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　電子航法研究所では、平成 21年度に打ち上げ予定の
準天頂衛星を利用した高精度測位補正技術の研究開発を
実施しています。これは準天頂衛星を通じて、L1-SAIF
（L1 Sub-meter class Augmentation with Integrity 
Function）と呼ばれる独自のメッセージにより各種の測
位補正情報と信頼性情報を送信し、移動体を含むユーザの
測位精度およびその信頼性の向上を図るものです。GPS
信号には、GPS 衛星の軌道・クロックの誤差と、電離
圏・対流圏を通過する際に発生する遅延などの誤差が含ま
れます。本研究では、従来の SBAS（Satellite Based 

Augmentation System）では考慮されていなかった対
流圏遅延を新たに高精度に補正し、さらなる高精度測位を
実現することを計画しています。
　今回受賞した論文「サブメータ級測位補正における対流
圏遅延補正」では、気象庁から発表される気象数値予報を
用いて対流圏遅延の補正情報をリアルタイムに生成する方
法を提案しています。この方法により、対流圏遅延の補正
誤差をSBASで用いられている方法と比較して半分近く
にまで抑えることが出来ることを明らかにしました。現在
は、GPS観測網での観測結果を解析することにより対流
圏遅延の補正情報を生成し、それを実験システムに実装す
るための研究開発を実施しています。これが実現できれば、
さらに高精度な測位補正ができるようになります。
　今後、準天頂衛星の打ち上げ後に実験検証を行う予定で
す。高精度測位補正技術により、より多くの人がいつでも
どこでも安心して高精度な衛星測位を利用できるよう、研
究に励みたいと思います。

「サブメータ級測位補正における対流圏遅延補正」について 通信・航法・監視領域　　武市　昇

　今般、2件の発表論文が学会から奨励賞を受賞しましたので、それらについて概要を説明いたします。（受賞の詳細は
ENRI ニュースをご覧下さい。）

学会等における主な発表状況（平成19年2月～4月）
（１）電子情報通信学会
ａ）宇宙・航行エレクトロニクス研究会（2/23、日本工業大学）
・ 「RVSM導入によるACAS回避アドバイザリへの影響の一検討」：住谷
（泰）、小瀬木、白川
ｂ）2007年総合大会（3/20～ 23、名城大学）
・ 「管制空域デザインと空域内の飛行時間」：岡、山本（哲）
・ 「航空衛星通信シミュレータによるログオンラッシュの一検討」：住谷
（泰）、石出
・ 「GPS広域補強プロトタイプのリアルタイム運用」：坂井、松永（圭）、
星野尾
・ 「測距誤差推定によるGPS劣化信号検出法の検討」：齊藤、吉原、福島
（荘）、藤井
・ 「ARNS帯域の信号環境記録予備実験　－測定例」：大津山、小瀬木
・ 「GPS-L5帯域で観測されるマルチパス反射」：小瀬木、大津山
ｃ） 宇宙・航行エレクトロニクスに関するワークショップ（WSANE）

2007（4/15～ 18、パース）
・ 「Tropospheric Delay Correction for Augmentation System 
using Quasi-Zenith Satellite System（準天頂衛星を用いた広域測
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）

・ 「An Analysis of Prediction Time on Confl ict Detection（コンフ
リクト検出の予測時間の一解析）」：瀬之口、福田

・ 「Calculation of Maximal Lateral Overlap Probability － Terminal 
RNAV case －（最大横方向重畳確率の計算　－ターミナルRNAVの
場合－）」：藤田

・ 「The results of preliminary fl ight experiments measuring the 
signal environment in ARNS band（ARNS帯域の信号環境記録予
備飛行実験結果）」：大津山、小瀬木

・ 「Improvement of Analysis on the Along-Track Predicted 
Position Errors of Automatic Dependent Surveillance System 
on a North Pacifi c route（北太平洋ルートにおけるADSの縦方向予
測位置誤差の解析の改善）」：宇田川（日本大学）、天井、長岡、高橋（日
本大学）、中村（同左）

（２）日本航海学会
ａ）日本航海学会論文集第116号（平成19年3月）
・ 「ADS予測位置誤差に与える伝送遅延の影響」：石出、住谷（泰）
・ 「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

（３）日本航空宇宙学会
・ 「えあろすぺーすABC　MSAS」：坂井；学会誌第638号（2007年3月）
・ 「ドップラーライダによる後方乱気流観測」：小笠原（東北大学）、三坂（同
左）、小川（同左）、大林（同左）、加来、奥野（宇宙航空研究開発機構）；
第38期年会講演会（4/4,5、宇宙航空研究開発機構）

