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もともと空は公共の自由な航行の場であって，

それぞれの経路を快適な高度で，任意の時聞に飛

行し得る空間であった.したがって航空交通の発

生は本質的にランダムであり，交通の形態も多様

でかつ日々流動的に変化する性格を持つ.道路交

通と航空交通とを比較すれば，その発生がともに

ランダムであり，また両者とも安全性，秩序ある

流れ，および迅速性の確保が重要な要件とされる

点が類似している.一方それらの要件を充足する

主体が，道路交通では主として運転者自身である

が，航空交通ではそれが地t:の航空管制機関によ

ってなされる点が相違している.そのため，航空

管制機関は常に空の交通状況の全貌を把握し，交

通状況を予測し，交通を安全かつ有効に制御する

意思決定をなすことがそのタスクとされる.ラン

ダムに発生する需要を先着優先の原則によって，

安全で秩序ある流れに変換するブラックボックス

である.その内部には，通信手段， レーダー表示

装置，電子計算機等のハードウェアと，意思決定

を行なう管制官とから成るマン・マシン・システ

ムである.そのシステム内部の情報の流れは，①

交通状況把握のためのデータ収集過程→データに

もとづく空間制御の意思決定の過程→③その結果

を操縦者に指示する情報出力過程に大別される.

航空需要の増加にともない，ブラックボックス内

なかだ のりもと 運輸省東京航空局管制通信課

1980 年 9 月号

の負荷が増大する. 1930年代の前半，米国で世界

最初の航空管制が開始されて以来，飛行計画にも

とづく管制jの第 l 世代，レーダーによる第 2 世代，

電子計算機利用による第 3 世代を経て需要に対応

するため，システム内の負荷を軽減し，処理能力

の向上を図る研究開発が各国において実施されて

きた.ここではそれらの本質的な問題を分析し，

内外の研究事例を紹介するとともに，今後わが国

において研究を要する問題について検討してみた

し、.

1. 管制の内部構造

管制の内部の情報の流れは，情報の収集過程

と，管制の意思決定過程と，管制の指示等の出力

過程とに分けられる.

情報の収集過程では飛行前に提出される飛行計

画，無線による位置情報， レーダーにより捕捉さ

れる情報，および他の管制機関からの情報がシス

テムへの入力となる.

一方，出力過程では飛行計画の承認，離陸許可，

飛行中の経路や高度の変更指示，空港への進入許

可および他機関への連絡情報等が提供される.

入出力の聞に介在する意思決定の過程はシステ

ムの中枢部であって，入力された情報が人聞の頭

脳の中で空のイメージに変換され，交通状況の予

測が行なわれ，安全性が点検され，最も効果的な

交通の流れを企画する意思決定が行なわれる.そ
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の中枢部は通信機器，表示装

置，電算機等のハードウェアと，

意思決定に当る管制官とにより

構成されるマン・マシン・シス

テムである.中枢部にはレーダ

ーを用いないプロシジュラル管

制形態とレーダー管制形態とが

ある.プロシジュラル管制は飛

行計画による管制の基本的形態

であって， レーダー覆域外の空

域や洋上空域で適用される.こ

の形態では飛行計画により作成

された機名， 機種， 経路， 高

度，特定地点通過時聞を記入したカードが用いら

れる.管制官は自分の担当する空域や経路構造を

記憶しており，その上にカードを読んで、認識した

交通状況を描く.これらの変換と合成によって頭

脳の中に空のミニアチュアを持ち，予測し，判断

して安全で円滑な交通の流れを作る.航空機聞に

は一定の安全間隔が確保される.たとえば，上下

千択，左右 5 浬，前後 10分の長方形の羊美形の空

域の中に 1 i機が保護されており，それが重複しな

いように空域構造の中にはめ込まれ，移動されて

行く.飛行計画にもとづくこの管制は交通念予測

し，管制計画を策定するためには不可欠な形態で

あり，管制の基本的なストラテジーを可能にする

ものである.

