電子的に記録したも
のである。この海図情報には、水深が浅い危険区域の位置に関する情報や、ランドマーク
の位置や名称等の情報が含まれる。
【００６３】
　ランドマークとは、移動時の目印となるものである。航海時におけるランドマークの具
体例としては、灯台、港、山、島、航路ブイ等がある。なお、本明細書においてランドマ
ークとは、陸上に存在するものだけでなく、上記の航路ブイ等のように、海上に配置され
た目印も含む意味で用いられる。
【００６４】
　図３で示されているプロッタ映像の表示には、水深が浅い区域を示す浅水エリア６１と
、ランドマークである灯台を示すランドマークシンボル６２と、が含まれている。
【００６５】
　更に、プロッタ映像では、この海図に重畳して、ユーザ登録ポイントであるポイントマ
ーク６３と、ユーザ登録ポイントの特別な場合である母港を示す母港マーク６４と、が表
示される。
【００６６】
　ユーザ登録ポイントとは、ユーザによって登録された位置を意味する。ユーザは、例え
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ば、あるポイントにおいて魚が良く釣れたり、前記魚群探知機１４で魚群の反応があった
りした場合、操作部２３を操作することにより、現在の自船の位置をユーザ登録ポイント
として登録することができる。ユーザ登録ポイントが作成されると、ＧＰＳ測位により得
られた自船の位置、ポイントの登録日時、及び、ユーザが入力したポイントの名前等が多
機能表示装置１１に記憶される。
【００６７】
　更に、プロッタ映像では、設定したウェイポイントを示す目的地マーク６５と、目的地
までのコース（航海ルート）を示すルート線６６と、風の状態を示す風向風速アイコン６
９と、が表示される。
【００６８】
　航海ルートとは、航海計画に従ってユーザが多機能表示装置１１に指定する予定ルート
を意味する。ユーザは、例えば、表示部２２の画面に海図を表示させた状態で任意の地点
をタッチ操作することにより、自船を向かわせたい目的地、及び、目的地に向かう途中に
通過する中継点（中間的な目的地）等を、ウェイポイントとして入力することができる。
【００６９】
　設定されたウェイポイントには、通過する順番を示す番号が付されており、目的地マー
ク６５の近傍には当該番号が表示される。本実施形態の例では、ｎ番目のウェイポイント
であることを「Ｗｎ」のように表示しているが、表示の形態は限定されない。そして、こ
れらのウェイポイント（目的地マーク６５）を順番に結ぶようにルート線６６が表示され
る。途中のウェイポイントＷ１～Ｗ３を示す目的地マーク６５は丸印とされる一方、最終
目的地のウェイポイントＷ４を示す目的地マーク６５は旗のマークとされており、ユーザ
にとってより重要と考えられる最終目的地の表示が目立つように配慮されている。
【００７０】
　風向風速アイコン６９は、前記ＤＧＰＳビーコンで得られた気象情報のうち風向と風速
を示すものであり、観測地点の場所に表示される。風向風速アイコン６９において、風向
きは矢印の向きで表現され、風速は矢印の長さで表現されている。
【００７１】
　そして、プロッタ映像では、現在の自船の位置がボートアイコン７１で表示され、船首
方位がオートパイロットの設定針路７２として表示される。更に、プロッタ映像には、上
記のＴＴ機能で捕捉されている物標（他船）を示すＴＴターゲットアイコン６７と、ＡＩ
Ｓ受信機で得られた他船を示すＡＩＳ他船アイコン６８と、が表示される。これらのアイ
コンは、自船や他船等の状況に変化が生じた場合、その表示の位置や向き等がリアルタイ
ムで更新される。
【００７２】
　なお、図３に表示されている鎖線の領域（第１対象領域５６及び第２対象領域５７）は
、後述の３次元ナビゲーション映像の制御を説明するために図示したものであって、実際
にプロッタ映像に表示されるものではない。また、図３では表示されていないが、プロッ
タ映像では上記に加えて、予測される自船の進行方向や、実際に自船が通過した航跡等を
表示させるようにすることもできる。
