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Abstract

 

This paper describes design and evaluation of an assisting system for air traffic controllers in keeping a
 

separation between aircraft in the oceanic airspace.

In order to keep the separation in the oceanic airspace,air traffic controllers check a longitudinal separation
 

between leading aircraft and trailing aircraft on the same route and the same altitude before the aircraft enter into
 

the oceanic airspace.Departing aircraft from major international airports in Japan request their air traffic control
 

clearances for the route,speed and cruising altitude before departure.Air traffic controllers check their requests
 

whether they would result in conflicts with other aircraft.If they find conflicts,they issue some modified plan to
 

the aircraft such as altitude change and departure time change to resolve conflicts.

An experimental model is developed to assist the present air traffic controllers’work for merging oceanic flights.

It predicts time of arrival at the entry fix in the oceanic airspace. It searches conflicts based on a time-based
 

longitudinal separation defined with margin to absorb prediction errors.If it finds conflicts,it advises modified
 

departure time on requested altitude and alternative altitude to resolve conflicts based on resolution rules.Air
 

traffic controllers select one of the advisories to modify the plan.Modifying the plan is also executed with drag
 

and drop operation of graphical user interface.It is important to adjust the margin of separation and the resolution
 

rule to the operational environment.

Air traffic controllers participated in simulation experiments.They found it useful to detect conflicts and to
 

advise modified departure time on requested altitude and alternative altitude.

管制システム部 元管制システム部（現東京航空交通管制部）
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１．はじめに

洋上空域の大部分はレーダ覆域外にあり，また，VHF/

UHFによるパイロットと管制機関との直接交信ができ

ない。そのため，洋上空域を飛行する航空機は，原則と

して特定の航空路を選択し，レーダ空域内より大きな管

制間隔を確保するよう定められている 。

太平洋上空を飛行する航空機は，出発空港と目的空港

の位置関係により，乗客の利便性の高い運航時間帯があ

る。また，長距離を飛行するため，偏西風等の気象条件

を考慮し，飛行時間と消費燃料が最適な経路と高度を選

択する。最適な経路と高度は，同一の都市間を結ぶフラ

イトに関して一致することが多い。そのため，特定の時

間帯，特定の航空路，特定の高度に航空機が集中する傾

向がある。

我が国が担当する飛行情報区（FIR:Flight Informa-

tion Region）は，北部太平洋空域と中部太平洋空域の一

部分を含む。我が国の管制機関は，洋上空域に入域する

航空機間の管制間隔を確保するために，国内空港の出発

機には，出発時の管制承認において要求高度の変更指示

や出発待機等の制御をする。ここで，管制承認とは，計

器飛行方式により管制空域を航行しようとする航空機に

対し，飛行計画のうち，経路，高度等管制業務に関係あ

る事項について管制機関が与える承認をいう。国外空港

の出発機には出発時の制御ができないため，飛行中に高

度変更等を指示する。航空管制官は航空機の飛行計画が

記載された運航票と国内空域のレーダ表示装置の航空機

の位置から，航空機が洋上空域に入域する時刻と関連機

との間隔を予測し，このような制御を実施する。これら

の判断には，航空管制官の専門知識と経験が必要である。

洋上空域への入域時を対象とする航空管制官の判断業

務を支援するシステムはまだ開発されていない。航空管

制官の業務は自動化するには複雑で，現在の技術では自

動化ではなく，業務の効率的遂行を促す支援システムを

構築することが有効であると国際的に認識されている。

出発前の航空機が要求する高度と飛行中の航空機の高

度が競合する場合には，飛行中の航空機が優先され，出

発前の航空機は要求した高度とは異なる高度を承認され

ることが多い。そのため，結果的に洋上空域に近い我が

国の空港の出発機が，国外空港の出発機に比較して不利

益を多く受けている。将来的に洋上空域の航空交通量が

増加すると航空管制官の作業量の増加と国内空港の出発

機の不利益の増加が予測される。

米国は，西行き中部太平洋経路を飛行する航空機に対

して，洋上空域の入域点の通過時刻と高度を事前に割り

当てるトラック・アドバイザリを運用している 。これ

は，航空会社が提出した当日の航空機毎の入域点の通過

時刻と高度の要求情報に基づいて，適正な間隔が確保さ

れた通過時刻と高度を各航空機に割り当てる。航空機は，

その割当を実現するように運航する。トラック・アドバ

イザリの対象となる航空機は米国西海岸とカナダ西海岸

の出発機である。

英国は，西行き北部大西洋経路を飛行する航空機に対

して，便名，洋上経路名，入域点，高度，速度等の洋上

管制承認を発出している 。洋上空域に入域する航空機

は，便名，洋上空域の入域点の通過時刻，速度，要求高

度，洋上空域に影響を及ぼす飛行計画の変更事項，洋上

空域の入域点での受け入れられる最高高度等の情報を英

国の管制機関に通知し，管制承認を要求するように定め

られている。

このように，一部の国や地域では既に多国間で協調し

た航空管制が行われている。国際民間航空機関（ICAO:

International Civil Aviation Organization）は，このよ

うな背景を踏まえ，全世界的に統一された航空交通管理

の実現を目指している。国外空港からの出発機に出発時

の制御を実施していないのは，各国の管制機関が独立に

管制をしているためである。ICAOの航空交通管理の導

入が進められることにより，国外空港の出発機にも統一

的な航空管制を実施できる可能性がある。

電子航法研究所は，上に述べたような背景を踏まえ，

国土交通省航空局からの要望を受けて，洋上空域に入域

する航空機に対する航空交通流管理手法の研究を実施し

た。これまでに，計算機シミュレーションにより航空交

通流制御手法と航空機の制御量の関係を定量的に検討し

た 。また，洋上空域に航空機を入域させる航空管制業務

を支援するシステムを提案した。支援システムの機能を

模擬する洋上合流シミュレータを試作し，航空管制官の

参加によるシミュレーション実験等により，その機能を

評価した 。

本報告では，初めに，現在の洋上空域に入域する航空

機に対する管制承認業務をまとめ，管制承認業務を支援

するシステムを提案する。次に，支援システムの機能を

検討するために試作した洋上合流シミュレータの概要を

述べる。最後に，航空管制官の参加によるシミュレーショ

ン実験で指摘された事項について考察し，洋上空域に入

域する航空機に対する管制支援機能についてまとめる。
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２．航空機の運航と管制承認

