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　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、日本
トランスオーシャン航空株式会社様にて開催いたしました。実際の
運航現場に直接携わる方々からの鋭い質問に、講演者が少したじろ
ぐ場面もありました。質疑応答も活発で、よりよい出前講座の開催
ができたと思います。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、「様々な研究が行われていることがわ
かり、これからの航空界がどうなるのか楽しみになりました」等の
ご意見を頂きました。
　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。

DGCA（アジア太平洋航空局長会議）で
ショートセミナーを開催

日本トランスオーシャン航空株式会社にて
出前講座を開催（平成21年12月 8日）

　アジア太平洋地域航空局長会議はアジア太平洋地域の各国航空当
局責任者が航空管制、航空安全、技術協力等について意見を交換す
る場として1960年から毎年開催されているものです。その第46
回会議が平成21年10月 11～ 16日大阪府の「りんくうタウン」
において“Seamless sky”というテーマで開催されました。
　電子航法研究所は、我が国の研究動向などを会議参加者に提供す
ることにより我が国の「シームレス化」を側面から支援することを
目的に、会議場ロビーにおいて最近の主な研究の概要と成果を示す
パネル展示や資料配布及び音声疲労測定装置などを用いたデモを行
いました。
　また、10月 13日にはショート・セミナーを開催し、平澤理事
長の開会挨拶、現在研究所で進行中の主要プロジェクトの紹介、ト
ラジェクトリ予測の研究や衛星航法システム導入に際して課題とな
る電離層問題の解決策等に関する発表と質疑応答を行いました。こ
のセミナーにはタイ航空局、国際民間航空機関及び国内の航空関係
者等20名以上の参加があり、短時間ながら熱心な討議が行われま
した。これらの活動により多くのDGCA参加者に電子航法研究所
に関する理解を深めることができました。
　電子航法研究所のアジア地域との技術交流はこれまでやや浅い傾
向があり、今回のDGCAでの展示とショート・セミナーがアジア
諸国航空関係者との技術交流、連携強化の出発点になればと期待し
ているところです。



研 究 所 か ら の お 知 ら せ

　当研究所では、毎年、各地で開催される空の日イベントに参加し
て一般の方々に広く研究所の業務を紹介しています。今年は10月
11日に開催された「仙台空港祭」と10月18日に開催された「調
布飛行場まつり」に参加しました。
　仙台空港祭では例年、当所の実験用航空機を展示しておりますが、
今年はそれに加え、目で見てわかる電子航法として「空港面航空機
監視技術」と「SSRモードSによる航空機の動態情報の取得技術」
のデモを展示し、見学者の方も興味深げにデモ画面を見入っていま
した。

マイクロウェーブ展に出展
（平成21年11月 25～ 27日）

「空の日」イベントに出展
（平成21年10月 11日、18日）

　当研究所の知的財産の広報活動として、今回初めて、パシフィコ
横浜で開催されたマイクロウェーブ展に参加しました。当研究所の
出展は当研究所の研究成果のうちのミリ波レーダとその関連技術、
及び受動型航空機二次監視レーダ・システムです。
　受動型航空機二次監視レーダ・システムとは、空港等航空機監視
レーダの覆域において、自らは航空機に対する電波を出すことなく、
航空機から他のレーダへの応答信号を受信することにより、その航
空機の位置を特定することが可能です。極めてコンパクトで消費電
力も少なく、自らは電波を出さないので、他のシステムや装置に干
渉することもなく、他のレーダの覆域であれば、どこにでも持って
行って使うことができるものです。
　会場では当所のブースがちょっと分かりづらい場所だったにもか
かわらず、多くの方々に興味・関心を持っていただくことができ、
今後の研究開発につながることが期待されます。

　調布飛行場まつりでは仙台空港祭で好評だったデモと当所ではお
なじみとなった「音声疲労検知システム（センテ）」を体験展示しま
した。普段、目にすることのない機器を前に、多くの方に楽しんで
もらえたようでした。

○電子航法研究所講演会の開催について
　平成21年度の電子航法研究所講演会を平成22年
3月 12日（金）に開催いたします。最新の研究成
果の発表を行いますので、皆様のご来場をお待ちし
ております。詳細情報は弊所HP（http://www.enri.
go.jp）にてお知らせします。

○研究所の一般公開について
　平成22年度の研究所一般公開を平成22年 4月
18日（日）に開催いたします。研究の紹介の他、普
段ではなかなかご覧頂けない研究施設の公開も致しま
すので、ぜひこの機会にお立ち寄り下さい。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。



