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飛行時間に基づいた到着機の順序・間隔付け手法の検討
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A Study of Arriving Aircraft Sequencing and Spacing Methods based on Flight Time

Kohta Kageyama, Yutaka Fukuda, Kakuichi Shiomi and Mitsuhiko Migaki

Abstract

Sequencing and spacing of arriving aircraft is an important task in terminal air traffic control. In this report,
weapplied FTR (Flight Time Restricted) algorithm to a terminal area model. The FTR algorithm is derived from
the FCFS (First Come First Served) algorithm, which is the most straightforward arriving aircraft sequencing and

spacing algorithm. To handle restrictions in the terminal area model, the algorithm imposes the upper limit of

delay time on aircraft arriving in the designated direction. Compared with the FCFS algorithm, the results of the
FTR algorithm give good agreement with the ones from the air traffic control simulation experiments. For the

purpose of examining the results from the algorithm, we conducted computer simulation experiments. In the
experiments, the algorithms are applied to many arriving traffic models. In terms of the feasibility for the

restriction, the FTR algorithm proved to be more suitable than the FCFS algorithm.
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1．はじめに

空港周辺のターミナル空域において,到着機の順序･

間隔付けは特に重要な作業の1つである｡今後も交通量

の大幅な増加が予想されるが,到着機の順序･間隔付け

のための計算機支援システムの導入により,航空管制官

の作業負荷の軽減,そして効率的な到着機の順序･間隔

付けの実現が期待できる｡諸外国では,到着機の順序･

間隔付けのための計算機支援システムや,計算機支援シ

ステムにおいて効率の良い到着機の着陸順序を決定する

ための順序･間隔付けアルゴリズムの開発が行われてい

る   ｡

順序･間隔付けの手法はターミナル空域の形状や運用

条件などにより異なるため,適用ターミナル空域の諸条

件に応じた順序･間隔付けアルゴリズムの開発が必要で

ある｡十分な広さの空域を確保できない場合が多く生じ

る日本では,特に空域の制約を考慮した順序･間隔付け

アルゴリズムの開発が必要とされる｡空域の制約を考慮

した順序･間隔付けアルゴリズムの一例として,定めら

れた方向から進入する到着機のターミナル空域内飛行時

間に制限を与えた順序･間隔付けアルゴリズム(飛行時

間制限付きアルゴリズム,以下 Flight Time

Restricted : FTRアルゴリズムと記す)が文献(3)で提案

されている｡

本報告では,主としてターミナル空域内飛行時間に基

づいてFTRアルゴリズムを検討する｡はじめに,その妥

当性を確認するために,ある進入時刻系列に対するアル

ゴリズム適用結果と,航空管制官が実時間で管制作業の

模擬を行うダイナミック･シミュレーション結果での順

序付けを比較する｡

FTRアルゴリズムは空域の制約を考慮して順序･間隔

付けを行う｡しかし,空域の制約に対する考慮は定めら

れた方向から進入する到着機のみに行われるために,他

方向の到着機のターミナル空域内飛行時間が増大する可

能性がある｡FTRアルゴリズム適用結果を検討するため

には,特に空域の制約に対する考慮が行われていない方

向の到着機の飛行時間に注目する必要がある｡

現実の交通流パターンは多様であるため,順序･間隔

付けアルゴリズムの適用結果を十分に検討するためには

多様な交通流パターンに適用を行う必要がある｡そこで,

計算機シミュレーションを実施し,擬似乱数を用いて発

生した進入時刻系列に対してアルゴリズムを適用し,

ターミナル空域内飛行時間が一定の値より大きくなる

(待機旋回が生じる)割合を検討した.計算機シミュレ-
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ションでは，ターミナル空域内飛行時間の最大値や平均

