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混雑空港の周辺での航空機群の経路調整による
環境負荷是正に関する考察
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混雑空港の周辺では、特定の飛行経路下の社会コミュニティに騒音が集中している。これは、航空機ア
ビオニクスの性能向上に伴い、飛行経路のトレース精度が向上し、飛行経路の再現性が高まることによる。

意図的な経路分散による経路調整を行うことにより、空港周辺の社会コミュニティの騒音負荷是正を図
る戦略を工夫し、社会的厚生に一定の効果が得られることを確認した。また、アンケート結果分析により、
騒音の公平負担とピーク低減が裏付けられた。

Key Words :　Environmental load, Fuel consumption, Flight course, Optimal solution, Social 
welfare, AHP

1．はじめに

各地域の空港と羽田・成田の首都圏空港等の
混雑空港を繋ぐ航空は、地域活性化の一翼を担
い、航空当局（以下「当局」という）は、航空
交通の安全で円滑な運航を通して利害関係者の需
給バランスを支える。混雑空港の周辺では、航空
交通量の増加に伴い、騒音の増加も深刻な問題で
あり、社会経済の牽引役を期待される一方で、迷
惑施設として忌避される傾向もあり、社会コミュ
ニティとの共存が重要な課題である。内陸空港の
大阪や福岡等では、環境基準超の状況については
法定の騒音補償がなされているが、沿岸空港の羽
田等では、環境基準内であるものの従来の都心上
空回避等により周辺の社会コミュニティの QOL

（Quality of Life）低下が問題視される。
中心経路の経路再現（トレース）精度を

Accuracy とすれば、その逆数としての分散（逸
脱）が大きければ騒音集中が起こり難い。しか
し、一定の経路の分散が想定された飛行経路とは

別に、航空機 Avionics 性能により実際の航跡は
再現性が高く騒音集中が生じている（例：図 1 の
円のエリア）。　

本研究は、混雑空港の周辺での社会コミュニ
ティの環境性（騒音）と運航者の効率性（燃料消
費等）の向上に向けて当局が仲介し、航空機の飛
行経路調整の制御を行い、環境負荷是正を図るこ
とを目的とする。騒音という物理的な事象の損失
補償コストと運航コストや遅延コストからなる社
会的厚生関数を考察する。

図 1　想定された飛行経路（左）と実際の航跡（右）例

（例：東京湾周辺・羽田空港）
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2．先行研究等

先行実務では、国際民間航空機関（ICAO）と
航空機製造国の欧米当局を中心に、The Balanced 
Approach Guidance（2007）を策定し、4 基本要因

（Four principal elements）として、① Reduction 
of noise at source、② Land-use planning and 
management、③ Noise abatement operational 
procedure、④ Operating restrictions on aircraft、
を挙げている 1）。

先行研究では、平田（2013）2）3）4）等は、海外
混雑空港における騒音分散と容量拡大に関連する
特徴的な事例として、シドニー空港（SYD）に
おける 90 年代半ばの第 3 滑走路問題を契機とし
た航空機騒音の社会問題化を背景に、騒音を極
力広域に分散し、薄く広く共有する政策（Noise 
sharing）を実行してきていること、SYD の航空
機騒音に関する近年の政府空港担当者の評価とし
て「Noise sharing という環境正義のコンセプト
は広く受け入れられるようになってきた。騒音に
関して『受容できるか？』から『公平か？』とい
う問いに変化してきた。騒音の絶対量より相対的
な量に、共通した関心が置かれている」としてお
り参考になる。　

本研究も当該研究等に通底する欧米の「騒音
の公平な地域負担」を是とし、同様に飛行経路の
空間的制約緩和による騒音対策のあり方を検討す
る。

一方、騒音と社会の合意形成と受容について、
市街地での航空機騒音の受容のプロセス分析 5）、
都市交通システムの持続可能性を促す制度と市民
の役割等に関するゲーム理論 6）、新幹線騒音への
住民嫌悪感（アノイアンス）の共分散構造分析 7）、
空港周辺住民の空港に関する意識評価へのコレ
スポンデンス分析の応用 8）等が用いられている。
また、鉄道騒音の嫌悪感 9）と自動車交通の健康
自己申告 10）、土地価値 11）等が取り上げられてい
る。

これらは、合意形成と受容の観点から意識評
価手法等が論述されているが、いずれも解決に向
けた利害関係者の協力に基づく工夫に至っていな

い。
その他、騒音の抑制策について、課金による抑

制 12）、騒音低減への管制の役割 13）、多面的イン
パクトの評価 14）と最適化 15）、削減戦略 16）、騒音
知覚量評価 17）等がある。騒音の実態は、制度や
実務については、担当省 18）、自治体 19）20）21）の他、
特に周辺コミュニティとの関係が重要な首都圏空
港の羽田 21）と成田 22）のデータ等の情報が、それ
ぞれ公的機関から公表され事例分析に資する。

本研究では、管制と運航の協力に基づく工夫
による騒音分散と公平負担を模索する。具体的に
は、空港周辺の低空飛行時の直線経路での意図的
な経路変更による騒音の分散である。騒音被害
感 10）と騒音被害価値 23）の他に、時間価値、国際
燃料価値等による換価比較を行い得る。

3．研究方法

公表資料等から飛行経路周辺の住民や地域団
体等の意見等の現状と課題を把握し将来の改善策
の提案を行った。次にモデルの枠組みを考察し、
騒音モデル設定と経路設定・騒音実績例、社会的
厚生関数設定とコスト計算例（騒音コスト・運航
コスト・遅延コスト）による効果分析を行った。
最後にアンケートにより改善策の妥当性を確認し
た。

⑴　飛行経路周辺の住民や地域団体等の意見等
現状を踏まえて将来の改善策を得る。

a）　現状と課題の把握
公表されている当局に寄せられる電話やメー

ルによる主な苦情や意見等では、「同じ経路を多
数の航空機が通過する」「その経路下に騒音が集
中する」ため「生活の質が低下」し「昼は窓を開
けられず TV が聞こえず夜は眠れない」、主な自
治体や地域協議会から当局への申入れ書・確認書
等では「経路を分散し騒音の負担を共有する」「飛
行高度を高くする」などというものである。
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b）　将来の改善策の提案
現状の意見等から、将来モデルを次とする。
①　飛行経路（平面上、高度）の意図的分散を

