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第 ３ 部
現　　況
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1 平成14年度に購入した主要機器

・　電磁信号環境記録装置連続記録部インターフェー

ス

・　電磁信号環境記録装置連続記録部記録媒体

・　空中線特性試験装置インピーダンス測定機能

・　ミリ波レーダ用信号発生器及びアンテナ

・　ダウンルッキング観測用GPSアンテナ

・　ポータブルGPSデータロギングシステム

・　単相電源トランス

・　カラー・デジタル・フォスファ・オシロスコープ

・　GPS－APL受信機

・　リアルタイム・スペクトラム・アナライザ

・　Cバンド・データリンク受信信号処理装置

・　MSASアルゴリズム試験システム

・　洋上可変経路シミュレータ（ハードウェア）

・　ホストPC

・　模型実験用グランドプレーン

・　ADS－B用機上装置

・　航空管制用デジタル対空無線システム実験設備

・　統合化システム

・　GPS信号品質監視装置

・　スケールモデルローカライザ空中線

・　レーダ管制業務機能評価用管制卓モックアップ

・　利用者開放型航空管制情報処理システム

・　マルチラテレーション対応ADS－B受信局と送受

信局

・　マルチラテレーション対応ADS－B地上局用基準

送信局

・　重心揺動計測装置

・　GBAS用データ計測システム

・　無響室用高性能GPSアンテナ



－124－

2 主要施設及び機器
1 電波無響室

電子航法の分野では，電波を送受信するアンテナの性

能や空間中の電波伝搬特性が機器の性能に大きく影響す

る。このため，アンテナおよび電波伝搬に関する試験研

究が重要になっている。当研究所では，これらの試験研

究のための実験施設として，電波無響室を整備した。

電波無響室はシールド壁内部を電波吸収材で被覆した

構造を持っている。シールド壁により電波が遮蔽される

ため，外来電波の影響を受けず研究所周辺への干渉を防

止することができる。さらに，電波吸収材により電波の

反射を抑制できるため，電波無響室内は広大な自由空間

と同様な伝搬特性を実現できる。

電波無響室内では，アンテナの特性測定や空港モデル

を用いた着陸進入コースの電波伝搬特性測定などが行わ

れてきている。また，各種の干渉妨害に関する測定実験

も行われている。

〔要目概要〕

内 装 寸 法：32×7×5m

周波数範囲：0.5～100GHz以上

反射減衰量：30dB以上

遮蔽減衰量：80dB以上

付 属 設 備：計測室，空調設備，空中線特性試験装置，

アンテナ回転台移動装置，計測機器ピット，

各種無線計測機器，非常照明

2 アンテナ試験塔

電子航法の研究でアンテナの放射特性及びシステムの

コース特性，コース誤差特性等の測定が必要である。

このうち，縮尺模型装置や比較的小型のシステムは電

波無響室を使って実験できる。しかし大型のアンテナで

は送・受信間距離が大きくないと本来の特性測定ができ

ない場合もあり，研究所構内における航法施設の試験で，

実際に近い設置状態で飛行試験を実施したい等の要求も

生じる。

アンテナ試験塔はこれらの目的にあうように，高さ

19.5メートルでその頂部には直径25メートルのカウンタ

ーポイズをもつ鉄塔で，カウンターポイズ上に試験用航

法システムのアンテナが設置される。

この試験塔の大きな特徴は，カウンターポイズ中心部

の回転機構をもつことで，その下の送信機室と一体構造

で回転する。

〔要目概要〕

高　　　さ：19.5m

カウンターポイズ径：25m（回転部径：13m）

回 転 速 度：毎時1，2，4回転の3段階

3 電子計算機システム及びネットワーク

当研究所の電子計算機システムは，昭和41年度に航空

管制自動化推進に供するATCシミュレータ整備の一環と

して導入したNEAC2200#400に始まる。

以降，MELCOM，FACOM，ACOSと言ったメインフ

レームを中心としたシステムを運用してきたが，平成 7

年12月に，ネットワーク環境の整備の必要性の高まりと，

併せて研究内容の変化に対応させるために，ワークステ

ーションをネットワーク接続したシステムに移行した。

以来今日迄，複数のサーバ・システムと各研究部に設

置するローカル・クライアントからなるシステムとして

の運用を行っている。

平成13年度以降，現在の供用計算機システムは，演算

サーバ，ファイル・サーバ，アプリケーション・サーバ，

PCサーバ，WWWサーバから構成されるサーバ群を1G-

Baseのデータ転送レートを有する基幹と100Baseの支線

を有するネットワークにより接続した構成を有している。

現在当所供用計算機システムは，研究における利用の

みならず，WWWサーバによる研究情報の発信やPCサー

バによる所内事務の電子化等，より日々の職務に密接し

たシステムとして運用されている。

〔構成〕

演算サーバ： Cray MTA2

ファイル・サーバ： COMPAQ AlphaServer DS20E × 2

アプリケーション・サーバ：FUJITSU GP400S#60

PCサーバ： COMPAQ ProLiant ML370

WWWサーバ： AlphaStation XP1000

ローカル・クライアント： AlphaStation XP1000

ネットワーク・スイッチ： Extreme Summit 5i +

16/48

4 実験用航空機

電子航法の実験や試験のために航空機をもつことは，

当研究所の特色である。

昭和40年7月より，米国のビーチクラフトスーパーH-

18型機を使用した。その後，使用10年を経過し，部品入

手が困難になったため当機の更新を計画し，昭和49，50

年度に米国のビーチクラフトB-99を購入し，昭和50年度

10月当研究所に引き渡された。
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引続き実験用アンテナ増設などの改装を行い，昭和51

