
― 133 ―



１　平成21年度に購入した主要機器

計測用マイクロフォン

EPGA信号処理実践的スタータキット

航空用AM無線電話装置

HDビデオカメラレコーダ

マイクロ波レシーバ

テストミキサモジュール

基準ミキサモジュール

拡張スキッタ信号検出トリガ回路基板

発話音声分析装置

コントローラ(GBAS受信機用インタフェース)

ARINCカード(GBAS受信機用インタフェース)

拡張スキッタ送信システム干渉防止装置

ケーブル/アンテナアナライザ

関西空港MLAT導入評価用表示装置

信号解析器

デジタルオシロスコープ

ベクトル信号発生器

画像処理プロセッサ

ネットワーク調整機能対応SSRモードS装置

光ファイバ接続型受動監視システム信号処理

ARINC429変換装置

信号環境記録再生装置

携帯型スペクトラムアナライザ

データレコーダ

風向風速計

GPS受信機

衛星航法における安全性解析・リスク管理研究装置

移動体搭載用ADS-B信号処理装置
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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： 32×７×５ 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 

 

２ 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 

 

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の支線を有するネットワー

クにより接続した構成となった。 

 さらに、平成17年度には支線部についても1GBaseのデー

タ転送レートに対応し、現在の構成となった。 

 現在、当所のネットワーク及び電子計算機システムは、

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、電子メールによる情報交換、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 XD1 

 ファイルサーバ：NEC iStrage NS23P 

 アプリケーションサーバ：HP ProLiant ML110 

 PC サーバ：DELL PowerEdge SC1420 

 WWW サーバ：HITACHI GSA130AB ANNN930 

 メールサーバ：HITACHI GSA130AB ANNN930 

 ネットワークスイッチ：CenterCOM 9816GB、9812T 

 

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 
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全 長： 13.58m 

全 幅： 13.98m 

全 高： 4.38m 

最大離陸重量： 4,944㎏ 

発 動 機： PT ６A ―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 

 

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

ダー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）m2 

 ・主要室  管制卓室；１室、13m ×14m 

       パイロット卓室；１室、22m×７m 

       サーバ室、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 

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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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」（季刊）

当研究所の平成21度における行事等は、下記のとおりである。

講演者：Serge Debernard 氏　（フランス　ヴァレンシエンヌ大学教授）

第3回研究交流会〔平成21年7月24日（金）〕
以下の講演及び意見交換を行った。

「携帯電子機器の航法機器への影響に関する研究」
「航空管制用デジタル通信ネットワークシステムの研究」

平成21年度第1回評議員会〔平成21年 7月17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。

第1回研究交流会〔平成21年4月24日（金）〕
以下の講演及び意見交換を行った。

講演「航空管制と統合システムについて」
講演者：鈴木　正則　氏　（国土交通省航空局）

事後評価課題「A-SMGCシステムの研究」
「航空機の動態情報を利用するコンフリクト検出手法の研究」
「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」

「RNAV経路導入のための空域安全性評価の研究」

第5回研究交流会〔平成21年8月18日（火）〕

第25回出前講座〔平成21年7月24日（金）〕
電子航法研究所出前講座を社団法人航空機操縦士協会において開催した。

講座プログラム
１．トラジェクトリ管理について

２．GBASの概要と最近の研究動向

以下の講演及び意見交換を行った。
講演「HANDLING OF CYCLE SLIPS IN GPS DATA DURING IONOSPHERIC SCINTILLATION EVENTS」

講演者：Simon Banville　氏

３　刊行物

４　行事等

所内一般公開〔平成21年4月19日（日）〕
平成21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4,164名）

第9回研究所設立記念式典〔平成21年4月21日（火）〕
当所設立記念式典を開催した。

研究発表会〔平成21年6月11日（木）～12日（金）〕
平成21年度（第10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454名）

