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Abstract
This paper describes a trajectory prediction model for future Air Traﬃc Management (ATM). International
Civil Aviation Organization (ICAO) has created the global ATM operational concept scoping to 2025. Trajectorybased operation is introduced in the concept. The future vision of CARATS, NextGen and SESAR have progressed
it. Electronic Navigation Research Institute (ENRI) has deﬁned trajectory management as a core subject in its
future research vision. A trajectory prediction system is necessary for trajectory management. ENRI has developed
a trajectory prediction model.
This paper explained the trajectory prediction model as a means to predict and estimate the trajectory of an
aircraft, a comparison of estimated trajectory with actual trajectory, and a simulation as time based operation
for arrival traﬃc. The model predicts trajectories based on aircraft performance, airline operation, the navigation
database, and weather forecasts. In order to attain the required accuracy, uncertainty factor analysis based on the
actual ﬂight operation environment is important. Trajectories predicted using the model are compared with actual
operation data. Ground speed estimation is important for ﬁx crossing time prediction. Error factors from the
aircraft speed model and error factors from weather forecasts were analyzed for ground speed estimation. Analysis
of weather forecasts shows good prediction of numerical prediction of Japan Metrological Agency. Improved aircraft
speed model based on actual operation is proposed for good time prediction. Evaluation with the model shows
good prediction performance in cruise phase and climb phase. Acquisition of speed intent of aircraft is important
to predict trajectories. Arrival traﬃc simulation with the trajectory model shows fuel saving of speed control
compared with pass extension.
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1