値も検討した。また，ターミナル空域への到着機の進入

時刻間隔が平滑化された場合の適用結果についても，同

様に検証した。

2．順序・間隔付け作業のモデル化

本章では,到着機の順序･間隔付け作業のモデル化を

行う｡　図1にモデル化の対象とするターミナル空域を示

す｡図には空域境界線,および到着機と出発機の流れが

記されている｡ターミナル空域は空港から半径60NMの

円(図中の点線)内に収まる程度の大きさである｡ター

ミナル空域に対して到着機はA (南方面),あるいはA 

(北方面)の2方向のいずれかより進入し,空港近傍で

合流し,最終進入点を経て滑走路に向かう｡黒,灰色の

矢印は,それぞれ到着機の進入方向,出発機の出域方向

を表す｡

空港は2本の滑走路から構成される平行滑走路を備え

ているが,ここでは1本の滑走路は出発機専用に使用し,

残りの1本の滑走路を到着機専用に使用する専用滑走路

方式による運用を対象とする｡図には到着機専用の滑走

路位置のみを記す｡

各到着機は,ターミナル空域の外側の航空路管制を受

けて高度を降下し,管制運用方式で定められた高度(移

管高度)でターミナル空域に進入する｡同一方向から進

入する到着機間では,最小で10NMの縦間隔(進行方法

の間隔)を維持するように航空路管制が実施されるのが

通常である｡ただし, A 方向とA 方向の進入に関わる航

図1　モデル化の対象とするターミナル空域の構成
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表1　最終進入経路上の縦間隔の基準値

先行機 後続機 基準値

ヘ ビー ヘ ビー
ミデ ィアム

4N M (1'36")
5N M( 2'00")

ミディアム ヘ ビー
ミディアム

3N M (1'12")

3N M (1'12")

空路管制は独立して実施されており,到着機は2方向か

ら独立して進入する｡ターミナル空域内においては通常,

STAR (Standard Terminal Arrival Route)と呼ばれ

る標準的な到着経路が設定されている｡

到着機を1本の流れに合流させるために航空管制官よ

り発出される管制指示は,レーダベクタとよばれる手法

が中心となる｡この手法は,主としてレーダより得られ

る情報に基づき,到着機にSTARとは異なる針路指示を

与えることで,各到着機の飛行経路長を調整するもので

ある  ｡最終進入点から滑走路へ至る最終進入経路にお

いては,各到着機は先行機に対して定められた縦間隔の

基準値を維持する必要がある｡この基準値は先行機の運

行に伴い発生する乱気流(後方乱気流)が後続機に与え

る影響を回避するために定められたものであり,先行機

と後続機の重量区分の組み合わせに応じて表1のように

定められている  ｡表においてヘビー機は最大離陸重量

が136トン以上の航空機,ミディアム機は最大離陸重量が

7トン以上136トン未満の航空機を表す｡本報告では,間

隔値は時間を単位として扱う｡表1中の括弧内の値は,

到着機が最終進入点を通過する時の対地速度を150ノッ

トと仮定して基準値を時間に換算した値である｡

順序･間隔付けアルゴリズムは,到着機の交通流を1本

にまとめるための支援情報として,各到着機の最終進入

点通過時刻を計算する｡

3．順序・間隔付けアルゴリズムの概略

3.1 FCFSアルゴリズム

3.1.1 FCFSアルゴリズムの概要

本節では,最も基本的な順序･間隔付け手法である先

着順則(First Come First Served : FCFS)による順序･

間隔付けアルゴリズム(以下, FCFSアルゴリズム)を記

す  ｡ FCFSアルゴリズムは,各到着機の最終進入点の通

過時刻の予測を行い,順序を付けるとともに,定められ

た縦間隔の基準値(以下,単に基準値と記す)が維持さ

れるように,必要に応じて各到着機の通過時刻を変更す

ることで間隔付けを行う｡
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各到着機について以下のような記号を定義する｡

･CTB (Crossing Time on Bound)…順序･間隔付け開

始地点の通過時刻｡

･ETA (Estimated Time of Arrival)…ターミナル空域

内を最短時間で飛行した場合の最終進入点予測通過時

刻(先行機との基準値の維持は保証されていない)｡

･STA (Scheduled Time of Arrival)…順序･間隔付け

アルゴリズムにより計算される最終進入点計画通過時

刻｡

さらに,順序･間隔付け開始地点の通過から最終進入

点の通過までに到着機が要する時間をターミナル空域内

飛行時間(以下,空域内飛行時間)と定義する｡

FCFSアルゴリズムの実施に際しては,空域内飛行時

間の最短値が A ,A の2つの進入方向について求めら

れていると仮定し,それぞれ T  , T  とする｡ FCFSア

ルゴリズムは以下のように記される｡

アルゴリズム1 (先着順則)

Step1 <最早通過時刻の計算>

全ての到着機についてETAの計算を行う｡ ETAの計

算は,その到着機の進入方向 A (l=1, 2)に基づいて,

次式のように行われる｡

ETA=CTB+ T  　　　　(1)

