
　航空機は、飛行計画経路に基づいて、航空管制官の管制

指示に従いながら飛行しています。航空管制官は、航空機

同士が衝突しないように安全に飛行するため、最低安全間

隔（管制間隔）を確保するように航空機を誘導しています。

　例えば、飛行中の２つの航空機が衝突する場合を想定す

ると、２機の空間（経度、緯度、高度）と時間で一致する

ということになりますので、空間と時間の４次元のいずれ

かが重ならないように間隔を確保すればよいということに

なります。実際には、風などの環境変化がある航空機の将

来位置を正確に把握することは困難であることから、現状

では空間内に飛行経路を定義し、航空機が経路上またはそ

の周辺を飛行することで、空間を限定して管制間隔を確保

する業務を実施しやすくしています。

　今後の航空交通量の増加に対応し

ながら、航空機の安全で効率的な運

航を実現するためには、これまでの

空間的な間隔確保に加えて、時間を

考慮したより動的な間隔確保が有効

であると考えられています。そのた

めに、航空機の４次元的な位置を把

握し管理するトラジェクトリ管理が

将来の航空交通管理における重要な

要素として提案されています。

　トラジェクトリ管理では、航空機

が飛行する全区間（出発空港から目

的空港まで）において、他の航空機

との間隔を確保することを目指して

います。当研究所はトラジェクトリ

管理の第 1 段階を目指した時間管理

手法として、滑走路やフィックス

（複数の航空路が交差する地点）な

どの航空機が集中する地点におい

て、航空機の通過時間を把握して管

理する手法を検討しており、この時

間管理手法の評価システムを開発

しました。

　この評価システムは、到着交通流を対象として、滑走路

への最終進入フィックスなどの管理フィックスを通過す

る航空機の予定通過時刻、滞留時間などを算出します。ま

た、４次元情報を認識しやすくするため、フィックスの予

定通過時刻などをグラフとして表示する機能も有してい

ます。

　今後は、本評価システムを使用して時間管理手法の詳細

な検討を進め、より正確な予測時刻を求めるための航空機

のトラジェクトリモデルを構築し、将来の航空交通管理に

おいて重要な要素となるトラジェクトリ管理を実現する

ための研究へと発展させていきたいと考えています。

航空交通管理における時間管理手法の研究について	 航空交通管理領域上席研究員　福田　豊

学会等における主な発表状況（ 平成20年 5月～ 7月）

（１）電子情報通信学会
　宇宙・航行エレクトロニクス研究会（7/25 電子航法研究所）
・ 「航空交通管理に向けて－航法・航空管制システムにおけるパラダイム変化

－」：長岡
・「航空管制におけるコンフリクト警報解析ツールの試作」：瀬之口、福田
・「航空管制の時間管理ツールの試作」：福田、岡、山本（哲）
・ 「GNSS 進入の導入による欠航回避効果の検討」：坂井、武市、福島（荘）、工藤、

藤井、山本（哲）、福田
（２） 日本航海学会　第 118 回講演会・研究会（5/22 ～ 23　東京海洋大学）

・ 「航空交通流管理における管制作業量についての一検討」：住谷（美）、福島
（幸）、福田

・ 「準天頂衛星による高精度測位補正システムの開発状況」：伊藤（憲）、武市、
坂井、福島（荘）

・「GBAS の現状と課題」：藤井
・「電子基準点による SBAS の性能向上：坂井

（３）日本人間工学会　第 49 回大会（6/14 ～ 15　共立女子大学 )
・ 「二種類の作業中発話音声のカオス性の変化」：塩見、佐藤（鉄道総合技術研

究所）、澤（同左）、水上（同左）、鈴木（同左）
・ 「ドライビングシミュレータ運転中の発話音声のカオス性に及ぼす発話方法

の影響」：塩見、佐藤（鉄道総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、鈴
木（同左）

（４） 日本地球惑星学会　日本地球惑星科学連合 2008 大会（5/27　幕張メッ
セ国際会議場）

・ 「赤道大気レーダーにより観測されたプラズマバブル FAI の衰退過程」：齊
藤（享）、深尾（京都大学）、山本（同左）、大塚（名古屋大学）、丸山（情報
通信研究機構）