レーダー管制形態では表示装置に航空機のシン

ボル，機名，高度等の情報が電算機により画像表

示される.この形態では空のイメージがそのまま

ピクトリアルに描き出されるので，管制j官はそれ

らの負荷から開放される結果，より能動的にキメ

細かな判断や指示を与えることが可能となる.ラ

ンダムに生起する突通を秩序正しく効率の良い流

れに変換するために思考と判断が使われる.な

お， レーダーによる航空機の位置捕捉精度が高い

ので安全間隔も小さく， 1 機の航空機は直径ラ浬，

上下千択の缶詰形の空域に保護されるので空域許

5・2 (16) 

対航空機指示

管制システム

他機関への連絡

図 1

容量も大幅に改善される. レーダー管制形態では

飛行の自由度を大にし，よりタクテイカルな管制

を可能にする. (図 1 ) 

いずれの形態でもシステム内部では 2 種類の情

報処理ループがある.第 1 は，航空機の情報の入

手→交通状況の更新→予測→安全確認→指示の

「情報更新/レープJ である.第 2 は，時間認識→

必要な措置の検索探査→指示の「時間探査ループJ

である. (図 2 ) 

情報更新ループは外部からの情報の入力によっ

て起動される.航空機の位置情報やレーダーのア

ンテナの回転ごとに情報が割込み，そのつどサイ

クリックにループが循環する.したがってこのル

ープでは管制官は受動的立場にある.一方時間探

査ループでは人聞が時間の経過を積極的に認識

し，処理すべきタスクを先取りする必要がある.

したがって管制官はこのループに対しては能動的

立場になければならない.交通需要が増加する

と，このループはともにサイクルを早めなければ

ならない.しかし人的処理能力には限界があるの

で入力の割込処理が優先し情報処理ループに追わ

れる結果となり，時間探査Jレープを追うことがむ

ずかしくなる.交通の発生が確率的であるために

処理に待行列を生ずるが，時間経過の認識が失な

われるため，対応の即時性が失なわれ，遅延を生
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情報:æ:新ループ

ずる結果となる.

管制官は一定の空域を分担して受持っている.

問時に受持つている機数 Nは N出n. djT で表

わされる. 認は単位時鶴 T 内に発生する機数で

あり ， d は i 機当りの王子均受持時間である.発生

機数 n が増加に比例して N が増大し， ループの

魚穏が大となり，受持機数 Nに対応しきれなく

なる.したがって受待機数 Nを一溜量に止める

ためには d の縞少を関る必婆がある.受持時間 d

の短縮は分担空繊を細分化することにより可能で

ある.しかし分担空域の細分化は，対象航空機に

対する負荷を軽減するが，一方隣接する分担者と

の連絡の負荷を増加さ喝をる.縮分イとがある寝室進

むと，対航空機と対勝分担者との問者に対する負

荷の合計が，かえって増加する分岐点に達する結

通
信
連
絡

~域分畿一一一

淘 3(轟)

1980 年 9 月号

時跨採ヨ量ループ

�r2 

果となる.それはもはや交通の需要書に対応しきれ

なくなった限界合示すものであり，システム構造

の質的改善を必要とすることを示すものである.

{関 3 a) 

管制の負荷とは何かについて BaトAtid Arad 

は次のように述べる.

第 i の負荷は突還の有無にかかわらず管制官が

お分の受持主主域に着くこと自体の負荷であって

Back Ground Load(Lo} と呼ばれる.第 2 は航

窺機の増加にともない比例的に増加する定形的負

荷であって Routine Load (Ll) と呼ばれる.第

3 は航空機根Jf.の組合せにより，機数の 2 次関数

で増加する負荷であって Airspace Load (工心と

呼ばれる.金負荷は LT=Lo+Ll~トL'I. により表わ

される(歯 3b). 管制能力の向上は負荷 L を減少

^ra品による
Load の概念

Tota! Load 

/ 

負

事号

機 費支

溜 3(b}
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させることであり，各国において多年にわたり，

多面的な負荷分析と研究開発が行なわれてきた.

航空交通の発生およびその形態は鉄道交通と異

なり確率的でランダムであり，また意思決定に当

る人的能力も画一的ではないので，その処理能力

の分析にも各種の分野の参画と手法の開発が行な

われてきた. ハードウェアに関するシステム工

学，人間一機械の機能分担に関する人間工学，人

的疲労と緊張に関する医学・心理学等々，あらゆ

る分野からのアプローチを必要とするといっても

過言ではないが，確定的な手法と解を得ることは

きわめて困難な状況である.

2. 管制能力の分析

航空交通と管制負荷の研究に関する 2 ， 3 の事

例を紹介し，今後の課題にふれてみる.