年 1月から運用を開始したが，調布における運用制限の

ため，同年10月当研究所岩沼分室が宮城県岩沼市に設置

されたことにより仙台空港を定置場とした。

搭乗人員は乗員を含め17名のところ実験用機器搭載の

スペースを取り，最大 9名とし，その他写真撮影用のカ

メラ孔及びラック等を備えている。

〔諸元・性能〕

登録番号： JA8801

型　　式：ビーチクラフトB-99エアライナー

全　　長：13.58m

全　　幅：13.98m

全　　高：4.38m

最大離陸重量：4,944kg

発 動 機：PT6A-28/680馬力×2基

巡行速度：360km/h

航続距離：1,750km

離陸滑走路長：570m

着陸滑走路長：820m

5 仮想現実実験施設

航空管制業務には，レーダーにより航空機を監視して

行う航空路管制業務及びターミナル管制業務と，管制官

が肉眼で航空機を監視しながら行う飛行場管制業務とが

存在する。

今日の航空管制業務は，多数の管制官と多数の管制機

器及び管制援助機器が複雑に関連するシステムで行われ

ており，その効率化を実現するための研究等には，業務

環境を模擬した環境におけるシミュレーションが不可欠

と考えられている。

本施設は，管制塔における管制官の業務環境を視聴覚

的な仮想現実感を用いて模擬する機能を有するものであ

り，本施設により飛行場管制業務に係るシミュレーショ

ンを，レーダーを使用した航空路管制業務或はターミナ

ル管制業務シミュレーションと同様に，実施することが

可能となった。

また，本施設は操縦シミュレーターを有し，固定翼機

及び回転翼機について，管制指示を受けながらの航行の

模擬が可能となっている。

飛行場管制業務を含む航空管制業務環境を模擬する航

空管制シミュレーターと操縦シミュレーターは連接され

ており，管制官とパイロットが同時に参加するシミュレ

ーションを可能としている。

〔諸元・性能〕

プラットフォーム：MS Windows NT4／2000

描画性能：200Mpoligons／s

管制業務シミュレータ画像出力部：

360°／8面，15.0mφ

操縦シミュレータ画像出力部：150°／3面，5.6mφ

6 ATCシミュレーション実験棟

航空管制シミュレータを設置し，管制官参加によるダ

イナミックシミュレーションを実施するためのもので，

レーダ表示装置の使用環境を考慮して管制卓室とパイロ

ット卓室には，調光式照明，高性能ブラインドを備えて

いる。以下に要目を示す。

・階　数 2階建て

・床面積 約530m2（38m×14m）

・主要室 管制卓室；2室，各13m×14m

パイロット卓室；2室，各22m×7m

データ解析室，モニタ室，会議室

7 航空管制シミュレータ

航空管制シミュレータは，平成12年度に，それまでに

開発したターミナル管制シミュレータを拡張整備したも

のであり，下記のようにターミナル管制卓，航空路管制

卓を中心に多数の管制卓等で構成し，任意の空域を設定

して評価でき，かつ，ターミナル管制，航空路管制を統

一して模擬できるように一つのシナリオを両空域にスム

ーズに動作させることができる。

以下に本シミュレータの構成，主要性能を示す。

a構　　成

・ターミナル管制卓 ８卓

・エンルート管制卓 ４卓

・飛行場管制卓 ５卓

・パイロット卓 12卓

・全域模擬卓 ２卓

・シナリオ処理装置

・データベース装置

・音声通信処理装置

・モニタ装置

・監視装置

s主要機能

・航空機同時処理機数 最大512機

・航空機同時表示機数 最大128機／1管制卓

・同時管制機数 最大64機／1管制卓
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・ターミナル領域定義数 最大8ターミナル／

1シミュレーション

・エンルート領域定義数 最大100セクタ

・同時シミュレーション数 最大2シミュレーション

・シミュレーション実行速度 1／10倍速～8倍速

（再生時含む）

・空港定義数 最大128空港
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3 職　　員
a 職員表（平成15年3月31日現在）

