
特許情報

　夜間に運航する船舶は、衝突防止のためにライトやレーダを
使ってぶつからないように航行しています。夜間に航行する小
型船舶は相手の船舶から発見しやすくするため、反射器を搭載
することが義務付けられているように、浅瀬や海上の建造物
などの障害物にもあらかじめ発見しやすくなるように反射器や
マーカーを設置することで、衝突の危険性を伝えることが出来
ます。　
　当研究所ではこのような用途に対応できるような光とレーダ
の電波を反射することのできる反射体を透明なプラスチックの
レンズを使って開発しました。この全方向性誘電体レンズ装置
は、透明な球形の誘電体レンズ、その焦点距離と等しくなるよ
うな大きさの外部球殻、さらにそれらを同心球状に配置して位
置を保持する機構から構成されています。
　このレンズに入射する光や電波は、丁度反対側の球殻の表面
で焦点を結びます。球殻の表面にアルミ箔などの反射体を貼り

付けることで、光とレーダに使われる電波を両方とも反射でき
る反射器を作ることができます。さらには球形なので、どの方
向に対しても同じ特性が得られます。
　この誘電体レンズ反射器は自動車などで普及が期待されてい
るミリ波レーダに対して、非常に良好な特性となるように設計
されています。電波無響室内にレンズ反射器を4個設置して、
光とミリ波レーダの反射実験を行いました。写真は電灯を用い
た光の反射強度の試験結果、グラフはミリ波レーダを用いた電
波の反射強度の試験結果です。このグラフはレーダで測定され
た距離と電波の強さを2次元座標に変換して色で表現したもの
です。両図から分かるように、光、電波共に良好な反射が得ら
れます。ガードレールや車、バイク、自転車などのさまざまな
障害物に反射器を設置すれば、夜間運行の安全性の向上が期待
できます。

