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白色度70％再生紙を使用しています 

　航空機を利用する人の数は年々増加しています。それに伴って、航空路上の交通が混雑するとともに、空港を離発

着する航空機も増大し、空港内の航空機や関係車両の交通も混雑します。そこで今後の航空交通量の増加に対応する

ために、新たな航空管制の枠組みの構想が実現されようとしています。その構想では、新たな通信・航法・監視シス

テム及びATM（航空交通管理）の導入が必要となります。e-なびでは、これまでに当研究所で実施している通信、

航法及びATMの研究について紹介してきました。本号では、当研究所が取り組んでいる監視の分野の研究を紹介し

ます。 

　航空機はある空港のスポット（駐機場）から滑走路まで地上走行し、離陸します。そして目的地の空港まで飛行し

て着陸し、スポットまで地上走行します。その飛行から地上走行に至るすべての段階で航空機の位置を管制官が正確

に監視して安全な運航を図る必要があります。当研究所では、将来航空機の数が増えても安全に飛行できるように、

より正確な監視が可能なSSRモ－ドSを実現するための研究を行っています。また空港が更に混雑する状況でも航空

機や車両が空港内を安全かつ円滑に走行ができるように、航空機や車両の位置を正確に監視し、便名、機種及び車両

の種別等の情報を表示するとともに、安全な移動経路を示したり、衝突の可能性を事前に検知して警報を出したり、

回避の指示をする等の機能をもつA-SMGCシステムを開発する研究を行っています。このシステムでは、航空機の位

置の測定と識別を行うためのマルチラテレ－ションも重要な要素です。このマルチラテレ－ションについて我が国の

環境で十分な性能を発揮できるように受信設備の最適な構成等の研究、マルチパスの軽減等の研究を行っています。 
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研究施設の一般公開について 
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羽田空港で出前講座を開催しました 羽田空港で出前講座を開催しました 

