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Abstract

　ATFM（Air Traffic Flow Management）is conducted to respond demand for traffic increase and to keep safe 

and efficient flight at each sector. ATFM use “Traffic Capacity Index” that represents a controller workload to 

make a decision of ATFM control. In order to know this index， air traffic controller's task must be measured， 

analyzed and classified of each aircraft in each sector to obtain parameter of controller workload. The controller's 

task means the consideration of control instructions， the communication with pilot and surveillance. It is time 

consuming and laborious to obtain parameter of controller workload. 

　This paper notes traffic characteristic in each sector and presents a simple new method to calculate this “Traffic 

Capacity Index” instead of current method. The index obtained by current method has been compared with 

average number of controlled aircraft in each �� sector at Tokyo Area Control Center. The result has shown that 

the index by current method is proportional to average number of controlled aircraft per �0 minutes and its 

proportion coefficient corresponds to the average parameter of controller workload. 

　Then this paper proposed a method by number of proximity aircraft and parameter “K” at each sector to 

calculate “Traffic Capacity Index”. The close relationship between the index by proposed method and the index 

by current method has been shown. If the number of arriving aircraft is fewer than the average of all sector， this 

parameter “K” can be expressed by a simple function in terms of average number of controlled aircraft. 

＊ 航空交通管理領域航空交通管理領域
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１．はじめに

　航空交通流管理（ATFM：Air Traffic Flow Manage-ATFM：Air Traffic Flow Manage-：Air Traffic Flow Manage-Air Traffic Flow Manage-