【００７３】
　次に、３次元ナビゲーション映像について説明する。この３次元ナビゲーション映像は
、設定された航海ルートに従って進む自船の前方周辺の状況を、奥行き感を伴って表現し
たものである。
【００７４】
　３次元ナビゲーション映像の表示内容の例を図４に示す。なお、図４に示す３次元ナビ
ゲーション映像は、図３に示すプロッタ映像と同じ状況を、視点を変えて表現したものに
相当する。
【００７５】
　図４に示すように、この３次元ナビゲーション映像の下側には、左右方向に延びる第１
基準線９１が表示され、この第１基準線９１の上側には、左右方向に延びる第２基準線９
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２が表示される。
【００７６】
　第１基準線９１及び第２基準線９２は何れも水平方向に向けられており、互いに平行に
配置されている。また、第１基準線９１と第２基準線９２との間に複数の水平直線９３が
描かれており、これらの水平直線９３は、上側の第２基準線９２に近づくほど、その間隔
が狭まるように配置される。
【００７７】
　第１基準線９１と第２基準線９２との間には、第２基準線９２上の左右中央（１点透視
図法上の消失点）から放射状に延びる複数のパースライン９４が描かれる。これらの線９
１～９４により、自船の周囲に広がる水面（海面）が、上部が遠い側、下部が近い側とな
るように遠近法的に表現される。
【００７８】
　この水面が表現されている領域（即ち、第１基準線９１と第２基準線９２の間の領域）
においては、自船以外の各種のアイコン、シンボル及びマークが、自船からの方位に応じ
て、その表示位置が左右方向（水平方向）で変化するように表示される。また、アイコン
等は、自船からの距離に応じて上下方向の位置が変化し、かつ、大きさも変化するように
表示される。即ち、アイコン等を、自船からの距離が近いほど、下側に、かつ大きく表示
することで、遠近感が表現されている。従って、以下の説明では、上記の領域を遠近プロ
ット領域（第１表示領域）５１と呼ぶことがある。
【００７９】
　この遠近プロット領域５１の表示は、自船から見た近景の表示に相当する。ユーザは、
この遠近プロット領域５１に配置されるシンボルやマークの位置や大きさを見ることで、
注意すべき物標やポイントなどが自船から見てどの方位にどれだけ離れて位置しているか
を把握することができる。
【００８０】
　一方、この遠近プロット領域５１の上側では、自船以外の各種のアイコン、シンボル及
びマークが、自船からの方位に応じて、その表示位置が左右方向（水平方向）で変化する
ように表示される。ただし、アイコン等は、自船からの距離にかかわらず、上下方向の位
置が常に第２基準線９２のすぐ上の位置となるように、かつ、一定の大きさで表示される
。従って、以下の説明では、上記の領域を水平プロット領域５２と呼ぶことがある。
【００８１】
　この水平プロット領域５２の表示は、自船から見た遠景の表示に相当するが、上記のよ
うに遠近的な表現が排除されているため、リアルな遠近感よりも簡潔さ及び明瞭さを優先
したシンボリックな表現となっている。ユーザは、この水平プロット領域５２に配置され
るシンボルやマークを見ることで、注意すべき物標やポイントなどが自船からある程度以
上離れた場所にあることを理解できるとともに、当該物標やポイント等が自船から見てど
の方位にあるかを把握することができる。
【００８２】
　遠近プロット領域５１においては、自船に対してやや近い位置にある物標やマーク等（
浅水エリア６１ｘ、ポイントマーク６３ｘ、次の目的地マーク６５ｘ、ＴＴターゲットア
イコン６７ｘ、風向風速アイコン６９ｘ）が表示され、水平プロット領域５２においては
、自船から遠い位置にある物標やマーク等（ランドマークシンボル６２ｘ、母港マーク６
４ｘ、最終の目的地マーク６５ｘ）が表示される。
【００８３】
　近景である遠近プロット領域５１と比較して、遠景である水平プロット領域５２では、
重要又は目印になり易いかどうか等の基準で絞り込まれたアイコン等のみが表示される。