はじめに

階として，実運航データ等の解析によるトラジェクトリ

航空機運航の効率化および容量拡大のため，国際民間

の予測およびモデル化技術を開発し，また，トラジェク

航空機関（ICAO：International Civil Aviation Organi-

トリを管理するためのデータ活用技術を開発することで

zation）では 2003 年の第 11 回航空会議で，時間管理を

ある。

含めた航法，管制を将来的な共通のビジョンとして実現
していくことを提唱した。これを受けて，運用概念文書

2

研究の概要
本研究では，トラジェクトリモデルを開発し，トラジェ

や世界的航法計画などの ICAO 公式文書が作成された。
また，米国や欧州では NextGen や SESAR などこのコン

クトリモデル評価システムを製作・機能向上して，実運

セプトを実現するプロジェクトが組まれている。わが国

航データとの比較とシミュレーションによる評価を行っ

でも平成 22 年に策定された将来の航空交通システムに

た。本研究は平成 21 年度から平成 24 年度までの 4 ヵ年

関する長期ビジョン CARATS において，変革の方向性

計画で実施した。平成 21 年度は，トラジェクトリパラ

として，空域ベースの運用から軌道ベース運用（TBO：

メータの解析手法を開発し，トラジェクトリモデル評価

Trajectory Based Operation）を目指している [69]。電

システム（解析部）を製作した。また，実運航データの

子航法研究所では，研究長期ビジョン（第 1 版：平成 20

解析を行った。平成 22 年度は，航空会社の飛行計画に

年，第 2 版：平成 23 年）を策定し，トラジェクトリ管理

基づいた理想的なトラジェクトリを生成するトラジェク

の実現を目指した研究開発を計画している [70]。このよ

トリモデルを開発し，トラジェクトリモデル評価システ

うな世界的動向をふまえ，わが国でもこれに関連する調

ム（予測部）を製作した。平成 23 年度は，理想的なトラ

査や研究を進めていく必要がある。

ジェクトリに通過時刻指定などの制約条件を付加するト

現在，航空管制に使用されている管制情報処理システム

ラジェクトリモデルの調整手法を開発し，トラジェクト

では，航空機の将来位置を予測する機能が利用されている。

リモデル評価システム（調整部）を製作した。平成 24 年

例えば，飛行情報管理システム・管制情報処理部（FDMS・

度は，トラジェクトリモデル評価システムを機能向上し，

FDPS：Flight Data Management System・Flight Plan

総合評価を行った。また，トラジェクトリ管理のための

Data Processing Section）では，飛行計画経路上のウェ

データ活用技術を検討した。

イポイントの通過時刻を予測する機能があり，航空交通
流管理（ATFM：Air Traﬃc Flow Management）などに

3

利用されている。また，航空路レーダー情報処理システ

3.1

ム（RDP：Radar Data Processing system）には，航空

3.1.1

機の将来位置を予測し，航空機同士の接近を警告するコ

研究成果
トラジェクトリモデル評価システム
概要

トラジェクトリモデル評価システムは，航空機の 4 次

ンフリクト警報の機能がある。これらの予測機能では，

元トラジェクトリ（緯度，経度，高度，時間）を生成する

速度を時間で積分することにより，将来位置を予測する。

手法を計算機システムとして構築し，機能等を評価する

FDPS では飛行計画に記載された巡航速度情報，RDP で

ものである。4 次元トラジェクトリは，航空機の飛行性

は追尾機能により計算された速度情報を利用する。

能データ，航空会社の運航データ，気象予報データ，航法

航空機の軌道予測に活用できる航空機の情報につい

データベース等を使用して，エネルギーモデルに基づい

て，将来的には航空管制機関や航空会社などを接続し

て生成される。飛行性能データはユーロコントロールの

た情報ネットワーク SWIM（System Wide Information

BADA（Base of Aircraft Data）[72]，気象予報データは気

Management）や空地データリンクにより管制機関がこ

象庁の MSM（Meso Scale Model）または GSM（Global

れらを入手できると考えられる。そこで，TBO の実現の

Spectral Model），航法データベースは ARINC424 形式

ため，航空機の運動計算に機体重量，速度設定などの航

のデータを使用した。また，このようにして生成された

空機情報を反映することにより，精密な軌道予測が可能

軌道に対して，通過時刻指定などの制約条件を付加する

なエネルギーモデルの利用が検討されている [71]。

ことにより，軌道を変更することができる。

今後の航空交通管理において，航空機のトラジェクト

3.1.2

トラジェクトリ生成機能

リ（軌道）計画を事前調整し，精密なトラジェクトリ予

図 1 に軌道予測モデルの概要を示す。航空機の運動モ

測に支援される管制運用コンセプトが有効と考えられて

デルにはエネルギーモデルを使用する。エネルギーモデ

いる。本研究の目的は，TBO の実現を目指した第 1 段

ルは，航空機を質点としたエネルギー保存則に基づき，
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図1

トラジェクトリモデル評価システムの概要

(1) 式のとおり航空機に作用する力（推力と抗力）の仕事
率が，機体の運動エネルギーと位置エネルギーの増加率
と等しくなるモデルである。

(T − D)VT AS = mg

VT AS
dh
+ mVT AS
dt
dt

(1)

ここで，T は推力，D は抗力，VT AS は真対気速度（TAS：

True AirSpeed），m は航空機重量，h は高度，g は重力
加速度，t は時間を示す。エネルギーモデルでは，推力に
基づいて，燃料消費量を算出することができる。
従来の速度モデルに対するエネルギーモデルの利点を
以下に示す。

図2

・上昇区間で，機体重量や推力設定を反映した上昇ト
ラジェクトリを算出できる。
・巡航区間で，速度に対応した燃料消費量が算出でき
る [21]。
・降下区間で，機体重量や速度を反映した降下開始点，
降下トラジェクトリを算出できる [21]。

3.1.3

は偏流角で以下の式のように求められる。


W
−1
φD = sin
sin(φW − φT )
VT AS

(3)

真対気速度 VT AS と較正対気速度（CAS：Calibrated

AirSpeed） VCAS （指示対気速度とみなせる）の関係を

対地速度の算出

図 2 に示すように対地速度（GS：Ground Speed）は

TAS と風のベクトル和で求められる。
VGN D = VT AS cos φD + W cos(φW − φT )

航空機進行方向と風の関係

示す。



(2)

ここで VGN D は GS，VT AS は TAS，W は風速，φW



(P0 )ISA
P

µ
1/2
1/µ
μ (ρ0 )ISA 2
1+
VCAS
−1
−1
×
2 (P0 )ISA

VT AS =

2P
μρ

1+

は風のベクトルの方向，φT は真トラック角である。φD

(4)
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ここで P は気圧，ρ は大気密度，μ = (γ − 1) /γ とし，

Markup Language）形式の書式を定義した。その記述に

γ は比熱比である。ISA は国際標準大気モデルを表し，

従ってトラジェクトリを再計算するアルゴリズムを開発

(P0 )ISA は海面上の標準気圧で 101325 Pa，(ρ0 )ISA は

した。特定地点の通過時刻指定では，その通過時刻を満

3

海面上の大気密度で 1.225 kg/m ，比熱比 は 1.4 である。

足するための速度を算出し，それに従いトラジェクトリ

気圧 P と大気密度 ρ はそれぞれ外気温の関数となる。

を生成する。

P = (P0 )ISA [T EM P/T EM P0 ]
ρ = ρ0 [T EM P/T EM P0 ]

− Kg R
T

− K g R −1
T

(5)
(6)

ここで T EM P は外気温， T EM P0 は海面上の気温，

3.1.6

表示機能

図 3 にトラジェクトリモデル評価システムの画面表示
例を示す。地図画面と高度画面上に航空機の動きととも
にトラジェクトリ情報を表示する。タイムライン表示は，

ρ0 は海面上の大気密度， R は気体定数， KT は標準大

4 次元トラジェクトリの時間情報を表示する。航空機が

気の高度に対する気温勾配であり， −g/KT R を 5.25583

ウェイポイントを通過する予測時刻とそれに基づいて管

とする。

制間隔を確保できる時刻を時間軸上に表示する。

また，TAS はマッハ数 M と外気温で表すことができる。

VT AS = M
3.1.4

γ · R · T EM P

3.1.7

利用性の向上

本評価システムは，利用性の向上のため，バッチ処理

(7)