ment）は，航空交通需要の増加に対応して，安全かつ）は，航空交通需要の増加に対応して，安全かつ

効率的な航空機の運航，空域の有効利用のため実施され

る（�）。航空機は出発から到着までいくつかの分割された

セクタとよばれる管制空域を通過する。この各々の管制

空域では，航空管制官（以下，管制官）は，交通の安全

と円滑な流れを維持するため航空交通管制業務を行って

いる。ATFM の業務は，各管制空域での安全で効率的

な運航のため，航空機の出発前に交通量の指標値を予測

計算し，規定値を超えると予測した場合，出発時刻等の

調整（制御）を行う。我が国では，航空交通管理（ATM：

Air Traffic Management）センタで，航空交通管制部

の全セクタおよび主要空港に対して ATFM が実施され

ている。

　我が国の ATFM で用いられている交通量の指標値に

は，２種類がある。１つめは，空域に航空機が何機存在

できるか，という物理的な値である。主要空港では，単

位時間あたりの離着陸可能機数を用いている。２つめは，

管制官の航空管制業務の作業負荷を基本とする指標値

で，管制作業量と呼ばれ航空路管制セクタに利用されて

いる。今回はこの航空路管制セクタで利用されている交

通量の指標値について述べる。

　管制作業量とよばれる現行の指標値は，まず航空機の

出発前に各空域の飛行時間を求め，次に管制官の作業を

表す係数である管制負荷係数を重み付けして予測計算さ

れる。この管制負荷係数は，その時々の天候，交通量，

パイロットの要求等を考慮して航空管制官が実施する航

空管制業務を各空域で計測，分析，分類して予め設定す

る必要がある。各管制セクタの管制官による管制指示等

の航空管制業務の分析は，膨大な労力を要する。また空

域再編時は，交通流を設定し，管制官参加の実時間シミュ

レーション実験等を実施して，管制作業の分析が必要と

なる。著者らは，管制官参加の実時間シミュレーション

実験を実施して，管制作業を分析し，RVSM（Reduced 

Vertical Separation Minimum：短縮垂直間隔）実施後

の管制作業量という指標値を推定した（�）。

　また，著者らは，膨大な労力を要する航空管制業務の

作業分析の代わりに，交通流に着目し，交通状況の予測

をもとに管制官の作業をより簡単に推測して ATFM の

指標値を求める方法について検討している。そこでセク

タの交通流としてセクタ内を飛行している各航空機の空

域への入域，出域高度をもとに分類した高度変更量に着

目し ATFM の指標値を求める方法を提案した。その結

果分類方法についてはさらなる検討が必要であることが

わかった（�）。本報告ではセクタ内で近接する航空機数に

着目し，管制負荷係数の代わりに定型的管制作業に関わ

るパラメータとセクタ内近接機数を用いて指標値を求め

る方法について検討している（�-�）。さらに平均管制機数

とパラメータ K との関係について考察している。

　本稿ではまず，調査対象について述べる。次に現行の

ATFM で用いられている管制負荷係数を利用した指標

値の求め方を説明する。そして東京管制部の��セクタの

交通流と指標値との関係を示す。更に近接する航空機数

（近接機数）に着目し，管制負荷係数の代わりに近接機

数を用いて指標値を求める方法を提案する。そして現行

の指標値と比較，検討した結果を述べる。

２．航空管制

2.1　航空交通管制業務

　国内の航空路管制セクタを飛行する航空機の位置を把

握するために航空路監視レーダ（ARSR：Air Route 

Surveillance Rader）が国内に��箇所設置されている。

これらのレーダで得られた航空機の位置情報（レーダ

データ）は�0秒ごとに各航空交通管制部のレーダ画面上

に表示される。航空路管制セクタを管制する管制官は，

セクタ内を飛行している航空機が効率よく安全に運航す

るよう，レーダ画面を見て航空機の状況を監視する。そ

して管制官は航空機（パイロット）と通信し，他の航空

機と予め定められた管制間隔（航空機間の最低間隔）を

保つように速度，高度，針路等の管制指示を出し，飛行

経路等が記載されている運航票に管制指示を記入する。

これが代表的な航空管制業務である。

2.2　航空交通流管理

　各航空機は飛行前に飛行計画を提出する。飛行計画は

ATM センタの飛行情報管理システム（FDMS：Flight 

Data Management System）にて管理されている。

　ATM センタの飛行情報管理システムの飛行計画情報

には，通過予定地点名，各地点の通過予定時刻や通過予

定高度，出発・到着空港等が含まれている。これを利用

して各航空機の各セクタの境界通過予定時刻からセクタ

内飛行時間を予測する。この予測した飛行時間に予め求

められている各セクタの管制負荷係数を重み付けして

ATFM に必要な指標値が求められる。ATM センタでは，

指標値をもとに出発時刻等の調整を実施している。
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３．調査対象

3.1　調査空域

　ATM センタでは飛行計画情報をもとに各空域の入出

時刻を予測し，各空域で管制作業量という指標値を予測

して ATFM を実施している。本稿では実際の飛行状況を

把握するため航跡データであるレーダデータを利用した。

　レーダデータには，約�0秒ごとの各航空機の位置（緯

度，経度），高度，出発空港，到着空港，管制セクタ名

等の情報が含まれる。

　ATFM においては，指標値が規定値を超えて交通量

の管理（調整）をする必要がある時，つまり交通量が多

い時について検討することが望ましい。１年のうち８月

は交通量が多いので今回は�00�年８月��日（木）00：

00：00から��：��：��（日本標準時：JST）までに東京

航空交通管制部の��セクタ（T0�から T��）を飛行した

航空機を対象とした。図１に当時のセクタの構成図を示

す。

3.2　便数

　レーダデータより航空機 ai｛i ＝１，…，N：航空機数｝

のセクタへの入域時刻，セクタからの出域時刻をそれぞ

れ ITi，OTi とする。各航空機が各セクタを通過するの

に要する時間（以下通過時間（Flight time）とする）

OTi － ITi を求めた。例として T0�（関東東）セクタの

通過時間を１分ごとに区切り，その便数を図２に示した。

　通過時間が１分以下の便は，平均通過時間と比較して

小さくレーダデータのエラー値と考えられるので今回の

解析対象から外す。例えば T0�セクタでは通過時間が１

分以下の便が７便（２%）あり，これらは対象便数から

除く。各セクタ対象便数と各セクタの通過時間の平均値

を表１に示す。

3.3　管制機数

　ある時刻 t においてセクタ内を飛行している航空機数

CN（t）を管制機数（Number of controlled aircraft）と

する。管制機数を各航空機のセクタの入出域時刻より１

分ごとに��時間分求めた。例として T��（関東西）セク

タの管制機数を１分ごとに図３に示す。

　平均管制機数（average number of controlled air-average number of controlled air-

craft）AV）AVAVT（t）は以下の式で示される。t）は以下の式で示される。）は以下の式で示される。

図１　セクタ構成図

図２　通過時間の度数分布（T04セクタ　347便）

表１　対象便数と平均通過時間

T01 Joetsu 414 14m42s 
T02 Tohoku 400 9m48s 
T03 Kanto North 545 13m42s 
T04 Kanto East 340 26m45s 
T09 Kanto South A 633 14m18s 
T10 Kanto South B 395 14m00s 
T11 Kanto South C 103 14m23s 
T12 Kanto West 618 12m33s 
T17 Kii 439 12m21s 
T21 Kinki West 421 16m54s 
T22 Sanyo 494 8m18s 
T23 Harima 302 8m37s 
T24 Mikawa 672 8m1s 
T26 Tokai 672 7m50s 
T27 Hokuriku 544 16m18s 