現在の洋上空域に入域する航空機に対する管制承認業

務をまとめ，管制承認業務を支援するシステムを提案す

る。

2.1 航空路の合流モデル

図１に洋上航空路への航空機の合流モデル例を示す。

点線で囲まれた領域を FIR Rとする。空港A，空港 B，

空港 C，および，空港 Dから出発する航空機が航空路 G

に合流する。ここで，空港Aと空港 Bは FIR R外の空

港であり，空港 Cと空港 Dは FIR R内の空港とする。

航空路には，航空機間の縦間隔，横間隔，および，垂

直間隔の最小値である管制間隔基準が設定されており，

航空路の FIR境界線上の地点（B1，B2，B3）では，管

制間隔基準に基づく航空機の移管条件が，各 FIRを担当

する管制機関間で決められている。

全ての航空機が合流する地点 P1で航空機に適正な間

隔を確保することにより，その先の航空路上の管制間隔

基準と移管地点 B3の移管条件を満足できる。地点 P1で

の適正な間隔を確保するため，FIR R内の空港からの出

発機には，出発時の管制承認において要求高度の変更指

示や出発待機等を実施する。FIR R外の空港からの出発

機には出発時の制御ができないため，飛行中に高度変更

等を指示する。

飛行中の航空機は出発前の航空機に対して優先され，

合流地点で両者が競合する場合は，出発前の航空機が高

度変更や出発待機をすることが多い。そのため，B1と B2

から FIR Rに入域する航空交通量が増加した場合は，

FIR R内の空港の出発機に対する非経済的な高度への

高度変更や長時間の出発待機が増加すると考えられる。

2.2 管制承認業務

図２に現在の航空機に対する管制承認業務の流れを示

す。航空交通流管理センターの航空交通流管理管制官が

管制承認に関する権限を有し，以下のように運用してい

る。

航空交通流管理センターは，円滑な航空交通流を形成

するために，国内の空域と空港を対象とする航空交通流

管理を実施している。運航スケジュール情報，飛行計画

情報，レーダによる位置情報を利用し，交通量を予測す

る。予測交通量が空域や空港の交通容量を超過する場合

は，主に出発待機による航空交通流制御を実施する。航

空交通流制御では，航空交通流管理センターが該当する

航空機の移動開始予定時刻（EOBT:Estimated Off-Block
 

Time）の25分前までに，出発制御時刻等の飛行計画の変

更事項または承認に付すべき条件を航空交通管制部の航

空管制官に通知する。

航空交通管制部の航空管制官は航空交通流管理セン

ターから飛行計画の変更事項または承認に付すべき条件

の通知を受領しない場合は，当該航空機に係る飛行計画

が承認されたものとして，航空機に管制承認を発出する。

但し，航空管制官は，航空路の管制間隔の確保等のため，

飛行経路，高度，または，速度に関し，飛行計画と異な

る管制承認を発出することがある。

洋上空域に入域する航空機の管制承認発出の流れを以

下に示す。現在は，洋上空域を対象とする航空交通流管

理は実施されていない。そこで，航空交通管制部の航空

管制官が，洋上航空路の管制間隔の確保のため，要求高

度の変更や出発待機等を指示する。管制承認に関する情

報は音声で伝達され，復唱により内容が確認される。

① 航空機は，出発空港の管制塔にエンジン始動の５分

前の時点で便名，目的空港，要求高度等を通報し，管

制承認を要求する。

図１ 航空路の合流モデル例

図２ 出発前管制承認調整の流れ
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② 管制塔は，管制承認の要求を航空交通管制部に通報

