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 電子航法研究所はこの4月から第二期中期計画を始動させます。この中期計画では従来のCNS／ATMを中心とし

たハードの研究･開発からATMを中核とするソフトの研究･開発へのシフトを合言葉に、わが国の航空輸送を安全に

かつ効率的に実現させるための空域の有効利用を研究目標に掲げています。これに伴い組織の再編にも着手し、こ

れまでの4部体制から、ATM、CNS、機上等技術の三領域制へと改組しました。また研究企画業務を充実強化する

ため、研究企画統括を配置し、航空輸送の発展に欠かせない空域の安全かつ効率的な利用に関する研究を戦略的･機

動的に実施できる体制を整えました。 

 羽田や成田等の空港整備計画の進展により、わが国の航空需要は今後も堅調な伸びが期待されていますが、欧米

に見られるような夏期繁忙期における遅延の常態化を未然に回避し、安全で安心して利用できる便利な航空輸送機

関の実現が私たちの願いです。 

 電子航法研究所が独立行政法人となって満5年が経過しました。この間制度の見直しも行われ、今般は職員が非公

務員化されることになりました。これによるメリットには知財を活用するベンチャーの起業があります。当研究所

にはこれまでの研究の成果としてたくさんの特許を所有していますが、国の空港整備事業に活用される以外埋もれ

ているものがあります。こうした知財に再度光を当て民生用への利用を図ることが可能です。 

 このように研究機関としての活動の幅は広がっていきますが、確実に実現に向けていくには皆様との協力が不可

欠です。産学官との連携により人的資源の有効活用を図り、最大限の成果を得るよう努めて行きたいと考えます。

今後とも皆様のご指導･ご支援をよろしくお願いいたします。 

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 

Impressions during the stay at ENRI from Jan.4 to Feb.3 of 2006

ENRI滞在（2006年1月4日～2月3日）の印象
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スペイン国マドリード・ヨーロッパ大学のBeatriz Amante Garcia 助教授を１ヶ月間招待しました。
当研究所の印象を語ってくれましたので紹介します。

研究施設の一般公開について 

当研究所では日頃の研究活動の一部や今後の取り組みなどをご覧いただきたく、研究施設の公開をいたします。皆様お誘い合わせの
うえ、お気軽に御来所下さいますようご案内申し上げます。

●日時 平成18年4月23日（日） 10：00～16：00
●交通 １．JR吉祥寺駅公園口より

小田急バス③武蔵境駅南口行、④⑧調布駅北口行、京王バス⑧調布駅北口行で三鷹農協前
又は三鷹市役所前下車。（吉祥寺駅から4km）

２．JR三鷹駅南口より
小田急バス②野ヶ谷行で三鷹農協前下車、⑦仙川行または杏林大学病院・晃華学園東行で
三鷹農協前又は三鷹市役所前下車。（三鷹駅から3km）

●お問い合わせ
TEL：0422-41-3168 総務課企画第1係 e-mail：kikaku@enri.go.jp

 
※なお、駐車スペースに限りがありますのでなるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

The JSPS program gave me an excellent opportunity to work with host scientist Dr. Kazuo Yamamoto
in ENRI. My major objective of this stay is to exchange ideas about the performance improvement of
obstacle detection radar. And now I believe that we have found a way for working together in
incorporating our SPR （Six-Port Reflectometer） technique into ENRI’s radar system.
Dr Yamamoto is a very good person and researcher. He took care of me all the time. For a good

integration in this institute, he introduced me to all the people. And they did a welcome party for my
husband and me. In ENRI, I felt welcome all the time.

Many people explained me their researches such as ATC, VDL Mode 3
and laser radar for oil contamination problem on the sea. All the
presentations were very interesting and now I understood how important these
researches are, and how hard we have to work. We want to extend our thanks to
all the people we met during our stay and a special thanks to Dr. Kazuo Yamamoto for his effort in
organizing our social life.

