
研究成果活用レポート

　航空機の離発着が輻輳する空港周辺のターミナル空域の
効率的運用と航空機の安全確保をより一層確実なものとす
るため、欧米では到着機に対する順序・間隔付け情報等を
管制官に提供するシステムの開発が進められています。
　当研究所では平成5年度から平成9年度に「到着機の
順序・間隔付け支援システムの研究」として、COSMOS
（Computer Oriented Spacing and Metering 
Optimization System）実験室モデルを試作し、航空管
制官参加のシミュレーション実験により、その機能を評価
しました。COSMOSは、到着機の着陸順序の決定や最終
進入地点通過時刻の予測等の、従来は管制官が経験的に得
た専門知識により処理していた問題に対して、コンピュー
タを利用して状況分析に必要なデータを示すことにより、
ターミナル管制業務を支援します。タイムライン表示（下
図の左上）では、到着機の予測到着時刻および計画到着時
刻をグラフで表示します。ここで、計画到着時刻とは航空
機間に管制間隔を確保した到着時刻です。両者の時間差に
より、ターミナル空域内での航空機に必要な時間調整量が

わかります。また、航空機の詳細な情報を到着機リスト（図
の左下）に表示します。さらに、レーダ画面上での航空
機の便名を表示する部分には着陸順序等の情報を表示しま
す。シミュレーション実験では、予測と順序が適切であれ
ば、初期針路の判断、航空機への順序の通知等の参考にな
るとの評価結果でした。
　当研究所で開発した実験室モデルを平成11年度に国土
交通省のシステム開発評価センター（現システム開発評価・
危機管理センター）へ管理替えし、データ接続機能等を付
加した上で実際のレーダデータ等を使用した評価が行われ
ました。その後、新型ARTS（ARTS-F）に本機能が取り
入れられ、平成16年度の中部国際空港への導入を初めと
して、順次、主要空港へ整備されています。
　当研究所では現在、本システムを発展させ、航空交通流
管理機能および航空交通管制部の管制支援機能等と連携し
た統合的な航空機の時間管理手法について研究を進めてい
ます。

到着機の順序・間隔付け支援システムCOSMOS

　当研究所の研究成果の一部は、空港や航空管制機関の施設等において実用化されています。本号より、研究成果が実際に
活用されている事例について紹介いたします。

学会等における主な発表状況（平成18年11月～平成19年1月）
（1）電子航法研究所報告（第116号、2007年 1月）

・ 「RAレポートに基づくACAS II のアルゴリズムバージョン7の改
訂効果」: 住谷（泰）、小瀬木、白川

（2）電子情報通信学会
a） 宇宙・航行エレクトロニクス研究会（12/22、情報通信研究機構

鹿島宇宙技術センター）
・ 「航空データ無線伝送路の特性 ～VDL-Mode2/3の評価～」:禮助（千
葉工業大学）、北折、松久保、小園（千葉工業大学）

b）宇宙・航行エレクトロニクス研究会（1/19、長崎県美術館）
・ 「速度積算による航空機の位置推定」: 齊藤、吉原
・ 「A-SMGCシステムの監視機能について」: 古賀、二瓶、宮崎
・ 「GPS第二民間周波数信号（L2C）の受信試験」: 坂井、福島（荘）、
武市、荒蒔、伊藤（憲）

・ 「準天頂衛星を用いた高精度測位補正における対流圏遅延補正方式」:
武市、坂井、福島（荘）、伊藤（憲）

（3）日本航海学会
a） GPS/GNSSシンポジウム（11/15～ 17、東京海洋大学）
・ 「広域DGPSとMSAS」: 坂井
・ 「QZSSによる広域DGPS補強システムの開発状況」: 福島（荘）、
坂井、武市、伊藤（憲）

・ 「広域補強システムMSASの性能評価」: 坂井
b） 日本航海学会誌NAVIGATION（第165号）
・ 「日本における国内短縮垂直間隔基準導入のための空域安全性評価」:
天井、長岡

