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１ 沿  革 
 我が国の航空技術研究再開の機運にのって昭和28年4月，

運輸技術研究所に航空部が設置された。昭和33年に科学技術

庁に長官の諮問機関として電子技術審議会が設けられ昭和

34年8月，諮問第2号「電子技術に関する重要研究及びその推

進措置について」に対する答申を行い，電子航法評価試験機

関（Evaluation Center）の新設が必要なことを指摘した。

次いで，同審議会は昭和35年9月に，諮問第1号「電子技術振

興長期計画について」に対する答申を行い，それに沿って，

昭和36年4月，当時の運輸技術研究所航空部に電子航法研究

室（定員5名）が新設された。 

 電子技術審議会等の諸答申を背景として運輸省は昭和37

年5月，運輸関係科学技術試験研究刷新要綱を決定した。こ

れに基づき，船舶技術研究所，電子航法試験所などの新設組

織ごとに設立準備室をつくり電子航法試験所設立計画の決

定をみたが， 終的には，新設の船舶技術研究所の一つの部

として電子航法部（2研究室14名）が設けられた。 

 昭和39，40両年度の予算において，電子航法評価試験のた

め試験用航空機の購入が認められ，ビーチクラフトスーパー 

H－18双発機を購入した。また，昭和40年度は飛行試験要員

として，1研究室9名の増員が認められた。 

 宇宙開発の一環として，人工衛星を航空機及び船舶の航法

に利用しようとする開発研究は，我が国においても昭和38

年に着手された。その結果をもとに，運輸省は昭和40年4月

「人工衛星による航行援助方式の開発に関する基本方針」を

決め，昭和41年度は衛星航法研究室（3名）が新設された。 

 電子技術審議会は昭和39年6月，電子航法評価試験機関の

拡充強化を建議し，さらに，昭和41年6月の諮問第5号「電子

技術に関する総合的研究開発の具体策について」に対し，研

究機能と評価試験機能をもつ電子航法研究所の設置を答申

した。また，運輸省の航空審議会においても昭和41年10月，

諮問第12号「航空保安体制を整備するため早急にとるべき具

体的方策について」に対して同様の答申があった。 

 昭和41年度予算要求において，運輸省は電子航法研究所の

設立を要求したが，認められず，翌42年度予算において再度

設立要求を行った結果，昭和42年6月からの10か月分の予算

として電子航法研究所の新設が認められた。 

 しかし，運輸省設置法の一部改正が7月10日になったため，

昭和42年7月10日付けで電子航法研究所として設立されるこ

とになった。 

 当時の組織は下記のとおりであった。 
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 昭和43年度には，ATC実験棟を建設するとともに，昭和46

年度までにATCシミュレータを整備した。 

 昭和45，46年度には，電波無響室を整備し，昭和45年度に

電子航法部を廃止し，電子航法開発部（機器研究室）と電子

航法評価部（管制施設研究室，航行研究室）を設置し，総務

課に総務係をおいた。 

 昭和47年度は，企画調査室を廃止して研究企画官をおき，

総務課に人事係をおいた。また，電子航法開発部建屋，衛星

航法研究棟を建設した。 

 昭和48年度には総務課に企画係をおいた。 

 昭和49年度は総務課に会計係をおいた。さらに，同年度に

は，実験用航空機の更新が認められ，昭和50年10月にビーチ

クラフトB－99が引き渡された。 

 昭和51年度は，航空局からの要望研究，技術協力依頼等航

空行政に直結する試験研究をさらに促進し，成果の活用をす

みやかにするため，空港整備特別会計を導入するとともに所

の定員・予算の約25%を特別会計に移管した。また，飛行実

験センターとして，宮城県岩沼市に岩沼分室を設置し，業務

係をおき，飛行実験体制の整備に着手した。 

 昭和52年度は，アンテナ試験塔を整備した。 

 昭和53年度には，航空施設部が発足した。さらに，昭和54

年1月には岩沼分室に分室長をおいた。 

 昭和54年度には，東北財務局より土地8,943㎡の所管換を

受け，岩沼分室を新築し，屋上にレーダー塔を設置した。 

 昭和55年度には，海上保安庁より格納庫（建坪825㎡）の

所管換を受けた。 

 昭和63年度は，管理庁舎兼衛星航法実験棟が竣工した。 

 平成12年度は，国土交通省設置法等関係法令の施行により，

平成13年1月6日をもって「国土交通省電子航法研究所」とな

った。また，2号棟（ATC シミュレーション実験棟）が竣工

した。 

 平成13年度は，中央省庁等改革推進本部決定及び関係諸法

令の施行を受け，4月1日をもって「独立行政法人電子航法研

究所」が成立となった。所長・研究企画官が廃止され，役員

として理事長・理事・監事が設置され，総務課に企画室を設
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置した。また，電波無響室が改装となった。 

 平成14年度は航空施設部，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，衛星技術部と名称変更し

研究室が廃止され研究グループを編成した。 

 平成18年度は，本所に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，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）を導入し