 m:minute  s:second 

図３　管制機数（T12セクタ　１分ごと）
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　各セクタの管制機数の最大値と T ＝�0分×��時間の

平均管制機数 AVT を求め，表２に示す。

　１日（��時間分）の平均管制機数は，T0�（関東東）

セクタが�.��便と一番多い。これは，平均通過時間が長

いことが影響している。図４に通過便数と平均通過時間

の積と１日の平均管制機数の関係を示す。

４．現行の指標値

4.1　指標値の求め方

　ATFM の指標値である管制作業量の現行の求め方に

ついて説明する。管制作業量 TASKT（t）は，i 番目の航

空機 ai｛i ＝１，…，N：航空機数｝の時間区間［t，t＋T］

におけるセクタ内の飛行時間 STT（t，i）と管制官の航空

管 制 業 務 を 表 す 管 制 負 荷 係 数 Cij（Parameter of 

controller workload）を用いて

　TASK (t)= ST (t,i)CT T ij
i=1

N

∑  （�）　

　で表される。以下（�）式で求められる指標値を現行

の指標値とする。

　ここで T 分間のセクタ内の飛行時間 STT（t，i）は航空

機 ai のセクタへの入域時刻 ITi，セクタからの出域時刻

OTi を用いて（�）式のようになる。

　ST (t,i)
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　一方，管制負荷係数 Cij は，各セクタの各航空機（i）

をその飛行フェーズに応じて出発機（departure），到着

機（arrival），通過機（over-flight），域内機（in-sector）

の４つに分類（j）して設定する。これは各セクタの管

制作業に必要な時間がこれら４種類の飛行フェーズで大

きく異なるためである。分類については第�.�節で述べ

る。

4.2　管制負荷係数

　管制負荷係数とは，管制作業時間を分析・分類して，

平均値に基づいて前もって定められるものである。管制

作業に必要な時間とは，航空機に対して，通信設定や，

高度・速度・針路等を指示するための通信時間や考慮時

間，運航票の記入等の作業時間のことである。これを各

セクタ，各航空機で測定して求め，分類し平均値をもと

に各係数を設定する。各セクタの管制負荷係数は，航空

機の種類がジェット機とプロペラ機の２つ，その各々が

４つに分類されるので計８つある。予め設定されている

各セクタの分類された係数を図５に示す（�）。ここでは各

セクタのジェット機の４分類の係数，計�0個の係数の値

表２　各セクタの管制機数

Sector Max Average 
T01 Joetsu 20 4.20 
T02 Tohoku 12 2.71 
T03 Kanto North 17 5.19 
T04 Kanto East 18 6.33 
T09 Kanto South A 17 6.29 
T10 Kanto South B 15 3.83 
T11 Kanto South C 5 1.03 
T12 Kanto West 16 5.37 
T17 Kii 12 3.77 
T21 Kinki West 17 4.94 
T22 Sanyo 12 2.86 
T23 Harima 9 1.81 
T24 Mikawa 13 3.74 
T26 Tokai 13 3.65 
T27 Hokuriku 23 6.16 

図４　平均管制機数と便数，通過時間との関係

図５　各セクタ，各分類の係数の値
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を示す。この図から，係数はセクタや分類によって異なっ