（５）国際民間航空機関 (ICAO)
ａ）SASP/WG/WHL/13（5/12 ～ 23 モントリオール）
・ 「Target Level Safety for short term operation consistent with 

conventional target level of safety（従来の目標安全度と両立する短期
運用形態のための目標安全度設定方法）」：藤田

・ 「Safety Assessment for Time-Based Longitudinal Separation in 
Oceanic Airspace（洋上空域における時間管制間隔の安全性評価）」：藤田

・ 「Safety Assessment Prior to 30NM Longitudinal Separation Minimum 
under ADS-C Environment（ADS-C 環境下での 30NM 縦管制間隔事前
安全性評価）」：藤田

ｂ）ASP/WG 第 4 回会議（5/19 ～ 23 バンコク）
・ 「CAS Ⅱ Operational Monitoring Report on the Effect of RVSM in 

Japan, First report of 2008（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，2008 年第 1 版）」：住谷（泰）、小瀬木、白川、
Kenji Miyabe（国土交通省航空局）

・ 「Proposed Changes to ACAS Manual in relation to Effect of RVSM. 
（RVSM の導入に関連した ACAS マニュアルの改訂提案）」：住谷（泰）、小

瀬木、白川、Kenji Miyabe（国土交通省航空局）、Garfield Dean（ユーロ
コントロール）

・ 「Datalink Capability monitoring in Japan( 日本におけるトランスポンダの
データリンク能力のモニタについて )」：古賀、宮崎

・ 「Evaluation status of Multilateration in Japan( 日本におけるマルチラテ
レーションの評価状況 )」：宮崎

・ 「Airborne surveillance requirements for inclusion in Annex 10 (Annex 
10 に含める機上監視の要件 )」：小瀬木、Jean-Marc Loscos（仏国 DNSA）

・ 「Change Proposal on Airborne Surveillance Requirements ( 機上監視
の要件に関する改訂提案 )」：小瀬木、Jean-Marc Loscos（仏国 DNSA）

・ 「CP to insert Guidance Material on RSP in green pages of Annex 10 
Volume ⅳ (Annex 10 Vol. ⅳへの機上性能要件のガイダンスマテリアル挿
入に関する改訂提案 )」：小瀬木

ｃ）ACP WG-I 第 7 回会議（6/2 ～ 6 モントリオール）
・ 「FAA-JCAB ATM Router Interoperability Testing over Ipv4 and Ipv6 

sub-Networks the Public Internet( インターネットを用いた Ipv4 および
Ipv6 網上での FAA と JCAB 間の ATM ルータ相互運用性実験について )」：
板野、Mark Brown（沖電気）、Peter Muraca（FAA）

・「ATN and IP」：金田
（６）日本交通医学学会　第 62 回大会（6/7 ～ 8　ホテル仙台プラザ )

・ 「自動車運転中の発話音声に及ぼすハンドル操作の影響」：塩見、佐藤（鉄道
総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、鈴木（同左）、栗野（芝浦工業
大学）、田中（同左）、古川（同左）

・ 「列車運転士の勤務中の発話音声を用いた覚醒度評価に関する実験的検討」：
塩見、佐藤（鉄道総合技術研究所）、澤（同左）、水上（同左）、鈴木（同左）、
宮崎（ＪＲ西日本安全研究所）

・ 「トラック走行時の運転パフォーマンスと性格特性の関連性の検討」：塩見、
澤（鉄道総合技術研究所）、佐藤（同左）、水上（同左）、鈴木（同左）、堀口（い
すゞ自動車）、杉浦（いすゞ中央研究所）

（７）航空振興財団
ａ）航空交通管制システム小委員会（7/9 航空振興財団）
・「IPv6 の航空への適用の検討状況について」：金田
ｂ）航法小委員会（7/16 東京国際交流館）
・「着陸誘導」：田嶋
・「プラズマバブルの特徴とその GBAS に対する影響について」：齊藤（享）

（８） IPACG 28( 第 28 回太平洋管制事務レベル調整会議 )（5/20 ～ 26 ラス
ベガス）

・ 「Safety Assessment for 10 Minutes Time-based Longitudinal 
Separation in Oceanic Airspace（洋上 10 分の時間縦管制間隔安全性評
価）」：藤田