Bar-Atid Arad は 1964年の論文の始めに，航

空機の発生と負荷の関係にピリアードを比検して

いる.面積 s を持つピリアードの卓の上に直径 d

を持つ球が n 個置かれている.その球をランダム

な方向に弾く.球はそれぞれむの速度で卓上を移

動し衝突する.衝突の確率はその速度?と球の直

径 d に比例し，球の数 n の 2 乗に比例する.また

卓の面積が小さいほど密度が高くなり s に反比例

する.航空管制では s が特定の高度の飛行空間で

あり ， n が航空機数であり，球の直径 d が安全間

隔である.その球が触れ合うことを管制では異常

間隔という.その球が触れ合うことなく移動させ

る負荷は，衝突確率が大なるほど大きくなる.そ

の衝突の発生確率を基本としながら，先述の管制

の負荷 Lt. L2 について次のように定量化を試み

ている.

機数に比例して増加する Routine Load (L1) 

については，

L1=(NjT)KA 

N は単位時間 T(分/時)に発生する機数.

KA=kla+kzb+ ・・・ +kof

kl'""'んは飛行形態による重みを表わす係数であ

584 (18) 

り ， k1 は最も標準的な飛行で [， 0，んは非標準的

飛行で[. 1，んは高度変更をともなって管制j移管

を行なう場合でんまたはんに +0.29，んはター

ミナルに対する移管をともなう場合で+0.43等，

6 種類に分類して重みづけを行ない，その各々の

全体に対する割合 a-f を各係数に乗じたものの

総和である.

航空機の相互関係によって発生する負荷である

Airspace Load (L2 ) は次述のピリアードの原理

にもとづいて求められる.

L2=KB. a ・ 6 ・ N2jg. S 

この負荷は異常間隔の発生に比例し，異常間隔

の発生は，安全間隔 a(浬)および速度 i/( ノット)

ならびに 1 時間の発生機数 N の 2 乗に比例する.

S は管制空域の広さ (NM2) である . KB は l 件の

異常間隔解消に要する負荷であって ， L1 の負荷と

の相対的，統計的債であり，たとえば 2.8 と推定さ

れている.g は交通の流れを表わす係数であり，

実際の飛行空聞はピリアードの卓のようにランダ

ムな方向に飛行できる平面ではなく，各高度レベ

ルにより，航空路，交叉点，一方通行路等の経路

構造の制約があり，また各高度により交通密度お

よび速度の分布が異なるので，その空域の構造上

の特性を表わす変数であるが，ここではその詳細

は省略する.

Arad は空域構造と航空機の状況から異常間隔

の解消に要する負荷を分析し，その負荷を軽減す

るための空域構造(Sector Design) の改善につい

て論じたものである.

ボストン大学精神身体医学部の Michel W. 

Hurst および Robert M. Rose 両氏は 1978年の

論文でボストンおよびニューヨークのレーダー管

制lについて調査の結果， Arad の方式に修正を試

みている.両氏は管制の負荷を，空域構造および

交通の流れの質的相違による管制のむずかしさに

重点をおいて分析している.出発到着機取扱空域

(セクター)，管制移管セクター(高，低高度)，航

空路セクター(高，低高度)の 5 種類の空域につい
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て管制の繁忙度を最低 l

から最高 16までの段階に

区分し，特定の観測者に

観測記録させ，その結果

を空域の質的相違に回帰

させることにより負荷を

推定し，管制のむずかし

さ tま“Co-ordination"

と

されるとしている.その

結果，管制の負荷は Co-

ordination と Transi-

tion (他機関への管制移

管)と和(Ld と Airspace

Load (L2) の総和である

としている.

L1=C1+T1 

いMS
::::.= 

①笠域の広さ 。

⑦ii^J'í~1jの間隔 。

③迷 度 。

④交通密度 。

⑤異常間隔の発生

⑥交通の特性

ぐ1う空域構造

|⑧辺信長

⑨繁忙観測

⑪心、樽等生態反応

⑪スペアキャパシティー

C1 は Co-ordination Load でセクター内の飛

行時間であり ， T1 は管制移管機数である.

L2 は基本的には Arad と同じ考えである.

L2=友・ 6 ・ N2 ・ g'jS

西独の Reiche は 1971年，管制lの困難性と通信

により交される情報量 (bits 量)の関係を分析して

いる.

