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１　平成28年度に購入した主要機器

AeroMACSﾛｰﾊﾞﾝﾄﾞ基地局　１式

屋外雲台一体型三板ｶﾒﾗ　１式

GBAS受信機評価用ｲﾝﾀﾌｪｲｽ　１式

RF信号記録再生装置　１式

ﾐﾘ波ｺﾝﾊﾞｰﾀ　１式

広域ﾏﾙﾁﾗﾃﾚｰｼｮﾝ実験装置WAM試験用空中線（改修）　１式

DTVﾏﾙﾁｼｽﾃﾑ信号発生器　１式

評価ﾂｰﾙ用GPS受信装置　１式

広域帯RF増幅器　２式

遠隔型飛行場援助業務用制御卓のﾓｯｸｱｯﾌﾟ　１式
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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，アンテナの送受信特性測定や空港モ

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： 32.0 m×6.2 m×4.2 m 

 周波数範囲： 1～110 GHz 

 無反射範囲： 23m 以上 

 反射減衰量： 50dB 以上 

 遮蔽減衰量： 90dB 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 ネットワークシステム 

 当研究所のネットワークシステムは，共用電子計算機シ

ステムの一部として昭和 50年台に所内LANが整備された

ものに端を発するが，当初は外部組織とのネットワーク接

続はなかった。平成 5 年，研究を効率的に進める上での電

子メールの必要性が研究所内で認識され，日本のインター

ネットの草分けである JUNET(Japan University Network)に

接続し，電子メール及びネットニュースの利用を開始した。

その後，平成 7 年に当時の科学技術庁の管理下にあった省

際研究情報ネットワーク(IMnet: Inter-Ministry Research 

Information Network)に光ケーブル専用線で接続し，電子メ

ールとネットニュースの他，www や ftp，telnet 等の現在の

インターネットの基礎となるサービスを享受できるよう

になった。当時の光ケーブル専用線のデータ転送帯域は，

192kbps であった。現在は，国立情報学研究所が提供する

学 術 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク (SINET: Science Information 

Network)を利用して，1Gbps の帯域で外部とのネットワー

ク接続を行っている。 

 一方，所内 LAN の構成に目を向けると，IMnet に接続を

始めた頃に所内の各建屋毎にサブネットを割り振る形態

を採用した。現在は VLAN という形で研究グループ毎に

サブネットを分けているが，当時の形態が現在の所内 LAN

構成の基礎となっている。 

 現在の所内回線は，平成 20 年に実施した構内光ケーブ

ル布設 (増設 )により，計算機室～各建屋間において

10GBASE-LR のイーサーネット通信を実現している(調布

本所～岩沼分室間を除く)。また，各建屋内においては，

各端末(パソコン)は主に 1000BASE-T のイーサーネットに

より所内 LAN に接続されている。 

 現在，ネットワークシステムを構成するサーバ群は，電

子メール，www，ファイル共有，グループウェア，VPN，

無線LAN等のサービスを提供し，研究及び事務に不可欠な

システムとして運用されている。 
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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。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。 

 ビーチクラフトB-99は，平成23年3月11日に発生した東

日本大震災による津波にて被災，全損となったため，平成

24，25年度にビーチクラフトB300を購入した。同機は平成

25年5月に引き渡され，同年7月から運用を開始した。 

〔更新機の諸元・性能〕 

登 録 番 号：JA35EN 

型    式：Beechcraft B300 (KingAir350) 

全    長：14.23 m 

全    幅：17.65 m 

全    高：4.36 m 

全 備 重 量：6.8 t 

最大巡航速度：263 kt 

最大航続距離：3,268 km 

離陸滑走路長：1,006 m 

着陸滑走路長：821 m 

発 動 機：Pratt & Whitney Canada PT6A-60A 

プ ロ ペ ラ：Hartzell HC-B4MP-3C 

アビオニクス：Collins Pro Line 21 
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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　研究長期ビジョン報告書（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）

当研究所の平成28年度における行事等は、下記のとおりである。

　　

　第77回出前講座〔平成28年10月17日（月）〕　金沢工業大学　扇が丘キャンパス

講演会〔平成28年11月15日（火）〕
平成28年度電子航法研究所講演会を羽田空港第1旅客ターミナルビルにおいて開催した。

　　　　　１．電子航法研究所の概要

（監視通信領域　古賀　禎）　　　　　　

第2回研究交流会　『タレスジャパン（株）との研究交流会』〔平成28年6月15日（水）〕
ATM関連の共同研究を行っているタレスジャパン（株）と、フランス国内空港向けの離発着シーケンス

