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１　平成20年度に購入した主要機器

L5/E5対応GNSS受信機

コンパクト・ネットワークアナライザ

ネットワークストレージシステム

GBAS受信機

ＣＰＤＬＣ評価用模擬管制卓

拡張スキッタ送信システム高周波部

信号検出トリガ回路デコーダ回路基板

拡張スキッタ送信システム情報処理部

モニターアンテナ
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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： 32×７×５ ｍ 

 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 

 アンテナ試験塔は、昭和52年に建設され、VORの研究な

どで使用されてきた。 

 平成17年度には、二次監視レーダー（SSR）モードS の

高度運用技術の研究で使用するため、レーダー設置台を設

置するなどの改修を行った。平成19年度には、回転式アン

テナを含むSSR装置が設置された。 

 このほかに、屋上には、実験などに利用するためのスペ

ースが確保されており、GPSアンテナなどが設置されてい

る。 

〔要目概要〕 

 高   さ： 19.15 ｍ 

 

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

トワークに接続したシステムに移行し、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

なるシステムの運用となった。 

 平成13年度より、電子計算機システムは、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

サーバ等から構成されるサーバ群を1GBase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となった。 

 さらに、平成17年度には支線部についても1GBaseのデー

タ転送レートに対応し、現在の構成となった。 

 現在、当所のネットワーク及び電子計算機システムは、

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、電子メールによる情報交換、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 XD1 

 ファイルサーバ：NEC iStrage NS23P 

 アプリケーションサーバ：HP ProLiant ML110 

 PC サーバ：DELL PowerEdge SC1420 

 WWW サーバ：HITACHI GSA130AB ANNN930 

 メールサーバ：HITACHI GSA130AB ANNN930 

 ネットワークスイッチ：CenterCOM 9816GB、9812T 

 

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10月に当

研究所に引き渡された。 

 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： 4,944㎏ 

発 動 機： PT ６A ―28／680馬力×２基 

巡 行 速 度： 360㎞ /h 

航 続 距 離： 1,750㎞ 

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と操縦シミュレータは連接されてお

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 NT ４／2000 

 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

ダー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530（38m ×14m）m2 

 ・主要室  管制卓室；１室、13m ×14m 

       パイロット卓室；１室、22m×７m 

       サーバ室、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。 

⑴ 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 

⑵ 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 

 ・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

 



─ 145 ─

 

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： 32×７×５ ｍ 

 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 

 アンテナ試験塔は、昭和52年に建設され、VORの研究な

どで使用されてきた。 

 平成17年度には、二次監視レーダー（SSR）モードS の

高度運用技術の研究で使用するため、レーダー設置台を設
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 このほかに、屋上には、実験などに利用するためのスペ

ースが確保されており、GPSアンテナなどが設置されてい

る。 

〔要目概要〕 
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 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10月に当

研究所に引き渡された。 
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作させることができる。 
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以下の講演及び意見交換を行った。

「トラジェクトリモデルに関する研究」
「将来の航空用高速データリンクに関する研究」
「空港面監視技術高度化の研究」

研究発表会〔平成20年6月12日（木）～13日（金）〕
平成20年度（第8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318名）

３　刊行物

４　行事等

平成20年度第1回評議員会〔平成20年5月1日（木）〕
評議員会において下記課題に関する評価を実施した。

所内一般公開〔平成20年4月20日（日）〕
平成20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2,794名）

第７回研究所設立記念式典〔平成20年4月22日（火）〕

第17回出前講座〔平成20年9月17日（水）〕

講座プログラム

中間評価課題「航空無線航法用周波数の電波信号環境に関する研究」

講演者：Sébastien ROUGERIE　氏　（ENAC留学生）
講演「Analysis of ionospheric effects on GNSS」

電子航法研究所出前講座を航空保安大学校において開催した。

（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　古賀　　禎）

平成20年度第２回評議員会〔平成20年７月3日（木）〕
評議員会において下記課題に関する評価を実施した。

１．航空交通管理のパフォーマンス評価システムの開発
（航空交通管理領域　福田　　豊）

２．マルチラテレーション監視システムの評価結果

講演者：Benoit GEFFROY　氏　（ENAC留学生）

（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　宮崎　裕己）
３．先進型地上走行誘導管制(A-SMGC)システムの開発動向について

４．滑走路における誤進入およびコンフリクト検出方式について　
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　二瓶　子朗）

