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Abstract

　Collision risk models are constructed on the basis of hypotheses．If their bases are frail, the calculated risk is 

no longer reliable．Hence we should inspect models before its application．We focus on two models developed 

in EUROCONTROL, the kinematical model and the approximation model．They were induced to calculate the 

horizontal overlap probability of the vertical collision risk formula of aircraft on crossing tracks．We make 

investigations into their validity in three ways．

　One is a theoretical investigation．As a consequence of this investigation, we suggest that the approximation 

model is an approximation of the kinematical model and this approximation always provides a smaller estimate of 

risk than the kinematical model.

　Another is a numerical calculation．We investigated the case where the model underestimates the risk 

significantly．We find that two estimations in two ways are almost the same in the low traffic density situation if 

we choose a small proximity radius; however, it is not the case in the other situations.

　The other is an analysis of Japanese radar data．We determine the distribution of the distance between aircraft 

at the horizontal closest point of approach to ascertain validity of the approximation model．We cannot conclude 

that the distribution of the proximity distances follows the uniform distribution, which is the fundamental 

hypothesis of the approximation model．

　As a consequence, we concluded that an approximation model should not been applied in Japanese air traffic 

situation.
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１．まえがき

　航空機の安全な運航のためにいろいろな対策が取られ

ている。航空機の衝突を防止するために，管制官は「管

制間隔」と呼ばれる最小の間隔を常に他の航空機との間

に確保できるように航空機の管制を行っている。しかし，

監視装置の測位誤差等の要因により，管制官がレーダ画

面・音声通信等で得られる位置情報と実際の位置とは異

なる。したがって，管制官が「管制間隔」を確保するよ

うに管制を行っていても，航空機が衝突するという事象

が想定される。では，「管制間隔」をどれくらいの大き

さに設定すれば，航空機の衝突に対して安全であるとい

えるのか？我々は安全性の指標として，「衝突危険度」

を用いている。衝突危険度とは単位飛行時間あたりの衝

突事故件数（１衝突＝２事故）の期待値である。衝突危

険度の推定値があらかじめ設定された目標安全度

（Target Level of Safety，TLS）を下回るとき安全と見

なす。

　短縮垂直間隔（RVSM, Reduced Vertical Separation 

Minimum, 従来2000フィートであった高度方向の管制間

隔を1000フィートに短縮）適用空域等では衝突危険度の

推定値が常に一定値以下になるように維持する努力を続

けることによって，安全性がないがしろにされることを

防止している。しかし，衝突危険度の推定値が真値より

小さく推定されてしまっては安全性の指標としての役割

を果たせない。

　衝突事故は幸いなことに非常に稀な事象であり，ほと

んど観測されない。したがって，衝突事故そのものの統

計から衝突危険度を推定することは事実上不可能であ

る。我々に出来ることは，妥当と思われる仮定のもとに

航空機の挙動をモデル化し，そのモデルをもとに衝突危

険度を推定するだけである。しかし，衝突危険度の推定

手法はまだ発展途上の技術であり，実際に用いられてい

るモデルの全てに対して妥当性の検証がなされたわけで

はない。現在用いられている推定方法の妥当性の検証は

信頼性の高い衝突危険度の推定方法を構築していく上で

不可欠である。

　短縮垂直間隔適用空域の交差航空路を飛行する航空機

の衝突危険度推定の重要なパラメータとして，水平重畳

確率がある。いかにして対象空域に対してこの値を求め

るかがしばしば重要な研究課題となる。

　本報告では欧州航空安全機関（EUROCONTROL）で

垂直方向の安全性推定のために実際に用いられている手

法を検証した結果を報告する。その結果，「近似モデル」

により水平重畳確率を推定する場合の衝突危険度推定が

「運動モデル」により水平重畳確率を推定する場合より

も常に過小評価になることを定性的及び定量的に示す。

２．衝突危険度推定と水平重畳確率

　航空機が定められた高度帯からいかに逸脱しようと

も，その垂直方向に航空機が存在しなければ衝突事故は

起こらない。言い換えると，航空機対が垂直管制間隔を

失って衝突する時は，あらかじめ水平成分では重畳して

いなければならない。したがって，垂直管制間隔喪失に

よる衝突リスクの計算には航空機対の水平重畳確率 Pθ

（λr|R）を求めることが不可欠となる。衝突危険度の

推定値 Nazは次式で与えられる
（1），（4）。
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　（1）式で和はすべての観測期間中に近接した航空機

