
図１　横方向オフセットの概念
　　　（Soff は右に２NM）

図２　５本の平行経路にオフセット適用時の実効的な間隔例
　　　（経路間間隔は50NM。Track４とTrack５は双方向に飛行。）
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発表した研究成果と国際活動等

　北太平洋の洋上航空路などでも、いわゆるラッシュア
ワーが存在します。このとき航空機は経済性の良い経路や
高度に集中します。同一高度で隣接した経路上や、同一経
路上で隣接した高度を飛行することになります。2機が隣
接高度をほぼ同時に前後して飛行する場合は航空機の後方
乱気流の影響を受けやすくなります。また、近年のGPS
を搭載した航空機は指定された経路を非常に正確に飛行で
きる能力を備えています。このため、ある航空機が飛行し
ている経路の直上または直下に他の航空機が存在する確率
が高くなり、従来型の航空機に比べて垂直 ( 上下 ) 方向の

間隔を喪失して衝突するリスク（危険度）を高めることに
なります。こうした悪影響を回避するため、隣接高度を飛
行する航空機のいずれか一方を高度は変えず、横方向に２
海里程度ずらした経路を飛行させる方法があります。これ
を横方向オフセットといいます（図１）。
　このオフセットの導入は、一方で、後方乱気流の影響を
軽減し、GPS搭載機による垂直方向の衝突リスク増大の
問題を解決します。他方、平行経路にあっては実質的な経
路間隔がオフセットにより狭まる場合があるため、横方向
の衝突リスクを増大させる恐れがあります（図２）。今回、
論文賞を受けた論文は、北太平洋の5本の平行経路を飛行
する航空機にオフセットを適用したと仮定して、そのとき
の横方向の衝突リスクを推定する計算方法とその結果を示
したものです。2002年当時の北太平洋交通流データを用
いて計算した結果、横方向衝突リスクを増大させることな
く、安全にオフセットを実施できることが分かりました。
（日本航海学会論文集第116号、平成19年3月）

「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」について
航空交通管理領域長　長岡　栄

　当研究所の発表論文が日本航海学会論文賞を受賞しましたので、その内容について解説します（ENRI ニュース参照）。

　空港では管制官から見えない所や、建物の死角になるよ
うな場所で航空機や作業車両を監視するために監視カメラ
が使用されています。しかし、監視カメラでは夜間には利
用できず、24時間監視を続けることはとても困難です。
そこで、航空機や作業車両にあらかじめシール状の2次元

バーコードを張り付けます。このバーコードには航空機な
どの固有の番号を暗号化した符号や、その他の情報を埋め
込んでおきます。また、バーコードの白い部分に蛍光塗料
を塗っておきます。夜間には、カメラと紫外光フラッシュ
を用いて、画像を撮影します。紫外光フラッシュの前後の

移動体の識別監視装置（特許第3956025号、5月18日登録）
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画像を抜き出し、それぞれの画
素の差分を計算し、信号処理す
ることで、夜間においても航空
機や作業車両を監視することが
できます。また、あらかじめシー
ルのサイズが分かっていれば信
号処理により、航空機などの位
置を計算することができます。
このシステムは航空機や作業車
両など数が多い測定対象に高価
な装置が不要なことから、非常
に安価な 24時間監視システム
の構築が可能になります。 

Ｑ．飛行機は追い越しするの？
　自動車の場合、道路の片側に複数車線あれば追い越しを
容易に行えます。ただし、市内を走る路線バスについては、
前のバスに追いついても普通は追い越ししません。鉄道に
ついては、特急電車が普通電車を追い越すことはあっても、
普通電車が普通電車を追い越すことはありません。速い車
が遅い車を追い越せないと、数珠繋ぎとなって渋滞に発展
します。それでは飛行機の場合はどうでしょうか。時刻表
を見ると、一空港を同じ時刻に出発して同じ行き先へ向か

う便が複数設定されていることがありますが、後に離陸し
た便が追い越して先に着陸することはあるのでしょうか？
　道路や線路と同様に、空にも「航空路」という道があり
ます。地図上では一本の線で示されていても、飛べる高度
は1,000フィート（約300m）おきに設定されています。
どの高度を飛行するかは、飛行時間と燃料消費量という二
つの要素のバランスを見て決めることになります。その際、
高度によって気圧や風等の気象条件が異なりますので、ど
れだけの速度で飛行するかについても二つの要素に影響し
ます。また、最適な高度と速度は、飛行機の機種はもちろん、

