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Abstract

　This paper describes the development of air traffic control simulation system which is aimed to provide with 

the necessary equipment for realtime simulation of actual air traffic control services.

　The simulation system is composed of eight terminal radar display consoles, four enroute radar display 

consoles, twelve pseudo aircraft pilot consoles, a central main-computer or scenario processing server and so on.

The simulation system is designed to work as realistically as actual air traffic control scene, and to function well 

for wide traffic control area and heavy traffic. It is also worked by air traffic controllers in experimental phase, so 

the interface of consoles is designed and manufactured with careful thought.

　The simulation system is used to evaluate the plan to expand metropolitan airport and to treat heavy traffic for 

resolving serious congestion in the metropolitan airspace. The experiment shows the simulation system is useful.

　This simulation system works to the full. The result in this development will be useful to design next stage air 

traffic control simulation systems and also air traffic management systems though the simulation system will be 

insufficient to evaluate a future system.
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１．まえがき

　東京国際空港には、１日約800便の航空機が離着陸し

ており、年間の離着陸は30万回にも達する。国内旅客数

でいえば年間6,300万人の人々が同空港を利用しており、

これは日本全国の約７割になる。このような非常に過密

と言っても過言でない空域を安全に航空機を飛行させる

ために大規模な航空運航システムが構築されている。航

空運航システムは、非常に複雑で高度なシステムであり、

安全性をより高めつつ定時性を保持することが第一の使

命である。さらにこれに加えて効率化を図っていかなけ

ればならない。

　このシステムを構成する重要なサブシステムの一つに

航空交通管制システムがある。航空交通管制システムは、

航空機の安全な飛行を維持し効率的な運航に寄与するた

めに、航空管制官がレーダー情報、飛行計画情報等を処

理・表示する管制卓を用いて航空機の飛行を監視し、必

要に応じて管制指示を出して航空機の飛行を制御する業

務を行う機械と人間が結合したシステムである。

　本報告は、この航空交通管制システムを模擬し、航空

交通管制の運用現場における課題の抽出や新しい管制運

用方式・管制運用空域の評価等に活用できるシミュレー

ションシステムの開発について述べるものである。

　始めに現実の航空運航システムの概要および航空交通

管制システムの機能、役割を示し、シミュレーションシ

ステムの要件と基本的な構成を述べる。次に開発したシ

ミュレーションシステムの構成、機能等を述べる。終わ

りにこのシミュレーションシステムの運用方法および実

施したシミュレーション実験の例を示し、考察を行って

いる。

２．システムの概要

2.1　経緯

　現在航空輸送現場では基盤整備の面から輸送能力を上

げて増加する需要等に対応すべく、滑走路の増設、空港

の拡張、新空港の建設等が計画され、また進められてい

る。これにおいては、検討すべき種々の課題がある。

　空港の新設、滑走路の増設等による空域・飛行経路の

設計、管制処理容量の見積もり、等に寄与する資料の作

成、あるいは現実的な空域・管制運用環境の再現による

課題の検討において、航空管制官（以下、管制官という）

が参加する航空交通管制シミュレーションシステム（以

下、シミュレーションシステムという）による実験的評

価手法は非常に有力な手段であり、電子航法研究所は長

期に渡ってシミュレーションシステムの開発から評価実

験を行ってきた。⑴ これまでに開発したシミュレーショ

ンシステムは規模も小さく、性能にも限界があり、この

ため、適用範囲の広く、高性能のシミュレーションシス

テムの開発が要望されていた。

　このたび首都圏等の主要な空域における課題の評価実

験に活用するために、現実の空域を忠実に模擬できる大

規模なシミュレーションシステムを開発することとなっ

た。

　シミュレーションシステムの開発に当たって、現場で

使用されている管制卓と同等の機能性能および操作性を

持った模擬管制卓を多数備えて広範囲の空域を対象と

し、またターミナル管制空域とエンルート管制空域を連

結して同時に模擬できる能力を持ったシステムを構築す

ることにより、実験に参加する管制官が実際の運用と同

じように管制業務を模擬でき、現実の航空交通管制の

種々の課題に対応できることを目指した。

　始めに航空交通管制システム（以下、管制システムと

いう）の構成、機能を調査し、シミュレーションシステ

ムの検討、設計を行った。ここでは管制システムについ

て簡単に述べ、ついでシミュレーションシステムの概要

を述べる。

2.2　管制システム

　航空機の運航は、航空会社の作成による飛行計画の提

出に始まり、管制機関からの飛行承認により動き出す。

そして管制官からの離陸許可により飛行が始まる。離陸

すると定められた出発方式（SID；標準計器出発方式）、

に則って上昇し、巡航飛行に入る。航空路上の予定の

フィックス（2）（3） を通過し、目的の空港に近づくと、管

制官からの指示を受けて指示経路や STAR（標準到着経

路）等をたどって降下する。さらにその時点の気象状況

に適した進入方式により降下・進入を続け、指示された

最終進入コースを経て滑走路へ着陸する。飛行中の航空

機は、例えば管制官から針路指示や高度指示があるとそ

の指示値を目標に向きや高度を変える。

　航空機の飛行は、基本的には航法装置等を利用し、パ

イロットの操縦により行われており、この点において管

制システムとは独立しているが、前記のようにあらゆる

空域において管制機関から監視制御され、管制官の承認、

指示に従っている。航空交通管制の基本的なしくみを、

シミュレーションシステムの構成と対比させて図１に示

す。
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　管制業務は、航空機が飛行する広大な空域を飛行場管