図る。
②　飛行経路直下の空港周辺で負担の共有を

図る。
③　負荷の大きさを下げる。

⑵　モデルの枠組みと戦略の考察
航空機群から地上の観測点への騒音の関係を、

まず 3 ⑵ a）では基本モデルについて観測点での
遠方減衰に着目して本項の改善策の前提を示す。
次に 3 ⑵ b）では社会的厚生関数について観測点
での経路分散効果に着目して系の最適解を得る。
更に 3 ⑵ c）では経路設定・騒音実績例による騒
音の効果、3 ⑵ d）ではコスト計算例（騒音コス
ト・運航コスト・遅延コスト）を得て、最後に 3
⑶ c）ではアンケートにより改善策の妥当性の裏
付けを得る。

a）　基本モデルの設定と累積騒音のレベル
航空機群が地上 GL の上空方向 Z を進行方向 X

に進行し、進行方向 X に直行する経路分散方向
Y における航空機数の確率密度分布 f（d）で意図
的に経路分散するモデルを考える（図 2）。

分散経路面内の各点 j から分散経路中心直下
（地表面原点）oGL の観測点への騒音のエネル
ギーのレベル（dB）（以下「騒音のレベル」とい

う）は、距離の二乗で減衰して観測点に到達し累
積する。地表面原点 oGL の観測点に最短距離で
ある直上からの騒音のレベルの大きさが最大であ
る。

この騒音のレベルの空間分布を可視化すると
図 2 下部のような進行方向 X と経路分散方向 Y
の遠方が減衰した形になる。以下で具体化する。

（i）図 2 のある経路 k（中心経路 o（垂直高度
ho）、航空交通量θk）から、意図的に高度上げ（垂
直高度 h）とその水平面内で経路分散（水平距離
D 以内）を行うことを想定する。この水平面内の
経路分散は、水平距離 d の経路の航空交通量θkd

の確率が p（d）の確率密度分布 f（d）とする。そ
の進行方向距離 l（進行方向 LL 以内）の地点 j（l, 
d, h＋ho）から地表面原点 oGL（0, 0, 0）への騒音
のレベルを Lpj-oGL、中心経路 o（l, 0, ho）から地表
面原点 oGL（0, 0, 0）への騒音のレベルを Lpo-oGL、
両者の差分をΔLp とする。高度を固定し、ΔLp（l, 
d）・f（d）をこの水平面内の経路分散エリア（2D
×2LL）で 2 重積分すれば、航空機 j から地表面
原点 oGL への差分された騒音のレベルを試算で
きる。地点 j（l, d, h＋ho）から任意の地表面 i（x, y, 
z）へ同趣操作を施した騒音のレベルの大きさは
最短距離よりも長いため地表面原点 oGL（0, 0, 0）
へのそれよりも小さい。

意図的な経路分散の確率密度分布 f（d）は、簡
易計算で模擬し易いように、上に凸で現状の経路
を受容する「騒音受容型」の正規分布 2 つ（狭
幅、広幅）、経路を均等に分散する「騒音共有型」
の一様分布、下に凸で経路を別の地域に変更する

「騒音付替型」の線形分布（V 字）と二次分布（逆
放物線）を想定する。中央の尖鋭度のより高い分
布が地表面 GL での騒音のレベルが大きくなる。

空港周辺においては、意図的経路分散により、
広範に拡散され騒音エネルギー密度が希薄化され
るため、社会コミュニティの「騒音のレベルの最
大値の低下」と「騒音の公平な負担」が促進され
ることとなる。尖鋭型分布から平坦型分布へのシ
フトにより、騒音エネルギー累積の立ち上がりが
鈍化する。これは、一定の改善と評価できる。

いずれも地上と機上の情報処理システムを連携
し経路割当を自動化等すれば実現可能である。更図 2　意図的な経路分散
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に、航空機運航の時間管理の一環として、飛行軸
線上の加減速の速度調整による間隔と遅延の是正
と合流点の遅延渋滞の機会費用低減だけではなく、
飛行軸線を離れた経路調整による時間管理を目的
に、経路割当の動機付けとすれば合理的である。

（ii）意図的経路分散の有無を確認する。騒音のレ
ベルが Lw の地点 j、中心経路 o から斜め距離 SD
の騒音のレベルは先行研究・実務 19）から次式と
なる。
・意図的離隔有り（地点 j ～地表面原点 oGL）

Lpj-oGL＝Lw－20log（SDj-oGL）－11（dB） ⑴
・意図的離隔無し（中心経路 o ～地表面原点 oGL）

Lpo-oGL＝Lw－20log（SDo-oGL）－11（dB） ⑵
よって、意図的経路分散の有無の差分は、

ΔLp＝│Lpj-oGL－Lpo-oGL│＝20log［（SDj-oGL）/（SDo-oGL）］
⑶

（SDo-oGL≦SDj-oGL で Lpo-oGL≧Lpj-oGL）
ここで、斜め距離 SD は幾何学的に次式となる。

SDj-oGL＝ d 2＋l 2＋（ho＋h）2 ⑷
SDo-oGL＝ l 2＋ho2  ⑸

地点 j と中心経路oからの差分の騒音のレベルは、
ΔLp＝20log（（d 2＋l 2＋（ho＋h）2）/（l 2＋ho2））

⑹
ここで、一般的に F（ζ）＝∫log（ ζ2＋a ）dζについ
ての積分公式から、解析的に次式が得られる。

F（ζ）＝ζ・log（ ζ2＋a）－（ζ－arctan（ζ）） ⑺
以下、進行方向の水平飛行距離等による oGL で
の累積騒音のレベル（重積分）を求める（⑻式）。
定数の一部は既に実務上で採用されている値を用
いる。重積分変数を横方向 y、進行方向 x とする。

G（x, y）＝－10log（（y 2＋x 2＋（1.2＋0.15）2）/
（x 2＋1.22）） ⑻

狭幅：∬G（x, y）（1/ 2π）exp（－y 2/2）dxdy
広幅：∬G（x, y）（1/ 2π）exp（－y 2/（2・4））

dxdy
一様：∬G（x, y）/（2・5.3）dxdy
線形：∬G（x, y）（│y│/（5.32））dxdy
二次：∬G（x, y）（y 2・3/（2・5.33））dxdy

これにより、騒音受容型（狭幅、広幅）、騒音共有
型（一様）、騒音付替型（線形、二次）とする騒
音のエネルギーの減衰の空間分布図を得る（図 3）。
この平面射影の等高線は騒音コンターとは異な

図 3　意図的経路分散：上から騒音受容型（狭幅）、同受
容型（広幅）、同共有型（一様）、同付替型（線形）、
同付替型（二次）
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る。騒音共有型は騒音受容型と騒音付替型の折返
し点で、騒音付替型の新騒音集中地の騒音は騒音
受容型の現騒音集中地同様に別途合意形成を要す
るも、結局は騒音受容型と騒音共有型のみ焦点と
なる。

