
　電子航法研究所は、航空交通管理（ATM）や通信・航法・監

視（CNS）に関する世界の最新技術動向について広く関係者に

お知らせすると共に、研究成果の発表を通して世界の研究・開

発機関と連携を深めることを目的に、平成 22 年 11 月 10 ～ 12

日東京の秋葉原コンベンションホールで ATM/CNS に関する

第 2 回国際ワークショップ（EIWAC 2010）を開催しました。

　ワークショップのテーマは "For Safety, Efficiency and 

Environment"（安全、効率、環境のために）、主な討議分野は、

ATM/CNS、運航管理、安全、ヒューマンファクタなどでした。

　平成 21 年 3 月に開催した第 1 回国際ワークショップ（EIWAC 

2009）に続くこのワークショップでは、以下の新しい取り組み

を行いました。

(1)  世界の研究者、研究機関に EIWAC 2010 の開催を積極的に

広報。国際学会と同様に新たな研究成果、技術情報等につ

いて発表概要の事前提案を依頼。その概要を審査し、適切

な提案について論文の提出と講演を依頼。

(2)  「将来の ATM 自動化とその課題」という題目でパネル討議

を開催。これは、パネリストとして航空のみならず自動車

や鉄道などが専門のドイツ、スペイン及び日本の著名研究

者 6 名をお招きし、自動化について多様な視点から議論す

る画期的な試みでした。

(3) 多数の職員による手作り感覚のポスター・セッション、ウェルカム・セッションを開催。

　本ワークショップの主な行事、スケジュールは以下のとおりでした。

11 月 10 日 ( 水 )
基調講演（欧・米・日及び韓国の最新技術開発動向など 6 件）、パネル討議、ポスター・セッ
ション、ウェルカム・セッション（技術交流会）