利用データ

機能とモジュール呼び出し機能の追加，統合ドキュメン
トの作成なども行った。外部ソフトウエアから本評価シ

トラジェクトリモデル評価システムで使用するデータ

ステムのトラジェクトリ生成機能などのモジュールを利

について示す。航法データは，経路やウェイポイントの

用することができる。統合ドキュメントの作成では，こ

データであり，ARINC424 の書式から変換する。航空機

れまでに機能向上した内容を取りまとめた。設計書をマ

性能データは，航空機のフライトエンベロープ（最高速

イクロソフトエクセルで記述することにより，関連する

度，最低速度など）
，エアロダイナミクス（翼面積，抗力

部分へのリンクや類似の説明を集約して，利用性と保守

係数）
，エンジン推力，燃料消費係数などのデータである。

性を向上させた。

これらの航空機の機種ごとの性能データは，欧州ユーロ

3.2

コントロールが提供している BADA を使用する。運航

3.2.1

予測軌道の評価
概要

モデルは，航空会社の上昇，巡航，降下時の標準的な飛行

軌道予測モデルでは，航空機の出発前に全飛行区間の

速度などのデータである。気象予報データは，大気の格

軌道を予測することを想定する。航空機が飛行した実際

子点の風向，風速，温度のデータである。気象庁が提供

の航跡とモデルで算出した軌道を比較し，予測性能の向

している数値予報データ MSM または GSM を使用する。

上を進めてきた。

3.1.5

トラジェクトリ調整機能

予測した軌道の評価方法を以下の 3 種類に分類する。

航空機の性能データ，航空会社の運航モデル，航法デー

・経路の縦方向誤差

タ，気象予報データなどに基づいて生成した航空機の 4

・経路の横方向誤差

次元トラジェクトリ（位置と時刻）をコンフリクトの解決

・高度誤差

や時間管理のために修正するトラジェクトリ調整手法を

縦方向誤差は，ウェイポイントの通過時刻を評価する。

開発した。航空会社の飛行計画に基づいたトラジェクト

横方向誤差については，飛行管理システム（FMS：Flight

リは，他の航空機のトラジェクトリと競合することがあ

Management System）による経路から逸脱しない航法性

り，その競合を解消するトラジェクトリ修正が必要とな

能要件（RNP：Required Navigation Performance）運航

る。具体的には，最低安全間隔の確保や目的空港の交通

を想定し，評価しないこととした。高度誤差については，

集中による到着時刻の変更などの時間管理のために，経

上昇率の分布を比較した [10]。現在，TBO の初期段階

路，高度，速度，飛行経路上の特定地点の通過時刻など

としてのフィックス離脱時刻（CFDT：Calculated Fix

を変更するトラジェクトリの修正を実現した。

Departure Time）の運用が開始されており [73]，本研究

トラジェクトリの記述に必要なデータを検討し，運航

ではそれに活用できる縦方向誤差を中心に評価を行った。

者が提出した飛行計画に基づくトラジェクトリの記述，お

ウェイポイントの通過時刻の予測では，航空機の GS

よび，トラジェクトリ修正のための飛行計画における特

の予測が重要である。GS の予測誤差は気象予報の誤差

定の地点・区間上の制約条件を記述する XML（eXtended

と運航モデルの誤差に分けられる。GS の算出式と運航
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図3

トラジェクトリモデル評価システムの表示画面

実績データの解析から，気象予報誤差より運航モデル誤

るため，航空機の速度を調整する必要がある。そこで，航

差が大きいことがわかった。さらに各要素について，誤

空機が飛行できる速度幅を調査した。BADA の航空機性

差を解析した [1], [8]。

能データから最大速度と最小速度を求め，実際の飛行速

3.2.2

度と比較した。速度の調整幅は，加速部分の余裕は少な

機上データとレーダーデータの解析

航空機で測定された機上データと RDP やターミナル

いが，減速部分は広い調整幅がある [3]。減速による速度

レーダー情報処理システム（ARTS：Automated Radar

調整により，混雑空港の滞留時間の効率的な消費が可能

Terminal System）などのレーダーデータを使用し，トラ

であると考えられる。

ジェクトリを解析した。
機上データの解析では，GS，TAS，CAS，マッハ数，

RNAV（Area Navigation）出発・到着経路を飛行した
航空機の航跡について，水平位置，高度，飛行距離，飛

風向，風速，気温，飛行時間について解析した。予測モ

行時間のばらつきを解析した [2], [5]。航跡の水平位置の

デルから算出した予測値と航空機で測定した測定値は全

経路からの偏差は，ウェイポイントがほぼ直線上の場合

体的によく一致した。GS の予測値と測定値の誤差が大

は，非常に小さい。経路の曲がりが大きい場合は，旋回

きいサンプルについて調べたところ，測定値のマッハ数

時にばらつきがあり，その大きさは飛行速度との関係が

と CAS が航空機の運航モデルと異なる場合と気象の測

ある。経路上のウェイポイント間の飛行距離のばらつき

定値が気象予報と部分的に異なる場合があった。このう

は小さい。高度についても，航空機ごとのばらつきがあ

ち，運航モデルの差異の要因が多く見られた [1], [3]。

り，上昇時より降下時にばらつきが大きい。また，飛行

レーダーデータで記録された航跡についても，機上デー
タと同様に解析した。レーダーデータは機上データに比

時間のばらつきも同様の傾向がある。

3.2.3

気象予報誤差

較して，解析できるパラメータは限定されるが，さまざ

予測誤差のひとつの要因として，高層風の予報と実際

まな機種や航空会社が混在する環境での解析ができる。1

の現象との差がある。トラジェクトリ予測では，航空機

日分の航空機全体の時間予測精度に対して，航空機の機種

の出発以前に得られる気象データを使用して GS を予測

を限定して解析したところ予測精度は向上した [32], [38]。

する必要がある。初期段階の TBO においては，航空路

航空機が通過するウェイポイントの通過時間を管理す

上のトラジェクトリ予測誤差は 30 秒程度が実現目標とさ
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図5
図4