（iii）水平飛行距離と経路分散幅を変動させて感
度分析を行う。多項式での近似曲線の R 2（自由
度調整済決定係数）は概ね 0.999 レベルである。
水平飛行距離を変動させた場合の累積騒音のレベ
ルは、飛行距離が長距離ほど効果が飽和する（図
4）。

一方、中心経路からの経路幅 D を変動させた
場合の累積騒音のレベルは、騒音受容型は一定の
離隔で騒音のレベルが飽和する。騒音付替型は、
騒音付替えにより急速に減少する。騒音共有型は
両者の中間である（図 5）。

b）　社会的厚生関数（換価モデル設定と累積換
価レベル）

基本モデルを、航空機の進行方向 X と経路分
散方向 Y で重積分すると、観測点での騒音のレ
ベルの総累積量となり、この多寡から観測点での
負荷の軽重が評価できる。この騒音のレベルの総
累積量に（先行研究等から流用する）騒音の換価

係数を乗じたものが騒音コストとなる。
意図的な経路分散による飛行距離の増加に伴

う燃料消費、遅延に伴う時間に（先行研究等から
流用する）燃費の換価係数、時間価値の換価係数
を乗じたものが、それぞれ運航コスト、遅延コス
トとなる。騒音コストは社会、運航コストは運航
者、遅延コストは利用者に主に対応する量であり、
総和が 5 ⑴で詳述する社会的厚生関数を構成し、
ここでは変動するコストを軸に概算する。

観測点と航空機の斜め距離 SD の増減により、
騒音コストは減増し運航コストと遅延コストは増
減し、社会的厚生関数は需要と供給の需給曲線の
ように極値を有する（3 ⑶ b））。以下で具体化す
る。

（i）換価価値について考察する。換価化（絶対値）
や比率化（相対値）で、単純加算時の諸物理量の
異単位の整合と諸客体の重み付けの回避を図る。
先行事例・先行研究から、効率性に係る運航（燃
料）コスト Eff は距離変化ΔL と換価係数 Ceff、経
済性に係る遅延コスト Eco は時間変化ΔT（＝ΔL/v, 
v：飛行速度）と換価係数 Ceco、環境性に係る騒
音コスト Env は騒音変化ΔLp と換価係数 Cenv を乗
じ費用化し、この和を社会厚生関数とする。

効率性：運航コスト（燃料消費）［円］： ⑼
Eff＝距離［km］・Ceff［円 /l（litter）］/［km/l］

経済性：遅延コスト（時間価値）［円］：
Eco＝距離［km］/速度［km/分］・Ceco［円/分］

環境性：環境コスト（騒音補償（仮想））［円］：
Env＝騒音のレベル［dB］・Cenv［円/dB］

Cenv＝4,500円/dB23）, 
Ceff＋Ceco/v＝850円/km, 
Ceff＝（1/SFC＊）（$/bbl:IATA＊＊Jet fuel price

2014.10.3）（円/$）
＝（1l/0.086km）（107.8$/158.98l）（107円/$）
＝843.56 円/km
［＊燃料消費率、＊＊国際航空運送協会］

Ceco/v＝（時間価値）/v＝（60円/分）/（5km/分）
＝12 円/km

（ii）これらは、離隔に伴う騒音軽減の反面、移動
距離の増加と移動時間（遅延）の増加を生じる場
合があり、それぞれの効果の主な受益者である社
会、運航者、利用者間のトレードオフに繋がるた図 5　累積騒音のレベル（経路幅）

図 4　累積騒音のレベル（水平飛行距離）
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め、最適化を図り外部不経済を最小化する余地が
ある。

以下、進行方向の水平飛行距離等による oGL
での累積換価（重積分）を求める。定数の一部は
既に実務上で採用されている値を用いる。重積分
変数を横方向 y、進行方向 x とする。

Q（x, y）＝－（4500・10log（（y2＋x2＋（1.2＋0.15）2）
/（x2＋1.22））－850・2・ y2＋0.152 ）
 ⑽

狭幅：∬Q（x, y）（1/ 2π）exp（－y 2/2）dxdy
広幅：∬Q（x, y）（1/ 2π）exp（－y 2/（2・4））

dxdy
一様：∬Q（x, y）/（2・5.3）dxdy
線形：∬Q（x, y）（│y│/（5.32））dxdy
二次：∬Q（x, y）（y 2・3/（2・5.33））dxdy

これにより、騒音受容型（狭幅、広幅）、騒
音共有型（一様）、騒音付替型（線形、二次）と
する累積換価レベルが求まる（図 6）。極値は約
10km。騒音共有型は騒音受容型と騒音付替型の
折返し点で、騒音付替型の新騒音集中地の騒音は
騒音受容型の現騒音集中地同様に別途合意形成を
要するも、結局は騒音受容型と騒音共有型のみ焦
点となる。

（iii）水平飛行距離と経路分散幅を変動させて感

度分析を行う。多項式での近似曲線の R 2 は概ね
0.999 レベルである。定数の大小により騒音受容
型（広幅）と騒音共有型の大小が逆転する場合も
有る（図 6）。

水平飛行距離を変動させた場合の累積換価レ
ベルは、最下点（最悪点が最小）が存在し、騒音
Lp と距離 L と時間 T によるコストのトレードオ
フと最適バランスが存在する（3 ⑶ b））。

一方、中心経路から経路幅 D を変動させた場合
の累積換価レベルは、前述の累積騒音のレベルと
同傾向で、騒音受容型は一定離隔で累積換価レベ
ルが飽和する。騒音付替型は騒音付替えで急速に
減少する。騒音共有型は両者の中間である（図 7）。

図 8　想定飛行経路・割合の例（羽田空港）
（出典　国土交通省 HP）

図 6　累積換価レベル（水平飛行距離）

b)社会的厚生関数(換価ﾓﾃﾞﾙ設定と累積換価ﾚﾍﾞﾙ)