・ 「Safety Assessment Prior to 30NM Longitudinal Separation Minimum 
under ADS-C Environment（ADS-C 環境下での 30NM 縦管制間隔事前
安全性評価）」：藤田

・ 「Study on the effect on 30 NM Separation Eastbound PACOTS（東行
き PACOTS の 30NM 管制間隔の効果の研究）」：福田、福島（幸）

（９）（ヨーロッパ電気磁気学会 2008)（7/22 ～ 24 ローザンヌ）
・ 「Interference Pass Loss Measurement in Cargo Jet for EMI 

Evaluation by Active RFID Tags.（アクティブ RFID タグによる電磁干渉
評価のための貨物機内での経路損失測定）」：米本、河村、山本（憲）、山田（公）

・ 「Measurement of EM Field inside a Cruising Aircraft-Potential 
Problems for the Use of Mobile Phones on Board-（巡航中の航空機内
における電磁界の測定－機内携帯電話システムに潜む問題について－）」：河
村、米本、山本（憲）

・ 「Emission Measurement from Active RFID Tags in Boeing 747-400 

Freighter（ボーイング 747-400 貨物機内でのアクティブ RFID タグからの
放射測定）」：山本（憲）、米本、河村、山田（公）、磯崎

（10）その他
・ 「ENRI GBAS Research Activity」：工藤；APEC GNSS 技術革新サミット

（5/27 バンコク）
・ 「Distribution of Longitudinal Speed Prediction Error of ADS-C 

System（ADS-C シ ス テ ム の 縦 方 向 速 度 予 測 誤 差 分 布 ）」： 藤 田；
ICRAT2008（6/1 ～ 4 ファイアフォックス）

・ 「MSAS Ionosphere R&D Update（MSAS の電離層関連研究開発の状況）」：
坂井、松永、星野尾；SBAS IWG/17( 第 17 回 SBAS 相互運用性会議）（6/3
～ 5 フラスカーティ）

・ 「Draft R & D Roadmap of ENRI（電子航法研究所の研究開発ロードマップ
案）」：長岡；FATS-WG/4（6/9 レントン）

・ 「航空交通管理のパフォーマンス評価システムの開発」：福田；国土交通先端
フォーラム（6/20 札幌市）

・ 「航空管制における客観的ワークロード評価指標に関する研究」：金田（東北
大学）、青山、濱辺（東北大学）、狩川（同左）、高橋（同左）、若林（東京大学）；
計測自動制御学会東北支部 第 244 回研究集会（7/2 秋田県立大学）

・ 「電子航法研究所における GBAS 研究の取り組み」：工藤；ATEC 第 1 回
GBAS WG（7/8 東京都）

・ 「MSAS Ionosphere R&D Update（MSAS の電離層関連研究開発の状況）」：
坂井；JCAB-MITER 会議（7/10 航空保安無線システム協会）

・ 「管制官の業務におけるヒューマンインターフェースタスク分析」：福島（幸）；
航空人間工学部会 第 90 回例会（7/10 東京都）

・ 「ICAO 航空監視パネル第 4 回ワーキンググループ会議報告」：小瀬木；総務
省情報通信審議会情報通信技術分科会航空無線通信委員会（7/18 総務省）

・ 「Activities on JTIDS FCA in Japan.（JTIDS 周波数承認に関する日本国
内の活動）」：小瀬木；PJCC 会議（7/24 ホノルル）

・ 「えあろすぺーす ABC 空域管理」：福田；日本航空宇宙学会誌 2008 年 5 月号
・ 「えあろすぺーす ABC 航空交通流管理」：福島（幸）；日本航空宇宙学会誌 

2008 年 6 月号
・ 「先進型地上走行誘導管制 (A-SMGC) システムの開発動向」：二瓶； 

NAVIGATION 6 月号（日本航海学会）
・ 「航空交通管理とその動向の概観」：長岡； NAVIGATION 6 月号（日本航海

学会）
・ 「GPS 衛星の故障と次世代航空機着陸システムへの影響」：福島（荘）；信頼

性 2008 年 7 月号（日本信頼性学会）
・ 「衛星航法システム MSAS の安全性設計」：坂井；信頼性 2008 年 7 月号（日

本信頼性学会）
・「自由から管理へ」：長岡；信頼性 2008 年 7 月号（日本信頼性学会）
・ 「東京－シドニー間の可変経路の検討」：福田；航空管制 2008 年第 4 号（航

