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はじめに
Introduction
電子航法研究所は昭和４２年に設立し、平成１３年に独立行政法人電子航法研究所となり、平成 28 年 4 月より海上技術安
全研究所及び港湾空港技術研究所と統合しました。
電子航法研究所は航空交通管理（ATM）とそれを支える通信、航法、監視（CNS）技術などからなる航空交通システムに
関するわが国唯一の研究機関として航空の安全性、効率性の向上、地球環境保全などを目指して研究開発を行っています。
The Electronic Navigation Research Institute (ENRI) was established in 1967, became an independent administrative institution in
2001, and was integrated with the National Maritime Research Institute (NMRI) and the Port and Airport Research Institute (PARI)
in April 2016.
ENRI is the only institute in Japan specializing in air traffic systems (comprising Air Traffic Management (ATM) and Communication,
Navigation and Surveillance (CNS) systems) and is now conducting research and development to improve air traffic safety, efficiency
and environmental preservation.
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航空交通管理領域

Air Traffic Management Department

航空交通管理領域では、
軌道ベース運用、
管制支援システム及び空域の安全性評価等に関する研究等を行っています。
The Air Traffic Management Department researches trajectory based operations, development of ATC supporting system
and safety assessment of airspace.

航法システム領域

Navigation Systems Department

航法システム領域では、衛星航法システムを用いた航空管制や航行援助に関する研究等を行っています。
The Navigation Systems Department researches air traffic control and navigation support using satellite navigation
systems.

監 視 通 信 領 域

Surveillance and Communications Department

監視通信領域では、航空機の監視、通信技術等の研究及び他の領域の所掌に属さない研究等を行っています。
The Surveillance and Communications Department researches aircraft surveillance, communication technologies and
the issues outside the jurisdiction of other departments.

国際標準化センター

International Standardization Center

国際標準化センターでは、研究成果を活用し産業の発展や社会のニーズに応えるため、国際標準化情報の収集、蓄
積、提供を行っています。
The International Standardization Center collects, accumulates, and provides international standardization information
to promote industrial development and meet social needs by utilizing its research results.

岩沼分室

Iwanuma Branch

岩沼分室では、
当研究所の実験拠点である仙台空港において、実験用航空機の管理、実験設備の管理等を行っています。
The Iwanuma Branch is responsible for our experimental aircraft, facilities and equipment at Sendai Airport, which is the
base for our experiments.
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沿 革  
History
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昭和36年４月

運輸技術研究所航空部に電子航法研究室設
置。

April 1961

The Electronic Navigation Section was organized
in the Transport Technology Research Institute.

昭和38年４月

運輸技術研究所に改組、船舶技術研究所電
子航法部設置。

April 1963

The Transport Technology Research Institute
was reorganized and the Electronic Navigation
Division of the Ship Research Institute was
organized.

昭和42年７月10日 電子航法研究所設立。総務課、企画調査
室、電子航法部、衛星航法部を設置。

10 July 1967

The Electronic Navigation Research Institute
(ENRI) was established, consisting of the General
Affairs Division, the Planning and Program Office,
the Electronic Navigation Division, and the
Satellite Navigation Division.

昭和45年４月

電子航法部を廃止、電子航法開発部と電子
航法評価部を設置。

April 1970

The Electronic Navigation Division was divided
into the Development Division and the Evaluation
Division.

昭和47年５月

企画調査室を廃止、研究企画官を設置。

May 1972

The Planning and Program Office was abolished
and Deputy Director-General was established.

昭和51年10月

岩沼市に岩沼分室を設置。

October 1976

The Iwanuma Branch was organized in Iwanuma
City.

昭和53年10月

航空施設部を設置。

October 1978

The Aeronautical Facilities Division was organized.

平成13年１月

中央省庁等改革により、国土交通省電子航
法研究所設置。

January 2001

ENRI, Ministry of Transport was renamed ENRI,
Ministry of Land, Infrastructure and Transport as
central government ministries were reorganized.

平成13年４月

独立行政法人電子航法研究所設立。総務課
に企画室を設置。

April 2001

The Electronic Navigation Research Institute,
Independent Administrative Institution was
established. The Planning Office was established in
the General Affairs Division.

平成14年４月

航空施設部、電子航法評価部、衛星航法部
を航空システム部、管制システム部、衛星
技術部に名称変更。研究室を廃止し、研究
グループを編成。

April 2002

The Aeronautical Facilities Division, the Evaluation
Division, and the Satellite Navigation Division
were renamed as the Aeronautical Systems
Division, the Traffic Management Systems Division,
and the Satellite Technology Division, respectively.
Research groups were reorganized from research
sections (laboratories).

平成16年３月

高精度測位補正技術開発研究プロジェクト
チーム及び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を設置。

March 2004

Project Teams for the High-Accuracy Satellite
positioning System and Advanced-Surface
Movement Guidance and Control System were
organized.

平成17年３月

関東空域再編関連研究プロジェクトチーム
を設置。

March 2005

Project Team for Kanto Airspace Redesign was
organized.

平成18年４月

研究企画統括を設置。企画室を廃止し、企
画課を設置。４研究部制を廃止し、３領域
制（航空交通管理領域、通信・航法・監視領
域、機上等技術領域）を導入。

April 2006

Director of Research Planning and Management
was established. The Planning Office was abolished
and the Planning Division was established. Four
Research Divisions were reorganized to three
Research Departments: ATM, CNS and Airborne
Systems.

平成19年１月

関東空域再編関連研究プロジェクトチーム
を廃止。

January 2007

Project Team for Kanto Airspace Redesign was
abolished.

平成19年４月

航空機安全運航支援技術研究プロジェクト
チームを設置。

April 2007

Project Team for Research on Flight Safety
Assistance Technology was organized.

平成21年６月

先進型地上走行誘導管制システム開発プロ
ジェクトチームを廃止。

June 2009

Project Team for Advanced-Surface Movement
Guidance and Control System was abolished.

平成23年３月

高精度測位補正技術開発研究プロジェクト
チーム及び航空機安全運航支援技術研究プ
ロジェクトチームを廃止。

March 2011

Project Team for the High-Accuracy Satellite
Positioning System and Project Team for Research
on Flight Safety Assistance Technology were
abolished.

平成24年４月

通信・航法・監視領域、機上等技術領域を
廃止し、航法システム領域、監視通信領域
を設置。

April 2012

The Communication, Navigation and Surveillance
Department and the Airborne System
Technology Department were reorganized into
the Navigation Systems Department and the
Surveillance and Communications Department.

平成27年４月

国立研究開発法人へ移行。

April 2015

National Research and Development Agency was
organized.

平成28年４月

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研
究所電子航法研究所として発足。

April 2016

The National Institute of Maritime, Port and
Aviation Technolog y Electronic Navigation
Research Institute was organized.

平成29年７月

電子航法研究所 設立50周年をむかえる。

July 2017

The Electronic Navigation Research Institute
celebrated its 50th anniversary.

令和元年12月

国際標準化センター 設立。

December 2019

The International Standardization Center was
established.

電子航法研究所の研究長期ビジョン
ENRI's R&D Long-term Vision
航空交通の安全と地球環境の保全を行いつつ今後の交通量増大に応えるために、国際民間航空機関は世界的 ATM
（航空交通管理）運用概念を策定しました。電子航法研究所ではこの運用概念の実現に向けて平成 20 年に研究長期
ビジョンを作成し、それに基づいた新規研究の立案、必要な研究・開発の実施、成果の世界への発信を進めています。
この研究長期ビジョンは社会状況の変化や新たに開発・導入された技術等に対応して見直す必要があります。そこ
で、電子航法研究所は CARATS* や GANP** など他の航空関係の長期ビジョンとの調和も考慮しつつ定期的に見直
しを進めており、その最新版を令和元年に公表しました。
将来においては、航空機の飛行軌道を予め調整、決定した上で、当該軌道上を定められた時間どおりに飛行する軌
道ベース運用 (TBO: Trajectory Based Operations) が実現し、また、従前の航空機に加えて、今後増加が予想される
性能や目的の異なる様々な機体の多様性に対応できる柔軟な航空交通管理が必要となります。
今回の改訂版では、
「空域の有効利用（運航の安全性・信頼性向上）」、「空域の有効利用（空域運用の効率化）」、「空
港運用の効率化」
、「航空交通システムの高度化に資する基盤技術」と大きく 4 つのカテゴリーに分類し、研究開発
を推し進めるべきであると思慮される技術を軸にロードマップをまとめました。電子航法研究所は、このビジョンに
基づき長期的な視点に立って、研究・開発に取り組んで参ります。
The global ATM operational concept was established by ICAO to realize safe, sustainable and environmental friendly air
traffic operations while accommodate the increased traffic volume. ENRI announced a long-term research vision and have been
conducting research, development and dissemination of the achievements worldwide to realize the Global ATM Operational
Concept(GATMOC).
The long-term research vision needs to be reviewed in response to changes in social environment and the introduction
of newly developed technologies. Therefore, ENRI implements a regular review on its long-term research vision, considering
harmony with other long-term visions for air traffic systems such as CARATS * and GANP **, and published the latest version
in 2019.
In the future, Trajectory Based Operations (TBO) will be realized in which the trajectory of the aircraft is adjusted and
determined in advance, and the aircraft will fly along the trajectory at a specified time. Flexible air traffic management is essential
to cope with the expected increase of various types of aircraft with different performances and purposes.
The new research vision explains our research topics for coming decades as a roadmap in which the topics are broadly
categorized into four research areas: “Effective use of airspace by improvement of operational safety and reliability”, “Effective
use of airspace by airspace operational efficiency”, “Optimization of airport operations”, and “Fundamental technologies for
the improvement of air traffic systems”, which focuses the enhancement of research potential and the long and continuous
contribution to our society. ENRI will conduct its research and development activities based on this long-term vision.
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空域の有効利用
に資する研究開発
Research &
Development
for Effective
Utilization of
Airspace

