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Abstract

 In order to meet the demand and keep the safety of air traffic, ENRI (Electronic Navigation Research Institute) studies on 
leveraging data-link function of SSR (Secondary Surveillance Radar) mode S and tries to apply it to the improvements of CA 
(Conflict Alert) which supports air traffic controller to keep safe separations between aircraft. Our purpose is to develop new 
DAP-CDM (Downlink Aircraft Parameters - Conflict Detection Method) and evaluate the impacts of its introduction by computer 
simulations.
 First, for considering DAP-CDM, we calculated horizontal and vertical prediction errors of aircraft position estimated by the 
conventional CDM. As a result, both prediction errors were reduced by using flight data instead of radar data. We also found that it 
was better to smooth vertical speed for prediction and to utilize selected altitude in DAP-CDM. Then, occurrences of CA were 
analyzed to understand the effects of prediction error reduction. Currently, a large number of CAs were displayed for less than 20 
seconds and often intermittently. When CA happened with a large altitude difference more than 10,000 ft, vertical flight phases of 
aircraft were the combination of climbing and descending. Under that condition, the changes of flight phase into level flight were 
rarely observed by judging from their later tracks. Therefore, smoothing vertical speed and utilizing selected altitude in DAP-CDM 
were considered to be necessary.
 For the purpose of comparing DAP-CDM with the conventional CDM, ENRI developed CDES (Conflict Detection Evaluation 
System). It can simulate both the new and conventional CDMs under air traffic situations and system parameters as almost same as 
the conventional ones. Finally, the characteristics of DAP-CDM were studied and its advantages were demonstrated. DAP-CDM has 
the function of predicting aircraft positions by using smoothed aircraft horizontal velocity and vertical speed, and judging aircraft 
flight phases by using roll angle and selected altitude. As a result of evaluating DAP-CDM by the simulation with CDES, the 
judgment of vertical flight phases by selected altitude was most effective to reduce the number of unnecessary CA.