する。

③ 航空交通管制部の洋上航空路の間隔確保を担当する

航空管制官は，飛行計画情報等を参考にしながら，関

連機を考慮して，出発時刻と高度等を決定し，管制承

認を発出する。要求高度が他の航空機と競合する場合

は，航空機の希望を考慮して，飛行計画の経路，高度，

出発時刻等を変更した管制承認とする。出発前の航空

機の優先順位は，エンジン始動の要求時刻の先着順と

されている。

④ 管制塔は，航空交通管制部からの管制承認を航空機

に発出する。

2.3 管制承認支援システム

現在の洋上空域に入域する航空機の管制承認業務で

は，以下に示す課題がある。

① 航空管制官は航空機が洋上空域に入域する地点の通

過時刻と間連機との間隔を計算し，管制承認を判断す

る。そのため，航空交通量が増加すると航空管制官の

作業量が増加する。

② 航空機は，管制承認を要求した時点では，要求高度

での飛行の可能性，および，要求高度で飛行できない

場合の高度変更と出発待機時間の割当を知ることがで

きない。

③ 隣接する FIRから入域した上空通過機と国内出発

機が競合する場合には，上空通過機が優先されるため，

国内出発機が不利益を多く受ける。

これらの課題を解決するために，管制承認支援システ

ムを提案する。管制支援システムの処理手順を図３⒜に

示す。管制承認支援システムは，管制承認要求の入力に

対応して，洋上空域の入域点で発生するコンフリクトを

飛行計画情報に基づいて予測検出する。コンフリクトが

予測される場合は，コンフリクトを解決するための飛行

計画の変更案を算出する。ここで，コンフリクトとは，

複数の航空機の間隔が管制間隔基準未満となる状態とす

る。航空管制官が解決案を参考にして管制承認を入力す

ると，出発空港の管制塔等の関連機関に管制承認を配信

する。また，管制承認発出済の航空機を監視し，通過時

刻の変更等の飛行計画に変更が発生した場合も，コンフ

リクトを予測検出して，コンフリクトが予測される場合

は，解決案を出力する。

管制支援システムの運用形態例を図３⒝に示す。現在

進められている航空通信ネットワークの構築を想定し

て，管制塔，航空交通管制部，航空交通流管理センター，

および，航空会社が情報通信ネットワークにより接続さ

れているとする。管制承認支援システムを使用した航空

機の管制承認発出の流れを以下に示す。

①② パイロットからの出発５分前要求を受けた管制塔

の航空管制官は，管制承認要求を支援システムに入力

図３⒜ 管制承認支援システムの処理手順

図３⒝ 管制承認支援システムの運用形態例
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する。

③ 支援システムは，出発機の管制承認要求に対応して，

コンフリクト予測検出を実行し，管制承認の判断を担

当する航空交通流管理センターの航空交通流管理管制

官にコンフリクト発生の予測結果とその解決案を通知

する。

④ 航空交通流管理管制官は，支援システムの情報を参

考として，管制承認を判断する。コンフリクトが予測

されない場合は飛行計画どおりに承認し，コンフリク

トが予測される場合は，飛行計画の経路，高度，出発

時刻等を変更した管制承認とする。航空機から事前に

代替高度情報等が通知されることにより，航空機との

飛行計画の変更に係る調整を簡略化できる。

⑤⑥ 管制承認は，オンラインで管制塔の航空管制官に

伝達され，航空機に伝達される。管制承認に係る空地

データ通信の実現により，航空機に管制承認を直接伝

達することもできる。

ここでは，管制承認の判断は航空交通流管理センター

の航空交通流管理管制官としたが，支援システムが保持

する情報はオンライン情報であるため，現在と同様に航

空交通管制部の航空管制官が判断する運用方法もある。

管制承認支援システムにより，現在は航空管制官が計

算しているコンフリクト予測の判断を支援できる。また，

飛行計画に基づく交通情報を事前に航空会社に配信する

ことにより，航空機のパイロットが洋上航空路の混雑状

況に基づいて，要求高度での飛行の可能性や出発待機時

間等を予測できる。

現在は，飛行中の航空機は出発前の航空機より優先さ

れる。そのため，国内空港の出発機が国外空港の出発機

より制御が多い。航空機の優先順位を洋上空域への入域

時刻の先着順に変更することにより，出発空港の条件に

依存せずに航空機に制御を割当てることができる。管制

承認支援システムは，このような運用方法の変更につい

て，航空機の優先順位を定義するプログラムを変更する

ことにより対応できる。また，制御する航空機の選択等

の運用ルールを明確に適用できる。

航空機が集中する時間帯では，出発機の長時間の出発

待機が予測される場合がある。現在は，航空機が管制承

認を要求した時点まで出発待機時間は通知されない。運

航者の観点からは，このような情報の通知は機体の出発

準備が完了した時点ではなく，早期の段階が望ましい。

そこで，長い出発待機時間の割当が必要な状況では，事

前制御から開始し，運航計画の変更に対応して制御を更

新する方法が望ましい。現在，我が国では事前制御は実

施されていないため，米国のトラック・アドバイザリの

ような新たなシステムの導入が必要となる。管制承認支

援システムは，現在の運用を想定して管制承認の要求時

にコンフリクトの予測と飛行計画の変更を実施するが，

この制御を洋上空域の入域時刻の数時間前に早めること

により，トラック・アドバイザリと同様の運用となる。

さらに，米国のトラック・アドバイザリのシステムでは，

航空管制官が運航時点での制御の変更を判断している

が，管制承認支援システムは航空機の通過時刻に影響す

る飛行計画の変更を常時監視するため，事前制御に基づ

いて，出発時に制御を更新をする段階的な制御に対して

も，航空管制官を支援できる。

諸外国では，情報通信ネットワークを利用した航空交

通流管理の協調的意思決定が試行されている。これは，

航空会社と航空交通流管理センターが協調して航空機の

出発待機時間の割当等の問題解決に対応する。管制承認

支援システムは，洋上航空路の入域点の通過予定情報を

オンライン情報として保存しているため，情報通信ネッ

トワークを介して，航空会社に提供できる。航空会社が

交通情報を事前に入手することにより，洋上航空路の予

測交通状況を取得でき，飛行計画の変更の検討が可能と

なる。また，交通情報をオンラインで交換することによ

り，航空会社との協調的意思決定が実現できる。

３．洋上合流シミュレータの機能

洋上空域に入域する航空機の管制承認支援システムの

機能を検討するために，洋上合流シミュレータを試作し

た。ここでは，洋上合流シミュレータの機能について述

べる。

3.1 概要

洋上合流シミュレータは航空機の飛行計画に基づい

て，検査点でのコンフリクトを予測し，検出する。コン

フリクトが予測される場合は，解決ルールに基づいて，

高度変更や出発待機の解決案を提示する。航空管制官が

解決案を実行すると，飛行計画が変更される。

検査点は，洋上空域に入域する航空機を管理する地点

として，航空路毎に定義する。図４に検査点の例を示す。

3.2 入力データ

洋上合流シミュレータの主な入力データを以下に示

す。

⑴ 飛行計画データ
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飛行計画情報処理システム（FDP: Flight  Data
 

Processing System）の情報を想定し，検査点の通過予定

時刻と通過予定高度等の情報を含む航空機の飛行計画の

データである。

⑵ コンフリクト検出条件データ

検査点のコンフリクト予測検出の条件として，管制間

隔基準に基づいて定義した，同一高度の先行機と後続機

に確保する最低時間間隔のデータである。

⑶ コンフリクト解決ルール

コンフリクトが予測検出された航空機の状態（出発前，

飛行中等）を考慮して，解決案を求めるための if then書

式のルールである。

⑷ コンフリクト解決案評価データ

複数の解決案の中から最適な解決案を選択するため

に，解決案の評価点を定義するデータである。

3.3 構成

洋上合流シミュレータは，図５のとおり，通過計画部，

航跡表示部，および，簡易飛行場部で構成される。通過

計画部と航跡表示部は，航空交通流管理センターの洋上

空域に入域する航空機を管理する航空管制官が使用する

ことを想定する。簡易飛行場部は，管制承認を発出する

空港の管制塔の航空管制官の使用を想定する。通常の機

器構成は，通過計画部，航跡表示部，および，簡易飛行

場部に各１台のMicrosoft Windows NT4.0のパソコン

を使用する。これらのパソコンはネットワークで接続さ

れ，データとイベントが送受信される。ソフトウエア開

発環境は，Microsoft  Visual  C＋＋6.0とMicrosoft
 

Visual Basic Scripting Edition（VB Script）を使用す

る。

3.3.1 通過計画部

通過計画部は，コンフリクト予測検出，解決案の算出，

シミュレータの制御等を実行する。通過計画部の画面表

示は，制御ウィンドウ，ダイアグラムウィンドウ，ボッ

クスチャート，航空機リスト，解決案ウィンドウ，およ

び，ログウィンドウで構成される。

図６にボックスチャート以外の通過計画部の画面表示

例を示す。ダイアグラムウィンドウ，航空機リスト，お

よび，ボックスチャートは検査点毎に区別され，ダイア

グラムウィンドウの検査点選択タブにより切替える。

ダイアグラムウィンドウは，航空機の検査点の通過予

定時刻と通過予定高度を表示する。また，選択された高

度の航空機に関しては，斜線により前後の通過点の通過

予定時刻，および，出発機には出発空港の EOBTと離陸

予定時刻，通過機には FIR入域予定時刻を表示する。航

空機リストは，航空機のより詳しい情報を表形式で表示

する。

コンフリクトが予測検出された場合は，関係する航空

機の航空機リストを赤字に変更し，ダイアグラムウィン

ドウに赤線を表示する。また，解決案ウィンドウに解決

案を表示する。

航空管制官が解決案を選択するか，手動入力で解決策

を入力することにより，飛行計画が変更され，各表示画

面に反映される。また，飛行計画の変更による二次的な

コンフリクトを予測検出するために，解決案を試行する

機能がある。

ボックスチャートは，以下に示すダイアグラムウィン

ドウの課題を解決するために追加した画面である。

⑴ 検査点の通過予定時刻が接近した複数の航空機の便

名が重なり識別しにくい。

⑵ 航空機に関する情報表示が便名のみである。

⑶ 同時に表示する高度帯が７種類であり，より広範囲

の高度を表示できない。

図７にボックスチャートの画面表示例を示す。検査点

図４ 航空路の合流と検査点の設定例

図５ 洋上合流シミュレータの構成図
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の通過予定時刻と通過予定高度を航空機ボックスで表示

