
　2009 年 3 月 5 日～ 6 日、大手町サンケイプラザにおい

て、海外から 11 名の講演者を招いて、「航空交通管理（ATM）

／通信・航法・監視 (CNS）に関する国際ワークショッ

プ 」 を 開 催 し ま し た。 英 語 名 は "ENRI International 

Workshop on ATM/CNS"、 略 し て EIWAC2009 で す。

こ の 会 議 は「 将 来 の ATM/CNS に 向 け て（Towards 

Future ATM/CNS)」というテーマの下に、参加者の間

で将来の航空交通管理システムの実現に向けての関連技術

情報や意見の交換を目指したものです。この主催は電子航

法研究所（ENRI) ですが、後援として国土交通省航空局、

日本航空宇宙学会、電子情報通信学会、日本航海学会にご

協力いただきました。

講演の風景（ EEC の Dr. Meckiff)

　今回のワークショップは、初日は総論的な講演、二日目

は各テーマ毎の専門的な講演が主でした。二日目は二部

屋に分かれ、二つのセッションが同時進行となりました。

参加登録者は初日が約 250 名、二日目が二部屋合計で約

230 名と盛会でした。講演者は航空関係者、研究所、大学

において研究 ･ 開発に従事している人が中心です。聴講者

は、航空会社、官公庁、調査会社、研究機関、大学、メー

カー（情報 ･ 通信・機体など）関係者が殆どでした。

　討論にも参加しやすくするため、日本語と英語の同時通

訳をつけましたので、質疑応用も容易にできたかと思って

います。二日間を通じて 26 件の講演がありました。この

うち 15 件は外国人（仏、独、スペイン、米、英）、残りの

11 件が日本人（国土交通省航空局：１件、東大：１件、筑

波大：１件、JAXA：１件、当所（ENRI）:7 件）による

ものでした。

　第１日目は午後から始まり、この日は 7 件の講演があ

りました。将来の航空交通管理システムのビジョンや研

究・開発に関する講演が主でした。来賓から祝辞を頂いた

後、欧・米・日の航空交通管理の近代化計画の講演があり

ました。欧州のそれは SESAR、米国のものは NextGen

と呼ばれるものです。その後、わが国の航空局の計画など

に関する発表がありました。後半の部分では、電子航法研

究所の研究長期ビジョン、航空機の監視のための技術の開

発状況、欧州で行われている将来の革新的な ATM 研究に

関する研究などが紹介されました。

　第２日目は、終日、二つのセッションが並行して開催さ

れました。同時通訳があったのは一方の部屋のみで、他方

は英語だけのセッションとなりました。因みに通訳付セッ

ションは、「トラジェクトリ管理」と「空港およびパフォー

マンス」で、英語のみのセッションは「イネーブラー（実

現技術）」、「安全性・ヒューマンファクター関連」でした。

このワークショップの場を活用して、国外からの講演者と

の間で交流も深まり、今後の連携や共同研究の糸口をつか

んだ方もおられたようです。

　今回の講演者の殆どは各分野の第一線でご活躍の方々

です。こうした海外から多くの講演者を迎えてのワーク

ショップ開催は初めてでしたが、国内外の参加者の好評を

博しました。今後も同様なワークショップの開催を検討し

てゆきます。

海外からの講演者と一緒に

	 長岡　栄（ 前研究企画統括）



ご挨拶	
研究企画統括　山本　憲夫

　私は入所以来「VOR の高精度化」，

「航空機搭載アンテナの特性予測」及

び「ヘリコプタの障害物探知・衝突

警報システム」等電波を使う各種機

器の研究に従事してきました。最近

は航空機内に持ちこまれる電子機器

が機上装置に与える影響について研

究し，その影響が明らかになりつつ

あります。

　研究企画統括の主な任務とは，電子航法の将来や行政，

業界等の現在の課題，要望を把握して研究に的確に反映さ

せること，研究者の「研究力」向上の支援及び研究成果活

用の支援と考えます。また，研究者間の相互理解や協力の

促進，国内外大学，研究機関等との連携も任務の一つでしょ

う。さらに，２年後に迫る研究所統合の準備への参加も必

要と思われます。

　以上の任務，それぞれが相当重そうですが，”Positive 

thinking” でやっていきたいと思いますので，みなさまのご

協力よろしくお願いします。

異動のご挨拶（自己紹介をかねて）

	 通信・航法・監視領域長　藤井　直樹

　昭和 54 年に運輸省電子航法研究

所に入所して以来、航法システムで

ある、計器着陸システム（ILS）、マ

イクロ波着陸システム（MLS）、衛

星航法システム（GNSS）における