　昨年の春に新規採用され、企画課から私の電子研での仕
事が始まりました。
　ようやく仕事に慣れてきた夏のある日「10月から航空
保安大学校専修科の聴講を命ずる」とのお達しがありまし
た。専修科とは大卒採用者を対象とした半年間の管制官養
成コースです。このコースへの聴講生という形での派遣は
過去に例がないとのことで、準備にはいろいろな方に多大
なお骨折りをいただきました。
　専修科は厳しいところです。時間の制約のため、管制業
務に欠くべからざるエッセンスの部分を漏れなく身に付け
ねばなりません。およそどこの大学でも扱わず、それゆえ
予備知識がほぼゼロの内容を、わずか半年で実技も含めて
体に覚え込ませ、プロフェッショナルとなって卒業しなけ
ればならないのです。そのような場へ、聴講するだけの者
として入ったのです。研修生が寝食を忘れて勉学と訓練に
励み、ときには実習で口が回らなくなって管制シミュレー
タの航空機にうまく指示できず、思い通りにならないもど
かしさに男女問わず悔し泣きしている姿を見ているうち、
その真剣さが私にも乗り移り、
「自分はこの場は見ていることしかできない。だからこそ、
この先、この人たちが大変な思いをなるべくしないで済み、
良い仕事を沢山してもらえるような研究をするのでなけれ
ば、航空交通に携わる研究者としてインチキだ。電子研で
精一杯仕事をしよう。」

という思いが自然と募ってきた
のは不思議なことではありませ
ん。この思いは、この仕事に就
いた自分に芯としてずっとあり
続けることでしょう。
　教わった内容は、まさに航空交通業務に関する有機的な
知の体系と呼ぶにふさわしいものです。それぞれの科目
を本で読み知識を身につけることは本さえあればできます
が、現場を長年経験した管制官や管制技術官が教官となっ
て行う授業や実習は、個々の科目にも背景となる全体像が
現れます。現場で実地に習ってはいませんので、ほんの入
り口の部分を教わったに過ぎませんが、この全体像を垣間
見るチャンスが得られたことは、大変貴重な経験でした。
　何より、将来の管制を背負って立つ 30人の研修生と
半年もの時間を共に過ごせたことを光栄に思います。研究
の用でどこの現場に行ってもあのとき一緒だった誰かがい
て、自分の研究成果が役に立つという親近感は、研究活動
に血を通わせるかけがえのない宝であると思います。また、
さまざまな現場を経験した航空交通業務従事者が知識を教
授する一大シンクタンクともいうべき航空保安大学校が身
近な存在となったことも、今後仕事を進める上で大いに役
立つことでしょう。今後は、この経験を活かして研究活動
に精進する所存でございますので、ご指導、ご鞭撻の程よ
ろしくお願いいたします。

航空保安大学校で学んだこと 航空交通管理領域　山田泉



機体重量、すなわち乗客数や燃料搭載量によっても異なり
ます。航空会社はこれらを考慮して最適な高度や速度を判
断し、飛行計画を立てます。
　高度3万フィート台を飛んでいる飛行機が1万フィート
台を飛ぶ航空機を追い越すことは、最適な速度が両者で全く
異なるため、ごく普通に起こります。ただし、同一路線、同
一時刻であれば、ほぼ同一の高度と速度で飛行することに
なります。国内線は飛行時間が長くても2時間程度ですの
で、機種の違いによる差が生じるとしても数分程度にすぎま
せん。10時間以上飛ぶ長距離国際線の場合も、強い偏西風

（ジェットストリーム）の影響で飛行時間が日によって何十
分も変わることはありますが、ほぼ同じ高度を同じ時間に飛
んでいる限りは同じ影響を受けるため、差が生じるとしても
十数分程度です。いずれにせよ、同じ路線であれば、追い越
しできるほど飛行時間の差が大きくなるような状況はあまり
起こりません。すなわち、後に離陸した便が先に離陸した便
を追い越すことは、たまにあるかどうかという程度です。
　飛行機の追い越しは結果的に生じるものです。目の前に
遅い飛行機が見えたので追い越すというような、自動車と
同じイメージの追い越しは通常ありません。