ていることがわかる。ほとんどのセクタにおいて到着機

の管制負荷係数は他の分類の係数より大きめであること

がわかる。これは到着機に対する管制作業時間が他より

多いことを示している。

4.3　分類

　各航空機の出発，到着空港をもとに各セクタの航空機

を，第�.�節の種類で分類する。例えばあるセクタにお

いて，セクタ内空港を出発する航空機は出発機，セクタ

内空港に到着する航空機は到着機に分類する。セクタ内

空港を出発し，セクタ内空港に到着する場合は域内機に

分類する。この当該セクタ以外の空港で離発着する場合

は，通過機に分類する。ただし，周辺セクタの空港を離

発着し，かつ当該セクタにおける出発機，到着機と同等

の管制作業が発生する航空機に対しては，通過機ではな

く出発機，到着機に分類する。

　例えば T0�（上越）セクタでは，庄内，新潟，佐渡の

各空港を出発している航空機は出発機，この３空港を到

着空港としている航空機は到着機，この３空港を出発し，

到着する航空機を域内機，その他を通過機とする。各セ

クタで分類した便数を図６に示す。

　各セクタの各分類の便数を平均すると，通過機が６割，

出発・到着機が各々２割を占めている。域内機は０便で

あった。

　出発機の割合が最も多いセクタは T��（関東西）セク

タである。T��セクタ対象機は羽田空港から出発する便

が多い。T��セクタ対象機のうち出発機は��% を占めて

いる。

　T0�（関東南 A）セクタは羽田空港へ到着する便が多

く，T�0（関東南 B）セクタは成田空港へ到着する便が

多い。この２つのセクタは到着機の割合が�0% 以上で

ある。

　通過機の割合が�0% 以下であるセクタは T0�，T0�（関

東北），T�0，T��セクタである。

　到着機，出発機，通過機の割合がほぼ同じ�0% 程度

となっているセクタは T0�セクタである。このセクタの

対象空港は羽田空港，成田空港，福島空港である。この

セクタは羽田空港と新千歳空港を結ぶ便が多い。

4.4　各セクタの指標値

　ATFM では，各セクタで T ＝�0分として時間推移の

TASKT（t）を求める。�0分間に作業可能な規定値（��00秒）

を超えると ATM センタは出発遅延等の調整を行う。

　そこで�00�年８月��日のデータをもとに T0�（上越）

セクタの指標値を（�）式より T ＝�0分，t を�0分おき

に求め図７の棒グラフで示す。折れ線は第�.�節で述べ

る T ＝�0分間の平均管制機数 AVT（t）を示す。

　ATFM ではあらかじめ各航空機の入出域時刻を予測

し指標値を求めている。各時刻における指標値が規定値

（��00）を超えている場合は，規定値を超えないように

出発前に出発遅延等で調整してから飛行することになっ

ている。しかし，セクタの入出域時刻は天候やセクタの

交通状況等により出発前の予測と実際の運航では異なる

こともある。このため本稿のように運航後のデータをも

とに指標値を求めると，規定値を超えることもある。

　全セクタの現行の指標値と�0分間平均管制機数との関

係は付録 A で示す。付録 A より便数が多い時間帯や指

標値が大きい時間帯はセクタによって異なることがわか

る。T0�（上越）セクタは��時頃，T0�（関東北）セク

タは��時頃，T0�セクタは��時頃，T�0（関東南 B）セ

クタは��時頃，T��（関東南 C）セクタは��時頃と��時頃，

T��（関東西）セクタは�0時頃と��時頃，T��（紀伊）

セクタは９時頃と��時頃に便数が多い。また，T0�セク

タの出発機は��時頃から��時頃通過しているが，到着機

図６　各セクタ，各分類の航空機数 図７　現行の指標値と30分間平均管制機数（T01セクタ）
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は６時頃から��時頃に通過している。