（４）日本機械学会
ａ）関東支部第13期総会講演会（3/16,17、宇都宮大学）
・ 「管制卓のコンフリクト警報の研究開発」：福田、瀬之口
・ 「自動従属監視（ADS-C）データ解析」：藤田
・ 「RNAV到着経路を飛行する航空機の横方向経路逸脱量の分布の推定」：
天井

・ 「後方乱気流の観測」：加来
（５）国際民間航空機関（ICAO）
ａ） ACP （Aeronaut ical  Communicat ions Panel） WG-N
（Networking）（1/29～ 2/2、バンコク）

・ 「IPSNDCF Validation Experiment in ENRI（ 電 子 航 法 研 究 所
で の IPSNDCF（Internet Protocol Sub-Network Dependent 
Convergence Function）検証実験）」：板野

ｂ）NSP （Navigation Systems Panel） WG（3/6～ 16、デリー）
・ 「A Concept of CAT Ⅲ GBAS Requirement Based on Total 
System Error（TSE） （TSEに基づくCATⅢ GBAS要件のコンセプ
ト）」：藤井、植木（国土交通省航空局）

ｃ） ASP ASA-RFG （Aeronautical Surveillance Panel, Airborne 
Surveillance Application Requirement Focus Group）（1/29、
ブラッセル）

・ 「Distinguish between TIS-B and ADS-R（TIS-BとADS-Rの区別）」：
小瀬木

ｄ）ASP WG（4/16～ 20、ブラッセル）
・ 「ACAS II Operational Monitoring Report on the Eff ect of RVSM 
in Japan, First report of 2007（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、2007 年第 1版）」：住谷（泰）、
小瀬木、白川、宮邊（国土交通省航空局）

・ 「Measurement for Reply Signal Quality with Wideband 
Waveform Recorder（広帯域波形記録装置を用いる応答信号品質測
定）」：小瀬木、大津山

・ 「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

（６）第14回航空心理学に関する国際シンポジウム（4/23～ 26、デイトン）
・ 「Task Analysis for Team of Air Traffi  c Controllers in En-route 
ATC（航空交通管制業務における航空管制官チーム協調の作業分析）」：
井上（東京大学）、青山、菅野（東京大学）、古田（同左）

・ 「An Analysis of Communication-line Occupancy from Real-
Time Simulation（実時間シミュレーションにおける管制通信回線占有
率の一解析）」：蔭山、山本（哲）

（７）その他
・ 「航空交通管理におけるパフォーマンスについて」：福田；電子航法研究
所講演会（2/9、大手町サンケイプラザ）

・ 「航空宇宙研究会の活動と社会貢献」：石出、田嶋；日本航海学会シンポ
ジウム（2/9、東京海洋大学）

・ 「ユーロコントロールでの ATFM　～日本との比較～」：福島（幸）；
CNS/ATMシンポジウム（2/13、ホテルはあといん乃木坂）

・ 「Wideband Measurement for Multi-path Echo（マルチパス反射の
広帯域測定）」：小瀬木、大津山；JTIDS （Joint Tactical Information 
Distribution System） /MIDS （Multifunctional Information 
Distribution System） MNWG （Multinational Working Group） / 
GNSS-SWG会議（3/12～ 16、プラハ）

・ 「音声によるストレス計測」：塩見；平成19年電気学会全国大会シンポ
ジウム（3/15～ 17、富山大学）

・ 「高速移動体向け高精度測位補正技術に関する研究開発」：伊藤（憲）；
電波航法第47号（電波航法研究会）

国際会議等への参加状況（平成19年2月～4月）
・ 「ASAS要件検討会議」：小瀬木（1/28～ 2/4、ブラッセル）
・ 「ヨーロッパにおける航空交通管制システムの将来計画、開発状況の調
査」：三垣（2/7～ 17、ブラッセル、パリ、マーストリヒト）

・ 「滑走路状態表示灯システムに関する調査」：松久保（2/19～ 24、ワ
シントンD.C.、ダラス）

・ 「マルチラテレーションに関するフランクフルト空港会社の現地調査」：
宮崎（2/25～ 3/1、フランクフルト）

・ 「 ユ ー ロ コ ン ト ロ ー ル 第 35 回 MDG（Mathematics Drafting 
Group）会議」：藤田（3/6～ 10、ブラッセル）