制、ターミナル管制、および航空路管制に区分し、それ

ぞれの空域に適した管制方法により行われている。さら

にそれぞれ区分された管制空域において、出発・到着別、

飛行方向別、あるいは空間的な分割等によりいくつかの

管制席に分けて管制されている。流れに沿っていえば、

航空機は、空港の出発を扱う管制席、航空路に向かって

上昇する出発機を扱う管制席、いくつものセクタからな

る航空路管制における各々の管制席、目的空港の空域の

進入管制を行う管制席、および最終進入段階を管制する

管制席によって順次管制される。各々の航空機は、この

ように空港を離陸し、目的の空港に着陸するまで多数の

管制官に引き継がれながら管制され、飛行する。この隣

接する管制席に管制業務が引き継がれることを管制移管

という。

　管制システムの主たる機能は、ARTS*1、RDP*2や

FDP*3システムによりレーダー情報と飛行計画情報を処

理して管制卓の表示画面上に航空機の位置をアルファ

ベット文字等により表示し、コールサイン、飛行高度等

のデータブロックと呼ばれる情報を合わせて表示するこ

とである。管制卓は、ターミナル管制では DEDS（Data 

Entry and Display System）、エンルート管制では PVD

（Plan View Display）と呼称され、表示画面、キーボー

ド、トラックボール等で構成されている。管制官は画面

の表示情報と飛行計画情報等が印字されている運航票を

用いて管制業務を行い、必要に応じて管制指示の発出を

行っている。管制指示が発出されると、パイロットはそ

れに従って航空機を操縦する。個々の飛行特性は航空機

ごと、便ごとに異なり、飛行の細部はパイロットに依っ

ている。

　１つの管制席では同時に複数の航空機を管制してお

り、管制席とこれらの被管制航空機（管制下機という）

との間は同一の無線周波数を使用している。

2.3　シミュレーションシステム

　シミュレーションシステム構築の条件は、管制業務運

用現場における課題に対応できることであり、現場の管

制官が通常の業務を行うのと同様な管制卓運用によるシ

ミュレーションを行うことのできることである。さらに、

ターミナル空域とエンルート空域の管制業務の同時連結

模擬を可能とし、必要な空域を模擬できる規模のシステ

ムを目標とした。このため、開発したシミュレーション

システム（以下、本システムという）の基本要件は、ター

ミナル空域及びエンルート空域における管制運用方式、

管制卓機能をそれぞれ必要十分に模擬し、航空機が通過

する空域間の管制移管、データの送受および調整業務を

支障なく模擬できることであり、航空機の飛行について

は、飛行計画に沿った飛行を、またオペレータにより管

制官の指示に従った針路、高度等の変更を遅滞なく確実

にできることである。

　本システムの基本的な構成は、図１に示したように管

制業務を模擬する管制卓、管制官の指示に従って航空機

の操縦を模擬する装置（パイロット卓という）、および

入力された管制指示を処理して航空機の運動計算を行

い、各管制卓、パイロット卓と所要のデータの送受信を

行って全体を制御する大型のコンピュータ（シナリオ処

理装置という）である。また、管制官とパイロット間の

音声による管制通信を模擬する音声通信系があり、これ

は別の系として構築した。なお、パイロット卓は、地対

空通信のチャネル構成に合わせて、１管制卓対１パイ

ロット卓となるように管制卓と同数とした。

　管制卓は、現場の管制業務環境との相違を意識しない

ように、現用の管制卓の機能、性能および操作性をでき

るかぎり再現できる装置を目指して開発した。パイロッ

ト卓はコンピュータを用い、オペレータが航空機の操縦

操作をキーボード等からの入力により擬似的に行う構成

とした。

　また、空港における航空機の到着、出発の許可と離着

陸の管制を模擬できる装置（飛行場管制卓という）を開

発した。さらに、周辺の任意の空域を模擬できる装置（全

域模擬卓という）も開発した。

図１　航空交通管制のしくみとシミュレーション

システムの構成　　　　　　　　　

*1 ARTS：Automated Radar Terminal System、ターミナルレーダー情報処理システム

*2 RDP：Radar Data Processing system、航空路レーダー情報処理システム

*3 FDP：Flight Data Processing system、飛行計画情報処理システム
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　全体のシステムは、シナリオ処理装置を中心に置き、

この装置から各管制卓、パイロット卓へデータの配信と

受信を行うネットワーク構成とした。起動する管制卓数、

各管制卓および対応するパイロット卓の割り当て等は自

由に設定できるようにした。音声通信系も同様に接続で

きるように、交換機を使用して任意の組み合わせができ

る構成とした。なお、各管制卓等の表示制御はそれぞれ

の卓で個別に行う。図２に本システム全体の構成を示す。

また、図３にシミュレーション実験棟の構造、外観およ

び各装置の配置を示す。

　本システムの運用は全体のシステムを起動してシミュ

レーションを実行する段階（オンラインという）と一部

の装置を使用して各種のデータ作成等を行う段階（オフ

ラインという）に分けられる。また、実験により取得し

たログデータ等の解析は、別途処理する。

　なお、効率的な運用のために本システムは、２つのシ

ミュレーションを同時に独立して実施できるようにし

た。

　本システムの基本的な性能を表１に示す。

３．シミュレーションシステムの要件

　シミュレーションシステムでは、航空機の飛行とその

管制指示への追従等をどのように模擬していくかが重要

な課題である。本システムでは、管制指示に従う航空機

の飛行は、パイロット卓から指示の入力を行い、入力し

た情報を大型のコンピュータで一元的に計算処理を行う

ことにより模擬する方式とした。

　管制権の移管に係る模擬も大きな課題であり、移管と

ともに管制卓のデータブロック等の表示が規定通りに確

実に変更される必要がある。また、管制権の移管ととも

にその航空機の操縦権も対応する別のパイロット卓に的

確に移ることが可能でなければならない。このために、

各管制席の空域を３次元的に定義し、それぞれの航空機

図２　シミュレーションシステムの構成
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に対して存在する空域、次に進む空域を判断する処理を

導入した。

　シミュレーションシステム構築の要点は、模擬するた

めの諸々の機能の実現とデータベースである。必要な機

能を以下に列挙する。

　　⑴　航空機運動模擬機能

　　⑵　管制卓機能

　　　　⑴　外観

　　　　⑵　構造、装置配置図

　　⑶　パイロット卓機能

　　⑷　シミュレーションシステム設定、管理機能

　　⑸　データベース作成機能

　　⑹　実験データ収集機能

　　⑺　管制通信機能

　　⑻　運航票印字機能

　また、必要なデータベースは大きくわけ

ると、⑴空域環境データベース　⑵各航空

機の飛行計画（以下、交通流シナリオとい

う）である。

　これらの機能、データベースを準備段階、

実験実施時および実験終了時の段階に関し

て示すと表２のようになる。各機能の必要

とする段階に○印をつけて示す。

　以下に各機能を詳しく述べる。

図３　シミュレーション実験棟

表１　シミュレーションシステムの性能一覧表

　　　　項目 　　　　性能

ターミナル管制卓定義数　 最大８卓

エンルート管制卓定義数 最大４卓

パイロット卓定義数 最大１２卓

飛行場管制卓定義数　 最大５卓

全域模擬卓定義数 最大２卓

管制機能開発評価装置定義数 最大１卓

航空機同時処理機数　 最大５１２機 （注）

航空機同時表示機数 管制卓１卓において最大１２８機

同時管制機数 管制卓１卓において最大６４機

航空機最大定義機数 全シミュレーションにおいて３，０００機 （注）

ターミナル領域定義上限 最大８ターミナル／シミュレーション

飛行場管制卓滑走路定義上限 最大５滑走路

同時実行シミュレーション数 最大２シミュレーション

同時シナリオ生成　 ハードウェア ・ リソースによる制限に従う

シミュレーション実行 ・ 再生速度 ２倍速、 ４倍速、 ８倍速

注 ； ２つのシミュレーション同時実行においても最大定義機数、 同時処理機
数は合計で上記最大機数以下となる。



6 電子研報告 No.115 2006 7ENRI Papers No.115 2006

3.1　航空機運動模擬機能

　実際の運航における飛行については2.2節に述べたが、

そこで、飛行中の航空機は、例えば管制官から針路指示

があるとその指示値を目標に刻々向きを変えていき、指

示値に達すると一定の針路をたどる動きをする。高度指

示があった場合も同様に指示値を目標に高度を変える。

　ここで、管制官の指示の例を表３に示す。

　表３に示すように管制官からの指示は、高度、針路、

および速度、ならびに経路への会合、フィックスへの直

行指示等である。これらの指示が必要に応じてそれぞれ

個別に、また、いくつか組み合わさって発出される。

　航空機の運動模擬機能においては、飛行計画に沿った

飛行および管制官の種々の指示に従った飛行を忠実に模

擬できることが必須である。すなわち、航空機が交通流

シナリオに沿って飛行する場合、管制指示により交通流

シナリオの経路からはずれて飛行する場合、さらに元の

交通流シナリオに沿った経路に復帰する場合において、

管制卓の画面上に表示される航空機の位置、動きに不自

然さがみられないようにすることである。

　ところで、管制卓の画面に表示される航空機の動きは、

４秒あるいは１０秒間隔で更新されるので航空機の細か

な動きの再現は必要なく、位置計算は速度、加速度、上

昇・下降率等の平均的なデータに依ってもよいと考えら

る。これに沿って運動計算の要素、計算式等の検討、設

計を行い、ソフトウェアの作成を行った。さらに表示上

の検討を行い、所要の装置の設計、製作に反映させた。

以下に主要な計算処理について述べる。

表２　機能、データベースの一覧

項目 準備段階 実験実施段階 終了後

航空機運動模擬機能 ○ （注） ○ －

管制卓機能 ○ （注） ○ －

パイロット卓機能 ○ （注） ○ －

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ設定、 管理
機能

○ ○ －

データベース作成機能 ○ － －

実験データ収集機能 － ○ －

管制通信機能 － ○ －

運航票印字機能 ○ － －

空域環境データベース ○ － －

交通流シナリオ ○ － －

取得データ処理 ・ 解析 － － ○

注 ； 検証用

表３　管制官の指示例

（到着－アプローチ席）
ANA642 TOKYO APPROACH FLY HEADING 090 FOR VECTOR TO FINAL APPROACH COURSE R/W34L ILS No.3 AND MAINTAIN FLIGHT LEVEL 160
ANA642 TRAFFIC 1 O'CLOCK 8NM FROM RIGHT TO LEFT LEAVING 160 B737
ANA642 CLEAR OF TRAFFIC DESCEND AND MAINTAIN 10000
ANA642 TURN LEFT HEADING 030 DESCEND AND MAINTAIN 5000
ANA642 CONTACT RADAR 1197

JAS270 TOKYO APPROACH FLY HEADING 070 FOR VECTOR TO ILS No.3 R/W34L FINAL APPROACH COURSE DESCEND AND MAINTAIN 10000
JAS270 DESCEND AND MAINTAIN 7000
JAS270 TURN LEFT HEADING 030 DESCEND AND MAINTAIN 5000
JAS270 REDUCE SPEED TO 230 KNOTS
JAS270 TURN LEFT HEADING 300
JAS270 CONTACT TOKYO APPROACH 1197