研究交流会 

歓迎会　1月18日 

電気通信大学荒井教授 
グループと 

研究内容説明 若手歓迎会 北海道大学訪問 Discussion 管制システム部訪問 

JSPS（日本学術振興会）プログラムの支援のおかげで受け入れ先のENRIの科学者である山本憲夫博士と働くというすば
らしい機会を得ることが出来ました。今回の訪問の目的は障害物探知レーダの性能向上についてアイディアを交換するこ
とでした。そして、私はENRIのレーダシステムと我々のSPR（6ポート反射干渉器）テクニックを協調して稼動させ
る方法を見つけ出せたと思っています。
山本博士は人間としても研究者としてもとてもすばらしい人です。彼は常に私の面倒を見てくださいました。研究

所の皆様との交流を深めるために、山本博士は研究所の方々を全て紹介してくださいました。そして、研究所の皆様
は私と夫のために歓迎パーティーを開催してくださいました。ENRI滞在中ずっと、私は歓迎されていることが感じら
れました。
多くの研究者の方々がATCやVDL Mode3、海洋油濁へのレーザレーダの応用などの彼らが取り組んでいる研究につ
いて説明してくださいました。全てのプレゼンテーションがとても興味深く、私はこれらの研究がいかに重要で、いかに
真剣に取り組まねばならないかが理解できました。わたしどもは滞在中にお会いしました全ての方々に感謝を述べたいと思い
ます。滞在中の私の生活のために奔走していただいた山本憲夫博士には特に感謝しております。



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 
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研究企画統括  

航空交通管理領域（ATM） 

　3つの重点研究開発分野での目標を実現するために必要な通信（C）、航法（N）及び監視（S）システムの研究を行います。 

　従来管制官とパイロットの間の通信は音声で行われていましたが、より多くの航空機が安全に飛行できるように、より高速で確実に管制指示や

リクエスト等の情報を交換できるデ－タ通信が必要になってきました。そこで通信の分野では、国内の空域で高速で信頼性の高いデ－タ通信を管

制官とパイロットの間で利用するための研究や洋上空域で正確な航空機の位置の監視や高速かつ高信頼のデ－タ通信を管制官とパイロットの間で

利用するための研究を行います。 

　航空機は航法によって航空路に沿って正確に飛行し、空港では正確に離陸・着陸経路に沿って離着陸しなければなりません。そのためにはどの

ような視界状況でも自機の位置を正確に把握できるようにGPS等の衛星技術を利用した航法システムが必要です。そこで航法の分野では、航空路

上及び空港周辺の空域、離着陸時に航空機が高精度で信頼性の高い位置等の航法デ－タを得られるようにするための研究を行います。 

　国内の空港では今後ますます航空機の利用数が増加するため、離発着の交通量も増し、空港面上もますます混雑します。そこで監視の分野では、

混雑した空港でも航空機や自動車等の位置を常時正確に監視し、また移動経路を指示するなどして、滑走路や誘導路を航空機が安全に移動できるよ

うにするための研究を行います。 

　今年2月18日に運輸多目的衛星（MTSAT）第2号機の打ち上げが成功し、今後衛星2機体制での本格的な運用が可能になります。本領域では、

従来から衛星によるデ－タ通信技術や衛星航法技術の研究を進めていますが、今後さらに力を注ぐ必要があると考えています。 

　このほか、国土交通省をはじめとする4省庁が連携して行う準天頂衛星プロジェクトの一環として、高精度の測位補正技術を移動体等に利用す

るための研究も行います。 

通信・航法・監視領域（CNS） 
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車載型運転者心身状態監視装置コンセプト 

近接警告、相手機は900ft

下方を水平に接近中 

回避警告、相手機は400ft

下方から上昇接近中 
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羽田ターミナル 
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－到着便 
－出発便 
－その他 