・ 「ICAO NSP WG（航法システムパネル作業部会）」：藤井（3/8 ～
17、デリー）

・ 「JTIDS/MIDS MNWG/GNSS-SWG」：小瀬木（3/10～ 15、プラハ）
・ 「SSRモードSの新技術についての欧州調査」：古賀（3/18～23、ブラッ
セル、トゥールーズ）

・ 「MSAS （MTSAT Satellite-based Augmentation System） 性能向
上に関する会議」：坂井（3/27～ 4/1、フラートン）

・ 「ICAO ASP WG（航空監視パネル作業部会）他」：小瀬木（4/11～
26、ブラッセル、アムステルダム）、宮崎（4/14～ 22、ブラッセル）

・ 「宇宙・航行エレクトロニクスに関するワークショップ（WSANE）
2007」：福島（荘）、藤田、瀬之口、武市、大津山（4/14～ 20、パース）

・ 「RTCA SC-202（携帯電子機器委員会）」：山本（憲）（4/16～ 21、
ワシントンD.C.）

人事異動　4月1日付
発令事項 氏　名 現　職

理事長（再任） 平澤愛祥 理事長
任期満了（3月31日付） 北幸雄 理事

理事 中坪克行 国土交通省航空局管制保安部
管制技術課長

任期満了（3月31日付） 岩本一夫 監事

監事 最賀正明 （財）日本航空技術協会常務
理事・事務局長

監事（非常勤）（再任） 鈴木清 監事（非常勤）

定年退職（3月31日付） 二瓶子朗 通信・航法・監視領域主幹研
究員

定年退職（3月31日付） 加来信之 機上等技術領域主幹研究員
辞職（3月31日付）
（国土交通省航空局管制保安部
管制技術課長補佐）

松永博英 通信・航法・監視領域上席研
究員

採用（通信・航法・監視領域
主幹研究員） 仲田貴文 国土交通省航空局管制保安部

管制技術課付
通信・航法・監視領域主任研
究員
研究企画統括付併任

吉原貴之 通信・航法・監視領域研究員

航空交通管理領域研究員
（併任解除） 山田泉 航空交通管理領域研究員

企画課併任
採用（機上等技術領域任期付
研究員） 大津山卓哉 契約研究員

新規採用（航空交通管理領域
研究員） 伊藤恵理

辞職（3月31日付）
（国土交通省大阪航空局関西空
港事務所主幹航空管制技術官）

芦田満 岩沼分室長

採用（岩沼分室長） 冨永典海 国土交通省大阪航空局関西空
港事務所主幹航空管制技術官

辞職（3月31日付）
（国土交通省航空局管制保安部
運用課教育係長）

桑田朗生 総務課人事係長

採用（総務課人事係長） 金澤孝弘 国土交通省航空保安大学校総
務課人事厚生係長

辞職（3月31日付）
（国土交通省東京航空局大館能
代空港出張所航空管制技術官）

成田孝治 企画課企画第二係長

採用（企画課企画第二係長） 森川賢一 国土交通省東京航空局福島空
港出張所航空管制技術官
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　管制官の使用する管制卓には航空機の位置を予測し、注
意すべき航空機の接近を検出したときに注意報を表示する
コンフリクト警報機能が備わっています。また一方で、航
空機の飛行管理システムには速度・磁針路等の状態情報お
よび選択高度・次通過予定フィックス等の意図情報といっ
た機上の様々な情報が常に最新に保たれています。航空交
通のさらなる安全に寄与すべく、「動態情報を利用したコン

フリクト検出手法の研究」では、機上側の情報を地上側で
も利用可能と想定した場合のコンフリクト警報機能の向上
について、計算機シミュレーションにより検討を行ってい
ます。
　このたびの検討では、地上側で取得したレーダデータと
機上側で取得したフライトデータを用いて、航空機の位
置を直線的に予測するコンフリクト検出手法について予

「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」について 航空交通管理領域　　瀬之口　敦



測誤差の解析を行いました。その結果、3分後における航
空機位置の予測誤差は、両データの位置差と、速度差に予
測時間を乗じた値の和で近似でき、旋回フェーズの場合は
トラック角差（進行方位角の差）の影響を受け易く、直進
フェーズの場合は対地速度差の影響を受け易いことを示し
ました。また、フライトデータの対地速度とトラック角を