学会等における主な発表状況（平成21年10月～12月）
（1）電子情報通信学会
a) WSANE2009（11/1～ 4　上海）
・「Development of TIS-B system using 1090MHz 
extended squitter（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
b) 安全性研究会（12/18　東京）
・「空域設計と安全管理システム」：藤田（雅）
（2）日本航空宇宙学会
a) 第 47回飛行機シンポジウム（11/4 ～ 6　岐阜市　長良川
国際会議場）
・「研究所研究長期ビジョン作成と今後の活動」：山本
・「飛行距離における予測性の解析手法の検討」：蔭山、福田
・「分散認知に基づく管制官の知識構造化フレームワークに関す
る研究」：井上、青山、塩見、中田（英国レディング大学）
・「A-SMGCシステムの開発動向について」：二瓶
・「A-SMGCシステム経路設定機能の開発 －経路設定インターフェ
イス装置の管制官評価－」：角張、二瓶、山田、青山、古賀、宮崎
・「A-SMGCシステム経路設定機能の開発　－大規模空港に対応した空
港面地上走行のモデル化－」：山田、二瓶、青山、角張、宮崎、古賀
・「インテグリティ保証のためのGBASプロトタイプの開発」：
福島（荘）、工藤、齊藤（真）、吉原、齋藤（享）
・「GBASの放送する経路情報とその拡張可能性について」：工藤、
齊藤（真）、齋藤（享）、藤田（征）、藤井、武市（名古屋大学）
・「環境負荷を低減する進入経路の管制適応性」：武市、稲波（以上、
名古屋大学）、工藤
・「航空衛星通信システムの現状と将来動向」：住谷（泰）
・「二次監視レーダ (SSR) モード Sによる航空機の動態情報」：
古賀、瀬之口、上島、宮崎
・「航空機窓用シールド材の性能評価」：米本、河村、二ツ森、磯崎、
小栗（三菱重工業 (株 )）、岡田（(株 ) フジワラ）
・「情報システムの冗長性に関する一考察」：金田、塩見、板野
b) 2009 Asia-Pacific International Symposium on 
Aerospace Technology(APISAT-2009)(2009 年アジア
太平洋航空技術国際シンポジウム )（11/4 ～ 6　岐阜市　長
良川国際会議場）
・「Analysis of RNAV Departures and Arrivals Using Track 
Data（航跡データによるRNAV出発到着経路の解析）」：福田、白川
・「Overview of Trends in　ATM Research（ATM研究の傾
向の概要）」：長岡
・「Analysis of UPR effi  ciency with restriction（制限による
UPRの効果の解析）」：福島（幸）、福田、住谷（美）
・「Improved Airborne Spacing Control for Trailing Aircraft
（後続航空機の機体間隔制御の改善）」：伊藤（恵）、Peter van 
der Geest（NLR）、Henk Blom（同左）
・「Data and Queuing Analysis of a Japanese Arrival 
Flow（日本の到着流のデータとキューイングの分析）」：グウィ
グナー、木村、長岡

（3）日本航海学会
日本航海学会第121回講演会・研究会（10/6～ 7　下関市　
水産大学校）
・「RNAV平行経路の最小経路間隔の一推定方法」：天井
・「過労防止のための音声分析技術開発の経緯と現状」：塩見

（4）国際民間航空機関 (ICAO)
a) ICAO SASP WG WHL 第16回会議（11/9～20　オークランド）
・「Horizontal　Nominal trajectory Model and Distribution 
Model for OR25（OR25のための名目水平航跡モデルと分
布モデル）」：藤田（雅）
b) ICAO NSP WG1 CSG（11/10～ 13　モントリオール）
・「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）、吉村（国土交通省航空局）
・「Standard Threat Model Used in　GAST D Ionospheric 
Monitoring Validation（GAST-D 電離圏モニタにおける標
準脅威モデルの検証）」：*S.Pullen（米国スタンフォード大学）、
齋藤（享）、吉原、T.Murphy（ボーイング社）、M.Harris（同左）