　T0�（関東東）セクタは広いため通過時間が長いこと

から常に航空機がセクタ内に存在していることがわか

る。

4.5　30分間平均管制機数と指標値との関係

　ATFM の指標値と同じ時間間隔 T ＝�0分として（�）

式より T ＝�0分間の平均管制機数 AVT（t）を求める。例

として T0�（上越）セクタの�0分おきに求めた�0分間の

平均管制機数を図７の折れ線で示す。

　全セクタの各時刻の指標値と�0分間の平均管制機数と

の関係を図８に示す。この図から全セクタにおいて現行

の指標値と，�0分間平均管制機数には比例関係があるこ

とがわかる。両者の相関係数は0.�0以上であった。

　ただし，同一機数を管制してもセクタによって指標値

が異なることがわかった。T0�（関東東）セクタ（×）

と T��（関東南 C）セクタ（○）では同じセクタ内機数

に対する指標値が２倍以上異なることがわかった。

　（�）式で求められる現行の指標値 TASKT（t）は，�0

分間の平均管制機数に対する近似係数 A，管制機数

CN（t），T 分間のセクタ内飛行時間 STT（t，i）を用いて以

下のようになる。

　TASK t ST t i CT T ij
i 1

N

( ) ( , )=
=
∑

　　　　　　≅
=

∑A CN
Tt

( )=t+Tτ

τ

τ
 （�）　

　　　　　　=
=

= +

∑A
T

CN
t

t T

( )τ
τ

τ
 （�）　

　各時刻のセクタ内管制機数 CN（τ）とセクタ内飛行

時間 STt（t，i）の関係より（�）式は次のように表される。

　（�）式　　= ∑A
T

ST t it
i

N

( , ) （�）　

　　　　　　 ≅ ∑ ∑1
N

C ST t iij
i

N

t
i

N

( , ) （�）　

　各セクタの T（＝�0）分間の平均管制機数に対する指

標値の近似係数 A の�/T の値と第�.�節の各セクタの各

分類の管制負荷係数値 Cij の便数平均値を図９に示す。

図９より A/T と管制負荷係数の平均値はほぼ一致して

いるので式（�）が成り立つことがわかる。

　各時刻の�0分間の平均管制機数に対する指標値の比例

定数は各セクタで異なる。比例定数が一番大きいセクタ

は T��（関東南 C）セクタの�.�で小さいセクタは T0�（関

東東）セクタの�.�なので，管制機数が同じ場合でも指

標値が２倍以上異なる場合もある。

　この結果，現行の管制負荷係数を用いた指標値は，�0

分間の平均管制機数，つまりセクタ内飛行時間と比例し，

その比例係数は，管制負荷係数の平均値に相当すること

がわかった。ただし，管制負荷係数を求めるのは労力を

要するので，第５章で管制負荷係数の代わりとなる係数

を提案したい。

５．指標値の求め方の提案

5.1　目的

　管制官の各航空機への管制作業の分析を実施すること

なしに，交通流をもとに ATFM の指標値を求めたい。

現行の指標値を求める際には管制負荷係数を利用する

が，同じ分類の航空機でも，その時の管制官や交通量に

よって管制指示等の管制作業が異なる場合がある。また

管制負荷係数は各セクタに８種類あるので，交通流をも

とに，共通の係数を設定したい。

　現行では，セクタごと，航空機ごとに管制作業を分析

し，セクタごと分類ごとに異なる係数を設定しなければ

図８　現行の指標値と30分間平均管制機数との関係

図９　各セクタの近似係数と管制負荷係数の平均値の関係
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ならない。今後航空路の変更や空域の再編等のたびに管