用いて予測誤差の平均を求めたところ、レーダデータを用
いる場合に比べて、旋回フェーズと直進フェーズでそれぞ
れ約3割程度予測誤差が減少することが分かりました。こ
のことから、機上側のデータを用いて予測すれば、コンフ
リクト検出の精度を高められることが期待できます。

ENRIニュースENRIニュース
武市研究員が若手奨励賞を受賞（1月4日）
　通信・航法・監視領域の武市研究員が第50回宇宙科学技
術連合講演会（日本航空宇宙学会主催／平成18年11月開催）
で発表した論文「サブメータ級測位補正における対流圏遅延
補正」が、優秀論文として若手奨励賞を受賞しました。武市研
究員は、平成18年 4月に任期付研究員として採用され、準
天頂衛星を利用した高精度測位補正技術に関する研究に従事
していますが、半年余りの研究成果が受賞に結びつきました。

第2回講演会を開催（2月9日）
　当研究所では、昨年度から講演会を開催しています。今回
は「最新のアビオニクスとATM」をテーマに、外部からお招
きした講師による基調講演2件、当研究所研究員の講演1件
の構成としました。基調講演では、エアバス・ジャパン㈱北
東アジア地域担当のキャプテン・ユーゴ・ペレズ氏がエアバ
スA380のアビオニクスについて、また、㈱日本航空インター
ナショナル運航技術部の山本憲一氏及び渡邊徹氏がボーイン
グB737-800のアビオニクスについてそれぞれ講演しまし
た。参加者は134名に達しました。

フランスから留学生2名を受入
（2月13日、3月5日）

　当研究所では、海外との研究交流等を積極的に推進してい
ますが、フランスとの間で共同研究や研究者の招聘等の交流
が活発になっています。フランス国立民間航空学院（ENAC; 
ECOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE）からは、
平成17年度から留学生を受け入れており、18年度は2名
の学生を受け入れることになりました。Jonathan Picard
さんは、2月 13 日から山本（憲）上席研究員の指導によ
り、民間航空機内の電波環境に関する研究を行い、Nicolas 
Capet さんは、3月 5日から坂井主任研究員の指導により、
衛星航法システムの性能解析に関する研究を行っています。
2名とも、7月末まで滞在する予定です。

Picard さん　　　　　　　　　Capet さん

長期ビジョンの中間報告をとりまとめ（3月7日）
　昨年6月、研究所内に長期ビジョン検討委員会（委員長：
白川研究企画統括）を設置して、その検討作業を進めてきま
したが、今年度の成果として中間報告がまとまり、研究交流
会で説明が行われました。国際民間航空機関が策定した運用

コンセプトや、我が国における長期計画の検討状況を踏まえ、
当研究所として実施すべき研究の方向性を示しました。検討
委員会は今年度も継続して開催し、長期ビジョンの完成度を
更に高めていくことにしています。

瀬之口研究員が学術奨励賞を受賞（3月22日）
　航空交通管理領域の瀬之口研究
員は、平成 18 年 10 月 27 日
に開催された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「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」を発表しましたが、これが
2006 年米国電気電子学会日本
支部宇宙電子システム部門学術奨
励賞（2006 IEEE AES Japan 
Chapter Young Scientist 
Award）を受賞しました。瀬之口
研究員は、当研究所で最も若い研

究員であり（発表時）、今後の活躍が期待されます。

日本航空宇宙学会が航空交通管理部門を新設
（3月23日）

　日本航空宇宙学会は、航空交通管理に係る研究・調査の振
興と学術の進歩に寄与すること等を目的として新たに航空交
通管理部門を設置しました。航空機の効率的な運航と安全確
保においては、航空交通管理との連携が極めて重要です。こ
れは、国単位の問題ではなく、全世界的に協調した管理が必
要であり、研究開発に向けられる期待も大きくなっていま
す。しかしながら、我が国において航空交通管理に関する学
術的な研究を推進するための体制や環境は十分とは言えませ
ん。このため、大学、研究所、航空会社、メーカー等の関係
者16名が発起人（代表：電子航法研究所理事長）となって、
日本航空宇宙学会に航空交通管理部門の設置を申請していた
ものです。

平成19年度計画を提出（3月28日）
　第2期中期目標期間（平成18～22年度）の2年目にあ
たる平成19年度計画を、国土交通大臣に届け出ました。日
本航空宇宙学会に新設された航空交通管理部門の活動を積極
的に支援することや、新たに開始する重点研究「航空機の安
全運航支援技術に関する研究」について、プロジェクトチー
ムを編成して機動的に推進することなどを盛り込んでいます。