「携帯電子機器による航空機上システムの耐電磁干渉性能に関する研究」

事後評価課題「無線測位におけるマルチパス誤差低減に関する研究」
「航空交通管理における新管制運用方式に係る容量値に関する研究」
「静止衛星型衛星航法補強システムの２周波対応等に関する研究」
「今後の管制支援機能に関する研究」

第2回研究交流会〔平成20年9月5日（金）〕
講演講演「Trajectories visualization and analysis tools」及び意見交換を行った。

講演「Development of an airport debris sensor」
講演者：Alexandre Saillard　氏　（ENAC留学生）
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第19回出前講座〔平成20年10月14日（火）〕
電子航法研究所出前講座をアビコムジャパン株式会社において開催した。

第20回出前講座〔平成20年10月31日（金）〕
電子航法研究所出前講座を東京航空交通管制部において開催した。

（通信・航法・監視領域　住谷　泰人）

講座プログラム
１．将来的な航空無線システムの動向

第18回出前講座〔平成20年10月3日（金）〕
電子航法研究所出前講座を日本航空インターナショナル株式会社において開催した。

（航空交通管理領域　福田　　豊）

２．トラジェクトリ管理の研究について
（航空交通管理領域　蔭山　康太）

３．トラジェクトリモデルについて

講座プログラム
１．長期ビジョンについて

（研究企画統括　長岡　　栄）

第3回研究交流会〔平成20年11月6日（木）〕
講演「客室乗務員の仕事」及び意見交換を行った。

（航空交通管理領域　福田　　豊）
３．航空路管制業務のタスク分析及び作業負荷・負担の研究

（航空交通管理領域　青山　久枝）
４．発話音声による疲労計測技術について

４．先進型地上走行誘導管制(A-SMGC)システムの開発動向について
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　二瓶　子朗）

５．A-SMGCシステム経路設定機能の開発
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　角張　泰之）

講座プログラム

１．長期ビジョンについて
（研究企画統括　長岡　　栄）

２．航空交通管理における時間管理手法の研究

講演者：日本航空インターナショナル株式会社 運航本部 客室安全推進部　大村　美保　様

第22回出前講座〔平成20年11月27日（木）〕
電子航法研究所出前講座を福岡空港事務所において開催した。

（機上等技術領域　横山　尚志）

（機上等技術領域　塩見　格一）

３．マルチラテレーション監視システムの評価結果
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　宮崎　裕己）

講座プログラム
１．空港面の異物検出のためのミリ波レーダの開発

（機上等技術領域　米本　成人）
２．グライドパス　ニアフィールドモニタ（ＧＰ ＮＦＭ）の高性能反射板

（通信・航法・監視領域　新井　直樹）

第21回出前講座〔平成20年11月12日（水）〕
電子航法研究所出前講座を新千歳空港事務所において開催した。

５．第４８次南極地域観測隊越冬報告講演

講座プログラム

１．マルチラテレーション監視システムの評価結果
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　宮崎　裕己）

２．先進型地上走行誘導管制(A-SMGC)システムの開発動向について
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　二瓶　子朗）

３．A-SMGCシステム経路設定機能の開発（地上走行パターンの解析）
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　青山　久枝）

講座プログラム
１．安全かつ効率的な航空管制手法の研究

（航空交通管理領域　青山　久枝）
２．第４８次南極地域観測隊越冬報告講演

（通信・航法・監視領域　新井　直樹）
３．ＭＳＡＳの性能向上について

（通信・航法・監視領域　坂井　丈泰）

４．A-SMGCシステム経路設定機能の開発
（先進型地上走行誘導管制システム開発プロジェクトチーム　角張　泰之）

第23回出前講座〔平成20年12月8日（月）〕
電子航法研究所出前講座を東京航空局において開催した。（第8回保安部発表会「特別講演」として）
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講演者：German Aerospace Center (DLR), Norbert Fuerstenau  様
講演「Applying Cognitive Work Analysisto Study Airport Collaborative Decision Making 
　　　　　Design (空港における協調的意思決定（CDM）設計への認知業務分析適用) 」

講演者：航空交通管理領域　主幹研究員　蔭山　康太

講演「ENRI's R&D Long-Term Vision （電子航法研究所の研究・開発長期ビジョン）」
講演者：研究企画統括　長岡　栄

ATM/CNSに関する国際ワークショップ〔平成21年3月5日（木）～6日（金）〕
電子航法研究所としては初めてとなる国際ワークショップを大手町サンケイプラザにおいて開催した。