基本モデルを、航空機の進行方向 X と経路分散

方向 Y で重積分すると、観測点での騒音のレベル

の総累積量となり、この多寡から観測点での負荷

の軽重が評価できる。この騒音のレベルの総累積

量に（先行研究等から流用する）騒音の換価係数

を乗じたものが騒音コストとなる。

意図的な経路分散による飛行距離の増加に伴う

燃料消費、遅延に伴う時間に（先行研究等から流

用する）燃費の換価係数、時間価値の換価係数を

乗じたものが、それぞれ運航コスト、遅延コスト

となる。騒音コストは社会、運航コストは運航者、

遅延コストは利用者に主に対応する量であり、総

和が 5(1)で詳述する社会的厚生関数を構成し、こ

こでは変動するコストを軸に概算する。

観測点と航空機の斜め距離 SD の増減により、

騒音コストは減増し運航コストと遅延コストは増

減し、社会的厚生関数は需要と供給の需給曲線の

ように極値を有する（3(3)b））。以下で具体化する。

(i)換価価値について考察する。換価化（絶対値）

や比率化（相対値）で、単純加算時の諸物理量の

異単位の整合と諸客体の重み付けの回避を図る。

先行事例･先行研究から、効率性に係る運航（燃料）

コスト Effは距離変化ΔL と換価係数 Ceff、経済性

に係る遅延コスト Ecoは時間変化ΔT（=ΔL/v, v：
飛行速度）と換価係数 Ceco、環境性に係る騒音コ

スト Envは騒音変化ΔLp と換価係数 Cenvを乗じ費

用化し、この和を社会厚生関数とする。

効率性：運航コスト（燃料消費）［円］： (9)
Eff=距離［km］･Ceff［円/l(litter)］/［km/l］

経済性：遅延コスト（時間価値）［円］：

Eco=距離［km］/速度［km/分］･Ceco［円/分］

環境性：環境コスト（騒音補償（仮想））［円］：

Env=騒音のレベル［dB］･Cenv［円/dB］
Cenv=4,500 円/dB 23), Ceff+Ceco/v=850 円/km, Ceff

=(1/SFC*)($/bbl:IATA**Jet fuel price 2014.10.3)(円/$)
=(1l /0.086km)(107.8$/158.98l)(107 円/$)
=843.56 円/km［*燃料消費率, **国際航空運送協会］

Ceco/v=(時間価値)/v=(60 円/分)/(5km/分)=12 円/km
(ii)これらは、離隔に伴う騒音軽減の反面、移動距

離の増加と移動時間（遅延）の増加を生じる場合

があり、それぞれの効果の主な受益者である社会、

運航者、利用者間のトレードオフに繋がるため、

最適化を図り外部不経済を最小化する余地がある。

以下、進行方向の水平飛行距離等による oGL で

の累積換価（重積分）を求める。定数の一部は既

に実務上で採用されている値を用いる。重積分変

数を横方向 y、進行方向 x とする。

Q(x,y)=-(4500･10log((y2+x2+(1.2+0.15)2)/(x2+1.22))
-850･2･√(y2+0.152))        (10)

狭幅：∬Q(x,y)(1/ π2 )exp(-y2/2)dxdy
広幅：∬Q(x,y)(1/ π2 )exp(-y2/(2･4))dxdy
一様：∬Q(x,y)/(2･5.3)dxdy
線形：∬Q(x,y)｜y｜/(5.32))dxdy
二次：∬Q(x,y)(y2･3/(2･5.33))dxdy
これにより、騒音受容型（狭幅、広幅）、騒音共

有型（一様）、騒音付替型（線形、二次）とする累

積換価レベルが求まる（図-6）。極値は約 10km。

騒音共有型は騒音受容型と騒音付替型の折返し点

で、騒音付替型の新騒音集中地の騒音は騒音受容

型の現騒音集中地同様に別途合意形成を要するも、

結局は騒音受容型と騒音共有型のみ焦点となる。

(iii)水平飛行距離と経路分散幅を変動させて感度

分析を行う。多項式での近似曲線の R2 は概ね

0.999 レベルである。定数の大小により騒音受容型

（広幅）と騒音共有型の大小が逆転する場合も有

る（図-6）。

図－6 累積換価レベル(水平飛行距離)

水平飛行距離を変動させた場合の累積換価レベ

ルは、最下点（最悪点が最小）が存在し、騒音 Lp
と距離 L と時間 T によるコストのトレードオフと

最適バランスが存在する（3(3)b)）。

一方、中心経路から経路幅 D を変動させた場合

の累積換価レベルは、前述の累積騒音のレベルと

同傾向で、騒音受容型は一定離隔で累積換価レベ

図 7　累積換価レベル（経路幅）

ルが飽和する。騒音付替型は騒音付替えで急速に

減少する。騒音共有型は両者の中間である（図-7）。

図－7 累積換価レベル(経路幅)

c)経路設定等と騒音実績例

対象とする混雑空港の管制機関が管制業務を提

供できる能力である管制処理容量（Capacity）を

上限とする航空交通量θ、風向による滑走路の運

用比率（上下限）ηo、昼夜比率ηd、方面別滑走

路使用比率ηr のとき（η=ηo･ηd･ηr）、対象と

する混雑空港エリアの経路 k（全 m 経路）の航空

交通量は飛行経路等の交通量比で按分したθk（=
θ･ηk（=ηok･ηdk･ηrk））の所与として扱われる。

実例に沿って経路設定等と騒音実績（図-9）を

考察する。想定飛行経路・割合は図-8、運航実績

と方面別滑走路使用比率ηrは表-1 の通りである。

騒音実績については、例えば、南風北側ルート下

の千葉県の騒音測定局データから、空港容量増毎

に供給増が即応追従し生じる騒音影響の軽減の地

域要望を踏まえ、当局が各種の対策を講じたが、

対策後も年平均騒音のレベルが交通量増に一定の

相関で呼応（ハイシーズンのピーク上昇、全期間

のベース底上げ等）しており、運航利用と騒音環

境の利害に係るトレードオフが生じている。

図－8 想定飛行経路･割合の例(羽田空港)(出展国交省 HP)

表－1 運航実績の例（羽田空港）

環境アセス

（割合/年）

昼間

(0600-2300)

深夜早朝

(2300-0600)

備考

ηr (着陸)

便/日(便/年)

(割合／年)

昼間

(0600-2300)

深夜早朝

(2300-0600)

羽田ダイヤ計

(140921(日))

北風時：好

天,以外 計

25％、35％、

60％

－、－、60％ A R/W：70％

C R/W：30%

国内線

出発／到着

596／594

［88.14％］

－／－

［0％］

1,190(434,350)

［88.14％］

南風時：好

天,悪天 計

37％、03％、

40％

－、－、40％ B R/W：70%

D R/W：30％

国際線

出発／到着

67／77

［10.66％］

13／3

［1.18％］

160(58,400)

［11.84％］

計 100％ 100％ 計 1,344(486,910)

［98.80％］

16(5,840)

［1.18％］

1,350(492,750)