上昇区間の速度分布

気象予報の誤差分布

れている [74]。GS450 kt (1 kt = 0.514 m/s) で 200 NM

(1 NM = 1,852 m) 飛行すると仮定すると，9 kt 以上の
GS 誤差で 30 秒以上の誤差が生じる。また，ユーロコン
トロールにおけるトラジェクトリ予測の精度要件では，
風速ベクトルのピーク誤差 7 kt，気温誤差 2◦ C を前提条
件にしたときに，進行方向の誤差は，平均 6 kt，標準偏
差 12 kt とされている [75]。
図6

MSM 数値予報値における予報値が GS に与える影響

予測と航跡の水平面の比較

を知るために，気象予報データの予報精度を解析した

[52], [61]。気象庁の数値予報 MSM の 3 時間予報値と

上昇区間では，飛行計画から速度情報を入手できない

9 時間予報値について，解析値（0 時間予報）を真値とし

ため，BADA の標準速度を利用することになるが，実運

て，マッハ 0.84 の等速飛行を想定して GS 誤差を算出し

航では，BADA の標準速度より低い速度で運航する航空

。予報時間が短いほど誤差が低減し，9 時間予
た（図 4）

機が多いことがわかった [38]。図 5 にある大型機の速度

報値の平均 −0.54 kt，標準偏差 5.8 kt に比較して，3 時

と高度の関係を示す。ただし，これらの速度はフライト

間予報値では，平均 −0.21 kt，標準偏差 3.9 kt であり，

ごとにばらつきがあり，このばらつきが予測誤差に影響

96%が ±8 kt 以下となる。すなわち，短時間予報値を使

を与える主要な要因になる。将来的にデータ通信などで

用することにより予測誤差を低減できる。予報値と解析

航空機の速度情報を航空管制機関が取得できれば，予測

値の差が大きい気象現象は，台風，積乱雲を伴う対流雲

精度を向上することができる。現在は，そのような環境

域，ジェット気流付近の乱気流がある。

が実現できるまでの段階を想定して，過去の航跡の実績

3.2.4

値の平均的な値を予測に利用するなどの予測精度の向上

速度誤差

トラジェクトリ予測モデルにより生成した 4 次元トラ
ジェクトリをレーダーデータおよび機上記録データの実

の方法を検討している。

3.2.5

軌道予測評価

運航データと比較した。実運航データの GS から，高層

航空機速度誤差の解析結果を踏まえ，巡航区間の速度

風の影響を取り除き，TAS と CAS を推定し，その分布

として飛行計画の TAS を使用し，上昇区間の CAS とし

を調べた。

て BADA 標準速度から 20 kt 遅い速度を使用して軌道予

巡航区間については，航空会社が提出した飛行計画の

測を実施した。図 6 に福岡空港から羽田空港までのフラ

TAS の情報と実際の運航時の速度差，上昇区間について

イトの予測軌道と実際の航跡の比較を示す。図 7 に高度

は，BADA の標準速度と実際の運航時の速度差を調べた

の比較を示す。降下区間では，羽田空港の到着機同士の

[38]。その結果，巡航区間では，BADA 標準速度に比較

間隔確保のために管制官からレーダー誘導される航空機

して，飛行計画の TAS を利用することにより，予測精度

が多いが，この例では，比較的飛行計画どおりの航跡で

を改善できることがわかった。

ある。
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昇区間は図 6 の YOKAT（東経 130.8 度）から IGOSO（東
経 134.1 度）までの区間，巡航区間は IGOSO から FLUTE
（東経 137.0 度）までの区間，降下区間は FLUTE から

BATIS（東経 139.7 度）までの区間である。それぞれの
区間の飛行時間の予測値と実績値を示す。
上昇区間の時間誤差の平均値は −16.7 秒（1.3%），標
準偏差は 31.3 秒（2.4%）
，巡航区間の時間誤差の平均値
は −11.2 秒（1.3%），標準偏差は 10.6 秒（1.2%），降下
図7

予測と航跡の高度面の比較

区間の時間誤差の平均値は −86.9 秒（10.3%）
，標準偏差
は 77.2 秒（9.1%）である。カッコ内の数値は，飛行時間
に対する誤差の割合である。巡航区間の誤差が他の区間
に比べて小さい。これは，各フライトの TAS が飛行計画
から取得でき，それを予測に反映できたためである。上
昇・降下区間の速度は取得できないので，航空機の情報を
取得できる SSR モード S の DAPs（Downlink Aircraft

Parameters）情報などを利用する予測精度の向上を検討
している。
降下区間の誤差が大きいのは，羽田空港への到着機の
集中のため，管制官からのレーダー誘導により飛行計画
図8