講演「Trajectory Management for Aircraft Noise Mitigation （航空機の騒音緩和の
　　　　　ためのトラジェクトリ管理）」

講演者：Technical University of Catalonia, Xavier Prats  様

講演者：Adjunct Professor of ElectricalEngineering,U.C. Santa Cruz,Heinz Erzberger　様

講演「A Case Study of Operational Delay at Japanese Airports

第4回研究交流会〔平成20年12月10日（水）〕
講演「ゲートリンクサービス概要」及び意見交換を行った。

講演者：アビコムジャパン株式会社　常務取締役　北幸雄、西宮努　様

講演者：国土交通省航空局管制保安部保安企画課新システム技術企画官　松永　博英　様

講演者：Federal Aviation Administration, Jay Merkle　様

講演者：EUROCONTROL Experimental Centre,　Colin Meckiff　様
講演「NextGen Overview and Update  （NextGenの最近の動向） 」

　　　　　（将来の航空交通システムの長期ビジョンの構築にむけて）」

講演「The EUROCONTROL SURVELLANCE STRATEGY（ユーロコントロールにおける監視技術の戦略）」
講演者：Head of CNS EUROCONTROL, Mel Rees　様

講演「Status & Information on the FAA's ADS-B Program（ADS-B計画の現状と参考情報）」

講演者：EUROCONTROL Experimental Centre,　Colin Meckiff　様

講演者：DLR/AT-One, Florian Piekert 様

講演者：航空交通管理領域　福田　　豊
講演「On the ASAS Project - Future Vision in Trajectory Management -」

講演者：通信・航法・監視領域　藤井　直樹
講演「トラジェクトリモデルに関する研究」

講演「Trajectory管理における Navigation（CNS）の役割」

第5回研究交流会〔平成21年2月9日（月）〕
以下の講演及び意見交換を行った。

講演者：Federal Aviation Administration,  Robert Novia　様
講演「Report on the 7th EUROCONTROL Innovative Research Workshop（第７回ユーロコント
　　　　　ロール革新的研究ワークショップの報告）」

講演者：航空交通管理領域　伊藤　恵理

講演「Total Airport Management as the enabler for SESAR Collaborative Airport Planning 

講演「Trajectory Optimization for Safe, Clean and Quiet Flight（安全、清浄、

講演者：東京大学工学部教授　鈴木　真二　様
講演「Separation Assurance in the Future Air Traffic System （将来の航空交通

講演「The development of Long-term  Vision of Future Air Traffic System in Japan

　　　　　かつ静かな飛行のためのトラジェクトリの最適化）」

　　　　　システムにおける航空機間隔保証）」

講演「Steps Towards the Virtual Tower: Remote Airport Traffic Control Center [RAiCe] 

（２日間延べ来場者数349名）講演内容は以下のとおり

講演「SESAR Master Plan  （SESARマスタープラン）」

講演「New Trends in Air Traffic Complexity （航空交通の複雑性についての新しい傾向） 」
講演者：Applied Math Laboratory ENAC, Daniel Delahaye　様

講演「Study on Trajectory Prediction Model （トラジェクトリ予測モデルについて）」
講演者：航空交通管理領域　上席研究員　福田　豊

　　　 （仮想管制塔へのステップ：遠隔空港交通管制センター）」

講演者：CRANFIELD University, Matthias Groppe　様

第１日

第2日　room1

　　　　　（日本の空港に於ける運用上の遅延についてのケーススタディ）」

　　　 （SESARの協調的空港計画を実現するものとしての空港総合管理）」
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講演「A Study on Distributed Cognition for Team Cognitive Process Modeling in ATC 
　　　　　（分散認知手法を用いた管制官のチーム協調モデルに関する研究） 」

講演者：航空交通管理領域　研究員　井上　諭

講演者：機上等技術領域　主幹研究員　古賀　禎
講演「System Wide Information Management (SWIM) （システム規模の情報管理）」