＊　航空交通管理領域



１．はじめに

　航空機には，安全性の観点より，他の航空機との間に

管制間隔を確保する必要がある［１.１］。日本国内における

水平方向の管制間隔は，RDP（Radar Data Processing 

System; 航空路レーダ情報処理システム）のデジタルモ

ードによるレーダ管制の場合５NMである（１NM = 

１,８５２　m）。垂直方向の管制間隔は，計器飛行方式の場合

４１,０００　ft以下で１,０００　ft，４１,０００　ft超で２,０００　ftである

（１　ft = ０.３０４８　m）。

　航空機が他の航空機と接近し，水平方向および垂直方

向の管制間隔どちらも確保できない状態をコンフリクト

と呼ぶ。航空管制官は，航空機間に適切な間隔が設定さ

れるよう，RDPの画面上に表示される航空機の位置や高

度等を基に航空機へ必要に応じた管制指示を発出する。

　航空管制官が使用する RDPには航空機接近予測処理

機能が備わっている［１.２］。この機能は，航空機の位置や

高度を含むレーダデータおよび追尾処理による水平方向

の速度ベクトルや高度変化率を用いて，航空機の３分先

までの位置や高度を予測する。３分先までのコンフリク

トが予測検出された場合，コンフリクト警報を管制卓に

表示させ，航空管制官に注意を促す。

　航空機接近予測処理機能で用いられる直線予測手法は

航空機の等速直線運動を仮定するため，航空機の位置や

高度を予測する際，水平方向の速度ベクトルや高度変化

率の誤差や変動による位置予測誤差が生じやすい。また，

旋回から直進，上昇から水平といった飛行局面の変化を

直線予測手法で予測するには限界がある［H１５.１］［H１６.１］。

　現在，日本国内の航空管制用レーダにおいては既存方

式の SSR（Secondary Surveillance Radar; 二次監視レー

ダ）の改良型であるモード Sが順次導入されている［１.３］［１.４］。

SSRモード Sは，航空機の位置や高度を精度良く取得

できるだけでなく，機上の FMS（Flight Management 

System; 飛行管理システム）が管理する対地速度，垂直

速度，磁針路，選択高度等の動態情報を GICB（Ground 

Initiated Comm-B; 地上喚起コム B）プロトコルにより

ダウンリンクして取得する機能も併せ持つ。これら航空

機の動態情報を地上側で利用することは，航空交通管理

の向上に寄与するものと考えられている。先の航空機接

近予測処理機能についていえば，不要なコンフリクト警

報が低減し，航空管制官の作業負荷の軽減に資するもの

と期待されている。

　本研究では，航空機の動態情報を用いたコンフリクト

予測検出手法を開発し，計算機シミュレーションにより

その効果等を評価することを目的とする［H１８.１］［H１８.３］［H１９.３］

［H１９.５］［H２０.２］。

　初めに，コンフリクト警報について調査した概要を第

２章および第３章で述べ，研究背景を補強する。次に，

動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法の開発指針

を得るために，コンフリクト予測検出手法について位置

予測誤差の観点より検討した結果を第４章に示す。また，

同様の目的のために，コンフリクト警報についてその発

生状況を解析した結果を第５章に示す。第６章では，コ

ンフリクト警報の計算機シミュレーション評価を実施す

るために電子航法研究所が開発したコンフリクト検出評

価システムを説明する。最後に，第７章において，新規

に開発した航空機の動態情報を利用するコンフリクト予

測検出手法についてその特徴を示すとともに，コンフリ

クト警報への導入効果をシミュレーションにより検証し

た結果を報告する。

２．コンフリクト警報および SSRモード Sの国際動向

　コンフリクト警報に関する ICAO（International Civil 

Aviation Organization; 国際民間航空機関）の記述，お

よび欧州の EUROCONTROLによるコンフリクト警報

の機能標準を紹介する。また，航空機の SSRモード S

対応化に関する動向も確認する。

２.１　ICAO

　２００１年，ICAO（International Civil Aviation Organization; 

国際民間航空機関）は PANS-ATM（Procedures for Air 

Navigation Services - Air Traffic Management; 航空業務

方式－航空交通管理）においてコンフリクト警報の要件

を記載した［２.１］。その概要を以下に記す。

　コンフリクト警報の使用に関して，表示対象となる航

空機の型式，対象空域，表示方法，予測時間と警報検出

のためのパラメータ，表示が抑制される条件，抑制され

た場合の手続きが規定される必要がある。

　管制下の航空機に対してコンフリクト警報が発生した

状況においては，航空管制官は遅滞なく警報の内容を確

認後，必要に応じて適正な最低間隔が違反されないよう

に行動しなければならない。また，管制間隔の欠如した

状況においては，航空管制官は航空交通インシデント報

告を提出し，記録として残すことが望ましい。

　航空管制機関は発生した全てのコンフリクト警報の電

子記録を保持し，警報の正しさを判断するために各コン

フリクト警報に関係するデータと発生状況を解析するこ
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とが望ましい。正しくない警報（例えば，有視界飛行方