　電子航法研究所ではCNS（航空機の通信・航法・監視技術）を中心にこれまでハードウェア指向でさまざまなシステムを研究してきました。古

くは航空用レーダや計器着陸装置、ドップラVOR（電波灯台）など、また近年注目されているRNAV（エリア航法）については30年以上も前に

研究を行っていました。一方で管制卓の研究や、空港の開港に伴うトラフィック予測など航空交通管制にかかる研究も多数行ってきました。これ

らの研究は専門性が高く、このため研究者の間でも隣は何をする人ぞとばかり、専門分野に閉じこもる傾向がありましたが、従来はそれでも何と

か研究を進めることが出来ておりました。 

　新しいシステムには無線施設であっても情報処理技術が利用されております。新しい航空管制用レーダであるモードSを例にとれば、監視機能

に加えデータ通信機能が入りレーダからの位置情報ばかりでなく、航空機のデータを取得したり交換することが出来るようになり、より高度な情

報処理が可能になってきます。また、管制官が直接操作する管制卓も現在ではコンピュータであり、その操作するソフトウェアも大きな発展の可

能性を含んでいます。航空交通管理はこれらの監視技術、通信技術、航法技術が全体を管理する情報処理技術、更には管制官やパイロットと一体

化して実現する仕組みと見ることが出来ます。いわば、情

報処理系、管制官、パイロットがデータを共有する仕組み

を目指しているわけです。これが実現できれば、情報処理

系の能力を十分に生かすことが出来るわけで、国際的な一

体化にも道が開けていきます。いわば、コンピュータがネ

ットワーク化され、さまざまな可能性が広がっているよう

に、電子航法技術の新しい方向も、相互の技術が結びつい

た中に示唆されていると考えられます。 

　こういった潮流を考え、機材が連携するようにお互いの

専門性についても相互の専門を理解し合えるような緊密な

連携が必要となってきております。当研究所では、お互い

の連携をより高め、相互の研究の連携をやりやすくする核

として研究企画統括というポジションを設けました。この

ポジションを核として、世の中のニーズに応えた研究成果

を発信していくよう努めて行きたいと考えております。 

　航空交通管理（Air Traffic Management: ATM）は空域内の航空機の安全で効率的、かつ迅

速な運航を目指すものです。その処理過程は主に二つあります。一つは局所的な管理で航空交通

管制（Air Traffic Control: ATC）と呼ばれます。この目的は航空機相互間または航空機と地上

の物標の間に安全な間隔を設定し、衝突を防止することです。二つめは、空域内の航空交通の流

れ全体を迅速かつ効率的にするような大局的な管理です。これを航空交通流管理（Air Traffic 

Flow Management）と称しています。この他にも、軍民で共用している空域などの有効利用を

はかる空域管理（Airspace Management）もATMの一部です。 

　ATM研究領域では、いかにしてこの目標を実現するかを念頭においた技術的研究を行っていま

す。ATMをシステムとして考えると、非常に複雑で大規模な構成要素（サブシステム）からなっ

ています。ここには、航空機、管制官、パイロット、管制方式、航空路、飛行場、管制支援シス

テム、航法援助システム、通信システム、機上の航法システム、レーダーなどの監視システムな

どがあります。 

　研究課題としては、こうしたサブシステムの性能･機能の向上を図り、ATMの性能をアップし

ようとするものが中心です。これまでは、サブシステムの物を中心としたハード面の研究に重点

が置かれてきました。しかし、新研究領域では実態として捉えにくいソフト面、すなわちATMの

性能向上を意識した研究に力を入れる予定です。ATMの性能としては、安全性、空域容量、作業

負荷、費用対便益効果、定時性などが考えられるでしょう。ATMの目的は安全を保ちつつ、これ

らの性能指標を最適にすることと捉えることもできます。この問題に科学的に対処するにはこう

した性能を表す指標をどのように定量化するかが古くて新しい研究課題です。 

　18年度は、主として、新しい管制運用方式の下での航空交通管理における容量値、航空機の動

態情報を利用したコンフリクト検出方法、RNAV経路導入のための空域の安全性評価、今後の管

制支援機能、航空路の安全性の定量的評価方法などに関する研究を行う予定です。 