（4）日本航空宇宙学会
a） 宇宙科学技術連合講演会（11/8～ 10、北九州国際会議場）
・ 「オフライン高精度測位テストシステムの開発及び性能評価」:金曽（日
本電気）、小野（同左）、鈴木（同左）、福島（荘）

・ 「GBASインテグリティリスク低減のための衛星モニタ」: 小野（日
本電気）、金曽（同左）、鈴木（同左）、藤井、福島（荘）、吉原、齊藤

・ 「サブメータ級測位補正における対流圏遅延補正」: 武市、坂井、福
島（荘）、伊藤（憲）

・ 「準天頂衛星サブメータ級補強信号のエフェメリスメッセージ」:坂井、
福島（荘）、武市、伊藤（憲）

（5）計測自動制御学会
a） システムインテグレーション部門講演会（12/15、札幌コンベンショ

ンセンター）
・ 「航空路管制官のタスクロードとパフォーマンス評価に関する研究」:
井上（東京大学）、安藤（MTI）、青山、大和（東京大学）

・ 「航空路管制における管制指示の分析」: 青山、古田（東京大学大学院）、
飯田（労働科学研究所）

（6）国際民間航空機関（ICAO）
a） ICAO ASP（Aeronautical Surveillance Panel） WG（11/6～

14、神戸商工会議所）
・ 「Evaluation results of multilateration at Tokyo International 
Airport（羽田空港におけるマルチラテレーションの評価結果）」: 宮
崎

・ 「Signal environment measurement with long time waveform 
recorder（長時間波形記録装置を用いる信号環境測定）」: 小瀬木、
大津山

・ 「ACASII Operational Monitoring Report on the effect of 
RVSM in Japan, Second report of 2006（ 日 本 に お け る
RVSM環境下でのACAS運用モニタリングレポート2006年第2
版）」: 住谷（泰）、小瀬木、白川、宮邊（国土交通省航空局）

（7）その他
・ 「航空交通管制の現状と将来」: 長岡 ; 自動車技術会自動車技術シン
ポジウムテキスト航空機・自動車の誘導制御技術の最先端、2006 
No.13-06（11/7、工学院大学）

・ 「Fresnel reflector antennas for MMWave helicopter 
obstacle detection radar（ミリ波ヘリコプタ障害物探知レーダ
用フレネル反射板アンテナ）」:C.Migliaccio（ニースソフィアアン
ティポリス大学電子アンテナ通信研究所）、B.D.Nguyen（同左）、
Ch.Pichot（同左）、米本、山本（憲）、山田 ;The fi rst European 
Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006
（11/6～ 10、ニース）
・ 「GPSによる南極氷床高度の測定 ―ドームふじから沿岸部までの高
度プロファイル―」: 坂井、亀田（北見工業大学）、本山（国立極地
研究所）; 極域気水圏・生物合同シンポジウム 2006（11/20 ～
22、国立極地研究所）

・ 「Comments on draft letter for RTCA/SC-159 to inform our 

発表した研究成果と国際活動等のご紹介
activities（RTCA/SC-159 に我々の活動を知らせるための書簡
案へのコメント）」: 小瀬木 ;JTIDS（Joint Tactical Information 
Distribution System）/MIDS （Multifunctional Information 
Distribution System） MNWG（Multinational Working Group）
-TI（Technical Interchange）/GNSS-SWG（11/27 ～ 29、
アナポリス）

・ 「Onboard measurement for multi-path echo-Trials in 2006
（機上におけるマルチパス反射波測定―2006年の試行）」: 小瀬木、
大津山 ;JTIDS/MIDS MNWG-TI/GNSS-SWG, RTCA-SC159/
WG6合同会議（11/29、ワシントンD.C）

・ 「発話音声によるトラック運転手の心身状態評価手法と結果」: 塩見、
佐藤（鉄道総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、堀口（いすゞ
自動車）、杉浦（いすゞ中央研究所）、海津（セレブラルダイナミッ
クス）; 日本人間工学会関東支部会第36回大会（12/2,3、早稲田
大学）