制官参加シミュレーションを実施して指標値を設定する

のは大変である。セクタ共通の係数が求められれば，今

後より簡単に指標値を計算で推定できる。交通状況を反

映し，管制作業にも関連するセクタ共通の係数をもとに

指標値を推定したい。そこで今回は，交通流，特に管制

をしている航空機に対して近接する航空機に着目した。

　管制官は航空機相互間に定められた管制間隔（航空機

同士の最低間隔）を保つように管制を行う。管制（監視）

をしている航空機に対して近接する航空機（近接機）が

増加すると管制官は近接機と管制間隔を確保するために

監視する必要があり，管制指示を出す場合もある。従っ

て，現行の管制負荷係数は近接機数と関係があると考え

られる。

　そこで，各航空機 ai に対して周りの航空機の位置等

から近接している航空機の数（近接機数：Proximity 

Aircraft）PAi に着目し，各航空機の近接機数 PAi とセ

クタ内飛行時間を用いて指標値を求める方法を提案す

る。

5.2　指標値の求め方の提案

　指標値は，セクタ内飛行時間に比例し，かつ航空機 ai

の近接機数 PAi が増えるとさらに増えると考えられる。

セクタ内に航空機が多数存在しても全ての航空機の近接

機数が０の場合もある。この場合でも各航空機に対して

セクタの入出域地点でパイロットとの通信や監視等の管

制作業が生じる。この定型的管制作業に関するパラメー

タ K（K ＞０：定数）を用いて，式（�）の管制作業を

表す係数 Cij を（K＋PAi）とする。

　指標値 TASK_PT（t）は式（�）のようになる。

　TASK_P t ST t i PA KT T
i=1

N

i( ) ( , )( )= +∑  （�）　

　以下（�）式で示す指標値を提案の指標値とする。PAi

の定義は第�.�節で，各セクタや条件での PAi の特徴を

第�.�節で，K の求め方は第�.�節で述べる。

5.3　近接機の定義

　今回は出域地点で航空機の位置等から近接する航空機

に着目し，セクタ内部での近接機については対象としな

い。航空機はセクタ内部で近接することもあるが，今回

出域地点に着目したのは計算を簡単にするため，また出

域地点では隣接セクタに予め定められた管制間隔等の条

件の下で管制を移管しなければいけないためである。航

空機 ai のセクタの出域時刻 OTi における航空機の水平

位置を（Xi（OTi），Yi（OTi）），高度を（Zi（OTi））とし，

航空機 aj の出域時刻 OTj における航空機の水平位置を

（Xj（OTj），Yj（OTj））高度を（Zj（OTj））とする。航空

機 ai において以下の条件を同時に満たす便を近接機と

定義する。

　OT OT Mj i− ≤  （�）　

　Z OT Z OT Hj j i i( ) ( )− ≤  （�0）　

　 ( ( ) ( )) ( ( ) ( ))X OT X OT Y OT Y OT Di i j j i i j j− + − ≤2 2

 （��）　

　航空交通管制では，安全を保ちつつ効率よく航空機を

運航するため，航空機相互間に管制間隔の基準を設けて

いる。国内の航空路の高さ方向の管制間隔は�,000ft

（１ft ＝0.�0��m）（同飛行方向では�,000ft）で，水平方

向の管制間隔は５NM（１NM ＝�,���m）である。また

出域地点では同高度の航空機の水平方向の間隔は�0NM

となっている。例えば近接条件が５分（��0kt で飛行す

る航空機では�0NM に相当），H ＝�,000ft，D ＝�0NM

の場合は（�,�000,�0）つまり（M，H，D）で表す。（M，

H，D）の値が大きくなれば，近接機数が多くなる。

5.4　近接機数の特徴

　近接条件（�,�000,�0），（�,��00,�0）における各航空機

の出域時刻と近接機数との関係を求めた。例として T0�

セクタについて図�0に示す。○が航空機１便を示してい

る。出域時刻が��時��分の時の近接機数は，（�,�000,�0）

の時が３便であったが，（�,��00,�0）の時は１便であった。

　各セクタで近接条件を（�,�000,�0）と（�,��00,�0）と

した場合の各航空機の近接機数を求め付録 B で示す。

各航空機の近接機数の最大値，１機あたりの平均値は表

３で表される。

　表３より最大近接機数は T��（関東西）セクタが多い

が，平均近接機数を比較すると T0�（関東南 A）セクタ

が多いことがわかった。

　各セクタの各時間帯の出域便数を（�,�000,�0）の場合

の近接機の便数 PAi で区分してみた。T0�セクタを例と

して図��に示す。全セクタは付録 C で示す。

　T0�セクタでは，一番便数が多い時間帯は��時で�0便

である。そのうち近接機数が２便であったのが１便，近

接機数が１便であったのが��便で残り��便は近接機数が

０便であった。出域便数が１時間あたり��便以下の時間

帯では全ての航空機で PAi が０であった。
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　K ＝１に設定したとき T��（関東西）セクタでの各近

接条件での提案の指標値を求め付録 D で示す（�, �）。

5.5　K の設定

　今回は第�.�節で述べたように，管制間隔基準を考慮

して近接条件が（�,�000,�0）の場合の K を求める。

　近接条件（�,�000,�0）での各航空機の近接機数を求め，

（�）式でパラメータ K を変化させて提案の指標値を求

めた。（�）式で求めた現行の指標値と（�）式で求めた

提案の指標値の相関を T0�セクタと T��セクタの場合で

図��に示す。今回は K ＝３，４，５の３パターンを示す。

　図��より現行の指標値と提案の指標値は K の値にか

かわらず比例関係があることがわかる。現行の指標値と

各 K に対する提案の指標値との回帰式を求め，そのと

きの比例係数を求めた。この比例係数が１のとき，現行

の指標値と提案の指標値がほぼ一致する。例えば T0�セ

クタでは K ＝３の時は比例係数が0.����，同様に K ＝

図10　出域時刻と近接機数（T01セクタ）

(a) 5 2000 20

(b) 3 1800 20

表３　近接条件と近接機数の平均・最大値

5 2000 20 3 1800 20

T01 3 0.246 1 0.043 
T02 2 0.210 1 0.035 
T03 4 0.550 4 0.228 
T04 4 0.382 1 0.118 
T09 6 1.368 3 0.645 
T10 4 0.906 3 0.420 
T11 1 0.194 1 0.019 
T12 7 0.712 3 0.152 
T17 3 0.456 2 0.141 
T21 3 0.318 2 0.057 
T22 4 0.502 3 0.097 
T23 5 0.470 2 0.166 
T24 4 0.628 2 0.149 
T26 4 0.539 3 0.158 
T27 3 0.309 1 0.040 