運航の安全性・
信頼性向上に係る
研究開発
Research &
Development for
the Improvement of
Operational Safety and
Reliability

MCMF GNSS 利用技術 MCMF GNSS Applications
衝突回避技術の高度化 Enhancement of Collision Avoidance
高高度監視能力の確保 Availability of High Altitude Surveillance
画像認識による航法システム
Navigation Systems based on Image Recognition
ロバスト性確保のための代替航法システム Alternative Navigation Systems for Ensuring Robustness
小型飛行物体に対する監視性能向上
Improvement of Surveillance for Unmanned Aerial Vehicles

監視能力の多様化に係る技術開発
Technology Development for Diverse Surveillance
新たな航空モードに対応する空域利用
Airspace Usage for New Flight Modes

空域運用の効率化
に係る研究開発
Research &
Development for
Airspace Operational
Efficiency

フローコリドー導入に係る自立間隔確保
Self Separation with Flow Corridor

UTM空域における運航概念及び安全評価手法の開発
Development of the Operational Concept and Safety Evaluation for UTM Airspace

TBOに対応した管制空域の最適化 Optimization of Controlled Airspace for TBO

ポイント通過時刻予測精度向上
Improvement of Prediction Accuracy of Fix Departure Time

軌道ベース運用に係る軌道の最適化 Trajectory Optimization for TBO

空対空監視能力の向上
Improvement of Air-to-Air Surveillance

気象情報活用の高度化
Enhanced Utilization of Weather Information
地対空通信システム
Advanced Air-to-Ground Communication Systems

空港面の異物監視技術の高度化
Improvement of Foreign Objects and Debris Detection for
Airport Surface
空港面の監視技術の高度化
Improvement of Airport Surface Surveillance
AMAN/SMAN/DMAN

空港運用の効率化
Optimization of Airport
Operations

リモートタワー高度化
Improvement of Remote Airport Tower
柔軟な進入経路を構築するための技術開発 Technology Development for Flexible Landing Routes
空港面通信システム Airport Surface Communication Systems
先進型地上航法システム Advanced Ground-Based Navigation Systems
D-TAXI, DCL 高度化 Improvement of D-TAXI / DCL
有人・無人機の混在環境離着陸
Departure/Arrival in Mixed Manned/ Unmanned Operational Environment
RECAT高度化 Improvement of RECAT
情報共有システムに係る技術 Technologies for Information Sharing Systems

航空交通システムの
高度化に資する
基盤技術
Fundamental Technologies
for the Improvement of Air
Traffic Systems

シームレスな航空通信 Seamless Aircraft Communications
空地高速データリンク High-Speed Air-to-Ground Datalink
航法システム基盤の高度化
Improvement of Navigation System Infrastructure
航空機の安全性確保に係る技術 Technologies for Aircraft Safety Assessment
ATM パフォーマンス評価 ATM Performance Evaluation
無線関連基礎および応用技術 Theory and Applications related to Wireless Technologies

電子航法研究所研究長期ビジョンのロードマップ Research and Development Roadmap of ENRI R&D Long-term Vision
CARATS* : Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems : 国土交通省航空局で進めている将来の航空交通システムのあり方に関する検討会でまとめられた長期ビジョン
GANP** : Global Air Navigation Plan : 国際民間航空機関（ICAO: International Civil Aviation Organization）が中心になってまとめた長期的な世界航空航法計画
最新の研究長期ビジョンは、改訂版ロードマップとともにホームページに掲載されています。
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電子航法研究所における重点研究開発分野について
Major Research Areas of ENRI

1

軌道ベース運用による
航空交通管理の高度化
Enhancement of air traffic
management by trajectory
based operations

3

2

機上情報の活用による
航空交通の最適化
Optimization of air traffic using
on-board information

空港運用の高度化
Enhancement of airport
operation

4

関係者間の情報共有および
通信の高度化
Enhancement of information
sharing and communication
systems

平成 28 年度より開始されている国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所第１期中長期目標期間（７年計画）
においては、航空交通の安全性向上を図りつつ、航空交通容量の拡大、航空交通の利便性向上、航空機運航の効率性
向上および航空機による環境影響の軽減に寄与する研究を重点的に実施すると共に、これらの研究成果が航空行政で
も有益に活用されるよう取り組むこととしています。
これらの目標より、電子航法研究所では、
「①軌道ベース運用による航空交通管理の高度化」「②空港運用の高度化」
「③機上情報の活用による航空交通の最適化」
「④関係者間の情報共有及び通信の高度化」の４つを重点研究開発分野
として設定しました。
During the period covered by the first medium- and long-term plan (FY2016-FY2022) of the National Institute of Maritime,
Port and Aviation Technology, the National Research and Development Agency, ENRI is focusing on research related to air traffic
expansion, improving the convenience and efficiency of air traffic, and reducing aircraft environmental effects while maintaining
the safety of air traffic and encouraging the aviation administration to utilize the results of this research.
Accordingly, ENRI has established the following intensive R&D themes: (1) Enhancement of air traffic management by
trajectory based operations; (2) Enhancement of airport operation; (3) Optimization of air traffic using on-board information; (4)
Enhancement of information sharing and communication systems.
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軌道ベース運用による航空交通管理の高度化
Enhancement of Air Traffic Management by Trajectory Based Operations
全航空機の飛行経路と通過時刻によって航空交通を管理する軌道ベース運用について、混雑空域において実施可
能とする技術、当該運用を支える航空交通システムの堅牢性向上、管制空域及び飛行経路の管理技術に関する研究
等を進めています。
Trajectory based operations (TBO) is an air traffic management operations for controlling the flight paths and transit times of
all aircraft. ENRI is researching technologies that enable TBO to be conducted in congested airspace, improve the robustness of air
traffic systems that support the TBO, and allow management of controlled airspace and flight paths.

軌道ベース運用による航空交通管理の高度化 ／ Enhancement of Air Traffic Management by Trajectory Based Operations

気象要因による運航制約条件を考慮した軌道調整に関する研究
Trajectory Management Under Operational Constraints Caused by Significant Weather Conditions
協調的な運航前の軌道調整を実現するにあたっては、全
ての関係者による航空気象、航空機運航、航空交通管理等
に関する高度な共通認識の下での意思決定が求められま
す。これを促進するために、高度な気象予報に基づく飛行
経路の選択および交通流制御や容量設定の実施判断に資す
る研究開発が必要とされています。
本研究は、悪天による影響を可視化・定量化することで、
航空機運航や航空交通流管理および空域容量管理の高度化
を図り、よりよい運航前の協調的意思決定に資することを
目指しています。具体的には、悪天回避のモデル化や悪天
による空域容量の低下程度を導出します。また、悪天と航
空機軌道、空域容量を可視化して表示するシステムを開発
します。

To ensure cooperative trajectory management prior to the
departure of aircraft, all stakeholders must make decisions
under high-level common understandings of the aviation
weather, aircraft operation, and air traffic management.
Therefore, research and development on the selection of a
preferred flight route is expected and suitable flow control
and capacity settings must be conducted with knowledge of an
advanced weather forecast.
This study aims to enhance flight operations, air traffic flow
management, and airspace capacity management by visualizing
and quantifying the effects of significant weather conditions
on these operations, ultimately enhancing the cooperative
decision-making prior to the departure of aircraft. In particular,
significant weather avoidance is modeled and airspace capacity
reduction is derived under significant weather conditions.
Furthermore, a system for visualizing and displaying significant
weather conditions, aircraft trajectories, and airspace capacity is
developed.

調整軌道
Coordinated Trajectory
標準経路
Standard Route

空域 Airspace

悪天
Significant Weather
空域容量の低下
Reduction of
Airspace Capacity
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軌道ベース運用による航空交通管理の高度化 ／ Enhancement of Air Traffic Management by Trajectory Based Operations

国際交通流の円滑化
International Air Traffic Flow Harmonization
経済発展とともに、アジア地域内の航空交通量及びアジ
ア〜北米間の航空交通量の長期にわたる増加傾向が予測さ
れています。この交通量の増加に対応するため、航空交通
管理（Air Traffic Management：ATM) システムの効率化
が必要とされています。アジア〜北米間の大半の交通量は
福岡飛行情報区（Flight Information Region:FIR) とその隣
接の FIR を通過し、各 FIR は運航効率向上に努めていま
すが、FIR 毎に単独で行うと得られる便益には限界があり
ます。
航 空 交 通 流 の 効 率 化 の た め， 国 際 民 間 航 空 機 関
(International Civil Aviation Organization:ICAO) のアジア
太平洋地域支部ではシームレスな運航環境の構築を計画
し、円滑化された航空機の運航を目指しています。このビ
ジョンの実現を推進するため、本研究では、福岡 FIR と
その隣接している FIR 間の航空交通流円滑化を可能とす
る、航空機が自由に巡航可能なフリールート空域 (Free
Route Airspace:FRA) と国際航空交通流管理 (Air Traffic
Flow Management:ATFM) の概念を調査及び検討してい
ます。
本研究の目的は国際交通流管理に適し、国の施策に組み
込むことが可能な、空域構成及び FIR 間軌道管理の包括
的な手法を提案するものです。

現在の交通流
Current Traffic Flow

シームレスな将来の交通流
Future Seamless Traffic Flow

航空機は固定航空路を飛行し、FIR 境界線を固定点で通過するので、交通が集
中し、混雑が発生する。
Aircraft fly on fixed airways and must cross FIR boundaries at fixed points, which
concentrates traffic and causes congestion.

FRA において、航空機は固定航空路によらず自由に飛行する。国と国の間の
シームレス運用により、FIR 境界線を跨ぐ場合、固定点を通過する必要がなく
なる。
In Free Route Airspace, aircraft no longer have to fly on fixed airways.
With a seamless airspace environment between countries, there is no longer a need
to cross FIR boundaries at fixed points.

