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Abstract 

Nowadays, advanced systems are becoming increasingly sophisticated with technological progress. However, support systems 

for cooperative work have not yet been sufficiently studied. To understand and support the organisation of collaborative activity, 

it is important to develop safe and efficient systems in the real world. Moreover, good team cooperation can contribute to 

reducing workload and preventing human error. 

In this paper, we first introduce three research attempts that focus on cooperative work based on field analysis. This research 

shows ideas about how we should develop collaborative work from a scientific approach. After that, we present our new research 

concept for systems supporting cooperative activity. We also introduce research into the remote tower concept, which is 

advanced air traffic tower control using augmented reality systems, as a new research orientation of support technology for the 

future of Air Traffic Control Systems. 
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1.  はじめに 
組織における協調作業について、コンピュータ技術を

用いて業務支援をする研究・開発が行われるようになっ

てきている。これらの研究の主な目的はチームやグルー

プで協調作業を行うために必要なコンテクストの共有、

状況認識の補助および意思決定のプロセス等を支援する

ことにある。 

今日の複雑化した大規模システムでは、作業者は個人

では無く、チームやグループとして業務につくことがほ

とんどで、いわば彼らの業務はいずれも協調作業の要素

があるといえる。 

協調作業をより正確に、かつ効率的に行うことが実現

できれば、システムの運用は今以上に安全で確かなもの

とすることが可能で、システムとしてこれらを適切に補

助することは重要な課題であるといえる。 

本稿では、航空管制業務において協調作業を支援する

ためのシステム構築を目的とし、それらに必要となる基

礎的な考え方と技術動向についていくつか調査したので、

報告する。 

 

2.  協調作業に関する研究 
この章では、協調作業の効果がどのようなものであり、

協調作業はどのような構成なのか、システムとしてどの

ように機能しているかということを明らかにするために

行われた研究事例について紹介する。 

 

ロンドン地下鉄管理センターの研究
 

Heath と Luff らは、ロンドンの地下鉄（Backerloo Line）

のコントロールルームにおいてエスノメソドロジーの立

場から興味深い分析を行っている[1,2,3]。地下鉄のコン

トロールルームの作業は、通常はある程度マニュアル化

された業務内容があり、それぞれの係りに対して作業が

割り当てられ、4～6 名程度の作業員が作業を行っている。

コントロールルームの中には、地下鉄の運行状況を示す

ラインダイアグラムやコースの様子を示すビデオ

（CCTV）、アナウンスを行うための PA（Public Address），

列車の運転手との通信を行う電話といった通信機器が配

置されている。Heath と Luff らが、このような環境にお

ける協調行動の特徴として作業者間相互の“認識

（awareness）”が重要な役割を果たしていることをあげ

た。その事例として、ホームの乗客に対して交通の遅れ

などをアナウンスする DIA （ Divisional Information 

Assistance）は列車のコントローラの行動（どのような情

報を得ているか、また運転手とはどのような会話をして

いるか）といった作業を見聞きして状況を把握し、乗客

に対して PA を通して適切なアナウンスを行なうといっ

た具体的に協調行動を行なっている事例を挙げている。 

また、お互いの作業を認識することにそれぞれの機器

が重要な役割を果たしていることを指摘している。例え

ば、DIA が CCTV のモニタを眺める様子やラインダイア

グラムをしばしコントローラが眺めるといったしぐさを

見て、それぞれが何に注意を向け、どのような作業を行

なっているかを推測することができるという具合である。 

 

操作 チェック

モニタ

機器

コミュニケーション

awareness
他の作業者 作業者１

作業者２  
図 1 協調作業を支える awareness 

 

このように、他の作業者がどのような作業を行なって

いるかを認識することが、円滑な協調作業にとって重要

であり、また，適切に機器を設計、配置し、作業の様子

がオープンになるような環境を整備することが、互いの

作業の認識を促す為に重要な意味を持つことがわかる。

また、このように熟練者であれば、機器を操作する仕草

や機器をモニタリングする目線、少しの対話によって、

相手の作業者の状態を推測できるようになり、このよう

に集団において相手がどんな作業を行なっているか、何

を考えているかがわかる状態は斉一性が高い状態である

と呼ばれる。 

 