図11　出域時間帯ごと便数と近接機数との関係（T01セクタ）

図12　現行の指標値と提案の指標値との関係

(a)T01

(b)T12
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４は0.����，K ＝５は�.0�0�であった。K と比例係数と

の関係を図��に示す。この図から T0�セクタでは K ＝�.�

のとき比例係数が１となり現行の指標値と提案の指標値

がほぼ一致する。T��セクタでは K ＝�.�と求められた。

　このようにして��セクタの各セクタでは，各々現行の

指標値と提案の指標値を比較して各セクタで K の値が

表４のように求められた。K の値は�.�から�.�の間で平

均は�.0である。

5.6　各セクタの提案の指標値

　現行の指標値と求められた K の値をもとに提案の指

標値を時系列に示す。例として図��に T0�セクタの現行

の指標値を棒グラフに，（�,�000,�0）の近接条件におけ

る近接機数（図�0参照）と K ＝�.�（表４参照）とを用

い（�）式で求めた指標値を折れ線グラフに示す。（�）

式で近接機数を用いず，つまり PAi ＝０の場合の値を△

折れ線で示した。全セクタは付録 E で示す。

　K と近接機数を用いて指標値が求められたところ，図

��より時間推移がほぼ一致していることがわかる。

　T0�セクタで近接機数が最も多いのは��時��分に出域

地点を通過する航空機に対して３便が近接している場合

である。例えば��時�0分から�0分間に出域する航空機に

対して，１便近接機数がある場合が６回あり，３便近接

機数がある場合が１回ある。（�）式で提案した指標値は，

このように近接機数が多いところでは定型的管制作業に

関するパラメータ K に加えて近接機数 PAi に関する値

が重要である。

　T0�セクタより近接機数が多い T��セクタの指標値を

図��で示す。

　定型的管制業務に関するパラメータ K による値に近

接機数に関する値が加えられて，近接機数が大きい��時

の時間帯は，現行の指標値に一致していることがわかる。

　また，近接機数が大きい�0時や��時の時間帯は，現行

の指標値に一致はしていないが，提案方法では指標値が

現行より大きめに推定されているので，この提案方法は

有効であると考えられる。

5.7　K と交通流との関係

　K をセクタによらずある値に設定，またはセクタの特

図13　K と比例係数との関係

表４　各セクタの K の値（５，2000，20）

K
T01 4.5 
T02 5.8 
T03 4.9 
T04 2.8 
T09 5.3 
T10 5.1 
T11 7.1 
T12 3.4 
T17 5.0 
T21 3.8 
T22 4.4 
T23 5.3 
T24 5.7 
T26 6.3 
T27 3.3 