新規に登録された特許を2件紹介します。

全方向性を有する誘導体レンズ（特許第3822619号、平成18年 6月30日登録）

レンズ反射器によるミリ波レーダの反射信号画像

全方向性誘導体レンズ装置

レンズ反射器による光の反射



　航空機などの位置を求めるときに、航空機から送信されるパ

ルス信号を複数の受信局で同時に測定することにより、その時

刻差から位置を特定しようというものです。マルチラテレーショ

ンと呼ばれているシステムです。

　通常時間差はパルスの立ち上がり時刻の差で測定いたします

が、このときに、パルス信号の中の位相が変わる様子から精度

の高い測定を可能にしたものがこの特許です。現在、マルチラ

テレーションで想定されているのは、航空管制用レーダの新し

いシステムであるモードSの応答信号の利用です。モードSは

質問信号と応答信号の 2種類があり、航空交通管制用レーダ

以外に航空機衝突防止装置にも使われています。応答信号には

1090MHz の周波数が使われており、古くからある管制用の

レーダ信号などが混在し、いわば電波環境としては厳しいとこ

ろです。

　この特許は、質問信号として利用している信号環境の良い

1030MHz の信号を想定しております。1030MHz の信号

系は、応答信号と異なり DPSK（Diff erential Phase Shift 

Keying）とよばれる位相反転を利用した変調方式が特徴で、こ

の信号のタイミングはパルスの立ち上がりではなく、信号の途

中にある基準位相反転部分を基準にしています。そこで、こ

の位相反転部分を中心にそれぞれの受信局で受信される搬送波

信号の相互相関をとることで、時間差を測定することにしまし

た。そうすることにより、精度の高い測定が出来ると考えたわ

けです。また、都合の良いことに、航空機衝突防止装置は大半

の旅客機に搭載されており、また定期的にスキッタと呼ばれる

1030MHz の信号が送信されていますのでこれを利用するこ

ととしました。この位相反転については10度から170度ま

での位相の変化に要する時間が規定されているだけで、その変

化の途中は規定していません。このため、製造上のばらつきに

より位相の変化は機材によって異なります。この方式の特徴は、

そのような製造上のばらつきに左右されないことと、位置の精

密測定でしばしば使われる位相測定において、それに伴うアン

ビギュイティ（ambiguity、整数値バイアス）という不確定要

素を除去したことです。解析を行った結果、位置を測る精度が

かなり高いことが証明されましたが、反射電波が混入すると誤

差が大きく出るという課題も出ております。基礎技術として有

望であると思います。幅広い活用を期待しています。

移動体測位方法及び移動体誘導方法（特許第3826191号、平成18年7月14日登録）

　「いつか南極へ行きたい」そう思ったのは小学生の時
のことでした。テレビで南極の番組を見て、美しいオー
ロラ、愛らしいペンギン、そしてどこまでも続く白い
氷原に魅せられてしまったのです。30年が経ち、よう
やく南極観測隊に参加するチャンスが訪れました。し
かし当研究所からは、今まで南極へ隊員を派遣したこ
とはありません。前例がない。特例ばかり。職場の了
解をもらうのは難しいと思いました。
　たしかに、反対はありました。調整は大変でした。
しかし理事長の言葉は、「失敗を恐れる必要はない。一
度で成果が出なければまた行けばいい。ぜひ実現しよ
う。」これが決め手となり、私は第48次南極地域観測
隊に越冬隊員として参加することになりました。
　日本の南極観測は、1956 年 11 月「宗谷」出航、
翌年 1月昭和基地設立により本格的に始まりました。
今年の11月に出発する第48次隊は、日本の南極観
測50年の節目にあたる記念すべき隊です。第48次
隊で、私は地学部門を担当しています。専門分野であ

るGPS観測に加え、地震計、超電導重力計、VLBI 観
測、海洋潮汐観測を受け持ちます。観測隊員は少ない
人数で、協力して多くの観測を行わなくてはなりませ
ん。初めて触れる観測機器の操作、設置・搬入作業。
昭和基地での観測に備え、連日の訓練を受けています。
南極へ行ってしまえば、1年 4ヶ月の間帰ってくる手
段がありません。外部からの援助や補給を受けること
もできません。越冬観測の成功は、国内での事前の準
備にかかっています。
　南極でやりたいことはたくさんあります。いろいろ
な研究成果も挙げたい。しかし最大の任務は、私を南
極へ派遣する決断をしてくれた電子航法研究所に「無
事に帰ってくる」、そのことだと実感しました。
　最後になりましたが、南極観測隊への派遣にあたり、
労苦をいとわず、調整し、説得し、私を守り、常に応
援して下さった、前衛星技術部長の惟村和宣氏（2006
年 3月退職）に、この場をお借りして心からお礼を申
し上げます。

ENRI 初の南極観測隊員として
 通信・航法・監視領域
第48次南極地域観測隊

新井 直樹



ENRIニュースENRIニュース
第1期中期目標期間の業務実績評価結果は「S」

（7月18日、8月23日）
　当研究所は、本年3月末、独立行政法人へ移行してから5
年が経過し、第1期中期目標期間が終了しました。このため、
国土交通省独立行政法人評価委員会により、5年間に亘る業
務実績の評価が、平成17年度の業務実績評価とともに行わ
れました。7月 18日に交通関係研究所分科会が、8月 23
日に総会がそれぞれ開催され、中期目標期間については「S」
（SS, S, A,B,C の 5段階評価）、平成17年度については「極
めて順調」との評価結果になりました。特に、羽田空港再拡
張に係る研究開発に関して多大な貢献を果たしたことや、他
の研究機関との有機的な連携が急速に進み、中期目標期間に
おいて飛躍的な進歩を遂げたことが高く評価されました。

「長期ビジョン検討委員会」を設置（7月27日）
　電子航法に関する長期ビジョンを作成し、これを内外に示
すため、研究所内に「長期ビジョン検討委員会」が設置され、
第1回検討委員会が7月27日に開催されました。検討会は、
白川研究企画統括を委員長とし、委員は若手研究員を中心と
して5名が任命されました。今後、国際動向や社会情勢等を
踏まえながら、当研究所が扱う電子航法に関する技術につい
て、長期的な課題を明らかにし、いつ頃までにその解決を図
るのか等についてまとめることとしています。

平成19年度概算要求を提出（8月）
　当研究所の平成19年度概算要求が国土交通省から財務省
へ提出されました。中期計画に基づき、運営費交付金につい
ては1,692百万円（一般会計：619百万円、空港整備特別
会計：1,073百万円）を、施設整備費補助金については91
百万円（一般会計）をそれぞれ要求しています。平成19年
度に開始する重点研究として、「ATMパフォーマンスの研究」
及び「航空機の安全運航支援技術の研究」を新規に要求して
います。

航空局への報告会を開催（9月28日）
　昨年度に終了した重点研究の結果や、現在実施中の重要な
研究活動の進捗状況について、国土交通省航空局への報告会
を国土交通省の会議室で開催しました。航空局からは、長田
管制保安部長をはじめとして、多数の方に参加していただき
ました。報告会のコンセプトは、担当者以外の方にも幅広く
聞いていただくことにより、研究成果の共有を図ることであ

り、今回は7件について報告しました。研究成果を踏まえて
行政における議論を更に深めていただき、これらが一層有効
に活用されることを期待しています。

特許2件をパテントソリューションフェアで紹介
（10月11～13日）

　パテントソリューションフェアが東京ビックサイトで開催
され、当研究所からは「全方向性誘電体レンズ」及び「発話
音声によるストレス・レベル評価装置」を出展しました。