　機上等技術領域では、機上を中心とした研究並びに他の領域に属さない研究を進めていき

ます。機上のシステムは、地上のCNS（通信、航法、監視）システムと共に、ATM（航空

交通管理）システムを支えるための必須のシステムであり、ICAO（国際民間航空機関）が

提唱しているCNS／ATM構想の進展に合わせて研究を進めていくことが重要になっていま

す。一方、最近の航空機の事故のうち小型機によるものが3／4を占めており、小型機の運

航の安全性の向上が期待されています。また、旅客が客室に持ち込む各種携帯電子機器から

発っせられる微弱電波が、機上の航法装置に電磁障害を与える可能性があると指摘されてお

り、このような観点からの研究も重要になってきております。このような状況の下で、機上

等技術領域では幅広い研究課題に取り組んでいきます。研究を進めるに当たっては、航空交通管理領域、通信・航法・監視領域の研究と連携を図

りながら研究を進めていきます。研究を通じて航空輸送の安全性かつ効率性の向上に貢献していきたいと考えております。 

Aircraft

縦 

高さ 
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か研究を進めることが出来ておりました。 

　新しいシステムには無線施設であっても情報処理技術が利用されております。新しい航空管制用レーダであるモードSを例にとれば、監視機能

に加えデータ通信機能が入りレーダからの位置情報ばかりでなく、航空機のデータを取得したり交換することが出来るようになり、より高度な情

報処理が可能になってきます。また、管制官が直接操作する管制卓も現在ではコンピュータであり、その操作するソフトウェアも大きな発展の可

能性を含んでいます。航空交通管理はこれらの監視技術、通信技術、航法技術が全体を管理する情報処理技術、更には管制官やパイロットと一体

化して実現する仕組みと見ることが出来ます。いわば、情

報処理系、管制官、パイロットがデータを共有する仕組み

を目指しているわけです。これが実現できれば、情報処理

系の能力を十分に生かすことが出来るわけで、国際的な一

体化にも道が開けていきます。いわば、コンピュータがネ

ットワーク化され、さまざまな可能性が広がっているよう

に、電子航法技術の新しい方向も、相互の技術が結びつい

た中に示唆されていると考えられます。 

　こういった潮流を考え、機材が連携するようにお互いの

専門性についても相互の専門を理解し合えるような緊密な

連携が必要となってきております。当研究所では、お互い

の連携をより高め、相互の研究の連携をやりやすくする核

として研究企画統括というポジションを設けました。この

ポジションを核として、世の中のニーズに応えた研究成果

を発信していくよう努めて行きたいと考えております。 

　航空交通管理（Air Traffic Management: ATM）は空域内の航空機の安全で効率的、かつ迅

速な運航を目指すものです。その処理過程は主に二つあります。一つは局所的な管理で航空交通

管制（Air Traffic Control: ATC）と呼ばれます。この目的は航空機相互間または航空機と地上

の物標の間に安全な間隔を設定し、衝突を防止することです。二つめは、空域内の航空交通の流

れ全体を迅速かつ効率的にするような大局的な管理です。これを航空交通流管理（Air Traffic 

Flow Management）と称しています。この他にも、軍民で共用している空域などの有効利用を

はかる空域管理（Airspace Management）もATMの一部です。 

　ATM研究領域では、いかにしてこの目標を実現するかを念頭においた技術的研究を行っていま

す。ATMをシステムとして考えると、非常に複雑で大規模な構成要素（サブシステム）からなっ

ています。ここには、航空機、管制官、パイロット、管制方式、航空路、飛行場、管制支援シス

テム、航法援助システム、通信システム、機上の航法システム、レーダーなどの監視システムな

どがあります。 

　研究課題としては、こうしたサブシステムの性能･機能の向上を図り、ATMの性能をアップし

ようとするものが中心です。これまでは、サブシステムの物を中心としたハード面の研究に重点

が置かれてきました。しかし、新研究領域では実態として捉えにくいソフト面、すなわちATMの

性能向上を意識した研究に力を入れる予定です。ATMの性能としては、安全性、空域容量、作業

負荷、費用対便益効果、定時性などが考えられるでしょう。ATMの目的は安全を保ちつつ、これ

