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　独立行政法人 国際協力機構（JICA）より技術協力専門家業
務の委任を受け、2009 年 7月 3日から 8月 12 日までマニ
ラ（フィリピン）で航空交通流管理（ATFM）の導入に向けた
技術協力活動を行ってきました。ATFM は航空機の飛行計画
やその進捗のデータを基に飛行空域や空港の交通量を算出し処
理能力との均衡を図る、航空交通分野での新たな技術・運用方
式です。
　JICA の技術協力専門家業務とは、開発途上国の人材育成、
制度構築のために専門家を派遣し、経済・社会開発の中心とな
る行政官や技術者にその国の実情に合った技術を指導し提言を
行うものです。フィリピンは日本の円借款により 2013 年に
ATFM の導入を計画していることから、その円滑な導入準備
のための技術支援が今活動の目的でした。
　活動概要は、1)ATFM の背景にある航空管制の現状・課題
の調査　2)ATFM の教育支援　3)JICA が供与予定の ATFM
シミュレーターの仕様及び運用方法の検討　4) 本格導入に向
けた ATFM マスタープラン作成の助言の四点です。特に活動
の成果として ATFM シミュレーターを用いた試行運用への道
筋を定め、試行運用を前提とした ATFM シミュレーターのシ
ステム仕様をまとめることが求められており、在フィリピンの
岸長期専門家（国交省航空局出身）の計画・ロジに支えられ二
人三脚での活動となりました。
　フィリピンの ATFM については航空交通が集中するマニラ
国際空港の混雑緩和策として羽田空港到着機の ATFM モデ
ルの適用が効果的と考えられたことから、セミナーやワーク
ショップを開催し、この ATFM モデルを前提としたデータ利
用方法や運用手順を示しました。また現地スタッフとの合同検
討会において ATFMシミュレーターを用い 2010 年に試行運
用を実施する確認、試行運用に向けた作業工程の作成を行い、
ATFMシミュレーターの仕様書案の作成を支援しました。
　私の活動はいわば新業務 ATFMの卵を置いて来ただけです。
今後、現地スタッフが自らの手で試行運用への準備を進め、あ
わせて準備過程や試行運用の評価から 2013 年の本格導入に
向けたシステム要件や準備計画などをマスタープランとしてと
りまとめることになります。彼らがこの卵をどのように生み育
てるのか、期待と共に一抹の不安も感じつつ一月半の活動を終
え帰国の途に着きました。

　当初「6週間は長いなあ」と思った派遣も、終わってみる
とあっという間だった気がします。仕事はプレッシャーを感
じつつも有意義でしたし、ジム・スイミングプールとスパで
過ごしたホテルライフも楽しく、地方調査の車窓から見た農
村や自然の風景が印象に残っています。

マニラでの技術協力活動について

航空交通管理領域　木村　章

　9月 10日に米国ワシントンDCにある Omni Shoreham 
Hotel において、第6回 FAA 国際航空安全フォーラム (6th 
Annual International Aviation Safety Forum) が開催され
ました。当所からはパネリストとして理事長が招待され、出展
者説明員として金田が参加しました。当所は出展者として前回
に引き続き、発話音声分析装置「CENTE」の展示及びデモンス
トレーションを実施しました。（前回の様子については、 e- なび 
No.20をご参照ください）
　会議に出席した感想としては、航空行政が抱える課題として
日米に共通する部分と異なる部分があり、その境界線がこれま
でより明確化されたと考えています。共通部分として、誰が費
用を負担するかの問題、騒音問題のような環境問題、国際的

