
　電子航法研究所では，ATM/CNS に関する最新の研究，

技術開発等を広く関係者にお知らせするため，毎年講演会を

都心で開催しています。21 年度は，3 月 12 日に GBAS プロト

タイプ，空港面マルチラテレーション，太平洋上の利用者設定

経路，及びデータリンクを用いた連続降下進入に係わる 4 件

の講演と質疑応答が行われました。また，会議場のロビーで

は風の流れを可視化するプログラムのデモを行い，好評でし

た。おかげさまで，この講演会は 200 名を超えるお客様に参

加いただけました。これは，今後導入が予想される新しい着

陸支援システムや監視システム及び効率的な運航方式など航

○学会等における主な発表状況（平成22年 1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（1/28 ～ 29　長崎市
　長崎県美術館）
・�「南極氷床上におけるGPS連続観測」：新井、伊藤（実）、土井（国

立極地研究所）、青山（同左）
・�「先進型地上走行誘導管制 (A-SMGC) システムの開発について」：

二瓶、宮崎、古賀、青山、角張、山田
・�「強いスポラディック E が航法衛星を用いた航空機航法システム

に及ぼす影響」：斉藤（真）、冨澤（電気通信大学菅平宇宙電波観
測所）

・�「GBAS 精密進入に適合した障害物間隔基準の検討について」：藤
田（征）、工藤、福島（荘）、藤井

・「広域航法（RNAV）から性能準拠航法（PBN）への変遷」：長岡
・�「実レーダデータによる適応型α - βフィルタの性能評価」：小濱
（長崎大学）、小菅（同左）、古賀

・�「SSRモード Sの動態情報の取得機能の評価実験」：古賀、瀬之口、
上島

b)�2010 年総合大会（3/16 ～ 19　仙台市　東北大学）
・「ATN( 航空通信網 )セキュリティ機能の脆弱性について」：板野
・�「GPS 補強システムによる着陸時の航法性能評価例」：坂井、齊

藤（真）、吉原、藤田（征）、福島（荘）
・�「ILS�GPの近傍モニタアンテナ最適化による遠方特性推定」：田嶋、

横山、中田（青森大学）
・�「東行き PACOTS経路とゲートの関係」：住谷（美）、福島（幸）、

福田
・�「ILS�LOC積雪反射面の積雪によるコース偏位」：横山、田嶋、中

田（青森大学）
・「発話音声の揺らぎの定量化における誤差について -2」：塩見
c)�その他
・�「GBAS(Ground-based�Augmentation�System) の安全性設計

と電離圏遅延の空間勾配」：吉原、齋藤（享）、藤井：宇宙 ･ 航行
エレクトロニクス研究会（2/26　情報通信研究機構）

・�「航空機軌道予測における誤差要因の解析」：白川、福田、瀬之口：
同上

・�「航空管制用レーダにおける自律的覆域管理技術の検討」：古賀、
森（東京工業大学情報理工学研究所）：電子情報通信学会アシュ
ランス研究会（3/5　早稲田大学）

（２）国際民間航空機関�(ICAO)
・�「Status�of�Air-Ground�Datalink�Study�in�ENRI/Japan（電子
航法研究所における空地データリンク研究の状況」）：住谷（泰）、
北折、金田：ICAO�ACP�WG-WHL3(1/22　モントリオール )

・�「Evaluat ion� Results� of� Mult i laterat ion� at� Kansai�
International�Airport（関西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：ICAO�ASP�TSG8(1/28 フォートロー
ダデール )

（３）その他
・�「MU レーダー超多チャンネルイメージングによる電離圏不規則

構造の研究」：齋藤（享）：第 5回MUレーダーシンポジウム（1/20
京都大学）

・�「ディジタル受信機を用いたプラズマバブル広域監視法の開発」：
齋藤（享）：同上

・�「Recent�Development�of�QZSS�L1-SAIF�Master�Station」：
坂井、福島（荘）、伊藤（憲）：ION�ITM�2010( 米国航法学会国
際技術会議 2010)（1/26　サンディエゴ）

・�「Aviation�use�of�GNSS�and� ionosphere�data�collection�/
sharing�plan�in�Asia-Pacific�region（GNSS航空利用とアジア
太平洋地域における電離圏データ収集 ･ 共有計画について）」：齋
藤（享）、工藤：アジア太平洋地域衛星航法ワークショップ（1/26
バンコク）