（到着－フィーダ席）
ANA296 TOKYO APPROACH DESCEND AND MAINTAIN 4000
ANA296 TURN LEFT HEADING 020 REDUCE SPEED TO 210 KNOTS
ANA296 TURN LEFT HEADING 010
ANA296 TURN LEFT HEADING 350
ANA296 6NM FROM VERSO CLEARED FOR ILS No.3 R/W34L APPROACH
ANA296 CONTACT TOWER 118.1

ANA662 TOKYO APPROACH ROGER
ANA662 DESCEND AND MAINTAIN 4000
ANA662 REDUCE SPEED TO 210 KNOTS
ANA662 TURN LEFT HEADING 350 REDUCE SPEED TO 190 KNOTS
ANA662 TURN LEFT HEADING 310 4NM FROM VERSO CLEARED FOR ILS No.3 R/W34L APPROACH
ANA662 CONTACT TOWER 118.1

（出発南席）
JA8701 TOKYO DEPARTURE RADAR CONTACT
JA8701 NOW FLY HEADING 100 FOR VECTOR TO TAURA MAINTAIN 10000
JA8701 TURN RIGHT HEADING 160
JA8701 TURN RIGHT HEADING 220
JA8701 FLY PRESENT HEADING TO INTERCEPT HYE 067 RADIAL TO TAURA CLIMB AND MAINTAIN 12000 COMPLY WITH RESTRICTIONS
JA8701 CONTACT TOKYO CONTROL CORRECTION RJTY APPROACH 118.3

JAS553 TOKYO DEPARTURE RADAR CONTACT FLY HEADING 140 FOR VECTOR TO URAGA MAINTAIN 10000
JAS553 REVISED MAINTAIN 13000
JAS553 TURN RIGHT HEADING 200
JAS553 PROCEED DIRECT URAGA CLIMB AND MAINTAIN FLIGHT LEVEL 310 COMPLY WITH RESTRICTIONS
JAS553 CONTACT TOKYO CONTROL 123.7
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　SID、STAR、航空路ともに基本的にはフィックスを

連接したものであり、本システムでこの飛行を模擬する

方法として、通過予定フィックスを目標とし、そのフィッ

クスに設定した高度目標値、速度目標値等のデータを援

用して、または管制官から指示された指示値を目標とし

て時々刻々位置計算を積み重ねて新たな位置、高度等を

求めていく、逐次計算処理方式とした。

　具体的な位置計算式は（式－１）に示す通りである。

複雑な航空機の運動方程式でなく簡易な質点の運動に関

する式を用いている。なお、風の影響は、空域を高度層

に区分し、水平方向に格子状に区切った格子点に所要の

値を設定することにより、また時間帯を設定して取り込

む。

　水平面に Y軸を北にして X，Y軸を取り、垂直方向

に Z軸を取って、現在の位置を Pn（Xn，Yn，Zn）、t秒

後の位置を Pn＋１（Xn＋１，Yn＋１，Zn＋１）とすれ

ば、t秒後の航空機の位置は、

 （式－１）

で与えられる。ここで、Vは無風状態での X-Y平面に

おける現在の真対気速度（TAS）ベクトル、αは加減速

率ベクトル、VHは上昇・下降率（C/D rate）、θnは現

在の針路である。（Wx，Wy）は風ベクトルを表す。

　運動計算に必要な変数は、表４に示すように交通流シ

ナリオで与えられる飛行予定経路上のフィックスのデー

タと高度、速度、それらの変化率等の設定値である。

これらのうち固定データはオフラインであらかじめ入力

し、ファイルに保存される。シミュレーション実行中、

管制官から管制指示として与えられる高度、針路、速度

等、あるいはフィックス、経路等が設定値とされる。

　航空機の上昇率、下降率等は、航空機の型式や個体あ

るいは飛行経路、季節（時期）により異なっている。こ

れらの現実のデータをすべて収集し、採用することは不

可能であり、シミュレーションの目的から考えて不必要

である。本システムで作成するこれらのデータは航空機

メーカから入手できるデータ、公表されている規格値、

主要航空機の飛行データ、管制官の体験に基づいたデー

タ等を総合的に判断し、シミュレーションの課題を考慮

して決定する。図４に上昇率データの一例を示す。これ

はあるターミナル空域の出発経路における飛行時のデー

タを集計したものである。

　したがって本システム上、飛行する航空機はこれらの

指示の発出状況によっていろいろな状態となる。この状

態をいかにデータ化し、短時間で運動計算を行って妥当

な飛行を再現するかが大きな課題である。

　これらを詳細に検討し、図５に示す状態遷移図を作成

し、実際の飛行を十分的確に模擬できるようにいくつか

のモード、フェーズを定義した。

　また、予定経路への会合や経路上のフィックスへの復

帰、あるいは最終進入経路への進入許可等の指示による

当該経路や進入フィックス等への復帰の場合に、現在位

表４　運動計算用主要項目

項目 備考

現在位置 現在の緯度、 経度

目標位置 目標の緯度、 経度

現在高度

目標高度

現在速度

現在対地速度

目標速度

現在針路

目標針路

加減速率
自動飛行時 ； 予め定義、 離陸時 ・ 巡航時 ・ 進入時別、
航空機型式毎定義可

上昇下降率
自動飛行時 ； 予め定義、 高度層毎、 航空機型式毎定義
可

旋回率

旋回情報 種別、 状態、 開始加減速率、 半径、 中心位置

風向

風速

風情報 高度層情報、 格子情報 （緯経度）、 風時間情報

型式別、季節別上昇率
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図４　航空機飛行特性－上昇率の例
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置の認識やその後の予定経路への会合等のために途中通

過しなかった予定経路上のフィックスに対する判断・処

理等の課題がある。

　これに対する処理方法を図６に示す。経路上に連続す

る３個のフィックスを考え、航空機の現在位置とこれら

のフィックスとの位置関係から通過済みのフィックス、

および目標フィックスを決定する。目標フィックス決定

時に目標の高度値等が有れば、取り込む。

　さらに、ターミナル空域に入った到着機の運動模擬は、

到着経路を次の３つのフェーズに分けて行う。

　　①フェーズⅠ；STAR

　　②フェーズⅡ；進入経路

　　③フェーズⅢ；最終進入経路

　フェーズⅠはターミナル空域の入域点から最終進入

フィックス（FAF；Final Approach Fix）までの経路、

フェーズⅡは FAFから進入復行点（MAP；Missed 

Approach Point）までの ILS、VOR/DME等の進入方

式による飛行にあたる部分である。フェーズⅢはフェー

ズⅡに続く滑走路までの経路である。このフェーズ分割

によって到着滑走路の変更等の機能を可能にしている。

フェーズⅡまでパイロット卓で制御が可能である。

　また、航空機が予定飛行経路を飛行中、あるフィック

スで針路が変わる場合（通常そうであるが）、またある

経路に会合する場合、航空機はなめらかに旋回する必要

がある。この旋回を模擬する方法として、当該フィック

スにつながる２直線経路あるいは会合する経路と現在針

路で構成される２直線に接する円弧を想定し、直線とそ

の円弧に沿って進むしくみを考え、計算処理を行う。（図

７参照）

　このようにいろいろな工夫を取り入れて飛行形態を適

度な精度で模擬する。

3.2　管制卓機能

　管制卓は、先に述べたように現用の管制卓の機能、性

能および操作性をできるかぎり再現できることを目指し

ており、基本機能は航空機の位置と高度、速度等の情報

を画面に決められた様式で表示することであり、管制下

機・管制予定機等の区別表示、管制移管に係る種々の表

示等の機能が求められる。また、管制業務を行うのに都

合のよいように画面の表示範囲や中心位置の変更、デー

タブロックの移動等、現用の管制卓が有する操作機能と

同等の機能を備える必要がある。現場における管制卓は、

ターミナル管制、エンルート管制それぞれ細部に渡って

かなり違いがあり、本システムにおいてもそれぞれ現用

の装置に合わせて別個に開発した。

　管制移管に係る表示機能に関しては、限られた管制席

構成でシミュレーションを行うため、いかに存在しない

周辺の管制席との情報交換、表示方法を確実に実現する

図６　フィックス通過判定説明図 図７　旋回・会合説明図
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かが課題である。このために、各管制席の担当空域を明