航空会社の地上オペレーション 

 Suchman は航空会社の地上オペレーションを対象と

した共同作業の分析を行なっている[4]。オペレーション

ルームにはグランドでの作業の状況を捉えるための各ボ

ーディングゲートのビデオカメラからの映像用モニタが

設置されている。ここで、フライトトラッカーと呼ばれ

るパイロットにゲートへの到着を許可する作業者が、パ

イロットとの情報交換をする中で、モニタを見ながら「ボ

ーディンゲートを引き上げ終わっているからシップは出
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発するはずだ」という理由で、他の到着航空機に対しゲ

ートが空くまでの間、しばらく待機するようにパイロッ

トに説明している事例を紹介している。 

 Suchman の主張が興味深いのは、このような作業手

順、あるいは作業に関する規範的ルールを、それがそこ

に存在することが観察できたという社会学的説明の根拠

に用いるのではなく、作業者自身（ここではフライトト

ラッカー）が、そのような作業の手順が標準化されてい

ることによって相手の作業を理解、予測できたと述べて

いる点である。 

 つまり，作業手順（ワークフロー）のような規範的

ルールの存在が行動間の順序関係の必然性を既定すると

いうことではなく、むしろそういったルールが存在して

いるという認識を共有することが、作業者間の巧みな連

携を支えているということである。このことから，マニ

ュアルなどで作業の手順を共有することが、単に作業を

効率化するという効果があるだけではなく、相互に作業

の背景としての作業手順の存在を推測し、それによって

共同作業が円滑になるという効果があることを示してい

る。 

 

航空機のコックピットにおける研究 

 Hutchins はこれまでに航空機のコックピットなどを

対象とした，集団と技術のあり方についての事例研究を

行っている[5,6,7]。例えば Hutchins は、航空機のコックピ

ットにおいて用いられる着陸進入スピードとフラップ角

の関係について記載したスピードカードによって、この

分散認知の視点で説明を行なっている。飛行機の全重量

に応じて適切に選択されたスピードカードを 2 人のパイ

ロットの間に配置することによって、この情報へのアク

セスが分散し、情報の保持の冗長性と情報処理の冗長性

が促され、チームとしての柔軟性が生み出される。 

スピードカード

キャプテン コ・パイロット

冗長的な
情報の流れ

 

図 2 分散認知の視点、情報の分散による冗長性 

 

Hutchins の立場は、このように知識や情報の所在や流

れに注目し、それらの冗長性を明らかにすることによっ

て、集団としての安定性や柔軟性を捉えることができる

というものと言える。 

 

3.  協調型表示装置 
本稿に関係した研究では、液晶型ディスプレーを用いて、

12 画面の集合ディスプレーを作成し、4 台のコンピュー

タのグラフィックスカードを同期させることで、1 枚の

画像として映像を表示できることを可能とする仕組みを

構築した。作成した集合ディスプレーを図 3 に示す。 

 

 

図 3 開発した 12 面集合ディスプレー 

 

この集合ディスプレーの表示技術は組合わせを自由に変

更することが可能で、現在は縦 7 列×横 3 列の 21 面の集

合ディスプレーにフォーメーションを変更し、タワー管

制業務の仮想映像環境を表示するための仕組みに組み替

えている。 

 

・ 映像合成・統合技術
・ 拡張現実技術
・ User Centred Design
・ 目標自動追尾技術
・ リモートでの情報転送技術

管制塔から見えるViewをカメラから撮り、コンピュ
ータを介して合成画像で再現する

空港管制

拡張型業務環境
（集合型ディスプレー）

拡張現実処理

 
図 4 タワー管制業務への応用コンセプト 

 

 また、複数台のカメラから撮影された入力情報をシー

ムレスに 1 枚画像として、これら集合ディスプレーに表
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示し、実視覚情報と同様な情報を表示できるようにする

カメラ側の情報処理の仕組みを構築した。この仕組みの

概念図について図 4 に表示する。 

これらの仕組みの応用可能な事例として具体的にタワー

管制業務のための支援システムを構築すること研究とし

て考えていることころであり、4 章ではそれらについて

の海外等で行われているコンセプトや先行研究事例につ

いて紹介する。 

 