空交通管制協会）
・ 「準天頂衛星を用いる高精度測位補正技術の開発」：伊藤（憲）；航空無線第

56 号（航空保安無線システム協会）

国際会議等への参加状況（ 平成20年 5月～ 7月）

・ 「SESAR MASTER PLAN STAKEHOLDER FORUM」：蔭山（5/5 ～ 8 ローマ）
・「ICAO SASP-WG/WHL/13」：藤田（5/11 ～ 25 モントリオール）
・「RTCA2008 シンポジウム」：中坪（5/12 ～ 17 ワシントン）
・「IPACG 28」：福島（幸）（5/13 ～ 18 ラスベガス）
・「ICAO ASP/WG 第 4 回会議」：小瀬木、宮崎（5/13 ～ 24 バンコク）
・ 「APEC GNSS 整備チーム第 12 回会議及び GNSS 技術革新サミット」：工

藤（5/25 ～ 31 バンコク）
・「2008 IEEE RADARCONFERENCE」：河村（5/25 ～ 6/1 ローマ）
・ 「ICRAT2008 及び JPDO/FAA　NEXTGEN 会議」：長岡（5/31 ～ 6/11 

シアトル、ファイアフォックス）
・「ICAO ACP WG-I 第 7 回会議」：板野、金田（6/1 ～ 8 モントリオール）
・「ICRAT2008」：藤田、Claus（6/1 ～ 6 ファイアフォックス）
・ 「ESRIN 及び衛星航法補強システム相互運用性ワーキンググループ会議」：

坂井（6/2 ～ 8 フラスカーティ）
・ 「FAA、JCAB、JPDO 間将来航空輸送ｼｽﾃﾑ作業部会」：北折（（6/8 ～ 13 

レントン）
・ 「THE 4TH MEETING OF THE FUTURE AIR TRANSPORTATIONWG」：瀬

之口（6/8 ～ 13 シアトル）
・ 「REACT WORKSHOP 及びトラジェトリーに関する議論出席」：伊藤（恵）

（6/22 ～ 29 スペイン、オランダ、セリビア、アムステルダム）
・「ICAO NSP WG-1 CSG」：吉原（7/7 ～ 12 トゥールーズ）
・ 「ニース及びローザンヌにおけるフランス電子アンテナ研究所における共同