確に定義してデータベースを作成し、適切に処理するシ

ステムとする必要がある。

　ターミナル管制卓、エンルート管制卓の主要な機能を

それぞれ表５、表６に示す。

3.3　パイロット卓機能

　パイロット卓では、オペレータが管制官の指示に対し

て必要な命令を遅滞なく間違いなく入力できることが必

須である。このためその操作性に配慮して入力手段と情

報表示を検討し、20×20インチディスプレーを使用して

管制卓に似せた画面表示を行うとともに多数のファンク

ションキーを画面の両側に配置する構造とした。表示画

面には管制卓と同様のマップ、航空機シンボル、データ

ブロック等の表示を行い、さらにいくつかの情報を表示

できる機能を持たせた。図８にパイロット卓の表示画面

例を示す。

　入力手段として複数の方法について検討し、選択でき

るように設計し、製作した。その手段は、（1）キーボー

ドのキーに命令を割り当て、数値キーと併用する、（2）

管制下の航空機を画面に表形式で表示し、表から直接対

象航空機の選択、命令の入力を可能とする、（3）画面の

横に押下式の釦を配置し、命令に応じて選択、押下する、

である。表７にパイロット卓の主要な入力、画面操作機

能を示す。

表５　ターミナル管制卓の主要機能

項目 備考

（表示）

マップ
デジタル･マップ、 ９枚、 セクタ、 フィックスシ
ンボル

データブロック情報

　 ・  フルデータブロック
（FDB）

航空機識別符号、 モードＣ高度、 移管先管制
席シンボル、 航空機型式／対地速度

　 ・  リミティッドデータブロッ
ク （LDB）

非管制機、 ビーコンコード、 モードＣ高度

航空機シンボル 管制下機／予定機／移管時区別

システムデータ 時刻、 空港情報

到着機／出発機リスト 管制予定機、 最大２６機

コースト／サスペンドリスト 最大３２機

プレビューエリア
キーボードデータ、 最大４２字、 １行最大　　　
３２字

レンジマーク ２／５／10 NM

トラックボールシンボル

（入力 ・ 操作）

ハンドオフ
開始･受領、 キーボード･トラックボールより入
力

マップ選択モード １枚 / 複数枚表示切替

マップ表示
（選択モードに依り、 １／複数） 表示マップキ

ー押下

リーダー長 リーダー長切替、 長短

リーダー方向 リーダー方向切替

クイックルック 他席管制下機データブロック表示

キーボード
フライトデータ入力 ・ 修正 ・ 消去、 データブロ
ック関係、 情報表示設定、 ハンドオフ

トラックボール 入力位置設定

センター／ディセンター
レーダー表示画面の中心を、 ディスプレイの
中心／トラックボールシンボルに合わせる

輝度調整 レンジマーク、 マップ、 表示文字

照明調整 コンパスローズ、 パネル、 キーボード 

表示文字 サイズ選択 ； ７段階

レンジマーク 間隔２／５／10NM に切替

レンジ 表示覆域可変、 ６～80NM

図８　パイロット卓の表示画面例

表７　パイロット卓の主要機能

項目 備考

（操縦機能）

指示値入力機能 指示項目選択 ・ 数値入力、 入力方法３タイプ

自動／手動切替機能 指示項目毎 ( 針度、 高度、 速度 )

各種操縦指示入力機能 直行、 会合、 待機旋回、 最終進入許可

操縦権関係機能 操縦権の移管

（表示関係）

マップ等 マップ、 フィックス位置 ・ 名、 制限空域

航空機情報 航空機シンボル、 データブロック

航空機識別機能 操縦予定機色分け、 データブロック有無

航跡･予定経路表示機能 航跡５機、 予定経路３機まで表示可

リスト表示機能 管制下機、 出発機、 到着機

航空機詳細情報表示機能 目標 / 現在高度、 目標 / 現在針路、 目標 / 現
在速度、 高度･針路･速度の自動 / 手動モード
情報、 カーソルで表示指定

入力表示欄 入力情報表示

入力完了表示 入力受付情報表示
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　3.4　システムの設定・管理機能

　シミュレーションでは課題に従って、設定する管制席

の構成等を種々変更する必要がある。このために本シス

テムでは、後述するようにシステムパラメータ、シミュ

レーションパラメータのファィルを用意し、データベー

スの作成等とともに必要なパラメータを設定するように

した。

　3.5　データベース作成機能

　シミュレーションにおいて、データベースの作成は最

表６　エンルート管制卓の主要機能

項目 備考

（表示）

マップ ８枚、 複数選択可

航空機シンボル

データブロック

　　 ・ フル ・ データブロック
（管制下機）航空機識別符号、 指示高度、 高度状況記号、

モードＣ高度、 計算機番号 / 対地速度 / 航空機型式、 目
的空港 / メモ / ステータス

　　 ・ リミティッド ・ データブロック
（入域予定機） 航空機識別符号、 指示高度、 高度状況記

号、 モード C 高度

　　 ・ ビーコン ・ データブロック （ビーコン選択機） ビーコンコード、 モード C 高度

ハンドオフ表示の制御 HND ／相手セクタ表示切替、 ON ／ OFF

航空機カラー表示 ON ／ OFF、 シンボル ・ データブロック

航空機飛行方向識別表示 管制下機、 管制予定機、 FDP フライトプラン機

トレイル 表示個数切替、 ０～５個 ( スキャン )

ベクトル 長さ切替、 ４段階 (１分、 ２分、 ４分、 ８分後相当 )、 OFF

リーダ 長さ切替、 長短２種

出発機リスト 表示切替可、 ON ／ OFF

入域機リスト 表示切替可、 ON ／ OFF

到着機リスト 表示切替可、 ON ／ OFF

気象情報 強弱２レベル

表示範囲 75, 100, 120, 150, 200, 250, 400， 600NM 選択

AS-ALT 識別記号表示

異常接近警報表示 ( コンフリクト ) データブロックのステータスに “CNF” 表示、 対リスト表示

（入力 ・ 操作－ディスプレイ ・ コントロール ・ パネル、 クイックアクション ・ パネル）

ハンドオフ 通常、 強制

ハンドアクセプト

カーサ表示 ２点間の距離、 方位

ルートディスプレイ

CONT SYMBL 管制下機シンボルを表示

表示文字サイズ変更 ３段階

自動ハンドオフ機能の制御

データブロック位置変更

データブロック自動再配置機能の制御

AS ALT 指示高度変更

U ALT FDP に対して指示高度の変更

リスト表示位置変更

フルデータブロック表示の制御 入域機、 ON ／ OFF

リミティッドデータブロック表示の制御 入域機、 ON ／ OFF

アドバイザリ機能の制御

フリーライト･空域表示の制御

対地速度表示の制御 ON ／ OFF

航空機型式表示の制御 ON ／ OFF

セクタ中心 PVD の中心／非中心

輝度等調整

トラックボール

キーボード
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も重要で、時間を要する部分である。このため、データ

