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特許情報

発表した研究成果と国際活動等

　携帯電話、パソコン、ゲーム機などの携帯電子機器はそ
の動作中大なり小なり電波を放射し、航空機の計器に障
害を引き起こす恐れがあることはよく知られています。例
えば、計器着陸装置のコース情報が変動したり、通信機器
に雑音が入ったり、自動操縦装置が正しく働かない事例な
どが報告されています。このため、国土交通省航空局では
2004年から計器に障害を引き起こす恐れのある携帯電子
機器を指定（告示）し、使用制限を行ってきました。
　しかし、携帯電子機器は新旧交代や新技術の導入が早い
ことから、航空局では告示を見直すことになり、当研究所
はその技術支援を行いました。主な内容は、
・最新の携帯電子機器から放射される電波の調査・実測
・航空会社から提出される計器不具合事例の分析
・電波によって計器に障害が発生する可能性の評価
などです。この「障害が発生する可能性」の評価は、携帯
電子機器から放射される電波と航空計器で許容される放
射電波に関する世界基準との比較により行います（図１参
照）。　
　新しい告示における携帯電子機器の使用に関する基本的
考え方は以下のとおりです。
・ 自ら強い電波を発射する機能をもつ機器は、常時使用禁
止。

・ 自ら電波を発射する機能はないが、使用時に強い電波を
出す機器は、離着陸時のみ使用禁止。

・ 発生する電波がきわめて微弱で計器に障害を与えないも
のは、常時使用可能。
　今回の見直しで新たに追加された機器は、無線式キー（常
時使用禁止）、愛玩用玩具、充電器（離着陸時のみ使用禁止）
など、逆に発生電波がきわめて微弱である電卓などは常時
使用可能となりました。告示の詳細につきましては航空局・
航空安全推進課にお問い合わせください。
　当研究所では、今後の課題として現在は使用が禁止され
ているアクティブ型 IC タグや携帯電話などを航空の安全
を維持しつつ機内で使用可能とする技術について、我が国
及び世界の調査研究機関、航空当局、航空会社等と協調し
つつ検討を進めております。

「航空機の運航の安全に支障を及ぼす恐れのある電子機器等を定める告示」について
機上等技術領域副領域長　山本憲夫



　2005年 2月26日および2006年 2月18日に運輸
多目的衛星新1号機（MTSAT-1R）、2号機（MTSAT-2）
がそれぞれ打ち上げられました。MTSAT には気象観
測機能の他に航空管制で用いられる通信機能と航法機
能 が あ り、 航 法 機 能 は MSAS（MTSAT Satellite-
based Augmentation System：運輸多目的衛星用
衛星航法補強システム）といいます。MSAS は米国の
WAAS（Wide Area Augmentation System）、 欧 州
の EGNOS（European Geostationary Navigation 
Overlay Service）等と共に SBAS（Satellite-Based 
Augmentation System：静止衛星型衛星航法補強シス
テム）と呼ばれ、GPSを航空機の航法装置として利用す
るために、広域補強方式により、インテグ
リティ、測位精度、利用性等を補強するシ
ステムです。MSAS が生成するGPS 補
強情報が所要の性能、安全性を満足して
いることを確認するための試験が完了し、
2007年 9月 27日午前零時より正式な
信号による運用が開始されました。
　電子航法研究所は1993年度より、日
本における SBAS に必要な技術開発と
データ収集、評価を目的として、1996
年のMSASの整備開始に先立ち、研究を
開始しました。これらの研究には、日本独
自技術による、SBASの根幹となるGPS
衛星の位置、時刻の推定技術の開発、電離
層遅延推定技術の開発、システムの利用性
等をシミュレーション計算するサービスボ
リュームモデル（SVM）の開発、電離層
の影響、干渉波の影響等の研究が含まれて
います。現在も、電離層の影響を軽減する
ための方法、GPSの 2周波化に対応する
ための研究、SVMによる様々な条件下で
の性能予測を実施しており、MSASの性
能向上のための技術開発、方針検討に寄与
しています。
　これまでの研究を通して得られた主な成
果を以下に説明します。日本独自の技術に
より、リアルタイムでGPS衛星の位置に