研究発表会の開催について
　研究成果を広く一般の方々に知っていただくた
め、毎年１回、研究発表会を開催しております。今
年度は下記により開催しますので、皆様のご参加を
お待ちしております。
○日　　時：平成19年6月11日（月）、12日（火）
○場　　所：独立行政法人海上技術安全研究所講堂
　　　　　　（東京都三鷹市新川6-38-1）
○申込方法：研究所ホームページに掲載
○問合せ先：企画課企画第一係
　　　　　　（電話：0422-41-3168）
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新役員就任挨拶
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研究所からのお知らせ

発表した研究成果と国際活動等　電子航法に関する素朴な疑問にお答えします。

Ｑ：電波は何を伝わっているの？

　音は、物質の振動が空気に伝わり、空気の波が耳に届いて聞
こえます。宇宙空間には空気がありませんので、SFアニメで
宇宙空間の爆発音が聞こえるのは間違いであることはご存じの
通りです。音波を伝える空気のように、波を伝える物質を媒質
といいますが、それでは電波の媒質は何でしょうか？
　電波とは電気（電界）と磁気（磁界）の変化によって形成さ
れた波であり、電波法では周波数が3THz（T（テラ）は10
の12乗）以下の電磁波を電波と定義しています。電波の上限
周波数から約100倍の周波数を有する電磁波が光です。
　19世紀以前、波にはそれを伝える媒質が必要であり、光に
も媒質が必要であると考えられていました。光の媒質として
エーテルという仮想物質が想定され、星の光が地球に届くこと
から、エーテルは宇宙全体を均質に満たし、静止しているもの

と考えられていました。
　1881年、アメリカの物理学者マイケルソンとモーリーは、
エーテルに対する地球の速度を測定するため、地球の進行方
向とその直交方向で光の速度を比較する実験を行いました。
エーテルを介して光が伝わるならば、この二つの速度に差が
あるはずです。ところが、いくら測定しても速度差を検出す
ることができず、その結果としてエーテルの存在は否定され
てしまいました。その後、1888年にドイツの物理学者ヘル
ツが電波の存在を初めて実験によって確認しました。こうし
た実験を経て、電磁波は媒質が何も存在しない真空の空間を
伝わることが確認されたのです。（電磁波の媒質は空間そのも
のであると考えてもいいでしょう。）
　エーテルの存在を否定したマイケルソンとモーリーの実験
は、光速度不変の原理を導き、これがアインシュタインによ
る相対性理論の基礎となりました。
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　これまでは航空局等で ICAOの各種専
門家会合での地上システム等の国際標準
作りに参加するとともにその導入計画策
定などに携わって参りました。
　増大し続ける航空交通量を支える航空
交通管理システムとその基盤となる各種
地上システムをわが国で実現していくた
めには、今後とも当研究所が国際標準作

りの一翼を担い続けるとともに、その導入を支えていくことが
必須と考えております。当研究所が航空行政等を技術的側面か
ら支援する中核的研究機関として社会に貢献し続けられるよう
微力ながら勤めさせていただきます。

監事　最
さい

賀
が

正
まさ

明
あき

　この度、4月1日付けで独立行政法人
電子航法研究所の監事を拝命いたしまし
た最賀です。
　私は 35年前に日本航空に入社以来、
航空機のアビオニクス機器のショップ整
備やエンジニアリングに携わってきまし
たので、当研究所の活動に接する多くの
機会がありました。その中で当研究所が

日本の航空技術におけるアビオニクス分野の研究開発で果たす
役割は大変大きくまた重要なものであることを強く感じてきた
次第です。
　今回、監事として当研究所の一員として参画させていただく
ことは、大変光栄なことであり、今後の発展に寄与することが
出来ればと願っております。

　4月に理事及び監事が交替いたしました。就任のご挨拶をさせていただきます。

　左図は、レーダデータ（地上側）とフライトデータ（機上側）のトラック角差で、10分以前及び67分以降が旋回フェーズ。右図は、航空機位
置の予測誤差で、細線はレーダデータを、太線はフライトデータを用いて予測した結果。いずれも、羽田－福岡便を対象とし、横軸は飛行時間を表す。



測誤差の解析を行いました。その結果、3分後における航
空機位置の予測誤差は、両データの位置差と、速度差に予
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いる場合に比べて、旋回フェーズと直進フェーズでそれぞ
れ約3割程度予測誤差が減少することが分かりました。こ
のことから、機上側のデータを用いて予測すれば、コンフ
リクト検出の精度を高められることが期待できます。

