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航空機の安全・安心と ICT について
About Safety and Security of an Airplane and ICT
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科学および工学技術を駆使した巨大システムにとって，最大のテーマは「安全・安心」である。日航ジャ
ンボ機墜落事故（1985 年）のように，数百人もの乗客の命を預かる航空機の世界では，ひとたび事故が
起きると社会・経済に甚大な影響を与える。航空機は種々なリスクを持つが，このリスクを最小化あるい
は防止し，安全・安心を向上させる安全管理システム（SMS）について述べる。また，SMS を支える ICT
（Information and Communication Technology）と ICT をベースに現在開発中の航空保安システムであ
るフィリピン国の新 CNS/ATM について述べる。
What large scale projects based on Science and Technology have to focus on is Safety and
Security. Aircraft has provided large convenience to human beings, however, possessed various
risks, which should be reduced and minimized. I describe that ICT（Information and Communication
Technology）systems built in aircraft have been applied to CNS/ATM（Communication，Navigation，
Surveillance and Air Traffic Management）and the new CNS/ATM systems has currently been
developed in the Philippines.
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。また，重大インシ
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航空機の事故・重大インシデント

1.1

最近の航空機の事故と重大インシデント

A滑走路を離陸滑走開始したが，前方に同滑走路

国土交通省航空局は，昨年 12 月 21 日に開催

を横断する全日空機を視認し，離陸を止めた（6

された第 2 回航空安全情報分析委員会（委員長

月27日，死傷者なし）
。なお，航空事故と重大イ

東大大学院教授

河内啓二氏）で平成 19 年度上

ンシデントは，次のように定められている（航空

半期に航空事業者から報告された安全情報 356

法）
。航空事故とは，
「航空機の墜落，衝突又は火

件について中間の取り纏めを行った。
（表 1）

災」
，
「航空機による人の死傷又は物件の損壊」
，

表1

デントは，新千歳空港においてスカイマーク機が

「航空機内にある者の死亡（自然死等を除く）又は

平成 19 年度上半期安全情報の内訳

報告件数
航空事故

1

重大インシデント

1

安全上のトラブル（小計）
①鳥衝突・被雷等による損傷
②システムの不具合

354
122

や滑走路からの逸脱（航空機自らが地上走行でき

④規則を超えた運行

16

合計

る恐れがあると認められる事態」であり，閉鎖中
または他の航空機が使用中の滑走路からの離着陸

18

⑥その他

して，重大インシデントとは，
「航空事故が発生す

37

③非常用機器等の不具合
⑤機器からの指示による急な操作等

行方不明」
，
「航行中の航空機の損傷」をいう。そ

129
32
356

なくなった場合のみ）など14の事態を定める。
1.2

リスクの防止

この事例から安全情報が数百件に1件位の割

この中間情報の内容は，航空事故と重大インシ

合で航空事故や重大インシデントが起こると仮定

デントの発生件数がそれぞれ1件ずつ報告されて

すると，この種の事故やインシデントは今後も発

いる。航空事故は，富士ベル式204B-2型ヘリコ

生が予測される。したがってこれらリスクを未然

プターが北アルプスの山小屋近くへ墜落した（4

に防止する必要がある。航空事業者側のより高い
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安全性の提供とこれにより得られるであろう利用
者側，即ち顧客の安心が獲得できると考える。ま
た，これら安全・安心に国の航空保安設備および
システムが大きな役割を果たしているのである 5）。

2
2.1

航空の安全管理システム（SMS）
ICAO SMS の機能

国際民間航空機関（ICAO：International Civil
Aviation Organization） の 安 全 管 理 シ ス テ ム
（SMS）に関するマニュアルは，ICTをベースに次
図2