（航空交通管理領域　福田　　豊）

中間評価課題「SSRモードSの高度運用技術の研究」

講演「アビオニクスに係る意見」
講演者：佐々木　孝明　氏、　瀧口　益弘　氏　（(株)JALアビテック）

第2回研究交流会〔平成21年6月18日（木）〕
以下の講演及び意見交換を行った。

講演「Human-machine cooperation in En-Route Air traffic control」

（通信・航法・監視領域　福島　荘之介）
３．ヒューマン・エラー防止のための音声分析技術

（機上等技術領域　塩見　格一）
４．第48次南極地域観測隊越冬報告

（航空交通管理領域　新井　直樹）

第4回研究交流会〔平成21年8月7日（金）〕
以下の講演及び意見交換を行った。

講演「第8回US/Euro ATM R&Dセミナー参加報告」
講演者：長岡　栄
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 introducing satellite navigation systems in all flight phases

講演者：Borhene BEN MANSOUR　氏（ENAC留学生）
講演「Signal Discrimination Method with Digital Processing for 1090MHz band」

講演者：Frederic JUNKER　氏(ENAC留学生）

第6回研究交流会〔平成21年8月27日（木）〕
以下の講演及び意見交換を行った。

講演「Signal Discrimination Method with Digital Processing for 1030MHz band」
講演者：Roumier Erwan　氏 (ENAC留学生）

電子航法研究所出前講座を羽田飛行検査官室において開催した。
講座プログラム

（機上等技術領域　塩見　格一）

（通信・航法・監視領域　宮崎　裕己）

１．SBASによるGNSS
（通信・航法・監視領域　坂井　丈泰）

第27回出前講座〔平成21年10月29日（木）〕
電子航法研究所出前講座を気象庁気象研究所において開催した。

２．GBAS概要と開発評価の動向

３．マルチラテレーション監視システムの導入について

講座プログラム

（通信・航法・監視領域　福島　荘之介）

講演「GNSS Multi-constellation RAIM」

１．Global Operational Concept on ATM - Major world projects, ENRI’s current projects
（研究企画統括　山本　憲夫）

出前特別講座〔平成21年10月13日（火）〕

第26回出前講座〔平成21年10月23日（金）〕

２．Precise trajectory prediction for future seamless ATM
（航空交通管理領域　福田　　豊）

３．An attempt to solve ionospheric problems with a view to

（通信・航法・監視領域　工藤　正博）

電子航法研究所出前講座を第46回アジア太平洋航空局長会議（DGCA）ショート・セミナーにおいて開催した。
講座プログラム

１．ILSの雪害事例と研究動向について
（機上等技術領域　横山　尚志）

２．航空交通管理に関する研究－気象の影響に着目して－
（航空交通管理領域　新井　直樹）

３．GNSS補強システムと対流圏遅延
（通信・航法・監視領域　吉原　貴之）

第28回出前講座〔平成21年10月30日（金）〕
電子航法研究所出前講座を東京航空局において開催した。

講座プログラム
１．北太平洋上の東行き最適経路の傾向について

（航空交通管理領域　福島　幸子）
２．A-SMGCシステム経路設定インターフェイス装置の開発と管制官評価

（通信・航法・監視領域　角張　泰之）

以下の講演及び意見交換を行った。
講演「中国民航大学紹介」

講演者：佐々木　孝明　氏、　瀧口　益弘　氏　（(株)JALアビテック）

第7回研究交流会〔平成21年11月2日（月）〕

第29回出前講座〔平成21年11月13日（金）〕
電子航法研究所出前講座を航空保安大学校において開催した。

講座プログラム
１．電子航法研究所の研究長期ビジョン

（研究企画統括　山本　憲夫）
２．マルチラテレーション監視システムの導入評価

（通信・航法・監視領域　宮崎　裕己）

第30回出前講座〔平成21年12月7日（月）〕
電子航法研究所出前講座を那覇空港事務所・那覇航空交通管制部において開催した。

講座プログラム
１．航空交通管理－ENRIでの研究、世界の動向－

（研究企画統括　山本　憲夫）
２．SSRモードSの動態情報とその応用

（航空交通管理領域　瀬之口　敦）
３．ヒューマン・エラー防止のための音声分析技術
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「航空管制官の業務負荷状態計測手法の開発」

