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実験用航空機　１式 認証サーバ　１式

GAST-D地上ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ研究装置　１式 ﾊｰﾓﾆｯｸﾐｷｻ　１式

GNSS実験装置　１式 光変調器(光ﾌｧｲﾊﾞｰ無線器）　３式

ウィスパーシャウト減衰器および接続回路　１式

航空機追尾ｱﾝﾃﾅ　１式

GPS受信機入力用基準信号発信器　１式

ｸﾗｽﾀｰ管理ｻｰﾊﾞ　１式

冷却CCDカメラ　１式

耐環境可搬型信号計測装置　１式

電波高度計　１式

航空無線機　１式

屋外用ｱﾝﾃﾅ制御装置　１式

大気光全天イメージャ観測用コンテナ　１式

航空機追尾アンテナシステム　１式

高精度GPS受信装置　２式

C帯増幅器　２式

GBAS用VDB受信機　１式

W帯ｱﾝﾌﾟ　１式

デジタルオシロ　１式

サーマル・パワーセンサ　１式

演算サーバ　１式

高精度GPS時計　１式

オープンアレー空中線台座　１式

追尾型並列計算機　１式

評価分析用計算機　１式

オシロスコープ　１式

データベース管理サーバ　１式

高速ﾃﾞｰﾀｽﾄﾚｰｼﾞﾓｼﾞｭｰﾙ　１式

超音波風向風速計　１式

監視データ表示装置　１式

Cﾊﾞﾝﾄﾞ波長可変光源 ﾓｼﾞｭｰﾙ　１式

GBAS装置用ボードコンピュータ　１式

監視大画面表示装置　１式

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ　１式

光ﾌｧｲﾊﾞ接続型受動監視ｼｽﾃﾑ高周波信号
受信処理部（光給電方式対応型）　１式
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２ 主要施設及び機器 
 

� 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 

 

 

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

� 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（計算機室―各建屋

間）を有するネットワークにより接続した構成となった。 

 支線部については、平成17年度に1GBaseのデータ転送レ

ートに対応した。その後、平成20年度に光ケーブルを増設

して10GBaseのデータ転送レートに対応し、現在の構成と

なった。これに対応して、平成21年度より、基幹部の一部

についても10GBaseのデータ転送レートを有する構成とし

た。 

 現在、当所のネットワーク及び電子計算機システムは、

メールサーバによる通信、WWWサーバによる情報発信、ア

プリケーションサーバやファイルサーバによる所内事務

の支援、所内無線LANサービスの提供等、日々の職務に密

接したシステムとして運用されている。 

〔ネットワークの現状〕 

・基幹ネットワークシステム：サーバ6台、ファイアウ

ォール1台、スイッチ3台、無線LANコントローラ1台、テ

ープドライブ1台、UPS2台で構成 

・基幹ネットワーク網：計算機室―各建屋間で10GBase 

-LR通信が可能（調布本所－岩沼分室間を除く） 
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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。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。 

 ビーチクラフトB-99は、平成23年3月11日に発生した東

日本大震災による津波にて被災、全損となったため、平成

24、25年度にビーチクラフトB300を購入した。同機は平成

25年5月に引き渡され、同年7月から運用を開始した。 

〔更新機の諸元・性能〕 

登 録 番 号：JA35EN 

型    式：Beechcraft B300(KingAir350) 

全    長：14.23m 

全    幅：17.65m 

全    高：4.36m 

全 備 重 量：6.8t 

最大巡航速度：263kt 

最大航続距離：3,268km 

離陸滑走路長：1,006km 

着陸滑走路長：821km 

発 動 機：Pratt & Whitney Canada PT6A-60A 

プ ロ ペ ラ：Hartzell HC-B4MP-3C 

アビオニクス：Collins Pro Line 21 

 

 

� 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 
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当研究所の発行する刊行物は、下記のとおりである。

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）
電子航法研究所広報誌「ｅ－なび」（不定期刊行）

当研究所の平成25年度における行事等は、下記のとおりである。

研究施設一般公開〔平成25年4月21日（日）〕
平成25年度科学技術週間に基づき、当研究所の各施設を公開した。（来場者数延べ2,615名）

第13回研究所設立記念式典〔平成25年4月16日（火）〕

第2回研究交流会　『SWIM勉強会』〔平成25年7月2日（火）〕
SWIMについての調査の一環として、勉強会を開催した。技術的な観点から共通目標を設定し、

講演「Computational Red Teaming for Air Traffic Management」

講演会〔平成25年11月18日（月）〕
平成25年度電子航法研究所講演会を羽田空港第1旅客ターミナルビルにおいて開催した。

第4回研究交流会　『チップスケール原子発振器に関する勉強会』〔平成25年11月1日（金）〕
航空管制システムなど航空分野でのチップスケール原子発振器（CSAC）や原子時計利用可能性に

ついて討議を行った。

（研究企画統括　藤井　直樹）　　　　　　
　　　　　２．航空交通管理のパフォーマンス評価

（航空交通管理領域　蔭山　康太）　　　　　　

　　　　　１．航空交通管理領域での研究について
（航空交通管理領域　平林　博子）　　　　　　

　　　　　３．日本航空グループにおけるRNP AR進入の実施状況
（日本航空(株)　赤木　宣道）　　　　　　

　　　　　４．GBASの研究開発と将来のGLS運航
（航法システム領域　福島　荘之介）　　　　　　

テーマ：「空港を変えるENRIの技術2013」（来場者数延べ129名）
　　　　　１．電子航法研究所の最近の活動

　　　　　周波数から見た航空無線の動向
（監視通信領域　小瀬木　滋）　　　　　　

　　　　　レーダーって何だろう？

　 第59回出前講座〔平成25年11月15日（金）〕国土交通省航空保安大学校

第3回研究交流会〔平成25年10月28日（月）〕
以下の講演を行い、現在と将来のATMコンセプトの評価に利用するために開発した数学的な閑散

期知識モデルに関する討議を行った。

講演者：フセイン　アッバス教授（ニューサウスウェールズ大学)