の対について取るものとする。Pzは名目上1000フィー

ト離れた航空機が垂直方向で重畳する確率，vr，vzは相

対速度の水平成分・垂直成分の大きさ，λzは航空機の

平均の高さ，Fは観測した航空機すべての総飛行時間を

表す。

　ここで，変数 Rは「近接半径」と呼ばれるあらかじ

め定められた水平距離を表し，λrは航空機の水平面で

の平均サイズ（平均翼長と平均機長の最大値）を表す。

交差角θで交わる航空路を飛行する航空機対の水平方向

における最近接距離（水平距離の最小値。水平距離につ

いては図１を参照）を SHCPAで表すと，水平重畳確率は

以下の式で表される（1），（4）。

��平面への平面への

航空機の射影航空機の射影

水水水水水水

実際の距離

図１　水平距離
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（2）式右辺の確率は航空機対が隣接フライトレベルを

飛行しているという仮定の下で計算するものとする。航

空機対の最近接距離が R未満になることを「近接する」

と言い，λr未満になることは「重畳する」と言う。遠

く離れた航空機対は衝突危険度にほとんど関与しない。

したがって，交差航空路の衝突危険度推定では近接航空

機対のみを考察の対象とする。

　定義から明らかなように，水平重畳確率を計算するに

は隣接するフライトレベルを飛行する航空機対が近接す

る確率及び重畳する確率を求めればよい。しかし，航空

機対の重畳でさえ稀な現象であるので，水平重畳確率を

実測することは難しい。水平重畳確率を推定する方法と

して，次の二つが考えられた。

Ⅰ． 実測データをもとに経路方向，経路に直交する方向

の航空機の実際の位置の予定位置からの距離の分布

モデルを推定する。それを用いて水平重畳確率を計

算する。

Ⅱ． 隣接フライトレベルを飛行する航空機対と2つ以上

離れたフライトレベルを飛行する航空機対の航空機

間の水平距離の分布は同じであると仮定する。実測

データをもとに（隣接フライトレベルを飛行してい

るとは限らない航空機対の）水平距離の分布そのも

のを推定する。それを用いて水平重畳確率を計算す

る。

　次章では，Ⅰの例として「運動モデル」を，Ⅱの例と

して「近似モデル」を紹介する。

３．運動モデルと近似モデル

3.1．運動モデル

　欧州航空安全機関が以前提案していた運動モデル（1）で

は，航空機1及び航空機２は角度θで交わる航空路の隣

接するフライトレベルを等速直線運動する（図２）。し

かし，航空機の航法性能もしくは管制のエラーなどが原

因となって航空機が経路から逸脱し，その逸脱の横方向

の成分（経路と直交する水平面の方向）の度合いは確率

密度関数が偶関数の単峰型の分布に従う。

　航空機の時刻 t0での位置（初期位置）は確率分布に従

うとする。そして，航空機は経路方向では誤差なく等速

直線運動を行うと仮定する。本報告では，初期位置の分

布も交差点に対して対称な単峰型の分布に従うとしてい

る。

　交差路を原点として各航空機の経路方向での初期位置

を表す確率変数を x1（t0），x2（t0）とする。tを２機の航空

機の水平距離が最小値をとる時刻とし，時刻 tでの横方

向への逸脱量を表す確率変数を y1（t），y2（t）であるとす

る。このとき，最近接距離は以下の確率変数の値の絶対

値である。
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ただし，β１，β2は相対速度と各航空機の速度との成す

角度である（図２）。

3.2．近似モデル

　欧州航空安全機関で用いられている現行のモデルにお

いては角度θで交わる航空路を隣接するフライトレベル

で飛行する航空機対の最近接距離の分布は距離によらず

一定であると仮定されている。つまりある正定数 xbが

存在し，
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が成り立つ。ゆえに，（5）式を（2）式に代入すると水

平重畳確率の値は交差角θの値によらず
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となる。

　確率密度関数が偶関数の単峰型の分布に従う確率変数
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図２　航空機対の幾何的関係
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の定数倍も，確率密度関数が偶関数の単峰型の分布に従