ついては数メートル程度、GPS衛星のクロックおよび地
上監視局のクロックについては10ns程度、電離層遅延に
ついては１ｍ程度の精度で推定できるソフトウェアを開発
し、利用者位置精度で 2～ 3ｍ（rms）を得ることがで
きるようになりました（図１）。これらの成果はMSASの
仕様検討において、監視局配置による衛星位置･時刻推定
精度分布、電離層データの取得範囲の検討、確認のための
技術資料として活用されています。
　また、電離層の影響を軽減するためのアルゴリズムを開
発し、APV-I 利用率向上策の検討に寄与しています。図２
は現状MSASと電離層改善アルゴリズム使用した場合の
利用率を比較したものです。

Ｑ：GPS衛星の寿命はどのぐらい？
　現在利用されている実用型のGPS衛星（BLOCK-II衛星）
は設計上の寿命が約7～ 8年です。寿命を左右する要素
はいくつかありますが、最も支配的なのは、衛星に搭載さ
れた原子時計に用いられているセシウムとルビジウムの寿
命です。BLOCK-II 衛星は、大きく二つのタイプが存在し、
一つは BLOCK-II/IIA 衛星、もう一つは BLOCK-IIR 衛星
です。II/IIA 衛星には、セシウム2個とルビジウム2個が
搭載されており、合計4個を順番に切り替えて運用します。

一方、IIR 衛星には、ルビジウムのみ3個が搭載されており、
同様に切り替えられます。また、2008年から打ち上げが
予定されている新型の IIF 衛星は、設計寿命が15年とさ
れています。
　BLOCK-II 衛星の実際の寿命は、長いもので設計寿命の
約2倍の15年ほど運用されているものがあります。一方、
計画どおりに運用できなかった衛星もいくつかあります。
衛星にはそれぞれ固有の製造番号が付与されており、SVN
（Space Vehicle Number）と呼ばれますが（打ち上げ
順ではなく、製造順です）、例えばSVN42は、1997年
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○ 平成18年度の業務実績評価結果は「極めて
順調」（7月20日）

　国土交通省の独立行政法人評価委員会交通関係研究所分
科会が開催され、平成18年度の業務実績評価が実施され
ました。平成18年度は第2期中期目標期間（5年間）の
初年度であり、業務運営については、長期ビジョンの作成
を進めたこと、領域制を導入したこと、大学への出向や大
学若手研究員の受入等による交流を深めたことなどが評価
されました。また、研究については、羽田空港の拡張に伴
う航空機処理量の増大への対応、空港面における監視技術
の向上等について、今後実用化が期待でき、航空行政を支
援する機能を果たしていることが評価されました。総合的
な評定は「極めて順調」との結果でした。

○ インターンシップによる初の研修員を受け入
れ（8月6日～31日）

　当研究所では、主に大学院生を研修員として受け入れ、
電子航法に係る研究を体験してもらうため、昨年度にイン
ターンシップ制度を導入しました。今般、本制度による初
の研修員として、電気通信大学情報システム学研究科情報
メディアシステム学専攻修士課程１年の木村准斗さんを受
け入れ、20日間に亘り航空交通管理に関する研究を行い
ました。具体的には、羽田空港の標準計器出発方式の飛行
経路をデータ変換により図示し、レーダで測定された航空

機の航跡データと比較することで、両者の違いを検討する
課題に取り組みました。飛行時間の短縮や燃料消費量の節
約を図るため、実際の航空機は標準計器出発方式の経路の
ように大回りの軌道を描かないことが分かりました。最終
日に報告会を実施してインターンシップ研修が終了しまし
た。

○ 仙台空港祭にビーチクラフトB99を出展
 （9月9日）

　当研究所では、岩沼分室（仙台空港に隣接）に実験用航
空機を保有しており、これを利用した飛行実験の多くを仙
台空港で実施しています。仙台空港では空の日のイベント
として仙台空港祭が毎年開催されており、当研究所は積極
的に参加しています。今年の目玉は、新ターミナルにおけ
る種々のイベントと、サウス地区小型機等見学バスツアー
です。当研究所からは、ビーチクラフトB99型実験用航
空機を出展しました。この航空機は30才を超えたおじい
ちゃん飛行機ですが、日本には1機しか存在しないため、
ファンには見逃せません。とても手入れが行き届いている
ので、ピッカピカです（写真）。「格納庫の飛行機を見るだ
けじゃつまらない」と思ったちびっ子もいたかも知れませ
んが、大きくなったら自分も飛行機関係の研究がしてみた
いなと感じてくれたらいいですね。見学者は約200名と
盛況でした。測位補正あり　　　　　　　　　　　　測位補正なし