このように、遠近プロット領域５１と水平プロット領域５２とでは、アイコン等が表示さ
れる条件が異なっている。ただし、遠近プロット領域５１及び水平プロット領域５２のそ
れぞれにおいてアイコン等を表示する条件は、後述するようにユーザによって設定するこ
とができる。



(12) JP 6425913 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

【００８４】
　遠近プロット領域５１において、自船により近い領域を囲うようにガードライン５３が
表示されている。このガードライン５３より内側（ガードゾーン）に入ってきた危険区域
や物標等は、座礁や衝突等の危険性が高いことをユーザに知らせるため、ガードライン５
３の外側の危険区域や物標と比べて表示態様が異なるように表示される。図４においては
、浅水エリア６１ｘ及びＴＴターゲットアイコン６７ｘがガードライン５３の内側に入っ
たため赤色で強調表示されている様子を、図面表現の便宜上、ハッチングで表している。
ガードライン５３の内側に入った物標等の表示態様をどのように異ならせるかは任意であ
るが、例えば上記のように目立つ色での表示に変更したり、点滅表示させたりして、ユー
ザの注意を引くようにすることが好ましい。
【００８５】
　なお、ガードライン５３の内側に入っていなくても、物標等を強調表示することが好ま
しい場合がある。例えばＴＴターゲットアイコン６７ｘについては、物標と自船とが最も
接近した際の距離（最接近距離）を計算し、得られた距離が所定の距離より短い場合は、
ガードライン５３の外側にあったとしても強調表示し、自船に対する衝突の危険が生じて
いることをユーザに知らせることが好ましい。なお、上記の最接近距離の計算方法はＴＴ
機能において広く知られているので、詳細な説明は省略する。
【００８６】
　第１基準線９１の左右中央には、ボートアイコン７１ｘ及びオートパイロットの設定針
路７２ｘが表示され、航行ルート（ルート線６６ｘ）に対する自船の相対位置と、船首方
位と、を示している。また、このボートアイコン７１ｘの脇の位置には、自船の速度、Ｇ
ＰＳ測位による自船の絶対位置等が、デジタル計器の形で表示されている。これらにより
計器領域５４が構成されており、ユーザはこの表示を確認することで自船や周囲の状況を
詳細に知ることができる。
【００８７】
　なお、航行ルート（ルート線６６ｘ）に対する自船の相対位置が左右方向に変化した場
合、ボートアイコン７１ｘの表示位置は変わらず、その代わりに、遠近プロット領域５１
及び水平プロット領域５２における物標やマークの表示位置が全体的に左右方向に変化す
る。このように、自船の表示位置を常に左右中央に固定することで、実際に操船するユー
ザの感覚に近い映像を提供することができる。
【００８８】
　次に、多機能表示装置１１において、上述した３次元ナビゲーション画面のうち遠近プ
ロット領域５１及び水平プロット領域５２を表示するための制御部２４の構成について説
明する。
【００８９】
　制御部２４は、表示対象情報記憶部（記憶部）３１と、自船位置記憶部３２と、相対位
置取得部３３と、第１判定部３５と、第２判定部３６と、遠近プロット領域描画部３７と
、水平プロット領域描画部３８と、を備えている。
【００９０】
　表示対象情報記憶部３１は、３次元ナビゲーション映像に表示される可能性がある様々
な表示対象の情報を記憶する。この表示対象としては、海図に記録された水深が浅い危険
区域やランドマーク、ＴＴ機能で捕捉された他船等の物標、ＡＩＳで受信された他船、ユ
ーザ登録ポイント、航海ルート（ウェイポイント）、上記ＤＧＰＳビーコンによる気象情
報／海象情報、等を挙げることができる。
【００９１】
　表示対象情報記憶部３１には、表示対象の情報とともに、当該表示対象の位置の情報が
記憶される。なお、表示対象のうち、水深が浅い危険区域、ランドマーク、他船、ユーザ
登録ポイント、航海ルート（ウェイポイント）、気象情報／海象情報については、当該表