ベースの集中管理を行うデータベース・サーバを独立し

た装置として導入し、フィックス、航空路、レーダーサ

イト、飛行場、マップ、SID、STAR、進入方式、セクタ、

ハンドイニシエィト情報 *1、航空機性能情報等の空域環

境データおよび交通流シナリオの作成・編集、保存・管

理を行う。

　データの作成では、容易に作成できるように操作性を

考慮して GUIインターフェースを設計、製作した。プ

ルダウンメニューから各データ毎に個別の画面を表示

し、その表形式の入力ウインドウに入力し、編集を行う。

また、マップデータは、直接外部からファイル単位でま

とめて入力できる機能を持たせた。さらに、SID、

STAR、セクタ、マップのデータは、画面に図形も表示

して編集が容易に行えるようにした。

　データベースの作成の詳細は別の項で述べる。

3.6　実験データ収集機能

　シミュレーション実行中、航空機運動ログデータおよ

びコマンドログデータをバイナリ形式でシナリオ処理装

置のハードディスクに蓄積する。実験終了時に蓄積デー

タをデータベース・サーバの指定ファィルに保存すると

ともに、バックアップとして DATにも指定して保存で

きる。

　保存されたログデータは、テキスト形式に変換するこ

とが可能である。

3.7　管制通信機能

　管制官とパイロットは管制指示の授受を管制卓毎に１

つの無線周波数を用いて行っている。本システムでは、

管制卓とパイロット卓にそれぞれ通信端末を設置し、こ

の通信端末間をケーブルで接続して通信を行う。本機能

は、対応する通信端末間の接続の設定を行う交換機能、

および管制官とパイロット間の管制指示等の通信を記録

する機能である。

3.8　運航票印字機能

　航空管制にはレーダーで探知した航空機の位置情報と

ともに飛行計画を印字した運航票が重要な役割を担って

いる。本システムにおいても作成した交通流シナリオの

データに基づいて、１機ずつ現場と同じ様式の用紙に飛

行計画情報を印字する機能を持っている。飛行計画情報

を印字した運航票は、１枚ずつホルダーに入れて管制卓

横のベイに並べられる。

４．シミュレーションシステムの構成

　本システムは、前述のようにシナリオ処理装置をサー

バとし、各管制卓、パイロット卓等をクライアントとし

てデータの配信と受信を行うネットワーク構成とした。

構成装置は以下のようになる。

　　⑴　ターミナル管制卓

　　⑵　エンルート管制卓

　　⑶　飛行場管制卓

　　⑷　パイロット卓

　　⑸　全域模擬卓

　　⑹　シナリオ処理装置

　　⑺　音声通信装置

　　⑻　データベース・サーバ

　　⑼　運航票印字装置

　　⑽　システム・コンソール

4.1　ターミナル管制卓

　ターミナル管制卓の外観を図９に示す。現場の管制卓

では、対空、対地の通信系が管制卓とほぼ一体の構造と

なって装備されているが、本システムでは、通信系は別

個に簡易なもので構築することとし、指示音声の情報は

本体とは別の系統で送受される。本管制卓は表示部分の

みである。ただ、運航票を置くためのベイを製作し、こ

のベイに音声通信端末を組み込む構造とした。機能はす

でに表５に示した。

　ターミナル管制卓は８卓を製作し、複数の大規模空港

のシミュレーションを可能とした。

4.2　エンルート管制卓

　エンルート管制卓も、現場の管制卓と同等の機能を持

つように設計、製作した。ただ、現場の管制卓には非常

に多くの機能がそなわっており、これをすべて模擬する

ことはシステム全体の性能を考えると、最適な選択とは

言えないので、シミュレーション実施において影響のな

いと考えられる機能は装備しないこととした。これらに

ついては、今後のシミュレーションの実施結果を踏まえ

て検討し、追加・改修を加えることとした。本管制卓の

*1　管制移管に関する条件等の情報
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音声通信機能もターミナル管制卓におけるものと同様に

設計、製作した。エンルート管制卓の主要機能は表６に

示した。外観を図10に示す。

　エンルート管制卓は４卓製作した。これにより広範囲

の航空路管制のシミュレーションが可能である。

4.3　飛行場管制卓

　飛行場管制卓は、飛行場を出発する航空機、滑走路に

進入・着陸する航空機を監視し、必要に応じて出発を待

機させる等の機能を持たせたものである。これにより、

現場の管制塔で行っている管制業務の一部を模擬でき、

より現実に近いシミュレーションを行うことが可能であ

る。

　飛行場管制卓の表示画面は図11に示すように左右に２

面に分割してそれぞれ飛行場付近の20NMの範囲と滑走

路近辺のみを表示する構成とし、滑走路およびその近辺

における航空機相互の間隔等を詳細に監視・制御できる。

１卓１到着滑走路監視用として５卓製作した。飛行場管

制卓の主要機能を表８に、外観を図12に示す。

4.4　パイロット卓

　パイロット卓は、本体を汎用コンピュータとし、管制

卓と同等の20インチ角形画面の表示装置を採用して、管

制卓とほぼ同じ情報を表示し、画面から多くの情報を得

られるようにした。画面を見て入力作業が行える構成と

した。入力作業は、前述のようにキーボードから直接入

力して、あるいは表示部の横に配置したファンクション

キーを押下して、またはマウスを用いて画面上の航空機

リストから所要の項目箇所を選択し入力する方法を設定

した。

図９　ターミナル管制卓の外観

図10　エンルート管制卓の外観

図11　飛行場管制卓の表示画面例

表８　飛行場管制卓の主要機能

項目 備考

（滑走路画面表示）

滑走路表示 担当滑走路色分け

出発機／出発待機リスト

風向 ・ 風速情報表示

（レーダー画面表示）

マップ表示

シミュレーション情報表示

ターゲットリスト表示

（操縦操作機能）

許可等の入力 着陸許可、 ゴーアラウンド

航空機制御モード変更 手動／自動出発モード

ランウエイ ・ チェンジ
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　さらに、表示部の横に配置したファンクションキーを

一部の装置ではタッチパネル方式とした。図13にパイ

ロット卓の外観を示す。

4.5　全域模擬卓

　シミュレーション対象空域以外の空域にある航空機に

対する操作、あるいはその航空機に対する調整作業を行

う必要が生じたとき、その空域を監視し、当該航空機に

命令を入力できるものとして全域模擬卓を開発した。全

域模擬卓の機能、外観をそれぞれ表９、図14に示す。表

示画面例を図15に示す。

4.6　シナリオ処理装置

　シナリオ処理装置は、オフラインで作成した交通流シ

ナリオ、空域等のマップデータ、飛行経路データ等を取

り込み、航空機の運動計算を高速で実行するものであり、

シミュレーション実施時に計算処理、データの送受信等

を高速で行い、多くの航空機の模擬を可能とするように

設計した。

図12　飛行場管制卓の外観

図13　パイロット卓の外観

表９　全域模擬卓の主要機能

項目 備考

（表示関係）

表示範囲 指定セクタを中心としたレーダー覆域 （レンジ
設定）

マップ表示機能

リスト表示機能

レンジマーク表示機能

航空機位置表示機能 航空機シンボル

航空機情報表示機能 セクタ指定により変更

（管制指示関係）

管制移管機能 管制移管起動･移管受領、 自動管制移管

ホールディング機能

インターセプト機能

ダイレクト指示機能

ドロップ機能

（航空機操縦操作機
能）

高度変更機能

速度変更機能

針路変更機能

旋回率変更機能

上昇･下降率変更機能

加減速率変更機能

（調整機能）

航空機ジャンプ機能

管制権強制移動機能

図14　全域模擬卓の外観
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　本装置はサーバとしてシミュレーション開始時に各管