式中の T  には,到着機の進入方向に基づいて T  , T  

のいずれかの値が選択される｡

Step 2 <順序の決定>

式(1)により計算されたETAに基づき,昇順に到着機

を並べることで,到着機が最終進入点を通過する時の順

序を決定する｡

Step 3 <間隔付けの実行>

最終進入点で基準値が維持されるように,到着機iの

計画通過時刻 STA (i=1, 2, 3, …)を求めることで

間隔付けを行う｡添え字iはStep 2の順序決定に際し

て,各到着機に対して与えられた最終進入点を通過する

時の順位に対応する｡

最終進入経路上で各到着機が維持すべき基準値を

△T と記すが,前後機の機種の組み合わせに関わらず,こ

の値は一定であるとする｡

STA は次式により計算される｡
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(2)

ここでmax(m, n)はmとnの間で大きい方の値を

意味する｡ i=1では,最初の通過順位を与えられた到着

機は先行機が存在しないために常に最短の飛行時間で最

終進入点へ到達することが可能である。また,i≧ 2では,

先行機との基準値を満たす場合は最短の飛行時間で最終

進入点を通過することが可能であり,満たさない場合に

は空域内飛行時間を調整する必要がある｡

3.1.2　FCFSアルゴリズム適用時の問題点

FCFSアルゴリズムを本ターミナル空域に適用する場

合,以下のような点で合理的でなくなる場合がある｡

最終進入点通過時刻の調整に,レーダベクタは非常に

重要な役割を果たす｡図2に示す航跡例から明らかなよ

うに,本ターミナル空域においてはA 方向の到着機に対

して十分なレーダベクタの実行が可能である一方で, A 

方向は東西方向の幅が狭いため,到着機に対するレーダ

ベクタの実行が著しく制限される｡

本ターミナル空域では,空域条件に対する考慮を行わ

ないFCFSアルゴリズムによるSTAをレーダベクタの

図2　ターミナル空域における到着機の航跡例
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みで実現することは困難であり,特定の地点で旋回しな

がら待機(待機旋回)を行う必要が生じる｡待機旋回で

は,必要以上の通過時刻調整や,後続機の待機旋回が多

く生じることになり,結果として遅延時間の全体的な増

大が予想される｡

本ターミナル空域でのターミナル管制に従事する航空

管制官からも

● A 方向の到着機に対するレーダベクタによる飛行

時間調整幅には限界がある｡

● A 方向の到着経路を基準として, A 方向の到着経

路長を調整することが通常である｡

とする意見が得られている｡

3.2　FTRアルゴリズム

3.1では,本ターミナル空域においては, FCFSアルゴ

リズムによる順序･間隔付けが合理的でなくなる場合が

あることを記した｡

進入方向により空域内飛行時間の調整幅が制限される

場合のFCFSアルゴリズムの問題点は,文献(3)において

指摘され,進入方向により調整幅に制限を与えた順序･

間隔付けの考え方が記されている｡本節では,文献(3)に

記された考え方に基づいて,定められた進入方向の到着

機に対して空域内飛行時間の調整幅に制限を与えた

FTRアルゴリズムを具体的に記す｡

FTRアルゴリズムの概略は,図3の様に表される｡計

算される全ての飛行時間がレーダベクタにより実現可能

な場合, FTRアルゴリズムはFCFSアルゴリズムと同

一となる｡

図3　FTRアルゴリズムの概略
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FTRアルゴリズムでは,レーダベクタによるSTAの

実現が困難なA 方向の到着機の順位を繰り上げる｡順位

繰り上げにより, A 方向の到着機の待機旋回は回避され

るが, A 方向の到着機に待機旋回が生じる可能性が存在

する｡ A 方向の到着機に待機旋回が生じる場合,同一方

向の後続機の機数や進入間隔などに基づいた待機旋回実

施機の選択方法を検討する必要がある｡FTRアルゴリズ

ムでは, A 方向の到着機の待機旋回は生じないという前

提で,必要な場合はA 方向の到着機の順位繰り上げを実

施する｡

A 方向の到着機に対して,レーダベクタにより実現可

能な飛行時間調整幅の最大値をT とする｡

FTRアルゴリズムでは以下のような手続きをFCFS

アルゴリズムに追加し,順序･間隔付けの変更を行う｡

アルゴリズム2 (飛行時間制限付き:アルゴリズム1の

続き)

Step 4　く順位繰り上げの検討)