［100％］
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c）　経路設定等と騒音実績例
対象とする混雑空港の管制機関が管制業務を

提供できる能力である管制処理容量（Capacity）
を上限とする航空交通量θ、風向による滑走路の
運用比率（上下限）ηo、昼夜比率ηd、方面別滑走
路使用比率ηr のとき（η＝ηo・ηd・ηr）、対象とす
る混雑空港エリアの経路 k（全 m 経路）の航空交
通量は飛行経路等の交通量比で按分したθk（＝θ・
ηk（＝ηok・ηdk・ηrk））の所与として扱われる。

実例に沿って、経路設定等（想定飛行経路・割
合（図 8）、運航実績と方面別滑走路使用比率ηr

（表 1））と騒音実績（図 9）を考察する。騒音実
績については、例えば、南風北側ルート下の千葉
県の騒音測定局データから、空港容量増毎に供給
増が即応追従し生じる騒音影響の軽減の地域要望
を踏まえ、当局が各種の対策を講じたが、対策後
も年平均騒音のレベルが交通量増に一定の相関で
呼応（ハイシーズンのピーク上昇、全期間のベー

ス底上げ等）しており、運航利用と騒音環境の利
害に係るトレードオフが生じている。

d）　コスト計算例
実例に沿いトレードオフのコスト例を概算す

る。
（i）　騒音（補償）コスト（社会コミュニティ）

先行研究では最近の低騒音機騒音の換価係数
が見当たらないが、仮想評価法（CVM）による
道路交通の時間帯別の騒音被害の貨幣価値 23）（現
況 45dB から騒音レベル 5 ～ 20dB 増で平均昼
4,805 円、夜 4,360 円、昼夜 4,582 円）、ヘドニッ
ク法による旧高騒音機騒音の社会的費用 24）（現況
80dB から 20dB 増で年間 1 世帯平均 24 万円等）
を参考にする。

経路直下の佐倉市人口 17.5 万人（2014）、四街
道市人口 9.1 万人（2014）として、26.6 万人で単
純計算すると、前者では 1,218,812,000 円／年（約
12 億円）が、損害の潜在的な換価価値となる。
後者でも現況比 10（（80–45）/20）≒56.2 倍、現在価値約
1.3 倍、世帯平均 2.5 人等により約 6 億円となり、
同程度のオーダーである。騒音エリアは限定でき
ないので市全体の概算とした。
（ii）　運航コスト（燃料消費）（運航者）

燃料消費率（SFC: Specific Fuel Consumption）
は、日航財団によれば「ボーイング 777–300 型
機が、満席で札幌から東京までの約 900km を飛
行すると、約 10,450 リットルの燃料を消費する、
1 リットルあたり約 0.086km（86m）飛行できる」

「ボーイング 747–400 型機が東京からニューヨー
クへ飛行する場合の代表的な離陸重量は約 375 ト
ン程度、この内、燃料が約 145 トンを占めてお
り、その内の約 125 トンの燃料が実際に消費され

表 1　運航実績の例（羽田空港）

環境アセス
（割合／年）

昼間
（0600–2300）

深夜早朝
（2300–0600）

備考
ηr（着陸）

便／日（便／年）
（割合／年）

昼間
（0600–2300）

深夜早朝
（2300–0600）

羽田ダイヤ計
（140921（日））

北風時：好天、
以外 計

25%、35%、
60%

－、－、60% AR / W：70%
CR / W：30%

国内線
出発／到着

596／594
［88.14%］

－／－
［0%］

1,190（434,350）
［88.14%］

南風時：好天、
悪天 計

37%、 3%、
40%

－、－、40% BR / W：70%
DR / W：30%

国際線
出発／到着

67／77
［10.66%］

13／3
［1.18%］

160（58,400）
［11.84%］

計 100% 100% 計
1,344（486,910）
［98.80%］

16（5,840）
［1.18%］

1,350（492,750）
［100%］

○ H22.10.21 ～ DR/W 供用開始、国際線供用開始、空港容量年
37 万回

〇 H23.03～深夜早朝 DR/W 離陸ルート、同 39 万回
① H23.11.16～東に約 300m
② H24.08～南側ルート高度 1,500m に 600m 上乗せ
〇 H25.03～同 41 万回
③ H26.03.06～東に約 5km、高度 1,200m に 150m上乗せ、

同 44.7 万回

図 9　騒音実績と対策の例（羽田空港）
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る燃料（残り約 20 トンは予備燃料）である」こ
とから、SFC＝0.086km/l で、ΔL/SFC＝123,258l
となる。

年間 44.7 万回の離着陸便の内、昼間 98.8%の南
風好天時の運航比率 37%とすれば、大型ドラム缶
約 200l で 101,722 本、東京－札幌間 1,946 回飛行
分に相当する。44.7・104・0.998・0.37・123,258l
＝20,344.508l＝5,375,035 ガロン（1 ガロン＝3.785l）、
ジェット燃料単価平均は、2012 年$3.10／ガロン、
2013 年$2.98／ガロンなので、約$3／ガロン≒300
円／ガロンとすると、5,375,035 ガロン×300 円＝
1,612,510,500 円／年≒16 億円／年となる。
（iii）　遅延コスト（利用者／運航者）

着陸時の速度は時速 250～270km、仮に 300km/
h、83m/sec と す れ ば 3 ⑵ b） の 極 値 約 10km

（10,600.24m）の数値から、ΔT＝10,600.24/83＝
121.2sec、約 2 分の遅延となる。60 円／人・分 25）と
して、年間容量 41 万回の充填途上の供給実績で
ある平成 25 年度の羽田の総乗降客数 69,603,157
人（空港管理状況調書）の内、昼間 98.8%の南風
好天時運航比率 37%とすれば、搭乗率は、新千
歳便 67.7%、伊丹便 63.9%、関空便 67.4%、福岡
便 66.2%、那覇便 68.5%程度（航空輸送統計年報）
から地方便も含め 60%とすれば、69,603,157・0.6・
0.998・0.37・2・60＝1,850,519,646 円／年＝18.5 億
円が、損害の潜在的な換価価値となる。（i）（ii）
（iii）とも同程度のオーダーである。

⑶　妥当性評価
経路誤差・偏差、最適解の存在、意向・選好ア

ンケートを通じて改善策の妥当性を確認する。
a）　経路誤差（水平・垂直面Δy､ Δz）､ 偏差､

騒音のレベル
水平面上では、広域航法では、総経路の 95%

（2σ）が経路中心からの逸脱 d 内であることとさ
れる。空港付近では通常は d＝0.3NM（555m）の
RNP0.3 が指定される。実際は航空機搭載の FMS