式の最低間隔が適用されていた等）は無視し，総合的な

安全性を監視し，空域設計や航空管制方式の課題を特定

するために，正しい警報は統計的に解析することが望ま

しい。

２.２　EUROCONTROL

　１９９８年，EUROCONTROLがコンフリクト警報の運用

要件を策定した［２.２］。また，２００３年，安全性向上のため

の SSAP（The European Strategic Safety Action Plan）

を実施した。さらに，２００６年，SSAPを引き継ぎ ESP

（European Safety Programme for ATM）を導入した。

ESPでは５つの重点分野における安全性向上策を実施

し，その１つとしてシステムによる安全対策の整備があ

る。コンフリクト警報は，この安全対策の中の地上側の

システムに整備される安全機能の１つである。

　これまで，欧州各国においてはコンフリクト警報の機

能や運用方式が統一されていなかった。そこで，コンフ

リクト警報の仕様書とガイダンス文書が作成された。仕

様書はコンフリクト警報の管理的な側面から記述されて

おり，方針，訓練，規定，性能要件等がまとめられてい

る。ガイダンス文書はより技術的な側面から記述されて

いる［２.３］［２.４］。

　EUROCONTROLのガイダンス文書では，コンフリク

ト警報の参考モデルが記載されており，標準機能とオプ

ション機能の２種類に区別されている。また，各種パラ

メータは標準的な推奨値も示されているが，運用環境に

応じて最適化される。

　図１にコンフリクト警報の入出力に関するシステム環

境を示す。システムは，監視データ処理ブロックと環境

データ処理ブロックからのデータを利用する。また，飛

行データ処理ブロックからのデータをオプションとして

利用する。監視データはレーダで観測された航空機の位

置データであり，コンフリクトを予測検出するための入

力として使用する。環境データはコンフリクト予測検出

のパラメータとして使用する。飛行データは航空機に関

する情報（例えば，型式，飛行セクタ名，指示フライト

レベル等）として使用する。コンフリクト警報は担当空

域のレーダ管制卓に表示され，動作状態やオプションの

選択は管理者の管制卓に表示される。また，オフライン

解析のためにデータはログとして記録される。

　図２にコンフリクト警報の処理手順を示す。航空機の

位置を示すトラックデータが更新される毎に，この処理

を実行する。ここで，各段階では各種のパラメータを使

用する。粗いフィルタは，計算負荷を軽減するためにコ

ンフリクトが予測検出される可能性のある航空機ペアを

絞り込む。詳しいフィルタは，粗いフィルタにより絞り

込まれた航空機に対して詳細に検査する。直線予測フィ

ルタ，現在接近フィルタ，旋回予測フィルタの各フィル

タを含む。なお，現在接近フィルタと旋回予測フィルタ

は直線予測フィルタがうまく動作しない場合に使用され

るオプション機能である。警報の確定ブロックでは，直

ちに警報を表示すべき緊急な状況の判断，不正確なトラ

ックデータや一時的な状況に基づく警報の先送り等を判

断する。警報が確定された場合は，管制卓に警報が表示

される。

２.３　SSRモード Sの動向

　ICAOは，２００２年発効の Annex 10 Volume IIIおよび

IVの Amendment No. ７７に お い て，SSRモ ー ド Sの

GICB プ ロ ト コ ル に お け る BDS（Comm-B Data 

Selector）コードを国際標準とした［２.５］。

図１　コンフリクト警報のシステム環境

図２　コンフリクト警報の処理手順



　欧州では，SSRモード S基本監視として，BDS １,０，

BDS １,７，BDS ２,０への対応を義務化した。また，仏国，

独国，英国の３ヶ国では，SSRモード S拡張監視として，

BDS ４,０，BDS ５,０，BDS ６,０への対応を義務化した［２.６］。

・基本監視（ELS；Elementary Surveillance）

　・BDS 1,0　Data Link Capability

　（トランスポンダ応答能力通知）

　・BDS １,７　Common Usage GICB Capability

　（GICB応答能力通知）

　・BDS ２,０　Aircraft Identification

　（航空機識別 ID）

・拡張監視（EHS；Enhanced Surveillance）

　上記の基本監視による BDSコードを含む。

　・BDS ４,０　Selected Vertical Intention

　（選択高度等）

　・BDS ５,０　Track＆ Turn

　（ロール角，真トラック角，対地速度，トラック角

変化率，真対気速度）

　・BDS ６,０　Heading＆ Speed

　（磁針路，指示対気速度，マック数，高度変化率等）

　これにより，日本においても，欧州便を中心にデータ

通信機能を持つ機上装置の搭載が進んでいる［２.７］［２.８］。

３．コンフリクト警報の概要

　ここでは，日本国におけるコンフリクト警報の概要に

ついて述べる。１９７９年，RDPの１機能として国内に整備

された後，２００２年に飛行計画情報を利用するコンフリ

クト予測検出手法の機能追加が実施された［３.１］［３.２］。なお，

ICAOや EUROCONTROLのコンフリクト警報も同様の

機能を持つものと考えられる。

　図３にコンフリクト警報の表示例を示す。三角形が航

空機の位置を示し，コールサインや高度関連情報，型式，

対地速度等を示すデータブロックが付いている。将来的

なコンフリクトが予測検出されると，対象航空機のデー

タブロック中に“CNF”が点灯し，コンフリクト警報

のリスト（図３中の左上リスト）も更新される。

　次に，コンフリクト予測検出手法について説明する。

現状の検出手法は２種類あり，LP-CDM（Linear 

Prediction - Conflict Detection Method）および FP-CDM

（Flight Plan - Conflict Detection Method）とここでは呼

ぶことにする。

３.１　LP-CDM

　図４に LP-CDMの概念図を示す。

　航空機 iの位置を �，速度を �とする。tは時刻

である。LP-CDMは航空機が時刻 tにおける速度� を

保ったまま等速直線運動で飛行すると仮定し，時刻

� における航空機 iの予測位置 �を予測する。し

たがって，予測位置� は式（３.１）により求まる。

　�  （３.１）

　コンフリクト予測検出機能は予測時間�の範囲内

� において，航空機 iおよび航空機 jの予測位置

� ， �

の接近時刻を水平方向と垂直方向で別々に求め，式

（３.２）および式（３.３）による検出間隔の判定を行う。もし

式（３.２）と式（３.３）が同時に満足されれば，コンフリクト

とみなす。�および�はそれぞれ水平方向と垂直方向

のコンフリクトの検出間隔である。

　
�  （３.２）

　�  （３.３）

　RDPにおける LP-CDMの場合，位置 �はレーダか

らの観測値とし，その観測値に abフィルタ（付録 A参

照）を適用して推定した値を速度 �とする。また，

( )txi ( )tvi

( )tvi

t + x ( )tpi

( )tpi

( ) ( ) ( )t t tp x vi i i:= + x

Tp

T0 p# #x

( ) ( ( ), ( ), ( ))t t t tp p p pi xi yi zi= ( ) ( ( ), ( ), ( ))t t t tp p p pj xj yj zj=