・ 「Millimeter-Wave Radar for Rescue Helicopters（救急ヘリ
コプタのためのミリ波レーダ）」:C.Migliaccio（ニースソフィアア
ンティポリ大学電子アンテナ通信研究所）、B.D.Nguyen（同左）、
Ch.Pichot（同左）、米本、山本（憲）、山田、安井（IHI エアロスペース）、
W.Mayer（ウルム大学）、A.Gronau（同左）、W. Menzel（同左）;IEEE 
ICARCV（International Conference on Control, Automation, 
Robotics and Vision） 2006（12/5～ 8、シンガポール）

・ 「交通流の分散による航空機の衝突リスクの軽減（短縮垂直間隔導入
後の安全性評価）」: 天井 ; 日本機械学会第15回交通・物流部門大
会（12/13～ 15、川崎市産業振興会館）

・ 「将来のヘリコプター運航（上）、（下）～ヘリコプターの安全向上と
利用拡大を目指して～」: 冨尾（ヘリコプター IFR等飛行安全研究会）、
奥野（宇宙航空研究開発機構）、山本（憲）; 航空技術第620, 621
号（日本航空技術協会）

・ 「航空交通管理のパフォーマンス測定ツールの試作」: 福田 ; 航空無
線第50号（航空保安無線システム協会）

・ 「融雪変動を最小化する ILS-GP のモニタ反射板」: 横山 ; 航空無線
第50号（航空保安無線システム協会）

・ 「RNAV到着経路の安全性の評価」: 天井 ; 航空無線第50号（航空
保安無線システム協会）

・ 「ヘリコプタ用障害物監視システム」: 山本（憲）; 検査技術 2007
年 1月号（日本工業出版）

・ 「管制官はワルイヒト ?」: 福島（幸）; 航空管制2007年第1号（航
空交通管制協会）

・ 「GPSのための実用プログラミング」: 坂井 ; 東京電機大学出版局

国際会議等への参加状況（平成18年11月～平成19年1月）
・ 「ウルム大学との研究討議及びEuCAP 2006（アンテナ伝播欧州会
議）」: 米本（11/2～ 12、ウルム、ニース）

・ 「ICAO RASMAG（地域空域安全監視諮問グループ）第6回会議及
び ICAO RVSM（短縮垂直間隔）タスクフォース第29回会議」:
藤田（11/5～ 17、バンコク）

・ 「JTIDS/MIDS MNWG GNSS-SWG 会議」: 小瀬木（11/26 ～
12/1、アナポリス）

・ 「国際GBAS WG会議」: 藤井（11/27～ 12/2、トゥールーズ）
・ 「航空交通流管理に関する調査（NATS、ロンドン大学、ユーロコン
トロール（本部、実験センター））」: 福島（幸）（12/10～ 17、ロ
ンドン、ブラッセル、パリ）

・ 「米国次世代航空輸送システム（NGATS）調査及び FAA第 3回新
技術ワークショップ」: 白川、蔭山（1/7～ 12、ワシントンD.C）

・ 「RNAV安全性評価に係る技術調査」: 長岡（1/14～ 21、マルメ、
フランクフルト、パリ、トゥールーズ）

・ 「ION NTM 2007（米国航法学会国内技術会議）」: 坂井、吉原（1/21
～ 26、サンディエゴ）

・ 「RTCA SC-202（携帯電子機器委員会）」: 山本（憲）、米本（1/22
～ 27、ワシントンD.C）

・ 「ICAO ACP（航空通信パネル）WG-N第 7回会議」: 板野（1/28
～ 2/3、バンコク）

人事異動（平成19年1月1日付）
発令事項 氏　名 現　職

辞職（12月31日付）
（国土交通省航空局監理部総務課専
門官、航空保安対策室併任）

佐久間真一 総務課長補佐

総務課長補佐 生沼文彦 独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
総務部上席専門役

タイムライン表示

到着機リスト

レーダ画面

COSMOS実験室モデルの表示例
（表示データは実験用であり実際と
は異なります）



研究所からのお知らせ

　近年情報を効率よく送るために、PSK（Phase Shift 
Keying）などの位相変調された信号が多く使われていま
す。受信機でこの信号を取り出す段階は検波と呼ばれ、信
号の振幅と位相情報を複素数として取り出す IQ 検波が不
可欠です。IQ検波をディジタル処理する場合、乗算は加算
に比べ複雑になり、乗算の数を少なくすることが望まれま