理事長 大　沼　　正　彦

理事 岡　田　　和　男

監事 石　井　　隆　樹

監事（非常勤） 相　原　　康　彦

総務課長 明　石　　修　一

企画室長 河　合　　良　則

課長補佐 與曽井　　孝　夫

専門官（会計） 小　川　　靖　雄

企画室専門官 伊地知　　　　章

総務係長 高　橋　　健　一

人事係長 上　山　　俊　樹

係員 新　沼　　重　蔵

会計第一係長 梅　澤　　紀　昭

係員 新　井　　祐　司

会計第二係長 宅　見　　　　哲

係員 長谷川　　三　和

企画室企画係長 伊地知　　　　隆

係員 森　川　　賢　一

電子航法開発部長 東福寺　　則　保

管制間隔研究グループ

上席研究員 長　岡　　　　栄

主任研究員 天　井　　　　治

上席研究員付研究員 住　谷　　美登里

搭載機器研究グループ

上席研究員 小瀬木　　　　滋

上席研究員付研究員 住　谷　　泰　人

センシング研究グループ

上席研究員 山　本　　憲　夫

上席研究員付研究員 米　本　　成　人

着陸システム研究グループ

上席研究員 田　嶋　　裕　久

主幹研究員 横　山　　尚　志

主任研究員 朝　倉　　道　弘

上席研究員付研究員 古　賀　　　　禎

航空システム部長 菅　沼　　　　誠

機器開発研究グループ

上席研究員 板　野　　　　賢

主幹研究員 加　来　　信　之

主幹研究員 二　瓶　　子　朗

管制用監視研究グループ

上席研究員 三　吉　　　　襄

主任研究員 宮　崎　　裕　己

VDL研究グループ

上席研究員 加　藤　　　　敏

主任研究員 北　折　　　　潤

上席研究員付研究員 中　谷　　泰　欣

GBAS研究グループ

上席研究員 藤　井　　直　樹

上席研究員付研究員 福　島　　荘之介

上席研究員付研究員 齋　藤　　真　二

上席研究員付研究員（任期付） 吉　原　　貴　之

管制システム部長 白　川　　昌　之

航空交通管理研究グループ

上席研究員 三　垣　　充　彦

主幹研究員 福　田　　　　豊

主任研究員 福　島　　幸　子

主任研究員 蔭　山　　康　太

上席研究員付研究員 岡　　　　　　恵

上席研究員付研究員 森　永　　智　文

管制施設研究グループ

上席研究員 矢　田　　士　郎

主幹研究員 塩　見　　格　一

上席研究員付研究員 金　田　　直　樹

海上交通管制研究グループ

上席研究員 水　城　　南海男

航行研究グループ

上席研究員 塩　地　　　　誠

衛星技術部長 惟　村　　和　宣

衛星システム研究グループ

上席研究員 伊　藤　　　　憲

主任研究員 新　美　　賢　治

上席研究員付研究員 坂　井　　丈　泰

衛星通信研究グループ

上席研究員 石　出　　　　明

主幹研究員 藤　田　　光　紘

衛星航法研究グループ

上席研究員 星野尾　　一　明

主任研究員 伊　藤　　　　実

主任研究員 新　井　　直　樹

上席研究員付研究員 松　永　　圭　左

岩沼分室長 正　木　　博　幸