航空機の監視に関する研究について 

　去る5月19日、当研究所スタッフが直接現場にお邪魔して講演や実演を行う「出前講座」を東京空港事務所で開催しま

した。今回は、航空交通管理とヒューマンファクタをメインテーマとし、フローコントロールを行うための基礎となる交通

量の集計及び予測手法、管制通信についてシミュレーション実験データを解析した結果等について紹介しました。また、5

秒程度の発話音声から疲労度を検出できる発話音声分析システムを持ち込み、参加された方々に疲労測定を実際に体験して

いただきました。更に、VDLモード2の展開状況についてアビコムジャパン株式会社よりご紹介いただくとともに、当研究

所が羽田空港で実施しているマルチラテレーション評価について、これまでに得られた解析結果等をご説明しました。会場

には、空港事務所、航空会社等、多数の方々にお越しいただくとともに、様々なご意見を賜り、誠にありがとうございまし

た。今後も皆様のご期待に沿えるように出前講座を開催して参りますので、よろしくお願いいたします。 

●出前講座に関するお問い合わせ、 

　ご希望は、企画課企画第一係 

　（電話：0422-41-3168、 

　電子メール：kikaku@enri.go.jp） 

　までお気軽にご連絡下さい。 

研究企画統括になってから3ヵ月 
研究企画統括 

白川昌之 

　電子航法研究所では、この4月から組織を変え、「研究企画統括」という新しいポストを作りました。研究の統括的な管

理を主目的とする横断的なポストです。これまでに具体的な仕事として、長期ビジョンの策定とかポテンシャルマップの活

用、ベンチマーキングといった、全体的な戦略を得るための企画調査に手をつけました。最終的には研究の計画、実施、評

価の統括的な管理、組織の再編や研究課題の選択等を検討し具体的な施策に反映する方向が出せれば上々の成果と思ってい

ます。 

　これらは、昨年度まで実行されていなかったり、各部長や企画室等でばらばらに分担したりしたものですが、なかなか全

体的に鳥瞰した戦略が立てられませんでした。このため、経営戦略的な情報を積極的にまとめ、研究所の大きな方向付けを

したいというのがそもそもの動機です。第一段階として研究部と企画、総務との調整的な仕事からはじめ、徐々に本来の目

的への軌道に乗せて行きたいと思っています。 

　長期ビジョンについては、委員会を立ち上げ、わずかに方向が見えてきたという段階です。継続的な活動をして、毎年ビ

ジョンレポートを出し、研究所の内外に発表を通し訴えていくのが当面の目標です。そうすることによりビジョンを改良

し、内外の共通の認識にすることができると思います。 

　ポテンシャルマップについては、各研究者の専門分野、定年年度、担当研究テーマ、専門性の互換性等を見て、今後の想

定される研究テーマと比べ研究員の配置の手厚いところ、手薄なところを見ております。特に巷に言う2007年問題が大

きな課題です。これにより柔軟な研究課題の選定や研究者の採用の方針決定に役立てております。 

　ベンチマーキングとは最も進んでいるところをお手本として、自分の組織との違いを分析し経営に役立てていくことです。

海外の同じ分野の研究所の予算規模や研究費配分、テーマの年次推移等を調べ、電子航法研究所がハード寄りの研究所であ

ることが数字からも分かりました。テーマの選定はニーズ元との関係があり、海外と同じがよい訳ではありませんが、研究

所の大きな方向を見つけるには重要な手がかりです。これも長期ビジョンの作成と関連付けて進めております。 

　まだ小さな一歩かもしれませんが、1年後には大きな一歩であったと思えるよう今後も進めて行きたいと思います。皆様

ご協力ください。 



菅平衛星追尾システムによるGPS信号品質監視基本データ取得に関する研究 

　安全性を確保しつつ航空需要の増大に対処するためには、現行の地上からの監視方式を管制官とパイロットによる協調的

監視に発展させることが有効であり、両者間の情報共有を可能とする監視システムの開発が要望されています。この要望を

実現する監視システムとしてADS-B（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast）が提案されています。 

　ADS-Bとは、航空機がGPS等から取得した位置情報を放送型データリンクにより送信するものであり、地上の管制施設

に加えて、周囲を飛行する航空機にも同様の情報を提供することができます。このADS-Bは現在の航空機監視レーダーと

比較して高機能かつ高性能であり、あらゆる空域に対して適用可能であることから、将来の航空機監視の中核をなすシステ

ムとして期待されています。 

　当研究所ではADS-Bに関する研究として、地上受信局の単体性能評価や実験用航空機による機能評価を実施してきまし

た。今後は、ADS-Bを利用した航空機の安全運行支援技術に関して開発評価を進める計画です。 

放送型データリンクによる航空機監視 

SSRモードSの高度運用技術の研究 

放送型データリンクによる航空機監視の概要 

A－SMGCシステムの監視機能 

DAC法による測位結果の例 

A－SMGCシステムの監視機能 

　滑走路と誘導路が複雑な大規模空港における航空機及び車両の地上走行効率の向上、夜間や霧等による低視程時における

航空機等の安全で円滑な地上走行の確保と運航の継続、衝突及び滑走路誤進入の防止、ならびに管制官の状況認識の向上に

よるワークロードの軽減等に寄与できるA-SMGC（Advanced-Surface Movement Guidance and Control：先進型地

上走行誘導管制）システムの研究・開発を行っています。 

　A-SMGCシステムは、4つの基本機能（監視、経路設定、

誘導、管制）で構成されます。このうち、システムの中核を

なす監視機能については、航空機と車両のそれぞれの移動体

監視に適した複数の監視センサ（ASDE、マルチラテレーショ

ン、SSR、AVPS等）の組合せとデータの統合化により、空

港面を走行する航空機と車両全てに対する自動識別表示を可

能とする統合型空港面監視システムの開発を最優先で進めて

います。 

マルチパス誤差低減に関する研究 

　無線測位において電波が周辺構造物で反射され、希望波に干渉する現象はマルチパスと呼ばれ、測位誤差の要因となって

います。空港面等の航空機の監視のため、航空機が送信するモードSトランスポンダの電波を複数個所で受信しその時間差

から航空機の位置を得る空港面上の受動測位の実験システムを開発しています。下図はこの走行実験結果の例で、モードS

トランスポンダの移動した位置が青い点で

表示されています。この測位では、遅延の

あるマルチパスの影響を受けにくいDAC 

（Delay Attenuate and Compare）を

使いました。障害物が少ない滑走路と誘導

路上のデータは誤差が少ないですが、航空

機が駐機しているスポット付近では、マル

チパス誤差が発生しています。空港面上の

航空機の測位は飛行中の航空機の測位と比

べ空港ビル、他の航空機、地面等によるマ

ルチパスの影響が大きく、測位精度の改善

のため研究しています。 

ASDEとマルチラテレーションによる航跡表示例 

　SSR（二次監視レーダ）モードSは、監視性能を向上するとともに、データ通信が可能な新型SSRです。SSRモードS

は、我が国においても導入が進んでいます。 

　モードSの導入が進むにつれ、航空機側装置の機能向上や地上局の増加等に対応するための新たな技術が各国で検討され

ています。本研究では、これらの高度な運用技術（動態情報の取得技術及び地上局間の調整技術）についての研究を行い

ます。 

　動態情報（磁針路、対気速度、選択高度、

高度変化率、トラック角変化率、ロール角、

対地速度等）の取得技術の研究では、SSR

モードSのデータ通信機能を用いて航空機の

動態情報を取得する技術について研究を行い

ます。SSRモードSシステムと実航空機の間

でデータ通信を行い、その機能及び性能を検

証します。動態情報は、コンフリクトアラー

ト等の精度向上等の管制支援機能の向上に利

用できます。 

　地上局間の調整技術の研究では、複数のモ

ードS地上局が存在した場合でも、相互に監

視対象とする航空機を調整することにより、

より信頼性の高い監視を実現する技術につい

て研究を行います。 動態情報の取得技術 

ASDE ：空港面探知レーダー 

SSR ：2次監視レーダー 

AVPS ：車両管理システム 

マルチラテ 
レーション 
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より正確な監視が可能なSSRモ－ドSを実現するための研究を行っています。また空港が更に混雑する状況でも航空