す。下図の IQ 検波ブロック図はディジタル処理で行う場
合の乗算の数が少ない経済的な方式です。また、サンプリ
ング周波数を適切に選べば、フィルタの係数は1/2 とな
りビットシフトで済むので、乗算を全く使用しないように
することもできます。下図の波形は、航空機衝突防止装置
ACASの 1030MHzの高周波信号を IQ検波した例です。

高周波信号のデジタル IQ検波方法（特許第3874295号、平成18年11月2日登録）

　航空交通流管理とは航空機の交通量を調整するもの
です。交通量が過度に集中すると、航空機間に安全な
間隔を保つために、飛行時間が長くなったり、不経済
な飛行高度になったり、効率が悪くなります。昔は、
例えば、隣の管制機関に「2時から3時の出発は3分
おきにしてね♪」と、個々の管制機関同士で行ってい
ました。航空交通が増えてきたので、もっとシステム
的に効率よく行うことになりました。事前に飛行計画
を集計して、交通量の多くなるところを予測して・・・
出発遅延や飛行経路変更を割当てています。
　ですから、航空交通流管理はある程度広い範囲の管
制空域で行われます。日本全体、合衆国全体、そしてヨー
ロッパではユーロコントロール（EUROCONTROL）
という37カ国（現在）でまとまって行われています。
　日本は羽田などの空港だけでなく上空部分も混み
合っています。同じような状況のヨーロッパでは、ど
のようにこの混雑と戦っているのでしょうか？3カ国
の管制機関に調査に行ってきました。
　まずは、紅茶の国、イギリスに行きました。NATS
（National Air Traffi  c Service）というイギリス国
内の管制を行っている機関の本部とロンドン管制部
（LACC; London Air traffi  c Control Center）に行き

ました。
　次に、チョコレートの国、ベルギーに行きました。
ベルギーではユーロコントロールの本部で CFMU
（Central Flow Management Unit）を見学しました。
CFMUで航空交通流管理を行っています。
　最後に、シャンパンの国、フランスに行きました。
ユーロコントロールの実験センターに行きました。ユー
ロコントロール全体では日本より1桁多い交通量をコ
ントロールしていました。また、国によって管制のや
り方が微妙に違うようで、「○△空域では1時間に x機
まで」と容量についての定義がとてもシンプルでした。
そのシンプルな数字を出すために、管制機関ごとにい
ろいろとシミュレーションを行っていました。今後の
研究に参考にしようと思います。
　出張時期がクリスマスの直前だったので、街中クリ
スマスでした。日本でもベランダを電飾している家が
多く見られますが、ヨーロッパではベランダに綱をた
らして、サンタが登っているところを多く見かけまし
た。「これからプレゼントを持っていきますよ～♪」と
いう感じで、等身大？と思われる大きなサンタクロー
スも多数見かけました。

ヨーロッパを旅してきました 航空交通管理領域　福島 幸子

ENRIニュースENRIニュース
マルチラテレーション評価実験を羽田空港で実施

（10月5日～）
　羽田空港において、空港面上の航空機を監視する新シ
ステムであるマルチラテレーションの評価実験を、国土
交通省東京航空局からの委託により実施しています。羽
田空港では新たな滑走路が整備されるなど、空港容量の
拡張が進められていますが、交通量が増加した場合でも、
これまでどおりに航空機が安全かつ円滑に運航できるよ
うにこのシステムが導入される計画です。エアラインの
ご協力もいただいてシステムの性能評価を行っており、
平成19年 1月からは、管制官が実際に画面を見る運用
評価を実施しています。実運用開始の際に十分な性能が
発揮できるように事前検証を進めています。