予測と実績の飛行時間の比較

経路とは異なる航跡となっていることや飛行速度の管制
指示により BADA の標準速度との差があることなどが

上昇区間では，上昇終了点（TOC：Top Of Climb）の

考えられる。降下区間は，到着時間管理が実施される区

位置がほぼ一致している。高高度での上昇率は予測値よ

間であり，航空機の希望どおりの軌道による飛行の実現

り実績値が大きくなっている。上昇率についての複数の

が難しい。時間制御した軌道を航空機と管制機関が共有

フライトの解析の結果では，フライトによるばらつきが

し，それに基づいて飛行する運用方法を検討している。

あるが，その分布は BADA の最大重量と最小重量の間，

3.3

および，最大推力と低減推力の間の範囲内に入っている。

到着交通流のシミュレーション

CARATS の施策の一つとして，「初期的 CFDT によ

上昇軌道には，重量，推力，速度が影響するので，これ

る時間管理」が挙げられている。この施策は，到着機を

らの関係を解析し，上昇軌道の精度を向上することが今

着陸予定時刻に応じて順序付けし，飛行直後からあらか

後の課題である。

じめ設定された経路上の地点における通過時刻調節を実

降下区間では，降下開始点（TOD：Top Of Descent）

施するものであり，空港周辺空域における過度な交通の

の位置の予測軌道と航跡の差が大きい。高高度の降下率

集中を回避し，空中遅延の分散を図ることを目的として

は予測値と実績値はほぼ同じであるが，25,000 ft (1 ft =

いる。この施策に関連して，CFDT の指定による航空

0.305 m) から 10,000 ft の区間では，予測値より実績値

交通流管理方式（SCAS：Specifying CFDT for Arrival

の降下率が小さい。降下時の速度の減速や推力の増加な

Spacing Program）の試行運用が平成 23 年 8 月より開始

どの予測モデルと実運航の差が考えられる。

された [73]。

図 8 に福岡空港から羽田空港への 8 フライトの飛行時

本評価システムを利用して羽田空港への到着交通流の

間についての予測値と実績値の比較を示す。航空機の型

シミュレーションを実施した [67]。本シミュレーション

式は番号 1 と 5 が B747-400，それ以外が B777-200 であ

では，飛行計画情報に基づいて生成したトラジェクトリ

る。日付は番号 1 から 4 が 2010 年 12 月 21 日，番号 5

について，ウェイポイント通過時刻などの制約条件を指

から 8 が 2010 年 12 月 22 日である。気象状況は，21 日

定することにより時間管理されたトラジェクトリに変更

から 22 日にかけて低気圧が発達しながら本州南岸を東

した。現状，到着機同士の時間間隔を確保するには，主

進した状況である。

に経路延伸による時間調整が実施されている。経路延伸

飛行区間を上昇区間，巡航区間，降下区間で区分した。上
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空機の TAS や高度変化率を計算し，気象の影響を MSM
から求めることによって航空機の軌道を生成する。この
際，航法データに記述されている制約以外の上昇・降下
中の水平飛行や速度制限，巡航中の高度遷移は基本的に
ないものとした。

3.3.3

軌道の調整

航空機の目的空港が混雑している場合には，安全な着
陸間隔を確保するため，着陸進入前に時間調整を行う（滞
留の割り当て）必要がある。前後の航空機間の間隔を確
保する手法には，経路延伸が現行の航空管制では広く用
いられている。一方，巡航区間など飛行中の早い段階か
図9

到着交通流の飛行計画経路

らの速度調整も手法の一つである。
今回のシミュレーションでは，ターミナル空域へ入域

同士の安全間隔がどの程度確保できるかを確認する。評
価指標は，滞留時間，燃料消費量とした。

3.3.1

到着交通流シナリオ

羽田空港では 2010 年 10 月に 4 本目の滑走路が供用開
始された。これにより，風向きによらず出発・到着に対
してそれぞれ 2 本ずつの滑走路で運用することが可能と
なった。羽田空港の周辺空域も再編され，羽田空港への
到着交通流は南（西）方面と北（東）方面に分けて運用
されている。
今回のシミュレーションでは，到着交通流シナリオと
して 2010 年 12 月のある 1 日におけるピーク時間帯 1 時
間の内に羽田空港のターミナル空域へ入域する，主に関
西以遠から飛行してくる南（西）方面の到着交通流を想
定した。そこで，型式，出発時刻，巡航高度，巡航速度，
出発空港，目的空港，飛行計画経路を設定した 27 機分の
飛行計画情報を到着交通流シナリオとして準備した。
図 9 に準備した到着交通流の飛行計画経路を示す。各
空港からの航空機がターミナル空域へ入域する地点 AD-

DUM（高度 10,000 ft かつ指示対気速度 230 kt の通過
条件あり）で 1 つに合流している。また，今回のシミュ
レーションでは着陸滑走路の運用形態を常に北風運用時

する地点 ADDUM の通過時刻間隔を確保するために，
①速度調整なしの場合
②巡航区間で速度調整する場合
③巡航・降下区間で速度調整する場合
の軌道を求め，比較する。
①速度調整なしの場合
飛行計画に基づいて軌道を生成し，各航空機の ADDUM
予定通過時刻 ETA0 を求めた。また，その ETA0 を先着
順に並べて番号 n（=1〜27）を割り振った。次に，時間調
整の目標とする ADDUM 目標通過時刻 TTA(n)（TTA：