地上型補強システム（GBAS）の研究、

および、マルチラテレーションを使っ

た監視システムである航空機アドレ

ス監視システムの研究を行ってきました。多くの仕事は、

新しいシステムの開発でありましたが、途中で、研究企画

の仕事も 3 年間も従事させて頂きました。

　電子航法に関する研究、特に、通信 ･ 航法 ･ 監視領域の

研究では私が行ってきた MLS や GBAS の開発のような新

しいシステムを開発する仕事が多くあり、それらでは国際

民間航空機関（ICAO）における国際標準案の策定から始

まり、その検証と運用の基準案作りなどと 10 年以上に渡っ

て行う仕事がほとんどで、深い専門性と幅広い知識が要求

されています。そのような仕事を行うためには、多くの人

たちの手助けが必要で一人では良い仕事は出来ないと考え

ています。

　今後、電子航法研究所の長期プランで示されたトラジェ

クトリ航法を支える通信 ･ 航法 ･ 監視技術の開発について、

やり遂げるにはきっと厳しいことが多く、決して楽ではな

いが、やる気が湧き出てくるような面白くて楽しい研究を、

領域のみんなと共に行っていきたいと思います。

異動のご挨拶	
航空交通管理領域長　藤森　武男

　４月１日付けで機上等技術領域長

から現職に異動となりました。私が

これまで航空局及び当研究所におい

て担当してきたのは主にＣＮＳ（通

信・航法・監視）関係であり、ＡＴ

Ｍ（航空交通管理）の分野にドップ

リ浸かるのは初めてのことです。異

動直後は未知の領域に足を踏み入れ

たというワクワク感があり、知らないが故に先入観なく業

務に取り組めるというメリットもあるのかな？、なんてこ

とも思ったりしていました。しかし、いつまでも知らない

などとは言ってられない最低限の情報・知識ぐらいは早い

うちに身に付けておかねばと思い、にわか勉強を始めたと

ころです。

　領域長としては、各研究者や研究チームの力ができるか

ぎり出て伸びていくようリードしたり或いは後押ししたり

と、いわば監督なりコーチなりの役割を果たすのが第一で

はないかと考えております。また、当領域では定例のミー

ティングや各種勉強会が開かれ研究者間の情報共有や意見

交換が活発に行われていますが、こういった場をいっそう

活用するとともに、行政当局や航空会社、大学、産業界等、

外部との連携を強めていき、お互いが刺激を受け触発され

て良いアイデアや考えがふんだんに出るようになっていく

よう環境づくりにも努力したいと思います。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。

ご挨拶	
機上等技術領域長　田嶋　裕久

　私は昭和 53 年に運輸省電子航法研

究所に入り、その年にできた航空施

設部で最初に SSR 情報表示の研究を

行いその後、長年 MLS の研究を行い

ました。平成 8 年に機上等技術領域

の前身である電子航法開発部に移り、

GPS による着陸、空港面受動測位の

研究を行い、現在 ILS GP の近傍モニ

タ性能向上に関する研究も引き続き行っています。

　電子航法研究所も統合に向けて大きな変化があるときで

すが、これからも機上等技術領域の研究がスムーズに行く

ように努力したいと思います。

※次号は柴田新監事のご挨拶を掲載予定です。



南極での越冬から一年を振り返って

	 研究企画統括付	第48次南極地域観測隊	越冬隊員　新井	直樹

　今から一年前の 2008 年 3 月 27 日、私は南極での越冬を終え、電子航法研究所に復帰しました。草木のまるで無い南

極から、桜が満開の日本へ。35 人の越冬隊員しかいない昭和基地から、膨大な人が住む東京へ。一年四ヶ月間の越冬生活で、

心も体も完全に南極人と化していた私にとって、文明社会の日本は、南極とはまったく違う星でした。

　そんな電子航法研究所での勤務の傍ら、日本各地で南極についての講演をさせていただきました。近隣や地方の小学

校、中学校、地域の団体や、市民大学など。

なかでも思い出深いのは、子どもたちの反

応です。ペンギンやアザラシの写真を見て

笑顔がこぼれる。氷を割って進む「しらせ」

の写真に、真剣なまなざしを向ける。夜空

に広がり、激しく動くオーロラに叫び声を

あげる。「オーロラは音が聞こえる？」「ア

ザラシの鳴き声は？」「南極の氷は減ってる

の？」。子どもたちの好奇心は、とどまるこ

とがありません。

　そんな子供たちとのふれあいを形に残し

たい、と考えるようになりました。そこで、

南極での毎日や帰国後の様子を本にまとめ

ました。多くの方にご一読いただけました

ら幸いです。

『パパ、南極へ行く』	
新井　直樹 著 ( 福音社 2009 年 4 月 1 日発行 )