新井研究員が南極へ出発（11月28日）
HPに南極観測レポートを掲載開始
　新井直樹研究員が、第48次南極地域観測隊の越冬隊
員として南極へ向けて出発しました。これに先立ち、11
月 9日に三鷹市役所を訪問し、清原慶子市長と対談しま
した。新井研究員は、「南極観測はやるだけの価値がある
と思う。たっぷり楽しんで無事帰ってきたい。」と抱負を
述べました。
　新井研究員からの南極観測レポートについて、研究所
HPへの掲載を開始しました。帰国まで随時掲載します
ので、是非ご覧下さい。
http://www.enri.go.jp

ICAO SASPメンバーから記念品の贈呈（11月）
　航空交通管理領域の長岡領域長は、これまで約20年
近く、国際民間航空機関の管制間隔に係る専門家会議
（ICAO SASP）に参加してきました。11月 25日から
オーストラリアで開催された同会議において、SASPメ
ンバー等から、長岡領域長の多大なる貢献に感謝の意を
表して記念品が贈呈されました。（記念品は、会議に参
加した日本のメンバーによって当人に届けられました。）

出前講座を福岡で開催（12月4日）
　福岡航空交通管制部・ATMセンターのご協力により、
第7回出前講座を福岡（ATMセンター）で開催しました。
航空局、航空関連企業の方等、約60名の皆様にご聴講
いただきました。講座は「電子航法における最近の話題」
をテーマとして、実時間シミュレーションにおける航空
管制通信量の解析結果、効率的なデータ通信のための管
制卓GUI デザイン、航空交通管理のパフォーマンス測定
手法、MSAS航法の性能について講演しました。

関東空域の再編に係る管制シミュレーション実験を
実施（12月12、14日）
　羽田空港再拡張事業完了後の航空交通量を想定し、関
東空域における航空管制実時間シミュレーション実験を
実施しました。これは、「今後の管制支援機能に関する
研究（平成18, 19 年度重点研究）」の一環として平成
18年 6月及び 9月に引き続いて実施する本年度3回
目の実験であり、国土交通省東京航空交通管制部、東京
空港事務所及び成田空港事務所の航空管制官、延べ約
40名の参加を得ました。今回の主要テーマは、羽田空
港の近傍空域における悪天候回避、滑走路の閉鎖及び着
陸滑走路の変更であり、羽田空港到着機に係るシナリオ
を合計6回試行しました。今後、将来の関東空域におけ
る空域構成の要件や通信の傾向等を推定するため、この
実験により得られたデータを詳細に解析する予定です。

平成19年度予算案が内示（12月20日）
　運営費交付金及び施設整備費補助金の平成 19 年
度予算案が内示されました。運営費交付金については
1,684 百万円（一般会計 :611 百万円、空港整備特別
会計 :1,073百万円）、施設整備費補助金については55
百万円（一般会計）となっています。

研究所一般公開について
　平成19年度の研究所一般公開を4月22日（日）に開催いたします。詳細情報は、研究所HPに掲載していきます。
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研究所からのお知らせ

　近年情報を効率よく送るために、PSK（Phase Shift 
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ング周波数を適切に選べば、フィルタの係数は1/2 とな
りビットシフトで済むので、乗算を全く使用しないように
することもできます。下図の波形は、航空機衝突防止装置
ACASの 1030MHzの高周波信号を IQ検波した例です。

高周波信号のデジタル IQ検波方法（特許第3874295号、平成18年11月2日登録）
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例えば、隣の管制機関に「2時から3時の出発は3分
おきにしてね♪」と、個々の管制機関同士で行ってい
ました。航空交通が増えてきたので、もっとシステム
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ロコントロール全体では日本より1桁多い交通量をコ
ントロールしていました。また、国によって管制のや
り方が微妙に違うようで、「○△空域では1時間に x機
まで」と容量についての定義がとてもシンプルでした。
そのシンプルな数字を出すために、管制機関ごとにい
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スも多数見かけました。

ヨーロッパを旅してきました 航空交通管理領域　福島 幸子

ENRIニュースENRIニュース
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陸滑走路の変更であり、羽田空港到着機に係るシナリオ
を合計6回試行しました。今後、将来の関東空域におけ
る空域構成の要件や通信の傾向等を推定するため、この
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研究成果活用レポート