Step 3で計算されたSTAに基づき,順位を繰り上げ

る到着機を探索する｡到着機i(i=1, 2, 3, …)がA 

方向から進入しており,かつ

STAi-ETAi＜T 　　　　　(3)

という制約式が満足されていない場合にはStep5へ｡

図4　順位繰り上げの検討(FTRアルゴリズム)
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それ以外の場合には次の到着機(i+1)の順位繰り上げを

同様に検討する｡図4に本ステップの手続きを示す｡

Step 5 (順位繰り上げの実施)

A 方向から進入し,かつ制約式(3)を満足しない到着機

iについて,以下のような手順で順位を繰り上げる｡

繰り上げは, i番目より早い順位が与えられたA 方向

の到着機の中から1機を選択し,到着機iをその順位に

割り当てることで実現される｡選択された到着機を到着

機j (ただしj<i)と表すことにする｡

はじめに先着順別により与えられた順序において到着

機iの直前の順位である(f-1)番目への繰り上げを検

討するために,

J=i-1

とする｡

順位繰り上げ後の到着機iの最終進入点計画通過時刻

STA′ は,以下のように計算される｡

STA′ =max(STA  +△T , ETA )   (4)

上記の式は式(2)のi≧2の場合と同じ形式をとるが,

順位繰り上げ後の到着機iの最終進入点通過時刻は

●ETA 以降

●繰り上げ後の順位で先行機(j- 1)との基準値が維

持されている

という2つの条件を同時に満足する必要があることを意

味する｡

式(4)により計算されたSTA′ が

という条件を満足し,計画通過時刻がレーダベクタに

より実現可能となる場合には,

STA = STA′

として,到着機iをj番目の順位へ繰り上げるととも

に, j番目以降の順位が割り当てられていた到着機につ

いて

STA =max(STA   +△T , ETA )

(k=j, j+1, j+2,…,i-1) (6)

という計算式を用いて,各々のSTAを計算し直す｡式

(6)は到着機iのj番目の順位への繰り上げに伴い,それ

までj番目以降の順位に割り当てられていた各到着機の

順位を1つずつ後退させることを表す｡
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図5　順位繰り上げの実施(FTRアルゴリズム)

STA′が条件式(5)を満足しない場合には,

j=j-1

として繰り上げ先の順位を1つ前に移動し,本ステッ

プを初めから再度実行する｡適当な順位が発見されるま

で,繰り上げ順位の探索は繰り返されることになる｡

jの減少に伴い,式(4)のSTA  +△T の値は減少する

が,同式よりSTA  +△T の値がETA より小さい場合

にはSTA の値はETA と等しくなり,条件式(5)は満足

されることになる｡よって,STA   +△T の値がETA 

より小さくなった時点で繰り上げ順位の探索は中止され

る｡図5に本ステップの手続きを示す｡

4. アルゴリズム適用結果の検討

4.1　ダイナミック･シミュレーションの手順

3.2では, FTRアルゴリズムを記した｡当研究所では

航空管制官の参加を得て航空管制ダイナミック･シミュ

レーション(以下,シミュレーションと記す)を実施し

た｡そして, FTRアルゴリズム適用結果をシミュレー

ション結果と比較することで,アルゴリズムの妥当性を

検証した｡

シミュレーションは,当研究所で製作したターミナル

管制シミュレータを使用して実施された｡ターミナル管

制シミュレータはレーダ管制卓,パイロット卓,通信装

置等より構成される｡現用のターミナル･レーダ表示装

置とほぼ同等の機能を有するレーダ管制卓には,本ター

ミナル空域での実運用の管制業務に従事してきている航

空管制官を配置し,レーダ管制業務を模擬した｡
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また,パイロット卓にはパイロット役の実験要員を配