研究発表会〔平成25年6月6日（木）～7日（金）〕
平成25年度（第13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。

　 第57回出前講座〔平成25年7月23日（火）〕国土交通省東京航空局

第1回研究交流会〔平成25年4月10日〕
skyguide社と空港CDMの現況やGNSS曲線進入の状況に係る説明及び山岳国であるスイスの独特の

実情からGNSS安全性評価やミリ波レーダーなどの討議を行った。

（2日間来場者数述べ350名）

SWIM化に係る共通目標を形成した。

　 第58回出前講座〔平成25年8月21日（水）〕岩沼航空少年団

（企画課　森井　智一）　　　　　　

　　　　　２．最近の研究開発動向 背景そして監視通信領域の課題
（監視通信領域　小瀬木　滋）　　　　　　
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　　　　　２．実務における「レジリエンス」を考える　～航空管制業務を例に～
（航空交通管理領域　青山　久枝）　　　　　　
（航空交通管理領域　狩川　大輔）　　　　　　

　　　　　４．今後の監視技術について
（監視通信領域　島田　浩樹）　　　　　　

　　　　　５．航空機内の電子機器使用に関する技術動向
（監視通信領域　河村　暁子）　　　　　　

　 第62回出前講座〔平成26年3月10日（金）〕国土交通省大阪航空局中部空港事務所
　　　　　１．電子航法研究所の概要

（企画課　森井　智一）　　　　　　

　　　　　１．電子航法研究所の概要
（企画課　植木　隆央）　　　　　　

　　　　　２．電子航法研究所実験用航空機「よつば」について

（航空交通管理領域　福田　豊）　　　　　　

（企画課　森井　智一）　　　　　　

第5回研究交流会　〔平成25年12月10日（火）〕

第6回研究交流会〔平成25年12月12日（木）〕
Purdue大学と、次世代ATMシステムにおける航空機間隔を確保するための制御手法及びヒューマ

　　　　　７．GBASの研究開発と最近の動向
（航法システム領域　福島　荘之介）　　　　　　

　　　　　６．滑走路上の異物監視システムの研究開発
（監視通信領域　河村　暁子）　　　　　　

　 第61回出前講座〔平成26年2月14日（金）〕国土交通省東京航空局

　　　　　３．軌道ベース運用に関する研究開発

（監視通信領域　北折 潤）　　　　　　
　　　　　５．航空用高速データリンクLDACS

　 第60回出前講座〔平成25年11月29日（金）〕防衛省航空幕僚監部
　　　　　１．電子航法研究所の概要

（企画課　植木　隆央）　　　　　　
　　　　　２．電子航法研究所実験用航空機「よつば」について

（企画課　森井　智一）　　　　　　
　　　　　３．マルチラテレーション（MLAT/WAM）とADS-Bの概要

（監視通信領域　宮崎　裕己）　　　　　　

　　　　　６．滑走路上の異物探知システムの研究開発

　　　　　５．新しい運用方式に対応する監視応用

（監視通信領域　大津山　卓哉）　　　　　　
　　　　　４．UAT(ユニバーサルアクセストランシーバ)について

（監視通信領域　小瀬木　滋）　　　　　　

イセンスのあり方、コスト削減と安全性のバランス、自律飛行と自動飛行の許容、日本における飛
行許可取得手続きの課題など討議を行った。

ンファクターについて討議を行った。

UASに関して経験豊富なIsrael Aerospace Industries社より専門家を招いて、UASパイロットラ

（監視通信領域　米本　成人）　　　　　　

平成25年度評議員会〔平成26年3月28日（金）〕

中間評価課題「ハイブリッド監視技術の研究」

評議員会において下記課題に関する評価を実施した。
事前評価課題「マルチスタティックレーダによる航空機監視と性能評価に関する研究」
　　　　　　「空港面の交通状況に応じた交通管理手法に関する研究」
　　　　　　「空港面異物監視システムの研究」

事後評価課題「監視システムの技術性能要件の研究」
　　　　　　「航空管制官の業務負荷状態計測手法の開発」



－146－

「長年にわたり航空交通管制に関する研究をと
おして航空交通管制システムの開発の分野にお
いて多大な功績を収めたことにより、一般財団
法人航空交通管制協会から"協会賞"を受賞」

「ISADS 2013(International Symposium on
Autonomous Decentralized Systems)におい
て、『Autonomous Decentralized Surveilance
System and Continuous Target Tracking
Technology for Air Traffic Control
Applications(自律分散監視システムと航空管
制における連続監視技術)』を発表し"最優秀論
文賞"を受賞」

宮崎　裕己（監視通信領域）

永年勤続（20年）

永年勤続（30年）

◎ 理事長表彰（平成25年4月1日）

小瀬木　滋（監視通信領域）

福島　荘之介（航法システム領域）

特　　別

福島　幸子（航空交通管理領域）

住谷　泰人（監視通信領域）

古賀　禎（監視通信領域）
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