業務係長 小　田　　浩　幸



－128－

s 発令一覧（平成14年4月1日～15年3月31日）

氏　　　名 発令年月日 発　　　　令　　　　事　　　　項 任命権者

永　江　正　美 14. 4. 1 国土交通省に出向させる 理　事　長

北　村　　　智 〃 東京航空局に出向させる 〃

大　島　　　直 〃 国土交通省に出向させる 〃

土　方　秀　行 〃 国土交通省に出向させる 〃

明　石　修　一 〃 総務課長に採用する 〃

河　合　良　則 〃 総務課企画室長に転任させる 〃

與曽井　孝　夫 〃 総務課長補佐に転任させる 〃

梅　澤　紀　昭 〃 総務課会計第一係長に転任させる 〃

菅　沼　　　誠 〃 航空システム部長に転任させる 〃

白　川　昌　之 〃 管制システム部長に昇任させる 〃

惟　村　和　宣 〃 衛星技術部長に配置換する 〃

長　岡　　　栄 〃 電子航法開発部上席研究員に配置換する 〃

管制間隔研究グループリーダーを命ずる

山　本　憲　夫 〃 電子航法開発部上席研究員に配置換する 〃

センシング研究グループリーダーを命ずる

田　嶋　裕　久 〃 電子航法開発部上席研究員に配置換する 〃

着陸システム研究グループリーダーを命ずる

小瀬木　　　滋 〃 電子航法開発部上席研究員に昇任させる 〃

搭載機器研究グループリーダーを命ずる

天　井　　　治 〃 電子航法開発部主任研究員（管制間隔研究グループ）に配置換する 〃

朝　倉　道　弘 〃 電子航法開発部主任研究員（着陸システム研究グループ）に配置換する 〃

住　谷　美登里 〃 電子航法開発部上席研究員付研究員（管制間隔研究グループ）に配置換する 〃

米　本　成　人 〃 電子航法開発部上席研究員付研究員（センシング研究グループ）に配置換する 〃

住　谷　泰　人 〃 電子航法開発部上席研究員付研究員（搭載機器研究グループ）に配置換する 〃

山　田　公　男 〃 電子航法開発部上席研究員付研究員（センシング研究グループ）に再任用する 〃

任期は平成14年6月30日までとする

板　野　　　賢 〃 航空システム部上席研究員に配置換する 〃

機器開発研究グループリーダーを命ずる

三　吉　　　襄 〃 航空システム部上席研究員に配置換する 〃

管制用監視研究グループリーダーを命ずる

加　藤　　　敏 〃 航空システム部上席研究員に配置換する 〃

VDL研究グループリーダーを命ずる

藤　井　直　樹 〃 航空システム部上席研究員に配置換する 〃

GBAS研究グループリーダーを命ずる

横　山　尚　志 〃 航空システム部主任研究員（機器開発研究グループ）に配置換する 〃

加　来　信　之 〃 航空システム部主任研究員（機器開発研究グループ）に配置換する 〃
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氏　　　名 発令年月日 発　　　　令　　　　事　　　　項 任命権者