ENRIニュースENRIニュース
研究施設一般公開を開催（4月22日）
　一般公開は、交通安全環境研究所及び海上技術安全研究
所と共同で毎年開催しているもので、研究所の施設等を広
く一般の方々に公開して、研究所活動に関する理解を深め
ていただくことを目的にしています。電子航法研究所は、
主要施設である航空管制シミュレーション実験棟や電波無
響室を公開したほか、音声疲労診断の体験コーナーや研究
所が保有するビーチクラフトB-99の紙飛行機を作って飛
ばせるコーナーを設けました。音声疲労診断については毎
日放送（大阪）の取材があり、5月 14日の“ちちんぷい
ぷい”で放送されました。風の強い一日でしたが、多数の
方々にお越しいただき、ありがとうございました。

音声疲労診断体験コーナー

創立記念式典を開催（4月24日）
　当研究所は、独立行政法人へ移行してから７年目に入り
ました。運輸省又は国土交通省の試験研究機関だった期間
を含めますと、今年の7月に40周年を迎えることとなり
ます。記念式典では、理事長の挨拶の後、表彰状の授与が
行われ、塩見格一上席研究員が入所後20年間勤務したこ
とにより永年勤続表彰を、福島幸子主幹研究員がこれまで
の研究成果に対して功績表彰を、武市昇任期付研究員及び
瀬之口敦研究員が学会から奨励賞を受賞したことにより特
別表彰をそれぞれ受けました。

長岡領域長及び天井主幹研究員が日本航海学会
論文賞を受賞（5月24日）

　日本航海学会第 115回講演会
（平成 18 年 10 月 11 日）で発
表した長岡、天井の論文「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」
が、日本航海学会論文賞を受賞し
ました。

長岡領域長（右）と天井研究員

成田空港で出前講座（5月25日）
　当研究所では、航空関係
者の方々に研究成果を紹介
するため、出前講座を行っ
ていますが、第8回目はテー
マを「航空管制と空港面監
視について」とし、成田空
港で開催しました。成田空
港においては、地上を走行
する航空機等を監視する機

能の向上を図るため、マルチラテレーションの導入が計画
されており、今年度に評価を実施する予定となっているこ
とから、羽田空港で既に行われている評価運用の結果を説
明しました。また、レーダやマルチラテレーション等の監
視センサを統合して自動的に移動体の識別情報を表示でき
る統合型空港面監視システムや、監視システムのデータを
用いて滑走路への誤進入やコンフリクトを検出するソフト
ウェアの開発について紹介しました。航空局、航空会社、
関係企業等から100名を超える参加がありました。

研究発表会を開催（6月11日、12日）
　今回の研究発表会では、冒頭、昨年から検討を進めてい
る長期ビジョンについて、白川研究企画統括が中間報告し
ました。航空交通管理に係る研究としては、運航実績デー
タを用いて遅延時間や飛行距離を計測・解析する手法や、
管制官の作業負荷を推定する手法について紹介しました。
また、航空貨物への利用が検討されているアクティブ型 IC
タグについて、電磁放射の測定結果を示したほか、空港面
の安全を向上させるA-SMGCS（先進型地上走行誘導管
制システム）や、GPSを高精度かつ安全に利用できるよ
うにするための補強システムに関する検討状況等について
発表しました。2日間で延べ325人の参加がありました。



学会等における主な発表状況（平成19年4月下旬～7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（5/25、防衛大学校）
・ 「航空路管制セクタの高度分割と管制作業量に関する検討」：福島（幸）
・ 「航空路管制における管制官の思考過程に関する研究」：青山、塩見、
飯田（労働科学研究所）

ｂ） 宇宙・航行エレクトロニクス研究会（7/27、電子航法研究所）
・ 「近接航空機を考慮した管制作業量の予測」：住谷（美）、福島（幸）、
福田

・ 「GPS初期位置算出時間（TTFF）短縮のための検討」：坂井
・ 「GPS衛星の故障とGPS補強システムへの影響に関する一考察」：
福島（荘）

ｃ）通信ソサイエティ和文マガジンB-plus 2007年6月（創刊号）
・ 「若手技術者・研究者に勧める本」：小瀬木

（２）日本航海学会
ａ）航空宇宙研究会（5/25、東京海洋大学）
・ 「機上監視応用ASAの開発動向」：小瀬木
・ 「航空交通管理（ATM）と最近の技術動向」：長岡