Rh Ro

( ( ) ( )) ( ( ) ( ))t t t t Rp p p pxi xj yi yj h
2 2 #- + -

( ) ( )t t Rp pzi zj #- o

( )txi

( )tvi
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図３　コンフリクト警報の表示例

図４　LP-CDMの概念図



43ENRI Papers  No.122  2009

予測時間�は３分であり，水平方向の検出間隔�は５ 

NM，垂直方向の検出間隔�は４１,０００　ft以下で７００　ft，

４１,０００　ft超で１,６００　ftである。なお，垂直方向の検出間

隔については，許容される高度の逸脱量を管制間隔より

差し引いた値となっている。

３.２　FP-CDM

　図５に FP-CDMの概念図を示す。

　LP-CDMと比較して，FP-CDMは飛行計画情報を利用

する点が異なる。航空機が飛行する際には，原則として

飛行計画を管制機関に通報する。飛行計画情報には航空

機が飛行を予定している経路情報について，ウェイポイ

ントを繋げた書式で記されている。そこで，FP-CDMは

航空機が計画された経路を飛行しているかどうか判定し，

経路上にあると判定すれば予測線分を計画された経路に

沿って伸ばす。したがって，その際の予測線分はウェイ

ポイントに従い折れ曲がる。経路上でないと判定した場

合は，LP-CDMと全く同様である。

４．位置予測誤差の解析

　動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法の開発指

針を得るために，LP-CDMにおける１航空機の位置予測

誤差について，レーダデータを用いた場合とフライトデ

ータを用いた場合を比較した。コンフリクトの予測検出

は水平方向と垂直方向に分けて考えられるので，ここで

も２つに分けて議論する［H１７.１］［H１７.２］［H１８.２］。

４.１　水平方向

　レーダデータには地上側における航空機の位置の観測

値，およびその観測値より推定された水平方向の速度ベ

クトル等が記録されている。観測値および推定値の更新

間隔は航空路レーダの場合１０秒毎である。

　フライトデータには機上側における各種センサからの

Tp Rh

Ro

位置および水平面ベクトル（風の影響を含む対地速度お

よび真トラック角より求まる）が記録されている。その

更新間隔は新型の機種の場合，連続的に１秒毎である。

　図６に，羽田空港から福岡空港へと飛行する航空機の

航跡を示す。横軸と縦軸は，埼玉県所沢市の東京航空交

通管制部を中心として平射投影された直交座標系におけ

る X軸，Y軸を表す。

　図６をみると，空港周辺では航空機の旋回が確認でき

る。空港周辺から離れると航空機は針路変更地点で折れ

曲がる以外，ほぼ直進する。以降の第４.１節に関する解

析は，この航空機の水平方向のプロファイルを対象とす

る。

　LP-CDMにおける水平方向の位置予測誤差 �を式

（４.１）により定義する。

　�  （４.１）
　

� と �は式（３.１）において �分とした場合

の予測位置 �の水平方向成分であり， �と

� はフライトデータの位置 �の水平方

向成分である。

　対地速度は地表に対する水平方向の速度ベクトルの大

きさを指し，単位は knot（1　knot = １,８５２/３,６００　m/s）で

ある。対地速度は値の増加する加速フェーズ，一定とな

る定速フェーズ，減少する減速フェーズと３つに区切る

ことができる。真トラック角は地球の真北方向を 0　deg

とし，時計回りが正となる場合の地表に対する水平方向

の速度ベクトルの向きを指し，単位は degである。真

トラック角は値が一定となる直進フェーズ，値が大きく

変化する旋回フェーズに分けられる。したがって，水平

方向の速度ベクトル �は，対地速度 �お

よび真トラック角 �を用いて式（４.２）で結び付けら

れる。

( )E th

( ( ) ( )) ( ( ) ( ))E X t T p t X t T p th xi p xi yi p yi
2 2= + - + + -

( )p txi ( )p tyi T 3p= =x
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図５　FP-CDMの概念図

図６　水平方向の航跡



　�  （４.２）

　式（３.１）より予測位置 �を求める際の速度 �の水

平方向成分 �について，レーダデータの水平

方向の速度ベクトルを用いた場合およびフライトデータ

の水平方向の速度ベクトルを用いた場合における水平方

向の位置予測誤差を図７に示す。なお，位置予測誤差の

算出間隔はレーダデータの更新間隔１０秒に合わせた。

　図７をみると，レーダデータの水平方向の速度ベクト

ルを用いた場合に比較して，フライトデータの水平方向

の速度ベクトルを用いた場合の水平方向の位置予測誤差

は低減することが確認できる。水平方向の位置予測誤差

の平均値は，直進フェーズだと１.４３　NMから０.９２　NM

と３７　％，旋回フェーズだと６.５１　NMから４.６７　NMと

２８　％低減する。

　水平方向の位置予測については，機上側の水平方向の

速度ベクトル（対地速度および真トラック角）を用いる

こと，および直進フェーズか旋回フェーズと飛行状態を

判定することが重要である。

４.２　垂直方向

　水平方向の場合と同様に，レーダデータには地上側に

おける航空機の高度の観測値，およびその観測値より推

定した高度変化率が記録されている。観測値および推定

値の更新間隔は航空路レーダの場合１０秒毎である。

　フライトデータには機上側における各種センサからの

高度および高度変化率が記録されている。その更新間隔

は新型の機種の場合，連続的に１秒毎である。

　図８に，上昇－巡航－降下と飛行する航空機の高度を
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示す。以降の第４.２節に関する解析は，この航空機の垂

直方向のプロファイルを対象とする。

　図９に航空機の高度変化率を示す。図９をみると，巡

航フェーズにおける高度変化率は 0　ft/minと一定である

が，上昇および降下フェーズにおける高度変化率は変動

を伴うことが確認できる。

　上昇および降下の各フェーズにおいて，abフィルタ

により垂直方向の位置予測に最適化した高度変化率を，

図９に合わせて示す。フィルタゲインは a= ０.０５（b= 

０.００１２８２），初期値を上昇フェーズの場合３０００　ft/min，

降下フェーズの場合　-３０００　ft/minとした。図９をみると，

上昇および降下フェーズの高度変化率は予測用に平滑化

されたことが確認できる。

　LP-CDMにおける垂直方向の位置予測誤差 �を式

（４.３）により定義する。

　�  （４.３）

� は式（３.１）において �分とした場合の予測

位置 �の垂直方向成分， �はフライトデータ

( )E tv

( ) ( ) ( )E t X t T p tzi p zi= + -o

( )p tzi T 3p= =x

( )tpi ( )X t Tzi p+
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図７　水平方向の位置予測誤差
図８　航空機の高度