置し,航空管制官より発出された管制指示を通信装置を

介して聞き取り,ターミナル管制シミュレータに入力し

た｡

シミュレーションにおいて到着機に対する管制は,

ターミナル空域進入直後の到着機を管制する捜索席,最

終進入直前の到着機を対象とする入域席, 2席間の管制

処理の調整等を行う調整席の合計3席により実施した｡

到着機の順序は主として捜索席で決められる｡

シミュレーション実施のためには,レーダ管制卓等に

表示される擬似航空機の発生時刻等を定義した交通流シ

ナリオ(以下,シナリオと記す)を用意する必要がある｡

シミュレーションで使用したシナリオ(以下,実験シ

ナリオと記す)は,以下のような交通流パターンを含む

ものとした｡

●A ,A の2方向から交通流が,ある程度同じ比率で

発生(パターン1)｡

● A 方向から密な交通流, A 方向から疎な交通流が

発生(パターン2)｡

2種類の交通流パターンにおける到着機の進入方向毎

の発生機数や進入間隔の平均値を表2に示す｡進入間隔

などは実際の運用ダイヤを参考とし,その値を短縮する

ことなどにより,順序付けの判断が,より困難となる環

境を構築した｡各パターンの交通流の発生時問は15分間

であり,パターン間には10分間の間隔を設けたため,実

験シナリオ全体の実施時間は40分間程度となる｡シミュ

レーションにおいては出発機に対する管制は実施せず,

シナリオ通りの飛行を行うものとした｡

4.2　シミュレーション結果との比較

実験シナリオに対してFTRアルゴリズム適用により

順序･間隔付けを行った結果と,シミュレーション結果

を比較した｡適用に際しては,シミュレーション結果に

表2　実験シナリオ中の発生機数と進入間隔平均値

パターン1
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方　向 発生機数 進入間隔平均値

A 8 機 2'00"

A 5 機 2'45"

方  向 発生機数 進入間隔平均値

A 

A 

10 機

3 機

1'33"

3'00"

パターン 2



表3　アルゴリズムに用いたパラメータ

パラメー タ 試行 1 試行 2

△ T 

T 

T 

T 

1 '45"

10 '46 "11'36 "

2 '20"

1'49 "

14 '43 "

13'5 3"

3'2 0"
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図6　順序･間隔付けの比較(試行1�"FCFS)
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図7　順序･間隔付けの比較(試行2�"FCFS)

おけるレーダベクタ開始地点を考慮して,空港基準点か

ら半径60NMの円弧上を通過した時刻を順序･間隔付け

開始地点の通過時刻とした｡

シミュレーションにおいては,同一のシナリオによる

2回の試行を異なる実験参加者により実施した(以下で

は,それぞれの試行を試行1,試行2と記す)が,アル

ゴリズム適用時には試行に応じて異なる値のパラメータ

を使用した。T (l=1,2)の値には,シミュレーショ

ン結果より得られた空域内飛行時間の最小値を用いた｡

また,最終進入点での縦間隔の基準値△T は,シミュ

レーション結果より得られた到着機の通過時刻間隔の平

均値を用いた｡ A 方向の進入機に対して与えられるT 

は,シミュレーション結果における空域内飛行時間の最

大値に基づいて決定した｡使用パラメータの各値を表3

に示す｡

また,比較のため,同一シナリオに対してFCFSアル

ゴリズムも適用した｡ FCFSアルゴリズムとシミュレー
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図8　順序･間隔付けの比較(試行1�"FTR)
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図9　順序･間隔付けの比較(試行2�"FTR)

ション結果における順序･間隔付けを比較して図6(試

行1),図7(試行2)に示す｡

図の横軸はシミュレーション時刻を秒単位で示してお

り,実験シナリオで1番目に発生した到着機の順序･間

隔付け開始地点の通過時刻が基準となっている｡図の上

半分では,各到着機毎に順序･間隔付け開始地点の通過

時刻(CTB)とFCFSアルゴリズムにより計算された

STAを結んでいる｡図の下半分は, STAをシミュレー

ションにおける通過時刻(ATA:Actual Time of

Arrival)と各到着機毎に結んだものである｡図の下半分

で,たすき掛けになっている箇所はFCFSアルゴリズム

とシミュレーションにおける順序付けが異なることを示

している｡

図中において,破線で結ばれた到着機はA 方向の進入

機を表し,実線で結ばれた到着機はA 方向の進入機を表

す｡ CTBが1,000秒以前の前半の到着機は4.1で述べた

パターン1に属し, 1,000秒以降の後半の到着機はパター

ン2に属する｡

FTRアルゴリズム適用結果とシミュレーション結果

の比較を図8(試行1),図9(試行2)に示す｡図の記

述内容は,図6,および図7と同様であるが, STAは

FTRアルゴリズムにより得られた値を表している｡

図8と図6,図9と図7をそれぞれ比較すると,特に

試行1について, FTRアルゴリズムはFCFSアルゴリ
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ズムよりも,シミュレーション結果と順序付けが一致す