二　瓶　子　朗 14. 4. 1 航空システム部主任研究員（機器開発研究グループ）に配置換する 理　事　長

宮　崎　裕　己 〃 航空システム部主任研究員（管制用監視研究グループ）に配置換する 〃

北　折　　　潤 〃 航空システム部主任研究員（VDL研究グループ）に配置換する 〃

古　賀　　　禎 〃 航空システム部上席研究員付研究員（管制用監視研究グループ）に配置換する 〃

松　下　征　二 〃 航空システム部上席研究員付研究員（VDL研究グループ）に配置換する 〃

福　島　荘之介 〃 航空システム部上席研究員付研究員（GBAS研究グループ）に配置換する 〃

齊　藤　真　二 〃 航空システム部上席研究員付研究員（GBAS研究グループ）に配置換する 〃

吉　原　貴　之 〃 航空システム部上席研究員付研究員（GBAS研究グループ）に採用する 〃

任期は平成18年3月31日までとする

三　垣　充　彦 〃 管制システム部上席研究員に配置換する 〃

航空交通管理研究グループリーダーを命ずる

矢　田　士　郎 〃 管制システム部上席研究員に配置換する 〃

管制施設研究グループリーダーを命ずる

水　城　南海男 〃 管制システム部上席研究員に配置換する 〃

海上交通管制研究グループリーダーを命ずる

塩　地　　　誠 〃 管制システム部上席研究員に配置換する 〃

航行研究グループリーダーを命ずる

福　田　　　豊 〃 管制システム部主任研究員（航空交通管理研究グループ）に配置換する 〃

福　島　幸　子 〃 管制システム部主任研究員（航空交通管理研究グループ）に配置換する 〃

蔭　山　康　太 〃 管制システム部主任研究員（航空交通管理研究グループ）に昇任させる 〃

塩　見　格　一 〃 管制システム部主任研究員（管制施設研究グループ）に配置換する 〃

井無田　　　貴 〃 管制システム部上席研究員付研究員（航空交通管理研究グループ）に配置換する 〃

相　澤　大　輝 〃 管制システム部上席研究員付研究員（航空交通管理研究グループ）に配置換する 〃

岡　　　　　恵 〃 管制システム部上席研究員付研究員（航空交通管理研究グループ）に配置換する 〃

金　田　直　樹 〃 管制システム部上席研究員付研究員（管制施設研究グループ）に採用する 〃

伊　藤　　　憲 〃 衛星技術部上席研究員に配置換する 〃

衛星システム研究グループリーダーを命ずる

石　出　　　明 〃 衛星技術部上席研究員に配置換する 〃

衛星通信研究グループリーダーを命ずる

星野尾　一　明 〃 衛星技術部上席研究員に配置換する 〃

衛星航法研究グループリーダーを命ずる

新　美　賢　治 〃 衛星技術部主任研究員（衛星システム研究グループ）に配置換する 〃

藤　田　光　紘 〃 衛星技術部主任研究員（衛星通信研究グループ）に配置換する 〃

伊　藤　　　実 〃 衛星技術部主任研究員（衛星航法研究グループ）に配置換する 〃

新　井　直　樹 〃 衛星技術部主任研究員（衛星航法研究グループ）に昇任させる 〃

坂　井　丈　泰 〃 衛星技術部上席研究員付研究員（衛星システム研究グループ）に配置換する 〃

松　永　圭　左 〃 衛星技術部上席研究員付研究員（衛星航法研究グループ）に配置換する 〃
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氏　　　名 発令年月日 発　　　　令　　　　事　　　　項 任命権者