FIR 境界線
FIR boundary
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Air traffic within Asia and between Asia and North America
is forecast to increase in the long term along with economic
growth, which will require improving air traffic management
(ATM) system efficiency. Much of the traffic between Asia and
North America passes through the Fukuoka Flight Information
Region (FIRs) and its adjacent FIRs, although ATM improvements
are being made by each country, there is a limit to the gains that
can be achieved by improving each FIR alone.
The International Civil Aviation Organization’s (ICAO) Asia/
Pacific Region has therefore published a Seamless ANS Plan
aiming at the harmonisation of air transport operations in
the region. To help to achieve this goal, we are investigating a
concept of a Free Route Airspace (FRA) and Air Traffic Flow
Management (ATFM) implementation that aims to streamline
as much as possible air traffic flows between Fukuoka FIR and
its neighbours. We are creating a model of FRA operations
and will evaluate its benefits to aircraft operators and as
well as its potential impact on air traffic control operations.
We are also investigating the information exchanges and
mechanisms necessary for cross-boundary management
of flights and traffic flows between Fukuoka FIR and its
neighbours.

FIR 境界線
FIR boundary

軌道ベース運用による航空交通管理の高度化 ／ Enhancement of Air Traffic Management by Trajectory Based Operations

次世代 GNSS に対応した航法システムの性能向上に関する研究
Navigation Systems that Take Advantage of a Next-Generation GNSS Environment
航空機の航法には従来より地上に設置された無線施設が
使用されてきていますが、近年は全地球航法衛星システ
ム（Global Navigation Satellite System：GNSS）の利用
が進められています。現在のところ航空機に搭載できる
GNSS 受信機は米国の GPS しか対応していませんが、ロ
シアの GLONASS や欧州の Galileo など複数の GNSS を
利用できる次世代 GNSS 環境が構築されてきており、こ
れらにより航法の性能を向上することが期待されていま
す。航空機が GNSS を航法に使用するためには SBAS あ
るいは GBAS といった補強システムを併用する必要があ
り、複数の GNSS を利用するには、補強システムもまた
複数の GNSS に対応しなければなりません。
一方、GNSS に対しては 300 ～ 400km 上空にある電
離圏による影響が大きいことが知られています。すなわち
電離圏の活動が活発になると GNSS の性能が低下するこ
とが課題となっています。この対策として、宇宙天気情報
の活用を考えることができます。宇宙天気情報により電離
圏の活動に関する予報を得ることで、性能の低下を抑える
わけです。また、複数 GNSS への対応と同時に複数の周
波数の航法信号を使用することでも、電離圏の影響を大き
く低減できます。
GNSS は無線信号を使用することから、妨害波や偽信
号による攻撃の可能性が指摘されています。こうした問
題に対応するためには GNSS にセキュリティ対策を施し、
航法システムの安全性を確保する必要があります。
本研究では、次世代 GNSS 環境に対応した二周波数・
複数システム（DFMC）対応航法システムの開発を行うと
ともに、電離圏の特性の把握やセキュリティ対策により航
法システムの性能及び安全性を改善し、いつでもどこでも
利用できるようにするための技術開発を行っています。

The Global Navigation Satellite System (GNSS) has recently
been replacing existing ground-based radio facilities used for
air navigation. The performance of onboard GNSS receivers
will be improved by taking advantage of a next-generation
GNSS environment in which other GNSSs, such as the Russian
GLONASS or the European Galileo systems, will be available.
This will differ from the present case, where processing is done
based on the American GPS only. In order to utilize GNSS, it
is necessary to apply an augmentation system, either SBAS or
GBAS; these augmentation systems must be upgraded for the
multiple GNSS environment.
GNSSs are known to be affected significantly by the
ionosphere, which is a plasma layer 300 to 400 km above the
ground. To mitigate its impact and maximize GNSS performance,
we are examining utilization of space weather information as a
countermeasure against the active ionosphere. The ionospheric
activity forecast derived from space weather information may
contribute to preventing degradation of GNSS performance.
Additionally, ionospheric effects can be further reduced by using
dual-frequency transmission and multiple GNSSs.
It has been pointed out that GNSS has some vulnerability to
jamming and spoofing attacks because it uses radio signals. For
safe navigation, security measures that can be applied to GNSS
must be developed.
In this research, we will develop dual-frequency multiconstellation (DFMC) navigation systems to take advantage of
the next-generation GNSS environment, and seek performance
improvements by investigating local ionosphere conditions over
Japan and GNSS security measures.

SBAS
Satellite-Based
Augmentation System

GPS
Global Positioning
System

Galileo など
GPS 以外の GNSS
GNSS other than GPS,
such as European Galileo

相互運用性の検証
Verification of
interoperability

他プロバイダによる
SBAS 及び GBAS
SBAS and GBAS operated
by other service providers
妨害波対策
Countermeasures for
interference signals

GBAS
Ground-Based
Augmentation System

GNSS 精密進入
GNSS precision approaches
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空港運用の高度化
Enhancement of Airport Operation
到着機が燃料消費を抑えて進入する継続降下運航の混雑空港における運用の拡大を可能とする経路設定技術、衛
星航法を利用した進入着陸方式等高度な運航方式、空港面における出発機と到着機の交通管理手法、光ファイバー
技術等を応用した航空機監視技術、滑走路上の異物監視システムに関する研究等を進めています。
ENRI is conducting research and development on technologies for continuous descent operations to reduce fuel
consumption at congested airports. ENRI is also studying advanced operations such as landing systems based on satellite
navigation, airport surface-management technologies for departing and landing aircraft, aeronautical-surveillance
technologies applying optical fibers, and monitoring systems for foreign objects on airport runway.

空港運用の高度化 ／ Enhancement of Airport Operation

航空機の降下方式における機上・地上の機能向上に関する研究
Research on Enhancing Air/Ground Functionalities of Descent Operations
近年の航空交通量の増大に伴い、主要な空港の容量拡大
が強く望まれており、軌道予測の機能向上が潜在的な対策
の一つであるとされています。当研究所では、燃料消費量
の削減および騒音の低減による航空機の運航性能向上と、
円滑な交通整理につながる地上における軌道予測精度向上
を両立させる降下方式の確立を目指します。
本研究では、効率的な降下方式である継続降下運航
（Continuous Descent Operations : CDO）の一環とし
て降下時の飛行経路角を指定する固定飛行経路角（fixed
flight-path angle : Fixed-FPA）降下方式を提案していま
す。その第一段として、降下方式の設計方法を確立し、空
地連携を達成するために必要とされる機能の要件を定義
します。応用段階では、電子フライトバッグ（Electronic
Flight Bag : EFB）として実装可能なパイロット支援アプ
リの開発に加え、実証実験により Fixed-FPA 降下方式の
妥当性を評価します。Fixed-FPA 降下方式を導入するこ
とで、地上における軌道予測精度が向上し、環境負荷軽減
が期待されます。

The ever-growing demand for air transportation urges
the increase of throughput at major airports. One potential
solution is to increase the accuracy of ground-based trajectory
prediction in conventional ATC (Air Traffic Control) procedures.
ENRI focuses on a descent procedure that could contribute not
only to improve aircraft performance through increased fuel
efficiency and reduction of environmental impact, but also to
streamlined traffic flow through enhanced accuracy of groundbased trajectory prediction.
This research project proposes the Fixed-FPA (Fixed FlightPath Angle) descent procedure as an augmentation to current
CDO (Continuous Descent Operations). The initial stage is
dedicated for procedure design and identification of the core
elements essential to establish air-to-ground connectivity for
supporting such a procedure. Algorithms designed for Fixed-FPA
descent route calculations will be applied in a EFB (Electronic
Flight Bag) platform as a pliot support application. Furthermore,
these applications will be tested and evaluated in real-time
flight experiments to corroborate the validity of the proposed
procedure.

地上との調整
Coordination with Ground Control
空地連携支援ツール
Support tools for air-toground coordination

地上におけるモニタリング
Ground-Based Monitoring
管制官支援ツール
Support tools for ATC
初期進入フィックス
Initial Approach Fix
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Fixed-FPA 降下方式支援EFB アプリ
EFB Support App for Fixed-FPA Descent Procedures

運航方式の統合
Integration of Descent and Approach Procedures

最適な降下角の選定用アルゴリズム
Algorithms for flight-path angle optimization
Fixed-FPA 降下経路の計算アルゴリズム
Algorithms for fixed-FPA route calculations

降下とアプローチを統合した方式設計
Procedure design for descent / approach integration

空港運用の高度化 ／ Enhancement of Airport Operation

GBAS を活用した着陸運用の高度化に関する研究
Research and Development into Advanced Approach and Landing Operations Utilizing GBAS
GPS をはじめとした全地球航法衛星システム（GNSS）に
よる衛星航法の航空分野での利用が進んでいます。空港近
辺での進入着陸フェーズでは、航空機の位置決定（測位）
精度とともに高い安全性が要求されています。地上型補強シ
ステム（GBAS）は視程がよくない天候においても航空機が
安全に進入着陸できるように、GNSS 衛星からの測位信号
の信頼性を向上する補強情報や進入経路情報を地上から放
送して GNSS を用いた進入着陸を支援しています。GBAS
は複数の進入経路を同時に支援できるので、これらの利点
を活用すれば、より柔軟な進入経路による着陸運用が可能
であると考えられ、燃料消費や騒音等の環境負荷の低減、
混雑空港での滑走路運用の効率化による空港処理容量の
拡大が期待されています。また、GBAS では従来の計器着
陸システム（ILS）と比較して、この複数の進入経路を支援
できることの他に、滑走路の効率的な利用につながる ILS
電波の保護エリアを必要としないことなどの利点があります。
電子航法研究所ではこれらの利点を活かして、航空機がよ
り柔軟な進入経路の選択から滑走路離脱までを一連の進入
着陸として支援するための研究開発を行っています。具体的
には、図のように通常の進入着陸支援に加えて高角度進入
や同一滑走路に 2 つ目の着陸地点を設定した進入着陸を想
定した運用概念の構築や、それに伴う制約条件の明確化に
取り組んでいます。また、経路設計に必要となる衝突危険
度モデル（CRM）の改良など、安全性評価のための技術開
発を行うとともに、滑走路離脱を円滑にするためのパイロッ
ト支援ツールの具体化や各種シミュレーション実験をとおし
て、これら新しい着陸運用による効率化について評価を行っ
ています。