11 月 11 日 ( 木 )
専門セッション（航法、トラジェクトリ、ヒューマンファクタ、監視など、3 会場、9 セッショ
ン、28 件）

11 月 12 日 ( 金）
基調講演（NextGen の動向 1 件）、専門セッション（通信、航法、空港容量など、2 会場、6 セッ
ション、16 件）

11 月 15 日 ( 月 ) テクニカル・ツアー（JAXA 調布航空宇宙センター、電子航法研究所、10 名参加）

　以上に加え、昼食時、休憩時などには海外の研究者との情報交換、新たな研究、技術交流をめざした話合いも行わ

れました。

がら自分の価値観を再構築する毎日が続きました。そうなると、

日本社会特有の価値観に意味を見いだせなくなっていくので、母

国にいても落ち着かない。自分が大きく変化する中で、出会いや

別れもたくさん経験し、長い旅が永遠に終わらないような孤独を

感じた時期もありました。そんな時に、信頼する共同研究者の奥

様から「これからは世界市民（World Citizen）として生きなさい。」

と言われました。この言葉がきっかけで、国境など社会の制度に

心を縛られずに自由に生きよう、このまま進もう、と覚悟がつき

ました。母国の制度や価値観を疑わなかった方が楽だと思います。

でも、もう戻ることができません。覚悟ができたおかげで、今で

は日本でも欧米でもどこにいても自分の家にいるような居心地の

良さを感じます（笑）。

　　　 　もうひとつの思い出深い出来事は、NLR の同僚から「恵理は

もっと周りを頼るべきだ。もっと頼ってほしい。」と言われたこ

と。これまでは、自立した一人前の研究者になろう、私はまだま

だ至らない、と息が切れるほどアグレッシブに研究に取り組んだ

こともありましたが、それでは誰も私と仕事してくれない。研究

をしていても、冗談を言いながら仕事できるくらいの余裕がない

と、人とかかわっていけないですね。大きな研究プロジェクトは、

いろいろな研究者の個性が刺激しあって素晴らしい成果が得られ

るもの。自立した者同士は頼り合うべきだと学びました。

－　モナコでの授賞式はどんな感じだったのですか？

伊藤： 　私が国際的といわれる研究活動を始めたのは、大学院に在籍中

の 2004 年冬頃からだと思います。当時は博士課程の一年生、研

究のアイデアを形にする実力もなく、頭の中にあるアイデアを表

現する能力もなく、研究者として全く評価されず、焦りを感じて

いました。幸い科研費をいただけたので、それを旅費にあて、国

際学会の度に研究のヒントを探して世界各地を訪れました。そん

な私の姿を理解し協力してくれる方が、一人、また一人、・・・

と増えていきました。モナコの授賞式では、そんなかけがえのな

い理解者たちが同席し、私と一緒に授賞の喜びを分かち合ってく

れました。これまでの研究生活の中で一番華やかで夢のようなひ

と時でした。

　　　 　授賞式は、モナコ国王が所有する車のコレクションの展示場で

の晩餐会で行われました。たくさんの車に囲まれながらの授賞式、

忘れ難い思い出です。

　　　 　ここで一つ、日本人男性に注文が。パーティーでドレスを着た

女性に華を添えるため、進んでエスコートして欲しいです（笑）。

晩餐会など華やかな舞台は、どんどん前に出て楽しませるべきだ

し、一緒に楽しむべきだと思います。国際社会に、そういう元気

で魅力的な姿をアピールして欲しいと思います。

－ 　最後に、今回の授賞を受けての今後の抱負をお聞かせください。

伊藤： 　国際連携は、文化やシステムなどの違いを乗り越えるために労

力を費やしますが、私が一番研究に必要だと思うものー創造性、

インスピレーション、斬新な発想ーなどは、それらの背景の違い

に刺激されて生まれると信じています。今後は、国内外のより多

くの研究者・研究機関の橋渡しをしながら、実り多い研究プロジェ

クトに発展させて行きたいと思っています。今回の授賞を受け、

また背中を押された気がします。

　　　 　最後になりましたが、研究を実施するにあたり多大なご協力を

いただいた、NLR の皆様、

東京大学大学院 鈴木・土

屋研究室の皆様、ユーロ

コントロール実験研究所

の皆様、そして電子航法

研究所の皆様に、心より

感謝致します。

仙台空港、調布飛行場
「空の日」イベントに参加しました！

　当研究所では、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 3

日に「仙台空港祭」と、10

月 18 日に「調布飛行場ま

つり」に参加しました。

　仙台空港祭では、当所が保有する実

験用航空機の展示と昨年も好評だった

ＳＳＲモードＳによる航空機の動態情

報の取得技術のデモ展示を行いました。

　調布飛行場では、安全に

関わる監視・運航支援情報

を航空機へ自動送信し、周

辺を飛んでいる他の航空機

の位置を把握する「TIS-B」

という新たな技術の開発状

況をデモいたしました。

　両日とも天候に恵まれ、

多数のお客さまに当所の研究内容をご

説明できる大変良い機会となりました。

　今年のマイクロウェーブ展

は、4 年に一度日本で開催され

る国際会議 APMC 2010（2010 

Asia-Pacific Microwave 

Conference) の 付 設 展 示 会

として、１２月８日 ( 水 ) ～

１０日 ( 金 ) の 3 日間パシフィ

コ横浜にて開催されました。

　当研究所からは、小型軽量な

ミリ波レーダ、ミリ波帯でも

非常に損失の少ないレドーム、

電波・光・近赤外線に対応可能

な広角反射器等の展示や、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な受動型航空機二次監視レー

ダシステムの紹介を行いました。

　国際会議出席の海外の方々も多くみられ、来場者数は過去最

大となり、研究所の成果を紹介する大変良い機会となりました。

マイクロウェーブ展に出展！
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　EIWAC2010 は、EIWAC 2009 では参加のなかった韓国、中国、タイなどアジアの研究者や、これまで我が国で