示対象の位置として、地球基準の絶対位置が表示対象情報記憶部３１に記憶される。一方
、ＴＴ機能による捕捉物標については、自船に対する相対位置が表示対象情報記憶部３１
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に記憶される。
【００９２】
　表示対象情報記憶部３１の記憶内容（表示対象）は、頻繁に（リアルタイムで）更新さ
れる情報であるダイナミック情報と、殆ど更新されない情報であるスタティック情報と、
に分類することができる。例えば、ＴＴ機能による捕捉物標や、他船は、その位置が変化
するのに伴って最新の情報で更新されるため、ダイナミック情報であるということができ
る。一方、海図情報に記録されている水深が浅い危険区域や、ランドマーク等は、スタテ
ィック情報であるということができる。
【００９３】
　また、表示対象情報記憶部３１の記憶内容は、外部との通信により受信した情報と、セ
ンサにより検出された情報と、海図情報から得られた情報と、に分類することもできる。
例えば、他船は、当該他船からのＡＩＳ情報を受信することで得られた情報であり、気象
情報／海象情報は、ＤＧＰＳ基準局からのＤＧＰＳビーコンを受信することで得られた情
報である。一方、ＴＴ捕捉物標は、センサであるレーダの検出結果に基づいて得られた情
報である。水深が浅い危険区域やランドマークは、海図情報から得られた情報である。
【００９４】
　自船位置記憶部３２は、ＧＰＳアンテナ１２からの測位信号に基づいて求められた自船
の絶対位置を記憶する。自船位置記憶部３２の記憶内容は、ＧＰＳ測位が繰り返されて新
しい自船位置が取得されるごとに、最新の自船位置で更新される。
【００９５】
　相対位置取得部３３は、表示対象情報記憶部３１で記憶されるそれぞれの表示対象につ
いて、自船から見た相対位置（自船からの距離及び方位）を計算して取得する。この相対
位置の計算に当たっては、自船位置記憶部３２に記憶された自船の絶対位置が用いられる
。なお、ＴＴ機能による捕捉物標については最初から相対位置が求められているので、相
対位置取得部３３による相対位置の計算は行われない。
【００９６】
　第１判定部３５は、表示対象の位置が、航海ルートを進む自船の前方近傍である第１対
象領域（図３の符号５６で示した領域）に入っているか否かを判断する。この第１対象領
域５６は、自船の位置と航海ルートの向きを基準にして、ある程度の距離と方位の範囲を
有するように定められる。第１判定部３５は、表示対象の位置が第１対象領域５６に入っ
ており、かつ所定の第１表示条件を満たした場合に、当該表示対象の遠近プロット領域５
１への表示を許可する。
【００９７】
　この第１表示条件は、その表示対象が何を示すものか、に応じて表示／非表示を定める
ものである。ユーザは、後述の３次元ナビゲーション設定画面（図５の「近景での表示」
セクション１０１を参照）によって当該条件を指定することができる。例えば、浅水エリ
ア６１やＴＴターゲットアイコン６７、ＡＩＳ他船アイコン６８については、自船に接近
すると危険なものであるため、遠近プロット領域５１に表示することが極めて好ましい。
また、その他のシンボルやマーク（ランドマークシンボル６２ｘ、ポイントマーク６３ｘ
、母港マーク６４ｘ、目的地マーク６５ｘ）等も、表示することでユーザが有用な情報を
得られる可能性が高いため、遠近プロット領域５１に表示することが好ましい。
【００９８】
　第２判定部３６は、表示対象の位置が、自船の航海ルートの前方で比較的遠方である第
２対象領域（図３の符号５７で示した領域）に入っているか否か、及び、所定の表示条件
を満たしているかを判断する。この第２対象領域５７も、第１対象領域５６と同様に、自
船の位置と航海ルートの向きを基準にして定められる。また、第２対象領域５７は、第１
対象領域５６より遠方となるように設定される。第２判定部３６は、表示対象の相対位置
が第２対象領域５７に入っており、かつ所定の第２表示条件を満たした場合に、当該表示
対象の表示を許可する。
【００９９】