現地スタッフとのミーティングにて（左端が筆者）

6th FAA Safety Forum 出張報告

研究企画統括付　金田直樹



　今年は、近隣の三鷹市が市制施行 60 周年にあたりますが、
その記念事業の一つとして、「夏休み ! 子ども科学ウィーク」
が三鷹ネットワーク大学において開催されました。「科学のイ
ベントでワクワクの夏」をテーマに、天文学者、航空機の専門家、
アニメーション作家、映画の美術監督による講座に加え、南極
観測隊員として昭和基地で越冬した経験をお話しました。
　講演の冒頭、三鷹市の清原慶子市長が挨拶され、地球の自然
のすばらしさと、夢を持ち続けることの大切さについてお話に
なりました。南極の講演では、氷山、南極観測船しらせ、アザ
ラシ、ペンギン等の写真や動画を交え、南極の自然や観測の様
子を紹介しました。その後は、クイズや質問の時間を設け、た
くさんの子どもたちの疑問に答えました。「昭和基地ではお風
呂に入れますか？」「食事はおいしいですか？」「南極で一番つ
らかったことは何ですか？」。折しも、南極観測隊の調理師に
よる映画が公開されたこともあり、食事や風呂、人間関係など、
隊員の生活に関する質問が多く寄せられました。最後に、昭和
基地で撮影したオーロラの動画を上映すると、会場を埋め尽く
した約 80名の小学生と保護者から、揺らめくオーロラの美し
さに驚きの声が上がりました。
　今回の講演では、南極観測隊の防寒服や装備品を会場に持ち
込んで展示しました。子どもたちは、実際に南極で使用した隊
員の装備を身につけ、記念写真の撮影に夢中でした。野外行動
時に使用するトイレも展示し、南極では廃棄物をすべて国内に
持ち帰ること、そのためには大変な労力が必要なことも説明し
ました。また、本物の南極の氷を、子どもたちに触れてもらい
ました。この氷は、南極海に浮かぶ氷山を切り出してきたもの
で、太古の空気がたくさん含まれています。グラスに浮かべる
と氷が解け、「パチッパチッ」と空気がはじける音がします。
遠く南極から運ばれた氷と、数千年前の空気の音に、子どもた
ちは感激した様子でした。
　子どもたちの理科離れが叫ばれて久しいですが、今回のイベ
ントが、地球の自然に関心を持つきっかけになれば幸いです。
引き続き、学校や団体等で南極の講演をさせていただいていま
す。ご興味をお持ちの方は、企画課までご連絡ください。

な協調の重要性（規格の非互換性は事故原因となり得ます）、
ヒューマンエラーの問題が代表的な例ではないかと思われます。
我々の発話音声分析装置もこれまでヒューマンエラー対策とし
て有効ではないかと提案してきているところであり、多くの来
場者の興味を引くことができました。また、日本より米国で
深刻になりつつある問題として，UAS (Unmanned Aircraft 
Systems) と通常の航空機の混在の問題、投資余力が小さい多
数の General Aviation の問題、商業宇宙輸送の安全基準策定
の問題があるように思われました。
　課題の差が即ち FAA NextGen と JCAB CARATS の差に
つながるのではないと考えられますが、日本の抱える課題が何
かを正しく認識し、長期ビジョン等に反映させていくことがで
きればと考えています。

出展ブースの様子

会議の様子（左から3人目が当所理事長）

夏休み !子ども科学ウィーク パンフレット講演の様子

南極から帰ってきました ～越冬隊員のおはなし～

航空交通管理領域
第48次南極地域観測隊

新井 直樹



ENRIニュース ENRIニュース 
出前講座を開催（平成21年7月24日）
　当研究所ではスタッフが直接現場にお邪魔して講演やデモ
ンストレーションを行う「出前講座」を開催しております。今
回は、( 社 ) 日本航空機操縦士協会様にて開催いたしました。
出前講座自体の知名度は今ひとつのようでしたが、講座後のア
ンケートでは皆様「とても有意義だった」との感想をいただき、
「将来的には電子研の研究には期待すべきものがある」等のご
意見を頂きました。
　また、出前講座がきっかけとなり、9月25日には、当研究
所の施設見学を実施することが出来ました。
今後もこういった航空関係の皆様との交流を続けていければと
思っております。

フランスからの留学生3名を受入
　当研究所では、海外との研究交流等を積極的に推進してお
り、フランスとの間で研究者の招聘を行っています。フラン
ス国立民間航空学院（ENAC：ECOLE NATIONAL DE L
‘AVIATION CIVILE）からは、平成17年度から毎年留学生
を受け入れており、21年度は3月16日から8月27日ま
で3名の学生を受け入れました。ボーエン・ベンマンスール
さんは、坂井主幹研究員の指導により「複数のGNSSコアシ
ステムによるRAIMアルゴリズムの研究」を、フレデリク・ジャ
ンケさんは「1090MHz帯域の信号弁別手法の研究」を、エ
ルワン・ルミエさんは、「1030MHz帯域の信号弁別手法の研
究」を共に小瀬木上席研究員の指導により行いました。留学修
了時には各研究成果の発表を行い、理事長より修了証書が授
与されました。今後の活躍を期待しております。