Philip は 1971年，管制の困難度と観測値と通

信時間の関係を分析している.

わが国では労働科学研究所により 1966年以来，

管制の負荷分析，業務分析および疲労度調査が行

なわれている.航空路およびターミナル管制機関

について交通量および通信時間と眼球運動および

心博数等の生態反応との関係分析，および rSpare

Capacity 法」による管制能力の解析が行なわれ

てきた. Spare Capacity による方法は，管制官

にシミュレーターによる模擬管制を行なわせなが

ら別途，外的なパルスの組合せによる刺戟を皮

膚に与え，刺戟の種類により定められた反応を示

させ，耳目j戟→認識→反応、の伝達率により管制l官の

1980 年 9 月号

\ra<l Kimbel- oss 
Hurst 

Phi1ip Laurig 労研|
Ton Rose 
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図 4

余裕度を測定する方法である.繁忙度が O に近い

場合は伝達率が 1 に近く，繁忙度が高まるにつれ

別途の刺戟に対する反応が不可能になり，伝達率

が O に近づく.交通量および通信時間率の増加に

ともない，失われる余裕度が計測され，現システ

ムによる管制能力の解析について成果を得てい

る.

この方法はブラックボックスである管制システ

ムの能力を外部から把握しようとするもので，管

制負荷の内部を分析する有力な手がかりを得るこ

とができると考えられる.

以とおよびその他米連邦航空庁による研究OM

S(Office of Management System) および OSS

(Office of Staffing Standard) 等により管制負

荷の要素として分析されている変数の一覧を図 4

に示す.

3. 今後の課題

航空需要は引続き上昇をたどると予想される

が，空港の許容量の増大に併せて，空域の許容量

の改善が図られなければならない.空港の許容量

についてはモデル化が比較的容易であり改善が図
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られている.しかし空域の許容

量についてはその正体の把握が

困難であり手法も確立されてい

ない.空域構造を改善し管制能

力の向上を図る手がかりとして

ここでもう 1 度管制l業務の特性

をレビューし解明の方法につい

ての仮説を考えてみる.

航空管制は，安全性の確保，

秩序の確保，経済性の確保の 3

原則を充足する作業である.

Arad 
のアブローチ

① 安全性の確保の作業は異常間隔の検出と解

消によってなされる.その発生確率は空域構造と

航空機の発生を変数とする Arad の方法により求

められる.またその解消のために管制官はいくつ

かのパターン化された管制のストラテジーを使用

する.

② 秩序の確保は異常間隔がまったく発生しな

くても常に必要とされる負荷である.それは「与

えられた交通のシチュエーション」を「あるべき

交通のシチュエーションj に変換するために生す.

る負荷である.その変換が不適切であると危険を

生じなくても交通の乱れや遅延を惹起する.この

変換のために管制官は交通の状況に応じてバター

ン化されたストラテジーを使用し秩序ある流れを

形成する.

③ 経済性の確保のための負荷は管制官が時聞

を先取りし，交通状況を予測して最も効果的な管

制j計画を工夫し，飛行の経済性を確保するため積

極的に交通に働きかける負荷である.管制官はそ

のためにいくつかのパターン化されたストラテジ

ーを使用する.

交通形態質的にみれば出発上昇，巡航，下降着

陸の 3 過程に分けられる.したがって交通状況は

その 3 者相互，またはその組合せにより分類され

る.各分類形態について，前記 3 者のバターン化

されたストラテジーがともなう.それを仮に「タ

スク」と呼ぶことにする.タスクは具体的には到

588 (20) 

図 5

着機群を滑走路に一定間隔で進入させるための

iSpacingJ や上昇機相互に高度間隔を設定しな

がら上昇させる iStep-up-ClimbJ 等々がある.