横　山　尚　志 14. 5. 1 電子航法開発部主任研究員（着陸システム研究グループ）に配置換する 理　事　長

村　上　泰　宏 14. 6.24 東京航空局に出向させる 〃

山　田　公　男 14. 6.30 再任用の任期の満了により平成14年6月30日限り退職 〃

松　下　征　二 14. 7. 1 東京航空局に出向させる 〃

小　田　浩　幸 〃 岩沼分室業務係長に昇任させる 〃

中　谷　泰　欣 〃 航空システム部上席研究員付研究員（VDL研究グループ）に転任させる 〃

祖父江　公　昭 14. 7.16 国土交通省に出向させる 〃

高　橋　健　一 〃 総務課総務係長に転任させる 〃

井無田　　　貴 14. 8. 1 東京航空交通管制部に出向させる 〃

横　山　尚　志 〃 電子航法開発部主幹研究員を命ずる 〃

加　来　信　之 〃 航空システム部主幹研究員を命ずる 〃

二　瓶　子　朗 〃 航空システム部主幹研究員を命ずる 〃

塩　見　格　一 〃 管制システム部主幹研究員を命ずる 〃

福　田　　　豊 〃 管制システム部主幹研究員を命ずる 〃

藤　田　光　紘 〃 衛星技術部主幹研究員を命ずる 〃

森　永　智　文 14. 9. 1 管制システム部上席研究員付研究員（航空交通管理研究グループ）に転任させる 〃

総務課企画室に併任する

阿　部　秀　樹 14.10. 1 東京航空局に出向させる 〃

新　沼　重　蔵 〃 総務課に転任させる 〃

古　賀　　　禎 〃 電子航法開発部上席研究員付研究員（着陸システム研究グループ）に配置換する 〃

森　永　智　文 14.11. 1 総務課企画室の併任を解除する 〃

塩　田　英　輝 14.11.15 独立行政法人海上技術安全研究所に出向させる 〃

新　井　祐　司 〃 総務課に転任させる 〃

上　山　俊　樹 14.11.21 管制システム部（航空交通管理研究グループ）に併任する 〃

併任の期間は平成15年3月20日までとする

奥　浜　真　正 15. 1. 1 東京航空局に出向させる 〃

伊地知　　　章 〃 総務課企画室専門官に転任させる 〃

相　澤　大　輝 15. 3. 1 東京航空交通管制部に出向させる 〃

水　城　南海男 15. 3.31 平成15年3月31日限り定年退職 〃

藤　田　光　紘 〃 平成15年3月31日限り定年退職 〃
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◎　理事長感謝状（平成15年3月31日）

退　　職

水城南海男　（管制システム部）

藤田　光紘　（衛星技術部）

d 職員表彰

◎　理事長表彰（平成14年4月1日）

永年勤続（30年）

星野尾一明　（衛星技術部）

永年勤続（20年）

伊藤　　憲　（衛星技術部）

功　　績

「到着機の順序・間隔付け支援システム」の開発実

用化

航空管制研究グループ

東福寺　則保（電子航法開発部）

三垣　充彦　（管制システム部）

塩見　格一　（ 〃　　　）

福田　　豊　（ 〃　　　）

福島　幸子　（ 〃　　　）

蔭山　康太　（ 〃　　　）

感謝状

電波無響室の性能向上の施設整備

山本　憲夫　（電子航法開発部）

小瀬木　滋　（ 〃　　　）
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f 海外出張

氏　　名 所　　属 期　　　　間 渡航先 用　　　　　　務
藤　井　直　樹 航空システム部 H14.4.14 ～ H14.4.28 ベルギー GNSSPワーキング・グループA/B