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　この第２表示条件は、第１表示条件と同様に、その表示対象が何を示すものか、に応じ
て表示／非表示を定めるものである。ユーザは、３次元ナビゲーション設定画面（図５の
「遠景での表示」セクション１０２を参照）によって当該条件を指定することができる。
ただし、浅水エリア６１ｘやＴＴターゲットアイコン６７ｘ、航海ルート途中の目的地マ
ーク６５ｘは、自船から遠方にある場合は表示してもあまり意味がなく、かえって画面を
煩雑にしてしまう。従って、本実施形態の多機能表示装置１１では、第２表示条件におい
て表示／非表示を設定できるのは、ランドマーク、最終目的地、及び母港だけとしており
、それ以外については常に非表示としている。
【０１００】
　なお、上記の第１対象領域５６及び第２対象領域５７は図３のプロッタ映像を用いて説
明されているが、これは説明の便宜上の理由によるものである。前記第１対象領域５６及
び第２対象領域５７はプロッタ映像に設定される訳ではなく、自船や航海ルートとの実際
の位置関係で定義される。
【０１０１】
　以下、上記した表示の絞り込みについて、図３のプロッタ映像と、図４の３次元ナビゲ
ーション映像と、を比較しながら説明する。図３のプロッタ映像では、第２対象領域５７
の内部に、浅水エリア６１、ランドマークシンボル６２、ポイントマーク６３、母港マー
ク６４、複数の目的地マーク６５、ＴＴターゲットアイコン６７、ＡＩＳ他船アイコン６
８等が位置している。本実施形態では、これらのうち３次元ナビゲーション映像（図４）
の水平プロット領域５２に表示されるのは、遠くからも目印として実際に視認し易いラン
ドマークシンボル６２ｘと、母港マーク６４ｘと、複数のうち最終目的地（Ｗ４）を示す
目的地マーク６５ｘだけである。このように、水平プロット領域５２にはある程度絞り込
まれた形で各種シンボルやマークが表示されるので、ユーザは、画面から煩雑さを感じる
ことなく、航行に有用な情報を的確に得ることができる。
【０１０２】
　遠近プロット領域描画部３７は、第１判定部３５によって表示が許可された表示対象に
ついて、図４の遠近プロット領域５１に描画するように表示部２２を制御する。このとき
、表示対象の位置が、航行ルートの向きと平行に自船から引いた直線からみて左側に離れ
ているほど左側に、また、右側に離れているほど右側に表示されるように、表示対象が描
画される左右位置が制御される。また、遠近プロット領域描画部３７は、自船に近い表示
対象については遠近プロット領域５１の下側に大きく描画し、自船から遠い表示対象につ
いては遠近プロット領域５１の上側に小さく描画する。
【０１０３】
　水平プロット領域描画部３８は、第２判定部３６によって表示が許可された表示対象に
ついて、図４の水平プロット領域５２に描画するように表示部２２を制御する。このとき
、表示対象の自船から見た方位が、航行ルートの方位からみて左側に偏っているほど左側
に、また、右側に偏っているほど右側に表示されるように、表示対象が描画される左右位
置が制御される。ただし、水平プロット領域描画部３８は、表示対象が自船に近いか遠い
かにかかわらず、当該表示対象が描画される上下方向の位置は（第２基準線９２のすぐ上
で）変わらないように、また描画される大きさも変わらないように表示部２２を制御する
。
【０１０４】
　これにより、図４の３次元ナビゲーション映像における遠近プロット領域５１では、浅
水エリア６１ｘ、ポイントマーク６３ｘ、１番目の目的地マーク６５ｘ、ルート線６６ｘ
、ＴＴターゲットアイコン６７ｘ、及び風向風速アイコン６９ｘが、自船からの距離及び
方位に従って、遠近感を伴って表示される。また、水平プロット領域５２では、ランドマ
ークシンボル６２ｘ、母港マーク６４ｘ、及び最後の目的地マーク６５ｘが、自船からの
方位（のみ）に従って、第２基準線９２上で並んで表示される。
【０１０５】
　なお、遠近プロット領域５１に表示されるもののうち、ＴＴターゲットアイコン６７ｘ