（5）The 28th Digital Avionics Systems Conference
（10/25～ 29　オーランド）
・「RESULTS OF VALIDATION OF SSR MODE S 
INTERROGATOR INDENTIFER CODE COORDINATION 
TECHNIQUE（モードS地上局識別番号調整技術の実験によ
る検証結果について）」：古賀、上島
・「ANALYSIS OF DOWNLINK AIRCRAFT PARAMETERS 
MONITORED BY SSR MODE S IN ENRI（ENRIのSSRモー
ドSによりモニタ動態情報の解析について）」：瀬之口、古賀
・「A Performance Comparison between VDL Mode 2 and 
VHF ACARS by Protocol Simulator（プロトコルシミュレー
タによるVDLモード2とVHF ACARSの性能比較）」：北折
・「Oceanic Air Traffic Control based on Space - Time 
Division Multiple Access（空間・時間分割多元接続方式に
よる洋上航空交通管制）」：北折、Ho Dac Tu（早稲田大学大
学院）、Park Jingyu（同左）、嶋本（同左）

（6）その他
・「Simulation Analysis of UPRs of TRACK 1 with 
Restrictions（トラック 1の制限付きUPRの解析）」：福島
（幸）、福田、住谷（美）：IPACG/31（第 31回太平洋航空交
通管制事務レベル調整会議）（10/5～ 9　東京）
・「航空交通管理における軌道管理と軌道予測モデル」：白川、福田、
瀬之口：航空振興財団航空管制システム小委員会（10/7　東京）
・「Broad Band RF Module of Millimeter Wave Radar 
Network for Airport FOD Detection System（空港異物落
下物検出システムのためのミリ波レーダネットワークの広帯域
無線モジュール）」：米本、河村、二ツ森、上保（雑賀技術研究所）、
アレクサンドル・サイヤール（ENAC）：IEEE Radar2009
（10/12～ 15　ボルドー）
・「第48次南極地域観測隊において実施された南極氷床上にお
けるGPS通年観測」：新井、伊藤（実）、土井（国立極地研究所）、
青山（同左）：第29回極域地学シンポジウム（10/18～ 19
総務省自治大学校）
・「On Required Distance to Absorb Metering Delays（メタ
リングによる遅延吸収のための必要距離）」：グウィグナー：CEAS 
European Air & Space Conference（10/26　マンチェスター）
・「RA Downlink Studies in JAPAN（日本におけるRAダウ
ンリンクに関する研究）」：小瀬木、古賀、住谷（泰）、大津山：
RA Downlink Workshop（10/27　ベルリン）
・「A Methodology of Estimating Safe Minimum Route 

発 表 し た 研 究 成 果 と 国 際 活 動 等
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Spacing for RNAV-Approved Aircraft（RNAV承認機に対
する最小経路間隔の推定方法）」：天井：第13回 IAIN World 
Congress（10/29　ストックホルム）
・「Evaluation Results of Multilateration at Narita 
International Airport（成田国際空港におけるマルチラテレー
ションの評価結果）」：宮崎、古賀、上田、山田、角張、二瓶：
第13回 IAIN World Congress（10/29　ストックホルム）
・「Long Baseline GNSS Relative Positioning with 
Est imat ing Zenith Delays of  Ionosphere and 
Troposphere（天頂方向の電離層・対流圏遅延の推定を用い
た長基線GNSS相対測位）」：柳瀬、久保、杉本（以上、立命
館大学）、藤田（征）：International Symposium on GPS/
GNSS 2009（11/4～ 6　済州島）
・「GPSを用いた南極氷床氷厚変化計測の試み」：土井（国立極
地研究所）、青山（同左）、澁谷（同左）、新井：日本測地学会
第112回講演会（11/4～ 6　産業技術総合研究所）
・「Ionospheric data sharing plan in Asia-Pacifi c region（ア
ジア太平洋地域における電離圏データ共有に向けた計画）」：齋
藤（享）、吉原：国際GBAS作業グループ (IGWG) 第 10回会
議（11/5　パロアルト）
・「Three-dimensional ionospheric delay model with 
plasma bubbles for GBAS（GBAS のためのプラズマバブ
ルを考慮した3次元電離圏モデル）」：齋藤（享）、吉原：国際
GBAS作業グループ(IGWG)第10回会議（11/5　パロアルト）
・「ATMシステムパフォーマンスの試行解析（2008年データ）」：
蔭山、福田：ATM高度化ワーキンググループ（11/12　東京）
・「GPS通年観測による南極氷床の流動測定」：新井、伊藤（実）、
土井（国立極地研究所）、青山（同左）：第32回極域汽水圏シ
ンポジウム（11/17～ 18　東京）
・「航空機管制・航法におけるリスクの考え方」：長岡：リスクベー
ス設備管理研究委員会（11/20　早稲田大学）
・「航空管制における将来課題」：福田：第52回自動制御連合講
演会（11/22　大阪大学）
・「認知シミュレータを用いた航空路管制業務における認知的負
荷の可視化に関する研究」：狩川（東北大学大学院）、金田（同左）
高橋（東京大学大学院）、古田（同左）、青山：計測自動制御学
会　システム・情報部門学術講演会2009（11/24～ 26　
東京工業大学）
・「第48次南極地域観測隊越冬報告～昭和基地の気象観測～」：
新井：JAPA航空気象委員会（11/28　東京）
・「QZSS　L1-SAIF 信号の概要」：坂井：GPS/GNSS シンポ
ジウム2009（11/30～ 12/1　東京）
・「Galileo 試験衛星GIOVE-A/B の実信号に対する測距誤差の
評価」：藤田（征）：GPS/GNSSシンポジウム2009（11/30
～ 12/1　東京）
・「ディジタル受信機を用いたプラズマパブルの広域監視」：齋藤
（享）：中間圏・熱圏・電離圏研究会（11/30～ 12/1　京都）
・「第9回国際GBAS作業部会会合 (I-GWG/9) 概要報告」：吉原：
ATEC第 3回新たな進入方式導入に向けた調査・研究WG会
議（12/3　東京）
・「発話音声に対する母音および子音の影響に関する調査」：佐