4.  タワー管制業務環境へ活用コンセプト 
タワー管制業務を効率的に支援するために、欧米で考え

られている仕組みの一つにリモートタワーというものが

ある。リモータワーは通常 1 日あたり 10 便程度と飛行便

数の少ない地方空港などを対象として、航空管制業務を

遠隔的に行うことを目的にしたものである。地方空港を

センターから遠隔で管制業務を実施することで、管制官

の配置されていない小空港の業務をまとめて、効率的に

管理、運用することが期待されている。 

日本では飛行便数が少ない空港では、管制官が配置さ

れていないケースがある。そのような空港では、航空機

同士の管制間隔の関係からアプローチクリアランスが出

された場合、他の航空機のアプローチや空港にいる出発

機は待たなければならない。このような状況が発生する

と、1 日の便数が少ないにも関わらず、出発遅延が発生

し運用効率が下がってしまい、サービス性も悪い。 

リモートタワーの技術が確立されれば、これらの問題

が解決されるうえに、管制官のコントロールが受けられ

ることから、運用上の安全性の向上も期待できる。 

ここでは、例として米国 Frequentis 社が NASA の研究

などを基に提案しているリモートタワーコンセプト[8]に

ついて紹介する。 

コンセプト 

リモートタワーの基本概念は、センターから遠隔技術

を使って小規模な地方空港の飛行場管制業務を排他的に、

まとめて行うというものである。 

 リモートタワーのコンセプトの概念図を図 5 に示す。 

図 5 に示されているように、リモートタワーでは、まず

空港にカメラを複数台（ここでは 4～6 台を想定）設置し、

管制塔から見ることのできる景色を再現できるようにし

ている。さらに Pan-Tilt-Zoom のカメラを用いて、必要に

応じて、部分を拡大したい場合に対応できるようにする。

これらカメラ映像を、ネットワークを通して管制官が配

置されているセンターへ送信し、大型スクリーンを使っ

て管制業務に必要な視覚情報を映像環境で再現する。 

Pan-Tilt-Zoom カメラは通常、オートマチックでアプロ

ーチしてくる航空機をトランスポンダの信号をもとに追

尾し、専用画面に表示する。またレーダスクリーンも専

用の別画面で表示される。これらのカメラの制御や空港

画像の切り替えは、手元に用意されるタッチパネル式の

コントロールスクリーンで行われる。画面のレイアウト 

図 5 リモートタワーコンセプトの概要[8] 

仮想タワー映像 Pan‐Tilt‐Zoom
カメラ

光学情報
信号暗号化

光学情報
信号解読

空港

(暗号化)
ビデオ情報等

公共ネットワーク
または、プライベートネットワーク (解読)

ビデオ情報等

リモートタワー

CCTV モニター
＋

ワーキング
ポジション

集合
ディスプレー

等

(N) DVR
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図 7 Pan-Tilt-Zoom カメラによる自動追尾システム [8] 

図 6 リモートタワーシステム概念構成 [8] 

Pan‐Tilt‐Zoom
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は直感的に操作可能なようにセットされるとしている。

このシステム構成を図 6 に示す。 

システムは映像表示の他に、フライト情報、ウェザー

データ、ナビゲーションライト等の制御を行う画面も装

備する。 

映像技術 

Pan-Tilt-Zoom カメラによる自動追尾システムの構成

は図 7 に示す。Pan-Tilt-Zoom カメラは手動と自動の両方

でコントロールすることが可能であるとされている。自

動追尾アルゴリズムは飛行機の正確なポジションをトラ

ンスポンダの信号から把握し、コンピュータが推定位置

を計算しカメラのポジションを決定している。カメラの

自動追尾コントロールは、オペレータによって手動で制

御に介入することができる仕組みになっている。 

この仕組みに用いるカメラは、夜間やウェザーコンデ

ィションが悪い時の視覚情報を補完、改善するために以

下に示す 4 つの性能を持つとしている。 

 

１）夜間視界用カメラ：大型のビデオセンサーと DSP

ベースのビデオ 適化 

２）赤外線カメラ：レッドランプを用いるが、高フレ

ームレートでかつグレアフリー 

３）サーマルカメラ：温度差の違いを映像として表示

する。温度差が無い場合の判別については課題 

４）レーザー式カメラ：レーザーライトによって対象

から反射される光信号を手掛かりとする。霧、雨、雪の

時の視界を助ける。 

 