らの性能指標を最適にすることと捉えることもできます。この問題に科学的に対処するにはこう

した性能を表す指標をどのように定量化するかが古くて新しい研究課題です。 

　18年度は、主として、新しい管制運用方式の下での航空交通管理における容量値、航空機の動

態情報を利用したコンフリクト検出方法、RNAV経路導入のための空域の安全性評価、今後の管

制支援機能、航空路の安全性の定量的評価方法などに関する研究を行う予定です。 

　機上等技術領域では、機上を中心とした研究並びに他の領域に属さない研究を進めていき

ます。機上のシステムは、地上のCNS（通信、航法、監視）システムと共に、ATM（航空

交通管理）システムを支えるための必須のシステムであり、ICAO（国際民間航空機関）が

提唱しているCNS／ATM構想の進展に合わせて研究を進めていくことが重要になっていま

す。一方、最近の航空機の事故のうち小型機によるものが3／4を占めており、小型機の運

航の安全性の向上が期待されています。また、旅客が客室に持ち込む各種携帯電子機器から

発っせられる微弱電波が、機上の航法装置に電磁障害を与える可能性があると指摘されてお

り、このような観点からの研究も重要になってきております。このような状況の下で、機上

等技術領域では幅広い研究課題に取り組んでいきます。研究を進めるに当たっては、航空交通管理領域、通信・航法・監視領域の研究と連携を図

りながら研究を進めていきます。研究を通じて航空輸送の安全性かつ効率性の向上に貢献していきたいと考えております。 
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発行者  ※本紙に関するお問い合せは下記へご連絡下さい。 

独立行政法人 電子航法研究所 〒182-0012　東京都調布市深大寺東町7丁目42番地23 TEL：0422-41-3168　　FAX：0422-41-3169 
e-mail:kikaku@enri.go.jp　 URL:http://www.enri.go.jp/担当：総務課企画室 

古紙パルプ配合率100％再生紙を使用 
白色度70％再生紙を使用しています 

　電子航法研究所はこの4月から第二期中期計画を始動がスタートしました。このⅡ期中期計画では従来の通信（C）、

航法（N）、監視（S）及び航空交通管理（ATM）を個別にしたいわばハードの研究･開発からATMを中核とするソ

フトの研究･開発へのシフトを合言葉に、わが国の航空輸送を安全にかつ効率的に実現させるための空域の有効利用、

混雑空港の容量拡大を研究目標に掲げています。これに伴い組織の再編にも着手し、これまでの4部体制から、

ATM、CNS、機上等技術の三領域制へと改組しました。また研究企画業務を充実強化するため、研究企画統括を配

置し、航空輸送の発展に欠かせない空域の安全かつ効率的な利用に関する研究を戦略的･機動的に実施できる体制を

整えました。 

　羽田や成田等の空港整備計画の進展により、わが国の航空需要は今後も堅調な伸びが期待されていますが、欧米

に見られるような夏期繁忙期における遅延の常態化を未然に回避し、安全で安心して利用できる便利な航空輸送機

関の実現が私たちの願いです。 

　電子航法研究所が独立行政法人となって満5年が経過しました。この間制度の見直しも行われ、今般は職員が非公

務員化されることになりました。これによるメリットには知財を活用するベンチャーの起業があります。当研究所

にはこれまでの研究の成果としてたくさんの特許を所有していますが、国の空港整備事業に活用される以外埋もれ

ているものがあります。こうした知財に再度光を当て民生用への利用を図ることが可能です。 

　このように研究機関としての活動の幅は広がっていきますが、確実に実現に向けていくには皆様との協力が不可

欠です。産学官との連携により人的資源の有効活用を図り、最大限の成果を得るよう努めて行きたいと考えます。

今後とも皆様のご指導･ご支援をよろしくお願いいたします。 

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 

Impressions during the stay at ENRI from Jan.4 to Feb.3 of 2006

スペイン国マドリード・ヨーロッパ大学のBeatriz Amante Garcia 助教授を１ヶ月間招待しました。
当研究所の印象を語ってくれましたので紹介します。