会議
長　岡　　　栄 電子航法開発部 H14.4.30 ～ H14.5.14 オーストラリア 第1回 ICAO管制間隔・空域安全パ

ネル・WG全体会議およびWG-A会議
塩　見　格　一 管制システム部 H14.5.3 ～ H14.5.9 ノールウェー 国際民間航空パイロット協会連合会

総会
小瀬木　　　滋 電子航法開発部 H14.5.5 ～ H14.5.13 ギリシャ JTIDS/MIDS Multi National Working Group

2002第1回会議
加　藤　　　敏 航空システム部 H14.5.22 ～ H14.6.1 カナダ AMCP WG全体会議および同WG-C

会議
長　岡　　　栄 電子航法開発部 H14.6.22 ～ H14.6.30 アメリカ合衆国 第6回確率論的安全性評価・管理に

関する国際会議
星野尾　一　明 衛星技術部 H14.6.24 ～ H14.6.29 オランダ 衛星航法補強システム相互運用性

WG会議（IWG/11）
石　出　　　明 衛星技術部 H14.8.17 ～ H14.8.26 ロシア 航空移動通信パネルWG-M会議
新　井　直　樹 衛星技術部 H14.9.6 ～ H14.9.15 スイス Bernese講習会
星野尾　一　明 衛星技術部 H14.9.16 ～ H14.9.21 オーストラリア APEC全地球的航法衛星システム整

備チーム第2回会議
松　永　圭　左 衛星技術部 H14.9.23 ～ H14.9.29 アメリカ合衆国 ION GPS 2002 (2002年米国航法学

会GPS会議）
坂　井　丈　泰 衛星技術部 H14.10.8 ～ H15.10.9 アメリカ合衆国 スタンフォード大学工学部航空宇宙

工学科における在外研究
山　本　憲　夫 電子航法開発部 H14.10.13 ～ H14.10.19 英国 英国電気学会レーダ2002国際会議
小瀬木　　　滋 電子航法開発部 H14.10.13 ～ H14.10.21 アメリカ合衆国 JTIDS/MIDS Multi National Working

Group 2002-Technical Interchange会議
藤　井　直　樹 航空システム部 H14.10.15 ～ H14.10.27 アメリカ合衆国 GNSSP  ワーキング・グループ全体

会議
宮　崎　裕　己 航空システム部 H14.10.24 ～ H14.11.3 ドイツ，フランス ICAO SCRSP WG-B会議および

STNAにおけるADS－Bの調査
長　岡　　　栄 電子航法開発部 H14.10.28 ～ H14.11.10 カナダ 第2回 ICAO管制間隔・空域安全パ

ネル・WG全体会議
小瀬木　　　滋 電子航法開発部 H14.11.3 ～ H14.11.10 ドイツ ICAO SCRSP WG-A会議
山　本　憲　夫 電子航法開発部 H14.11.11 ～ H14.11.17 フランス ニース大学訪問及びアンテナ国際
米　本　成　人 会議
塩　見　格　一 管制システム部 H14.11.17 ～ H14.11.22 ニュージーランド 国際民間航空パイロット協会連合会

HUPER委員会
伊　藤　　　憲 衛星技術部 H14.12.3 ～ H14.12.7 アメリカ合衆国 日米GPS/準天頂衛星技術ワーキン

ググループ会合（第1回）
中　谷　泰　欣 航空システム部 H15.1.12 ～ H15.1.20 カナダ ICAO航空移動通信パネル・WG-B

会議
齋　藤　真　二 航空システム部 H15.1.21 ～ H15.1.26 アメリカ合衆国 ION NTM 2003
吉　原　貴　之 航空システム部 H15.1.21 ～ H15.1.29 アメリカ合衆国 ION NTM 2003及びジェット推進研
松　永　圭　左 衛星技術部 究所における電離層研究内容調査，