1，2 の性能は全体を表示するための固定カメラに搭載

する機能で、3，4 に関しては Pan-Tilt-Zoom カメラに必

要な機能である 

データ転送要件 

通常の固定カメラからのビデオストリームは 3-5mbps

で、高精細カメラの場合は 30～50mbpsと言われている。 

そうなると、リモートタワーで映像情報を転送するた

めに必要な転送容量は、離着陸時の追跡映像等を想定し

て、おおよそ 50～150mbps になるとされている。このよ

うな情報量の転送にはファイバー回線が必要不可欠であ

る。 

CCTV システム 

固定カメラ、Pan-Tilt-Zoom カメラによる映像システム

は CCTV システムで構成される。ただし一般の CCTV シ

ステムはリモートタワーの要件を満たすには十分ではな

い。そのため、通信回線の高信頼性、暗号通信、通信帯

域管理、自動追尾システムサポート、ビデオ解析システ

ム（侵入者やデブリの検出）のサポート、ビデオ、コミ

ュニケーション、データの統合サポート、高解像度カメ

ラ、サーマルカメラ、レーザーカメラのサポート、タワ

ーシステムとして、その他の異なるコミュニケーション

やデータコンポーネントとの統合、セキュリティやター

ミナルオペレーション、航空交通管理などのユーザにつ

いての利用可能性、SOA (Service Oriented Architecture)に

よるフレキシブルなシステム構造などを持つことが、機

能の必要要件としてあげられている。CCTV システムの

構成は図 8 に示す通り。 
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管理

権限
管理

権限
管理

権限
管理

統合
モジュール

(SOA)

統合
モジュール
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統合
モジュール

(SOA)

統合
モジュール

(SOA)

統合
モジュール

(SOA)

統合

モジュール
(SOA)

アクセス& コントロール レイヤー

 

図 8 CCTV と各モジュールの統合関係 [8] 

 

このリモートタワーコンセプトは複数の小規模空港を

必要な時間帯に絞って排他的にオペレーションすること

が行えるため、オペレーション管理の面から考えて経済

的でかつ安全性の高いソリューションであるとされる。

さらに、映像情報は、管制業務とは別の空港業務（セキ

ュリティ管理、交通管理等）の業務にも利用することが

可能であるため、トータルに見てコストパフォーマンス

を向上させることも期待ができる。 

5.  リモートタワー管制システムの研究開発

（ドイツ 航空宇宙研究所 (DLR) の場合） 
 

ドイツ 航空宇宙研究所(DLR)では、第 4 章で示したリ

モートタワーと同様のコンセプトに基づき、業務並びに

実験システムの開発が実際に行われている[9]。 

DLR のリモートタワー管制業務の研究の位置づけは、

先進空港面移動管理制御システム（A-SMGCS: Advanced 

Surface Movement Guidance and Control System）の統合シ

ステムの一部としての役割を持つ。DLR のコンセプトに

おいても小規模空港の運用の効率化や管制官のユーザビ

リティの向上を目指し、研究では２つ観点で目標を設定

している。ひとつは適切な開発プロセスや設計調査のサ

ポートするために、拡張型ビデオパノラマを用いた業務
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環境のリモートタワー業務における管制官の意思決定プ

ロセスをシミュレーションすること。もうひとつの目的

は、リモートタワー業務についての詳細な理解である。

実験環境と拡張現実型の遠隔操作型の空港管理のシステ

ムの機能の妥当性の確認のためのテストを実施する。 

 