みたかサイエンス&テクノロジーフェアに出展
（平成21年9月27日）
　前述の記事にも触れられていますが、近隣の三鷹市市制施
行60周年記念イベントの一環として9月27日に三鷹市公
会堂別館にて「みたかサイエンス&テクノロジーフェア」が
開催され、当研究所も近隣の学術研究機関とともに参加いたし
ました。会場への動員数は約700名とのことでして、「サイ
エンス」をテーマに繰り広げられた様々なご活動に、地域の皆
様も大変関心されていたご様子でした。

○マイクロウェーブ展２００９に出展
11月25日（水）～27日（金）にかけてパシフィ
コ横浜で開催されるマイクロウェーブ展２００９
に当研究所の知的財産を出展いたします。

○平成21年度講演会の開催について
平成21年度の講演会を都内で開催いたします。
時期は翌年1月を予定しております。

○第2回電子航法研究所国際ワークショップの
開催について
3月に第1回を開催し、大変好評をいただいて
おります、電子航法研究所国際ワークショップ
を平成22年11月に開催いたします。

　上記の詳細情報は弊所ＨＰ（http://www.enri.
go.jp）に逐次お知らせして行きます。

研究所からのお知らせ研究所からのお知らせ研究所からのお知らせ

（左から、小瀬木上席、エルワンさん、フレデリクさん、
平澤理事長、ボーエンさん、坂井主幹）



○本冊子は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適正の表示：紙へリサイクル可
本冊子はグリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に従い、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［ A ランク］
のみを用いて作製しています。

学会等における主な発表状況（平成21年7月～9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（7/31　電子航法研究所）
・「TIS-B から SSRへの信号干渉の分析」：小瀬木、大津山、塩地、三垣
・「地上型補強システム基準局アンテナの設置位置に関する一検討」：福島
（荘）、吉原
・「A-SMGCシステムの監視機能の開発」：古賀、二瓶、宮崎、角張
b) 宇宙航行エレクトロニクス研究会（8/28　JAXA（相模原キャンパス）
・「航空移動無線のディジタル伝送特性の評価」：角田（千葉工業大学）、
小園（同左）、北折

・「Galileo 実信号に対する測距精度評価」：藤田（征）、藤井、伊藤（実）
c) 2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会（9/15～18　新潟大学）
・「航空機模型を利用した航空機表面の電波伝搬の予備的検討」：住谷（泰）
・「A-SMGCシステムの誘導機能の開発」：豊福（（独）交通研）、青木（同
左）、二瓶

・「先進型地上走行誘導管制 (A-SMGC) システムの開発」：二瓶、宮崎、古賀、
青山、角張、山田、豊福（（独）交通研）、青木（同左）

・「準天頂衛星による高精度測位補正実験システム（その２）」：伊藤（憲）、
坂井、福島（荘）

・「拡張スキッタを使用する TIS-B 装置の開発」：大津山、小瀬木、塩地、
三垣

・「SSRの質問信号に発生するマルチパス反射」：小瀬木、大津山、古賀
・「W帯レーダ用超広角反射器つきアンテナ」：河村、米本、松崎（( 株 )
レンスター）

・「空港面受動監視におけるモードS信号のプリアンブル検出手法」：角張、
古賀、二瓶、宮崎、上田

（２）地球電磁気･地球惑星圏学会　第126回講演会（9/27～30 金沢大学）
・「Suppression mechanism of the pre-reversal enhancement 
related with pre-sunset counter electrojet（日没前西向きジェッ
ト電流と pre-reversal enhancement 制御メカニズム）」：上本（情報
通信研究機構）、丸山（同左）、吉村（北里大学）、齋藤（享）