図９　航空機の高度変化率
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の位置� の垂直方向成分である。

　式（３.１）より予測位置 �を求める際の速度 �の垂

直方向成分 �をレーダデータの高度変化率とした場

合の垂直方向の位置予測誤差を図１０に示す。また，垂

直方向成分 �を先の図９における垂直方向の位置予

測に最適化した高度変化率とした場合も合わせて示す。

なお，位置予測誤差の算出間隔はレーダデータの更新間

隔 10秒に合わせた。

　図１０をみると，先の最適化した高度変化率を用いる

ことにより，上昇および降下フェーズにおける垂直方向

の位置予測誤差は低減することが確認できる。垂直方向

の位置予測誤差の頻度分布をとった場合，標準偏差が

１,５００　ftから１,１５０　ftと２３　％低減する。

　また，飛行フェーズの移行時刻３分間前より発生する

垂直方向の位置予測誤差は，先の最適化した高度変化率

を用いた場合でも変化はなく，時間に比例して増大する。

つまり，航空機の等速直線運動を仮定する直線予測手法

は飛行フェーズの移行時刻前後における高度変化率の急

激な変化を予測できない。この位置予測誤差を減少させ

るには，直線予測手法に動態情報の選択高度を組み込む

等が必要である。

５．コンフリクト警報発生状況の解析

　動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法の開発指

針を得るために，既存のコンフリクト予測検出手法によ

るコンフリクト警報の発生状況を解析した［H１９.４］［H２０.３］。

５.１　解析環境

　実際の運用環境を模擬した計算機シミュレーションを

実施し，擬似的にコンフリクト警報を発生させた。航空

交通流シナリオは東京航空交通管制部のレーダデータお

( )t TXi p+

( )tpi ( )tvi

( )tzio

( )tzio

よび飛行計画情報より作成した。東京航空交通管制部の

レーダ覆域における実運用のピーク時間帯１時間分とし，

取り扱い機数は４０９機であった。

　コンフリクト予測検出手法のパラメータは，RDPにお

けるスキャン更新間隔を参考に，航空機に関するレーダ

データの各値は１０秒毎の更新とした。コンフリクトの

検出間隔も同様に，水平方向の検出間隔�は５NM，垂

直方向の検出間隔�は４１,０００　ft以下で７００　ft，４１,０００　ft超

で１,６００　ftとした。

５.２　解析結果

　表１にコンフリクト警報の発生数をまとめる。LP-

CDMおよび FP-CDMによるコンフリクト警報の発生数

はそれぞれ１３５回，１０９回であった。このうち，警報の発

生に関連する航空機ペアを数えると，８４ペアと７７ペアで

あった。つまり，航空機１ペアによって複数回のコンフ

リクト警報の発生が多々確認されたことを意味する。ペ

ア数で言えば，LP-CDMでは８４ペア中３０ペア，FP-CDM

では７７ペア中２１ペアと３割前後の割合である。

　図１１に，コンフリクト警報の表示時間の分布を示す。

図１１をみると，LP-CDMによる場合および FP-CDMに

よる場合ともに，表示時間が２０秒以下となる割合が

７５　％と多い。

Rh

Ro

図１０　垂直方向の位置予測誤差

図１１　警報の表示時間

表１　コンフリクト警報数

２回以上１回のみ合計
８１

（　６０　％）
５４１３５発生数

LP-CDM
３０

（　３６　％）
５４８４ペア数

５３
（　４９　％）

５６１０９発生数
FP-CDM

２１
（　２７　％）

５６７７ペア数



　また，図１２に，同一航空機ペアにより２回以上発生し

たコンフリクト警報について，警報と次の警報の時間間隔

の分布をとった結果を示す。図１２をみると，時間間隔が

２０秒以下となる割合が LP-CDMの場合７１　％，FP-CDMの

場合５９　％と多い。表示時間の結果をあわせて考えると，

断続的なコンフリクト警報の発生割合が多いと考えられる。

　図１３に，コンフリクト警報の発生時における垂直方

向の高度差の分布を示す。“０-”は０ftから５,０００　ft未満，

“５０-”は５,０００　ftから１０,０００　ft未満，“１００-”は１０,０００　ft以

上の高度差の範囲を意味する。また，コンフリクト警報

の発生時における航空機ペアの垂直方向の飛行フェーズ

の組み合わせ（上昇“↑”，降下“↓”，巡航“→”の３

つのフェーズの組み合わせ，計６通り）によって，さら

に分布を分類した。

　図１３をみると，１０,０００　ft以上の高度差においてコンフ

リクト警報が発生した場合，その組み合わせのほとんど

は上昇－降下“↑↓”である。反対に，０ftから５,０００　ft

未満の高度差において発生した場合，上昇－上昇“↑

↑”，降下－降下“↓↓”，巡航－巡航“→→”のいずれ

かの組み合わせである。また，巡航－巡航“→→”の組

み合わせはほとんど観測されない。

　次に，コンフリクト警報が発生した航空機ペアの垂直

方向のプロファイルにおいて，警報後に垂直方向の間隔

設定が観測できたかどうか，その数を計測した。この場

合の間隔設定の有無とは，管制官指示や飛行計画上の有

無ではなく，垂直方向のプロファイルから上昇または降

下の中断が認められるかどうかである。結果を表２にま

とめる。高度差毎に垂直方向の間隔設定数を示しており，

下段の括弧内は航空機ペアの総数（LP-CDMの場合８４

ペア，FP-CDMの場合７７ペア）に対する割合を示す。

　表２より，１０,０００　ft以上の高度差においてコンフリク

ト警報が発生した場合，航空機ペアの垂直方向のプロフ

ァイルにおいて，警報後の垂直方向の間隔設定はほとん

ど観測されないことがわかる。また，警報後の垂直方向

の間隔設定が観測される場合の多くは，航空機ペアの片

方が巡航フェーズである場合である。

　図１３および表２の結果より，コンフリクト警報の発

生時の高度差が１０,０００　ft以上と大きな場合，発生後の垂

直方向の間隔設定はほとんど観測されないため，その警

報は抑制されるのが望ましいと考えられる。

６． コンフリクト検出評価システムの開発

　コンフリクト警報の計算機シミュレーション評価を実

施するために電子航法研究所が開発したコンフリクト検

出評価システム CDES（Conflict Detection Evaluation 

System）について説明する［H１９.１］［H１９.２］［H２０.１］。

６.１　CDESの概要

　CDES上に，航空機の動態情報を利用するコンフリク

ト予測検出手法を実装した。比較評価を行うために，既

存のコンフリクト予測検出手法である LP-CDMおよび

46 電子研報告  No.122  2009

図１２　同一航空機ペアによる警報間の時間間隔

図１３　警報発生時における垂直方向の高度差

表２　垂直方向の間隔設定数

１００-５０-０-

０
（０％）

８
（　１０　％）

１６
（　１９　％）

垂直方向の
間隔設定数

LP-CDM
０

（０％）
５

（６％）
１０

（　１２　％）

↑→，↓→，→→
に該当する
間隔設定数

１
（１％）

９
（　１２　％）

１５
（　１９　％）

垂直方向の
間隔設定数

FP-CDM
１

（１％）
５

（６％）
１３

（　１７　％）

↑→，↓→，→→
に該当する
間隔設定数
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FP-CDMもあわせて実装した。また，航空交通流シナ