する。航空機ボックスの左辺の時刻が通過予定時刻，横

幅が後続機との間に確保する最低間隔を示す。

複数の航空機の通過時刻が接近した場合は，相互の航

空機ボックスが隠れないように高度帯の高さを拡大し，

航空機ボックスを上下に並べて表示する。先行機と後続

機の航空機ボックスに上下の重なりが発生している場合

は，最低間隔が確保されていない状態を示す。

航空機ボックス内の文字情報は，便名，指示されたマッ

ク数，型式，要求高度，出発空港を示す。要求高度は，

割当高度と異なる場合のみ，出発空港は国内出発機のみ

に表示する。文字色は通常は青色とし，最低間隔が確保

されない状態の航空機は赤色とする。

航空機ボックスの色は，航空機の状態を示す。管制承

認の要求前の出発機と東京 FIRと那覇 FIRに入域前の

通過機を緑色，管制承認済の出発機と東京 FIRと那覇

FIRに入域後の通過機を水色，管制承認要求中の出発機

を黄色で示す。

出発機の航空機ボックスは下辺に線を付け，隣接 FIR

から入域する通過機は上辺に線を付ける。出発機は離陸

した時点，通過機は東京 FIRと那覇 FIRに入域した時

点で線を消去する。これはレーダ監視前後での予測精度

の違いを識別するために使用し，線が無い航空機ボック

スは，線がある航空機ボックスに比べ予測精度が高いこ

とを示す。

高度帯の背景色は，その高度に割当てられた航空機の

飛行方向等を示す。薄茶色(E)は東方向，薄緑色(EW)は東

西方向の飛行を示す。

航空機ボックスや背景の色と属性は，容易に変更でき

るように，環境定義ファイルで定義する。

ボックスチャートは航空機を長方形領域，高度を上下

に幅を持つ帯状領域として表示する。航空機の検査点の

図６ 通過計画部（ボックスチャートを除く）の表示例
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通過時刻と通過高度を点，高度を線で表示するダイアグ

ラムウィンドウに比較して，航空機をマウスで選択し，

移動させる操作が容易となる。航空機の制御は，通過時

刻変更，高度変更，および，それらの組み合わせである。

これらの制御を航空機ボックスに対するドラッグ・アン

ド・ドロップ操作で指定できる。画面上のドラッグ・ア

ンド・ドロップ操作は，文字で表示された解決案を選択

する方法と比較して，状況認識と操作が容易となる。

図８にドラッグ・アンド・ドロップ操作の例を示す。

高度変更は，航空機ボックスを上下方向にドラッグして，

目的の高度でドロップする。通過時刻変更は，左右方向

にドラッグして，目的の通過時刻でドロップする。航空

機ボックスを選択し，ドラッグを開始した時点で，他の

航空機ボックスの横幅は，ドラッグ中の航空機を後続機

とした場合の間隔に変化する。これは，航空機の後にボッ

クスを移動する場合に，ドロップ位置の目標とするため

である。

操作の確認と誤操作の防止のため，ドラッグ・アンド・

ドロップ操作をした後に，その内容を文字で記述した解

決案ウィンドウを表示する。解決案ウィンドウで解決実

行ボタンを押すことにより，その変更が実行される。

3.3.2 航跡表示部

図９に航跡表示部の画面表示例を示す。航跡表示部は，

航空機の現在位置，将来位置，予定飛行経路等を地図上

に表示する。コンフリクトが予測検出された場合は，当

該航空機の飛行経路を赤線で表示する。

通常はシミュレーション現在時刻の航空機の位置を表

示するが，シミュレーション時刻との同期を取らずに，

マウスの操作により表示時刻を変更し，早送りや巻き戻

しで航空機の位置を表示できる。この機能は，航空管制

官が将来の交通状況や予測検出されたコンフリクトの発

図７ ボックスチャートの表示例

図８ ドラッグ・アンド・ドロップ操作
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生状況を認識し易くすることを目指している。

3.3.3 簡易飛行場部

簡易飛行場部は，出発機に関する管制承認の要求，離

陸等のイベントを飛行計画に基づいて通過計画部に送信

する。図10に簡易飛行場部の画面表示例を示す。画面表

示は，空港毎に一つのウィンドウとし，出発機リスト，

通信ログ，管制承認要求ボタン等で構成される。出発機

リストは，航空機に管制承認を伝達するために必要な情

報とシミュレーションのための定義情報を表示する。離

陸予定時刻は，出発機の駐機場の番号と駐機場から滑走

路までの地上走行時間により，EOBTを基準として算出

する。

3.4 コンフリクト予測検出・解決機能

3.4.1 コンフリクト予測検出

コンフリクトの予測検出は，出発機に対しては管制承

認要求時，離陸時，および，飛行計画変更時，通過機に

対しては東京 FIRと那覇 FIRへの入域時，および，飛行

計画変更時に行われる。ここで，出発機の管制承認要求

時刻は，EOBTの５分前とする。

ここでは，コンフリクトの予測検出方法を示す。初め

に，管制承認要求等の検査イベントを発行した航空機と

同一の検査点，同一の高度を飛行する航空機を抽出し，

通過予定時刻の時間差を求める。次に，この時間差が検

査点に定義された最低間隔未満の場合は，両航空機をコ

ンフリクト状態として予測検出する。ここで，検査イベ

ントを発行した航空機を自機，自機との間に間隔が欠如

している航空機を相手機とする。相手機となる航空機は，

管制承認発出済の出発機，東京 FIRと那覇 FIRに入域

済の通過機とする。

同一時刻で，複数のコンフリクトが予測検出された場

合は，順番に解決するために全ての予測コンフリクトを

記憶する。

図９ 航跡表示部の表示例
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検査点でのコンフリクト検査と解決は，その先の洋上