・「南極昭和基地への新型 FMCWイオノゾンデ導入と電離層定常観測の今
後」：久保田、石井、野崎、中本、丸山、加藤、土屋、梅津、福島 (以上、
情報通信研究機構 )、川渕、石垣、武田 (以上、( 株 ) 三光社 )、齋藤（享）

・「衛星シンチレーションとHFドップラから求めた2008年 6月 9日
昼間の強いEs擾乱波面の構造および移動」：冨澤、後藤、今井、内山（以
上、電気通信大学菅平宇宙電波観測所）、齊藤（真）

（３）国際民間航空機関 (ICAO)
a) ICAO APANPIRG CNS/MET-SG 第 13回会議（7/20 ～ 24　バ
ンコク）

・「1030/1090MHz Signal Environment Measurement Activities 
in Japan-Attachment（日本における1030/1090MHz　信号環境
測定活動　－付録）」：小瀬木、臼井（国土交通省航空局）
b) ICAO ASP/WG 第 7回会議（9/21～ 25　モントリオール）
・「Change Proposals to the ACAS Manual(Doc9863) related to 
editorial changes and the use of SI units（編集上の訂正とSI 単
位系の使用に関するACASマニュアル (Doc9863) への改訂要求）」：
小瀬木

・「Preliminary RA Downlink Evaluations with the ENRI SSR mode 
S（ENRI SSRモードSを用いたRAダウンリンクの予備評価）」：小瀬木、
古賀、住谷（泰）、大津山、臼井（国土交通省航空局）

・「Change Proposal to ACAS Manual(Doc.9863) in the light of 
operational experience（運用モニタリングによるACASマニュアル
(Doc.9863) の改訂提案）」：住谷（泰）、小瀬木

・「Inconsistency of values when using SI unit between ACAS 
manual and Annex 10 Volume Ⅳ（SI 単位系を使う際のACASマ
ニュアルとAnnex10の記載の不整合について）」：小瀬木、Eric Potie 
(EUROCONTROL)

・「Additional change requests after the results of ASP/WG7 
meeting（第 7回 ASP/WG会議の結果に応じた追加の改定要求）」：
小瀬木

・「Evaluation Plan for Wide Area Multilateration at ENRI」：宮崎
（4）ESREL 2009(European Safety and Reliability Association 

Conference)（9/7～ 10　プラハ）
・「Cognitive Mode of Cooperation in En-Route Air Traffic 
Control」：古田、空地、菅野 ( 以上、東京大学 )、狩川、高橋 ( 以上、
東北大学 )、井上、青山

・「Team Cognitive Process Analysis of Air Traffi  c Controllers as 
Distributed Cognition」：井上、青山、古田（東京大学）、空地（同左）、
菅野 (同左 )、中田（英国レディング大学 )、

・「Chaotic Voice Analysis Method for Human Performance 
Monitoring（人間の健全性監視のためのカオス論的音声分析手法）」：
塩見

（5）9th AIAA Aviation Technology, Integration and Operations 
Conference (ATIO)Conference（9/19 ～ 23　ヒルトンヘッドア
イランド

・「Speed Control for Airborne Separation Assistance in 
Continuous Descent Arrivals（CDAの実現に向けた機体間隔維持
を支援する速度制御）」：伊藤（恵）、Mariken Everdij（オランダ航空
宇宙研究所）、Bert Bakker（同左）、Petre Van der Geest（同左）、

Henk Blom（同左）
・「Sequencing Strategies for a Japanese Arrival Flow. 
Preliminary Results（日本到着の流れのための戦略シーケンス。予備
的な結果）」：グウィグナー、長岡

（６） ヒューマンインターフェースシンポジウム2009（9/1～ 4　お茶の
水女子大学）

・「航空路管制業務における管制官のチーム認知モデルに関する研究」：井
上、青山、古田（東京大学）、空地（同左）、菅野 (同左 )

・「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Ⅲ (1) －認知
シミュレータを用いたパフォーマンス分析手法－」：狩川、高橋 ( 以上、
東北大学 )、古田（東京大学）、青山

・「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Ⅲ (2)」：青山、
狩川（東北大学 )、飯田（(財 ) 労働科学研究所）

・「発話音声による業務負荷量計測手法」：塩見
（７）ION GNSS 2009(米国航法学会GNSS会議 )（9/22～25　サバナ）
・「Modeling Vertical Structure of Ionosphere for SBAS」： 坂井、
Todd Walter（スタンフォード大学）