Satellite navigation based on Global Navigation Satellite
System (GNSS) is used to an ever-increasing extent in aircraft
operations. The Ground-Based Augmentation System (GBAS)
supports safe approach and landing, even under weather
conditions of low visibility. As well as additional information
to enhance the reliability of GNSS satellite signals, its ground
facility also broadcasts data blocks on approach paths. When
the GBAS is compared with a conventional instrument landing
system (ILS), the prominent advantages of GBAS include not
only scope to support precision approaches with multiple
approach paths but also eliminating the need for protection
areas of ILS radio waves on runways, which might improve
runway throughput. Leveraging these advantages could allow
more flexible approach and landing operations and reduce
environmental loads. For example, benefits such as reducing
fuel consumption and noise, and enhancing the capacity of
congested airports are expected.
ENRI is conducting a research and development program to
support the entire approach and landing phase, from selecting
the approach path in the initial precision approach phase to
the runway exit in the final landing phase. Our goals include
developing concept of operations (CONOPs), clarifying their
operational constraints for the advanced approach and landing
with increased glide path angles, the secondary touchdown
point on the same runway in addition to the ordinary approach
path. Key subjects of the program include improving the
collision risk model (CRM) required to design and evaluate the
advanced approach paths safely, conceptual development of
pilot support tools and various simulation-based experiments
to evaluate how runway throughput can be further streamlined
via advanced operations.

高角度進入
Precision Approach with an
Increased Glide Path Angle

GNSS衛星
GNSS Satellites
滑走路の
効率的使用
Improvement of Runway
Throughput

VDBアンテナ
VDB Antenna

第2エイミングポイント
Precision Approach With the
Secondary Aiming Point

GBAS地上装置
Ground-Based
Augmentation System

通常の精密進入
Ordinary Precision Approach

滑走路離脱支援
Support of runway exit
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AMAN/DMAN/SMAN 統合運用に関する研究
Studies on AMAN/DMAN/SMAN Integration
大規模空港の近傍では、航空交通流の輻湊の解消が大
きな課題になっています。特に、滑走路は航空交通の
ボトルネックであるため、到着交通の管理機能（Arrival
Manager：AMAN) は、出発交通の管理機能（Departure
Manager：DMAN) と統合して効率的に運用される必要が
あります。さらに、滑走路とスポット間では、航空機が
安全かつ円滑に走行できるよう、空港面での交通管理機
能（Surface Manager:SMAN) が求められます。これらの
航空交通管理システムは、定常時において空港を効率的
に運用できるよう、また、さまざまな要因で空港での処
理容量が低下する非定常時には、迅速に定常状態に回復
するよう、レジリエントに設計されなければなりません。
そこで本研究は、到着・出発・空港面の航空交通の管
理機能を統合する効率的な運用方法を研究開発し、我が
国における導入に必要な要件を明らかにします。さらに、
欧州および ASEAN 地域の研究機関や国内メーカーと連
携し、提案手法の実現性を評価するシミュレーション実
験を実施して、社会実装に向けた課題解決を目指します。

Integrating the arrival manager (AMAN), departure manager
(DMAN), and surface manager (SMAN) is expected to improve
the efficiency of aircraft traffic management at and around a
large airport. AMAN/DMAN/SMAN is an integrated sequencing
tool that optimizes the runway throughput while realizing
smooth aircraft traffic flows through the airport under nominal
conditions. The tool must also be resilient in non-nominal
events when the airport capacity is deteriorated due to various
situations during operation.
Against this background, this study aims to provide a basis
for designing AMAN/DMAN/SMAN integration. Furthermore,
it presents operational strategies that limit the delay time and
traffic congestion. The proposed operation will be evaluated
in a series of human-in-the-loop simulation experiments
targeted during future implementations. We will work with
research partners in the European Union and the Association of
Southeast Asian Nations and system developers in Japan.

出発・到着時刻予測
滑走路使用の効率化
● Departure and arrival time
estimation
● Efficient runway operation
●

●

出発管理
Departure
management
到着管理
Arrival management

到着便
Arrival
STOP

スポット出発時刻の管理
地上走行時刻の削減
● 混雑回避
● Managing spot assignment time
● Reducing taxing time
● Mitigating traffic congestion
●
●

駐機場
Apron
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滑走路
Runway

出発便
Departure

誘導路
Taxiway

空港面管理
Surface management

地上走行時間の削減
混雑回避
● Reducing taxing time
● Mitigating traffic congestion
●
●

空港運用の高度化 ／ Enhancement of Airport Operation

FOD 検知装置の導入および滑走路維持管理の効率化に関する研究
Research Into the Launch of an Airport Runway Foreign Object Bebris Detection System and Streamlining Runway Maintenance Methods
超広帯域ミリ波レーダシステムおよび様々なセンシング技術を
活用した滑走路小異物（FOD）監視システムは、空港運用に
係る安全性向上のために導入が進められています。 滑走路異
物監視システムは、空港滑走路上の FOD を自動的に検知し、
空港運用者に情報を提供するシステムであり、空港運用を支え
る新しい監視システムです。FOD 監視システムにより、FOD
に起因する事故を未然に防ぐだけではなく、空港滑走路を閉鎖
して実施する滑走路点検の時間短縮を図ることが可能となりま
す。これにより、空港滑走路利用効率の向上および空港滑走
路閉鎖に伴う航空機の上空待機時間の低減が図れ、CO2 排
出削減が期待できます。
これまで、実用化に向けた FOD 監視システムの開発を実施
し、国際基準を超える探知性能達成とレーダセンサ設置条件
明確化を行いました。今後、実運用のためには、さらなる空港
滑走路における監視環境変動評価・対策および信頼性評価・
低コスト化を行う必要があります。本研究開発では、実運用時
に課題となる、滑走路周辺環境に起因する誤検知率の低減、
FOD 監視システムの信頼性向上および低コスト化に向けた検
討を行っています。さらに、システム運用開始時を想定し、異
物回収端末等を活用した FOD 監視システムによる滑走路維持
管理方式の効率化提案を行うことを目指した研究開発を実施し
ています。

The Foreign Object Debris Detection System (FODDS) at
airports, which is based on ultra-wideband millimeter-wave
radar systems and various sensors, is a novel surveillance
system to support airport operations, which detects foreign
object debris (FOD) on runways automatically and informs
airport operators. As well as preventing accidents, FODDS can
also shorten the runway closure periods for safety inspection.
We expect CO2 emission reductions by preventing stagnation
of aircraft due to runway closures and to be able to maximize
the usage rate of airport runways.
Previous research confirmed that the detection performance
of the developed FODDS exceeds international standards and
also clarified the installation conditions of FODDS. Prior to the
actual operation, there is a need to evaluate and take measures
to address any fluctuation in the runway environment. Similarly,
reliability and scope to cut costs must also be investigated.
The main purposes of the research project include reducing
the false detection rate caused by the environment around the
runway, making FODDS more reliable and cutting costs. We
are also investigating the methodology to maintain and manage
runways efficiently using FODDS and an FOD recovery tool.

Aircraft parts

タイヤ片

金属片

ポリタンク
キャップ

Caps

FOD 監視システムの信頼性評価・
低コスト化
Improvement of the reliability of the
FODDS, and cost reduction.

FOD

空港滑走路における監視環境変動評価 / 対策
（天候・季節変動・FOD 以外の誤検知）
Evaluation and measure for the or the runway
environment(weather, season, false detection due
to another objects)
異物回収端末等を活用した FOD 監視システム
による滑走路維持方式の効率化
Efficient runway maintenance and management
method using an FODDS and an FOD recovery
tool.
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デジタル技術によるタワーシステム高度化に関する研究
A Study on Enhancing Airport Tower Operation Systems by Digitalisation
リモート・デジタルタワーのシステムでは、実際に飛行場（タ
ワー）にいる場合と同様に、オペレータは空港面の安全状
況の監視、確認を行うため通常のタワー管制業務と同様に
ネットワークを通じて提供される空港からの映像情報が重要
です。タワー環境は気象や時間帯で変化しますが、映像技
術や監視センサ技術を用いて、運用に最適なシステムを検討
する必要があります。また、拡張現実技術を用い、デジタル
処理した画像データに様々な支援情報やコンピュータ合成映
像等を必要に合わせて提供することができます。このような
映像やセンサ、ネットワーク等の IoT 技術を活用し、視覚的
な情報を補うことで、遠隔業務でも安全性や効率性を今まで
以上に高いレベルで実現することが期待されています。

PTZカメラ
（360°
望遠）
PTZ camera
(coverage:360°)

Remote Tower / Digital Tower (RT/DT) system required
the development of three main supporting systems: Panoramic
view & PTZ camera, Target tracking by both visual tracking
and surveillance sensor tracking, and Augmented Reality vision
& integrated HMI. We developed prototypes of our tracking
system, panoramic camera system, and the Augmented Reality
vision as an RT test system.
We have installed a preliminary testbed with a tracking
system, panoramic camera system, and Augmented Reality
vision at ENRI’s Sendai Airport branch.
ENRI has been assigned a research role to develop
future RT systems that provide the remote operator with a
panoramic view of the aerodrome similar to the view from an
actual control tower and that support operator work from
ネットワークカメラ
（12 台 360°
パノラマ） safety perspective.
Network fixed camera
ENRI is researching future Remote Tower technologies
for panorama
with a panoramic remote view, target tracking information
(x12, coverage:360°)
and more ergonomic and ef f icient inter faces based on
various state of the art technologies such as computer vision,
surveillance sensor, IoT, etc.