の主な8種の機能を持つことが記載されている。
2.3

① 安全ポリシーの明示
② 安 全に関する遂行／達成度合いの計画と，そ

航空会社 SMS マネジメントサイクルの事例

SMS プログラムの実施

この SMS を完全に遂行させるプログラムとし
て，安全に関するポリシーおよび誰でも正確に，

の測定用のプロセスの明示
③ 人員の訓練，能力を保証するプロセス

かつ表裏のない報告が可能となるようなポリシー

④ 安 全に対する障害の確認，リスクの評価と管

を明確に述べる必要がある。仮に，従業員個人
等が安全上の障害やインシデントを報告したこと

理する ICT の活用によるプロセス
⑤ 安 全に対する障害，および再発防止の能動的

により，罰せられることになれば，次回以降いか

な対策の取組みと，発生した事故，インシデ

なる事故トラブルも報告されなくなる恐れが大き

ントを組織内へ報告する事前予防用の DB プ

くなる。これでは従業員個人が責められ，障害や

ロセス

インシデントの情報が報告されなくなる。このた

⑥ 全ての SMSプロセスに関する文書化および人

め，情報が共有されず SMS が機能しなくなる。

員／従業員に遂行と責任を認識させる教育／

なお，従業員等が意図して規則を破った場合，
経営者はそれ相応のペナルティを課さなければ

訓練システム
⑦ 定 期的な SMS のレビューまたは監査を実施

ならない。その組織の中に長い間存在していた潜
在的な不安要素のため，多くのトラブルが発生す

するプロセス
⑧ 説明責任（アカウンタビリティ）のプロセス

る。従業員の表裏のない報告はこれらの潜在的な
不安要素を特定し，将来の事故トラブルを防止す

2.2

ることに役立つことになる。

SMS のマネジメントサイクル

次にSMSのマネジメントサイクル（PDCAサイ

SMS には，経営トップからのコミットメント

クル：plan-do-check-act cycle）を図1に示す。

による明確な従業員に対する支援が必要である。

航空会社におけ

ミドル層と現場の管理者の参加は，従業員の参加

る SMS 実施のマ

と同じくらい非常に重要である。毎日，企業の従

ネジメントサイク

業員は，SMS のプログラムを組織の業務遂行の

ルの事例を図 2 に

中で必須事項として持ち，また，有益なものにす

示す。ICT の活用

るという認識を持たなければならない。

図1

SMS マネジメントサイクル

による安全情報の

SMS プログラムには，多くの安全に関する建

収集と情報の共有

設的なアプローチがある。そのひとつは，安全部

化および分析が重

門をその他のすべてのビジネス機能と同じ土俵に

要なプロセスであ

乗せるということである。運航や財務管理などに

る

対するものと同様に，SMS にも同じルールや手

。

1）
2）
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順が適用される。また，SMS はリスクを管理す

FANS の核となる GPS（Global Positioning

ることによって生産性を向上させる。SMSでは，

System）は，米国によって開発された地球規模

プログラムを評価するベースとしてデータを活用

の衛星使用による航法システムのひとつである。

することにより，そのプログラムの成功か否かの

また，ICT を利用する CNS/ATM システムに係る

判断が行われる。そのため，SMS プログラムの

概念は“Global Air Navigation Plan for CNS/

目標や目的が設定されていなければならない。そ

ATM Systems”
（Doc. 9750-AN/963-First

の一方で，克服しなければならないかもしれない

Edition-2000）の中で述べられており，同文書

困難さもある。SMSでは非常に多くの文書化が必

は締約国がこのシステムの導入を図る場合のガイ

要であり，責務（アカウンタビリティ）の定義が

ドラインとして ICAO から刊行されている。

必要である。SMSでは，ただポリシーと手順を監

国際民間航空機関（ICAO）は，Doc. 9750

査するのみである。したがってマネジメントは，

において，多国間にわたる国際航空路，特に現行

従業員が実際にその組織の基準を守っているかど

の無線施設の覆域外である洋上における通信，航

うかを知ることはできない。どんなに最良のポリ

法および飛行監視業務は，GPS に基づく一連の

シーと手順があっても，それらが守られないので

システム導入により，航空の安全性の向上および

あればほとんど役に立たない。特定の業務評価の

効率性を現行のそれに比し飛躍的に高めるとし，

計画をしっかりとはめ込むことが推奨される。

定められた GPS システムの使用基準および手続

もしこれが完遂されないと，ちょっとした事故
や災難が起こった時に初めて，ポリシーや手順が
守られていないことをマネジメントが知るという
ことになる。
なお，多くの SMS プログラムは，それが企業