機や車両が空港内を安全かつ円滑に走行ができるように、航空機や車両の位置を正確に監視し、便名、機種及び車両

の種別等の情報を表示するとともに、安全な移動経路を示したり、衝突の可能性を事前に検知して警報を出したり、

回避の指示をする等の機能をもつA-SMGCシステムを開発する研究を行っています。このシステムでは、航空機の位

置の測定と識別を行うためのマルチラテレ－ションも重要な要素です。このマルチラテレ－ションについて我が国の

環境で十分な性能を発揮できるように受信設備の最適な構成等の研究、マルチパスの軽減等の研究を行っています。 

知識処理技術を活用した管制業務支援手法の研究 知識処理技術を活用した管制業務支援手法の研究 

研究施設の一般公開について 

出前講座について　～航空交通管理とヒューマンファクタ～ 出前講座について　～航空交通管理とヒューマンファクタ～ 

電子航法研究所研究発表会について 電子航法研究所研究発表会について 

羽田空港で出前講座を開催しました 羽田空港で出前講座を開催しました 

航空機の監視に関する研究について 

　去る5月19日、当研究所スタッフが直接現場にお邪魔して講演や実演を行う「出前講座」を東京空港事務所で開催しま

した。今回は、航空交通管理とヒューマンファクタをメインテーマとし、フローコントロールを行うための基礎となる交通

量の集計及び予測手法、管制通信についてシミュレーション実験データを解析した結果等について紹介しました。また、5

秒程度の発話音声から疲労度を検出できる発話音声分析システムを持ち込み、参加された方々に疲労測定を実際に体験して

いただきました。更に、VDLモード2の展開状況についてアビコムジャパン株式会社よりご紹介いただくとともに、当研究

所が羽田空港で実施しているマルチラテレーション評価について、これまでに得られた解析結果等をご説明しました。会場

には、空港事務所、航空会社等、多数の方々にお越しいただくとともに、様々なご意見を賜り、誠にありがとうございまし

た。今後も皆様のご期待に沿えるように出前講座を開催して参りますので、よろしくお願いいたします。 

●出前講座に関するお問い合わせ、 

　ご希望は、企画課企画第一係 

　（電話：0422-41-3168、 

　電子メール：kikaku@enri.go.jp） 

　までお気軽にご連絡下さい。 

研究企画統括になってから3ヵ月 
研究企画統括 

白川昌之 

　電子航法研究所では、この4月から組織を変え、「研究企画統括」という新しいポストを作りました。研究の統括的な管

理を主目的とする横断的なポストです。これまでに具体的な仕事として、長期ビジョンの策定とかポテンシャルマップの活

用、ベンチマーキングといった、全体的な戦略を得るための企画調査に手をつけました。最終的には研究の計画、実施、評

価の統括的な管理、組織の再編や研究課題の選択等を検討し具体的な施策に反映する方向が出せれば上々の成果と思ってい

ます。 

　これらは、昨年度まで実行されていなかったり、各部長や企画室等でばらばらに分担したりしたものですが、なかなか全

体的に鳥瞰した戦略が立てられませんでした。このため、経営戦略的な情報を積極的にまとめ、研究所の大きな方向付けを

したいというのがそもそもの動機です。第一段階として研究部と企画、総務との調整的な仕事からはじめ、徐々に本来の目

的への軌道に乗せて行きたいと思っています。 

　長期ビジョンについては、委員会を立ち上げ、わずかに方向が見えてきたという段階です。継続的な活動をして、毎年ビ

ジョンレポートを出し、研究所の内外に発表を通し訴えていくのが当面の目標です。そうすることによりビジョンを改良

し、内外の共通の認識にすることができると思います。 

　ポテンシャルマップについては、各研究者の専門分野、定年年度、担当研究テーマ、専門性の互換性等を見て、今後の想

定される研究テーマと比べ研究員の配置の手厚いところ、手薄なところを見ております。特に巷に言う2007年問題が大

きな課題です。これにより柔軟な研究課題の選定や研究者の採用の方針決定に役立てております。 

　ベンチマーキングとは最も進んでいるところをお手本として、自分の組織との違いを分析し経営に役立てていくことです。

海外の同じ分野の研究所の予算規模や研究費配分、テーマの年次推移等を調べ、電子航法研究所がハード寄りの研究所であ

ることが数字からも分かりました。テーマの選定はニーズ元との関係があり、海外と同じがよい訳ではありませんが、研究

所の大きな方向を見つけるには重要な手がかりです。これも長期ビジョンの作成と関連付けて進めております。 

　まだ小さな一歩かもしれませんが、1年後には大きな一歩であったと思えるよう今後も進めて行きたいと思います。皆様

ご協力ください。 