藤、塩見、鈴木（(財 ) 鉄道総合研究所）、澤（同左）、高橋（日
本女子大）、（同左）：日本人間工学会関東支部　第39回大会
（12/5～ 6　武蔵野大学）
・「発話音声から算出する覚醒度評価指標値の誤差と信頼性」：塩見：
日本人間工学会関東支部　第39回大会（12/5～6　武蔵野大学）
・「Examp les  o f  ATM Pe r fo rmance  Rev i ew  i n 
Japan(2008)」：蔭山、福田：Performance Review Unit
（12/11　ユーロコントロール）
・「An Example of Predictabil ity Study for Flight 
Distance」：蔭山、福田：Performance Review Unit（12/11
　ユーロコントロール）
・「Japan’s Trajectory Model（日本のトラジェクトリモデ
ル）」：福田：将来航空交通システムの調和に関する米国連邦航
空局及びJPDOとの第7回検討会議（12/14～16　名古屋）
・「安全運航支援技術の開発について (ADS-B,TIS-B,FIS-B 等 )」：
塩地、大津山、小瀬木、三垣、米本：平成21年度第6回ヘリ
コプター IFR等飛行安全研究会（12/14　東京）
・「航空用GNSSの動向と標準化」：星野尾：日本航空宇宙工業会
第58回 ISO宇宙機 (SC-14) 国際規格委員会（12/18　東京）
・「航空航法における衛星航法の利用と電離圏の影響」：齋藤（享）、
松永、坂井、吉原：宇宙天気ユーザーズフォーラム（12/21　東京）
・「Architecture for Harmonizing Manual and Automatic 
Flight Controls（手動と自動の飛行制御を協調させる設計概
念）：伊藤（恵）、鈴木（東京大学）：Journal of Aerospace 
Computing、Information and Communication American 
Institute of Aeronautics and Astronautics(AIAA) 
・「ATNの最新の動向について (OSI から IPSへ )」：板野：航空
無線　2009年第62号
・「トラジェクトリ管理って何だろう（その2）－トラジェクト
リ予測機能－」：福田：航空管制 2009-No.6
・「飛行機の百科事典」：長岡、山本、二瓶、田嶋、福田、天井、木村、
青山、小瀬木、坂井

国際会議等への参加状況（平成21年10月～12月）
・MSAS技術評価会議：坂井（10/5～ 10　フラートン）
・IEEE Radar2009：米本、河村、二ツ森（10/12～15　ボルドー）
・CEAS European Air & Space Conference：グウィグナー
（10/26　マンチェスター）
・The 28th Digital Avionics Systems Conference：北折、
瀬之口、古賀（10/25～ 29　オーランド）
・RA Downlink Workshop：小瀬木（10/27　ベルリン）
・第13回IAIN World Congress：天井、宮崎(10/29　ストックホルム)
・WSANE2009：小瀬木、森（11/1～ 4　上海）
・国際GBAS作業グループ (IGWG) 第 10回会議：齋藤（享）、
吉原（11/3～ 6　パロアルト）
・第8回 EUROCONTROL Innovative Research Workshop：
長岡（12/1～ 3）

人事異動（平成21年10月2日～平成22年1月1日）
発　令　事　項 氏　名 現　職

辞職（12月31日付）
国土交通省大阪航空局高松空
港事務所航空管制技術官

古奥　伸也 企画課付