ここで管制の負荷を推定するために，管制の思考

過程の実際をみると，管制l官は全体の航空機に均

等に注意を分散するのではなく，注意を集中すべ

き一群の航空機の範囲を限定して捕え，そのクソレ

ープごとにタスクを実行する.最大数機程度のグ

ループに分割し，優先度の高いク事ループからタス

クを実行する queue を作る.それは碁盤の面を

いくつかのゾーンに分割し， ゾーンごとに定石を

打って詰めを行なう囲碁のストラテジーに似てい

る.しかし航空では空域が出発ゾーン，進入ゾ一

人航空路等，機能的に区分されているので，ゾ

ーンの広がりと区分は比較的単純化され，あらか

じめ定められたものと考えられる.交通需要の発

生から，単位時間内にそのゾーンに航空機がどの

ような密度で何機発生するかを確率的に予測する

ことは司能であり，したがって何個のタスクが発

生するかを推定することができる.負荷はそれら

のタスクの処理時間の和であり，管制能力はタス

クの優先待行列の処理能力であり，処理の遅延が

ある一定の許容時聞を超えた場合をもって負荷の

限界であると推定される.

ここで再び Arad と Hurst & Rose のアプロ

ーチを考えると， Arad は航空機の l 機ごとの負

荷のエレメントを累積し，演輝的に全体の負荷を
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推定する.一方， Hurst & Rose は綜合的に出力

された結果(Co-ordination 等)から帰納的に負

荷を推定する.また両.者はいずれも異常間隔の発

生確率のみを Airspace Load の主な要素として

いる.両者のアプローチと管制j負荷を概念的に図

にしてみると，秩序や経済性の維持に消費される

管制システム内部の負荷が必ずしも充分に捕えら

れていないようにも思われる. (図 5 ) 

管制の負荷をもう l 度整理してみると，航空機

数に比例して増加する Routine Load (L1 ) と，

航空機相互の異常間隔の解消のためのAir Space 

Load(L2) と，さらに交通の秩序と経済性を確保

する別の Airspace Load(La) が内在すると思わ

れる.管制jのブラックボックス内で発生するそれ

らの負荷は，ストラテジーの選択や思考過程を含

むのできわめて数値化の困難な問題ではあるが，

先に紹介した iSpare Capacity 法j が現在のと

ころ可能な手がかりを与えるものと思われる.

タスクの発生は交通需要から確率的に予測する

ことが可能であり，またシミュレータにより各種

のタスクを実現することもまた可能で‘ある.タス

クの増加につれ，管制官は他の刺戟に反応し得る

-交通問題研究部会・

-第 1 回 4 月 23 日(水) 18:00-20:00，場所:東洋経

済ピル，出席者 12名.

第 1 回目の会合ということで，参会者の自己紹介を行

なった後，今後採り上げるテーマについて討議した.

交通問題は，各人が自分の分野に都合良い形で論じら

れてきた傾向があり，特性に応じた交通機関分担の考え

方については政策的に合意が得られてはおらず，解明さ

れるべき問題は多い.また社会、ンステム(特に動的な)と

しての交通問題の捉え方についても研究したい.

以上幅広く交通に関する諸テーマがあげられたが，逐

次採り上げ，知識を深めていくことにする.

1980 年 9 月号

余裕を失い，持時間のすべてをタスクの処理に費

す時間の総和は Space Capacity 法によって捕

えることができる.その時聞をパターン化された

タスク処理の重みに多元回帰することにより，タ

スクの処理時聞を測ることができ，またタスクを

構成する機数とその処理時間との相闘を得ること

は不可能ではないと推定される.

管制の能力向上はタスク処理の負荷をいかに軽

減するかという問題であって，タスク処理の負荷

分析の結果から，空域構造の改善，人問機械関

係の改善を図り，管制の生産性を向上させること

が今後の課題であろう.
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-政策問題研究部会・

4 月例会 4 月 19 日(土)， 14:00-18:00 出席14名

場所:防衛庁上大崎寮

(1)紹介「インターフュチャーズJ (武田薬品湊晋平)

OECD の2000年への未来研究 flNTERFUTURESJ

の紹介とそのなかで設定している 6 つのシナリオを検討

した. Case A( 高度成長)， Case C(南北の分裂)， Case 

D( プロック経済化)は実現の可能性が少なく， Cose B2 

(緩やかな成長と不均衡の連続)の実現可能性が高いとさ

れているが，現実のイスラム問題や貿易摩擦ではC ， D 

も実現のおそれもある. (邦訳は生産性本部から 5 月出版

予定)討議で今村教授(防大)より未来予測におけるモデ

ル派とシナリオ派の 2 つの限界について説明があった.

(2) 解説「政策科学J (防衛研修所福島康人)

新入部員のため政策科学の目的，例について説明があ

り春季学会での「部会報告j の反響について報告があっ

た.
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