調布飛行場祭りに出展（10月15日）
　空の日の一環として調布飛行場にて行われている飛行場祭
りに今年も参加しました。今年は、実験車両を持ち込み、当
研究所が開発した実験用レーダデータ表示システム及び航空
機搭載装置の展示、発話音声によるストレス・レベル評価装
置のデモンストレーションを行いました。

研究所からのお知らせ
「出前講座」の開催について
　当研究所の研究活動にご理解をいただくため、昨年度より「出
前講座」を開催しております。今般、福岡航空交通管制部（航
空交通管理センター）のご理解を頂き、第7回目の出前講座を
開催することになりました。航空の現場に従事する方々に当所
の研究業務をご紹介し、皆様から忌憚のないご意見を頂くこと
により、当研究所においての今後の研究をより充実させて参り
たいと思いますので、関係者のご参加をお待ちしております。

＜時期＞平成18年12月上旬予定
＜場所＞航空交通管理センター1階大会議室
＜プログラム＞検討中。確定次第HP等でお知らせします。
※ 参加者は、官公庁及び航空会社等の関係機関に限らせていた
だいております。

※ お問い合せ：独立行政法人電子航法研究所　企画課　企画第
1係（担当：宮野）



学会等における主な発表状況（平成18年8～10月）
(1) 電子情報通信学会
　a) 2006年ソサイエティ大会（9/19～ 22、金沢大学）
　・「航空交通管理の最近の動向」：長岡
　・ 「北太平洋航空路におけるGPS搭載機の飛行便数の割合の推

定」：天井
　・ 「飛行経路に着目したATFMスロット確定法の検討」：福島(幸)、

福田、住谷 (美 )、瀬之口
　・ 「NOPACルートにおける希望通過高度の分布」：藤田
　・ 「航空衛星通信の性能予測の一検討～航空機から地上への通

信」：住谷 (泰 )、石出
　・ 「GPS補強システム (SBAS/GBAS) の現状と研究の動向」：

星野尾
　・ 「GNSSを航空機の自動着陸に使うGBASの安全性の考え方」：

藤井
　・ 「劣化GPS信号モデルによるSQMシミュレーション」：齊藤、

吉原、福島 (荘 )、藤井
　・ 「MSAS試験信号の初期的評価」：坂井、福島 (荘 )、武市、伊

藤 (憲 )
　・ 「準天頂衛星を用いる高精度測位実験システム」：伊藤 ( 憲 )、

福島 ( 荘 )、坂井、武市
　・ 「高精度測位のためのGPS信号の対流圏遅延補正」：武市、坂

井、福島 (荘 )、伊藤 ( 憲 )
　・ 「統合型空港面監視システムの開発」：二瓶、宮崎、古賀
　・ 「マルチラテレーション監視システムの評価実験」：宮崎、二瓶、

古賀
　・ 「滑走路における誤進入・コンフリクト検出手法の検討」：古賀、

二瓶、青山
　・ 「携帯電子機器による機上装置への電磁干渉に関する研究」：

山本 (憲 )、米本、山田、平田（RAエンジニアリングハウス）
　・ 「ASASの国際標準化の動向と信号環境に関する研究」：小瀬

木
　・ 「ARNS帯域の信号環境記録予備実験」：大津山、小瀬木
　・ 「モードS信号を用いた受動測位のマルチパス誤差の検討」：

田嶋、古賀、小瀬木
　・ 「光とミリ波を反射する全方向性誘電体レンズ反射器」：米本、

松崎 (レンスター )
　・ 「後方乱気流の遷移状態」：加来
　b) 安全性研究会（10/26、東京海洋大学） 
　・ 「航空管制卓における異常接近警報機能の研究開発」：福田、

瀬之口
　・ 「レーザーによる後方乱気流の観測」：加来
　c) 宇宙・航行エレクトロニクス研究会（10/27、新潟大学）
　・ 「コンフリクト検出における水平面位置予測に関する一解析」：

瀬之口、福田
(2) 日本航海学会
　a) 論文集第115号
　・ 「ACASアルゴリズム移行期のRAレポートへの主成分分析の

適用」：住谷 (泰 )、小瀬木、白川
　b) 自動航法研究会（9/30、東京海洋大学）
　・ 「航空交通管理 (ATM) の現状と将来」：長岡
　c) 平成 18年度秋季講演会（10/10～ 12、富山国際会議場）
　・ 「複数の平行経路における横方向オフセットの横方向衝突危険

