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航空機向け統合地図表示装置
Integrated Map Display for Aircrafts

ベクタ型データを用いた電子地図やディジタル標高モデルなどの地理情報システム（GIS）を構築する動きが，

近年活発化している。当社は,多様な地理情報を航空分野のユーザに的確に提示する手段として,統合地図表示

装置を開発した。詳細な地図情報をレイヤ単位で管理することにより，ユーザが希望通りに画面の表示内容を

取捨選択できるようにし，独自開発の描画エンジンを用いた高速多重描画で30 Hzの表示更新を実現した。ベ

クタ型データを用いた表示では，必要な情報のみを選択表示し煩雑さを回避することが可能となり，標高デー

タを用いた表示では，陰影図による起伏表現などで地形に関する状況認識の向上を図った。さらに双方を統合

した表示では，航行領域周辺の高度警戒情報上に高圧線や計画飛行経路を重畳するなど，飛行運用の安全性向

上を支援することが可能である。

本稿では統合地図表示装置の概要と運用表示例を紹介する。
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Recently, the trend of building Geographic Information Systems (GIS), such as an electronic map

using vector data and a digital elevation model, has been active. We have developed the Integrated Map

Display as an appropriate means of showing various geographic information for aviation users. The

management of detailed map information on a  layer basis can supply the users a free selection of image

contents as desired, and also an original drawing engine can provide them  high-speed multilayer draw-

ing and updating screen images at 30 Hz. With the images from vector data, the presentation of only

selected information can be available and efficient for the avoidance of complexity by information glut.

With the images from elevation data, a shading effect contributes to raising the awareness of terrain

situations. Moreover, the integrated images of vector data and elevation data can upgrade the flight

safety by overlaying such information as high-voltage power wires and a planned flight path onto the

altitude alert information of flight area.

  This paper introduces an outline of the display image of Integrated Map Display, and some examples

of the display image.

1. は  じ  め  に

衛星を利用したリモート・センシングによる測量探査

技術や情報処理技術の向上により，ディジタル地図デー

タ作成の技術革新が急速に進んでいる。これに伴い，位

置情報とその属性情報を結びつけた地理情報システム

（GIS：Geographic Information Systems）が，幅広い分野

や用途で注目されている。

また航空分野では，電子装備の近代化に伴い統合計器

が登場し，GPS（Global Positioning System）の測位精度

が向上して航行支援への適用も進んでいる。このため，

コックピットに搭載される多機能表示装置（MFD：Multi

Function Display）に対する高性能地図表示への要求が高

まっている。

これらの要求に応えるため，当社はRISC（Reduced In-

struction Set Computer）プロセッサやFPGA（Field Pro-

grammable Gate Array），DSP（Digital Signal Processor）

を使用した独自の高速描画エンジンを開発し，航空機の

コックピットにおいて，GISの持つ空間情報を高速かつ

詳細に可視化し表示する手段として，統合地図表示装置

を開発した。

2. 機　　能

統合地図表示装置は，自機または設定した位置周辺の

地理情報から標高MAPやベクタMAP等を生成し，液晶

ディスプレイに表示する装置である。装置内には使用す

る地理情報を格納しており，情報の共有化と保守・管理

の性能向上が可能である。格納した地図データを複数の
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図1　統合地図表示装置の主な構成
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描画エンジンで並列に描画及び画像処理し，描画結果は