（３）日本人間工学会
ａ）第48回大会（6/2, 3、名城大学）
・ 「ヨーレート変動傾向に基づくドライバの特徴分類」：杉浦（いすゞ中
央研究所）、堀口（いすゞ自動車）、塩見、佐藤（鉄道総合技術研究所）、
澤（同左）、水上（同左）、海津（セレブラルダイナミックス）

・ 「発話音声による定速運転時のトラック運転手の覚醒状態評価可能性
の検討」：佐藤（鉄道総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、塩
見、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）

・ 「疲労等判定用発話音声分析装置の試作開発－トラック運転手等によ
る機能評価実験の実施とその結果－」：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）

（４）日本疲労学会
ａ） 第３回日本疲労学会総会・学術集会（6/30, 7/1、東京医科大学病院）
・ 「発話音声の指標値による疲労の表現可能性とその展望について」：鈴
木（鉄道総合技術研究所）、佐藤（同左）、澤（同左）、水上（同左）、
塩見

・ 「声から疲労を評価する信号処理手法」：塩見
（５）国際民間航空機関（ICAO）
ａ） ASP TSG （Aeronautical Surveillance Panel Technical Sub 
Group）（7/2～6、パリ）

・ 「Brief Report on Signal Environment Studies in Japan（日本
における信号環境関連研究の概要報告）」：小瀬木、宮崎

・ 「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

ｂ）その他
・ 「Evaluation Results of Multilateration at Tokyo International 
Airport」：宮崎、第6回ADS-B利用検討タスクフォース（4/25～
27、ソウル）

・ 「Analysis of ADS-C data（ADS-Cデータ解析）」：藤田；SASP 
WG WHL/11 （Separation and Airspace Safety Panel 11th 
meeting of the Working Group of the Whole）（5/21～6/1、
モントリオール）

・ 「Summary of Analysis of ADS-C data（ADS-C デ ー タ 解 析
の要約）」：藤田；RASMAG/7 （7th Meeting of the Regional 
Airspace Safety Monitoring Advisory Group）（6/4～8、バン
コク）

・ 「Questions about a new RTCA/FAA proposal for achieving 
CAT-III with GBAS（RTCA/FAA の CAT Ⅲ GBAS のための新
しい提案に対する質問）」：藤井、植木（国土交通省航空局）；NSP 
CSG （Navigation System Panel Category-II/III Sub Group）
（7/23～25, エヴァレット）

（６）IEEE （the Institute of Electrical and Electronics Engineers）
ａ） EMC-2007 （International Symposium on Electromagnetic 
Compatibility and Electromagnetic Ecology） （6/26 ～ 29、
サンクトペテルブルク）

・ 「RF Emission measurement of 433MHz RFID tags for EMI 
evaluation to onboard instruments of aircraft（航空機搭載機器
に対する電磁干渉評価のための433MHz RFIDタグの電磁放射測
定）」：米本、山本（憲）、山田（公）、平田（RAエンジニアリングハウス）

・ 「PED Interference Reporting System in Japan（日本における
携帯電子機器による電磁干渉の報告システム）」：山本（憲）、山田（公）、
米本

ｂ） IEEE Transaction on Antennas and Propagation, vol.55, 
No.5, May 2007

・  「W-Band Fresnel Zone Plate Reflector for Helicopter 
Collision Avoidance Radar（ヘリコプタ衝突防止レーダ用W帯フ
レネルゾーン平面反射板）」：B.D Nguyen, C.Migliaccio, Ch.Pichot
（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）、山本
（憲）、米本

（７） APEC GIT/11 （11th Asia Pacific Economic Cooperation 

GNSS Implementation Team Meeting）（6/25～6/27、東京（都
市センターホテル））
・ 「MSAS Evaluation and Improvement Activities（MSASの評価
および改良の研究状況）」：坂井

・ 「GPS and Ionospheric Data Collection and Analysis for 
SBAS in Japan（日本におけるSBASのためのGPSおよび電離層
データ収集と解析）」：松永、坂井、星野尾、石井（情報通信研究機構）、
齊藤（京都大学）、大塚（名古屋大学）

（８）その他
・ 「仙台空港におけるベクトル風のデュアルドップラーライダー観測」：
岩井（情報通信研究機構）、石井（同左）、水谷（同左）、村山（同左）、
加来、岩崎（東北大学）、余（同左）、山崎（同左）；日本気象学会
2007年度春季大会（5/13～16、国立オリンピック記念青少年総
合センター）、日本地球惑星科学連合2007年大会（5/19～24、
幕張メッセ）