図１　測位補正情報の有無による測位誤差の比較（1997年 SAあり）

　現在の利用率（監視局国内6局）　　　　　　改善後の利用率（監視局国内10局）
図２　MSAS電離層アルゴリズム改善によるAPV-I 利用率の向上

1月に打ち上げに失敗したため、短命に終わりました。ま
た、あまり知られていませんが、打ち上げ前に湿気により
故障してしまった衛星（SVN50）もあります。米国沿岸
警備隊（USCG）が最近の会議（CGSIC）で発表した資
料によれば、2006年 5月時点で、IIA 衛星は短命だった
SVN28（4.5 年）を除き、打ち上げられた全15衛星は7.5
年以上運用しており、12年以上運用されている衛星も7
機、14年を経過している衛星も2機（SVN24、25）あ
ります。現在最長老のSVN25は、最後のルビジウムで動
作しており、航法データユニットの1つが故障しています。

また、姿勢制御に必須な4機
のリアクション・ホイールは、
1機の電気系統が故障してい
るため、残りの3機で運用さ
れています。

福島荘之介

MSASに関する研究と成果について 通信・航法・監視領域副領域長　星野尾一明



○学会等における主な発表状況（平成19年8月～10月）
（１ ）電子情報通信学会　2007年ソサイエティ大会（9/10～14、鳥取大学）
・「ARNS帯域にて観測された干渉信号の解析」：大津山、小瀬木
・ 「94GHzレーダによる送電線のレーダ断面積測定」：山本（憲）、米本、山田（公）、
安井（IHIエアロスペース）
・ 「マルチラテレーション監視システムの評価実験その２」：宮崎、二瓶、古賀
・ 「モードＳ信号を用いた受動測位の時間検出方法の検討」：田嶋、古賀、小瀬木
・「地上型補強システムのGPS異常信号モニタの検討」：福島（荘）
・ 「SBASの擬似距離信号を利用したGBAS」：藤井、吉原、齊藤、福島（荘）
・ 「SBAS補正メッセージ放送頻度の低減」：坂井、武市、福島（荘）、伊藤（憲）
・ 「擬似劣化信号への測距差推定SQM手法の適用結果」：齊藤、吉原、福島（荘）、
藤井
・ 「A-SMGC実験システムの連接試験」：二瓶、宮崎、古賀、青山、松久保、豊福（交
通安全環境研究所）、青木（同左）
・ 「滑走路における誤進入・コンフリクト検出機能の実装」：古賀、二瓶、青山
・ 「自動従属監視の縦方向位置予測誤差の推定方法　－球面での解析－」：宇田
川（日本大学）、天井、長岡、高橋（日本大学）、中村（同左）

・ 「航空路管制セクタの分割高度によるコンフリクトの変化」：福島（幸）
・ 「UAT（ユニバーサル・アクセス・トランシーバ）信号強度の飛行実験」：塩地、
山本（憲）、小瀬木、米本、大津山
・ 「信頼度を用いた電子機器からの電磁放射評価」：河村、米本、山本（憲）、山
田（公）、平田（RAエンジニアリングハウス）、田雑（同左）

・ 「航空ディジタル無線通信の符号誤り率の一評価」：島影（千葉工大）、北折、
松久保、小園（千葉工大）

（２ ）日本航海学会　第117回講演会・研究会（10/10～12、神戸市勤労会館）
・ 「衛星を利用した自己同期方式ADSの伝送特性解析」：住谷（泰）、石出
・ 「ADS搭載機の縦方向速度予測誤差」：藤田

（３）日本航空宇宙学会
  ａ）第45回飛行機シンポジウム（10/10～12、北九州国際会議場）
・ 「空港面受動測位のマルチパス誤差低減」：田嶋、古賀、小瀬木
・ 「ILSグライドパス反射面の積雪の除雪基準に関する解析」：横山、田嶋
・ 「航空交通管理（ATM）とその動向」：長岡
・ 「日本における広域航法（RNAV）の動向」：天井
・「航空管制卓のコンフリクト警報機能について」：福田、瀬之口
・「JGNSSにおけるインテグリティ」：星野尾
・ 「A-SMGCシステム経路生成機能の開発－空港面地上走行のモデル化」：山田
（泉）、二瓶、青山、蔭山、松久保、宮崎、古賀
・ 「A-SMGCシステム経路生成機能の開発－地上走行パターンの解析について」：
青山、二瓶、宮崎、古賀、松久保
・「航空管制官と自動化システムの協調制御」：伊藤（恵）
・ 「自動従属監視（ADS）の縦方向位置予測誤差分布の推定方法」：宇田川（日本
大学）、天井、長岡、高橋（日本大学）、中村（同左）
・ 「航空貨物用433MHz帯アクティブタグの電磁放射特性」：山本（憲）、米本、
山田（公）、河村
・「GBASにおける安全性について」：藤井
・ 「周辺大気状態が翼端渦に及ぼす影響」：小笠原（東北大学）、三坂（同左）、
小川（同左）、大林（同左）、山田（泉）
・ 「後方乱気流シミュレーションへのライダ計測融合手法に関する検討」：三坂（東
北大学）、小笠原（同左）、大林（同左）、山田（泉）、奥野（宇宙航空研究開
発機構）