制卓、パイロット卓等へマップデータ等必要なデータを

送信し、シミュレーション実行中はパイロット卓で入力

した各種の管制指示に対応したデータの受信、航空機の

運動計算、計算した航空機位置データの送信、その他の

システムの動作に必要なデータの送受信を行う。時々

刻々の航空機の位置データをはじめとするログデータの

収集、監視等の機能を持つ大型のセンター・コンピュー

タである。本装置の構成を表10に示す。

4.7　音声通信装置

　音声通信装置は、所要の管制卓と対応するパイロット

卓間の通信回線を設定し、実験中は管制官とパイロット

役とでかわされる音声通信のすべてを記録する。交換機

と記録用の多チャネルデジタルレコーダーで構成され

る。表11に音声通信装置の諸元を示す。

4.8　データベース・サーバ

　データベースサーバは、本システムで使用するデータ

の保存、管理を行う。主たる機能はデータベース管理機

能で、データの構築・集中管理である。この機能を効率

よく行うために、市販のリレーショナルデータベース管

理システム「Oracle」を導入している。そのほかに、

各種データの生成・編集を制御するデータベース制御機

能、ログ管理機能、シナリオ作成機能、空域環境データ

作成機能等がある。データベースにはシミュレーション

で必要な静的なデータを格納する。

　本装置は、オフラインで交通流シナリオの作成、空域

等のマップデータの作成、飛行経路の作成等を行う。こ

のために複数のデータ編集コンソールを接続している。

そのメニュー画面から必要なウインドウを開いて上記の

種々のデータの作成、編集作業を行う。各データの作成

手順については4.11節で述べる。

4.9　運航票印字装置

　運航票印字装置は、運航票の書式、形状からラインプ

リンタが適しており、汎用のプリンタから条件に合うプ

リンタを選択した。

4.10　システム・コンソール

　システムの起動、停止を行う。

　システムの起動時のモードとしては、⑴シミュレー

ション実行モード　⑵プレイバックモードがある。シ

図15　全域模擬卓の表示画面例

表10　シナリオ処理装置の構成

名称 数量 備考

本体 1台 UX7000  E/ 6500相当

CPU 12 UltraSPARC- Ⅱ  400MHz

メモリ 12 １GB （１CPU 毎）

磁気ディスク 1 72.8GB 内蔵ディスクアレイ （18.2GB ×４）

磁気テープドライブ 1 ４mmDAT （DDS-３）

キーボード 1

マウス 1

ディスプレイ 1 17inch カラー CRT

表11　音声通信装置の諸元

項目 数量 備考

（音声通信制御装置）

音声交換装置 1台

パイロット卓用音声通
信ユニット

12台

レーダー卓 用 音 声 通
信ユニット

12台

調整卓用音声通信ユ
ニット　

10台

飛行場管制卓用音声
通信ユニット

5台

全域模擬卓用音声通
信ユニット

2台

（音声解析装置）

解析装置本体 1式

17インチ表示装置 1台

音声記録装置 1台

（機能）

音声通信制御 各ユニット間通話制御

音声等伝送
通話音声、 PTT ON/OFF 信号、 卓間接
続情報の解析装置への伝送

音声等記録
通話音声、 PTT ON/OFF 信号、 卓間接
続情報の記録
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ミュレーション終了時にログデータの保存に関するモー

ドがある。

　⑴　シミュレーション実行モード

　システム操作メニューからシミュレーション実行ボタ

ンを押下してシミュレーション実行モードに入る。表示

される画面に従ってプロジェクト名、パラメータ名、シ

ナリオ名を選択してシミュレーションを実行する。なお、

本システムは２個のシミュレーションを同時に実行でき

るので、シミュレーション実行ボタンを押下するとき１

系と２系のいずれかを選択する必要がある。

　⑵　プレイバックモード

　シミュレーション実施によって取得した航空機運航ロ

グデータおよびコマンドログデータを使用して、各管制

卓に航空機の挙動を再現する。

　⑶　ログデータ管理モード

　シミュレーション終了時、ログデータ処理メニューが

表示される。ログデータを保存する場合、保存媒体のボ

タンを選択するとログデータが保存される。

4.11　ソフトウェア

　4.11.1　基本ソフトウェア

　シナリオ処理装置は UNIX系の「Solaris」を基本ソ

フトウェアとし、航空機の位置計算、管制卓等への情報

の送受、及び制御を行う。シナリオ処理装置の主要ディ

レクトリ構造を図16に示す。

　データベース・サーバの基本ソフトウェアは、マイク

ロソフト社製の「Windows NT」であり、データベース

管 理 シ ス テ ム（DBMS：Data Base Management 

System）に「Oracle」を採用し、複数のデータ編集コ

ンソール上で作成・編集されるデータの管理を一元的に

行う。

　4.11.2　システム設定

　本システムは各種パラメータ設定、システム定義に

従って動作する。これらの各種パラメータの設定、定義

はシステムパラメータとシミュレーションパラメータに

分けられている。

図16　シナリオ処理装置の主要ディレクトリ構造
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　⑴　システムパラメータ

　シミュレーションの動作を制御する、あるいは影響す

るパラメータのうち、通常は変更する必要のないものを

システムパラメータとして１つのファィルにまとめてい

る。

　システムパラメータにまとめられている項目は、航空

機のシンボル、データブロック、表示文字、マップ、経

路等の表示色の設定、レンジマーク、表示マップデータ

等の初期設定値、各種リスト表示時間、コースト表示高

度、管制移管応答時間、表示空域の最大値、近接機判定

距離・高度等である。付録１にシステムパラメータの一

覧を示す。

　⑵　シミュレーションパラメータ

　前記のシステムパラメータに対して、シミュレーショ

ンの実施毎に変更を要するもの、変更できた方が便利な

ものをシミュレーションパラメータとして１つのファイ

ルにまとめている。表12にシミュレーションパラメータ

の一覧を示す。

　4.11.3　データベース

　これまで述べたシミュレーションの機能に不可欠な

データベースは、また本システムの性能を左右するもの

で、その構築には注意を要する。主なデータベースは基

本的なデータである空域環境データと交通流シナリオで

ある。空域環境データは、フィックス、航空路、レーダー

サイト、飛行場、マップ、SID、STAR、進入方式、セ

クタ、セクタブロック、および管制移管業務に係るハン

ドイニシエィト情報等、および航空機の性能、風向・風

速等の情報である。

　空域は管制所別に明示されたセクタ等の他に管制席の

構成に合わせて３次元的に分割される。このため本シス

テム上に仮想的な分割した空域を構築する必要があり、

３次元的に空域を構築するために、セクタおよびセクタ

ブロックという概念のデータベースを作成する。セクタ

ブロックはセクタの部分空域を多角柱等で構成するもの

で、その底面の形状と高さで定義する。

　交通流シナリオを含む広義のシナリオ（以下、誤解の

ない範囲で単にシナリオという）は、プロジェクトと名

付け、その中でシミュレーションパラメータを与える。

これにより同一の交通流シナリオで種々のシミュレー

ションを実施できる。

　シナリオ作成編集機能の系統図を図17に示す。

　構築したデータベースの一覧を付録２に、詳細な構成

を付録３に示す。また、作成するデータベースの項目と

手順を付録４に示す。

　4.11.4　交通流シナリオ

　シミュレーション実行時に所要機数の航空機をそれぞ

れ予定の時間に予定した位置に発生して飛行計画で定め

た経路を飛行させるために、交通流シナリオデータを作

成し、データベース・サーバに蓄積する。１航空機の交

通流シナリオは、表13に一例を示すように、コールサイ

表12　シミュレーションパラメータ

項目 備考

シナリオ シミュレーション開始時間

ログデータ 採取周期

風向風速データ

気象情報

空域 ２コーナーを指定

ランウェイ ・ チェンジ 飛行場、 滑走路、 進入方式設定

管制卓情報 卓名称、 セクタ、 表示色

パイロット卓情報　 ﾀｰﾐﾅﾙ / ｴﾝﾙｰﾄ種別、 セクタ

全域卓 ﾀｰﾐﾅﾙ / ｴﾝﾙｰﾄ種別、 セクタ

飛行場卓 飛行場、 滑走路、 セクタ
図17　シナリオ作成編集系統図
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ン、ビーコンコード、航空機型式、出発空港、到着空港、

ETA（Estimated Time of Arrival、予定到着時刻）、

SID、STAR、巡航高度・速度、飛行経路情報で構成さ

れる。これらのデータは図18に示すようにデータ編集コ

ンソールの交通流シナリオ作成編集画面で作成する。

　現実に近い交通流を模擬するために FDPデータから

必要なデータを取り込み、形式変換して基本の交通流シ

ナリオを生成することも可能である。これにシミュレー

ションの課題に合わせて航空機を追加したり、飛行プロ

ファイルを変更して意図的に流れの錯綜状態を作る。

５．シミュレーション実験

5.1　オフラインとオンライン

　本システムの運用はすなわち空域評価等のためのシ

ミュレーション実験である。一連の実験は、先述のよう

にオフラインとオンラインに分けられる。

　オフラインでははじめに、データベース・サーバ等一

部の装置のみを使用してシミュレーションの実行に必要

な、フィックスデータ、SID、STARや航空路のデータ、

マップデータ等の空域環境データ、および航空機の飛行

を模擬するための交通流シナリオデータを作成し、デー

タベース・サーバに蓄積する。

図18　交通流シナリオ作成編集画面

表13　交通流シナリオの一例

項目 内容

1 コールサイン JAS302

2 ビーコンコード 2243

3 型式 B772

4 出発空港 RJFF

5 目的空港 RJTT

6 ETA 005230(SPENS)

7 SID/STAR RJTT KZE SOUTH SPENS

8 巡航高度 370

9 巡航速度 306

10 航空路情報 MIKNI, TAE, Y23, FLUTE, 3432481381511, 

VIOLA, Y21, XAC, V17, SPENS
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　つぎに本システムをオンラインと同じように駆動し