る度合いが高いことがわかる｡

FTRアルゴリズムの適用結果とシミュレーション結

果の順序付けの入れ替わりが,試行1では3箇所,試行

2では2箇所で生じている｡入れ替わりの中,試行1の

1箇所および試行2の全ての箇所については,該当する

A 方向の到着機の航跡が通常考えられるものとは異

なっており,パイロット卓の操作ミス等により,飛行時

間が通常考えられる値と大きく異なっていることが実験

参加者に確認されている｡これらの到着機の空域内飛行

時間はT の決定に際して対象外とした。FTRアルゴリ

ズムは, A 方向の到着機のSTAとETAの差が決定さ

れたT より小さな値をとるようにSTAを計算するた

め,アルゴリズム適用結果とシミュレーション結果で入

れ替わりが生じることになる｡

アルゴリズム適用に際しては,適用するパラメータ値

の検討が非常に重要となる｡表3に示すように,試行に

応じて適用したパラメータ値は異なる｡これは主として,

2つの試行において到着機の速度が異なるためである｡

シミュレーションにおいて,各到着機の減速は,航空管

制官より特に指示が発出されない限りはパイロット役が

到着機の位置に応じて判断を行い,速度変更コマンドを

随時入力することで対応した｡コマンド入力値や入力の

タイミングが異なったことが理由となり,試行間では到

着機の速度プロファイルに大きな変化が生じた｡その結

果として,パラメータ値が異なることとなった｡アルゴ

リズム適用に関わる標準的なパラメータ値を設定するた

めには,十分な検討が必要である｡

5．計算機シミュレーション

5.1 実験方法

4.2ではダイナミック･シミュレーションとの比較よ

り, FTRアルゴリズムの妥当性を確認した｡

FTRアルゴリズムでは, A 方向の到着機の順位の繰

り上げによりA 方向の到着機の飛行時間が大きくなる

結果として待機旋回が生じる可能性が存在するため,そ

の頻度を検討する必要がある｡

これらの点について検討を行うためには,現実と同様

に多様な交通流パターンにFTRアルゴリズムを適用す

る必要がある｡そこで,計算機シミュレーションを実施

し,擬似乱数を用いて生成した多数の進入時刻系列に対

してFTRアルゴリズムを適用し,結果を検証した｡本章

では,計算機シミュレーションの概要と結果について述
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表4　計算機シミュレーションのパラメータ値

パラメータ 値

△T 

△T λ ,+λ 

2'00"

2'00"

24機/時

ベる｡計算機シミュレーションにおいては,比較のため

FCFSアルゴリズムも適用した｡

到着機は,航空路管制のサービスを受けて管制移管地

点を通過し,ターミナル空域へ進入する｡本来,到着機

の進入時刻間隔は待ち行列理論におけるポアソン到着に

近い特性を有すると考えられるが,航空路管制の実施に

より各進入方向では一定値より短い間隔で管制移管地点

を通過する到着機対は存在しないと考えられる｡進入時

刻系列の生成では,各進入方向毎の進入時刻間隔が以下

の確率密度関数f(t)(l=1,2)に従うこととした｡

f(t)=(7)

上式においてλは進入方向A(l=1,2)毎に定めら

れた単位時間あたりの進入機数を表す｡△Tはターミナ

ル空域への進入時刻間隔の基準値であり,生成される到

着機の進入時刻の間隔が基準値△Tを下回ることはな

い｡δ(x)はデルタ関数を表す｡

ターミナル空域へ単位時間あたりに進入が可能な到着

機数をμと表すと,μ=1/△Tの関係がある｡待ち行列理

論では,サービス窓口が使用されている確率は利用率と

呼ばれる｡利用率pは各進入地点毎に次式のように計

算される｡

p==λ△T

単位時間あたりの進入機数の合計は表4に示した一定

の値として,A方向の進入機数λの進入機数全体(λ+

λ)に対する比率を変化させ,各比率で進入時刻系列を

生成した｡そして,進入時刻系列にFTRアルゴリズム,

FCFSアルゴリズムを適用し,空域内飛行時間を検討し

た｡各アルゴリズムの適用に関わるパラメータの各値は

△Tを除いて,表3の(試行2)で示した値を用いた｡

計算機シミュレーションでは,具体的な航空機の機種

や,機種に応じた飛行速度などは考慮していない｡また,

航空路管制からの管制権の移管に際しての間隔設定誤差

についても考慮の対象とはしていない｡
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5.2　調整時間分布の確認