  ｂ ）第21回飛行機シンポジウム国際セッション（10/10～12、北九州国際会議
場）
・ 「A Study on Aircraft Schedule Punctuality Classifi cation from the 
Actual Performance Data（実運用データによる航空機遅延の分類）」：蔭山、
福田
・ 「Estimation of Required Minimum Adjustment Time for Airspace 
Design（空域デザイン要因のための最短調整時間の推定）」：岡、福田、山本
（哲）
・ 「Altitude Change by Track System over South Pacifi c（南太平洋上の
トラックシステムによる高度変化）」：福島（幸）、福田、住谷（美）
・ 「An Analysis on Occurrences of Confl ict Alert for Air Traffi  c Control
（航空管制のためのコンフリクト警報の発生に関する解析）」：瀬之口、福田

  ｃ ）第51回宇宙科学技術連合講演会（10/29～31、札幌コンベンションセン
ター）
・ 「高精度測位実験システムのシステム設計」：野田（宇宙航空研究開発機構）、
岸本（同左）、小暮（同左）、沢辺（同左）、寺田（同左）、浜（情報通信研究
機構）、岩田（産業技術総合研究所）、伊藤（憲）、黒須（日本電気）、岡本（三
菱電機）
・ 「L1-SAIF メッセージによる対流圏遅延補正方式」：武市、坂井、福島（荘）、
伊藤（憲）
・ 「準天頂衛星L1-SAIF 補強信号のインテグリティ機能」：坂井、武市、福島（荘）、
伊藤（憲）

（４ ）ヒューマンインタフェース学会　ヒューマンインタフェースシンポジウム
2007（9/3～6、工学院大学）
・ 「認知工学的手法に基づく航空管制システムに関する研究（1）－概要と現場業
務の観察」：古田（東京大学）、方（同左）、青山、高橋（東北大学）
・ 「認知工学的手法に基づく航空管制システムに関する研究（2）－管制官の思考
過程に関する分析」：青山、塩見、飯田（労働科学研究所）
・ 「認知工学的手法に基づく航空管制システムに関する研究（3）－航空路管制官
のタスクプランニング分析に関する研究」：井上（東京大学）、安藤（同左）、
青山、大和（東京大学）
・ 「認知工学的手法に基づく航空管制システムに関する研究（4）－管制官の認知
タスクシミュレーション」：狩川（東北大学）、青山、高橋（東北大学）、古田（東
京大学）

（５）国際民間航空機関（ICAO）

・ 「Simulation of Self-synchronized ADS Using UDP/IP network（UDP/
IPを利用した自己同期方式ADSのシミュレーション解析）」：住谷（泰）、石出；
ACP WG-T （Aeronautical Communication Panel Working Group T ）
（10/2,3、モントリオール）

（６ ）ION GNSS 2007 （The 20th International Technical Meeting of the 
Institute of Navigation Satellite Division）（9/25～28、フォートワース）
・ 「A Concept of CAT III GBAS Requirement Based on Real-Time Flight 
Technical Error Estimation（リアルタイム FTE 計測に基づいたCAT-III 
GBAS要件のコンセプト）」：藤井
・ 「Mitigating Ionospheric Threat Using Dense Monitoring Network（高
密度なモニタ局ネットワークによる電離層脅威の低減）」：坂井、松永、星野尾、
伊藤（憲）