5.0

図14　各指標値（T01セクタ）

A: B: K=4.5
C: PAi=0

図15　各指標値（T12セクタ）

A: B: K=3.4

C: PAi=0
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徴や交通流との関係を求めたい。

　そこでまず，K をセクタによらずある値に設定する場

合として��セクタの K の値の平均値に設定した場合を

述べる。

　例えば，T��（北陸）セクタで求めた K の値（K ＝�.�）

の時の提案の指標値（紺折れ線）と平均値（K ＝５）の

時の提案の指標値（オレンジ折れ線）を（�）式より求

め図��に示す。

　T��セクタでは，K ＝５の時の提案の指標値と現行の

指標値とでは値がかなり異なることがわかる。従って K

は一定値ではなく，各セクタに対応する K を設定する

必要があるといえる。

　そこでパラメータ K と実際の交通流との関係につい

て述べる。交通流として今回は平均管制機数とする。各

セクタの T ＝��時間の平均管制機数 AVT と（�,�000,�0）

の近接条件のもとでの K の関係に着目しその関係を図

��に示す。回帰直線を引いたところ，到着機数が多いセ

クタほど回帰直線から外れることがわかった。そこで到

着機数が全セクタの１日あたりの平均値である�00便以

下のセクタに注目し，●印で示し回帰直線を引いた。こ

れは９セクタあった。●印の９セクタのうち最も到着機

数が多いセクタは T0�セクタで��便である。到着機数が

�00便を超えるセクタについては小さな○印で示した。

これは６セクタあり，到着機数の最大は T0�セクタの

���便で最低は T��セクタの�0�便である。

　平均管制機数が�.0�便と一番小さい T��（関東南 C）

セクタは K ＝�.�，平均管制機数が�.��便と一番大きい

T0�（関東東）セクタは K ＝�.�であった。

　図��より平均管制機数と K との関係を求める。図��

で到着機数が全セクタの１日あたりの平均値�00便以下

のセクタ（●印）では，K と平均管制機数 AVT との関係

は相関係数が0.��である１次式で表現でき，次式のよう

に表される。

　K ＝－0.��× AVT＋�.� （��）　

　現行の指標値はセクタごとに係数を算出しなければな

らないが，近接条件を（�,�000,�0）に設定し，到着機数

が少ないセクタでは（��）式より平均管制機数から K

を計算することで指標値を求めることができる。ただし，

図��の小さな○印のように，到着機数が多いセクタにお

ける K は，（��）式から求まる結果より大きくなる傾向

がある。これは，図５のように到着機に対する管制作業

は他の作業より管制負荷係数が大きい傾向があり，指標

値もそれも基づき大きくなるためと考えられる。

　近接条件を（�,�000,�0）と（�,��00,�0）の２パターン

に設定した場合の K と平均管制機数との関係を図��で

示す。

　また図��より条件を（�,��00,�0）に設定すると

（�,�000,�0）の時より近接機数が少ないので K の値は

大きくなった。

　以上から近接条件を（�,�000,�0）に設定し，到着機数

が各セクタの平均値�00機より少ないセクタでは（��）

式をもとに，平均管制機数から K を求め，この K と近

接機数から指標値を求めることができるようになった。

ただし，到着機数が全セクタの平均値より多いセクタに

おける K と交通流との関係については今後の課題とし

たい。今回は到着機数に着目したが，セクタの特徴にも

図16　各指標値（T27セクタ　K ＝3.3，５）

図17　各セクタの平均管制機数と K との関係

100  >  100 図18　 近接条件２パターンの各セクタの平均管制機数と K

との関係
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着目して検討していきたい。

６．まとめ

　航空交通管制では，安全で効率的な運航のため航空交

通流管理が実施されている。航空交通流管理の指標値は，

管制官の航空管制業務の分析に基づく管制負荷係数を用

いて求められる。本報告では，膨大な労力を要する航空

管制業務の作業分析を必要とする管制負荷係数の代わり

に，交通流に基づくパラメータを用いてより簡単に計算

して ATFM の指標値を求める方法について検討した。

　まず，東京航空交通管制部の��セクタの航跡データに

より，管制負荷係数を用いた指標値の時間推移を求めた。

交通流として管制機数を調査し，指標値との関係につい

て調べた。この結果，現行の管制負荷係数を用いた指標

値は，�0分間の平均管制機数と比例し，その比例係数は，

管制負荷係数の平均値に相当することがわかった。

　この管制負荷係数を求めるには膨大な労力を要する航

空管制業務の作業分析が必要である。そこでこの管制負

荷係数の代わりに，交通流をもとに指標値を求める方法

として，各航空機に近接する航空機数を利用して求める

方法を提案した。その結果，近接機数とパラメータ K

を用いて求めた指標値が，現行の方法で求めた指標値と

ほぼ一致した。近接機数が多い場合は，この提案方法が

有効であることが示された。各セクタでパラメータ K

の値は異なるが，到着機数が全セクタの平均より少ない

セクタでは，平均管制機数と K との関係を示すことが

できた。

　今後，セクタの交通流，特徴等と指標値との関係につ

いてさらに詳細に検討していきたい。近接機の条件とし

てセクタの出域地点だけでなく，セクタ内での経路の交

差地点にも着目し，近接条件との関係を調べていきたい。

　また今回の調査対象データはある１日分を使用したの

で，さらにデータを増やして有効性を検討したい。
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