　航空機の離発着が輻輳する空港周辺のターミナル空域の
効率的運用と航空機の安全確保をより一層確実なものとす
るため、欧米では到着機に対する順序・間隔付け情報等を
管制官に提供するシステムの開発が進められています。
　当研究所では平成5年度から平成9年度に「到着機の
順序・間隔付け支援システムの研究」として、COSMOS
（Computer Oriented Spacing and Metering 
Optimization System）実験室モデルを試作し、航空管
制官参加のシミュレーション実験により、その機能を評価
しました。COSMOSは、到着機の着陸順序の決定や最終
進入地点通過時刻の予測等の、従来は管制官が経験的に得
た専門知識により処理していた問題に対して、コンピュー
タを利用して状況分析に必要なデータを示すことにより、
ターミナル管制業務を支援します。タイムライン表示（下
図の左上）では、到着機の予測到着時刻および計画到着時
刻をグラフで表示します。ここで、計画到着時刻とは航空
機間に管制間隔を確保した到着時刻です。両者の時間差に
より、ターミナル空域内での航空機に必要な時間調整量が

わかります。また、航空機の詳細な情報を到着機リスト（図
の左下）に表示します。さらに、レーダ画面上での航空
機の便名を表示する部分には着陸順序等の情報を表示しま
す。シミュレーション実験では、予測と順序が適切であれ
ば、初期針路の判断、航空機への順序の通知等の参考にな
るとの評価結果でした。
　当研究所で開発した実験室モデルを平成11年度に国土
交通省のシステム開発評価センター（現システム開発評価・
危機管理センター）へ管理替えし、データ接続機能等を付
加した上で実際のレーダデータ等を使用した評価が行われ
ました。その後、新型ARTS（ARTS-F）に本機能が取り
入れられ、平成16年度の中部国際空港への導入を初めと
して、順次、主要空港へ整備されています。
　当研究所では現在、本システムを発展させ、航空交通流
管理機能および航空交通管制部の管制支援機能等と連携し
た統合的な航空機の時間管理手法について研究を進めてい
ます。

到着機の順序・間隔付け支援システムCOSMOS

　当研究所の研究成果の一部は、空港や航空管制機関の施設等において実用化されています。本号より、研究成果が実際に
活用されている事例について紹介いたします。

学会等における主な発表状況（平成18年11月～平成19年1月）
（1）電子航法研究所報告（第116号、2007年 1月）

・ 「RAレポートに基づくACAS II のアルゴリズムバージョン7の改
訂効果」: 住谷（泰）、小瀬木、白川

（2）電子情報通信学会
a） 宇宙・航行エレクトロニクス研究会（12/22、情報通信研究機構

鹿島宇宙技術センター）
・ 「航空データ無線伝送路の特性 ～VDL-Mode2/3の評価～」:禮助（千
葉工業大学）、北折、松久保、小園（千葉工業大学）

b）宇宙・航行エレクトロニクス研究会（1/19、長崎県美術館）
・ 「速度積算による航空機の位置推定」: 齊藤、吉原
・ 「A-SMGCシステムの監視機能について」: 古賀、二瓶、宮崎
・ 「GPS第二民間周波数信号（L2C）の受信試験」: 坂井、福島（荘）、
武市、荒蒔、伊藤（憲）

・ 「準天頂衛星を用いた高精度測位補正における対流圏遅延補正方式」:
武市、坂井、福島（荘）、伊藤（憲）

（3）日本航海学会
a） GPS/GNSSシンポジウム（11/15～ 17、東京海洋大学）
・ 「広域DGPSとMSAS」: 坂井
・ 「QZSSによる広域DGPS補強システムの開発状況」: 福島（荘）、
坂井、武市、伊藤（憲）

・ 「広域補強システムMSASの性能評価」: 坂井
b） 日本航海学会誌NAVIGATION（第165号）
・ 「日本における国内短縮垂直間隔基準導入のための空域安全性評価」:
天井、長岡