MLATセンサー
（ENRI OCTOPASS)
8チャンネル
Surveillance
sensor(MLAT)

・固定カメラ（光学、赤外線等）
・望遠可動カメラ（光学、赤外線等）
・監視センサー
・気象情報センサー
・無線通信
・Fixed camera (Optical, IR)
・PTZ camera (Optical, IR)
・Surveillance Sensor (MLAT)
・Weather Information(METAR, etc.)
・Radio Communication
各地のリモート・デジタルタワー空港
Local Remote Airports
通信ネットワーク
Optical Communication Network

運用センター
Remote Tower Operation Centre

・パノラマディスプレイ
（AR 合成）・Panorama display(including AR vision)
・運航スケジュール情報
（運航票）
・Flight information panel
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・監視センサー情報パネル

・Surveillance sensor(MLAT) information panel

・気象情報パネル

・Weather information panel

・通信端末

・Communication console

・PTZ カメラ制御

・PTZ camera control

機上情報の活用による航空交通の最適化
Optimization of Air Traffic Using On-Board Information
航空機が保持する運航や気象等に関する情報を地上へ伝送し活用する技術、航空機が地上と連携して周辺航空機の
状況を把握し最適な航空機間隔を維持するとともに最適な飛行経路を実現する技術に関する研究等を進めています。
ENRI is researching and developing technologies for transmitting information related to topics such as operations or the
weather, as obtained on the aircraft, to ground systems and using them effectively. ENRI is also researching and developing
technologies for maintaining optimal aircraft separations and realizing optimal flight paths by recognizing the surrounding
aircraft situation in cooperation with ground systems.

機上情報の活用による航空交通の最適化 ／ Optimization of Air Traffic Using On-Board Information

高機能空中線を活用した監視技術高度化の研究
Study on a Multi-Purpose Antenna for En-Route Surveillance
これまで、航空路における航空機監視を行うために二次監
視レーダー（SSR*1）が主に用いられてきました。現在、監
視性能の向上に向けて、
広域マルチラテレーション
（WAM*2）
の整備が進められているほか、ADS-B*3 の導入が検討され
ています。これらセンサーからの情報を統合して利用するこ
とで、各センサーの長所を取り入れた監視機能を実現するこ
とが可能になります。
本研究では、このようなマルチセンサー型の監視システム
をさらに効果的に実現するために、高機能空中線に関する
研究開発を行っています。高機能空中線は電子走査型とする
ことで、各センサーに求められる送受信要件に対応します。
また、周囲の受信局と連携することで、多様な監視機能を
提供します。これにより、効率化と高性能化を実現すること
を目指します。

SSRs*1 have mainly been used for en-route surveillance
so far. Recently, implementation of WAM*2 and plans to
introduce ADS - B*3 have commenced, to improve the
en-route surveillance performance. By integrating the output
of these sensors, the advantages of each can be incorporated
into the system.
With a view towards the further advancement of such a
multi-sensor surveillance system, this research is working
on a multi-purpose antenna. By employing electric scanning,
the multi-purpose antenna is expected to meet the various
requirements for transmission and reception. Also, it will
cooperate with other receiving stations to provide various
surveillance functions. Thus, improvement in both efficiency
and performance is expected.
*1 Secondary Surveillance Radar
*2 Wide Area Multilateration
*3 Automatic Dependent Surveillance-Broadcast

質問

Interrogation

応答

Reply

質問

Interrogation

応答

Reply

放送

Broadcast
WAM

SSR

ADS-B
送受信局

Transceivers

送受信機能の
集約・電子走査化

Electronic Scanning
and Convergence

質問

Interrogation

応答

Reply

応答

Reply

放送

Broadcast
SSR.WAM.ADS-B
相当の監視機能

高機能空中線

Multi-purpose
Antenna

受信局

Realization of
SSR, WAM, and ADS-B

Receivers
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機上情報の活用による航空交通の最適化 ／ Optimization of Air Traffic Using On-Board Information

空港用マルチ監視技術活用に関する研究
Study on the Application of Multi-Surveillance Systems in the Vicinity of Airports
航空管制に利用される監視技術は、対象とする空域や運
用方法に従って管制官に適切な情報を提供できるように、個
別もしくは複数の技術を組み合わせたマルチ監視となり、対
象とする空域や運用方法に従って管制官に適切な情報を提
供できるように構成されます。そのため、構成される監視シ
ステム全体の性能が基準を満足している必要があります。こ
れまでは航空路や空港周辺を中心に議論が展開されました
が、空港面には課題が残っています。特に空港面ではターミ
ナルビル等の構造物による電波の遮蔽やマルチパスによる信
号の歪みが監視性能に大きく影響するため、このような複雑
環境下において監視性能を評価する手法の開発が求められ
ています。
本研究では、空港用 ( 空港面と空港近傍を含む ) におけ
る監視性能評価手法を開発し、個別監視及びマルチ監視に
おける性能評価を行います。この研究を通して得られた成果
は、将来導入される航空管制の運用を実現するために必要と
される監視性能の基準に合致した最適な監視技術提案につ
なげることができます。

ADS-B

The technical performance requirements of ATS (Air
Tr af f ic Ser vice) sur veillance systems are def ined at a
technology-independent performance level to be met by
a surveillance system to support ATS applications within
a given airspace. Many studies have been conducted on
surveillance performance requirements for airspace in various
environments, but some issues concerning the airport surface
remain. For example, blocking radio waves and multipaths
caused by structures like terminal buildings would see
surveillance performance on the airport surface decline.
Accordingly, there is a need to develop a means of evaluating
the required surveillance system performance in such an
environment.
This study aims to develop a means of evaluating the
required surveillance system performance and estimating
the performance level of each ATS surveillance system. The
results are expected to be help implement an ATS surveillance
system that meets the required surveillance performance for
future applications.
.

PSR/ASDE

GPS
自機位置
Own Position

GPS
Receiver
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Rx1

放送
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出力を統合
Integrating the
Output Data

adc

照射

on

iati

Rad

反射

ast

Rx2
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ect

Refl

PSR

MLAT

Rx3

マルチ監視の導入
Introducing a Multi-Surveillance System

補完技術
Supplemental Technologies

Rx2

ブラインドの改善
Removable Blind Spot

遮蔽
Blind Area

Rx1

マルチパス
Multipath

代替技術
Alternative Technologies

信号
Signal

新信号処理
New Signal Processing
マルチパス耐性

Multipath Immunity
監視エリアの拡張

Expansion of Detection
Area

遮蔽エリアをカバー
Coverage of Blind Spot

評価手法の開発
Development of a Means of Evaluating
Surveillance Systems
エリア毎、監視技術毎の性能を推定
Estimation of System Performance of Each Surveillance Technology
Together with the Surveillance Area
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最適な監視センサーの組み合わせ
Appropriate Surveillance Sensor Combinations

Rx3
位置精度：
xx[m]
Positional Accuracy : xx[m]
検出率：
xx[%]
Detection Rate :
xx[%]
更新頻度：
xx[s]
Update Rate :
xx[s]

関係者間の情報共有及び通信の高度化
Enhancement of Information Sharing and Communication Systems
多数の関係者が航空機運航の状況認識・判断を行えるようにする情報共有基盤の構築及び航空機と地上の間で航空
管制、運航、気象等に関する情報を高速伝送する地対空通信システムの開発並びにそのセキュリティの確保に関する研
究等を進めています。
ENRI is constructing an information-sharing infrastructure to support situational awareness and decision making for
the operation of aircraft among many relevant parties. ENRI is also developing air-to-ground communication systems that
transmit information related to air traffic control, operation, and weather conditions at a high speed, as well as researching
the security issues of these systems.
関係者間の情報共有及び通信の高度化 ／Enhancement of Information Sharing and Communication Systems

航空通信基盤の高度化に関する研究
Study on Advanced Aeronautical Communication Infrastructure
航空機の運航は、主に航空機と管制機関の間の音声・デ
ータ通信によって支えられています。現在の航空通信システ
ムでは、航空機が出発から到着まで飛行する間、様々な通
信手段を接続が途切れる毎に切替えています。そのため、実
効的な接続率の低下が課題となっています。
近い将来に導入が見込まれている次世代航空通信システ
ムでは、航空通信を IP ネットワーク化し、大容量で高速な
通信に対応しつつ、すべての飛行フェーズに対して高い通信
接続率が求められています。
本研究では、航空機の複数の通信手段を高度に制御でき
る検証ネットワークシステムを開発し、接続率向上策の提案
と実証評価を行います。また、IP ネットワークに対応してい
ない現行の通信システムと共用した場合における課題抽出お
よび解決手段を開発します。
これらの研究で、現行システムのサービスを維持しつつ、
スムーズな次世代航空通信システムの導入を目指します。ま
た、航空通信の接続率向上によって通信の信頼性が増し、
さらに速やかで確実な管制指示の伝達が実現できることに
より、運航安全性の向上が期待されます。

Aircraf t operation is mainly suppor ted by voice and
d at a communic at ion be t we e n aircr af t and air t r af f ic
control authorities. The aeronautical communication
requires high connectivity to deliver accurate air traffic
control instructions. The next-generation aeronautical
communication system which will be introduced in the near
future will aim to improve the connectivity by using Internet
Protocol network technology, and enable aircraft to connect
to multiple communication media simultaneously.
This study investigates and evaluates the improvement
of communication connectivity techniques in aeronautical
communication systems by developing a validation network
system consisting of multiple communication media.
Smooth introduction of the next-generation aeronautical
co m mu nic at io n s y s t e m w ill re a lize re li a b l e a nd s a fe
aeronautical communication.