・�「GPS の利用について」：星野尾：( 財 ) 航空保安無線システム協
会�GNSSセミナー（1/27　東京）

・�「今後の CNS 技術開発の技術動向」：藤井：航空無線技術交流会
（2/8　東京）

・�「航空管制用レーダについて」：古賀：電波航法研究会（2/22　
東京海洋大学）

・�「航空気象情報の可視化についての検討」：新井：航空気象委員会
（2/27　（社）日本航空機操縦士協会）

・�「Evaluation�Results�of�Multirateration�for�Airport�Surface�
Surveillance（空港面マルチラテレーションの評価結果）」：宮崎、
上田、古賀、角張、二瓶：Enhanced�Solutions�for�Aircraft�
and�Vehicle�Surveillance�Application（3/17　ベルリン）

・�「Global�Operational�Concept�on�ATM� -ENRI's�Current�
Projects（全世界的 ATM 運用概念 - 電子航法研究所の現在
の プ ロ ジ ェ ク ト -）」： 山 本：KARI/ENRI�CNS/ATM�Joint�
Conference�2010（3/24　韓国　韓国航空宇宙研究所）

・�「Development�of�Trajectory�Prediction�Model（トラジェク
トリ予測モデルの開発）」：福田：同上

・�「Evaluation�of�GBAS�Experimental�System,�and�Technical�
Issues�to�Practical�Use�of�GBAS（実験用 GBAS の評価と
GBAS実用化への技術的課題）」：斉藤（真）：同上

・�「GNSS�R&D�and�current�status�of�GBAS�Development」：
工藤：同上

・�「Measurement�of�Aircraft�Wake�Vortices�Using�Doppler�1.5�
micron�LIDAR」：工藤、加藤（東北大学）、大林（同左）、奥野
（JAXA）：WAKENET-3�EUROPE/GREENWAKE�DEDICATED�
WORKSHOP�ON�"WAKE�VORTEX�&�WIND�MONITORING�
SENSORS�IN�ALL�WEATHER�CONDITIONS"（3/30　パリ）

・�「航空機の衝突リスク評価における論理的背景」：長岡：日本信頼
性学会誌「信頼性」2010年 1月号

・�「航空におけるデータ駆動型安全管理システム」：藤田（雅）：日
本信頼性学会誌「信頼性」2010年 3月号

・�「高次元データの解析へのアルゴリズム的アプローチ」：グゥイグ
ナー、長岡：日本信頼性学会誌「信頼性」2010年 3月号

・�「元ラジオ少年の秋葉原寸景」：小瀬木：電子情報通信学会　通信
ソサエティマガジン　2010春 No.12

・�「航空管制システムの今後の展開と課題」：長岡：電子情報通信学
会誌　93巻 3号

・�「航空機の動態情報の活用と電子航法研究所における研究開発」：
瀬之口：航空管制 2010-No1( 新年号 )

・�「新しい教育・訓練支援ツールの実現に向けて」：狩川（東北大学）、
高橋（同左）、古田（東京大学）、青山：航空管制

・�「VDL モード 2 と VHF�ACARS の通信性能比較」：北折：航空無
線　平成 22年第 63号

・�「将来の航空交通管理システム - 軌道（トラジェクトリ）管理に
ついて -」：福田：（財）航空機国際共同開発促進基金　平成 21
年度「航空機等関連動向解説」

○国際会議等への参加状況（平成22年 1月～3月）
・MSAS技術評価会議：坂井（3/23 ～ 27　フラートン）
・ASA/GSA要件検討会議：小瀬木（3/20 ～ 28　ブリュッセル）