航空路上での航空機の間隔確保を目指している。検査点

より手前のレーダ空域は，レーダ誘導が利用でき，洋上

空域とは管制間隔基準とコンフリクト解決方法が異な

る。また，レーダ空域内のコンフリクト検出は，レーダ

管制卓の管制支援機能として実現されている。そのため，

管制承認支援システムは，コンフリクトの予測検出を検

査点のみで実施し，検査点までの飛行区間のコンフリク

トは対象としない。

3.4.2 間隔定義

航空機は出発空港の滑走路待ち，検査点までの飛行経

路上での経路変更等の影響により，検査点の通過予定時

刻と実際の通過時刻が異なる場合がある。この差を予測

誤差とする。検査点のコンフリクト予測検出・解決には，

予測誤差を考慮した最低間隔を適正に定義しなければな

らない。予測誤差は，離陸前，離陸後等の航空機の状態

に依存して変化する。また，航空機が検査点に近づくに

つれて，予測誤差は小さくなる。洋上合流シミュレータ

では，最低間隔を以下の式でコンフリクト検出条件デー

タに定義する。

最低間隔＝管制間隔基準＋速度差対応予備間隔

＋動的な予備間隔

洋上航空路の管制間隔基準は15分である。速度差対応

予備間隔は，航空機の速度差による洋上経路上の追付き

に対応する間隔である。これは，航空機の型式を標準的

な飛行速度でグループ分けし，先行機と後続機のグルー

プの組み合せ毎に定義した。表１に速度差対応予備間隔

の例を示す。

動的な予備間隔は，航空機の状態により変化させる間

隔である。ここでは，出発空港が異なる離陸前の出発機

に対して10分とした。これは，滑走路待ち等があるため

離陸前の予測誤差が離陸後の予測誤差より大きいためで

ある。航空機が離陸した時点で，動的な予備間隔を削除

する。動的な予備間隔を変化させることで，予測誤差に

対応し，柔軟にコンフリクトを予測検出できる。

3.4.3 コンフリクト解決ルール

航空機間に確保する管制間隔基準と間隔確保のための

制御方法は，新技術の導入等の航空交通環境の変化に対

応して変更される。支援システムの解決ルールは，運用

図10 簡易飛行場部の表示例
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方式の変更に柔軟に対応できる実装方法が望ましい。洋

上合流シミュレータは，解決ルールを容易に変更できる

ように，解決エンジンから分離し，スクリプト言語（VB
 

Script）による外部ファイルとした。ここで，コンフリク

ト予測検出を実施し，解決案を算出するプログラムを解

決エンジン，その手続きを記述したプログラムを解決

ルールと呼ぶ。

図11に解決エンジンと解決ルールの連携方法を示す。

この接続はMicrosoft Visual C＋＋のライブラリであ

るATL(Active Template Library)を使用した。解決エ

ンジンから，解決ルールの関数が呼び出される。この時，

自機と相手機の情報を解決ルールが参照して，処理を実

行し，処理結果を返す。

解決ルールにVB Scriptを使用することにより，解決

ルールの構文解析機能を解決エンジンに実装する必要が

なくなり，ソフトウエアが簡易化できた。

3.4.4 コンフリクト解決案の算出

コンフリクトが予測検出された場合は，それを解決す

る航空機の制御方法としての解決案を解決ルールに基づ

いて算出し，解決案ウィンドウに表示する。

ここでは，解決案の算出方法を示す。初めに解決ルー

ルで指定した上限高度と下限高度の範囲内の各高度につ

いて，通過予定時刻以降で他航空機とコンフリクトを発

生しない最も早い通過制御時刻を算出する。この通過制

御時刻の算出には，当該高度の全ての先行機と後続機に

対する間隔検査を実施し，間隔が最低間隔未満の場合は，

時間遅れ方向への通過時刻の変更を繰り返し，当該高度

の全航空機との間に最低間隔が確保される通過制御時刻

を求める。

出発機の解決案では，この高度毎の通過制御時刻から

EOBT制御時刻と出発待機時間を求める。出発待機時間

は，通過制御時刻と通過予定時刻の差とする。EOBT制

御時刻は，当初の EOBTに出発待機時間を加算した時刻

とする。

飛行中の航空機の解決案では，長時間の空中待機は非

効率的なため，通過制御時刻と通過予定時刻の差が３分

以下の解決案を抽出する。解決案には，高度毎の通過制

御時刻と調整時間を表示する。調整時間は通過制御時刻

と通過予定時刻の差とする。

3.4.5 解決案の評価

複数の解決案から望ましい解決案を選択するために解

決案を評価する。これは，航空機の当初の飛行計画から

の変更量に基づいて解決案の評価値を求め，評価値が最

高の解決案を選択する。

評価値を求めるために，通過時刻の変更単位を１分，

通過高度の変更単位を10FL（Flight Level）とする離散

点に対して，重複しない整数値を割当てる関数を定義す

る。

表２に評価値の定義例を示す。これは，指定した高度

範囲の中で定時性を優先する方法である。高度範囲は，

「通過予定高度＋10FL」から「通過予定高度－20FL」ま

でとし，それ以外の高度は選択しない。評価値の最高値

を999，選択しない解決案の評価値を０とする。この例で

は，「通過予定高度＋10FLと通過予定時刻」の評価値が

998であり，「通過予定高度と通過予定時刻＋１分」が995

である。この表では省略しているが，「通過予定時刻＋５

表１ 速度差対応予備間隔の定義例

先行機 後続機［単位：分］

型式 グループ 1 2 3 4 5

B744 1 0 0 0 0 0

B741 2 3 0 0 0 0

B742

B743

DC10 3 3 3 0 0 0

MD11

A340 4 5 3 3 0 0

A343

B772

B773

A310 5 15 15 10 5 0

B763

型式は，ICAOの略号とする。

図11 解決エンジンと解決ルールの連携方法

簡単なロジックを記述して処理を実現できるようにした簡

易言語
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分以上」も同様に評価値を定義する。重複しない評価値