SBAS
Satellite-Based
Augmentation System

衛星通信
Satellite Communication

VHF 通信
VHF Communication

HF 通信
HF Communication

航空管制
ネットワーク
Air Traffic Control Network

AeroMACS
Aeronautical Mobile Airport
Communications System

VHF 通信
VHF Communication
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関係者間の情報共有及び通信の高度化 ／Enhancement of Information Sharing and Communication Systems

SWIM による協調的意思決定支援情報サービスの構築と評価に関する研究
Study on Construction and Evaluation of SWIM Information Service for Collaborative Decision Making
欧米では、
SWIM
（System Wide Information Management）
に

In Europe and the United States, due to the development
of SWIM (System Wide Information Management), the
achievement of interoperability and harmonization has
been promoted by sharing full operational information
among related systems and stakeholders. In addition, to
achieve collaborative decision making and trajectory-based
operation, the International Civil Aviation Organization
(ICAO) has promoted FF-ICE (Flight and Flow for Information
Collaborative Environment) and air-ground integrated SWIM
for information sharing in both pre-departure and postdeparture phases. Therefore, to meet these application needs,
not only sharing of various information based on standard
information exchange models but also assuring of information
quality by advanced SWIM information services is required.
In this research, to achieve global collaborative decision
making, the wide SWIM service construction technology for
adapting different operation levels and assurance technology
for the safety of operation will be proposed. Moreover, the
international joint evaluation using practical services will be
conducted.

より運航に係る様々な情報をシステムや関係者の間で共有し、
相互運用性と協調性の実現が進められています。
また国際民間
航空機関
（International Civil Aviation Organization:ICAO）
では、
FF-ICE
（Flight and Flow for Information Collaborative
Environment）
の導入を推進し、離陸前と離陸後の情報共有に
よりグローバルな協調的意思決定を図り、更に空地統合SWIM
を利用した軌道ベース運用を目指しています。
これらを実現するた
めには、標準情報交換モデルを用いたメッセージの交換による各
種情報の共有だけではなく、運航の安全性に係る情報の品質を
保証する高度なSWIM情報サービスも求められています。
本研究では、
グローバルな協調的意思決定の実現に向けて、
異なる運用要件に適応できる広域SWIMサービス基盤構築技術
と情報の信頼性や運航の安全性を一貫して保証する技術を提
案し、実用化可能なサービスを用いた国際連携評価を行います。

アシュアランスサービス
Assurance Service for Safety-Critical Information

サービス
連携
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連携

Cooperation
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管制
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気象や空港・空域条件に対応した後方乱気流管制間隔に関する研究
Study on Wake Turbulence Separations Optimized for Weather and Airport/air Space Conditions
混雑空港においては、安全を確保しつつ空港処理容量を拡
大することが望まれています。先行する航空機が生じる後方乱
気流の影響を後続機が回避するために、先行機と後続機の機
種組合せグループに応じて決められた最低離隔間隔（管制間
隔）を保つこととなっています。
現在の最低離隔間隔は、先行する航空機が生成した後方乱
気流が着陸や出発経路上に残りやすい最悪の気象条件下にお
いて、後続機の運航に影響を与えない強さ以下になるように設
定されています。ただ、後方乱気流は周囲の風などの影響を受
けやすく、大気の状態によって減衰する時間が異なることから、
機種組合せグループに対応した最低離隔間隔を、その時の気
象条件に応じて短縮する動的な運用や、先行機と後続機の組
合せをグループから機種毎に細分化し、更に動的運用を組合わ
せることにより、空港処理容量を拡大することが期待されていま
す。
空港における離着陸間隔は後方乱気流と同様に気象条件に
よって変化する滑走路占有時間や周辺空域の交通流と密接に
関わっています。そこで、これら条件も考慮して安全かつ効率
的な後方乱気流管制間隔の設定するための研究を実施してい
ます。

It is essential to improve runway and airport throughput
at congested airports while maintaining safety. Currently, the
minimum longitudinal separation for arriving and departing
aircraft is defined by each pair of aircraft categories for
preceding and following aircraft to avoid wake turbulence
encounters. These separation minima are set so that the
strengths of wake turbulences generated by the preceding
aircraft are less than ones that do not affect safe operations
of the following aircraft regardless of weather conditions.
However, it is well known that wake turbulences are influenced
by the surrounding wind and their decay time depends on
atmospheric conditions. Therefore, it is expected to implement
an operational concept using separation minima for each pair
of preceding and following aircraft types depending on weather
conditions. Because operational arrival and departure intervals
are also constrained by the runway occupancy time (ROT) and
air traffic flow in the airport and airspace near the airport, we
conduct the research considering the constraints.

空港への到着交通流
Arrival traffic to the airport

最低離隔間隔
The minimum separation

空港面交通管理
A ir p o r t c o n ditio ns s u c h a s air t r af fic
management on airport surface

気象条件に応じた
最低離隔間隔の設定
D y n a mi c a l c h a n g e s o f t h e
separation minima according
to the weather condition
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磁気低緯度地域における GNSS 性能向上及び性能評価技術高度化に関する研究
GNSS Performance Enhancement in the Low Magnetic Latitude Region and Its Evaluation
衛星航法 (GNSS) は衛星の電波を受信して測位を行うの
で、世界中どこでも利用できるという利点があります。 一方で、
GNSS には電波が伝わる経路上の様々な現象が影響を与えま
す。そのうち、最も影響が大きく予測が難しいものが電離圏に
よるものです。日本は電離圏の変動が大きい磁気低緯度に位
置しているため、GNSS は電離圏の影響を受けやすく、安全
性が重要な航空航法では性能を制限する要因になっています。
国際民間航空機関 (ICAO) では、電離圏を含む宇宙天気の状
態の情報提供を開始するなど、宇宙天気情報利用が始まりつ
つあります。宇宙天気の情報を活用することで、電離圏の状態
を的確に把握できるようになり、航空 GNSS の性能を向上させ
るとともに、GNSS に障害があった時に迅速に原因追求ができ
るような技術を開発します。また、日本の空港環境に適した高
カテゴリー GBAS (Ground-Based Augmentation System:
地上型衛星航法補強装置 ) 導入のために、磁気低緯度の電
離圏環境に対応した性能評価技術を開発します。
開発した技術は、日本のみならず、国際協力を通して日本と
同様の電離圏環境を共有する磁気低緯度地域に広めていきま
す。これにより、日本を含む磁気低緯度地域において GNSS
を用いた航空航法が安全に利用できる環境を実現していきま
す。

Air navigation based on GNSS (Global Navigation Satellite
System) is globally available by receiving radio signals from
satellites. However, GNSS is affected by various phenomena
along the propagation path of the GNSS signals. Among the
various error sources, the ionosphere is the most variable one
and its variability is difficult to predict.
The performances of GNSS-based air navigation systems
in Japan are limited by active ionospheric conditions in the
low latitude region. The ICAO (International Civil Aviation
Organization) started providing information on the space
weather including the ionosphere. Space weather information
including - but not limited to - that provided by ICAO improves
situation awareness of the ionosphere for us. We utilize space
weather information to develop technologies to enhance the
performances of GNSS-based systems and resolve issues when
the performance is degraded. We also develop a performance
assessment technology for Category-II/III GBAS (GroundBased Augmentation System) suitable for Japanese airport
environment, including the low latitude ionospheric conditions.
We promulgate our technologies to countries/areas in the
low magnetic latitude region via international collaboration.
Our goal is to realize an environment where GNSS-based
safe air navigation is widely available within the low magnetic
latitude region including Japan.

GNSS 衛星
GNSS Satellite

太陽
Sun

電離圏
Ionosphere

空港
Airport

情報
Information
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監視局
Monitoring Receivers

電離圏監視レーダー
Ionosphere Monitoring Radar

データ
Data
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全飛行フェーズでの RNP 化に向けた衛星航法のバックアップ（APNT）構築
Construction of Satellite Navigation Backup (APNT) for RNP Deployment throughout All Flight Phases
効率的な航空機の運航のため航空路・空港周辺ターミナル
空域を含めたすべての飛行フェーズにおいて RNP 経路の導入
が進められています。RNP 経路では監視レーダに頼らず、航
空機上で自律的に経路を飛行する能力が求められます。これま
では、監視警報能力を持つ GNSS 装置のみが RNP 経路の
航法装置として使用されてきました。しかし、GNSS には脆弱
性に関する様々な問題があり、⾧期間使用できないことがありま
す。このため RNP 経路導入にあたって GNSS のバックアップ
航法を構築しておく必要があります。
本研究では、レーダ監視と共に使用する必要がある DME 測
位に着目し、DME 地上設備の監視警報能力を強化して RNP
経路の GNSS バックアップとする研究を進めています。さらには、
国内に数多く設置されている DME 地上設備を複数利用したマ
ルチ DME による高精度測位の実現やマルチパス等の影響で
異常となる DME 局を検出・排除する FDE（Fault Detection
and Exclusion）によって監視警報能力を新たに DME 測位に
付加する研究を行っています。

RNP routes are being introduced in all flight phases, including
enroutes and terminal airspaces around airports, to further
streamline aircraft operation. On the RNP routes, there
is a need for onboard navigation equipment to detect any
deviations from the route autonomously without relying on
surveillance radar. Only GNSS equipment with performance
monitors and alert capability has been used as navigation
equipment for RNP routes. However, a GNSS backup must
be constructed to deploy the RNP routes, since GNSS is
sometimes unavailable due to prolonged outages caused by
vulnerability.
In this research, ENRI focuses on DME positioning which
requires surveillance radar monitoring for use in navigation.
ENRI is researching the feasibility of adding a performance
monitor and alert capability to the DME ground station and
using it as GNSS backup for RNP route. Research into highaccuracy navigation by multi-DME positioning using multiple
DME ground stations is also underway. An enhancement of
the performance monitor and alert capability by FDE (Fault
Detectionand Exclusion, which excludes DME ground stations
providing abnormal distances due to, e.g., multipath) is also
being studied.