リオの作成ツールおよび評価結果の解析ツールが備わっ

ている。

　CDESのメイン部は航空機追尾機能，コンフリクト検

出処理機能，レーダ画面表示機能，シナリオ作成＆再生

処理機能より構成される。航空機追尾機能は SSR相関

処理機能，FMS相関処理機能，SSR平滑処理機能，FMS

平滑処理機能，SSR予測処理機能を持つ。コンフリクト

検出処理機能は直線予測コンフリクト検出処理機能，フ

ライトプラン予測コンフリクト検出処理機能，FMS予測

コンフリクト検出処理機能を持つ。レーダ画面表示処理

機能はターゲット情報表示機能，コンフリクト検出情報

データブロック表示機能，コンフリクト検出情報リスト

表示機能，管制官入力処理機能を持つ。

　航空交通流シナリオの作成ツールは，レーダデータよ

り模擬フライトデータを作成する機能を持つ。また，

CDESにおけるシミュレーション評価のために，平成

２０年より運用を開始した新型 RDPのジャーナルを変換

して必要なデータをテキスト出力する機能を持つ。

　評価結果の解析ツールは CDESおよび RDPにおける

コンフリクト警報の表示記録を集約表示することができ，

また，警報発生状況の個別詳細表示および動画再生表示

することができる。集約表示では，航空機１ペアの警報

発生状況に関する情報（発生回数，発生時刻，終了時刻，

表示時間，発生時位置，発生時高度，発生時距離，発生

時高度差等）を１行の表形式で表示する。この集約表示

より１件の警報発生状況を選択すると，航空機１ペアの

個別詳細（位置，高度，距離，高度差の時間変化および

警報発生識別子）をグラフおよび表形式で表示する。ま

た，警報発生状況について，対象機だけでなく周囲の航

空機も含めた水平方向と垂直方向の動画を表示できる。

再生速度は１倍速～２０倍速まで調整することができ，

任意に一時停止，コマ送り，コマ戻しすることができる。

再生するコンフリクト警報は個々１件のみと全件のどち

らかを選択できる。また，航空路，フィックス等のマッ

プ情報を重ねて表示することができる。

６.２　CDESの使用例

　CDESを使用したコンフリクト警報のシミュレーショ

ンについて，例を示して説明する。

　コンフリクト警報を模擬するためには，CDESの入力

として航空交通流シナリオが必要であり，またコンフリ

クト予測検出手法のパラメータを状況に応じて適切に設

定しなければならない。

　そこで，実際の航空交通を模擬するために，東京航空

交通管制部のレーダデータおよび飛行計画情報より航空

交通流シナリオを作成する。東京航空交通管制部のレー

ダ覆域における実運用のピーク時間帯１時間分を用いた

場合，取り扱い機数は４０９機である。

　コンフリクト予測検出手法のパラメータについていえ

ば，RDPにおけるスキャン更新間隔を参考に，航空機に

関するレーダデータの各値は１０秒毎の更新とする。コ

ンフリクトの検出間隔も RDPのシステムパラメータを

参考に決定する。その場合，水平方向の検出間隔 Rhは

５NM，垂直方向の検出間隔 Rvは４１,０００　ft以下で７００　ft，

４１,０００　ft超で１,６００　ftである。

　以上に述べた環境下で，コンフリクト警報における予

測時間と警報の発生数の関係を検討するためのシミュレ

ーションを実施した結果を例として示す。図１４はコン

フリクト予測検出手法における予測時間 Tpを変化させ

た場合の発生数（ここでは同一の航空機ペアによるもの

は何度発生しても１回とカウント）を示す。また，図

１５にシミュレーションの実行画面を示す。

　図１４をみると，LP-CDMの場合と FP-CDMの場合ど

ちらのコンフリクト警報の発生数も予測時間 Tpの長さ

にほぼ比例することがわかる。LP-CDMによるコンフリ

クト警報の発生数は予測時間１分につき２７.５ペア，FP-

CDMによる発生数は２１.６ペア増減する。

７．航空機の動態情報を利用するコンフリクト予測

　検出手法の評価

　新規に開発した航空機の動態情報を利用するコンフリ