（Flight Management System）により高い精度と
なっている。先行研究 26）の実測では、横方向経
路逸脱量は、標本数 2,298、平均値 3.0・10－4NM

（0.555m）、標準偏差 0.0077NM（14.2m）が報告
されている。垂直面上では、気圧高度計は、地

上気圧の変動により、また、地上気温の変動によ
り、それぞれ誤差が生じ、一定の補正がなされ
る。先行文献データでは、実測の飛行高度の変動
幅は 100ft（30m）程度と報告されている。標準
偏差は不明である。斜め距離 SD の誤差、標準偏
差はそれぞれ次式で与えられる。

ΔSD＝ ΔY j
2＋ΔZj

2 、sd 2＝（σy
2＋σz

2）/2 ⑾
意図的な中心経路の移動先での揺らぎは、大き

く見積もって下記程度となる。
ΔSD＝ ΔY j

2＋ΔZj
2 ＝ 152＋302 ＝33.25m

このとき、騒音のレベルの減少は⑹式に d＝d＋15、
h＝h＋30 を代入し直すと実務値ではΔLp＝12.99dB
で、元の 13.17dB からは 0.2dB 程度の揺らぎであ
り、大きな影響は無い。なお、航空機 Avionics
により、経路誤差に人為の介在する余地は少な
い。

b）　地域毎の最適と騒音のレベルと換価レベル
航空機と観測点の斜め距離 SD から飛行距離増

ΔL＝2SD、飛行時間増ΔT＝2SD/v（v：平均速度）、
騒音増はΔLp＝20log（SD）の簡易式が近似される。

斜め距離 SD による、離隔距離の増加による騒
音のレベルΔLp∝－log（SD）の低下と、移動距離
L の増加ΔL による燃料消費Δfuel∝（SD）と遅延
ΔT∝（SD）の増加との和で表されるトレードオフ
特性曲線には、最低点（最悪点が最小）が存在し、
理想解に最適解が存在し得る（3 ⑵ b））（図 10）。
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図10　トレードオフ特性曲線例と最適解（縦軸換価､ 横
軸距離）（右下曲線は騒音コスト､ 直線は燃料消
費・遅延コスト）
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c）　意向・選好
環境負荷と効率性のバランスを図るための是

正策として、意図的な経路分散による騒音負担
の公平化と騒音のレベルの大きさの低減の有効性
を得たが、更に、利害関係者の選好と意思決定
の支援ツールである AHP（階層化意思決定法：
Analytic Hierarchy Process）により考察する

（表 2）。例えば、9 段階の選択肢チェックシート
を用いて、評価項目として、環境性（騒音（補償）
コスト）、効率性（運航（燃料等）コスト）、利便
性（遅延（定時性等）コスト）の重要度、代替案
として、騒音受容型（現状追認）、騒音共有型（公
平負担（ピーク低減））、騒音付替型（拒絶）、等
を充てる。

併せて、一般的な感覚での支持として図 3 の 5
パターン択一の選好を得て、AHP の対照とした。

地域上空の航空機の飛び方の選好について、
AHP による一対比較法のアンケート調査と幾何
平均 27）結果は、次の通りである（表 3）。

［設定］
・平成 27 年 5 月 3 ～ 27 日、都内公共施設（図

書館、大学、役所、公園）で空間分布図 3 付き
質問票手交等（最適化結果は結果誘導回避で見
せず）

・サンプル数 100 人、性別（男性 45 人､ 女性 55
人）

・年代（10 代 1 人、20 代 25 人、30 代 27 人、40
代 26 人、50 代 10 人、60 代 10 人、70 代 1 人）

・地域（航空機騒音が気になる地域在住 10 人、
気にならない地域在住 89 人、不明 1 人）

・注目パターン（一般的な感覚での支持）（1：7
人（0.07）、2：17 人（0.17）、3：66 人（0.66）、4：
4 人（0.04）、5：5 人（0.05））、不明：1 人（0.01））

・3 つの評価項目（観点）（社会コミュニティの
環境性（騒音等）、運航者の効率性（燃料消費
等）、利用者の利便性（定時性等））

・3 つの代替案（選択肢）（騒音の受容型（現状
追認）、共有型（公平負担）、付替型（拒絶））
なお、整合度の幾何平均は 0.1 以下（幾何平均

前の各人毎の整合度 0.15 超 91 人、0.15 以下 66
人（内 0.1 以下 25 人））であった。幾何平均前の
各人毎の整合度 0.15 超、0.15 以下、0.1 以下の参
考値も添える（評価項目で一部順序逆転）。

［考察］
評価項目（観点）の比較では、社会の環境性が 0.5

弱で利用者の利便性、運航者の効率性と続く重要
度は、市民の一般的な人優先の生活感覚に近い。
代替案（選択肢）の比較では、環境性重視の場合
は、騒音共有型が 0.6 強で騒音受容型、騒音付替
型と続く重要度は、騒音の公平負担観が社会とし
ても共有されている表れと理解される。効率性重
視と利便性重視の場合は、燃料消費と遅延は迂回
ではなく最短経路（直行）が一番低いこと、つま
り経済性が良い事実への合理的な理解の表れと理

