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第 ３ 部
現 況
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１．平成16年度に購入した主要機器

・ASAS実験装置受信処理部　アナログインターフェイス
・ミリ波レーダ用低雑音増幅装置（障害物探知用ミリ波レーダ）
・カラー複合機
・ディスクアレイ
・精密インピダンス・アナライザー
・ファーフィールドモニター（FFM）評価装置
・マルチラテレーション対応ADS－B受信局
・SBAS／GPS受信機
・ワークステーション
・利用者開放型管制卓用レーダ情報表示ディスプレイ
・ネットワークストレージシステム（NAS）
・VDLモード３管制官評価用マンマシンインターフェース制作
・RAIDシステム
・航空交通流管理シミュレータ
・データ収集再生装置
・航空管制用業務支援ツール
・ソフトウェアGPS受信機
・GPS信号変換ツール
・統合型監視センサ用インターフェイス装置
・A-SMGCS経路設定機能模擬テストツール
・プラズマバブル測定用全天カメラ
・全天カメラ観測用コンテナ
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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：　32×７×５m
　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
　電子航法の研究でアンテナの放射特性及びシステムの
コース特性，コース誤差特性等の測定が必要である。
　このうち，縮尺模型装置や比較的小型のシステムは電波
無響室を使って実験できる。しかし大型のアンテナでは送・
受信間距離が大きくないと本来の特性測定ができない場合
もあり，研究所構内における航法施設の試験で，実際に近
い設置状態で飛行試験を実施したい等の要求も生じる。
　アンテナ試験塔はこれらの目的にあうように，高さ19.5
メートルでその頂部には直径25メートルのカウンターポイ
ズをもつ鉄塔で，カウンターポイズ上に試験用航法システ
ムのアンテナが設置される。
　この試験塔の大きな特徴は，カウンターポイズ中心部の
回転機構をもつことで，その下の送信機室と一体構造で回
転する。

〔要目概要〕
　高　　　さ：　19.5m
　カウンターポイズ径：　25m（回転部径：13m）

　回 転 速 度：　毎時１，２，４回転の３段階

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
をネットワーク接続したシステムに移行した。
　以来今日迄，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としての運
用を行っている。
　平成13年度以降，現在の供用計算機システムは，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を有している。
　現在当所供用計算機システムは，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や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 MTA２
　ファイル・サーバ：COMPAQ AlphaServer DS20E×２
　アプリケーション・サーバ：FUJITSU GP400S＃60
　PCサーバ：　　　 COMPAQ ProLiant ML370
　WWWサーバ：　 AlphaStation XP1000
　ローカル・クライアント：　　AlphaStation XP1000
　ネットワーク・スイッチ：　　 Extreme Summit５ i＋

16／48

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
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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：　PT６A―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ーを有し，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
管制シミュレーターと操縦シミュレーターは連接されてお
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 NT４／2000
　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）
　・主要室　　管制卓室；２室，各13m×14m
　　　　　　　パイロット卓室；２室，各22m×７m
　　　　　　　データ解析室，モニタ室，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
　・モニタ装置
　・監視装置

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
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３　刊 行 物
　当研究所の発行する刊行物は，下記のとおりである。

４　行 事 等
　当研究所の平成16年度における行事等は，下記のとおりである。

所内一般公開［平成16年４月18日（日）］

　平成16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2804名）

第４回研究所設立記念式典〔平成16年４月21日（水）〕

　当所設立記念式典を開催した。

平成16年度第１回評議員会［平成16年４月23日（金）］

　評議員会において下記課題に関する評価を実施した。（平成17年度重点開発課題の確認を行った。）
　　事前評価課題「高カテゴリGBASのアベイラビリティ向上とGNSS新信号対応に関する研究」
　　　　　　　　「航空管制用デジタル通信ネットワークシステムの研究」
　　　　　　　　「航空無線航法用周波数の電波信号環境に関する研究」 

研究発表会［平成16年６月３日（木）・４日（金）］

　平成16年度（第４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311名）

平成16年度第２回評議員会［平成16年６月18日（金）］

　評議員会において下記課題に関する評価を実施した。
　　中間評価課題「ヘリコプタの障害物探知・衝突警報システムに関する研究」
　　　　　　　　「放送型データリンクによる航空機監視の研究」
　　事後評価課題「データリンクによる航空機監視システム高度化の研究」
　　　　　　　　「静止衛星型衛星航法補強システムの性能向上に関する研究」
　　　　　　　　「次世代衛星航法システムに関する研究」
電子情報通信学会宇宙・航行エレクトロニクス研究会〔平成16年７月30日（金）〕

　交通管制・航法をテーマとして開催され，当該職員を含む講演７件が行われた。併せて電波無教室の見学会を行った。
　（参加者42名）

第１回研究交流会［平成16年８月24日（火）］

　講演「ICAO第11回航空会議（ANC／11）の概要－CNS関係」及び意見交換を行った。
　　　講演者：国土交通省　航空局管制保安部無線課 航空管制技術調査官　今村純

第２回研究交流会［平成16年９月３日（金）］

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」（季刊）
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　講演「THE NEXT GENERATION AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM」及び意見交換を行った。
　　　講演者：NASA Ames Research Center Heinz Erzberger

第３回研究交流会［平成17年１月14日（金）］

　講演「携帯電話からみた航空通信」及び意見交換を行った。 
　　　講演者：千葉工業大学　電機電子情報工学科　教授　小園茂 

第４回研究交流会［平成17年２月25日（金）］

　講演「航空管制作業のWork Loadの評価に関する実験的研究」及び意見交換を行った。
　　　講演者：労働科学研究所研究部　研究主幹　飯田裕康

第５回研究交流会［平17年３月16日（水）］

　講演「RNAV整備計画」及び意見交換を行った。
　　　講演者：国土交通省航空局保安企画課　国際調整官　今若善紀

５．職員表彰

所　内

◎理事長表彰（平成16年４月１日）
　　長岡　　栄（電子航法開発部）
　　三吉　　襄（航空システム部）
　　三垣　充彦（管制システム部）
　功　　績
　　小瀬木　滋（電子航法開発部）
　　航空管制評価研究グループ

◎理事長表彰（平成17年１月１日）
　特　　別
　　小川　靖雄（総務課）
　　長岡　　栄（電子航法開発部）
　　横山　尚志（電子航法開発部）
　　朝倉　道弘（電子航法開発部）

◎理事長感謝状（平成17年３月31日）
　退　　職
　　横山　尚志（電子航法開発部）
　　朝倉　道弘（電子航法開発部）

所　外

◎ 米国電気電子学会（IEEE）航空電気システムソサエティ
日本支部　優秀論文賞受賞

　　坂井　丈泰

◎電子情報通信学会フェロー称号受賞
　　長岡　　栄