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は、上記のダイナミック情報であり、センサであるレーダ装置により検出された情報であ
るということができる。風向風速アイコン６９ｘは、外部との通信（ＤＧＰＳビーコン）
により受信した気象情報／海象情報であるということができる。また、水平プロット領域
５２に表示されるもののうち、ランドマークシンボル６２ｘは、上記のスタティック情報
であり、海図情報から得られた情報であるということができる。
【０１０６】
　このように、近景の表示対象（物標やポイント）については、自船との距離を反映させ
た位置関係が遠近プロット領域５１で表現され、遠景の表示対象については、自船との距
離とは無関係に方位だけを反映させた位置関係が水平プロット領域５２で表現される。以
上により、ユーザは、近景については自船の周囲の状況を遠近感を伴って直感的に理解で
きるとともに、遠景については特に重要な地点の概ねの方位を知ることができるといった
ように、自船の航行に有用な情報を的確な形で得ることができる。
【０１０７】
　次に、前記の第１表示条件及び第２表示条件をユーザが設定可能にするための３次元ナ
ビゲーション設定画面について、図５を参照して説明する。
【０１０８】
　操作部２３の操作に応じて、多機能表示装置１１の制御部２４は、図５に示すような３
次元ナビゲーション設定画面１００を表示部２２に表示することができる。この３次元ナ
ビゲーション設定画面１００では、「近景での表示」セクション１０１と、「遠景での表
示」セクション１０２と、に区別して、それぞれどのような表示対象を表示／非表示とす
るかをユーザが指定することができる。なお、「近景での表示」とは遠近プロット領域５
１での表示設定を意味し、「遠景での表示」とは水平プロット領域５２での表示設定を意
味する。
【０１０９】
　「近景での表示」セクション１０１では、ランドマーク、最終目的地（即ち、最終目的
地のウェイポイント）、母港、ルート（即ち、ルート線及び途中のウェイポイント）、ポ
イント（ユーザ登録ポイント）、ターゲット（ＴＴターゲット及びＡＩＳ他船シンボル）
、浅水エリア、及び風の状況（風向風速アイコン）のそれぞれについて、表示するかしな
いかを指定することができる。この指定の操作は、表示部２２が備えるタッチパネル２７
を利用して、それぞれの項目のオン／オフボタンに相当する場所にユーザが触れることで
行うことができる。これにより、ユーザは自分の好み等に応じて、近景である遠近プロッ
ト領域５１にどのような表示対象を表示するか（第１表示条件）を設定することができる
。
【０１１０】
　また、「近景での表示」セクション１０１では、自船付近で危険なオブジェクトが検出
された場合、それを強調表示するか否かを設定することもできるようになっている。これ
により、ユーザは、前記ガードライン５３より内側にある浅水エリアや、上記の最接近距
離が所定値以下であるＴＴターゲット等が検出された場合に、図４のように強調表示する
か否かを指定することができる。
【０１１１】
　「遠景での表示」セクション１０２では、ランドマーク、最終目的地、及び母港のそれ
ぞれについて、表示するかしないかを指定することができる。これにより、ユーザは自分
の好み等に応じて、遠景である水平プロット領域５２にどのような表示対象を表示するか
（第２表示条件）を設定することができる。
【０１１２】
　なお、「遠景での表示」セクション１０２でユーザが表示／非表示を指定できる情報の
対象の数は、「近景での表示」セクション１０１でユーザが表示／非表示を指定できる情
報の対象の数よりも少なくなっている。これにより、近景では自由度を高く、遠景では簡
潔に、表示の設定を行うことができる。また、自船の近傍の状況と、広域的な状況との間
で、表示される情報量の好適なバランスを自然に実現することができる。
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【０１１３】