・ 「MSAS Ionosphere R&D Update（ＭSAS電離層関連研究開発
の状況）」：坂井、松永、星野尾；SBAS IWG/16 （Satellite Based 
Augmentation System Technical Interoperability Working 
Group）（5/22、オタワ）

・ 「Novel Architecture for Preventing Interference Between 
Automation and Pilot Maneuvers.（自動化システムとパイロッ
トの干渉を防ぐ新たな機構）」：伊藤（恵）、鈴木（東京大学大学院）；
Lectures and Workshop International-Recent Advances in 
Multidisciplinary Technology and Modeling（5/23 ～ 25、 東
京大学）

・ 「トラック運転手の覚醒度評価のための発話音声分析技術」：塩見、佐
藤（鉄道総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、塩見、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）；
第61回日本交通医学会総会（6/9, 10、ホテルグランヴィア広島）

・ 「MSAS Status Update（MSAS の現状）」：松永；13th SBAS 
IONO Meeting（6/15, 16、ボストン）

・ 「Coherent Doppler lidar measurements of the sea breeze at 
Sendai Airport（コヒーレントドップラライダによる仙台空港の海風
測定）」：岩井（情報通信研究機構）、石井（同左）、水谷（同左）、村山（同
左）、岩崎（東北大学）、余（同左）、山崎（同左）、加来；IUGG （the 
International Union of Geodesy and Geophysics） 2007（7/2
～13、ペルージャ）

・ 「ENRI Research Activity Related with GBAS（電子航法研究所
におけるGBAS関連の研究状況）」：藤井；I-GWG/6 （International 
GBAS（Ground Based Augmentation System） Working 
Group）（7/17～20、エヴァレット）

・ 「航空交通管理部門委員会の設立について」：長岡；日本航空宇宙学会
誌2007年5月号

・ 「航空路管制セクタの高度分割について」：福島（幸）；航空管制
2007年第4号（航空交通管制協会）

国際会議等への参加状況（平成19年4月下旬～7月）
・ 「ADS-Bセミナー」：古賀（4/22～24、ソウル）
・ 「ASAS等の研究状況の調査」：長岡（4/22～27、アムステルダム）
・ 「第6回ADS-B利用検討タスクフォース」：宮崎（4/24～27、ソウル）
・ 「将来航空交通システムの調和に関する米国連邦航空局（FAA）及び
JPDO （Joint Planning Development Offi  ce）との第2回検討会
議」：蔭山（5/13～17、アンカレジ）

・ 「ICAO SASP WG WHL/11」：藤田（5/20～6/3、モントリオール）
・ 「SBAS IWG/16」：坂井（5/21～26、オタワ）
・ 「第5回日米GPS全体会合」：伊藤（憲）（5/22～26、ワシントンD.C.）
・ 「CASCADE ワークショップ／DSNAとの打合／WAM （Wide 
Area Multilateration）ワークショップ」：小瀬木（5/29～ 6/6、
アテネ、トゥールーズ、ブラッセル）

・ 「RASMAG/7」：藤田（6/3～9、バンコク）
・ 「13th SBAS IONO Meeting／Beacon Satellite Symposium」：
松永（6/13～18、ボストン）

・ 「第47回パリエアショー／第17回航空宇宙における自動制御に関
する IFACシンポジウム」：伊藤（恵）（6/22～7/1、パリ、トゥールー
ズ）

・ 「EMC-2007」：山本（憲）、米本（6/25～7/1、サンクトペテルブルク）
・ 「第7回米欧ATM R&Dセミナー」：長岡（7/1～7、バルセロナ）
・ 「ICAO ASP TSG」：宮崎（7/1～8、パリ）
・ 「ASAS RFG （Airborne Separation Assistance System 
Requirement Focus Group）」：小瀬木、伊藤（恵）（7/8～15、
ケンブリッジ）

・ 「I-GWG/6／ ICAO NSP CSG」：藤井（7/17～25、エヴァレット）

人事異動（平成19年7月1日付）
発令事項 氏　名 現　職

機上等技術領域副領域長 山本憲夫 機上等技術領域上席研究員
辞職（6月30日付）
（国土交通省航空局飛行場部環境
整備課騒音防止技術室課長補佐）

仲田貴文 通信・航法・監視領域主幹
研究員

研究解説

研究解説

特許情報

研究解説

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