開催された関連する会議ではあまり見られなかったロシア、ノルウェー、スロバキアなどからの研究者の参加と講

演があったこと、基調講演、専門セッションでの 51 件の講演のうち、37 件が外国人の講演であったこと、などま

さにインターナショナルなワークショップとなりました。また、講演後の質疑、討論は、多数の若い外国人研究者

の参加があったことなどからきわめて活発かつ充実したものとなったのは特筆するべきことです。さらに、多数の

若手研究員、職員が自主的に企画、開催したポスター・セッション、ウェルカム・セッションなどを通し、海外か

らのお客様との交流を深めることができました。これらの経験は、国内外の研究者が将来の国際連携を支えるため

の基盤につながるでしょう。

　おかげさまで EIWAC 2010 には 500 名を超えるお客様に参加いただき、ATM/CNS に係わるアジア地区で開催

された世界規模のワークショップに成長したのはうれしい限りです。

　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、その成果のタイムリー

な公表と新技術の導入を支援できるよう努めてまいります。

　最後に、この EIWAC2010 について多くの参加者から高い評価と次回の開催についてご要望をいただいたことか

ら、今後「第 3 回国際ワークショップ」開催をめざして準備を進めることにしました。第 3 回 EIWAC の日程など

詳細が決まりましたらご案内をさせていただきますので、みなさまのご支援、ご参加をよろしくお願いいたします。

　平成 22 年 9 月 23 日（木）、「ICAS John J. Green Award 2010」の授賞式典が

モナコで行われ、当研究所の伊藤研究員が日本人として初めて同賞を受賞しました。

この賞は、2 年に１名、航空科学分野で国際的に優れた実績を残した若手科学者に与

えられる名誉ある賞です。

　この名誉ある賞を受賞した伊藤研究員にその喜びと、そしてそこに至るまでの苦労

などをインタビューいたしました！

－ 　まずは、今回の ICAS での授賞、誠におめでとうございます。

日本人初の快挙ですが、率直なご感想をお願いいたします。

伊藤： 　ありがとうございます。これまでの研究活動がこのような形

で評価され、大変嬉しいです。日本人は国際的な舞台でまだま

だおとなしいと感じますが、今回の授賞で少しでも日本の存在

が目立ったらいいな、と思っています。

－ 　ところで、今回授賞された「ICAS John J. Green Award」

とはどういった賞なのでしょう？

伊藤： 　ＩＣＡＳ Ｊ ohn J. Green Award は、国際航空科学会議（Ｉ

ＣＡＳ）の創始者で元会長の John. J. Green 氏を追悼して

2001 年に創立され、2 年に 1 人、航空科学分野において国際

的研究連携に貢献した若手研究者の功績をたたえて贈られる賞

です。

　　　 　ICAS は 1957 年に設立され、世界 32 カ国の航空工学関連学

会によって組織される、この分野では世界最大の国際組織です。

ICAS は 2 年毎に世界各地で学術会議を主催しており、2010

年は 9 月 19 日から 24 日にかけてフランスのニースで開催さ

れました。授賞式は、本学会開催中の 9 月 24 日に隣国のモナ

コ公国で行われました。

－ 　授賞のきっかけとなった、オランダ航空宇宙研究所（NLR）

との共同研究プロジェトクトでは、どのような事をされていた

のですか？

伊藤： 　将来的に航空管制には新しいシステムや運用手順などが適用

される予定ですが、それらを導入すると現在よりも安全かつ効

率的に優れた航空管制システムになるのか、導入前に十分に評

価する必要があります。そこで、オランダ航空宇宙研究所（NLR）

と共同で将来の航空管制システムをシミュレーションし、安全

性や効率を定量的に評価しています。

　　　 　具体的には、燃料効率のよい航空機の降下方式（連続降下進

入方式（CDA））を実現するために機上間隔維持支援システム

（ASAS）の適用を検討しています。ASAS を適用すると、機

上で航空機間の時間間隔を正確に維持するためのより精度の高

い速度制御が可能になるため、複数機の CDA を実現する手段

になると考えられています。そこで、ASAS を適用した複数機

の CDA をモデル化し、大規模シミュレーションにより衝突確

率などのリスクや監視システムの性能要件などの相互作用を解

析しています。この解析結果は、地上でのトラジェクトリ管理

と機上の連携など、将来の航空管制を設計するために利用した

いと思っています。

－ 　どういった経緯で、その共同研究プロジェクトに参加されたので

しょうか？

伊藤： 　2007 年度より、電子航法研究所で ASAS に関する研究を始め

ました。この研究プロジェクトの実施主任として、将来的に導入が

期待される ASAS 応用方式を評価する必要を感じ、将来の航空管

制システムを評価できる手法を探していました。ちょうどその時期

に、NLR では Henk Blom 博士らが約 20 年かけて研究開発した安

全性・効率の解析手法である TOPAZ の研究チームが、外部の研

究機関から研究者を受け入れるという話がありました。Henk Blom

博士らの研究チームは、TOPAZ を新しい航空管制システムの評価

に応用し、かつ手法自体を発展させるために協力者を探していまし

た。双方の利益が一致したので、2008 年より 5 カ年計画で電子航

法研究所と NLR の共同研究プロジェクトを開始しました。

　　　 これまでに、2008 年の 9 月から 12 月（3 ヶ月間）、2009 年 7 月

から 8 月（3 週間）、2010 年 2 月（3 週間）、2010 年 9 月から 10

月（1 カ月間）、の計 4 回オランダのアムステルダム郊外にある

NLR に駐在し、それ以外の期間はメール等で意思疎通をとりなが

ら、NLR の研究チームとプロジェクトを進めています。

－ 　共同研究プロジェクトで大変だったこと、そして最も思い出深い

出来事をお聞かせください。

伊藤： 　NLR は、研究予算を国に頼らない、国立の研究所というよりは

民間企業のようなビジネスライクな研究機関です。すると当然なが

ら、NLR の研究チームから協力を得るために、それが NLR の利益

に貢献すると説明し納得していただかなければプロジェクトは進み

ません。といっても、私は大学院を修了したばかりの駆け出しの研

究者、NLR の交渉相手はその道 2、30 年のベテラン勢。NLR では、

若手であってもベテランであっても、同じ土俵で対等に仕事をする

ことが求められました。自分の専門分野が対応できるニッチを日々

探しながら、双方が利益を得る方法を模索しました。今だから白状

できますが、実際ははったりを言いながら、それを地道に実現して

いくような、かなり綱渡りな毎日でしたね（笑）。　

　　　 　プロジェクトの遂行もさながら、私にとって一番大変だったのは、

アイデンティティーの問題を克服すること。国を超えた共同プロ

ジェクトを遂行するためには、文化や国民性、システム、言語、な

どその他あらゆる違いを理解する努力を続けなければなりません。

その過程で、これまで私が当たり前のように信じてきた価値観が、

日本社会の枠を出ると全く意味がないことに気づく。自問自答しな

伊藤研究員（左）と NLR CEO の Michel Peter 氏（右）

ICAS レセプション会場（ニース）にて