○人事異動
　（平成22年4月1日付等　※3月31日付退職者も含む。）

発令事項 氏　名 現　職

辞職（3 月 31 日付）内閣
府国際平和協力本部事務
局参事官補佐

真木　明彦 総務課長

採用　総務課長 大森　秋夫
内閣府国際平和協力本部事
務局参事官補佐

辞職（3 月 31 日付）国土
交通省航空局総務課専門
官予算・管財室併任

木内　季央 総務課長補佐

採用　総務課長補佐 宅見　　哲
国土交通省東京航空交通管
制部総務課長補佐

辞職（3 月 31 日付）国土
交通政策研究所総務課会
計係長

金澤　孝弘 総務課人事係長

採用　総務課人事係長 大尾　光雄
国土交通省大阪航空局総務
部人事課人事第二係長

辞職（3 月 31 日付）国土
交通省航空局管制保安部
管制技術課信頼性管理業
務センター規格第二係長

森川　賢一
航空交通管理領域研究員企
画課企画第二係長併任

採用　航空交通管理領域
研究員企画課企画第二係
長併任

永野　英徳
国土交通省航空保安大学校
岩沼研修センター技術課技
術第一係長

辞職（3 月 31 日付）国土
交通省東京航空局総務部
経理課経理第二係長

紫垣　善徳 総務課管財係長

採用　総務課管財係長 高木　　淳
国土交通省東京航空局新潟
空港事務所総務課主査

辞職（3 月 31 日付）総務
省関東管区行政評価局総
務部行政相談官東京行政
評価事務所年金記録確認
東京地方第三者委員会事
務室調査員併任

半田　大治郎 企画課企画第一係長

採用
企画課企画第一係長

平室　　公
国土交通省航空保安大学校
岩沼研修センター総務課庶
務係長

通信・航法・監視領域主
幹研究員

宮崎　裕己
通信・航法・監視領域主任
研究員

航空交通管理領域主任研
究員

井上　　諭 航空交通管理領域研究員

空関係者にとって大変関心の高い話題を提供できたこと，東

京駅至近の便利な会場で開催できたことなどが関係している

と考えられます。 

電子航法研究所は，今後も航空交通の安全，円滑化及び効率

化に役立つ研究・開発をすすめ，その成果を適切なタイミン

グで公表すると共に新技術の導入を支援できるよう努めてま

いります。なお，本年 11 月 10 ～ 12 日には ATM と CNS に関

する国際ワークショップ（EIWAC2010）の開催を予定してお

りますので，みなさまのご参加をお願いします。



授業中の様子

南極の氷に触れる

野外用のトイレの紹介

近隣の三鷹市立小学校で出前授業
	 航空交通管理領域	第48次南極地域観測隊	越冬隊員　新井	直樹

　経済産業省では、小学校の理科授業に社会人講師を活用す
る取り組みを、モデル事業として実施しています。本事業の一
環として、当研究所近隣の三鷹市と武蔵野市では、教育委員
会、学校、コーディネーター、地元企業が協力し、平成19年
度より「多摩わくわく理科プロジェクト」を行っています。プ
ロジェクト実施校の三鷹市立第一小学校では、理科授業「人と
かんきょう」という学習において、子どもたち自身がクラスご
とに学びたいテーマを選び、学習内容を決めました。その一つ
として南極観測があげられ、当研究所に授業の依頼がありまし
た。南極における環境問題について話を聞きたいとの要望を踏
まえ、GPS観測や気象観測等、直接的な南極観測の話題に加え、
観測隊の環境保護への取り組みや、南極と地球温暖化の関係に
ついて紹介することにしました。
　当日は、6年生の子どもたちと先生、コーディネーターの方が、
授業に参加しました。まず、昭和基地への航海や南極での観測
の様子を、写真を交えて紹介しました。その後、クイズ形式で
観測隊の生活の様子を説明しました。昭和基地には高度な汚水
処理施設があり、生活排水を浄化していること。越冬中の大量
の廃棄物を、南極観測船しらせで国内へ持ち帰っていること。
また、野外用の可搬型トイレを教室に持ち込んで、その使い方
や、排出物を処理して国内へ輸送していることを紹介し、いか
に南極の環境に影響を与えないよう努力しているかということ
を説明しました。
　さらに、南極から氷山の氷を教室に運び込み、子どもたちが
実際に手にとって氷を割り、その中に太古の空気が含まれてい
ることを確認しました。自分たちが出す排気ガスが、やがてそ
の時代の大気として取り込まれ、南極の氷の中にいつまでも記
録され続けることを説明しました。最後は、昭和基地で撮影し
たオーロラの映像を眺め、地球の生命が微妙なバランスで守ら
れていることを、子どもたちとともに考えました。子どもたち
からは多くの質問が寄せられ、大人では思いつかないような新
鮮な視点に驚かされました。
　理科離れが叫ばれて久しいですが、今回の授業が、子どもた
ちに地球の自然や科学技術に関心を持っていただくきっかけと
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