研究施設の一般公開について 

当研究所では日頃の研究活動の一部や今後の取り組みなどをご覧いただきたく、研究施設の公開をいたし
ます。皆様お誘い合わせのうえ、お気軽に御来所下さいますようご案内申し上げます。
●日時 平成18年4月23日（日） 10：00～16：00
●交通 １．JR吉祥寺駅公園口より

小田急バス③武蔵境駅南口行、④⑧調布駅北口行、京王バス⑧調布駅北口行で三鷹農協前又は
三鷹市役所前下車。（吉祥寺駅から4km）

２．JR三鷹駅南口より
小田急バス②野ヶ谷行で三鷹農協前下車、⑦仙川行または杏林大学病院・晃華学園東行で三鷹
農協前又は三鷹市役所前下車。（三鷹駅から3km）

●お問い合わせ
TEL：0422-41-3168 総務課企画第1係 e-mail：kikaku@enri.go.jp 

※なお、駐車スペースに限りがありますのでなるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。 

「出前講座」は研究所スタッフが直接皆様の下へ赴き、研究成果をより正確にお伝えしようとするものです。
今回は「航空交通管理とヒューマンファクタ」をテーマとして、講演及びデモンストレーションを行います。
是非とも、ご来聴賜りますようよろしくお願いいたします。
●日時 平成18年5月19日（金）13：30～
●場所 東京国際空港第1庁舎2階A会議室

第6回電子航法研究所研究発表会を下記の日程で開催いたしますのでご来聴賜りますようご案内申し上げます。
●日時 平成18年6月1日（木）・2日（金）
●場所 海上技術安全研究所 講堂

The JSPS program gave me an excellent opportunity to work with host scientist Dr. Kazuo Yamamoto
in ENRI. My major objective of this stay is to exchange ideas about the performance improvement of
obstacle detection radar. And now I believe that we have found a way for working together in
incorporating our SPR （Six-Port Reflectometer） technique into ENRI’s radar system.
Dr Yamamoto is a very good person and researcher. He took care of me all the time. For a good

integration in this institute, he introduced me to all the people. And they did a welcome party for my
husband and me. In ENRI, I felt welcome all the time.

Many people explained me their researches such as ATC, VDL Mode 3 and laser radar for oil
contamination problem on the sea. All the presentations were very interesting and now I understood
how important these researches are, and how hard we have to work. We want to extend our thanks to
all the people we met during our stay and a special thanks to Dr. Kazuo Yamamoto for his effort in
organizing our social life.

電気通信大学荒井教授 
グループと 

ENRI滞在（2006年1月4日～2月3日）の印象

研究交流会 

JSPS（日本学術振興会）プログラムの支援のおかげで受け入れ先のENRIの科学者である山本憲夫博士と働くというすば
らしい機会を得ることが出来ました。今回の訪問の目的は障害物探知レーダの性能向上についてアイディアを交換するこ
とでした。そして、私はENRIのレーダシステムと我々のSPR（6ポート反射干渉器）テクニックを協調して稼動させ
る方法を見つけ出せたと思っています。
山本博士は人間としても研究者としてもとてもすばらしい人です。彼は常に私の面倒を見てくださいました。研究

所の皆様との交流を深めるために、山本博士は研究所の方々を全て紹介してくださいました。そして、研究所の皆様
は私と夫のために歓迎パーティーを開催してくださいました。ENRI滞在中ずっと、私は歓迎されていることが感じら
れました。
多くの研究者の方々がATCやVDL Mode3、海洋油濁へのレーザレーダの応用などの彼らが取り組んでいる研究につ

いて説明してくださいました。全てのプレゼンテーションがとても興味深く、私はこれらの研究がいかに重要で、いかに
真剣に取り組まねばならないかが理解できました。わたしどもは滞在中にお会いしました全ての方々に感謝を述べたいと思い
ます。滞在中の私の生活のために奔走していただいた山本憲夫博士には特に感謝しております。

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 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 電子航法研究所研究発表会について 
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