異常検出排除

Fault Detection
and Exclusion

RNP 経路
RNP Route

マルチパス（伝搬異常）

反射

Multipath (Abnormal Propagation)

Reflection

マルチ DME 測位
Multi-DME Positioning

監視警報能力の強化
Enhancement of Performance Monitor
and Alert Capability
地上 DME 局
DME Ground Stations
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基盤研究等 ／ Fundamental Research, etc.

電波高度計と同一 / 隣接周波数利用システムの周波数共用に関する研究
Research on Spectrum Sharing with Aircraft Radio Altimeters and Co-/Adjacent Frequency-using Systems
電波高度計（使用周波数：4.2GHz ～ 4.4GHz）は電波
を用いて航空機と地面の距離を計測する機器であり、着陸時
のみではなく、空中衝突防止装置や翼の制御等において様々
な飛行フェーズで航空機制御システムへの入力情報として利用
されています。一方で隣接および同一周波数帯域では、近年
様々な電波利用システムの運用がされつつあります。隣接周波
数帯域は日本を含む世界各国で 5G モバイルシステムへ周波数
が割り当てられ、日本では携帯電話事業者が 3.6GHz ～ 4.1
GHz/4.5GHz ～ 4.6GHz において、5G モバイルシステムを
運用しています。さらに、同一周波数帯域においては、新た
に航空機内配線の無線化を行う、Wireless Avionics IntraCommunication（WAIC）システムの航空用技術基準および
国際標準規格策定が進んでいます。これらの電波利用システ
ムは、現在の電波高度計の技術基準策定時には存在しなかっ
たシステムであり、電波高度計への干渉が発生する可能性があ
ります。
本研究開発では、電波高度計の干渉発生電力・周波数条
件を取得し、分析することで、干渉発生条件の明確化を行いま
す。また、大規模電磁界数値解析技術を用い、電波高度計
の干渉発生推定技術を実現することを目指しています。さらに、
次世代電波高度計の航空用技術基準策定活動への寄与、航
空当局 / 電波管理当局および運航者 / 通信事業者へ情報提
供を行います。

大 規模電 磁界 数値 解 析技 術を用いた、
電波高度計の干渉発生推定技術の実現
Interference estimation technolog y using
large-scale electremagnetic field numerical
analysis

Aircraft radio altimeters (operating at frequencies between
4.2 and 4.4 GHz) are avionics that use radio waves to measure
the distance between aircraft and the ground. They are used
as input parameters for aircraft control systems, throughout a
range of flight phases as well as landing, including for airborne
collision avoidance systems and wing control. However, various
systems have been operated in recent years in adjacent and
identical frequency bands. Adjacent bands are allocated to
5G mobile systems in countries worldwide, including Japan,
where mobile phone operators operate 5G mobile systems
between 3.6 and 4.1 GHz and 4.5 and 4.6 GHz. In addition
and within the same frequency band, a Wireless Avionics IntraCommunication (WAIC) system is being developed as an
international standard. As these systems did not exist when
the technical standards for radio altimeters were established,
electromagnetic interference (EMI) to radio altimeters may
occur.
The main purposes of the research project are to clarify
conditions under which EMI occurs, such as frequency and
power level. We also aim to realize EMI estimation technology
for radio altimeters using large-scale electromagnetic field
numerical analysis. Furthermore, we will contribute to
international standardization activities for next-generation
radio altimeters and provide information to aviation regulators,
radio regulators, aircraft operators and telecommunications
operators.

WAIC 機器

WAIC Wireless AvionicsIntraCommunication devices

電波高度計の干渉発生電力・周波数
条件の取得・分析による、干渉発生
条件の明確化
Clarification of t he EM C occu r rence
condition, such as frequency and power
level

電波高度計

Radio Altimeters

Sub-6 帯 5G モバイルシステム

Sub-6 5G mobile system

反射

Reflection

Sub-6 帯 5G モバイルシステム

Sub-6 5G Mobile System
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次世代電波高度計の国際標準化活動への寄与、
航空当局 / 電波管理当局および運航者 / 通信事
業者へ情報提供
I n t e r n at io n al s t a n d a r d iz at io n av t i v it ie s f o r n ex t generation radio altimeters provide information to an
aviation ragulator, a radio regulator, aircraft operators,
and telecommnnications operators.

基盤研究等 ／ Fundamental Research, etc.

無人航空機に関する研究
Research on Unmanned Aircraft Systems
構造上人が乗ることができない航空機を総称して無人航空
機といいます。 中でも、ドローンとも呼ばれる小型無人航空機
は近年、空撮・農薬散布・測量・インフラ点検・物流といっ
た幅広い分野で用いられています。ドローンの利用が拡大する
一方、飛行数の増加に伴い、有人航空機との衝突や、墜落
による地上の人や建物への衝突の危険性が高まっており、安
全なドローン運行のための制度や技術の整備が求められていま
す。そのひとつとして無人機運行管理 (Unmanned aircraft
system Traffic Management: UTM) が広く研究開発されて
おり、UTM システムを介したドローン同士及びドローンと有人航
空機の間での飛行情報の共有、並びに安全な間隔の維持など
が提案されています。UTM のような仕組みを整備するためには、
有人航空機やドローンの飛行前の計画や正確な位置情報等が
必要となります。当研究所では、これまでの有人航空機の監視
通信と航空交通管理に関する知見を活かし、有人航空機、特
にドローンと接近する可能性が高いヘリコプタやドローンの位置
等の飛行情報を取得するための技術に関する研究を実施してい
ます。本研究の成果は、将来、無人航空機が多数飛行しても
安全な環境を構築することに貢献すると期待されます。

Recently, small unmanned aircraft system (sUAS, also
known as drone) has been widely used in various applications,
including aerial photography, pesticide spraying, land surveying,
infrastructure inspection, and logistics. The increasing use of
drones is associated with increased risks of collisions with
manned aircraft or crashes into people/buildings on the ground.
Such risks could be mitigated by sharing flight information
between manned aircraft and sUAS as well as among different
sUASs. Unmanned aircraft system Traffic Management
(UTM) has been widely researched and developed as a flight
information-sharing tool. Based on the knowledge of traditional
ATM/CNS, ENRI is investigating and developing techniques
for information sharing between manned aircraft and sUAS.
One essential research topic is a technique to derive the preflight/in-flight information of helicopters that fly in low-level
airspaces where the risk of sUAS encounters is high. This
research is expected to contribute to establish safe operational
environments for both manned aircraft and sUASs.

小型無人航空機（ドローン）

sUAS

有人航空機

Manned Aircraft
基盤研究等 ／ Fundamental Research, etc.

研究開発の促進に向けた CARATS オープンデータ
CARATS Open Data for Research and Development
安全で効率的な航空交通システムの構築のためには、研
究 開 発 の 促 進・裾 野 拡 大が 重 要となります。 そのため、
CARATS ＊の取り組みの一環として、国土交通省は定期航空
便の航跡データ並びに福岡 FIR における気象データ（合わせ
て CARATS オープンデータ）を一般へ提供しています。当研
究所では航跡データのオープンデータ形式への変換やデータ用
ツールの作成をはじめとした研究開発の活性化のための取り組
みを行っています。これまでに提供されたデータには 2012 ～
2018 年度の約 158 万便の航跡が含まれています。2018 年
度データから気象データが追加されました。データは多くの大学
や研究機関等に提供され、データを活用した研究成果が学会
や会議などで報告されるなど航空行政へも貢献しています。
CARATS* : Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems
将来の航空交通システムに関する長期ビジョン

The air traffic systems are expected to improve for safer and
more efficient air traffic flow. A long-term vision - “CARATS”*
- has been established with the committee, including the Japan
Civil Aviation Bureau, to promote efforts to renovate and
modernize existing air traffic systems. One of the committee’s
activities involves distributing a series of commercial aircraft
track data possessed by the Japan Air Navigation Service Air
Navigation Service, namely CARATS open data, to accelerate
research and development in air traffic management fields.
ENRI has extended its support to create data and promote the
activity. Currently, data on around 1.58 million flights for the
period 2012-2018 is available for academic-related objectives.
The weather data has been added since the 2018 data set. To
date, the number of users from various fields has also increased
significantly. It is considered that CARATS open data will be
utilized for activities that can help foster the development of
aviation.
時刻
Time

仮想便名
Virtual C/S

緯度
Latitude

経度
Longitude

高度 型式
Altitude Acft type

CARATS オープンデータの形式 (CARATS Open Data format)

＜データの申請方法等 (Application Process)＞
CARATS公式webサイト(CARATS Official Website)
航跡動画表示ツール PlotTrack（Trajectory Viewer）

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr13_000006.html

21

主要施設
Main Facilities
主要施設 ／ Main Facilities

SSR モード S 地上局
SSR Mode S Ground Station
SSR モード S は、監視機能を向上すると共にデータリ
ンク機能を付加した航空管制用レーダです。現在、欧州
を中心に SSR モード S を用いた航空機情報ダウンリン
クや地上局連携などの新技術の検討が進められています。
当研究所では、これらの新技術を検証するため、SSR モ
ード S 地上局を整備し、実航空機の監視実験を行ってい
ます。

Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode S is an air traffic
control radar system with improved surveillance and datalink
capability. European states are preparing to use this new mode
with ground station coordination. To prepare for the future use
of such technologies in Japan, ENRI has developed an SSR Mode
S ground station and is performing test monitoring on real
aircraft.