（4）日本航空宇宙学会
a） 宇宙科学技術連合講演会（11/8～ 10、北九州国際会議場）
・ 「オフライン高精度測位テストシステムの開発及び性能評価」:金曽（日
本電気）、小野（同左）、鈴木（同左）、福島（荘）

・ 「GBASインテグリティリスク低減のための衛星モニタ」: 小野（日
本電気）、金曽（同左）、鈴木（同左）、藤井、福島（荘）、吉原、齊藤

・ 「サブメータ級測位補正における対流圏遅延補正」: 武市、坂井、福
島（荘）、伊藤（憲）

・ 「準天頂衛星サブメータ級補強信号のエフェメリスメッセージ」:坂井、
福島（荘）、武市、伊藤（憲）

（5）計測自動制御学会
a） システムインテグレーション部門講演会（12/15、札幌コンベンショ

ンセンター）
・ 「航空路管制官のタスクロードとパフォーマンス評価に関する研究」:
井上（東京大学）、安藤（MTI）、青山、大和（東京大学）

・ 「航空路管制における管制指示の分析」: 青山、古田（東京大学大学院）、
飯田（労働科学研究所）

（6）国際民間航空機関（ICAO）
a） ICAO ASP（Aeronautical Surveillance Panel） WG（11/6～

14、神戸商工会議所）
・ 「Evaluation results of multilateration at Tokyo International 
Airport（羽田空港におけるマルチラテレーションの評価結果）」: 宮
崎

・ 「Signal environment measurement with long time waveform 
recorder（長時間波形記録装置を用いる信号環境測定）」: 小瀬木、
大津山

・ 「ACASII Operational Monitoring Report on the effect of 
RVSM in Japan, Second report of 2006（ 日 本 に お け る
RVSM環境下でのACAS運用モニタリングレポート2006年第2
版）」: 住谷（泰）、小瀬木、白川、宮邊（国土交通省航空局）

（7）その他
・ 「航空交通管制の現状と将来」: 長岡 ; 自動車技術会自動車技術シン
ポジウムテキスト航空機・自動車の誘導制御技術の最先端、2006 
No.13-06（11/7、工学院大学）

・ 「Fresnel reflector antennas for MMWave helicopter 
obstacle detection radar（ミリ波ヘリコプタ障害物探知レーダ
用フレネル反射板アンテナ）」:C.Migliaccio（ニースソフィアアン
ティポリス大学電子アンテナ通信研究所）、B.D.Nguyen（同左）、
Ch.Pichot（同左）、米本、山本（憲）、山田 ;The fi rst European 
Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006
（11/6～ 10、ニース）
・ 「GPSによる南極氷床高度の測定 ―ドームふじから沿岸部までの高
度プロファイル―」: 坂井、亀田（北見工業大学）、本山（国立極地
研究所）; 極域気水圏・生物合同シンポジウム 2006（11/20 ～
22、国立極地研究所）

・ 「Comments on draft letter for RTCA/SC-159 to inform our 

発表した研究成果と国際活動等のご紹介
activities（RTCA/SC-159 に我々の活動を知らせるための書簡
案へのコメント）」: 小瀬木 ;JTIDS（Joint Tactical Information 
Distribution System）/MIDS （Multifunctional Information 
Distribution System） MNWG（Multinational Working Group）
-TI（Technical Interchange）/GNSS-SWG（11/27 ～ 29、
アナポリス）

・ 「Onboard measurement for multi-path echo-Trials in 2006
（機上におけるマルチパス反射波測定―2006年の試行）」: 小瀬木、
大津山 ;JTIDS/MIDS MNWG-TI/GNSS-SWG, RTCA-SC159/
WG6合同会議（11/29、ワシントンD.C）

・ 「発話音声によるトラック運転手の心身状態評価手法と結果」: 塩見、
佐藤（鉄道総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、堀口（いすゞ
自動車）、杉浦（いすゞ中央研究所）、海津（セレブラルダイナミッ
クス）; 日本人間工学会関東支部会第36回大会（12/2,3、早稲田
大学）