（７）その他
・ 「A Study on Atmospheric Propagation Delay in Sea Refl ected GPS 
Signal with Code Correlation Curve Measurements（コード相関カー
ブ測定によるGPS測位信号の海面反射波に含まれる大気遅延量に関する研
究）」：吉原、齊藤、藤井、坂井、青山（国立極地研究所）；AOGS2007 （Asia 
Oceania Geosciences Society 4th Annual Meeting）（7/30 ～ 8/4、
バンコク）
・ 「An omni-directional lens refl ector for millimeter wave and light（光と
ミリ波のための全方向性レンズ反射器）」：米本、松崎（レンスター）；国際レー
ダシンポジウム（IRS2007）（9/5～7、ケルン）
・ 「Simulation of Self-synchronized ADS Using IP Network（IP を 利
用した自己同期方式ADSのシミュレーション解析）」：住谷（泰）、石出；
NexSAT9/AGCFG4 （9th Meeting of Next Generation Satellite 
System Steering Group, 4th Meeting of Air-Ground Communications 
Focus Group）（9/13～14、ブリュッセル）
・ 「Analyzing Interferences Between Ground and Air Traffi  c Controllers 
from Control Theory Approach（制御理論を利用した地上の自動化と航空
管制官の干渉分析）」：伊藤（恵）；第7回米国航空宇宙学会航空技術、統合、
管理に関する会議（9/16～22、ベルファースト）
・ 「L1-SAIF 信号の概要」：坂井、伊藤（憲）；第2回準天頂衛星ユーザミーティ
ング（9/18、東京海洋大学）
・ 「Power Line RCS Measurement at 94GHz（94GHzでの送電線RCS測
定）」：山本（憲）、米本、山田（公）、安井（IHI エアロスペース）；英国技術
学会（IET）レーダーシステム国際会議（10/15～18、エジンバラ）
・ 「日本航空宇宙学会の航空交通管理（ATM）部門の紹介」：長岡；航空管制
2007年第5号（航空交通管制協会）
・ 「統合航空交通管理システムの開発にむけて－将来の管制システムの基本－」：
三垣；航空管制2007年第6号（航空交通管制協会）
・ 「携帯電子機器による航空機内の電磁干渉障害」：山本（憲）；月刊EMC 
No.233, 2007年9月号（ミマツコーポレーション）

○国際会議等への参加状況（平成19年8月～10月）
・ 「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訪問／国際レー
ダシンポジウム」：米本（9/2～9、ニース、ケルン）
・ 「DSNA訪問調査研究／関連会議参加」：小瀬木（9/3～10/2、ツールーズ、
ブラッセル）
・ 「NexSAT9／次世代通信システムに関する技術調査」：住谷（泰）（9/12～
16、ブラッセル）
・ 「第7回米国航空宇宙学会航空技術、統合、管理に関する会議」：伊藤（恵）
（9/16～22、ベルファースト）
・ 「第 47回GPS民生利用連絡会議（CGSIC）／ ION GNSS 2007」：坂井
（9/21～29、フラートン、フォートワース）
・「ION GNSS 2007」：藤井（9/25～28、フォートワース）
・「ICAO ACP WG-T」：住谷（泰）（10/1～5、モントリオール）
・ 「ICAO ASP WG （Aeronautical Surveillance Panel Working Group）」：
小瀬木（10/15～19、モントリオール）

○人事異動
発令事項 氏　名 現　職

辞職（7月31日付）
（独立行政法人海上技術安全研究所企
画部企画課専門職）

菊池崇 総務課長補佐

採用（8月1日付）
（総務課長補佐）

小山正剛 海上技術安全研究所企画部
企画課企画係長

採用（9月1日付）
（通信・航法・監視領域主幹研究員）

河合良則 中部国際空港㈱経営企画部
経営管理グループリーダー

辞職（9月30日付）
（中部国際空港㈱総務部総務グループ
担当課長）

今村純 企画課長

辞職（9月30日付）
（独立行政法人海上技術安全研究所総
務部総務課）

小川敬史 総務課

通信・航法・監視領域主幹研究員
（10月1日付）

住谷泰人 通信・航法・監視領域主任
研究員

機上等技術領域主幹研究員
（10月1日付）

古賀禎 機上等技術領域主任研究員

総務課経理係長（10月1日付） 松浦謙祐 総務課会計第一係長
総務課契約係長（10月1日付） 村山悟 総務課会計第二係長
採用（10月1日付）
（企画課長）

後藤勝行 国土交通省航空局管制保安
部航空衛星室課長補佐

採用（10月1日付）
（総務課管財係長）

紫垣善徳 独立行政法人空港周辺整備
機構大阪国際空港事業本部
総務部総務課総務第三係長
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