　「いつか南極に行きたい、そう思い続けて 30 年。

ついにその夢がかない、晴れて南極観測隊員とな

りました。どこまでも続く白い氷原や海に浮かぶ

巨大な氷山、見る間に形や色を変える雄大なオー

ロラ、そしてペンギンやアザラシ。それらをこの

目で見ることができた 1 年 4 ヶ月の越冬生活は、

知恵や工夫が求められただけでなく、実は常に危

険と隣り合わせの生活でもあったのです。しかし、

そうした中、著者を支えたのは、二人の子どもを

含めた家族とのやりとりでした。ほのぼのとした

イラスト、迫力あるオーロラの写真と共に、観測

隊員の毎日や遠く離れた家族とのふれあいをご紹

介します。」

160 ページ、A5 判、1,785 円 ( 税込 ) 

※お近くの書店でご注文ください。

昭和基地近くの氷山

パパ、 南極へ行く



○学会等における主な発表状況（平成21年 2月～3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（SANE）（2/26 ～ 27�

NICT( けいはんな )）
・�「質問信号の誤解読が 1090MHz 信号環境に与える影響」：小瀬木、大
津山

・�「GBAS における SBAS 測距信号の使用効果について」：藤井、吉原、
齋藤（享）、福島（荘）、齊藤（真）、工藤

b）アシュアランスシステム研究会 (3/6　東京 )
・「自律分散技術を用いた航空管制用レーダシステムについて」：古賀

c）2009年総合大会 (3/17 ～ 20　愛媛大学 )
・「太平洋上での管制縦間隔短縮による効果」：福島（幸）、福田
・�「GNSS 多周波時代のキャリア・スムージングについて」：藤井、吉原、
齋藤（享）

・「2周波 SBASについて」：星野尾、松永、坂井、伊藤（実）
・「地上型補強システムのエグゼクティブモニタの一検討」：福島（荘）
・「GBAS用 SQMのしきい値の決定方法の検討」：齋藤（真）
・�「RTCMフォーマットによるGPSデータ収集」：坂井、齊藤（真）、吉原、
松永、福島（荘）

・「SBASにおける電離層脅威モデル」：坂井、吉原、松永、星野尾
・「ARNS帯域内に存在する干渉信号の解析」：大津山、小瀬木
・�「ILS�GP の近傍モニタアンテナによる遠方特性推定法の検討」：田嶋、

横山、中田
・�「日本における GBAS の電離層モニタ方式に関する検討」：吉原、齋藤
（享）、藤井

・�「SSR モード S による航空機の選択高度情報のダウンリンク試験」：瀬
之口、古賀、上島

・「発話音声の揺らぎの定量化における誤差について」：塩見
・�「ミリ波用レドームのためのエフレタン塗装発泡スチロール」：米本、河
村、松崎（(株 ) レンスター）

・�「航空機へ航空交通情報を提供する TIS-B 装置の試作」：塩地、小瀬木、
米本、大津山、三垣

（２）日本航海学会�AUNAR研究会（2/21�東京海洋大学）
・「航空交通管理におけるトラジェクトリの役割」：長岡

（３）�国際民間航空機関�(ICAO)�航法システムパネル (NSP)WG1/
CSG�(3/23 ～ 27　パリ )

・�「SBAS�GEO�as�GBAS�Ranging�Source�(SBAS衛星のGBASにおけ
る測距利用 )」：齋藤（享）、藤井、吉村（国土交通省航空局）、小野（日
本電気 (株 )）、鈴木（同左）

・�「Japanese�Research�and�Development�Status�Concerning�GBAS�
( 日本のGBASに関わる研究開発状況 )」：吉原、齋藤（享）、工藤、藤井、
吉村（国土交通省航空局）

（４）その他

電子航法研究所　ATM/CNSに関する国際ワークショップ�（3/5～6�東京）
。�「ENRI's�R&D�Long-Term�Vision（電子航法研究所の研究・開発長期
ビジョン）」：長岡

。�「Study�on�Trajectory�Prediction�Model( トラジェクトリ予測モデル
について )」：福田、白川、瀬之口

。�「A�Case�Study�of�Operational�Delay�at�Japanese�Airports（日本の
空港に於ける運用上の遅延についてのケーススタディ )�」：蔭山、福田

。�「SSR�Mode�S�related�researches� in�ENRI�( 電子航法研究所に於け
るモードS関連研究 )�」：古賀

。�「Perspectives�on�Global�Navigation�Satellite�Systems( 将来のATM
イネーブラーとしてのGNSSのあり方について )」：工藤