研究討議及び国際学会」：山本（憲）、米本、河村（7/16 ～ 27 ニース、ロー
ザンヌ）

・「MNWG-PJCC 及び関連会議」：小瀬木（7/20 ～ 26 ホノルル）

人事異動

発令事項 氏　名 現　職

辞職（4 月 30 日付）
国土交通省大阪航空局宮崎空港
事務所航空管制技術官

松久保裕二
通信・航法・監視領域主任研
究員

辞職（6 月 30 日付）
国土交通省航空保安大学校教頭

山本哲士 航空交通管理領域上席研究員

採用（7 月 1 日付）
航空交通管理領域主幹研究員

木村　章
国土交通省航空局保安企画課
航空管制調査官

辞職（6 月 30 日付）
独立行政法人交通安全環境研究
所総務課

百﨑大輔 企画課

採用（7 月 1 日付）
通信・航法・監視領域研究員

上田栄輔
国土交通省大阪航空局宮崎空
港事務所航空管制技術官

辞職（7 月 3 日付）
国土交通省大阪航空局関西空港
事務所長

菅沼　誠 機上等技術領域長

採用（7 月 4 日付）
機上等技術領域長

藤森武男
国土交通省航空局保安企画課
航空灯火・電気技術室長

辞職（7 月 31 日付） 武市　昇
通信・航法・監視領域任期付
研究員

時間管理手法の評価システムの表示例



研究発表会を開催（ 平成20年 6月 12日、13日）

　今回の研究発表会では、冒頭、航空交通管理研究の拠点とし

ての当研究所の活動の現状および今後のあり方について長岡研

究企画統括より報告しました。航空交通管理の研究では、航空

交通管理のパフォーマンス（性能）を評価するための解析環境

の構築状況、航空路管制セクタを上下分割した場合の実時間シ

ミュレーションの実施結果などについて紹介しました。また、

空港面における A-SMGC（先進型地上走行誘導管制）システ

ムの経路設定機能の開発状況、将来利用の増加が予想される航

空用電波における電磁干渉を防ぐための検討に必要な信号環境

測定の実施状況などについて発表しました。２日間で延べ 318

人の方々にご参加いただきました。

創立記念式典を開催（ 平成20年 4月22日）

　当研究所は、独立行政法人へ移行してから８年目に入りまし

た。記念式典では、理事長の挨拶の後、表彰状の授与が行われ、

職員に対する功績表彰や永年勤続表彰を行ったほか、永年にわ

たり当研究所の活動にご尽力いただきました東京大学名誉教授

の水町守志様、同じく東京大学名誉教授の東口實様のご両名に

対して感謝をこめて特別功労表彰を贈らせていただきました。

　航空機が飛行する際には、風などの影響を受けるため、

飛行する経路や高度によって飛行時間が変化しますが、飛

行時間が短く、燃料消費が少ない最も効率よく飛行できる

経路のことを最適経路といいます。

広い海洋上ではレーダの電波が届かず、航空機の位置把握

には誤差が大きいことから、安全の確保のために歴史的に

　広い管制間隔がとられてきました。また、飛行経路につ

いても最適経路とは一致しない経路を設定する場合が多く

ありました。

　近年、航空機器の進歩や衛星航法の普及により、航空機

自身により自機位置をより正確に把握することが可能と

なったことから、管制間隔は短縮されてきており、飛行経

路についても、より経済的である最適経路を設定すること

が航空会社から望まれるようになりました。

　このため、気象予報を参考にその日の最適経路を設定す

る方法（FLEX 経路）、航空会社が希望する経路を飛行す

る方法（UPR：User Preferred Route）などが考えられ、

いくつかの空域ではすでに導入されています。

　当研究所では、将来の太平洋地域における洋上経路につ

いて、FLEX 経路やその複線化、UPR について、管制上の

問題点や経済効果について検討し、ATM センターにおけ

る洋上経路策定に必要となる種々の設定要素について技術

資料を提供することを計画しました。平成 19 年度には本

格的な検討の前に予備的研究として事前検証を実施しま

した。

　具体的には、現在は固定経路である，成田とシドニーお

よびブリスベン（オーストラリア）間の最適経路の季節ご

との傾向（位置，燃料消費、CO2 排出量など）を示すと

ともに、現行の飛行高度の割り当てや FLEX 経路導入後の

高度の割り当ての予測を行いました。その結果、そのよう

な運航方法を導入した場合には、燃料費で年間 3 億 8 千万

円（平成 20 年 6 月時点）、CO2 は 8,000 トンに及ぶ節減

が可能となるなど、大きな導入効果が見込まれることがわ

かりました。その結果を受け，現在は航空会社により導入

へ向けた検討が行われています。

　洋上経路は、今後より正確に位置を把握できる航空機が

増加していくことに伴い、航空機の横間隔 30 海里を適用

可能な環境に移行するなど、飛行経路のより細かな設定が

可能となることが予想されます。当研究所は、予備的研究

で行った研究手法をさらに発展させるとともに、他の洋上

経路についても検討の対象として平成 20 年度～ 23 年度

の 4 ヶ年計画で重点研究課題として実施しています。

洋上経路システムの高度化に関する研究について	 航空交通管理領域主幹研究員　福島　幸子

講演の様子

展示コーナー

研究施設一般公開（ 平成20年 4月20日）

　一般公開は、交通安全環境研究所およ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

を目的としています。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

財務諸表、業務実績報告書を提出

（ 平成20年 6月30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 年度の業務実績についてとりまとめ、財務諸表を国

土交通大臣に、業務実績報告書を国土交通省の独立行政法人評

価委員会に提出しました。

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

紙飛行機製作コーナーを設けました。今回は、第 48 次南極越冬隊

員として派遣されていた新井研究員による南極教室も開催し、子供

たちが楽しく科学に興味を持てる機会を提供できました。天候にも

恵まれ、子供から大人まで幅広い層の方々にお越しいただき、入場

者数は 2,800 名に達しました。どうもありがとうございました。

紙飛行機製作音声疲労診断

南極教室管制シミュレータ

季節により変化する最適経路