・「Study of eff ects of the plasma bubble on GBAS by a three-
dimensional ionospheric delay model（３次元電離圏遅延モデルを
用いたGBASに対するプラズマバブルの影響の研究）」：齋藤（享）、吉
原、藤井

・「PPP based on GR Models with Estimating Tropospheric and 
Ionospheric Delays（電離圏・対流圏遅延の推定を用いたGRモデル
に基づく精密単独測位）」：西川、久保、杉本（以上、立命館大学）、藤田（征）

（８）その他
・「発話音声から発話者の作業信頼性を評価するために」：塩見：航空人間
工学部会　第91回例会（7/2　東京）

・「GBASのシステム概要とVHFデータ伝送」：福島（荘）：航空振興財
団　航法小委員会（7/28　東京）

・「Development of QUZZ L1-SAIF Augmentation Signal」：坂井、
福島（荘）伊藤（憲）：ICCAS-SICE 2009 (8/18～ 21　福岡 )

・「Millimeter-Wave Wideband FM-CW Radar for Runway Debris 
Sensing（滑走路上落下物検知用ミリ波広帯域 FM-CWレーダ）」：河村、
二ッ森、米本：IRS(International Radar Symposium)2009（9/9
～ 11　ハンブルグ）

・「Activities on JTIDS FCA in Japan - Update 2009」　（日本にお
ける JTIDS運用協定関連の活動ー2009年）：小瀬木：PJCC(Pacifi c 
JTIDS/MIDS Coordination Committee)（7/23　ハワイ州）

・「MLAT and HMU in Japan」　（日本におけるMLATとHMU）：小瀬
木：MNWG-FCEG/SASWG（9/17　モルバーン）

・「空地データリンク技術」：北折：日本航空宇宙学会誌 Vol.57　
No.666

・「航空交通流の解析における最近のモデル」：グウィグナー、長岡：日本
航空宇宙学会誌 Vol.57　No.666

・「ATMにおける機上監視の位置づけ」：小瀬木：日本航空宇宙学会誌 
Vol.57　No.666 

・「電子航法研究所の研究長期ビジョンと今後の展望」：山本：航空無線 
2009年 第 61号

・「動態情報を用いる近接予測検出手法の評価」：瀬之口、福田：航空無線 
2009年 第 61号

・「SSRモードSによる航空機の動態情報の取得技術について」：古賀：
航空無線 2009年 第 61号

・「衛星航法システムMSASの性能向上」：坂井：航空無線 2009年 第 61号
・「GBAS（地上型補強システム）入門（その3）警報動作と安全性要求：
福島（荘）：航空無線 2009年 第 61号

・「アムステルダム滞在記」：伊藤（恵）：航空管制 2009-No.4
・「ATMパフォーマンスの研究について (遅延時間の解析例 )」：蔭山：航
空管制 2009-No.5

・「航空管制分野における教育・訓練支援を目的としたタスク処理効率の
可視化に関する研究」：青山、狩川（東北大学）、金田（同左）、高橋 (同
左 )：ヒューマンインターフェース学会論文誌8月号

国際会議等への参加状況（平成21年7月～9月）
・ICAO NSP CSG会議：吉原（7/14～ 17　エベレット）
・アジア太平洋経済協力 (APEC)GNSS整備チーム (GIT) 第 13回会議：
工藤、齋藤（享）（7/27～ 28　シンガポール）

・AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference： 森
（8/9～ 15　シカゴ）
・第6回 FAA　Safety　Forum：平澤、金田（9/8～ 14 ワシントンDC）

人事異動（１０月１日付等）

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発表した研究成果と国際活動等

発　令　事　項 氏　名 現　職

辞職（９月３０日付）
国土交通省航空局管制保安
部管制技術課長補佐

後藤　勝行 企画課長

採用　企画課長 齋藤　賢一 国土交通省航空局監理部総務課長補佐

採用　企画課第三係長 長谷川　努 国土交通省東京航空交通管制部航空管制技術官

機上等技術領域主幹研究員 米本　成人 機上等技術領域主任研究員