　　　　　ライダ技術セクション　井之口　浜木　様

（通信・航法・監視領域　北折　　潤）
３．携帯電子機器による航空機システムの電磁干渉問題

講演者：カリフォルニア大学　Heinz Erzberger　様

第8回研究交流会〔平成21年3月26日（木）〕

１．トラジェクトリ管理について
講座プログラム

講演「FMSの概要」及び意見交換を行った。
講演者：日本航空インターナショナル株式会社 　特別運航乗務員　蔵岡  賢治 　様

（航空交通管理領域　福田　　豊）
２．最近の航空通信システム動向

第6回研究交流会〔平成21年3月10日（火）〕
講演「Separation Assurance in the Future Air Traffic System」及び意見交換を行った。

第7回研究交流会〔平成21年3月16日（月）〕
講演「査読論文／電子研報告の書き方」及び意見交換を行った。

講演者：研究企画統括　長岡　栄

（機上等技術領域　河村　暁子）

（機上等技術領域　米本　成人）
４．ICタグの航空機内での利用について

（航空交通管理領域　山本　憲夫）
５．航空機窓用電磁シールド材料の特性評価

第24回出前講座〔平成21年3月24日（火）〕
電子航法研究所出前講座を航空機技術審査センターにおいて開催した。

　　　 　間と機械のコラボレーション）」
講演者：筑波大学 大学院システム情報工学研究科 リスク工学専攻 教授　稲垣 敏之  様

講演者：Federal Aviation Administration, Jay Merkle　様

講演「ASAS Key Issues: from concept to implementation, questions and possible answers
　　　　　（ASASについて概念から実施までの主要事項、課題とその解決策）」

講演者：フランス大使館, Benoit　Rulleau　様　（DSNA,Jean-Marc Loscos　様）
講演「Mode S related researches in ENRI（電子航法研究所に於けるモードS関連研究）」

講演「Development of an Onboard Doppler LIDAR for Flight Safety 
講演者：航空交通管理領域　主任研究員　藤田　雅人

　　　　　（飛行の安全のための機上搭載ドップラLIDARの開発）」

講演「EUROCONTROL policy on GNSS in Europe （ヨーロッパにおける衛星航法についての

講演者：Head of CNS EUROCONTROL, Mel Rees　様
講演「Perspectives on Global Navigation Satellite Systems as an enabler for future 

講演者：フランス大使館, Benoit　Rulleau　様

講演「ESARR 5: managing ATCO and ATSEP competences in Europe（ESARR（EUROCONTROL

講演者：通信・航法・監視領域　上席研究員　工藤　正博
講演「Human-Machine Collaboration for Safety and Comfort （安全且つ快適のための人

講演者： 宇宙航空研究開発機構　航空プログラムグループ運航・安全技術チーム　

第2日　room2

　　　　　ユーロコントロールの方針）」

　　　　  ATM Environment（将来のATMのイネーブラーとしてのGNSSのあり方について)」

　　　　　安全規定要件５、ATM業務要員）： ヨーロッパに於けるATCOとATSEPの能力管理) 」

講演「Frequency of Rare Event Occurrences（まれに起こる事象の発生頻度）」
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「複数の平行経路における横方向オフセ

　ットの横方向衝突危険度への影響で論

　文賞を受賞し貢献」

「ION GNSSにおいて優秀論文賞を受賞また 宮崎　裕己（通信・航法・監視領域）

　MSAS性能向上の研究開発における成果の 「マルチラテレーション監視システムの

　公表への貢献の功績」 　開発研究及び東京国際空港における同

　システム導入に貢献」

藤田　雅人（航空交通管理領域）

「空域の安全性評価手法に関し研究を行

　い関係機関とも調整を円滑に行うなど

「永年にわたり評議員会等の委員として 　航空行政に貢献」

　当研究所発展に多大なるご尽力ご協力

　をいただいた功労」 退　　職

長岡　　栄（研究企画統括）

「永年にわたり評議員会等の委員として 石出　　明（通信・航法・監視領域）

　当研究所発展に多大なるご尽力ご協力 星野尾　一明（通信・航法・監視領域）

　をいただいた功労」

特　別　功　労

永年勤続（30年）

永年勤続（20年）

田嶋　裕久（機上等技術領域）

功　　績

坂井　丈泰（通信・航法・監視領域）

天井　　治（航空交通管理領域）

５　職員表彰

◎ 理事長感謝状（平成20年4月1日）

水町　守志

日本航海学会論文集共著

東口　　實

特　　別

天井　　治（航空交通管理領域）

◎ 理事長感謝状（平成21年3月31日）

◎ 理事長表彰（平成20年4月1日）

長岡　　栄（研究企画統括）
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