クト予測検出手法についてその特徴を示すとともに，

CDESを用いたシミュレーションによりコンフリクト警

報への導入効果を検証した［H２１.１］。

図１４　予測時間とコンフリクト警報の発生数



７.１　開発したコンフリクト予測検出手法の特徴

　航空機の動態情報を利用するコンフリクト予測検出手

法について，その特徴を既存のコンフリクト予測検出手

法と比較しながら示す。

　動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法が，既存

のコンフリクト予測検出手法と異なる点は，航空機の予

測線分を求める際の速度値および航空機の飛行状態の判

定方法である。これらを表３にまとめる。

　予測線分は LP-CDMにおける式（３.１）を用いて，FP-

CDMと同様に飛行計画情報に応じて折れ曲がる。ただ

し，この際に用いる速度 �には機上側の水平方向の

速度ベクトル（対地速度および真トラック角），高度変

化率を用いる。これらの値に対しては平滑処理を実行す

ることもでき，予測に最適なパラメータを設定すること

も可能である。

　航空機の飛行状態の判定について，水平方向では新規

に機上側のロール角の絶対値を，垂直方向では飛行計画

情報の指示高度の代わりに機上側の選択高度を用いてい

る。ロール角はバンク角とも呼ばれ，機体を垂直状態か

ら左右に傾けた際の角度である。選択高度は機上側の高

度の制御目標である。

　動態情報には，航空機の状態や意図が最新かつ正確に

反映されていると考えられる。そのため，水平方向の速

度ベクトルや高度変化率の誤差や変動による誤差の減少

が期待でき，また航空機の飛行状態をより早く，航空機

の実際の軌道に沿った線分で予測することが可能である。

７.２　シミュレーションによる導入効果の検証

　動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法について，

CDESを用いたシミュレーションによりコンフリクト警

( )tvi

報への導入効果を検証した。なお，動態情報が記録され

ているフライトデータを用いることにより，動態情報が

ダウンリンク可能な環境を模擬した。

　シミュレーションにおける航空交通流は実運用のピー

ク時間帯の交通流を想定した。東京航空交通管制部のレ

ーダ覆域における２時間分とし，取り扱い機数は５７５機

である。そのうち，２２機分のフライトデータが取得可能

として，動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法と

用いない場合の予測検出手法を同様の環境下において模

擬した。航空機に関するレーダデータおよびフライトデ

ータの各値は１０秒毎の更新とした。コンフリクトの水

平方向の検出間隔 Rhは５NM，垂直方向の検出間隔 Rv

は４１,０００　ft以下で７００　ft，４１,０００　ft超で１,６００　ftとした。

　その結果，航空機１０ペアのコンフリクト警報につい

て，動態情報を用いた場合と用いない場合で変化があっ

た。なお，この１０ペア全て，片方がフライトデータの

存在する航空機，もう一方は存在しない航空機の組み合

わせであった。これらの中で，長時間の警報の有無が観

測されるケースは，選択高度の利用によるものであった。

　選択高度による垂直方向の飛行状態の判定がコンフリ

クト警報に変化を与えた例を図１６および図１７に示す。

赤線および青線は航空機の高度である。赤線の航空機は

フライトデータが存在し，その選択高度を緑線で示した。

コンフリクト警報が表示された時間に対しては点を打っ

た。図１６が選択高度を用いない場合，図１７が選択高度

を用いた場合にあたる。

　図１６，図１７より，動態情報を用いる場合，すなわち
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表３　航空機の動態情報を利用する
コンフリクト予測検出手法の特徴