て、交通流シナリオ等のチェックを行う。これは実験条

件で決めた航空機の発生、流れをみるとともに、設定し

た飛行経路、フィックスデータ、セクタの設定等の適否、

管制移管に係る動作の検証である。また航空機の特性に

合った速度、上昇・下降率、あるいは旋回の具合等の妥

当性を、画面上の航空機の動きを目視して確認する。も

し不具合が検出された場合は、作成したデータの変更を

行う。

　オンラインでは、シミュレーション計画に従って所要

の各装置を駆動して、シミュレーションを実行する。管

制卓に着いた管制官が現場と同様に管制運用を模擬して

交通流シナリオ、管制運用方式等の評価が行われる。

5.2　運用手順

　シミュレーション実験は以下の手順にしたがって進め

られる。

　　　①実験計画の作成

　　　②空域・環境データの作成

　　　③交通流シナリオの作成

　　　④データ等の検証

　　　⑤運航票作成

　　　⑥実験実施

　　　⑦実験結果の解析

　実験計画は、シミュレーションによる評価課題が決定

すると、具体的な評価条件、空域環境設定条件の検討か

ら始まり、詳細な個々のパラメータ等の設定を行い、デー

タの収集・作成・入力作業等の所要期間や実験の回数・

所要日数の見積もり、実験実施時期の検討を経て、計画

書・スケジュールの作成と進められる。この後空域環境

データ、交通流シナリオの作成に入る。

　例えば、滑走路の増設と飛行経路・空域の変更による

増便の可能性についての評価を考えると、まず空域デー

タ、増設する滑走路データ、それにより追加・変更され

る飛行経路データ、そして目標とする便数のフライトプ

ランとそれに基づく交通流シナリオデータ等に関して調

査、検討、収集を行う。ついで取得したデータをデータ

ベース・サーバのデータ編集コンソールから入力し、デー

タファィルを作成する。この作業には多くの時間と要員

を要する。

　これらのデータが準備できると、シミュレータを起動

して予定した交通流シナリオに沿った飛行が管制卓の画

面上に再現されているか、管制指示が入力されて正しく

反映されるか、等を確認する。

　次に、可能であれば管制官自身により前提条件に合致

した空域環境、交通流シナリオができあがっているか確

認する。一方、航空機の操縦を模擬するパイロット役の

オペレータに、設定した空域、進入方式等の実験環境を

理解させ、実験の順調な進行のための訓練を行う。交通

流シナリオが完成すると、管制業務に欠かせない運航票

を作成する。

　実験に入る前に、駆動する管制卓の指定等のシミュ

レーションパラメータを設定する。実験では、評価課題

の管制空域を担当する空港事務所で管制業務を行ってい

る現役の管制官に現場の業務と同様に管制を行ってもら

う。

　実験終了後、管制官の主観評価により、また取得した

結果データを解析し、総合的なシミュレーション評価を

行う。

　シミュレーションで取得するデータは、時々刻々の航

空機位置データ、入力された指示等のログデータ、管制

卓とパイロット卓間の管制通信データ（音声データ）で

ある。実験結果の解析は、これらのデータを処理、分析

して例えば単位時間当たりの処理機数、遅延時間の大き

さ等の数値的な評価を行う。

5.3　実施例

　ターミナル空域、エンルート空域各単独および両空域

を連結した場合について、種々の条件でシミュレーショ

ン実験を実施した。本システムは予定通りに機能して貴

重なデータを取得できた。実験の結果は、単位時間当た

りの処理機数、管制間隔逸脱の発生回数等に関して解析

し、それぞれ報告書にまとめて管轄の機関に提出した。

また、実験に参加した管制官の管制処理の難易度等に対

する主観評価も行われている。

　ここでは、首都圏の主要空港の拡張を想定した実験で

得られた結果の一例を図表に示す（図19、表14）。また、

図20に実験の様子を示す。

　図19はそれぞれ実験条件の異なる４つの試行につい

て、到着機、出発機の航跡を各試行の全時間に渡って表

示したものである。図の中心が滑走路の位置であり、赤

色が到着機、青色が出発機を示す。航空機ごとに管制官

の指示により、シナリオで設定した標準経路とは異なっ

たいろいろの経路を飛行をしている。これは航空機ごと

に飛行時間が異なり、遅れを生じていることになる。ま

た、（ａ）図～（ｄ）図の比較から、実験条件によって
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もかなり相違のあることもわかる。

　表14は他の一連の実験について、試行別に到着機の平

均遅延時間 *1を示したものである。この結果は実験条件

により遅延時間に差があることを示している。

　このような実験結果は、管制官の主観評価と比較する

ことにより管制業務の難易度との関連性が得られると考

えられる。さらに、シミュレーション実験を積み重ねる

ことによって多くのデータが蓄積されれば、管制処理容

量の推定にも寄与する情報が得られる可能性がある。

5.4　考察

　本システムは、具体的な現実の管制空域の評価等のた

めに使用することを目的として従来からの手法に従って

開発した。特に管制官が取扱い、操作する管制卓は、機

能、性能および操作性をできる限り現用の装置に合致す

るように製作した。また、現場の管制業務の運用の仕方

図19　実験結果　－　航跡図

表14　到着機の遅延時間

試行番号 機数 遅延時間 （分 : 秒 ) 条件 備考

1 42 2:20 北風、 ILS

2 44 2:34 北風、 ILS

3 41 1:33 北風、 ILS

4 42 8:08 北風、 ILS ADF 機有

5 37 11:08 北風、 ILS ADF 機有

6 41 3:00 北風、 ILS

7 37 3:09 南風、 ILS

8 39 2:53 南風、 ILS

9 40 1:33 南風、 ILS

10 34 5:37 南風、 VOR 50分間

11 39 6:05 南風、 VOR

12 40 2:09 南風、 ILS

13 38 5:39 南風、 VOR

14 36 8:35 南風、 VOR

⑴　管制卓室

⑵　パイロット卓室

図20　実験風景

*1 それぞれの航空機の最短経路での飛行予定時間に対して生じた遅れを遅延時間とする。
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は複雑で多くの取り決めがあり、これらを考慮してでき

る限りの模擬を可能とするように努めた。

　シミュレーションでは、多数のセクタに区分されてい

る管制空域の中のいくつかのセクタについて模擬を行

う。また、周辺の設定されない管制席と管制移管や調整

業務等を行う場合がある。このための空域をコンピュー

タの中に仮想的に３次元空間として再現する必要があ

る。本システムは実際と同じ仕組みのままで再現するよ

うに模擬してあり、これをいかに簡潔に模擬するか、今

後さらに検討してよりよいものにする必要がある。

　将来、管制システムは、データリンクの導入および

RNAV飛行とそれに対応した管制運用方式の導入によ

り、大きく変わっていくと考えられる。シミュレーショ

ンシステムもこの変化に速やかに対応できるものでなけ

ればならない。さらに、管制システムは管制官が介在す

るシステムであるが、コンピュータで取り扱う情報はデ

ジタル量である一方、管制官の作業や紙の運航票はアナ

ログ的なものと言え、この機械と人間の接する部分は進

化するコンピュータシステムにはなじまず、全体システ

ムの隘路になる。従ってこれまでの管制システムは根本

から見直していく必要に迫られると予想される。

　このように、次世代のシミュレーションシステムは、

管制システムの見直しと合わせて、シミュレーションに

よる評価の対象、評価方法、シミュレーションの実施方

法を見直して設計・開発することが大事である。将来の

シミュレーションシステムは、汎用のコンピュータ、表

示装置および入力機器を活用し、ソフトウェアで対処し

て柔軟性、拡張性を持たせるものとし、また基本的には

管制卓とシステムの本体（たとえばシナリオ処理装置）

だけで運用できる構成とするべきであろう。

６．あとがき

　ターミナル空域、エンルート空域の広い空域を模擬で

きる航空交通管制シミュレーションシステムを開発し

た。本システムはアメリカ、ドイツ、フランス、ユーロ

コントロール、オーストラリア等のシミュレーションシ

ステムと比較しうる規模のリアルタイムシミュレーショ

ンシステムである。

　本システムは当初の目的に沿って首都圏の高密度な空

域における課題等の評価に活用している。今後さらに混

雑が予想される主要な空域において、処理能力を上げる

ための空港の拡張、空域・飛行経路の変更、管制方式の

変更等の課題が考えられる。これらの課題を検討し解決

する上で、管制官の参加によるシミュレーションはます

ます重要になってくると思われる。本システムは今後も

このために活用されることは間違いない。

　最後に、本システムの開発の機会を頂いた国土交通省

の関係各位に感謝の意を表する。また、開発の各段階で

貴重な意見、情報を頂いた多くの方々に心より感謝する。
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付録１　システムパラメータ