表 3　アンケート調査結果／重要度［幾何平均（規格化）］
／整合度　　　　 　　　　　　　　　　　

重要／整合 全 100 人 内 91 人 内 66 人 内 25 人

［評価項目］ 0.02425 0.01686 0.00771 0.00053

環境性 0.406（0.497）0.405（0.500）0.390（0.482）0.291（0.367）

利便性 0.221（0.271）0.218（0.269）0.209（0.258）0.236（0.298）

効率性 0.190（0.232）0.187（0.231）0.210（0.260）0.265（0.335）

［代替／環境］ 0.00153 0.00092 0.00055 2.73E-06

　共有型 0.513（0.617）0.525（0.624）0.527（0.621）0.586（0.649）

受容型 0.173（0.208）0.179（0.213）0.173（0.203）0.163（0.180）

　付替型 0.146（0.175）0.137（0.163）0.149（0.175）0.154（0.171）

［代替／効率］ 0.00101 0.00101 0.00097 9.05E-05

　　受容型 0.361（0.452）0.403（0.496）0.347（0.430）0.327（0.397）

　　共有型 0.313（0.392）0.285（0.352）0.324（0.402）0.355（0.431）

　　付替型 0.124（0.155）0.124（0.152）0.136（0.168）0.142（0.172）

［代替／利便］ 0.00442 0.00344 0.00107 3.362E-05

　　受容型 0.398（0.489）0.387（0.476）0.383（0.463）0.366（0.440）

　　共有型 0.292（0.359）0.306（0.376）0.310（0.375）0.329（0.396）

　　付替型 0.124（0.152）0.121（0.149）0.134（0.162）0.136（0.164）

［総合評価］

　共有型 －（0.495） －（0.494） －（0.501） －（0.501）

　受容型 －（0.341） －（0.349） －（0.329） －（0.330）

　　付替型 －（0.164） －（0.157） －（0.170） －（0.169）

表2　AHP［9段階の選択肢チェックシート（項目 i⇔項目 j）］

課題 飛行経路設定（どの騒音方式を選択するか）

評価項目 環境性／騒音 効率性／燃料 利便性／遅延

代替（選択） 受容型／追認 共有型／公平 付替型／拒絶

絶対
重要

かな
り〃

重要 やや
重要

同じ
位〃

やや
重要

重要 かな
り〃

絶対
重要

9 7 5 3 1 1/3 1/5 1/7 1/9
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解される。以上による総合評価では、騒音共有型
が 0.495 で騒音受容型 0.341、騒音付替型 0.164 弱
と続く重要度が得られたのは、一定の現状追認は
しつつも、経済性よりは生活の質（QOL）を求
める選好を表している。いずれも、騒音付替型が
最低なのは、互助観が社会としても共有されてい
る表れと理解される。総じて、人々の利己心の抑
制と公共心の活性化 28）と目される（図 11）。

なお、一般的な感覚での支持では騒音共有型が
大きく騒音受容型（広幅）が続き、集団の心理量

（重要度）では騒音共有型が大きいものの受容型
が僅差に迫る。換価分析から定数の大小により騒
音受容型（広幅）と騒音共有型の大小が逆転する
場合も有ることから、騒音受容型と騒音共有型の
中間策つまり低ピーク裾広がりの正規分布が、数
理的にも心理的にも妥当な選択肢（代替案）であ
ることが分かる。

意図的経路分散の基本モデルでは、騒音付替
型の騒音付替え先の側方は、新たに騒音に暴露さ
れるが、これは騒音受容型の凸部の経路中心が横
ズレしたと考えれば、経路分散モデルは経路中心
に航空機数が集中したものと均等の間を考えれば
良いことになる。意向・選好調査では、社会的厚
生関数の評価と同趣の傾向が確認でき裏付けを得
た。

4．結　果

改善策の意図的騒音分散とピーク低減の効果
を、まず 3 ⑵ a）では騒音モデル（基本モデル・
累積騒音のレベル）による観測点での遠方減衰と
して確認し、次に 3 ⑵ b）では社会的厚生関数

（換価モデル・累積換価レベル）による観測点で
の分散として確認した。更に 3 ⑵ c）では経路設
定・騒音実績例による騒音の効果、3 ⑵ d）では
コスト計算例（騒音コスト・運航コスト・遅延コ
スト）による社会的厚生の効果を得た。最後に 3
⑶ c）ではアンケートにより改善策の妥当性の裏
付けを得た。

⑴　基本モデルの設定と累積騒音のレベル
水平飛行距離を変動させた場合の観測点での

累積騒音のレベルは、長距離になるほど効果が飽
和する。一方、中心経路からの経路幅 D を変動
させた場合の累積騒音のレベルは、上に凸の騒音
分布は飽和し下に凸の騒音分布は急速に減少し新
たな騒音付替えを生じ、一様分布は両者の中間で
ある。

図11　集団の心理量（重要度）と一般的な感覚での支持

飛行経路の設定

環境性（騒音） 効率性（燃料消費） 利便性（定時性/遅延）

受容型（現状追認） 共有型（公平負担） 付替型（拒絶）

施策選択の根拠

0.497 0.232 0.271

0.208 0.617
0.175 0.452

0.392
0.155 0.489

0.359 0.155

0.341 0.495 0.164

評価項目

選択肢

課題

総合評価

（0.07）
（0.17） （0.66） （0.04）

（0.05）支持率

騒音付替型（二次）騒音共有型（一様）騒音受容型（広域）騒音受容型（狭域） 騒音付替型（線形）
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⑵　換価モデルの設定と累積換価レベル
水平飛行距離を変動させた場合の累積換価レ

ベルは、最下点（最悪点が最小）が存在し、騒
音と距離と時間によるコストのトレードオフと最
適バランスが存在する。経路幅は⑴と同傾向であ
る。

⑶　設定経路等と騒音実績例
容量増に供給増が即応追従し生じる騒音影響

の軽減の地域要望を踏まえ、当局が対策を講じた
後も年平均騒音のレベルが交通量増に一定の相関
で呼応（ハイシーズンのピーク上昇、全期間の
ベース底上げ等）しており、トレードオフが生じ
る。

⑷　効果の確認
意図的な中心経路の移動先での揺らぎは、大

きな影響は無い。なお、航空機 Avionics により、
経路誤差に人為の介在する余地は少ない。

騒音受容型と騒音共有型の中間策つまり低
ピーク裾広がりの正規分布が、数理的にも心理的
にも妥当な選択肢（代替案）である。

5．議　論

⑴　社会的厚生（効用）関数による分析
3 ⑵ b）の前提条件等の枠組みを整理する。

（i）「社会」は航空機が通過する下に立地する家
計や企業等を指す。このとき土地は平坦で立地は
一様分布で人口密度は一定の状況である。また家
計や企業は航空機の通過の多寡等から騒音被害以
外の影響は受けない、と想定する。

これは、研究上、飛行経路下の家計や企業のミ
クロな特性分布は、それに応じた環境損失の濃淡
のメッシュ処理において、混雑空港周辺の大都市
の高稠密な多様性からは、白色光同様にマクロな
概算レベルでは十分に連続で一様と看做せる。ま
た、低確率の墜落事故、排ガス、落下物等は除外
でき、騒音被害増のみを被る。

よって、外生変数である意図的経路分散の斜め
距離 SD に対し、内生変数である距離減衰の騒音
被害（換価）のみを低環境性の負効用とし得る。

（ii）「運航者」は航空会社である。飛行経路を分
散させることで燃料費や運航時間に影響を及ぼ
す。ただし、本研究の数分程度の迂回遅延は機材
スケジューリング等に影響を及ぼさない。その結
果、運賃等へ影響せず、航空交通量θk に影響を
及ぼさない、と想定する。