要素毎にレイヤに分けて管理し表示する。レイヤ管理に

より効率的な情報ハンドリングが可能となり，ユーザ自

身が必要な情報を選択し計画や意思決定に利用するとい

う，ユーザ指向の表示を実現している。また，ナビゲー

ションに要する多様な情報を的確に表示することで地形

認識を容易にし，航空機の安全運用へ寄与できる。

統合地図表示装置の主な機能を，以降に示す。

（1）表示レイヤの選択及び設定

ユーザは，装置前面のベゼル・スイッチから，各レ

イヤの表示／非表示を設定できる。

（2）陰影表示機能

標高MAP表示において，ピクセル毎に標高値を補間

し，滑らかで違和感のない陰影表示を実現している。

（3）ズーム機能

ベクタMAP表示において，表示倍率に合わせた描

画を行い，詳細度（解像度）を劣化させずに拡大ズー

ムを行うことができる。

（4）正立した文字表示

JIS第二水準までの日本語に対応し，北を上に表示

するノースアップと同様に，機首方位を上に表示す

るヘディングアップ・モードにおいても，正立した

文字を表示可能である。

（5）高速更新

画像メモリへの高速アクセスや，FPGAを用いた高

速アフィン変換により，詳細な地図表示画面の更新

レートは最大30 Hzである。

（6）高速追従性

展開する地理データをタイルに分割し，部分更新を

行うことにより，2万5千分の1地図の表示において，

追従可能な機体速度は約250 kt（463 km/h）である。

3. GISのデータ形式

統合地図表示装置が地図生成に使用する地理情報は

GISのデータである。一般に，GISのデータはその形式に

よって，ラスタ型データとベクタ型データとに分けるこ

とができる。ラスタ型データには，地表面を等間隔の格

子に区分し，各格子点における標高値や土地利用データ

を順番に並べたメッシュ・データと，ビットマップなど

の画像データがある。ベクタ型データは，線及び線で囲

まれた面の座標値で道路，河川，等高線，行政界などの

地図情報を記述したものであり，個々の地理的対象物毎

にデータ化されているため，ラベルを付加して属性を管

理し，区別することができる。

4. 構成と各部の動作

航空機向け統合地図表示装置の主な構成を，図1に示す。

本装置は，地理情報処理部，レイヤ処理部及び表示処

理部に大別できる。

4.1 地理情報処理部

表示処理部は，地理情報データを格納するためのメモ

リ・モジュール，機体情報（自機位置や姿勢等）の管理及

び地図データ・バスの制御を行うためのプロセッサ・モ

ジュール，電源モジュールからなる。

4.2 レイヤ処理部

レイヤ処理部は，3つの描画モジュールとレイヤ統合

モジュールからなる。各描画モジュール内の基本構成は

共通となっており，RISCプロセッサの制御により，必要

な地理情報データをモジュール内に取り込み解凍し，

DSP による演算及びレンダリング処理とFPGAによる描
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図2　高度警戒情報 図3　地形断面表示