Target Time of Arrival）を求めた。n = 1 の場合は ETA0
を TTA とし，その後 n を 1 ずつ増加させ TTA(n) を求
めた。n 番目の航空機の TTA(n) は，ETA0 (n) と先行機
の TTA(n − 1) を比較し，両者間に最小時間間隔 SEP が
確保されている場合は ETA0 (n)，確保されていない場合
は TTA(n − 1) に SEP を加算した時刻とした。

T T A(n) =
⎧
⎨ET A (n), (ET A (n) − T T A(n − 1) ≥ SEP)
0
0
⎩T T A(n −1) +SEP, (ET A0 (n) − T T A(n −1) < SEP)
T T A(1) = ET A0 (1)

(8)

とし，到着交通流の進入方向は 340 度とした。

3.3.2

軌道の生成

軌道の生成については，航空機特性データには BADA，
気象予報データには気象庁数値予報モデル MSM の 3 時
間予報値を用いた。MSM の更新・予報間隔は 3 時間ご
とであるため，シミュレーション期間を全て含むように

SEP は空港容量や後方乱気流管制方式と滑走路進入速度
が考慮された，現状の入域間隔を参考に 120 秒とした [76]。
②巡航区間で速度調整する場合
巡航区間で速度調整する場合の ADDUM の通過時刻

ETACRZ (n) は以下に示す手順で求めた。

世界標準時 3 時・6 時・9 時における 3 時間予報値を選

i) 巡航区間での Mach/CAS を徐々に下げていって生成

択した。

した軌道における ADDUM 予定通過時刻 ETACRZ (n) が

航空機は飛行計画情報どおりに飛行するものとして，
標準の運航速度や離陸重量を BADA から取得した。航
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表1

総時間調整量

TTA(n) はほぼ直線状に並んでおり，到着機がほぼ一
定の間隔で入域することを意味している。一方，速度調
整しない場合の ETA0 (n) は TTA(n) の左側に位置して
おり，航空機が密集して到着している。
図 10

速度調整をしない場合の ETA0 (n) と速度調整をし
到着交通流の予定通過時刻

ii) Mach/CAS を最低速度まで下げても ETACRZ (n) が
TTA(n) の ±30 秒以内を満足できなかった場合，TTA(n)
を −1 分して同様の手順を繰り返す。
③巡航・降下区間で速度調整する場合

た場合の ETACRZ (n) および ETAC&D (n) を比べると，

ETACRZ (n) および ETAC&D (n) の方が TTA(n) に近い。
したがって，必要な時間調整量が減っている。
ここで，時間調整量 ATi(n) を次のように定義する。

ATi(n) = TTA(n) − ETAi(n)

巡航・降下区間で速度調整する場合の ADDUM の通過

(9)

時刻 ETAC&D (n) は以下の手順により求めた。

1) 巡航区間での時間調整分と降下区間での時間調整分

(i = 0, CRZ, C&D)

表 1 に時間調整量の総量



ATi(n) を求めた結果をま

の割合をそれぞれ 0.5 とした。

とめる。基本的な傾向としては ATC&D < ATCRZ < AT0

2) 降 下 区 間 に お け る 時 間 調 整 分 の 初 期 値 は 0.5 ×

であり，巡航・降下区間で速度調整した方が必要とする時

(TTA(n) − ETA0 (n)) であるので，これを満足するまで

間調整量は少ない。ただし，一部の航空機，例えば n = 24

Mach/CAS を下げていく。

の場合は ATC&D (24) > ATCRZ (24) であり，巡航区間で

3) 降下区間の Mach/CAS を最低速度まで下げても時

のみ速度調整した方がよいことを示している。この航空

間調整分を満足できない場合は，TTA(n) を −1 分して

機は短距離の飛行便であり，かつ巡航高度が低いため，

2) の手順を繰り返す。

降下区間の時間調整がうまく計算できなかったと考えら



3 ) Mach/CAS を下げて時間調整分を満足した場合は

れる。巡航区間での時間調整分と降下区間での時間調整

TOD の位置を算出し，巡航区間の飛行距離と飛行時間を
再計算する。

分の割合（今回は 0.5 一定値）を各航空機に応じて最適

化すれば， AT C&D (n) がより小さくなり，かつ常に

4) 巡航区間での Mach/CAS を徐々に下げていって生成

ATC&D (n) < ATCRZ (n) < AT0 (n) となる可能性がある。

した軌道における ADDUM 予定通過時刻 ETAC&D (n) が

なお，今回のシミュレーションでは速度調整による時

TTA(n) の ±10 秒以内に収まった場合，その ETAC&D (n)

間調整をした結果の，ADDUM 予定通過時刻の順位の優

を採用する。

先性を考慮していない。例えば，n = 14 と n = 15 の航

5) Mach/CAS を最低速度まで下げても ETAC&D (n) が

空機は速度調整した場合に ADDUM 予定通過時刻の順

TTA(n) の ±10 秒以内を満足できなかった場合，TTA(n)