を定義することにより，最高の評価値となる単独の解決

案を決定できる。

3.4.6 解決案の実行

航空管制官が解決案ウィンドウのひとつの解決案を選

択し，解決実行ボタンを押すことにより，解決案が実行

され，当該航空機の飛行計画が変更される。解決案以外

の制御を実施したい場合には，任意の通過時刻と高度を

入力する手動制御がある。

マックナンバーテクニックは，前後の航空機にマック

数を指定することにより，管制間隔基準を10分以下に短

縮する手法である。表３にマックナンバーテクニック間

隔の例を示す。この間隔は，手動制御により航空機にマッ

ク数を指定した場合に使用する。マックナンバーテク

ニックを利用する制御には，解決案ウィンドウの手動制

御で先行機と後続機にマック数を指定する。マック数が

指定された航空機ボックスの横幅は，マックナンバーテ

クニック用に定義した間隔となり，航空機ボックスに指

定されたマック数が表示される。

3.4.7 解決の保留

洋上合流シミュレータがコンフリクトを予測検出した

時点で航空機の制御を実施することが望ましくない場合

への対応のために，予測コンフリクト警告を航空管制官

が確認して消去する機能がある。例えば，出発時の航空

機の制御を保留し，航空機が離陸して動的な予備間隔が

削除された時点で，再度，コンフリクトの予測検出をし

たい場合等である。

解決を保留する場合には，解決案ウィンドウの解決保

留ボタンを押すことにより，解決案ウィンドウが消去さ

れ，当該航空機が解決保留状態となる。

４．シミュレーション実験と改善点

洋上合流シミュレータの機能を評価するために航空管

制官の参加によるシミュレーション実験を実施した。シ

ミュレーション実験は，１日３回程度の試行を９日間実

施した。

4.1 シミュレーション実験の概要と指摘事項

洋上空域の航空交通量の多い経路と時間帯を対象と

し，航空機の運航実績データに基づいて５種類の航空機

発生シナリオを作成した。これらは，現在の交通量のシ

ナリオ，現在の３倍の交通量で上空通過機の入域間隔を

２種類に変化させたシナリオ，交通量が３倍のシナリオ

でトラック・アドバイザリのような事前制御を実施した

シナリオである。航空管制官は，通過計画部と航跡表示

部の２台のパソコンを使用した。参加した航空管制官は

１日２名で，管制承認の判断と操作をする担当者とその

業務を補助する担当者に分け，シナリオ毎に両担当者を

交代した。洋上合流シミュレータは，シナリオに定義さ

れた航空機の EOBTの５分前の時刻に，管制承認の要求

の通知，コンフリクト予測検出結果，および，コンフリ

クト解決案を表示する。航空管制官は，これらの情報を

見て判断した管制承認を洋上合流シミュレータに入力し

た。電子航法研究所の研究者２名が，適宜，画面表示を

説明し，入力操作を補助した。管制承認の要求の無い時

間帯では，シミュレーション時刻を早送りして，シナリ

オ時間で３時間程度を30分程度の実験時間に短縮した。

シミュレーション実験では，全シナリオで洋上空域の

検査点の通過までに全てのコンフリクトを解決できた。

実験後に航空管制官に洋上合流シミュレータの機能に関

する聞き取り調査をした。聞き取り調査で指摘された主

な課題を以下に示す。また，検査・解決機能と表示・操

表３ マックナンバーテクニック間隔の定義例

先行機と後続機のマック数の差 間隔(分)

先行機が後続機よりマック0.06以上速い 5

先行機が後続機よりマック0.05以上速い 6

先行機が後続機よりマック0.04以上速い 7

先行機が後続機よりマック0.03以上速い 8

先行機が後続機よりマック0.02以上速い 9

先行機が後続機よりマック0.01以上速いか同じ 10

表２ 評価値の定義例

通過予
定時刻

通過予
定時刻
＋１分

通過予
定時刻
＋２分

通過予
定時刻
＋３分

通過予
定時刻
＋４分

…

＋20FL 0 0 0 0 0 …

＋10FL 998 994 990 986 982 …

通過予
定高度 999 995 991 987 983 …

－10FL 997 993 989 985 981 …

－20FL 996 992 988 984 980 …

－30FL 0 0 0 0 0 …
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作機能についての改善点を考察する。

① 航空機の要求高度でのコンフリクトの予測結果，そ

れを解決するための高度別出発待機時間の情報は，管

制承認の判断に役立つ。但し，コンフリクト予測検出

の最低間隔に予測誤差が正確に考慮されていることが

必要である。

② 出発機に対する解決案の EOBT制御時刻と出発待

機時間を，現在運用している出発待機時刻「RELEASE
 

AFTER［time］」と管制承認失効時刻「CLEARANCE
 

VOID IF NOT OFF THE GROUND BY［time］」

に変更するとよい。

③ マックナンバーテクニックの解決案があるとよい。

④ 上空通過機の高度は段階的な上昇計画に基づいて表

示しているが，現在高度で表示し，上昇したい希望を

表示する方法がよい。

⑤ 代替高度の希望と上昇可能高度を航空機から事前に

取得して，表示する方法がよい。

⑥ 希望高度と異なる高度が割当てられている航空機で

希望高度に空きができた時は，その旨を通知する方法

がよい。

⑦ 運航票は全航空路の情報を同時に表示できるが，

ボックスチャートは同時には一つの検査点の情報しか

表示できない。両者を同時に使用することは現在の運

用環境では作業空間的に難しいため，支援情報のみを

文字情報で表示する方法がよい。

⑧ ボックスチャートはダイアグラムウィンドウに比較

してわかりやすい。航空機ボックスの横幅で航空機の

間隔が確保できるかを確認できる方法はわかりやす

い。

⑨ ボックスチャートの航空機の移動方向を左から右に

して，洋上空域に入域する航空機の地図上の飛行方向

と一致させるとよい。

⑩ ボックスチャートの航空機ボックスの重なりが発生

し，便名が識別できないことがある。

ボックスチャートの管制承認済と管制承認前の航空

機の区別がわかりにくい。

ボックスチャートのドラッグ・アンド・ドロップ時

に，全航空機のボックス長が変化することは，間隔が

確保されていない状態と誤認識しやすい。また，高度

帯の高さが自動的に変化するため，画面がわかりにく

い。さらに，ドロップする時，目的時刻と時間のずれ

が発生する場合がある。

航空機リストに自動的にコンフリクトに関連する航

空機を表示するようなスクロール機能があるとよい。

4.2 検査・解決機能

4.2.1 予測誤差への対応

管制間隔基準と予測誤差の和に対してコンフリクト予

測検出の最低間隔を小さく定義した場合は，コンフリク

トが発生してしまうことがあり，安全性に問題がある。

逆にコンフリクト予測検出の最低間隔を大きく定義した

場合は，航空機間隔が大きくなり，空域利用の効率が低

下する。そのため，検査点のコンフリクト予測検出・解

決には，予測誤差を考慮した最低間隔を適正に定義しな

ければならない。FDPの検査点の通過予定時刻には，最

大３分程度の誤差がある。また，出発機の地上走行時間

の変動により，予測誤差が発生する。これらの予測誤差

はまだ測定されていない。そこで，FDPの検査点の通過

予定時刻とレーダによる通過時刻の実測値を比較し，予

測誤差の分布を求め，最低間隔を予測誤差に適応させる

ことが有効である。

予測精度の向上には，出発機の駐機場の位置，運用滑

走路の情報，過去の運航データの統計値の利用がある。

将来的には，空港面での航空機の位置を監視するシステ

ム，自動従属監視（ADS：Automatic Dependent Sur-

veillance)，パイロット管制官間データ通信（CPDLC:

Controller-Pilot Data Link Communications)の実現に

より，航空機の位置情報や予測情報を高精度と高頻度で

取得することができる。これらの情報を使用することに

より，予測精度を向上できる。

4.2.2 管制承認の制限事項への変換

現在の航空管制は，先行機との間隔確保のための出発

待機時刻「RELEASE AFTER［time］」と後続機との間

隔確保のための管制承認失効時刻「CLEARANCE
 

VOID IF NOT OFF THE GROUND BY［time］」に

より出発機の離陸時刻を制御する。

「RELEASE AFTER［time］」は，出発機の離陸を指

定時刻以降にする条件である。この指定時刻には10時10

分等の絶対時刻を指定する方法と当該空港を離陸した先

行機の離陸時刻から15分後等の相対時刻を指定する方法

がある。洋上合流シミュレータの解決案は，EOBT制御

時刻と出発待機時間を表示する。これらは検査点の通過

制御時刻から変換した。現在の運用方式に適合させるた

めには，検査点の通過制御時刻に基づいて，離陸時刻の

絶対時刻を指定する方法，および，先行機が同一空港の

出発機であれば，先行機の便名とその離陸時刻から何分

後と指定する方法が望ましい。

「CLEARANCE VOID IF NOT OFF THE
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GROUND BY［time］」は，出発機と後続機との間に管

制間隔を確保するため，出発機が指定時刻までに離陸し

ない場合に管制承認が失効する条件である。通常，後続

機は当該航空機とは異なる空港の出発機である。洋上合

流シミュレータでは，出発機と後続機との最低間隔に動

的な予備間隔の10分を加算する方法とし，管制承認失効

時刻は算出していない。出発機の離陸時刻が遅れた場合

には，その段階でコンフリクトが検出され，再度，解決

策を実行する方法を想定している。現在の運用方法に適

合させるためには，後続機の有無を検査し，後続機があ

る場合には管制承認失効時刻を求める方法が望ましい。

4.2.3 マックナンバーテクニックの解決案

マックナンバーテクニックは，先行機と後続機の速度

を指定することにより，速度の不確定性をなくし，速度

差による追付きを防止することができるため，管制間隔

基準が短縮される。航空機が出発待機する場合では，先

行機との縦間隔を短縮することにより，出発待機時間を

短縮できる。また，航空機が同一高度を連続して飛行す

る状況では，縦間隔の短縮により単位時間当りの通過航

空機数が多くなる。つまり，マックナンバーテクニック

により，航空機の制御量の低減と空域の効率的な利用が

可能となる。しかし，航空機には型式毎に巡航に最適な

マック数があり，そのマック数とは異なるマック数での

巡航は，経済性と定時性の点で不利益になる。そのため，

マックナンバーテクニックを適用する場合は，航空管制

官は指定したマック数が航空機に受け入れられるかを確

認する必要がある。

出発時の管制承認業務でマックナンバーテクニックを

利用する場合は，同一空港からの連続する出発機を対象

とする。離陸前の出発機は予測誤差が大きいため，異な

る空港からの出発機に対してはマックナンバーテクニッ

クはあまり利用されない。また，航空機が経済性や定時

性の点から指定したマック数を受け入れず，高度変更に

よる解決方法を選択することがある。

洋上合流シミュレータは，解決案を算出する機能とし

て，定義した間隔を確保する基本的な機能から段階的に

機能を向上してきた。出発時の管制承認業務では異なる

空港からの出発機に対してはマックナンバーテクニック

は利用されないため，また，最近の傾向として航空機が

マックナンバーテクニックより高度変更を選択すること

が多いため，洋上合流シミュレータは，マックナンバー

テクニックの解決案の算出は実装していない。しかし，

同一空港から連続して出発する出発機同士や飛行中の航

空機同士の間隔確保のために，マックナンバーテクニッ

クを利用することがあり，その解決案を算出する機能が

求められている。そこで，飛行計画に記載されたマック

数に基づいて，航空機が受け入れられる可能性の高い

マック数を想定したマックナンバーテクニックの解決案

を算出する機能が今後の課題である。

4.2.4 通過機の高度

洋上合流シミュレータは，提出された飛行計画に記載

された段階的な高度上昇計画に基づいて通過機の検査点

の通過予定高度を求めている。通過予定高度の表示方法

として，飛行中の現在高度と高度上昇の希望があること

を表示する方法，または，全航空機に通過予定高度を問

い合わせる方法が有効である。これは，飛行計画は出発

前に提出された情報であり，飛行中の状況によっては，

航空機が飛行計画に記載された段階的な高度上昇計画を

実現しない場合があるためである。

4.2.5 代替高度情報の取得

洋上合流シミュレータは，一般的なコンフリクト解決

ルールと解決案評価データを定義して，コンフリクト解

決案を求めている。航空機により定時性と経済性の優先

度が異なるため，予測コンフリクト解決策は，航空機の

意思を反映することが望ましい。そのため，事前に航空

機から代替高度情報，飛行可能な最高高度の情報を取得

し，それに基づいて解決案を算出する方法が有効である。

4.2.6 要求高度への復帰

洋上合流シミュレータは，要求高度と異なる高度に変

更した航空機に対して，関連機の高度変更等により，要

求高度に復帰するための検査は実施していない。航空機

の効率的な運航のためには，このような機能が有効であ

る。

具体的には，ある航空機の飛行計画が変更された時点

で，要求高度と承認高度が異なる航空機に対して，要求

高度に近づく高度の利用の可能性を検査する。ここで，

同じ要求高度を持つ複数の航空機が存在する場合に対応

して，要求高度に近づける高度割当をする航空機を選択

するための航空機の優先順位を求める手続き等を定義す

る必要がある。

4.3 表示・操作機能

4.3.1 表示機能

現在は，航空管制官が管制承認を判断するために，運
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航票とレーダ表示装置を使用している。この作業環境に，