ENRIニュースENRIニュース
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対流圏遅延補正情報送信点（例）
（実線で囲まれた領域が実験対象）

L1-SAIF での対流圏遅延補正メッセージ案

研究解説研究解説研究解説

新役員就任挨拶

研究所からのお知らせ

発表した研究成果と国際活動等

　電子航法研究所では、平成 21年度に打ち上げ予定の
準天頂衛星を利用した高精度測位補正技術の研究開発を
実施しています。これは準天頂衛星を通じて、L1-SAIF
（L1 Sub-meter class Augmentation with Integrity 
Function）と呼ばれる独自のメッセージにより各種の測
位補正情報と信頼性情報を送信し、移動体を含むユーザの
測位精度およびその信頼性の向上を図るものです。GPS
信号には、GPS 衛星の軌道・クロックの誤差と、電離
圏・対流圏を通過する際に発生する遅延などの誤差が含ま
れます。本研究では、従来の SBAS（Satellite Based 

Augmentation System）では考慮されていなかった対
流圏遅延を新たに高精度に補正し、さらなる高精度測位を
実現することを計画しています。
　今回受賞した論文「サブメータ級測位補正における対流
圏遅延補正」では、気象庁から発表される気象数値予報を
用いて対流圏遅延の補正情報をリアルタイムに生成する方
法を提案しています。この方法により、対流圏遅延の補正
誤差をSBASで用いられている方法と比較して半分近く
にまで抑えることが出来ることを明らかにしました。現在
は、GPS観測網での観測結果を解析することにより対流
圏遅延の補正情報を生成し、それを実験システムに実装す
るための研究開発を実施しています。これが実現できれば、
さらに高精度な測位補正ができるようになります。
　今後、準天頂衛星の打ち上げ後に実験検証を行う予定で
す。高精度測位補正技術により、より多くの人がいつでも
どこでも安心して高精度な衛星測位を利用できるよう、研
究に励みたいと思います。

「サブメータ級測位補正における対流圏遅延補正」について 通信・航法・監視領域　　武市　昇

　今般、2件の発表論文が学会から奨励賞を受賞しましたので、それらについて概要を説明いたします。（受賞の詳細は
ENRI ニュースをご覧下さい。）

学会等における主な発表状況（平成19年2月～4月）
（１）電子情報通信学会
ａ）宇宙・航行エレクトロニクス研究会（2/23、日本工業大学）
・ 「RVSM導入によるACAS回避アドバイザリへの影響の一検討」：住谷
（泰）、小瀬木、白川
ｂ）2007年総合大会（3/20～ 23、名城大学）
・ 「管制空域デザインと空域内の飛行時間」：岡、山本（哲）
・ 「航空衛星通信シミュレータによるログオンラッシュの一検討」：住谷
（泰）、石出
・ 「GPS広域補強プロトタイプのリアルタイム運用」：坂井、松永（圭）、
星野尾

・ 「測距誤差推定によるGPS劣化信号検出法の検討」：齊藤、吉原、福島
（荘）、藤井
・ 「ARNS帯域の信号環境記録予備実験　－測定例」：大津山、小瀬木
・ 「GPS-L5帯域で観測されるマルチパス反射」：小瀬木、大津山
ｃ） 宇宙・航行エレクトロニクスに関するワークショップ（WSANE）

2007（4/15～ 18、パース）
・ 「Tropospheric Delay Correction for Augmentation System 
using Quasi-Zenith Satellite System（準天頂衛星を用いた広域測
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）

・ 「An Analysis of Prediction Time on Confl ict Detection（コンフ
リクト検出の予測時間の一解析）」：瀬之口、福田

・ 「Calculation of Maximal Lateral Overlap Probability － Terminal 
RNAV case －（最大横方向重畳確率の計算　－ターミナルRNAVの
場合－）」：藤田

・ 「The results of preliminary fl ight experiments measuring the 
signal environment in ARNS band（ARNS帯域の信号環境記録予
備飛行実験結果）」：大津山、小瀬木

・ 「Improvement of Analysis on the Along-Track Predicted 
Position Errors of Automatic Dependent Surveillance System 
on a North Pacifi c route（北太平洋ルートにおけるADSの縦方向予
測位置誤差の解析の改善）」：宇田川（日本大学）、天井、長岡、高橋（日
本大学）、中村（同左）