う確率変数であり，（3）式の x2（t0）sin（β2），x1（t0）

sin（β1），y2（t）cos（β2），y1（t）cos（β1）は確率

密度関数が偶関数の単峰型の分布に従う確率変数であ

る。確率変数の和の確率密度関数は各々の関数の畳み込

みになるから，付録１の命題１から，（3）式の d（t）は

確率密度関数が偶関数の単峰型の分布に従う確率変数で

ある。x＝0 での d（t）の確率密度関数の接線は傾き0の

直線となる。このことは，十分 Rが小さいとき，開区

間（－ R,R）上で確率密度関数が定数関数で近似できる

ことを示している。定数関数は近似モデルで与えた分布

の確率密度関数に他ならない。つまり，Rが十分小さい

とき，運動モデルの確率密度関数は近似モデルの確率密

度関数で近似されるわけである。このような理由から本

報告では現行のモデルを近似モデルと呼んでいる。

　運動モデルでは考慮されていた交差角θなどの航空路

間の幾何的関係，速度等の航空機の運動，初期位置の分

布等の航空路の特性，横方向の偏差等の航空機の航法精

度は近似モデルではまったく考慮されていない。このよ

うな思い切った近似を行う際には，このような近似が妥

当かどうかの入念な検証が行われなければならない。

４．近似モデルの最小性

　前章で紹介した運動モデルにおいて，初期位置及び横

方向の偏差が y軸に対して対称で単峰型の分布に従う

とき，近似モデルから導かれる水平重畳確率の推定値

λr/Rは常に運動モデルから導かれた水平重畳確率の推

定値以下になる。この章ではこの事実の証明の概略を紹

介する。

　前章で指摘したように，d（t）は確率密度関数が偶関数

の単峰型の分布に従う確率変数である。d（t）の確率密度

関数を f（x）とおくと，（2）式から
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となる。付録１の命題２を確率密度関数 f（x）に適用し，

（7）式の等式を用いると，次の関係を得る。
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　（8）式の左辺は運動モデルによって計算した水平重

畳確率の値であり，右辺は近似モデルで計算した水平重

畳確率の値である。つまり，近似モデルでは運動モデル

で考えうる最小値で近似していることを示している。

　（1）式から，他のパラメータが同じ値で水平重畳確

率の値のみが減少するとき，衝突危険度も減少すること

が見て取れる。近似モデルによる水平重畳確率の推定値

が必ず運動モデルによる推定値以下になるということ

は，同じ関係がそれらの値を用いて推定した衝突危険度

の間でも成り立つということである。したがって，十分

な近似精度が得られていないときに近似モデルを適用す

ればリスクの過小評価につながる。

５．数値計算結果による比較

5.1．数値計算で用いた分布の形とパラメータ値

　初期位置及び横方向の偏差の分布を恣意的に定めれ

ば，近似モデルで計算した水平重畳確率の推定値が運動

モデルで計算したものよりも何分の１にも小さくなって

しまう例を作ることも可能である。しかし，水平重畳確

率が航空機の衝突危険度の計算に用いられている以上，

水平重畳確率の推定値を求めるために使う各パラメータ

の取りうる範囲も自ずと定まる。その範囲内におい

て，２つの方法による水平重畳確率の値の差異を調べる

ため，初期位置及び横方向の偏差の分布を以下のように

定め，その各々の場合について数値計算によって水平重

畳確率を求める。

　　①　 初期位置は幅 Lの区間上の一様分布に従う。

横方向の偏差は RNAVx（偏差が xNM以内で

ある確率が95％以上）を満たす平均0の正規分

布に従う。（標準偏差を x/2とする。）

　　②　 横方向の偏差の分布が両側指数分布に従う以

外，分散その他は①と同じ条件を満たす。

　　③　 初期位置・横方向の偏差共に平均0の正規分布

に従う。横方向の分散は RNAVxを満たすよう

に決め，縦方向の分布の分散は②と同じ値とす

る。

　RNAV値 xは航法の精度から決まる値である。そこ

で，本報告の数値計算では x＝0.3，1（NM）を用いる。

Lの値としては100NM及び3NMを選んだ。L＝3（NM）

はレーダー監視下での最低間隔基準の値（レーダアンテ

ナから30NM以内の場合）であり，L＝100（NM）は参

考文献（3）で用いられている値である。近接半径 Rと

しては，参考文献（3）で用いられた R＝0.5（NM）を

用いる。Rの値が比較的大きな時は二つのモデルによる
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計算結果が大きく異なることを確認するため，R＝5