認知タスク分析 

リモートタワー管制実験システムの設計及び開発を行

う上で、タワー管制業務の既存の環境や意思決定プロセ

スについて認知タスク分析をすることは有効なものにな

るとしている。開発ではユーザーインタフェースデザイ

ンを行うにあたり、システムに必要な機能や仕組みにつ

いて認知業務分析を実施し、管制業務のモデル化を行っ

たうえで、リモートタワーにオペレーションに必要な業

務プロセスのモデルを構築している。手法としては認知

タスク分析シミュレーションに基づく管制官の意思決定

プロセスのシミュレーションを実施し、管制業務として

必要な機能の洗い出しを行っている。 

分析によって整理された分析の結果は、タワー業務環

境の設計におけるコントローラの意思決定のコンピュー

タシミュレーション用データとされる。 

この研究で採用している認知タスク分析は Vicente によ

って提案されている 5 つのパートに分けられた分析手法

である。これらは、「Work domain analysis」、「Control task 

analysis 」、「 Strategy analysis 」、「 Analysis of social 

organisation and cooperation 」、「 Operator competency 

analysis」の 5 つからなる。数値シミュレーションはカラ

ードペトリネットを使っている。 

‘Work domain analysis’は航空機の動きについての分析

が目的となる。‘Control task analysis’は意思決定プロセス

とサポートプロセスの２つに分けて扱われる。 

‘Strategy analysis’は管制官の膨大な暗黙的な知識を抽

出するため、一番手間のかかる部分であるが、これはペ

トリネットモデルの構築にとって重要である。 

‘Analysis of cooperation and social organization’は管制官

同士（グラウンドとローカル）の間の機能やタスクを明

確にする。 

これらの認知タスク分析の結果についてカラードペト

リネットを用いて記述を行っている。 

カラードペトリネットモデルでは、分析に基づき業務

プロセスについて階層構造として記述し、シミュレーシ

ョンを行えるようにしている（図 9）。 

認知タスク分析

協調
(Cooperation)

戦略
(Strategies)

制御タスク
(Control Tasks)

情報
ワークドメイン
(Information/
Work domain)

ワークプロセスモデル

役割分担
機能配分

タスク
シーケンス

意思決定

行動

インタラクション

 
図 9 認知タスク分析に基づくプロセスモデルの構成[9] 

 

拡張型ビデオパノラマ実験設備 

 ドイツ DLR の Braunschweig 研究用空港において拡張

型ビデオパノラマのリモートタワーオペレーションの実

験設備を設置し、研究を実施している。 

この設備では、ヒューマン・マシンインタフェース(以

下、HMI )とデモンストレーションシステムの開発のた

めのものであるとされる。システムは A-SMGC のマルチ

ラテレーション情報と D-GPS のセンサー情報をパノラ

マ画像情報と合わせて表現する。拡張型パノラマ画像は

航空機の情報をラベルとして動的なターゲット画像に表

示し、気象情報等も風景画像と統合して表示する。映像

装置の仕様は 1600×1200dpi の 14bit/pixel の高精細 CCD

カメラを 4 台用いて、滑走路からはおよそ 400m 離れた

位置から 1.6km 長さの滑走路全体を 180°の視野で監視

できるよう設置されている。カメラの分解能は 500m の

距離で 1pixel あたり縦 0.25m×横 1m の性能を持つ。ま

た Pan-Tilt-Zoom カメラを用いてターゲットの拡大や追

跡を行えるようになっている。これらカメラは 4 章で紹

介したコンセプトと同様の装置構成で、制御は遠隔的に

行われる。カメラからの信号は 25frame/s のものが、リ

モートタワーシステムへ転送するために 2 系統で出力さ

れ、リアルタイム画像処理とデータ圧縮される。データ

は GBit イーサネットを使用する。 

さらに映像情報に加えて、デジタル化された音情報と

気象情報（気温、風速、気圧）も同様のネットワークを

通して管制ルームに送信される。Pan-Tilt-Zoom カメラは

システムによって、自動的にアプローチしてくる航空機

を追跡するように作られている。これらの映像装置を含

めた、空港側とコントロールルームによって構成される

リモートタワーシステムの詳細について図 10 に示す。 
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図 10 DLR で構築されているシステム構成図[9] 

 

パノラマ画像表示システムは横 4×縦 2 枚のディスプ

レー構成で、解像度は 1280×1024 SXGA のバックプロジ

ェクターになっている。画面には全体カメラ映像（4 台）、

Pan-Tilt-Zoom Camera の映像、気象ステーションの情報

がマイクロフォン（音）を合わせてシステムとして提供

される。 

 

6.  まとめ 
本稿では、まず協調作業がもたらす効果について、研

究事例をいくつか紹介し、協調作業としてシステムを設

計するときに必要な重要となる要点を整理した。 

また、本稿に関連した研究において実施した、基礎的

なシステムの概要について説明を行った。 

さらに、将来の航空管制技術の応用事例として、タワ

ー管制業務を支援するためのリモートタワーのコンセプ

トについて紹介した。 
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