項目 備考

（サーバ情報）

A/D リスト表示時間 出発機リスト、 到着機リスト

ターミナル空域範囲

（パイロット卓情報）

デフォルト表示レンジ

デフォルト表示レンジマーク

ターゲットシンボル表示色

ターゲット表示色 ( シンボル以外 )

リスト表示色

デフォルト表示マップデータ

デフォルト表示文字サイズ

マップ表示色

マップ文字サイズ

( ターミナル管制卓情報 )

近接機判定用距離

近接機判定用高度

( エンルート情報 )

出発機リスト登録時間

到着機リスト登録時間

到着機リスト登録時間 ( 洋上 / 他管制部 )

フィックス / 空港到着順リスト登録時間

AHI 到達距離 ARTS 用、 セクタ用

AHI 到達高度 　　　　〃

ADV 到達距離 　　　　〃

ADV 到達高度 　　　　〃

（注） AHI ； ハンドオフを自動的に起動する処理．

         ADV ； ハンドオフを起動すべき範囲に入ったときに注意を促す処理．
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付録２　データーベース一覧

（１／２）

テーブル名称 テーブル ID 備　　考

プロジェクト管理テーブル PROJECT 一連の実験毎にデータ管理を行うデータグループ ( プロジ

ェクト ) の名称を管理する。

　（空域環境データ関係）

FIX 情報テーブル FlX FIX の位置情報等を管理する。

ホールディング情報テーブル HOLDlNG 待機旋回の起点となる FIX、 入経路の方位 ・ 旋回方向を

管理する。

航空路情報テーブル AIRWAY 航空路上の FIX 構成の管理を行う。

レーダー情報テーブル RADAR レーダーサイトの位置情報を管理する。

飛行場情報テーブル AlRPORT 飛行場の情報を管理する。

滑走路情報テーブル RUNWAY 各飛行場における滑走路情報を管理する。

マップ情報テーブル MAP 構成マップファイルの管理を行う。

航空機グループ情報テーブル AlRCRAFT_GROUP 航空機を特性ごとにグループ分け、 管理する。

航空機高度層別情報テーブル AlRCRAFT_ALT 航空機グループ毎の高度層上における特性を管理する。

航空機情報テーブル AlRCRAFT 航空機型式毎の情報を管理する。

SID ・ トランジション情報テーブル SlD SID と滑走路の関連を管理する。

SID ・ トランジション FIX 構成情報

テーブル

SID_FIX SID ・ トランジション上の FIX 構成の管理を行う。

SID ・ トランジション航空機情報テ

ーブル

SlD_AIRCRAFT SID ・ トランジション上の各 FIX に対する各航空機グルー

プの通過速度を管理する。

STAR 情報テーブル STAR STAR と滑走路の関連を管理する。

STAR ･ FIX 構成情報テーブル STAR_FIX STAR 上の FIX 構成の管理を行う。

STAR 航空機情報テーブル STAR_AlRCRAFT STAR 上の各 FIX に対する各航空機グループの通過速度

を管理する。

進入方式情報テーブル ( フェーズ

Ⅱ )

RUNWAY_APPROA

CH

滑走路に繋がる進入方式及び、 場周経路時の情報を管

理する。

進入方式 FIX 構成情テーブル RUNWAY_APP_FIX 滑走路に繋がる進入方式毎の FIX 構成を管理する。

進入方式航空機情報テーブル RUNWAY_APP_AlR

CRAFT

各進入方式上の FIX に対する各航空機グループの通過

速度を管理する。

最終進入方式情報テーブル ( フェ

ーズⅢ )

LAST_APP 滑走路に着陸する経路 ( 最終進入経路 ) の基本情報を管

理する。

最終進入 FIX 構成情報テーブル LAST_APP_FIX 「滑走路十進入方式名称十進入方式」 に対する FIX の構

成を管理する。

最終進入航空機情報テーブル LAST_APP_AlRCRA

FT

「滑走路十進入方式」 に属している FIX 通過時の速度を

航空機グループ毎に管理する。

セクタブロック情報テーブル SECTOR_BLOCK セクタブロック空域の管理を行う。

セクタ情報テーブル SECTOR セクタ空域の位置などを管理する。

コンバイン情報テーブル COMBlNE セクタのコンバイン情報を管理する。

対象空域情報テーブル AlRSPACE ターミナル空域の構成管理 ( サブセクタ ) を行う。
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（２／２）

風向 ・ 風速情報テーブル WIND 風を起こす位置情報を管理する。

風向 ・ 風速時間情報テーブル WIND_TIME 風を起こす時間帯情報を管理する。

風向 ・ 風速度層情報テーブル WIND_ALT 風を起こす高度毎に風向、 風速を管理する。

進入復行経路情報テーブル APPROACH 飛行場の滑走路毎の進入復行経路情報を管理する。

進入復行 FIX 構成情報テーブル APPROACH_FIX 進入復行経路毎の FIX 構成を管理する。

AHI 情報テーブル AHI 通過セクタと AHI 起動条件を設定管理する。

ADV 情報テーブル ADV 通過セクタとアドバイザリ起動条件を設定管理する。

気象情報テーブル WEATHER 管制卓に表示する気象データ種別を管理する。

気象描画情報テーブル WEATHER_DRAW 気象データを表示するための描画データを管理する。

ハンドイニシエィト情報テーブル HANDlNlT 指定されたセクタまたは FIX ヘハンドオフする条件を設定

管理する。

DEDS 識別子情報テーブル DEDS 航空機が通過する SID ・ STAR により識別子を変換する対

応表を管理する。

マック値情報テーブル MACH knot と MACH 値の対応を管理する。

東西補助情報テーブル DIRECT FIX 間を航行する航空機の東西種別 ( 西行き ・ 東行き )

の指定情報を管理する。

　 （交通流シナリオ関係）

シナリオ情報テーブル SCENARlO シナリオの基本情報を管理する。

シナリオフライトプラン情報テーブ

ル

SCENARlO_PLAN シナリオにおけるフライトプランをコールサイン毎に管理す

る。

シナリオ経路情報テーブル SCENARIO_ROUTE フライトプランに対する経路 ( 航空路及び FIX) の構成を管

理する。

フライトストリップ位置通報情報

テーブル

POSITION_REPORT フライトストリップの印刷する条件をシナリオ毎に管理する。

　 （シミュレーションパラメータ関係）

シミュレーションパラメータ情報

テーブル

SlMULATlON_PAR

AMETER

シミュレーションログの採取周期等をシナリオ毎に管理す

る。

RW/C パターン情報テーブル RW_PATTERN RW/C のパターンを飛行場毎に定義し管理する。

シミュレーション経路情報テーブル SIM_ROUTE シミュレーションパラメータ設定によるシナリオ経路確定時

の経路情報を管理する。

パイロットリクエスト情報テーブル REQUEST パイロット卓へ表示する情報を管理する。

卓管理情報テーブル TABLE_CTL 全模擬卓の設定管理を行う。

シミュレーションログ ・ 画像管理情

報テーブル

SIMULATlON_LOG シミュレーションのログを管理する。

　 （システムパラメータ関係）

システムパラメータ情報テーブル SYSTEM_PARAMET

ER

システム内での定数などを管理する。

オートサスペンド情報テーブル AUTO_SUSPEND オートサスペンド空域の定義を飛行場毎に定義し管理を行

う。

JOB 起動要求情報テーブル JOB_REQUEST バッチ処理を起動する際の起動情報を管理する。

EXIT_FIX 定義テーブル EXlT_FIX 空港毎に設定される情報で管制卓に表示するためのデ一

タを定義する。

ターンミナル MAP 情報テーブル TERMlNAL_MAP ターミナル空域内の共通 MAP を設定する。

（注） DEDS ； 識別子を割り当てる管制席．

         RW/C ； Runway Change．
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