（２）日本航海学会
ａ）日本航海学会論文集第116号（平成19年3月）
・ 「ADS予測位置誤差に与える伝送遅延の影響」：石出、住谷（泰）
・ 「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

（３）日本航空宇宙学会
・ 「えあろすぺーすABC　MSAS」：坂井；学会誌第638号（2007年3月）
・ 「ドップラーライダによる後方乱気流観測」：小笠原（東北大学）、三坂（同
左）、小川（同左）、大林（同左）、加来、奥野（宇宙航空研究開発機構）；
第38期年会講演会（4/4,5、宇宙航空研究開発機構）

（４）日本機械学会
ａ）関東支部第13期総会講演会（3/16,17、宇都宮大学）
・ 「管制卓のコンフリクト警報の研究開発」：福田、瀬之口
・ 「自動従属監視（ADS-C）データ解析」：藤田
・ 「RNAV到着経路を飛行する航空機の横方向経路逸脱量の分布の推定」：
天井

・ 「後方乱気流の観測」：加来
（５）国際民間航空機関（ICAO）
ａ） ACP （Aeronaut ical  Communicat ions Panel） WG-N
（Networking）（1/29～ 2/2、バンコク）

・ 「IPSNDCF Validation Experiment in ENRI（ 電 子 航 法 研 究 所
で の IPSNDCF（Internet Protocol Sub-Network Dependent 
Convergence Function）検証実験）」：板野

ｂ）NSP （Navigation Systems Panel） WG（3/6～ 16、デリー）
・ 「A Concept of CAT Ⅲ GBAS Requirement Based on Total 
System Error（TSE） （TSEに基づくCATⅢ GBAS要件のコンセプ
ト）」：藤井、植木（国土交通省航空局）

ｃ） ASP ASA-RFG （Aeronautical Surveillance Panel, Airborne 
Surveillance Application Requirement Focus Group）（1/29、
ブラッセル）

・ 「Distinguish between TIS-B and ADS-R（TIS-BとADS-Rの区別）」：
小瀬木

ｄ）ASP WG（4/16～ 20、ブラッセル）
・ 「ACAS II Operational Monitoring Report on the Eff ect of RVSM 
in Japan, First report of 2007（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、2007 年第 1版）」：住谷（泰）、
小瀬木、白川、宮邊（国土交通省航空局）

・ 「Measurement for Reply Signal Quality with Wideband 
Waveform Recorder（広帯域波形記録装置を用いる応答信号品質測
定）」：小瀬木、大津山

・ 「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

（６）第14回航空心理学に関する国際シンポジウム（4/23～ 26、デイトン）
・ 「Task Analysis for Team of Air Traffi  c Controllers in En-route 
ATC（航空交通管制業務における航空管制官チーム協調の作業分析）」：
井上（東京大学）、青山、菅野（東京大学）、古田（同左）

・ 「An Analysis of Communication-line Occupancy from Real-
Time Simulation（実時間シミュレーションにおける管制通信回線占有
率の一解析）」：蔭山、山本（哲）

（７）その他
・ 「航空交通管理におけるパフォーマンスについて」：福田；電子航法研究
所講演会（2/9、大手町サンケイプラザ）

・ 「航空宇宙研究会の活動と社会貢献」：石出、田嶋；日本航海学会シンポ
ジウム（2/9、東京海洋大学）

・ 「ユーロコントロールでの ATFM　～日本との比較～」：福島（幸）；
CNS/ATMシンポジウム（2/13、ホテルはあといん乃木坂）

・ 「Wideband Measurement for Multi-path Echo（マルチパス反射の
広帯域測定）」：小瀬木、大津山；JTIDS （Joint Tactical Information 
Distribution System） /MIDS （Multifunctional Information 
Distribution System） MNWG （Multinational Working Group） / 
GNSS-SWG会議（3/12～ 16、プラハ）

・ 「音声によるストレス計測」：塩見；平成19年電気学会全国大会シンポ
ジウム（3/15～ 17、富山大学）

・ 「高速移動体向け高精度測位補正技術に関する研究開発」：伊藤（憲）；
電波航法第47号（電波航法研究会）

国際会議等への参加状況（平成19年2月～4月）
・ 「ASAS要件検討会議」：小瀬木（1/28～ 2/4、ブラッセル）
・ 「ヨーロッパにおける航空交通管制システムの将来計画、開発状況の調
査」：三垣（2/7～ 17、ブラッセル、パリ、マーストリヒト）