きに従い，締約国にこのシステムの導入を図るよ
う勧告している。
日本の運輸省（現在の国土交通省）は，この
勧 告 に 従 い2005年2月26日 運 輸 多 目 的 衛 星
（MTSAT：Multi-functional Transport Satellite）

の文化の一部とはなっていないために，マネー

を打ち上げた。MTSAT（2基）は，航空管制衛星

ジャーやスーパーバイザー等のすべてのレベルか

と気象衛星の機能を持ち運行を行っている。

ら全面的なサポートを得られづらいことになる。
全面的なトップマネジメントのサポートがなけれ
ば，このプログラムは完全には遂行できない 4）。

3

フィリピン国新 CNS/ATM システム

航空の安全と円滑な運航を一層向上するため
に，既設空港の拡張，新空港の建設，航空路の整
備ならびに航空交通管理への衛星技術の導入等が
進められている。
図3

3.1

次期航行援助システム（FANS）

MTSAT とインマルサット衛星の覆域

特に，次世代の航空航法システムと従来の航

国 際 民 間 航 空 機 関（ICAO） は，1989年7月

法システムとの大きな違いは，航空機の航法を誘

次期航行援助システムであるFANS（Future Air

導するための施設が，地上にあるか空中（衛星利

Navigation Systems）に関する勧告を行った。こ

用）にあるかである 3）。

のFANSは，新しい航行援助システムに関する調
査，概念の確認および評価，人工衛星利用技術を含
めた新技術，今後25年間における国際民間航空の
ための航行援助開発を取り扱うことであった。
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3.2

フィリピン国新 CNS/ATM システム
整備事業

日 本 の コ ン サ ル タ ン ト 会 社（JV 代 表 ASCO
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（株））は，2007 年 11 月 27 日，フィリピン国
運輸通信省とフィリピン国における ｢新 CNS/

4

まとめ

ATM のシステム開発プロジェクトに係るコンサ

航空機の“安全”は，航空事業会社／航空会社の

ルタント業務｣ 契約を締結し，JBIC（国際協力銀

運航，ICAOのSMSプログラムや国土交通省航空

行）の円借款の承認後，2008 年 2 月 12 日より

局が管轄するMTSATをはじめとする航行援助シス

マニラにおいて業務を開始した。

テム等による。一方，
“安心”は，航空機の利用者

最新の ICT を利用した新 CNS/ATM は国際民

／顧客が提供される“安全”に対する期待度／信頼

間航空機関（ICAO）が次世代の航空保安および

度であり，
“安全”に大きく依存している。
“安全”

航空管制システムとしてその導入を推進している

が向上すれば，
“安心”も大きくなると考える。

システムであり，航空管制衛星（MTSAT）や航

「事故率が横ばいとなる一方で，航空輸送量は増

空保安用超小型地球局（VSAT，35 局）を利用

加する見込み⇒将来的に事故件数が増加すること

した最先端システムである。

への懸念」
（第3回航空輸送安全対策委員会資料）

日本や欧米では既にその導入が始まっている

と述べられている。これはICTを利用したMTSAT

が，その他の諸国では今回のシステムが，その最

技術やフィリピン国新CNS/ATMシステムが，事

初の導入となるものである。約 5 年間にわたる工

故防止や減少へ大きな一助となるであろう。

事期間において，コンサルタント会社 ASCO を
中心とした共同事業体は詳細設計，機材調達，
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図4

フイリピン国新 CNS/ATM システム構成
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