た。 

 平成19年度は，総務課に管財係を新設。会計第一係を経理

係，会計第二係を契約係に変更した。 

平成20年度は，企画課に企画第三係を新設した。 

また，6 号棟（旧管制システム部研究棟）の建

替工事に着手した。 

平成22年度は，6 号棟の建替工事が完了した。 

平成23年度は，企画課に主査を新設した。また，4号棟

（旧航空施設部研究実験棟）の改修工事が完了した。 

平成 24 年度は，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した。 

平成 25 年度は，東日本大震災で被災したビーチクラフ

ト B－99 の後継機として，平成 23 年度第 3 次補正予算に

より購入したビーチクラフトB300（キングエア350）が引

き渡された。 

平成27年度は,「独立行政法人通則法の一部を改正する

法律」等関係諸法令の施行を受け,国立研究開発法人に移

行し,「国立研究開発法人電子航法研究所」となった。 

平成28年度は，平成28年4月1日に施行された「国立

研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法」により，国

立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法

人港湾空港技術研究所と統合し，「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」となった。 

平成29年度は，本所に特別研究主幹を設置した。 

令和元年度は，本所に国際標準化センターを設置した。 

令和2年度は，岩沼分室に新格納庫を建設した。 
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定員の推移

年 度 昭和42 43 44 45 46 47 48

定 員 31人 31 31 34 35 38 41

年 度 49 50 51 52 53 54 55

定 員 44 46 48（13） 51（16） 55（19） 58（21） 59（22）

年 度 56 57 58 59 60 61 62

定 員 59（22） 59（23） 60（24） 61（25） 62（26） 63（27） 64（27）

年 度 63 平成元 2 3 4 5 6

定 員 63（26） 64（27） 64（28） 65（28） 65（28） 65（28） 66（29）

年 度 7 8 9 10 11 12 13

定 員 66（29） 66（29） 65（28） 65（28） 65（28） 64（28） 64（28）

年 度 14 15 16 17 18 19 20

定 員 64（28） 64（30） 63（29） 60（27） 60（27） 60（27） 60

年 度 21 22 23 24 25 26 27

定 員 60 60 60 59 59 60 63

年 度 28 29 30 令和元 2 3

定 員 60 57 57 57 56 56

注１：（　）内は，空港整備特別会計で内数。平成20年度以降は区分経理の廃止に伴い，特別会計の予算は一般会計へ

　　　移管された。

注２：平成18年度以降は年度末現在の職員数を掲載

注３：役員の人数は含まない
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（令和4年3月31日現在）

※役職員数には監事は含まない

1

特別研究主幹

57計

研究職

事務職

研究統括監

理事

42

13

1

企 画 部

一般勘定

航法システム領域

監視通信領域

３　役職員数

電子航法研究所

岩 沼 分 室

２　組　　織

監 事

研 究 監

総 務 部

国際主幹

理 事

研究統括監

課長補佐（人事）

※ 海上・港湾・航空技術研究所組織のうち，電子航法研究所に関する組織のみ掲載

課長補佐（会計）

(令和4年3月31日現在）

航空交通管理領域

情報発信係

外部連携係

専門職

資産係

調達係

研究計画係

経理係

人事係

管理係

課長補佐（企画）

国際標準化センター

理 事 長 総 務 課

人 事 課

会 計 課

研究計画課

国際業務係

-6-



鉄骨造平屋建，建面積990㎡，延面積960㎡

 （令和4年3月31日現在）

岩沼分室格納庫 令和2年度

昭和63年度

４　所　　在

５　建　　物

所 在 地

〒989-2421

平成23年度改装

竣工年度建 物 建 ・ 延 面 積

電 話

電子航法研究所 〒182-0012 0422-41-3165

　東京都調布市深大寺東町7丁目42番地23　　

岩沼分室 0223-24-3871

　宮城県岩沼市下野郷字北長沼４

１号棟 鉄筋コンクリート２階建，建面積390㎡，延面積780㎡ 昭和47年度

平成19年度改装

２号棟 鉄筋コンクリート２階建，建面積569㎡，延面積1,092㎡ 平成12年度

(ATCシミュレーション実験棟)

３号棟 鉄筋コンクリート２階建，建面積232㎡，延面積465㎡ 昭和43年度

平成22年度改装

４号棟 鉄筋コンクリート２階建，建面積490㎡，延面積980㎡ 昭和53年度

平成22年度改装

６号棟 鉄筋コンクリート2階建，建面積355㎡，延面積653㎡ 平成22年度

仮想現実実験棟 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造２階建，建面積480㎡，延面積703㎡ 平成６年度

アンテナ試験塔

平成13年度改装

電波無響室 鉄筋コンクリート２階建，建面積590㎡，延面積687㎡ 昭和45年度

内装寸法：奥行32ｍ，幅７ｍ，高さ５ｍ 昭和48年度増築

屋上にレーダー塔を設置

岩沼分室建屋 鉄筋コンクリート２階建，建面積287㎡，延面積497㎡ 昭和54年度

平成24年度改修

岩沼分室格納庫

鉄筋造，カウンタポイズ直径25ｍ，奥行・幅13ｍ，高さ19.5ｍ 昭和52年度

実験準備室：鉄筋造一部中２階建，建面積160㎡，延面積203㎡ 昭和53年度

５号棟 鉄筋コンクリート２階建，建面積630㎡，延面積1,160㎡ 

平成24年度改修

平成22年度改装

鉄骨造平屋建，建面積825㎡，延面積825㎡ 昭和55年度所属換
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