・ 「滑走路状態表示灯システムに関する調査」：松久保（2/19～ 24、ワ
シントンD.C.、ダラス）

・ 「マルチラテレーションに関するフランクフルト空港会社の現地調査」：
宮崎（2/25～ 3/1、フランクフルト）

・ 「 ユ ー ロ コ ン ト ロ ー ル 第 35 回 MDG（Mathematics Drafting 
Group）会議」：藤田（3/6～ 10、ブラッセル）

・ 「ICAO NSP WG（航法システムパネル作業部会）」：藤井（3/8 ～
17、デリー）

・ 「JTIDS/MIDS MNWG/GNSS-SWG」：小瀬木（3/10～ 15、プラハ）
・ 「SSRモードSの新技術についての欧州調査」：古賀（3/18～23、ブラッ
セル、トゥールーズ）

・ 「MSAS （MTSAT Satellite-based Augmentation System） 性能向
上に関する会議」：坂井（3/27～ 4/1、フラートン）

・ 「ICAO ASP WG（航空監視パネル作業部会）他」：小瀬木（4/11～
26、ブラッセル、アムステルダム）、宮崎（4/14～ 22、ブラッセル）

・ 「宇宙・航行エレクトロニクスに関するワークショップ（WSANE）
2007」：福島（荘）、藤田、瀬之口、武市、大津山（4/14～ 20、パース）

・ 「RTCA SC-202（携帯電子機器委員会）」：山本（憲）（4/16～ 21、
ワシントンD.C.）

人事異動　4月1日付
発令事項 氏　名 現　職

理事長（再任） 平澤愛祥 理事長
任期満了（3月31日付） 北幸雄 理事

理事 中坪克行 国土交通省航空局管制保安部
管制技術課長

任期満了（3月31日付） 岩本一夫 監事

監事 最賀正明 （財）日本航空技術協会常務
理事・事務局長

監事（非常勤）（再任） 鈴木清 監事（非常勤）

定年退職（3月31日付） 二瓶子朗 通信・航法・監視領域主幹研
究員

定年退職（3月31日付） 加来信之 機上等技術領域主幹研究員
辞職（3月31日付）
（国土交通省航空局管制保安部
管制技術課長補佐）

松永博英 通信・航法・監視領域上席研
究員

採用（通信・航法・監視領域
主幹研究員） 仲田貴文 国土交通省航空局管制保安部

管制技術課付
通信・航法・監視領域主任研
究員
研究企画統括付併任

吉原貴之 通信・航法・監視領域研究員

航空交通管理領域研究員
（併任解除） 山田泉 航空交通管理領域研究員

企画課併任
採用（機上等技術領域任期付
研究員） 大津山卓哉 契約研究員

新規採用（航空交通管理領域
研究員） 伊藤恵理

辞職（3月31日付）
（国土交通省大阪航空局関西空
港事務所主幹航空管制技術官）

芦田満 岩沼分室長

採用（岩沼分室長） 冨永典海 国土交通省大阪航空局関西空
港事務所主幹航空管制技術官

辞職（3月31日付）
（国土交通省航空局管制保安部
運用課教育係長）

桑田朗生 総務課人事係長

採用（総務課人事係長） 金澤孝弘 国土交通省航空保安大学校総
務課人事厚生係長

辞職（3月31日付）
（国土交通省東京航空局大館能
代空港出張所航空管制技術官）

成田孝治 企画課企画第二係長

採用（企画課企画第二係長） 森川賢一 国土交通省東京航空局福島空
港出張所航空管制技術官

研究解説

新役員就任挨拶

研究所からのお知らせ

発表した研究成果と国際活動等発表した研究成果と国際活動等発表した研究成果と国際活動等

　管制官の使用する管制卓には航空機の位置を予測し、注
意すべき航空機の接近を検出したときに注意報を表示する
コンフリクト警報機能が備わっています。また一方で、航
空機の飛行管理システムには速度・磁針路等の状態情報お
よび選択高度・次通過予定フィックス等の意図情報といっ
た機上の様々な情報が常に最新に保たれています。航空交
通のさらなる安全に寄与すべく、「動態情報を利用したコン

フリクト検出手法の研究」では、機上側の情報を地上側で
も利用可能と想定した場合のコンフリクト警報機能の向上
について、計算機シミュレーションにより検討を行ってい
ます。
　このたびの検討では、地上側で取得したレーダデータと
機上側で取得したフライトデータを用いて、航空機の位
置を直線的に予測するコンフリクト検出手法について予

「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」について 航空交通管理領域　　瀬之口　敦