（NM）についても計算する。V1，V2は各々475，485ノッ

トとした。

5.2． 二つのモデルによる計算結果の比 ratio（θ,R）

の定義

　交差角θの各値に対して次式で与えられる ratio

（θ,R）を考える。
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関数 f（x）は（3）式で与えられた確率変数 d（t）の確率密

度関数であり，条件①－③で与えられた分布の確率密度

関数に対して畳み込みを繰り返し行うことによって，具

体的な f（x）の計算式は求まる。ratio（θ,R）の値は運動

モデルと近似モデルを比べる指標である。（他のパラメー

タが同じとき）近似モデルで求めた衝突危険度の推定値

は運動モデルで求めた交差角θの航空路を飛行する近接

航空機対の衝突危険度の推定値の ratio（θ,R）倍となる。

5.3．ratio（θ ,R）の計算方法

　（3）式より d（x）の平均及び標準偏差は容易に計算で

きる。平均は0であり，標準偏差は
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である。正規分布に従う確率変数の定数倍及び和は正規

分布に従うという事実を用いて，③の場合は表計算ソフ

トウェアでも容易に ratio（θ ,R）の値が計算できる。

　②の場合は解析的に（3）式の y2（t）cos（β2）－ y１（t）

cos（β1）の確率密度関数 h（x）を求めた。①の場合も③

の場合と同様の方法で h（x）は容易に計算できる。 一様

分布との畳み込みは積分演算に相当し，
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となる。したがって，ratio（θ,R）を計算するためには三