進入時刻系列に対するアルゴリズムの適用結果より得

られたSTAとETAの差(以下,この差を調整時間と記

す)の累積分布例を図10(A 方向の比率:0.1)と図11(A 

方向の比率:0.5)に示す｡図の横軸は時間を秒単位で表

し,縦軸は到着機の調整時間が対応する横軸の値より小

さくなる割合を表している｡

進入時刻系列の生成に際して,ターミナル空域進入時

の縦間隔の基準値△T は,最終進入点での基準値△T と

同じ値である120秒間(2分間)とした｡この結果,同一

方向から連続して進入する到着機間の組み合わせだけに

ついて考えると,先行機,後続機ともに最短の飛行時間

で到達しても最終進入点では基準値が維持されることに

なる｡

図10からは, A 方向の比率が0.1の場合には飛行時間

が制限される到着機数が少ないため,FTRアルゴリズム

の累積分布はFCFSアルゴリズムと近いことが確認で

きる｡ A 方向の到着機の比率が0.5である図11を図10と

比較すると, A 方向の比率が大きい場合は調整時間が大

きくなることや,適用アルゴリズムにより調整時間の分

布が異なることがわかる｡

A 方向の比率が0.5の場合の調整時間の累積分布を進

入方向別に図12に示す｡ FCFSアルゴリズムでは進入方

向による調整時間の分布の相違はほとんど認められな

0       500       1000　　  　1500       2000

D(sec.)

図10　調整時間の累積分布(A 方向の比率: 0.1)

0　　 　500　 　　1000　　　　1500       2000

D(sec.)

図11 調整時間の累積分布(A 方向の比率:0.5)
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い｡これに対してFTRアルゴリズムでは,全てのA 方

向の調整時間を定められた許容値より小さな値とするた

め, A 方向の到着機の調整時間は全体的に大きくなる｡

5.3　調整時間の比較

本節では,空域内飛行時間に基づいてFTRアルゴリ

ズム適用結果を検証する｡本ターミナル空域ではA 方向

の到着機の比率は平均すると約0.3であることなどを考

慮し,計算機シミュレーションではA 方向の比率は0.1

から0.5まで0.1単位で設定した｡各比率で3時間分(72

機)の進入時刻系列を5,000種類生成してFTRアルゴリ

ズム,およびFCFSアルゴリズムを適用した｡

適用結果より得られた調整時間の平均値とA 方向の

比率の関係を適用アルゴリズムおよび進入方向別に図13

に示す｡ A 方向の到着機の比率が大きくなるほど,特に

FTRアルゴリズムでA 方向の到着機の調整時間の平均

値が大きくなることが確認できる｡

平均値に加え,ターミナル空域を逸脱するほどの大き

な調整時間をとる到着機が存在するか否かの検討も重要

であるため, A 方向の比率と調整時間最大値の関係を適

用アルゴリズムおよび進入方向別に図14に示す｡図にお

いて, FCFSアルゴリズムでは進入方向による差は現れ

ていない｡FTRアルゴリズムでもA 方向の最大値は,ほ

ぼ一定である｡一方でFTRアルゴリズムでのA 方向の

0 　　　500　　　　1000　　　　1500　　　　2000

D(Sec.)

図12　進入方向毎の調整時間の累積分布(A 方向比率:0.5)

図13　A 方向の比率と調整時間平均値
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図14　A 方向の比率と調整時間最大値
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図15　調整時間最大値の相対度数分布(A 方向の比率:0.5)

最大値は, A 方向の比率に応じて著しく増大することが

確認できる｡

特に調整時間が大きくなるA 方向の比率が0.5の場合

について,調整時間最大値の相対度数分布を図15に示す｡

FTRアルゴリズム(図の下側)では, FCFSアルゴリズ

ム(図の上側)に比して度数分布の広がりが大きなもの

となることが確認できる｡

ダイナミック･シミュレーション結果の一例からは,

レーダベクタによる調整時間最大値としてA 方向では

414秒(6分54秒)間, A 方向では200秒(3分20秒)間

という値が得られている｡そこで, FTRアルゴリズムで

A 方向の調整時間最大値が基準値(414秒間)以下となる

場合に基づいて,待機旋回を必要としない割合を求めた｡

また,比較のためにFCFSアルゴリズムでA 方向の

到着機の調整時間最大値が414秒間以下,かつA 方向の

10
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図16　調整時間最大値が基準値以下となる割合
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図17　調整時間が大きい場合と小さい場合の進入時刻系列例