平成21年度第2回評議員会〔平成22年 2月26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。

事後評価課題「航空無線航法用周波数の電波信号環境に関する研究」
「監視システム技術性能要件の研究」

１．GBASプロトタイプの開発
　　講演プログラム

（機上等技術領域　塩見　格一）

３．電子航法研究所におけるGBASの研究開発

２．SSRモードSの動態情報とその応用
（航空交通管理領域　瀬之口　敦）

講演者：通信・航法・監視領域　工藤　正博

講演者：航空交通管理領域　福島　幸子
４．DATALINKを用いたCDAおよびDARPのトライアル

講演者：株式会社日本航空インターナショナル　運航部調査役　吉田　謙一　様

３．太平洋上のUPR（利用者設定経路）の導入動向と展望

２．空港面マルチラテレーションの導入評価と今後の動向
講演者：通信・航法・監視領域　宮崎　裕己

３．ヒューマン・エラー防止のための音声分析技術

第31回出前講座〔平成21年12月8日（火）〕

第8回研究交流会〔平成21年12月9日（水）〕

電子航法研究所出前講座を日本トランスオーシャン航空において開催した。

１．航空交通管理－ENRIでの研究、世界の動向－
（研究企画統括　山本　憲夫）

平成21年度電子航法研究所講演会〔平成22年3月12日（金）〕
ATM/CNSに係わる最近の技術開発のテーマのもと、大手町サンスカイルームにおいて講演会を開催した。

講座プログラム

第32回出前講座〔平成21年12月15日（火）〕
電子航法研究所出前講座を社団法人日本航空工業会において開催した。

講座プログラム

以下の講演及び意見交換を行った。
講演「数値予報について」

講演者：小泉　耕　氏（気象庁）

１．航空交通管理におけるトラジェクトリ管理
（航空交通管理領域　白川　昌之）

２．航空のための衛星航法システムの開発状況と実用に向けた課題
（通信・航法・監視領域　工藤　正博）

第33回出前講座〔平成22年1月15日（木）〕
電子航法研究所出前講座を日本無線株式会社において開催した。

講座プログラム
１．空港面マルチラテレーションの課題と今後の展望

（通信・航法・監視領域　宮崎　裕己）
２．OCTPASSの概要について

（通信・航法・監視領域　角張　泰之）

第34回出前講座〔平成22年2月15日（月）〕
電子航法研究所出前講座を社団法人日本航空工業会において開催した。

講座プログラム
１．航空路管制CPDLCユーザ・インターフェースの試作と評価

（通信・航法・監視領域　板野　賢）

（機上等技術領域　塩見　格一）
２．統合型空港面監視システムについて

（通信・航法・監視領域　二瓶　子朗）

４．ATN（航空通信網）の動向と将来
（通信・航法・監視領域　齊藤　真二）
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 ヒューマンファクター研究グループ

「ワークロード評価実験及びその結果の評価

　分析において、航空管制のヒューマンファ

　クタに関する新たな知見の獲得及び今後の

　研究発展のため顕著な貢献に寄与した功績」

 電波信号環境研究グループ

「既存及び将来航空無線機器の運用環境（電波

　信号環境）を高精度に測定できる「広帯域電

　磁信号環境記録装置」及び「電波信号環境予

　測手法」を開発したことにより今後の新たな

　航空無線航法機器の導入・運用、新旧航空無

　線航法機器の共用の検討に大きな貢献に寄与

　した功績」

大津山卓哉（機上等技術領域）

塩見　格一（機上等技術領域）

井上　　諭（航空交通管理領域）

小瀬木　滋（機上等技術領域）

功　　績

青山　久枝（航空交通管理領域）

板野　　賢（通信・航法・監視領域）

◎ 理事長表彰（平成21年4月1日）

５　職員表彰

古賀　　禎（機上等技術領域）

永年勤続（30年）

藤井　直樹（通信・航法・監視領域）
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