備考新規手法既存手法

変更なしレーダの観
測値

レーダの観
測値

位置�( )txi

航空機の状態
が反映された
値の使用＆各
値の平滑処理
が可能

機上で算出
された水平
方向の速度
ベクトル，
高度変化率

レーダ位置
� からの
推定値

( )txi

速度�( )tvi

直線 or旋回の
飛行フェーズ
判定

ロール角の
絶対値

水平方向の
速度ベクト
ルの変化量

飛行状態の
判定（水平
方向）

予測線分にお
ける上昇／降
下 or巡航の区
間判定

機上で入力
された選択
高度

飛行計画情
報の指示高
度

飛行状態の
判定（垂直
方向）

図１５　シミュレーションの実行画面
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選択高度により垂直方向の飛行状態を判定する場合には，

航空機ペアの間隔があらかじめ設定されていたと考えら

れる０１:４５や０１:５０付近の状況について，コンフリクトと

予測検出しない。

　選択高度は機上側の高度の制御目標として，航空機の

状態や意図を最新かつ正確に反映していると考えられる

ので，地上側の管制指示との一致をとる等，活用するこ

とが望ましい。

８．まとめ

　電子航法研究所では，航空機の動態情報を利用するコ

ンフリクト予測検出手法を開発し，計算機シミュレーシ

ョンによりその効果等を評価することを目的に本研究を

実施した。

　動態情報を用いたコンフリクト予測検出手法の開発指

針を得るために，LP-CDMにおける航空機の位置予測誤

差について，レーダデータを用いた場合とフライトデー

タを用いた場合を比較した。その結果，フライトデータ

を用いた場合，LP-CDMにおける航空機の水平方向およ

び垂直方向の位置予測誤差が低減することがわかった。

垂直方向については，上昇および降下フェーズにおける

高度変化率を垂直方向の位置予測のために最適化するの

が望ましい。また，動態情報の選択高度等を位置予測に

組み込むことが必要である。

　また，同様の目的のために，既存のコンフリクト予測

検出手法によるコンフリクト警報の発生状況を解析した。

その結果，既存の予測検出手法においては，表示時間が

２０秒以下となるコンフリクト警報や断続的な警報が多

く発生することがわかった。また，１０,０００　ft以上の高度

差においてコンフリクト警報が発生した場合，航空機ペ

アの垂直方向のプロファイルは上昇フェーズ－降下フェ

ーズの組み合わせがほとんどである。また，発生後に垂

直方向の間隔設定が観測されることもほとんどない。上

昇および降下フェーズにおける高度変化率を垂直方向の

位置予測のために最適化すること，動態情報の選択高度

等を位置予測に組み込むことの効果が期待できることが

わかった。

　さらに，コンフリクト警報の計算機シミュレーション

評価を実施するために電子航法研究所が開発した CDES

について説明した。CDESによって，様々な環境下を模

擬するコンフリクト警報のシミュレーションを実施する

ことが可能となった。また，航空機の動態情報を利用す

るコンフリクト予測検出手法を CDES上に実装した。

　最後に，航空機の動態情報を利用するコンフリクト予

測検出手法について，その特徴を示すとともに，CDES

を用いたシミュレーションによりコンフリクト警報への

導入効果を検証した。動態情報を用いたコンフリクト予

測検出手法は，航空機の予測線分を求める際の速度値お

よび航空機の飛行状態の判定方法に特徴を持つ。CDES

を用いたシミュレーションによりコンフリクト警報への

導入効果を検証した例として，選択高度による垂直方向

の飛行状態の判定がもたらす効果を示した。 

図１６　選択高度を用いない場合

図１７　選択高度を用いた場合
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付　録

Ａ．abフィルタ

　abフィルタの一般式を式（A.１）に示す［A.１］。abフィ

ルタは入力 �から，入力の真値 �および �の

時間微分 �を推定する。 � ， �は次ステップ

� における� 　， �の予測値である。kは計算の

ステップ番号，Tは入力のサンプリング間隔である。

　�  （A.１）

初期化は，一般的に式（A.２）のように行われる。

X ko 7 A X ks 7 A X ks 7 A

Y ks 7 A X kp 7 A Y kp 7 A

k 1+ X ks 7 A Y ks 7 A

X k X k X k X k

Y k Y k T X k X k

X k X k T Y k

Y k Y k

1

1

s p o p

s p o p

p s s

p s

:

:

:

= + -

= + -

+ = +

+ =

a

b

`

`

j

j

7 7 7 7

7 7 7 7

7 7 7

7 7

A A A A

A A A A

A A A

A A

　�  （A.２）

　a，bはフィルタゲインであり，式（A.３）がその間を結

びつける最適な関係の１つとして知られている［A.２］。一

般に，フィルタゲイン aが１に近いほど入力への追従

性が高く，０に近いほど入力を平滑化する。このフィル

タ特性はトレードオフなので，フィルタの用途によって

フィルタゲイン aを決定する必要がある。

　�  （A.３）

［A.１］ 吉田孝 監修 , 社団法人電子情報通信学会 発行 :“改訂
レーダ技術”, 1996.

［A.２］ G. V. Morris: “Airborne Pulsed Doppler Radar”, 
Artech House, Norwood, 1988.
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