ACAS と航空管制のよりよい関係を求めて

　航空機衝突防止装置ACAS�(Airborne�Collision�Avoidance�System)�は、衝突回避警
報RA�(Resolution�Advisory)�をパイロットに提供する装置です。航空管制により航空機
が適切に交通整理されその意図の通りに航空機が飛行すれば空中衝突は発生しませんし、
パイロットも飛行中は周辺を見張って危険を予防します。しかし、人間の能力には限界が
あり、バックアップの警報装置としてACASが使用されています。現在、ACASは、日
本を含む各国で旅客機等への搭載が義務化されています。
　当研究所は、多様な方式が提案されていた1970年代より、現在と同じ二次レーダ方
式の衝突防止装置を研究してきています。航空管制とACASのよりよい関係を目指し、
1984年には、RA発生を管制官に知らせる方式案を ICAOに報告しています。その後の
討議の結果、データリンク機能を持つ航空管制用レーダSSRモードSを用いたRAダウ

平成 22 年度（第 10 回）
電子航法研究所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22年 6月3日（木）～4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）

平成２２年度計画を提出（平成２２年３月３１日）

　第２期中期目標期間（平成１８～２２年度）の５年目にあた
る平成２２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。

ていただいています。ご興味をお持ちの方は、当研究所企画課ま
でご連絡ください。

※�みたか環境フェスタ2010( 日時：6 月 23日、場所：三鷹市
公会堂および周辺 )において、南極の講演を行います。ぜひご
来場下さい。

「KARI/ENRI CNS/ATM Joint Conference 2010」開催

　電子航法研究所（ENRI）は国境などでの空の交通の継ぎ目を無くす（シームレス・スカイ）ため、アジア近隣諸国との技術的連
携の強化を目指しています。また、本年11月にはATMとCNSに関する国際ワークショップ（EIWAC�2010）を開催します。こ
のため、3月23-26日韓国の航空宇宙研究所（KARI）を 4名の研究員で訪問
し、KARI�でのCNS/ATM合同会議に参加してENRI の紹介、EIWAC�2010
への参加要請、そして最近の主な研究成果や今後の計画等について報告しまし
た。KARI の研究者からも多くの研究発表がありました。この合同会議には韓
国全国から80名近い参加者があり、熱心な議論が行われました。この会議の
後、ENRI、KARI での今後の研究連携のため討議が行われました。その結果、
まず、地上型衛星航法補強システム（GBAS）の研究、開発、評価等に関する
情報交換と共同分析を進め、さらにATMに係わる技術交流についても準備す
ることになりました。今後 ENRI、KARI 間の連携を進め、アジア地域に貢献
できる技術成果の提供を目指すことになりました。

ンリンク機能が ICAO標準化されました。JAL907便事故を教訓として、日本は世界に先駆けてこれを実用化しています。
2009年 10月にベルリンで開催されたワークショップには、EUROCONTROL加盟国の他、米国など多数の国から発表者・聴講者
が集まり、各国の実現状況や研究成果の発表がありました。当研究所も航空局からご案内をいただき、日本における研究の歴史の他、
搭載品が提供するデータ品質等の今後の改良課題など報告しました。
　会議の詳細は、EUROCONTROLより下記にてプレスリリースされています。NetAlert� �8 号には当研究所員が発表中の写真も掲
載されています。
http://www.eurocontrol.int/safety-nets/public/standard_page/NetAlert.html
http://www.eurocontrol.int/corporate/gallery/content/public/docs/pdf/pressreleases/2009/091105_RA_downlinl_
wkshp_final.pdf

Cissako Ibourahima
( イブラヒマ・シッサコさん )

LOUVE Pierre
( ピエール・ルーヴェさん )

RAMIANDRAMANJATO Ainga
( エインガ・ナミョダガモジャトさん )

フランスから留学生３名を受入（平成22年3月15日、17日、29日）

　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�NATIONALE�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、平成
22年度は３名の学生を受け入れることになりました。Cissako�Ibourahima（イブラヒマ・シッサコ）さんは、3月15日から8月
23日まで古賀主幹研究員の指導により、日本における航空機監視システムにおける信号解読技術の改良に関わる研究を、LOUVE�
Pierre（ピエール・ルーヴェ）さんは、3月17日から8月20日まで斉藤（享）主任研究員の指導により、日本における航空航法
システム、特に航空衛星航法システムに関わる応用研究を、RAMIANDRAMANJATO�Ainga（エインガ・ナミョダガモジャト）さ
んは、3月29日から9月3日まで瀬之口研究員の指導により、日本における航空機監視システム、特に航空機の動態情報の応用解
析に関わる研究を行っています