度への影響」：長岡、天井
　・ 「RNAV到着機の横方向経路逸脱量の推定」：天井
　・ 「ADS予測位置誤差に与える伝送遅延の影響」：石出、住谷 (泰 )
　d) GPS/GNSS研究会（10/12、富山国際会議場）
　・ 「後処理用広域DGPS情報の配信状況」：坂井
　e) 航空宇宙研究会（10/12、富山国際会議場）
　・ 「航空衛星通信システムの動向」：住谷 (泰 )、石出
　・ 「準天頂衛星を用いる高精度測位実験」：坂井、伊藤 ( 憲 )、福

島 ( 荘 )、武市
(3) 日本航空宇宙学会
　a)  第 44回飛行機シンポジウム（10/18～ 20、大宮ソニック

シティ）
　・ 「短縮垂直間隔のための高度モニタリングについて」：長岡

　・ 「航空交通管理のパフォーマンス測定手法の検討」：福田、蔭山、
山本 (哲 )

　・ 「航空交通流管理における航空路管制作業量推定方法の検討」：
福島 (幸 )、福田、住谷 (美 )、瀬之口

　・ 「GBAS地上装置の研究開発の動向」：福島 (荘 )、齊藤、吉原、
藤井

　・ 「ILSグライドパスフィールドモニタの全天候化」：横山、朝倉、
田嶋

　・ 「空港面受動測位実験のマルチパス誤差評価」：田嶋、古賀、
小瀬木

　・ 「航空機運航に支障を及ぼす恐れのある電子機器の分析」：山
本 (憲 )、山田、平田（RAエンジニアリング）、伊藤（全日本
空輸）、沢井（日本航空インターナショナル）

(4) その他
　・ 「On fl ight tests of a millimeter-wave radar for obstacle 

detection（障害物探知のためのミリ波レーダの飛行試験につ
い て ）」：B.D.Nguyen、C.Migliaccio、Ch.Pichot（3 名；
仏国ニースソフィアアンティポリ大学電子アンテナ研究所）、
米本、山本 ( 憲 )、山田、安井（IHI エアロスペース）；電磁気
学学会電磁気学シンポジウム（8/2～ 5、中央大学）

　・ 「Numerical Analysis of Electromagnetic Field 
Distribution in Typical Airplane（典型的航空機内の電磁
界分布に関する数値解析）」：川原、河野、日景、野島、大宮
（5名；北海道大学）、山本 (憲 )；IEEE VTS APWCS (Asia 
Pacific Wireless Communication Symposium) 2006
（8/24, 25、デジョン）

　・ 「Remote Sensing of the Ionosphere using VLF 
Transmissions（VLF 送信局電波を用いた電離層の測定）」：
大津山；電気学会技術報告「自然電磁気現象解明と電磁界解析」
第8章

　・ 「Future Developments in ATM － Japan（ATM におけ
る今後の開発－日本）」：長岡；25th ICAS (International 
Council of the Aeronautical Sciences) Congress（9/3
～ 8、ハンブルク）

　・ 「Airspace Safety Assessment for Implementation of 
the Japanese Domestic Reduced Vertical Separation 
Minimum（日本における国内短縮垂直間隔導入のための空
域安全性評価）」：天井、長岡；12th IAIN (International 
Association of Institutes of Navigation) World 
Congress（10/19、済州島）

国際会議等への参加状況（平成18年8～10月）
　・ 「日米GPS/ 準天頂衛星専門家ワーキンググループ会合（第5

回）」：伊藤 (憲 )（8/3～ 8/6、カウアイ島）
　・ 「 第 25 回 国 際 航 空 会 議 (ICAS2006)」： 長 岡（9/2 ～

9/10、ハンブルク）
　・ 「ICAO ACP 第 11 回 WG-C 会議、第 8 回 NexSAT 会議、

次世代通信システムに関する技術調査」：住谷 ( 泰 )（9/17
～ 9/23、ブラッセル）

　・ 「JAXA との共同実験」：塩路、小瀬木、大津山（9/21 ～
10/7、アンカレッジ）

　・ 「ASAS要件検討会議及び ICAO/SCRSパネルASASサブグ
ループ会議」：小瀬木（9/24～ 9/28、ワシントンD.C）

　・ 「オルリーにおける仏国DSNAでの高速シミュレーション・
ソフトウェアOPASの調査」：蔭山（9/25～ 10/31、パリ）

　・ 「ION GNSS 2006（米国航法学会GNSS会議）」：吉原（9/26
～ 10/1、フォートワース）

　・ 「ICAO航法システムパネル作業部会」：藤井、横山（10/9～
10/22、モントリオール）

　・ 「12th IAIN World Congress」：天井（10/17～ 10/20、
済州島）

人事異動（平成18年9月1日付）
発令事項 氏　　名 現　　職

通信・航法・監視領域研究員
先進型地上走行誘導管制シス
テム開発PT併任

松久保裕二 通信・航法・監視領
域研究員

発表した研究成果と国際活動等のご紹介