主要施設 ／ Main Facilities

電波無響室
Radio Anechoic Chamber
電波無響室は電子航法装置などの電波使用機器に対し、
無限に広い空間と同じ環境条件を提供する施設です。実験
機器を屋外で実際に使用する前に、この中で電波を送受信
する試験を行います。また、アンテナの送受信特性を測定
するためにも使用されます。
高精度な測定をするためには、外部から侵入する電波や
電波無響室内で反射する電波が測定中の電波に干渉しない
ようにする必要があります。また、電波無響室内の電波が
外部に漏洩しないようにする必要もあります。このため、
電波無響室は金属製のシールド内部にあり、その内壁は電
波吸収材で覆われています。
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The radio anechoic chamber provides a free-space
environment for radio wave propagation. It is used for testing
radio navigation equipment before field experiments, as well as
for antenna pattern measurement.
The anechoic chamber is built in a shielded box. Its interior
ceiling, walls and floor are covered by electromagnetic
a b s o r b e r s , b e c a u s e re d u c i n g i n t e r fe re n c e i m p rove s
measurement accuracy.

内部寸法（有効容積 )：32.0m × 6.2 ｍ× 4.2 ｍ
使用周波数帯域：1-110GHz
無反射範囲：23m 以上
反射減衰量 ( 中心部 )：50dB 以上
遮蔽減衰量 ( 中心部 )：90dB 以上
Dimensions(Available space) : 32.0m × 6.2m × 4.2m
Frequency band : 1 - 110GHz
Non-Reflection Lange : 23m and over
Reflection attenuation
(part of the center) : 50dB and over
Shield attenuation
(part of the center) : 90dB and over

主要施設 ／ Main Facilities

実験用航空機
Aircraft for Flight Experiment
本機は、当研究所で試作・開発されたシステムについて、
実飛行による実験や評価試験を行うための航空機で、通
信、航法及び監視等様々な研究に使用されています。

This aircraft is used for flight experiments and evaluation of
newly designed and developed systems in various studies on
communications, navigation, surveillance, and other topics.

登録番号 （Reg. No.）

JA35EN

型式 （Model）

Beechcraft B300 (KingAir 350)

全長 （Length）

14.23m

全幅 （Width）

17.65m

全高 （Height）

4.36m

全備重量 （Max. Weight）

6.8t

発動機 （Engines）

Pratt & Whitney PT6A-60A

プロペラ （Propellers）

Hartzell HC-B4MP-3C

アビオニクス （Avionics） Collins Pro Line 21

通信（VHF）アンテナ
（VHF Comm Antenna）

トランスポンダーアンテナ
（Transponder Antenna）

C バンドアンテナ
（C-Band Antenna）
衛星通信 アンテナ
（Satcom Antenna）
GPS アンテナ
（GPS Antenna）

NAV（VHF/UHF）アンテナ
（NAV（VHF/UHF）Antenna）

GNSS アンテナ
（GNSS Antenna）
C バンドアンテナ
（C-Band Antenna）

L バンドアンテナ
（L-Band Antenna）
DME アンテナ
（DME Antenna）
C バンドアンテナ
（C-Band Antenna）

マーカービーコンアンテナ
（Marker Beacon Antenna）
通信（VHF）アンテナ
（VHF Comm Antenna）
トランスポンダーアンテナ
（Transponder Antenna）

ACAS（UHF）アンテナ
（ACAS（UHF）Antenna）

TCAS アンテナ
（TCAS Antenna）
ADF アンテナ
（ADF Antenna）
電波高度計アンテナ
（Radio Altimeter Antenna）

赤：実験用として別途設置している実験用アンテナ
RED: Experimental Antenna
青：通常の航空機に設置されている運航用アンテナ
BLUE: Operational Standard Antenna

実験用航空機の
紹介動画はこちら
Scan QR code for
links to movie

実験用航空機に装着してあるアンテナ群
Antennas Installed in the Aircraft for Flight Experiment
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成果の普及
Dissemination of Research Results
ホームページ

Web Site URL：https://www.enri.go.jp

当研究所の概要や研究内容、公表資料等について公開しています。
We provide of information about the institute, our main research activities, publications, and
more through our web site.

産業財産権

Industrial Properties

当研究所で保有する特許権等の産業財産権については、活用いただける方々と実施契約
を締結しています。ご興味のある方は、お気軽に研究計画課までお問い合わせください。
ENRI allows the use of its industrial property rights including patent rights under license
contracts. Please feel free to contact the Research Planning Division if you are interested.

講演会

ホームページ

Web Site

ENRI Workshop

研究業務の中から最も関心の高いテーマを設定し、都内で講演を行います。隔年で国際ワーク
ショップを開催しています。
Selecting a theme of great interest from out of our research activities, ENRI holds a workshop in
central Tokyo. International workshops are held every other year.

研究発表会

講演会
ENRI Workshop

Presentation of Research Results

当研究所の職員が行った研究等についての発表会を行っています。また、講演の概要に
ついても当研究所ホームページにおいて公開しています。
ENRI hosts an annual event to present an overview of its research activities conducted in the
previous year. The outline of the event is also available on our website.

出前講座

Open Lecture Service

研究発表会
Presentation of Research

空港などの現場に出向き研究業務の紹介を行うとともに、意見交換を行っています。
ENRI visits other organizations such as airport offices and airline offices as requested, to provide
an open lecture on our research activities and to exchange opinions.

空の日

Aviation Day

国土交通省主催の空の日イベント等に参加し、研究業務や実験システムの紹介をしています。
ENRI participates in events on Aviation Day to introduce our research activities and experimental
systems.

一般公開

Open House Day

当研究所の活動について子供や一般の方に広く理解して頂くための一般公開を実施してい
ます。
ENRI exhibits our facilities and present our typical research activities to the public annually in
order to facilitate widespread understanding.

刊行物
●

出前講座
Open Lecture Service

空の日

Aviation Day

Publications

電子航法研究所報告：Electronic Navigation Research Institute Papers
当研究所の研究の成果をとりまとめた報告書を刊行しています。
（ISSN 1341-9102：不定期刊）
ENRI publishes detailed report papers on individual research items that have been conducted in
ENRI. (Non - Periodical publication)

●

電子航法研究所年報：Electronic Navigation Research Institute Annual Reports
当研究所における１年間の研究活動実績等についての報告書を刊行しています。（年刊）
ENRI publishes annual reports that give overviews of research activities conducted within the
previous year in ENRI. (Annual publication)
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一般公開

Open House Day

研究所案内
How to Access ENRI

三鷹駅

至立川

本所 Headquarters

バスのりば
③ ⑦⑧

丸井

所在地 ／ Address

バスのりば
③④ ⑧

八幡神社

〒 182 -0012 東京都調布市深大寺東町 7 丁目 42 番地 23
TEL 0422-41-3165 FAX 0422-41-3169
7-42-23, Jindaijihigashi-machi, Chofu, Tokyo 182-0012, Japan

GS

交番

TEL ＋ 81-422-41-3165 FAX ＋ 81-422-41-3169
大成高校

●

交通案内 ／ Access

バス停
（航研前）

小田急バス・京王バス

［11 番乗場］吉祥寺駅行き（吉 14）、三鷹駅行き（鷹 66）で「航研前」、
「三鷹市役所前」または「三鷹農協前」下車 。

新川郵便局

野村病院

東八道路

至調布

調布駅北口より

〒

三鷹郵便局

で「三鷹市役所前」
または「三鷹農協前」
下車。

［８番乗場］野ヶ谷行き（鷹 55）
または三鷹循環（鷹 59）で「三鷹農協前」下車。
または、調布飛行場行き（鷹 58）で「海上技研前」下車。
３ 京王線

〒

人見街道
三鷹市役所

［３番乗場］調布駅北口行き（鷹 66）

バス停
（三鷹農協前）

GS

小田急バス・京王バス

［７番乗場］仙川行き（鷹 54）
または晃華学園東行き（鷹 54）

文

三鷹消防署

［８番乗場］調布駅北口行き（吉 14）

で「三鷹市役所前」
または「三鷹農協前」
下車。

三鷹一中

［３番乗場］武蔵境駅南口行き（吉 01）
［４番乗場］調布駅北口行き（吉 06）
２ ＪＲ三鷹駅南口より

文

小田急バス・京王バス

バス停
（三鷹市役所前）

吉祥寺駅南口より

三鷹警察署

１ ＪＲ・京王井の頭線

至新宿

頭線
井の

●

吉祥寺駅

JR中央線

JA

至高井戸
バス停
（海上技研前）

宇宙航空
研究開発
機構

電子航法研究所
海上技術安全研究所
交通安全環境研究所

［12 番乗場］吉祥寺駅行き（吉 06）で「三鷹市役所前」、
または「三鷹農協前」下車。

施設配置図 Locations of Facilities
３号棟 Building No.3
６号棟 Building No.6
航法システム領域
Navigation Systems Department

４号棟 Building No.4
監視通信領域
Surveillance and Communications
Department

アンテナ試験塔
Antenna Test Tower

２号棟 Building No.2
航空交通管理領域
Air Traffic Management Department

１号棟 Building No.1
監視通信領域
Surveillance and Communications
Department

東八道路
Tohachi doro Street
フィールド実験場
Experimental Field

５号棟（本部棟）
Building No.5 (Main Building)
理事／監事／研究監／総務部／企画部／国際標準化センター
Director General / Auditor / Distinguished Researcher /
Administration Department / Planning Department /
International Standardization Center
研究統括監／特別研究主幹／国際主幹
Managing Director for Research Affairs / Senior Director for Research /
Senior Director for International Affairs

８号棟（電波無響室）
Building No.8 (Radio Anechoic Chamber)

７号棟
Building No.7

入口

Entrance
守衛所
Gatehouse

岩沼分室 Iwanuma Branch
●

所在地 ／ Address
〒 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字北長沼４
TEL 0223-24-3871 FAX 0223-24-3892
4, Kitanaganuma, Shimonogo, Iwanuma, Miyagi 989-2421, Japan
TEL ＋ 81-223-24-3871 FAX ＋ 81-223-24-3892
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国立研究開発法人
海上・港湾・航空技術研究所

電子航法研究所

Electronic Navigation Research Institute
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