位が入れ替わっている。

を −1 分して 2) からの手順を繰り返す。

(b) 燃料消費量の比較

3.3.4

シミュレーション結果

(a) 予定通過時刻の比較

図 11 に①速度調整なしの場合（左）
，②巡航区間で速
度調整を実施した場合（真ん中）
，③巡航・降下区間で速

図 10 に横軸に ADDUM 予定通過時刻，縦軸に速度

度調整を実施した場合（右）の燃料消費量の総量を比較

調整しない場合の ADDUM 予定通過時刻の順位 n を

した。棒グラフ中の区分は，格子が巡航区間，白色が降

とったものを示す。青色が①速度調整をしない場合の

下区間，斜線が時間調整量に対応する燃料消費量である。

ETA0 (n)，桃色が②巡航区間で速度調整を実施した場合

時間調整量に対応する燃料消費量は各航空機の時間調整

の ETACRZ (n)，緑色が③巡航・降下区間で速度調整を実

量に高度 10,000 ft の燃料消費率を乗じたものである。つ

施した場合の ETAC&D (n)，黒色が時間調整の目標とす

まり，各航空機は高度 10,000 ft で時間調整量を消費する

る TTA(n) を示す。

ことを模擬した。航空機の上昇区間および ADDUM か
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図 11

総燃料消費量の比較

図 12

平均対地速度の変化

ら着陸までの区間の燃料消費量についてはどの場合でも
同一のため省略した。

報が入手できることになる。

燃料消費量の総量は③＜②＜①であり，巡航・降下区

航空機の性能に関して，飛行中に航空機と管制機関間

間で速度調整を実施する場合に燃料消費量が最も少なく

でトラジェクトリを共有するためのデータ通信の標準

なる。速度調整なしの場合に比べて，巡航区間で速度調

化動向を調査した。航空機の意図情報としては ADS-C

整を実施した場合には 9,015 lbs (1 lbs = 0.453 kg)（1 機

（Automatic Dependent Surveillance - Contract）が利用

あたり 334 lbs），巡航・降下区間で速度調整を実施した

でき，飛行状態情報の基本情報，現在位置，マッハ数，GS な

場合には 11,468 lbs（1 機あたり 425 lbs）ほど燃料消費

，FPI
どに加えて，インテント情報（PR（Predicted Route）

量を節約できる。

（Fixed Projected Intent）
，IPI（Intermediate Projected

区間別にみると，巡航区間では①＜③＜②，降下区間

Intent）
）グループが活用できる。PR は次と次+1 のウェ

では①  ②＜③，時間調整量に対応する燃料消費量は③

イポイントの情報，FPI は指定された時間先の情報，IPI

＜②＜①である。したがって，速度調整による燃料消費

は FPI までの軌道変更地点（最大 10 地点）の情報であ

量の増加よりも時間調整量が減少したことによる燃料消

る。将来的には，新規格（ATN ベースライン 2）にイン

費量の低減効果が大きい。

テント情報 EPP（Extended Projected Proﬁle）があり，

(c) 対地速度の比較

最大 128 地点までの通過時刻，速度スケジュールなどが

図 12 に巡航区間（左側）および降下区間（右側）にお

取得できる。また，SSR モード S の DAPs にも飛行状態

ける GS の航空機平均を示す。棒グラフ中の色分けは斜

情報（磁方位，トラック角，GS，CAS，ロール角など）
，

線が①速度調整なしの場合，白色が②巡航区間で速度調

インテント情報（選択高度）が含まれる。

整を実施した場合，格子が③巡航・降下区間で速度調整

3.5

を実施した場合である。巡航区間では 40 kt 前後，降下

トラジェクトリ管理の運用方式

トラジェクトリ管理の運用方法として，欧米日での到

区間では約 30 kt の減速が行われた。

着交通流管理の手法を比較検討した [60]。また，今後の

3.4

トラジェクトリ管理のためのデータ活用技術

方向性に関して，ICAO の将来計画のロードマップを調

トラジェクトリ予測誤差の解析結果から，CAS，マッ

査した。このロードマップには Block1（2018 年から）に

ハ数，航空機の重量，推力などの情報がトラジェクトリ

初期 TBO，Block3（2028 年から）にフル 4 DTBO が計

予測に重要であることがわかった。管制機関が航空機の

画されている [41]。

これらの情報を取得する方法に関して，出発前に航空会

軌道上を飛行する航法性能として，性能準拠型航法

社から管制機関に提出する飛行計画の新しい書式である

（PBN：Performance Based Navigation）の 4 次元航法

FF-ICE（Flight and Flow Information for a Collabora-

の性能に関する現状を調査した。現在は，RNP など水平

tive Environment）
，および，FIXM（Flight Information

面の性能標準が定められており，将来的には 4 次元航法

Exchange Model）の標準化動向を調査した。これらの

に関する性能の標準化が課題とされている。

データにはトラジェクトリに関する詳細な情報が含まれ

トラジェクトリの修正の段階には，離陸前の出発前制

ており，運用後は，トラジェクトリ予測に活用できる情

御，離陸後の飛行中制御がある。出発前制御を確率モデ
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ルにより検討し，出発時刻の制御誤差を考慮した時間管理