これは、実務上、航空交通量θk は風向や方面
別滑走路使用等の組合せで割振られた一定機数が
1 列に順序間隔付けされたもので、割振後の意図
的経路分散の燃料費や遅延時間によらず一定であ
る。なお、実務上 15 分以内の遅延は定時扱いの
世界的業界慣習から、数分程度の迂回遅延はスケ
ジューリング上は許容範囲内であり、（時間管理
下の人件費・整備費等を含む）営業費用の大部を
占める燃料費増のみを被る。

よって、外生変数である意図的経路分散の迂回
距離増に対し、内生変数である燃料費増（換価）
のみを低効率性の負効用とし得る。

（iii）「利用者」は航空サービスの利用者である。
「運航者」同様に運賃や時間により影響を受ける。
ただし、利用回数は変化しない、と想定する。

これは、航空機と一体な利用者には迂回距離
増は認識外で、各航空機の迂回燃料費増は確率的
に概ね公平に被り、運賃に反映させるには過小な
揺らぎ程度である。また、実務上 15 分以内の遅
延は定時運航扱いの世界的業界慣行と、発着客に
は 15 分以内の発着遅延は許容範囲内との先行研
究 29）結果等から、潜在的な時間価値の総損失と
は別に顕在的な搭乗拒否に繋がる程ではなく、残
る迂回遅延の不便のみを被る。

よって、外生変数である意図的経路分散の遅延
時間に対し、内生変数である時間価値損増（換価）
のみを低利便性の負効用とし得る。

（iv）社会的厚生は構成する利害関係者（社会・
運航者・利用者）の正負効用和である。元来ネガ
ティブな騒音の公平負担では、正効用は無く、単
に負効用の付替えで、正負効用和は負効用そのも
のである。本研究の騒音軽減の意図的経路分散の
社会的厚生は、社会の騒音被害、運航者の燃料消
費、利用者の時間価値（損）の換価モデルの総和
とし得る。また、社会的厚生最大化はコスト最小
化を検討することとなる。
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⑵　階層化意思決定法（AHP）による分析
本研究では、環境性（騒音のレベル）と効率性

（燃料消費等）等のトレードオフとバランスを考
察するに当たり、一般的な経済手法の需要供給曲
線的な最低値を有する関係の可視化による最適解
を模索した。一方、経路分散による騒音負担共有
とピーク低減の騒音軽減策の受容に向けた、利害
関係者の選好と意思決定を考察するに当たり、数
理的意思決定でよく使用される最適化モデルとし
て、階層化意思決定法（AHP）による定性情報・
主観情報を定量化することで順位付け、等の分析
手法を模索した。

サンプル数については、N 世帯が住んでい
るコミュニティでの支持率等を標本調査によ
り調べる場合、標本誤差は、95%の確率で 2・
（（N－n）/（N－1））（p（1－p）/n）以下になる（た
だし、N は母集団の大きさ、n は標本に含まれる
調査対象数、p は支持率等）。この数式のうち、
（N－n）/（N－1）の部分は、母集団の大きさに対
する標本の大きさの割合（抽出率）が小さい場合
は 1 に近くなり、Δ＝2・ p（1－p）/n と簡略化で
きる。この数式は、例えば p＝0.5（コミュニティ
の支持率が 50%）、n＝100 世帯を調査対象とした
場合、「調査結果と真の値との差は 95%の確率で
0.1 以内にある」と予測でき、支持率等が 50%と
いう調査結果が得られた場合、真の値は 95%の
確率で 40%～60%の間にあるということになる。
上の簡略化式は母集団 N の大きさには関係せず、
1 万世帯の町であっても、100 万世帯の大都市で
あっても、n 世帯を調べた時の標本誤差は同じ
になる。今回のアンケート調査の重要度（規格
化値）p＝0.495、n＝100 でΔ＝0.0999 となり、真
の値は 95%の確率で 39%～59%強の間（0.394 ～
0.594）にあることになる。概ね妥当である。

現在、地域個別の最適化がバラバラに試行錯誤
されている可能性が存在し得る。そのため、局所
的な負担の公平を志向することが部分最適に留ま
り、エリア全体の不公平を生じさせている恐れが
あり得る。一定の関連のある広範な負担の公平の
可能性を、エリア全体同時の多目的最適化により
模索し、部分最適解と多目的最適解の乖離・整合

を確認し、その機構を考察することが今後の展開
の一つの方向性である。ただし、夜間の静穏時の
遠鳴りは別にして、昼間の音の伝播距離から、各
地域の個別事象を広域で捉える必要性は（隣接）
自治体（間）レベルでは有っても個人レベルでは
それ程大きくは無いと考えられる。

社会の全体最適に向けて、社会コミュニティ
には、自治体や住民代表の協議会等を通じた合
意形成を行うことになる。今後の展開としては、
AHP のサンプルを増やすと共に、マッチング理
論等を応用した利害関係者の選好と受容を分析す
ることである。また、新たに騒音が聞こえるよう
になる地域を想定した調査も、経路分散の是非を
問うための課題である。

全体を通じて関与する運航者の効率性は、正
に、航空交通の要としての立ち位置には、重要な
視点である。総じて、運航者はトレードオフを強
いられがちだが、利用者の利便を最大限実現し、
社会と共存し、当局と共に航空交通の安全と円滑
な運航の実現を通じて、社会経済の活性化に貢献
することこそが、運航者自らの安定した事業の持
続可能性を高めることともなる。それを底支えす
る社会基盤としての空港・管制当局もまた、公共
性の社会的使命の誠実かつ真摯な遂行が求められ
ている。

6．結　論

本研究は、騒音というネガティブな側面だけ
を評価するのではなく、航空産業界における効率
性や社会全体のコストを含めた評価を行い、部分
最適解だけではなく社会的厚生関数を考慮した多
目的の全体最適を目指そうとしたものである。管
制と運航の協力に基づく経路調整の制御により、
負荷是正を目的とすることに焦点を当て、経路分
散による騒音負担の公平化と騒音のレベルの大き
さの低減に向け、最適化理論を適用し最適解を得
た。現状の制約と将来の改善の成果は、実務上の
戦略設定と学術上の最適化理論の応用と拡張に資
する。
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Consideration for decreasing environmental load from aircraft around the congested airport 
through adjustment of aircraft flight course

Hirohide MATSUNAGA

Around congested airports, aircraft noise concentrates in specific social community under 
flight course. As such, with increase in avionics performance, trace accuracy of flight course and 
reproducibility are increased.

In this study, I devised a strategy to improve noise depletion by adjusting aircraft flight course 
through intentional path distribution, followed by confirming the strategy’s effectiveness for the 
social welfare. And fair burden and peak reduction of the noise were supported by a questionnaire 
result analysis.