（研究計画課　阿部　昭夫）　　　　　　
　　　　　２．航空交通管理（ATM）の現在と未来

（航空交通管理領域　瀬之口　敦）　　　　　　

　　　　　４．滑走路異物監視システムの研究開発
（電子航法研究所　監視通信領域　主幹研究員　二ッ森　俊一）　　　　　　

　　　　　５．GLSによる将来運航の進展
（電子航法研究所　航法システム領域　上席研究員　福島　荘之介）　　　　　　

　　　　　２．空港舗装の課題と港空研における研究の紹介等

研究施設一般公開〔平成28年4月24日（日）〕
平成28年度科学技術週間に基づき、当研究所の各施設を公開した。（来場者数延べ6,117名）

第3回研究交流会　『韓国航空大学校の視察』〔平成28年8月9日（火）〕
当研究所の研究事例を紹介し、航空交通管理及び監視通信の課題や将来の展望について討議を行った。

（電子航法研究所　研究統括監　小瀬木　滋）　　　　　　

　　　　　３．空港面の交通流と空港舗装
（電子航法研究所　航空交通管理領域　主幹研究員　青山　久枝）　　　　　　

テーマ：「首都圏空港の機能強化とENRIの技術」（来場者数延べ150名）

　　　　　１．電子航法研究所の最近の活動

３　刊行物

４　行事等

研究発表会〔平成28年6月9日（木）～10日（金）〕
平成28年度（第16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日間来場者数述べ367名）

第1回研究交流会　『モンゴル科学技術大副学長との意見交換会』〔平成28年4月14日（木）〕
モンゴル科学技術大学で工学系高等教育に関するプロジェクトを実施しているバーサンダッシュ

副学長と、無人航空機を使ったネットワークの構築に係るSKY-INFRA IN MONGOLIAプロジェクトについて、
討議を行った。

及びビッグデータ解析による混雑している大規模空港のキャパシティ予測について、討議を行った。

（港湾研究技術研究所　構造研究領域　空港舗装研究グループ長　伊豆　太）　　　　　　
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（航空交通管理領域　天井　治）　　　　　　
　　　　  ４．リアルタイムシュミレーション実験によるRNP AR機最優先方式での従来機との混合運用の可能性の検討

（航空交通管理領域　平林　博子）　　　　　　

（航法システム領域　福島　荘之介）　　　　　　
　　　　　３．軌道ベース運用における二次元飛行経路に関する一考察

　　　　　１．電子航法研究所の概要

　 第79回出前講座〔平成29年1月19日（木）〕　全日本空輸（株）

　　　　　１．電子航法研究所の概要
（研究計画課　森井　智一）　　　　　　

　　　　　２．GLSによる計器進入の進展

（監視通信領域　米本　成人）　　　　　　

　 第78回出前講座〔平成28年12月8日（木）〕国土交通省　航空保安大学校

（研究計画課　阿部　昭夫）　　　　　　
　　　　　２．空港面異物監視システムの研究

評議員会において下記課題に関する評価を実施した。

事前評価課題「フリールーティング空域における軌道ベース運用に関する研究」
　　　　　　「遠隔型空港業務支援システムの実用化研究」

事後評価課題「航空路監視技術高度化の研究」
　　　　　　「空港面異物監視システムの研究」
　　　　　　「「Full　４D」の運用方式に関する研究」

平成28年度評議員会〔平成29年3月14日（火）〕

　　　　　３．GNSSを利用した曲線経路による精密進入着陸方式等の高度な飛行方式の研究
（航法システム領域　福島　荘之介）　　　　　　
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「全地球航法衛星システム（GNSS）に基づく航
法システムについて、カテゴリⅢ着陸に対応し
たGBAS（GAST-D）の安全性設計及び検証技術を
開発」

「電子情報通信学会宇宙・航行エレクトロニク
ス研究会において,多大に貢献したことにより"
通信ソサイエティ活動功労賞"を受賞」

「日本航空宇宙学会において『Arrival Time
Control during Continuous Descent and Its
Application to Air Traffic Control』を発表
し"論文賞"を受賞、また、同学会よりフェロー
称号を授与」

「日本航空宇宙学会第46期年会講演会において
『確率的離散的かつ周期的パイロット操舵モデ
ルの提案』を発表し"若手優秀講演賞"を受賞」

福島　荘之介（航法システム領域）

福田　豊（航法システム領域）

森　亮太（航空交通管理領域）

吉原　貴之（航法システム領域）

齋藤　享（航法システム領域）

特　　別

齊藤　真二（航法システム領域）

永年勤続（30年）

福田　豊（航法システム領域）

５　職員表彰

◎ 理事長表彰（平成28年12月8日）

永年勤続（20年）

福島　荘之介（航法システム領域）

岡　恵（航空交通管理領域）

坂井　丈泰（航法システム領域）

毛塚　敦（航法システム領域）

星野尾　一明（航法システム領域）
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