リオによる分析を発展させ，可視化による分析手法を提

の順位付手法や飛行中制御の発生頻度などを求めた [22]。

案し，シミュレーションデータによる分析を行った。ま

また，飛行中制御に関しては，到着機の空港周辺での交

た，分析結果から，管制卓の改善のアイデア出しを行い，

通集中による滞留を，巡航中の区間の速度調整で解決す

系統立てて整理した。

る時間管理の手法について，運航効率の向上を定量的に

3.6

推定した [21]。時間管理による消費燃料の削減について，

大学との連携

本研究の研究実施体制として，大学との連携を積極的

航空機のトラジェクトリモデルによるシミュレーション

に行った。千葉工業大学山崎和彦教授と共同研究「航空

および B737 フライトシミュレータによる検証を実施し

管制システムのインターフェイスデザインに関する研究」

た。その結果，速度調整による時間調整の調整範囲およ

を実施した [64]。名古屋大学武市昇准教授に「継続降下運

び燃料節約量の定量的な評価ができた [30], [48]。

用における時間制御性シミュレーション」を依頼し，継続

トラジェクトリ管理では，航空機が計画したトラジェ

降下を実施しながら時間制御に有利な軌道生成方法の知

クトリから逸脱したことを検出し，それに基づいてトラ

見を得た [15], [34], [59]。さらに，平成 24 年度から開始

ジェクトリを修正することが必要となる。経路逸脱を検

した電子航法研究所の公募型研究制度を利用して，大学

出する手法の開発に取り組み，ベイズ推定を利用するこ

との連携を進めた。早稲田大学手塚亜聖准教授と「気象

とにより，既存の経路幅のしきい値を利用する検出手法

による軌道予測の不確定性の研究」[55]，九州大学宮沢与

より早期に検出ができ，応用範囲が広い手法を提案した

和教授と「国内定期旅客便の運航効率の客観分析に関す

[31], [58]。

る研究」[56] を開始した。SSR モード S の実験局のデー

本評価システムでは，航空機の軌道変更はマニュアル

タの解析から，軌道最適化の利点，気象の軌道予測への

操作で実施している。将来的に順序・間隔付けとコンフ

影響などを定量的に示した。これらの公募型研究は，引

リクトの自動解決機能の実現を目指しており，それに向

き続き後続研究で内容を発展させている。また，東海大

けて検討を進めた。航空機の飛行軌道が時間に対する区

学の新井直樹准教授を客員研究員として招聘し，航空交

分多項式で表現できる場合に，コンフリクトを検出してそ

通に影響を与える気象現象と気象情報の知識を習得する

の発生予定時刻を算出するアルゴリズムを開発した [65]。

ために，航空気象入門講座を開催するとともに，所内の

また，トラジェクトリ予測誤差の不確定性を考慮した出

気象関連の研究グループと連携して航空気象研究会を開

発段階の制御方法として，離陸時刻の誤差分布を利用した

催し，気象関連の研究課題を整理した。

順序付け方法と出発時刻の制御方法を提案した [44], [45]。
さらに，トラジェクトリ管理では，新たな空域容量指標
と安全性指標が必要と考え，その定義について文献を参
考にしながら検討した [26]。

4

まとめ
軌道ベース運用の実現を目指した第 1 段階の研究とし

て，航空機のトラジェクトリを予測するモデルを開発し

航空機が ADS-B（Automatic Dependent Surveillance

た。航空機の実運航を分析した結果をトラジェクトリモ

- Broadcast）を利用して，周辺の航空機を監視し，到着間

デルに反映することにより，予測精度を向上させた。上

隔を確保する機上監視応用（ASA：Aircraft Surveillance

昇区間と巡航区間の飛行時間の平均予測誤差が 15 秒程

Applications）の IM（Interval Management）について，

度の予測精度となった。巡航区間の TAS は飛行計画情

地上の航空管制との役割について検討した。安全性評価

報より取得できるが，上昇区間は速度情報を取得できな

のシミュレーションの結果，地上の管制側からの支援が

い。そのため，フライトごとの速度のばらつきにより上

必要となる事象が発生することがわかった [68]。

昇区間の標準偏差が大きくなっている。標準偏差を低減

トラジェクトリ管理の管制官の業務に関する検討を進

するためには，トラジェクトリ情報共有の仕組みを導入

めた。航空機のウェイポイントの通過時間管理について，

し，フライトごとの情報を予測に反映することが必要で

航空路管制タスク可視化ツール COMPASi （COgnitive

ある。

system Model for simulating Projection-based behav-

本研究で得られた，わが国の実際の航空機の運航をモ

iors of Air traﬃc controller in dynamic Situations）を

デル化する技術と気象現象や気象予報に関する知見は，管

使用して，管制官のワークロードの低減の確認と時間管

制官を支援するシステム開発や航空交通シミュレーショ

理に伴う課題を示した [62]。また，管制卓デザインのた

ンの精度の向上に活用でき，将来の航空交通システムを

めの航空管制業務のタスク分析について，マイクロシナ

構築する上で必要とされる成果である。
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今後は，後続研究の中で，データ通信を利用したトラ
ジェクトリ予測機能の高精度化，および，トラジェクト
リベース運用のファストタイムシミュレーションによる
便益推定，課題の抽出を実施する計画である。

第 41 期年会講演会講演集，pp.563–567, 2010 年 4
月．

[10] 白川昌之，福田豊，瀬之口敦：“航空機の垂直軌道に
ついての一考察，” 第 48 回飛行機シンポジウム講演
集，pp.7–14, 2010 年 11 月．
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