洋上合流シミュレータの通過計画部のような画面を追加

する場合は，小さな表示領域で効率よく情報を表示する

ことが必要である。表示領域が制限される場合は，航空

機の要求高度でのコンフリクト予測結果，それを解決す

るための高度別出発待機時間を文字情報で表示する方法

も考えられる。

ボックスチャートとダイアグラムウィンドウの情報は

重複している情報が多い。これは，ダイアグラムウィン

ドウの改良版として，ボックスチャートを追加したため

である。表示領域が制限される場合は，ボックスチャー

ト，航空機リスト，および，解決案ウィンドウを使用す

る。解決案ウィンドウは通常は表示せず，コンフリクト

が予測検出された時に，ボップアップして表示している。

そのため，解決案ウィンドウは，その表示領域に表示さ

れていた情報を隠す。これを解決するためには，解決案

ウィンドウを常時表示する領域を確保することが望まし

い。

4.3.2 表示機能の比較

洋上合流シミュレータのボックスチャートのようなグ

ラフ的な表示方法と航空機リストのような文字的な表示

方法を比較する。

グラフ的な表示方法は，レーダ画面やボックスチャー

トのように航空機の情報を画面上の位置で表示する方法

である。この表示方法は，文字情報のみに比べて，画面

上の距離により間隔を認識でき，認識度が向上する。し

かし，画面の縮尺が適正でない場合は，情報が隠れる状

態や空白の領域が発生する。

文字的な表示方法は，航空機の運航票，これを電子化

した洋上管制データ表示システム（ODP: Oceanic Air
 

Traffic Control Data Processing System)の電子運航

票，航空機リストのように文字による表示方法である。

この方法は，航空機一機の表示領域が一行の文字列のよ

うに確保されており，他の航空機の情報とは重ならない。

画面上の距離による情報を使用しないため，表示領域を

小さくできる。

両者の表示方式は，それぞれ長所と短所を持つため，

システムの用途を考慮して画面を設計することが望まし

い。航空管制官は，コンフリクト予測結果とそれを解決

するための高度別出発待機時間の情報以外に，システム

が判断の根拠とした交通状況の情報を必要とする場合が

ある。そこで，両者の機能を実装し，航空管制官が容易

に変更や選択ができる方法が望ましい。

4.3.3 ボックスチャートの改善点

ボックスチャートは，管制承認要求前の出発機と東京

FIRと那覇 FIRに入域前の通過機を通過予定高度帯に

表示しているため，航空機が集中する時間帯では，複数

の航空機が縦に並び，大きな表示領域を必要とする。ま

た，高度帯の最大表示機数以上の場合は，航空機ボック

スが隠れる場合がある。ボックスチャート表示領域の圧

縮には，管制承認要求前の航空機の別領域の表示や表示

情報の省略等がある。

ボックスチャートは，表示する情報の時間的な範囲を

自動的に選択するフィルタ機能により，表示領域を小さ

くできる。例えば，標準的な表示時間帯は「現在時刻－

15分」から「現在時刻＋２時間55分」である。現在時刻

を基準としているため，将来的な時間帯の一部分を拡大

することができない。より任意に表示時間帯を設定する

ためには，現在時刻を基準とする時間帯を指定する方法

と現在時刻を基準としない任意時間帯の範囲を指定する

機能が望ましい。これは，航空機リストのような文字表

示についても同様である。航空機リストでは，自動的に

予測コンフリクトに関連する航空機に関する情報を表示

する選択機能が有効である。

ボックスチャートの航空機ボックスの時間的な移動方

向は右から左である。洋上航空路に入域する航空機は，

西から東に飛行する。地図上の表示と方向性を一致させ

るために，ボックスチャート時間軸を逆にして，航空機

が左から右に移動する方法が統一的であり認識し易くな

る。

ボックスチャートは，管制承認前と管制承認済の航空

機を航空機ボックスの色により区別しているが，表示さ

れる航空機が多い場合，両航空機を区別しにくい。これ

には，管制承認済の航空機を高度帯の一番上に表示する

等の航空機ボックスの位置による区別が有効である。

4.3.4 ドラッグ・アンド・ドロップ機能

ボックスチャートの航空機ボックスをドラッグした場

合，他の航空機のボックスの横幅がドラッグ中の航空機

が後続機とした長さに変化する。そのため，航空機間の

適正な間隔が確保されている場合でも，航空機ボックス

の重なりが発生し，間隔が確保されていない状態と誤り

易い。また，ドラッグ・アンド・ドロップ機能のドロッ

プする単位時間は１分であり，ドロップする場所により

目的する制御から１分程度の差が発生することがある。

この対策は，ボックス長が変化する航空機ボックスを全

部ではなく関連する航空機に制限する方法，航空機ボッ
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クスを挿入する場所に仮のボックスを表示する方法等が

ある。ここで，任意時間の変更のために，仮ボックス以

外の移動ができる機能も必要である。

５．むすび

洋上空域に入域する航空機に係る管制承認業務の現状

をまとめ，航空管制官を支援するシステムを提案した。

管制承認支援システムの機能を検討するために試作した

洋上合流シミュレータの機能，航空管制官の参加による

シミュレーション実験で指摘された課題とそれに対する

考察をまとめた。

航空管制官からは航空機の要求高度でのコンフリクト

予測結果とそれを解決するための高度別出発待機時間の

情報は，管制承認の判断に役立つとの意見が得られた。

但し，コンフリクト予測検出の最低間隔に予測誤差が正

確に考慮されていることが必要である。ここで，洋上合

流シミュレータの試作では，検査・解決機能に重点を置

いたため，表示・操作機能には課題が指摘された。

コンフリクト予測検出・解決機能では，予測誤差への

対応が重要である。これは，実際の運航データによる通

過予定時刻と実際の通過時刻による予測誤差の解析とそ

れに適応させた最低間隔の定義が必要である。また，表

示・操作機能では，航空管制官が操作し易い方法の実現

のための機能向上が必要である。

本研究は，国土交通省航空局からの要望に対応して，

平成10年度から平成13年度に実施した。電子航法研究所

は，本研究の結果を航空局に報告し，現在，航空局が次

期システムの整備のための検討を進めている。電子航法

研究所では，本研究を発展させ，洋上空域に入域する航

空機に関するコンフリクト予測検出機能として，入域点

の検査に加えて，段階的な高度上昇計画を考慮した洋上

空域全体を対象とするコンフリクト予測検出機能の開発

を進めている。
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