　更に言えば、「近景での表示」セクション１０１においてユーザが表示／非表示を指定
できる情報の対象のうち一部のみが、「遠景での表示」セクション１０２においてもユー
ザが表示／非表示を指定できるようになっている。従って、２つの表示条件の関係が整理
し易くなるので、それぞれの条件の設定が容易になる。
【０１１４】
　以下、３次元ナビゲーション映像を生成する際に制御部２４が行う表示処理について、
図６のフローチャートを参照して説明する。図６は、３次元表示対象を表示するときに制
御部２４が行う処理を示すフローチャートである。
【０１１５】
　初めに、制御部２４は、表示対象情報記憶部３１に位置が記憶されている表示対象につ
いて、その絶対位置と、ＧＰＳ測位により得られた自船の絶対位置と、に基づいて、表示
対象の相対位置（自船からの距離又は自船から見た方位）を算出する（ステップＳ１０１
）。なお、図６のフローチャートでは特に示していないが、表示対象のうちＴＴ機能で捕
捉された他船の位置については、既に相対位置が求められているため、ステップＳ１０１
の処理はスキップされる。
【０１１６】
　次に、制御部２４は、表示対象の位置が、図３で示す第１対象領域５６に入っているか
否かを判定する（ステップＳ１０２）。この位置の判定に際しては、本実施形態ではステ
ップＳ１０１で計算した表示対象の相対位置を用いているが、絶対位置で判定しても良い
。表示対象の位置が第１対象領域５６に入っていた場合、制御部２４は、その表示対象が
前述の第１表示条件を満たすかどうかを判定する（ステップＳ１０３）。なお、表示対象
の遠近プロット領域５１への描画の際、ステップＳ１０１で求められた相対位置（表示対
象の自船から見た距離及び方位）に基づいて、その描画位置が計算される。第１表示条件
を満たしていた場合、その表示対象を遠近プロット領域５１に描画する（ステップＳ１０
４）。第１表示条件を満たさない場合、遠近プロット領域５１への描画は行われない。
【０１１７】
　次に、制御部２４は、表示対象の位置が、図３で示す第２対象領域５７に入っているか
否かを判定する（ステップＳ１０５）。表示対象の位置が第２対象領域５７に入っていた
場合、制御部２４は、その表示対象が前述の第２表示条件を満たすかどうかを判定する（
ステップＳ１０６）。第２表示条件を満たしていた場合、その表示対象を水平プロット領
域５２に描画する（ステップＳ１０７）。なお、表示対象の水平プロット領域５２への描
画の際、ステップＳ１０１で求められた相対位置（表示対象の自船から見た方位）に基づ
いて、その描画位置が計算される。第２表示条件を満たさない場合、水平プロット領域５
２への描画は行われない。
【０１１８】
　制御部２４は、ステップＳ１０１～Ｓ１０７の処理を、全ての表示対象について処理が
完了するまで反復する（ステップＳ１０８）。以上により、３次元ナビゲーション映像へ
の表示対象の描画処理が実現される。
【０１１９】
　以上に示すように、本実施形態の多機能表示装置１１は、表示対象情報記憶部３１と、
表示部２２と、制御部２４と、を備える。表示対象情報記憶部３１は、情報を当該情報の
位置とともに記憶可能である。表示部２２は、情報を表示可能である。制御部２４は、遠
近プロット領域５１と、水平プロット領域５２と、を同時に表示するように表示部２２を
制御する。遠近プロット領域５１においては、多機能表示装置１１が搭載される自船から
の距離が遠くなるに従ってその表示位置が上側になるように当該情報が表示される。水平
プロット領域５２においては、自船からの方位に応じて左右方向での表示位置を変化させ
るとともに、自船からの距離にかかわらず上下方向での表示位置は一定となるように当該
情報を表示する。
【０１２０】
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　これにより、ユーザの実際の視線に近い表示を実現しつつ、広域的な状況は簡潔に、自
船近傍の状況は詳細に、というように、全体と詳細のバランスが良好にとれた形で情報を