意見交換
加　藤　　　敏 航空システム部 H15.2.2 ～ H15.2.15 アメリカ合衆国 VDLモード3調査及び航空移動通信

カナダ パネル第8回会議
中　谷　泰　欣 航空システム部 H15.2.3 ～ H15.2.8 アメリカ合衆国 AEECデータリンク・ユーザーズ・

フォーラム
星野尾　一　明 衛星技術部 H15.2.17 ～ H15.2.22 オランダ， 超高層大気物理・電波伝搬研究所で
松　永　圭　左 イタリア の電離層研究内容調査および意見交

換
宮　崎　裕　己 航空システム部 H15.3.2 ～ H15.3.16 アメリカ合衆国 ICAO SCRSP TSG会議および米国に

おけるADS-Bの調査
星野尾　一　明 衛星技術部 H15.3.31 ～ H15.4.5 カナダ 衛星航法補強システム相互運用性

WG会議（IWG/12）
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4 刊行物
当研究所の発行する刊行物は，下記のとおりである。

5 行　事　等
当研究所の平成14年度における行事等は，下記のとおりである。

所内一般公開　[平成14年4月21日（日）]

平成14年度科学技術週間の趣旨に基づき，当研究所の各施設を一般公開した。（来場者数809名）

研究発表会 [平成14年6月6日（木）・7日（金）]

平成14年度（第2回）電子航法研究所研究発表会を海上技術安全研究所講堂において開催した。

（2日間延べ来場者数341名）

電子情報通信学会　宇宙・航行エレクトロニクス研究会 [平成14年7月26日（金）]

「交通管制・航法」をテーマとして開催され，当所職員を含む講演8件が行われた。併せて電波無響室の見学会を

行った。（参加者数31名）

第2回研究所設立記念式典　[平成14年4月24日（水）]

当所設立記念式典を開催した。

第1回研究交流会　[平成14年5月15日（水）]

講演「今後の航空保安システムのあり方」及び意見交換を行った。

講演者：国土交通省航空局保安企画課　航空管制調査官　有馬孝

第2回研究交流会　[平成14年8月28日（水）]

講演「長期在外研究報告」及び意見交換を行った。

講演者：独立行政法人電子航法研究所管制システム部　蔭山康太

講演「電子航法研究所のこれまでの活動」及び意見交換を行った。

講演者：独立行政法人電子航法研究所電子航法開発部　東福寺則保

第3回研究交流会　[平成15年2月18日（火）]

講演「航空気象について」及び意見交換を行った。

講演者：（財）日本気象協会　参与　古川武彦

（デモンストレーション「気象情報WEB」）

講演「事故調査から見た要因に係る事故」及び意見交換を行った。

講演者：国土交通省航空・鉄道事故調査委員会　次席航空事故調査官　鈴木宣勝

電子航法研究所報告（不定期刊行）

電子航法研究所研究発表会講演概要（年刊）

電子航法研究所年報（年刊）

電子航法研究所要覧〈案内〉（年刊）
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第4回研究交流会　[平成15年3月24日（月）]

講演「英文アブストラクトの書き方」及び意見交換を行った。

講演者：独立行政法人電子航法研究所電子航法開発部　東福寺則保

講演「在外研究の報告について」及び意見交換会を行った。

講演者：独立行政法人電子航法研究所電子航法開発部　古賀禎

平成14年度第1回評議員会　[平成14年5月13日（月）]

評議員会において下記課題に関する評価を実施し，平成14年度重点開発課題の確認を行った。

事後評価課題「管制間隔基準策定のための航空路システム要件に関する研究」

「ADS環境下での国際航空交通流管理手法の研究」

「大都市圏空域の航空路の有効利用に関する研究」

重点開発課題「ヘリコプタの障害物探知・衝突警報システムに関する研究」

平成14年度第2回評議員会　[平成15年3月26日（水）]

評議員会において下記課題に関する評価を実施した。

中間評価課題「データリンクによる航空機等の監視システム高度化の研究」

「静止衛星型衛星航法補強システムの性能向上に関する研究」
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