。�「Frequency�of�Rare�Event�Occurrences( まれに起こる事象の発生
頻度 )」：藤田

。�「A�Study�on�Distributed�Cognition�for�Team�Cognitive�Process�
Modeling�in�ATC( 分散認知手法を用いた管制官のチーム協調モデルに
関する研究 )」：井上、青山、空地（東京大学）、菅野（同左）、古田（同
左）、中田（英国レディング大学）

・�「SSRモード Sによる航空機の動態情報の取得技術」：古賀、瀬之口、上島：
航空振興財団航法小委員会�(2/5�東京 )

・�「電子航法研究所におけるトラジェクトリ管理の研究計画」：蔭山：第 9
回CNS/ATMシンポジウム�(2/13�東京 )

・�「Investigating�the�Validity�of�Air�Traffic�Controllers�Performance（管
制パフォーマンスの評価指標の確立）」：青山、塩見、飯田（( 財 ) 労働科
学研究所）：「航空管制のヒューマンファクタ」シンポジウム�(3/19�東京
大学 )

・�「航空無線航法用周波数の信号環境」：大津山：航空無線第 59 号（( 財 )
航空保安無線システム協会）

・�「洋上経路システムの高度化に関する研究」：福島（幸）：国土交通 2009
年 3月号（国土交通省広報誌）

○国際会議等への参加状況（平成21年 2月～3月）
・「ICAO　ASP第 6回 TSG会議」：宮崎（2/3 ～ 7�フロリダ）
・「ADAS�DUG�第 9回会議」：住谷（泰）（2/17 ～ 21�ブラッセル）
・�「第 8 回国際 GBAS ワーキンググループ会議」：福島（荘）（3/3 ～ 6�
パレルモ）

・�「IEEE�AEROSPACE�CONFERENCE�2009」：住谷（泰）（3/8 ～ 13�
モンタナ）

・�「ICAO航法ﾊﾟﾈﾙ (NSP) 作業部会 (WG-1CSG)」：齋藤（享）、吉原（3/22
～ 29�パリ）

・�「第 10回 NexSAT/ 第 5回 AGCFG会議」：住谷（泰）（3/23 ～ 27�ブ
ラッセル）

・「MSAS�TRT(MSAS技術評価会議)�」：坂井(3/23～28�カリフォルニア)

○人事異動（平成21年4月1日付）※ 3月 31日付退職者等も含む

発令事項 氏　名 現　職

理事長（再任） 平澤　愛祥 理事長

理事（再任） 中坪　克行 理事

監事 柴田　良平
全日本空輸株式会社整備本
部品質推進室評価監査部主
席部員

監事（非常勤）（再任） 鈴木　　清 監事（非常勤）

定年退職（3 月 31 日付） 長岡　　栄 研究企画統括

定年退職（3 月 31 日付） 石出　　明 通信・航法・監視領域長

定年退職（3 月 31 日付） 星野尾一明
通信・航法・
監視領域副領域長

研究企画統括 山本　憲夫 航空交通管理領域長

航空交通管理領域長 藤森　武男 機上等技術領域長

機上等技術領域長 田嶋　裕久 機上等技術領域上席研究員

通信・航法・監視領域長 藤井　直樹
通信・航法・監視領域上席
研究員

航空交通管理領域主幹研
究員研究企画統括付併任

新井　直樹
通信・航法・監視領域主幹
研究員研究企画統括付併任

採用 機上等技術領域
主任研究員

大津山　卓哉
機上等技術領域任期付
研究員

航空交通管理領域
主任研究員

藤田　雅人 航空交通管理領域研究員

採用 航空交通管理領域
任期付研究員

GwiggnerClaus 契約研究員

新規採用 機上等技術領域
研究員

二ッ森 俊一

新規採用 通信・航法・
監視領域任期付研究員

藤田　征吾

辞職（3 月 31 日付）国土
交通省東京航空局新千歳
空港事務所総務部会計課
主査

村山　　悟 総務課契約係長

採用　総務課契約係長 吉富　康之
国土交通省大阪航空局福岡
空港事務所総務部総務課業
務係長

育児休業（3 月 17 日付） 岡　　　恵
航空交通管理領域
主任研究員

○平成２1年度計画を提出
（平成２１年３月３０日）
第２期中期目標期間（平成１８～２２年度）の４年目にあたる平成２１年度
計画を、国土交通大臣に届け出ました。電子航法研究所の長期的課題の基軸
と設定した「トラジェクトリ管理」を実現するための研究・開発に取り組む
ことや、効果的な研究推進に向けた様々な取り組み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 21年 6月 11日（木）、12日（金）
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：電子航法研究所ホームページに掲載
　　　　　（http://www.enri.go.jp/）
問合せ先：企画課企画第一係
　　　　　（電話：0422-41-3168）