ユーザに提供することができる。
【０１２１】
　次に、３次元ナビゲーション映像の表示に関する他の例について、図７を参照して説明
する。
【０１２２】
　即ち、３次元ナビゲーション映像の遠近プロット領域５１において、奥行き感を持たせ
ながら自船の周囲の水面（海面）を表現する方法としては、図４のような、直交座標平面
を１点透視図法で描く方法に限定されない。例えば、図７に示すように、自船の位置から
周囲に放射状に延びる放射直線９５と、自船の位置を中心とする上下方向に潰れた楕円弧
９６と、を用いる方法が考えられる。これにより、水面は、自船の位置を原点とする極座
標平面のような形で表現される。図７の表示例では、ガードライン５３は、楕円弧として
表現される。
【０１２３】
　なお、図７の表示例では、遠近プロット領域５１と水平プロット領域５２とを区切るよ
うに、方位目盛り９７が表示されている。これにより、ユーザは、遠景に表示される灯台
や母港等がどの方位にあるかを、ランドマークシンボル６２ｘや母港マーク６４ｘ等と方
位目盛り９７を参照することで、容易に理解することができる。
【０１２４】
　以上に本発明の好適な実施の形態を説明したが、上記の構成は例えば以下のように変更
することができる。
【０１２５】
　第１対象領域５６及び第２対象領域５７は、図３のように設定することに限定されず、
３次元ナビゲーション映像の大きさ等に応じて任意の形状の領域に設定することができる
。具体的には、例えば第１対象領域５６が扇型になるように設定することができる。また
、第２対象領域５７において自船からの距離の上限を設けず、表示対象が自船からどこま
で遠くても方位の条件を満たす限り水平プロット領域５２に表示するように変更すること
ができる。
【０１２６】
　３次元ナビゲーションに表示する表示対象の構成は、上記したものに限らず、適宜変更
することができる。例えば、ＴＴ機能で捕捉した物標（他船）の航跡を、近景である遠近
プロット領域５１でのみ表示するように変更することができる。また、風向風速アイコン
に代えて、又はそれに加えて、天気、水温、海流等をアイコン等の形で表示するように変
更することができる。更に、上記ランドマークのうち航路ブイについては、遠方にある場
合には目印になりにくいので、遠景である水平プロット領域５２においては表示されない
ように構成しても良い。
【０１２７】
　前記計器領域５４には、自船の位置等に加えて、あるいはこれに代えて、エンジン回転
数、燃料量、魚探映像、自船で計測した風向及び風速、水深等を表示するように構成する
ことができる。計器の表示態様としては、デジタル的な表示、アナログ計器を模した表示
、グラフ表示等、様々な態様が考えられる。また、計器領域５４を、水平プロット領域５
２の上側に配置しても良い。
【０１２８】
　上記実施形態において、３次元ナビゲーション映像に表示する自船（ボートアイコン７
１ｘ）の表示位置は常に左右中央に固定されている。これに代えて、例えば、上記の航海
ルート（ルート線６６ｘ）を常に左右中央に表示し、当該航海ルートに対する自船の位置
が変化するのに伴い、ボートアイコンの表示位置が左右に移動するように変更することが
できる。
【０１２９】
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　上記実施形態の多機能表示装置１１は、船舶以外の移動体にも搭載して利用することが
できる。また、多機能表示装置１１の機能が、スマートフォン等の適宜の携帯デバイスに
おいて実現されても良い。
【符号の説明】
【０１３０】
　１　舶用機器ネットワークシステム
　１０　ネットワーク
　１１　多機能表示装置（情報表示装置）
　２２　表示部
　２４　制御部
　３１　表示対象情報記憶部（記憶部）
　５１　遠近プロット領域（第１表示領域）
　５２　水平プロット領域（第２表示領域）
　５６　第１対象領域
　５７　第２対象領域

【図１】 【図２】
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