到着機の調整時間最大値が200秒間以下となる割合を計

算した｡

割合とA 方向の比率の関係を図16に示す｡FCFSアル

ゴリズムでは,調整時間最大値が基準値以下となる割合

は全体に低くなる｡FTRアルゴリズムでは,特にA 方向

の到着機の比率が小さい場合には,調整時間最大値が基

準値以下となる割合は高い｡

図17に, FTRアルゴリズムで,調整時間が大きくなる

場合と小さくなる場合の進入時刻系列の例を示す｡図は,

各到着機についてETA(上端)とSTA (下端)を結んだ

ものである｡破線はA 方向の到着機を表し,実線はA 方

向の到着機を表す｡図の上側は調整時間が大きくなる例

を,下側は小さくなる例をそれぞれ表している｡

2つ進入時刻系列を比較すると, 2方向からの到着機

数が密である(図の上側でETAが2,000秒から4,000秒)

時間帯にA 方向の到着機の調整時間が累積し,結果とし

て大きな調整時間を要することがわかる｡
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5.4　進入時刻間隔平滑化の検討

5.3では多数の進入時刻系列を生成し, 2種類のアルゴ

リズムの適用結果を比較した｡　計算機シミュレーション

では,最終進入点での縦間隔の基準値△T を120秒間と

設定したため,ターミナル空域の物理的容量は30機/時と

なる｡発生機数の総数(λ +λ )は24機/時であるため,

物理的容量に対する割合は0.8で一定となるが,進入時刻

系列により調整時間は大きく変化することが確認され

た｡

図17に示した進入時刻系列からは, 2方向の到着機数

が密な時間帯に調整時間が大きくなることがわかる｡こ

のため,到着機の進入時刻間隔を平滑化することで,調

整時間の減少が期待できる｡

特に空域内飛行時間が制限されるA 方向の到着機の

進入時刻間隔を平滑化した場合について,計算機シミュ

レーションを実施し,調整時間減少の効果を検討した｡

平滑化による効果を検討するためには,発生する乱数の

ばらつきを小さくする等の手法が考えられるが,ここで

は効果の上限値を検討することを目的に, A 方向の到着

機の進入時刻間隔を全て1/λ 時間とした｡

A 方向の到着機の進入時刻間隔は, 5.1と同様に,式(7)

に従うこととした｡ 5.3と同様に3時間分(72機)進入時

刻系列を5,000種類生成し,各アルゴリズムに適用した｡

図18に調整時間の平均値を示す｡図の記述内容は図13

図18　A 方向の比率と調整時間平均値(平滑化)

図19　調整時間最大値が基準値以下となる割合(平滑化)
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と同様である｡図13と比較した場合, A 方向の到着機の

進入時刻間隔の一様化により,調整時間の平均値は低減

されることがわかる｡また,適用アルゴリズムによる平

均値の違いは小さくなることもわかる｡

図19に調整時間最大値が基準値以下となる割合を示

す｡図の記述内容は図16と同様である｡図16と比較した

場合,特にFTRアルゴリズムでは,基準値以下となる割

合が大きく向上する｡

6. おわりに

本報告では,進入時刻系列の一例にFTRアルゴリズ

ムを適用し,ダイナミック･シミュレーション結果と到

着機の順序付けを比較した｡FTRアルゴリズム適用結果

では到着機の順序がダイナミック･シミュレーション結

果と,ほぼ同じものとなり, FTRアルゴリズムの妥当性

が確認された｡

また,多数の進入時刻系列に対してFTRアルゴリズ

ム, FCFSアルゴリズムを適用する計算機シミュレー

ションを実施し,待機旋回が生じる割合の検証を行った｡

FTRアルゴリズムではFCFSアルゴリズムに比して,

待機旋回が生じる割合は低減されることや,特に空域内

飛行時間が制限される進入方向の到着機の比率が低い場

合には,待機旋回が生じる割合が非常に低くなることが

確認された｡また,空域内飛行時間が制限される到着機

の進入時刻間隔を平滑化することで,特にFTRアルゴ

リズムでは待機旋回発生の割合が低減されることも計算

機シミュレーション結果より確認された｡

今後の課題として,到着機の順位繰り上げにより待機

旋回が生じる場合の対処方法,および,その適用結果の

検討などが考えられる｡終わりにダイナミック･シミュ

レーションにご参加いただき,到着機の順序･間隔付け

作業について貴重なご意見を頂いた航空管制官各位に感

謝いたします｡
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