・ 「Millimeter-Wave Radar for Rescue Helicopters（救急ヘリ
コプタのためのミリ波レーダ）」:C.Migliaccio（ニースソフィアア
ンティポリ大学電子アンテナ通信研究所）、B.D.Nguyen（同左）、
Ch.Pichot（同左）、米本、山本（憲）、山田、安井（IHI エアロスペース）、
W.Mayer（ウルム大学）、A.Gronau（同左）、W. Menzel（同左）;IEEE 
ICARCV（International Conference on Control, Automation, 
Robotics and Vision） 2006（12/5～ 8、シンガポール）

・ 「交通流の分散による航空機の衝突リスクの軽減（短縮垂直間隔導入
後の安全性評価）」: 天井 ; 日本機械学会第15回交通・物流部門大
会（12/13～ 15、川崎市産業振興会館）

・ 「将来のヘリコプター運航（上）、（下）～ヘリコプターの安全向上と
利用拡大を目指して～」: 冨尾（ヘリコプター IFR等飛行安全研究会）、
奥野（宇宙航空研究開発機構）、山本（憲）; 航空技術第620, 621
号（日本航空技術協会）

・ 「航空交通管理のパフォーマンス測定ツールの試作」: 福田 ; 航空無
線第50号（航空保安無線システム協会）

・ 「融雪変動を最小化する ILS-GP のモニタ反射板」: 横山 ; 航空無線
第50号（航空保安無線システム協会）

・ 「RNAV到着経路の安全性の評価」: 天井 ; 航空無線第50号（航空
保安無線システム協会）

・ 「ヘリコプタ用障害物監視システム」: 山本（憲）; 検査技術 2007
年 1月号（日本工業出版）

・ 「管制官はワルイヒト ?」: 福島（幸）; 航空管制2007年第1号（航
空交通管制協会）

・ 「GPSのための実用プログラミング」: 坂井 ; 東京電機大学出版局

国際会議等への参加状況（平成18年11月～平成19年1月）
・ 「ウルム大学との研究討議及びEuCAP 2006（アンテナ伝播欧州会
議）」: 米本（11/2～ 12、ウルム、ニース）

・ 「ICAO RASMAG（地域空域安全監視諮問グループ）第6回会議及
び ICAO RVSM（短縮垂直間隔）タスクフォース第29回会議」:
藤田（11/5～ 17、バンコク）

・ 「JTIDS/MIDS MNWG GNSS-SWG 会議」: 小瀬木（11/26 ～
12/1、アナポリス）

・ 「国際GBAS WG会議」: 藤井（11/27～ 12/2、トゥールーズ）
・ 「航空交通流管理に関する調査（NATS、ロンドン大学、ユーロコン
トロール（本部、実験センター））」: 福島（幸）（12/10～ 17、ロ
ンドン、ブラッセル、パリ）

・ 「米国次世代航空輸送システム（NGATS）調査及び FAA第 3回新
技術ワークショップ」: 白川、蔭山（1/7～ 12、ワシントンD.C）

・ 「RNAV安全性評価に係る技術調査」: 長岡（1/14～ 21、マルメ、
フランクフルト、パリ、トゥールーズ）

・ 「ION NTM 2007（米国航法学会国内技術会議）」: 坂井、吉原（1/21
～ 26、サンディエゴ）

・ 「RTCA SC-202（携帯電子機器委員会）」: 山本（憲）、米本（1/22
～ 27、ワシントンD.C）

・ 「ICAO ACP（航空通信パネル）WG-N第 7回会議」: 板野（1/28
～ 2/3、バンコク）

人事異動（平成19年1月1日付）
発令事項 氏　名 現　職

辞職（12月31日付）
（国土交通省航空局監理部総務課専
門官、航空保安対策室併任）

佐久間真一 総務課長補佐

総務課長補佐 生沼文彦 独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構
総務部上席専門役

タイムライン表示

到着機リスト

レーダ画面

COSMOS実験室モデルの表示例
（表示データは実験用であり実際と
は異なります）