重積分を計算する必要があるが，汎用の数式処理ソフト

ウェアに直接三重積分をさせることは事実上不可能であ

る。

　ここでは ratio（θ,R）のおおまかな傾向が分かればよ

いことから，自作ソフトウエアによる簡単な数値計算に

より2.5度おきのθに対して ratio（θ,R）の値を計算した。

5.4．数値計算結果

　図３から図５は上記の方法によって計算された ratio

（θ,R）の交差角θに対する変化を表すグラフである。

　他のパラメータを固定し，パラメータ L，xを小さく

すると，ratio（θ,R）の値は小さくなる傾向が見て取れ

る。パラメータ Rに関しては，Rの値が小さくなるに

従って ratio（θ,R）の値は１に近づく。また，角度の増

図３　ratio の値（①の場合）

図４　ratio の値（②の場合）

図５　ratio の値（③の場合）



30 電子研報告 No.117 2007

加に対する ratio（θ,R）の値の減少の様子が分布の形に

依らず非常に似ていること，及び，交差角175度の時に

最小になることがグラフから見て取れる。

　参考文献（3）では，交差航路を飛行する航空機対に

対して，R＝0.5NMとして Pθ（λr|R）＝λr/Rという計

算式で水平重畳確率の推定値を求めている。本報告の数

値計算の結果，L＝100NMとなるような航空機間の縦

間隔が広い経路において，RNAV1，R＝0.5NMの場合

なら，計算したすべての ratio（θ,R）の値が0.98以上とな

り，運動モデルで求めた水平重畳確率の推定値と近似モ

デルで求めた水平重畳確率の推定値はほとんど変わらな

いことが確認された。したがって，参考文献（3）で仮

定されているような航空機間の縦間隔が広い場合では，

どちらのモデルで水平重畳確率を計算しても大差ない。

　R＝5ＮＭの場合にはθが大きいときに水平重畳確率

の計算値が大きく異なり，θ＝175度で ratio（θ,R）の

値が0.5を下回る。特に，L＝3NM，R＝5NMの場合に

はθの値によらず ratio（θ,R）の値が0.3を下回ってお

り，このことは他のパラメータ値が同じとき，近似モデ

ルを適用して求めた衝突危険度の推定値が運動モデルを

適用して求めた衝突危険度の推定値の3割以下になるこ

とを表している。

　さらに，L＝３ＮＭとなる同一経路・同一高度を飛行

する航空機間の平均縦間隔の狭い経路では R＝0.5NM

の場合でも計算値が変わることが図３－５から見て取れ

る。交差角θが175度の場合には ratio（θ,R）の値が0.5を

下回っている。このことから，たとえ R＝0.5NMでも，

同一経路・同一高度を飛行する航空機間の平均縦間隔の

狭い経路ではどのモデルを用いるかによって水平重畳確

率の推定値は大きく変化することが推察される。

６．レーダデータに基づいた最近接距離の推定

　最後に，近似モデルの妥当性を日本国内の航空路監視

用 SSRレーダのデータ（時刻，モード A，レーダサイ

トからの距離，方位角，気圧高度）を用いて，最近接距

離の分布を求めることにより検証を行う。

　現在，航空路を監視するレーダサイトは全国で20ヶ所

ある。各レーダサイトではレーダの覆域内を飛行する航

空機の約10秒ごとの測定時刻及び測定位置を記録してい

る。測定位置はレーダサイトから航空機までの距離，レー

ダサイトから見た航空機の磁北からの角度，航空機の飛

行高度として記録されている。我々は20ヶ所のレーダサ

イトで収集された平成16年９月から同年12月までの記録

（FL290～ FL410を飛行していた航空機が対象。非

RVSM空域も含む。）を用いて航空機の航跡を同定し，

航空機対の最近接距離を求めた。詳細は付録２参照のこ

と。図６－14はその結果を表したものである。横軸が最

近接距離を縦軸が観測された航空機対の数を表してお

り，＋印は実測値を表す。これらの実測値をもとに，確

率密度関数

��
�
��� )�()

＋
����

（12）(－
－

を持つ一様分布と指数分布の混合分布のうちもっとも尤

度が高いものを最尤法で求めた。ここで a,p,Cは定数で

ある。曲線は求められた分布を表している。

図６　最近接距離の分布（０ deg θ＜５ deg）

図７　最近接距離の分布（５ θ＜10）
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　交差角が30度－150度の場合には，サンプル数の不足

により断定は難しいが，（12）式で与えられた曲線と実測

値の間には無視できないばらつきがあるように思われる。

　最近接距離の分布が一様分布か否かを直接観測によっ

て確認せずとも，航空機の予定位置からの偏差の分布等

から，運動学的に妥当なモデルを用いて最近接距離の分

布を求められる。このモデルを用いると計算は非常に冗

長になるが，真偽の明らかでない仮説を前提にリスクを

計算するよりは望ましいと考える。

図８　最近接距離の分布（10 θ＜30）

図９　最近接距離の分布（30 θ＜70）

図10　最近接距離の分布（70 θ＜110）

図11　最近接距離の分布（110 θ＜150）

図12　最近接距離の分布（150 θ＜170）

図13　最近接距離の分布（170 θ＜175）

図14　最近接距離の分布（175 θ＜180）
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７．まとめ

　本報告では水平重畳確率を推定するモデルである近似

モデルと運動モデルの特徴を示した。論理的アプローチ・

数値計算的アプローチ・実測データによるアプローチの

結果以下が分かった。

●　 近接半径 Rならびに航空機の平均水平サイズλrの

値が同じである限り，近似モデルで推定された水平

重畳確率は運動モデルで推定された水平重畳確率よ

り常に小さくなる。（第４章）

●　 近接半径を小さくしても，同一経路・同一高度を飛

行する航空機間の平均縦間隔の狭い経路においては

近似モデルと運動モデルでは大きく異なる推定値を

出す。（第５章）

●　 近似モデルでは，最近接距離の分布が一様分布して

いると仮定している。実測データを用いた検証では，

この仮定が成立していることが確かめられなかっ

た。（第６章）

　近似モデルの仮定は日本では成立しているとは言え

ず，また，近似モデルは運動モデルより水平重畳確率を

低めに推定する傾向があり，同一経路・同一高度を飛行

する航空機間の平均縦間隔の狭い経路においてはそれが

顕著である。したがって，日本においては近似モデルを

用いて水平重畳確率を推定するべきではない。

付録１　対象性・単峰性・最小性の証明

補題　偶関数となる単峰型の分布の確率密度関数 p（x）

を考える。c,a ０のとき，p（c＋ a） p（c－ a）となる。

（証 明）c aの と き， ０ c－a c＋aで あ る。x

０で p（x）は減少関数だから，p（c＋ a） p（c－ a）

である。一方，c＜ aのときは，－c－a c－a

０ c＋aである。p（x）は偶関数で，x ０で増加

関数だから，p（c＋a）＝p（－c－a） p（c－a）である。

命題１　偶関数となる単峰型の分布の確率密度関数の畳

み込みも単峰型の分布の確率密度関数で，偶関数である。

（証 明）f（x），g（x）をもとの確率密度関数とし，h（x）

はそれらの畳み込みであるとする。

偶関数であること：
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　　 ここで，２つ目の等号では関数 f，gが偶関数であ