画を行う。レイヤ統合モジュールは，各描画モジュール

の描画結果を要素毎に独立したレイヤとして受け取り，

各レイヤ・データの比較，優先順位判定，透過重畳処理

等を行い，表示画像データを決定する。

3つの描画モジュールは描画対象毎に，ラスタ描画モ

ジュール，文字・シンボル描画モジュール，直線描画モ

ジュールと呼ばれる。

ラスタ描画モジュールでは，主にラスタ型データを用

いて描画を行う。標高値メッシュ・データを用いる場合に

は，RISCプロセッサとFPGAで表示倍率と機首方位に合

わせて標高値を補間演算した後，DSPで表示する各地点

の傾斜を演算し，表示階調を決定する。画像データを用い

る場合には，ヘディングアップ・モードに対応するために

FPGAで機首方位に合わせて画像を回転させる。

文字・シンボル描画モジュールでは，ベクタ型データ

のうち文字及び記号に関するデータを用いて描画を行う。

地図記号や文字の種類と位置情報を，RISCプロセッサと

DSPで表示倍率に合わせて演算し，地図要素のグループ

毎にFPGAで描画して各レイヤ・データを決定する。

直線描画モジュールでは，ベクタ型データのうち，直線

及び塗りつぶし領域に関するデータを用いて描画を行う。

等高線・道路等は直線の座標値を，湖沼・管制域等はその

領域面を囲む直線の座標値を，文字・シンボル描画モ

ジュールと同様に描画し，レイヤ・データを決定する。

4.3 表示処理部

表示処理部は，液晶表示部及び操作部（スイッチ及びボ

リューム）からなるフロント・パネル・モジュール，バッ

クライト・モジュール，操作部の設定に従って制御を行

うためのフロント制御モジュールからなる。

5. 運用表示例

統合地図表示装置では，運用用途により使用するデー

タを使い分けている。メッシュ・データの主な表示例と

して標高MAP表示を，画像データの表示例としてペー

パMAP表示を，ベクタ型データの表示例としてベクタ

MAP表示を紹介する。

5.1 標高MAP表示

標高MAP表示は，格子状に配置された標高値を用い

て陰影処理（シェーディング）を施し，地形を擬似3次元

的に表示するものである。

文字・シンボル描画モジュールで生成した方位指示器

等の計器画像や計画飛行経路，直線描画モジュールで生

成した高圧線や鉄塔等との重畳表示も可能である。特に，

標高値のデータから通常の陸地と湖沼・河川等の水系を

識別するのは不可能であるが，これらの水系をベクタ描

画し，重畳表示することにより水系の識別が可能となる。

図2に，標高MAP表示例の一つとして，高度警戒情報

表示を示す。各地点の標高値と自機高度との相対差を求

め，その値に応じて色分けし，シェーディングと併せて

表示することにより，対地接近防止効果がある。

さらに，各地点を同じ高さの帯毎に色分け（段彩）し，

シェーディングと併せた陰影付き段彩図も，表示可能で

ある。一定の等高線の間を高度別に色を変えて塗った画

像となり，緩慢な起伏を見やすく表示できる。

図3は，地形断面表示の例である。地形断面表示は，機

体進行方向や計画飛行経路上の各地点の標高値をトレー

スし，グラフで示したものである。対地クリアランスを

視覚化し，地形認識を容易にすることができる。

同様に，自機直下を中心として放射状に位置する各地
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図4　ペーパーMAP表示 図5　ベクタMAP表示

点の標高値をトレースし，自機高度を用いて可視性を判

定して表示する視野分析表示も可能である。

5.2 ペーパMAP表示

ペーパMAP表示は，紙地図をスキャナで読み取り，画

像データとして画面に表示するものである。図4に，ペー

パMAPの表示例を示す。

地図上における自機の位置を容易に確認できること，区

分航空図の境界付近を飛行する場合に複数の図葉を見渡す

必要がないことなど，操縦者の負荷低減に貢献できる。

5.3 ベクタMAP表示

ベクタMAP表示は，図形要素の種類と座標値から直

線，塗りつぶし領域，記号，文字等を描画及び配置して

画面を構成し，30 Hzの更新レートで地図として表示す

るものである。複数のレイヤ・データの多重描画を行っ

ているため，操縦者の希望に沿って必要な情報のみを選

択表示し，地形認識を阻害するような煩雑さを回避する

ことが可能である。

レイヤのグループ構成及び表示/非表示については，操縦

者自身による設定が可能である。以下に設定の例を示す。

・飛行場付近を航行する場合には，管制領域とその属性

情報を表示し航行に使用する。

・急傾斜地と緩傾斜地で表示する等高線の種類（標高間

隔）を変更し，地形認識に利用する。

・市街地では幅の広い道路のみを表示し，目標物の少な

い山間部では，全ての道路を網羅的に表示する。

また，ベクタMAP表示で使用する図形の座標は，表示

倍率に合わせて演算されているため，ズーム実行時にも

線幅や文字サイズを一定にし，解像度を維持することが

可能である。また，ヘディングアップ・モード時におい

ても，回転せずに常に正立した文字を表示できるため，

判読がしやすい。図5に，ベクタMAPの表示例を示す。

5.4 その他の表示

（1）アプローチ・チャート表示

空港毎に規定されている着陸誘導システムや無線標

識の設備情報などを示し，滑走路への進入経路及び

方式を表示する。

（2）土地利用MAP表示

牧草地，森林，住宅密集地などの土地利用情報を，区

分毎に異なる色で表示する。救助・非常時における

着陸適地の選定に有効である。

6. お  わ  り  に

コックピットで要求される表示情報は，更なる多様化

が予想される。山岳部での遭難救助時に，風向・風速等

の気象情報や飛行限界高度を表示する，大規模震災の災

害援助時に着陸可能範囲や崩壊危険地形を表示するなど，

特に航空救助の分野において，有効な表示への需要は高

まるばかりである。

今後も地図情報をベースとした，様々な空間情報を的

確に表示する装置を提供し，航空機の安全性向上と様々

な運用に対応する不断の努力を惜しまない所存である。
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