ることを用い，３つ目では変数変換を行った。

単 峰性：０ x yのとき h（x）－ h（y） ０，つまり，

h（x） h（y）を示す。変数変換等の積分の変形を行

い，最後に関数ｇが偶関数であることを用いると，
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と な る。 補 題 よ り )�()
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＋－ �������� だから，h（x）－h（y（y（ ） ０であ

る。

　一方，h（x）のグラフはｙ軸に対して対称だから，以

上の議論により０ x yのとき h（x） h（y）が成り立

つ。ゆえに，h（x）は単峰型の分布の確率密度関数である。

q.e.d.

命題２　f（x）を連続偶関数で，単峰型の分布の確率密度

関数となっていると仮定する。 ０ λr Rとすると，
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次式が成り立つ。等号成立条件は関数 f（x）が開区間

（－ R,R）で定数関数になることである。
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　３行目の不等号では fで与えられる分布の単峰性と偶

関数であることを４行目の変形では等式

���� )(�)( �＝
�

�λ

-λ∫ �λ �λ �λ

を５行目の不等式では再度 fで与えられる分布の単峰性

を用いた。以上の議論により（13）式は証明された。

　等号成立条件を考える。式変形の３行目で等号が成立

する条件はλｒ |x| Rで f（x）の値が f（λr）と等し

くなることであり，式変形の５行目で等号が成立する条

件は0 |x| λｒで f（x）の値が f（λr）と等しくなるこ

とである。したがって，上記のような等号成立条件を得

る。

付録２　レーダデータの処理方法

１．トラッキングの方法

　レーダの記録から航空機の航跡を推定する際には最小

二乗法を用いて線形に内挿した。つまり，航空機は等速

直線運動を行うと仮定した。そして，各 x,y,z方向に対

して，その航空機の過去５回の観測された座標と５つの

観測時刻における理論的に求められた航空機の推定座標

との差の二乗の和が最小となるように速度と初期値を推

定した。

　新たな観測データがどの航空機を観測したものかを推

定するには以下の手順に従った。

●　 観測データとモード Aが一致する航空機の推定位

置が観測データ（位置）と水平距離が５NM以内で，

当該観測データと航空機の直前の観測データから推

定される高度変化率が360ft/min以内のとき，観測

データを当該航空機の観測データとみなす。条件に

該当する航空機が２機以上ある場合は，それらのう

ち観測データ（位置）と推定位置の水平距離が最小

となる航空機の観測データとみなす。

●　 上記の方法で対応する航空機が見出せない場合。

モードＡが一致しない航空機の推定位置が観測デー

タ（位置）と水平距離が４NM以内で，当該観測デー

タと航空機の直前の観測データから推定される高度

変化率が360ft/min以内のとき，観測データを当該

航空機の観測データとみなす。条件に該当する航空

機が２機以上ある場合は，それらのうち観測データ

（位置）と推定位置の水平距離が最小となる航空機

の観測データとみなす。

●　 以上の２つの手順で対応する航空機が見出せない場

合は新しい航空機の観測データと見なす。

２．最近接距離の計算

　上記の航跡推定の度に以下の計算を行い，最近接距離

の推定を行う。

　航空機 A,Bに対して，両方の観測データが存在する

時間区間に対して二機の航空機の最近接距離を計算す

る。つまり，最新の観測の時刻を tA,tBとする。ま

た，５番目に新しい観測の時刻を sA,sBとする。tmin及び

smaxを以下で定める。

)������� �� ��� (14)＝ (

＝ )( ������� �� ��� (15) 

　航空機 A,Bが時間区間［smax,tmin］において付録２の

第１節で推定した初期位置，速度で飛行すると考えた場

合の距離の最小値を求め，それが以前の観測データで求

めた航空機 A,Bの最近接距離より小さな場合は新たに

それを最近接距離として採用する。
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