
　電子航法研究所は、今年度から第三期中期計画をスター

トさせました。この中期計画では、研究長期ビジョン(後

述）の実現に向け、また航空局が策定したＣＡＲＡＴＳの

実現に向けた研究開発を進めていくことを明確に示しま

した。電子航法研究所には、航空交通管理（ＡＴＭ）に

関する我が国唯一の研究機関としての自負心、そして研

究所の総力を挙げて開催した昨年のＥＩＷＡＣ２０１０の

成功を糧に、更に大きく発展を遂げるべく新たな気持ち

がみなぎっています。

　今中期計画においては、研究開発目標として、航空交

通量の増大、航空交通の安全性向上、地球環境の保全等

を基本に据え、

①　飛行中の運航高度化に関する研究

②　空港付近の運航高度化に関する研究開発

③　空地を結ぶ技術及び安全に関する研究開発

を戦略的に実施していきます。

　前中期計画を振り返りますと、航空交通管理システム

に関する研究を通じて我が国の中核的研究機関となるべ

く研究開発を行ってきました。（社）日本航空宇宙学会に

ＡＴＭ部門を創設していただき、ＡＴＭに関する研究成

果を広く航空関係者に提供し、研究の裾野拡大、活性化

に努めて参りました。また研究所として研究長期ビジョ

ンを作成・公表し、社会に対して研究の方向性を明確に

お示しすることが出来ました。研究長期ビジョンは、Ｃ

ＡＲＡＴＳと整合を図るため、見直しを行いましたが、基

本的にはトラジェクトリ管理運航の実現を目指した研究

の方向性は不動です。更に国際ワークショップ（ＥＩＷＡ

Ｃ）を主催し、研究成果の国際的な普及、研究所の知名

度向上に取り組んで参りました。

　電子航法研究所は、欧米の研究機関に比べると小粒で

あると認識しており、グローバルな成果を生み出してい

くために、産業界、学会等との連携が不可欠です。また、

今中期計画で掲げる「アジア地域における中核的研究機

関」を実現するには国際的にも研究の連携を拡大してい

くことが必要になります。容易に実現できる計画ではあ

りませんが、着実に前進して参ります。関係する皆様に

は引き続きご支援、ご協力をお願いいたします。

　この３月１１日に発生した東日本大震災で研究所の岩

沼分室も大きな被害を受けました。実験設備の損壊によ

り、研究計画に支障が生じるケースも出て参ります。

　国の復興計画に合わせ、研究施設の復旧を進め、研究

への支障を最小限にしていく所存です。この点につきま

しては皆さまのご理解をお願いいたします。

【速報】
第３期中期計画および平成２３年度計画を提出

　電子航法研究所は、平成２３年から迎える第３期中期目標
に対応した、「第３期中期計画」及び「平成２３年度計画」を、
国土交通大臣に提出いたしました。
　航空交通システムの高度化に関する研究開発や、アジア地
区の中核機関を目指すことなどを盛り込んだこれら計画を着実
に実施し、成果創出を通じて社会に貢献してまいります。
　なお詳細については、弊所ホームページ（http://www.enri.
go.jp）において掲載しておりますので、是非御覧頂きますと

と共に、引き続き電子航法研究所をよろしくお願いいたします。

【速報】
第11回国際GBASワーキンググループ会合の
開催について

　電子航法研究所は平成２３年２月２２日～２５日に、大阪
市中之島の大阪国際会議場において、第１１回国際 GBAS
ワーキンググループ会合を開催致しました。
　お陰様で、国内外から約１００名もの方々にお越し頂きま
した。会議開催にご協力頂いた方々に大変感謝申し上げます。

　詳細は、改めて次号（７月）において掲載させて頂きます。

平成23年度（第11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。今年度は以下のとおり
開催を予定しておりますので、皆様のご参加をお待ち申し上
げております。

　日　　時　　平成 23年 6月 16日（木）～ 17日（金）

　場　　所　　独立行政法人海上技術安全研究所講堂

　申込方法　　電子航法研究所ホームページにて掲載します。
　　　　　　　（http://www.enri.go.jp）

　問合せ先　　電子航法研究所
　　　　　　　企画課企画第一係（電話：0422-41-3168）

研究所一般公開の延期について

　電子航法研究所では、毎年科学技術週間に併せて研究施設
等の一般公開を実施して参りました。今年度においても 4 月
17 日に開催を予定しておりましたが、電力状況や来場者の
皆様の安全確保の観点から延期することといたしました。
　なお、新たな開催日は決定次第、ホームページ等でご案内
いたします。
　開催を心待ちにしてくださっていた方々をはじめ、皆様に
はご迷惑をお掛けいたしますが、どうかご理解のほどよろし
くお願いいたします。

東北地方太平洋沖地震

　東北地方太平洋沖地震にて被災された皆さまに、心よりお
見舞い申し上げます。1 日も早く復旧されますよう心からお
祈り申し上げます。
　当研究所におきましては宮城県岩沼市にある岩沼分室が被
災いたしました。一部の実験設備が津波により損壊いたしま
したが、幸いな事に職員については無事避難することができ
ております。
　職員避難に際し、ご尽力いただきました方々、ご心配いた
だきました皆様に紙面を借りて感謝申し上げます。

人事異動（平成２３年３月３１日・４月１日付）

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

任期満了（3月 31 日付） 柴田　良平 監事

監事 石井　秀幸

任期満了（3月 31 日付） 鈴木　　清 監事

監事 高徳　信男

定年退職（3月 31 日付）・
再雇用

山本　憲夫 研究企画統括

辞職（3月 31 日付）	 	
( 独）海上技術安全研究所	
企画部		知的財産・情報センター
専門職

小山　正剛 総務課　課長補佐

採用　総務課　課長補佐 福富　　徹	
（独）交通安全環境研究所
総務課　課長補佐

辞職（3月 31 日付）	 	
国土交通省東京航空局保安部
運用課　検査乗員係長

佐藤　雄悟 総務課　総務係長

採用　総務課　総務係長 渡部　達也
国土交通省東京航空局
成田空港事務所総務部
総務課主査

辞職（3月 31 日付）	 	
国土交通省東京航空局総務部
管財調達課	 　物品係長

高木　　淳 総務課　管財係長

機上等技術領域主幹研究員／
企画課長併任

齋藤　賢一 企画課長

辞職（3月 31 日付）	 	
国土交通省大阪航空局中部空港事務
所管制保安部
主幹航空管制技術官/
システム運用管理センター併任

片山　雅敏 企画課　課長補佐

採用　企画課　課長補佐 佐藤　正喜

国土交通省東京航空局
新千歳空港事務所管制保安部
主幹航空管制技術官/システム運
用管理センター併任

辞職（3月 31 日付）	 	
国土交通省大阪航空局高知空港事務
所　主幹航空管制技術官

林　　一夫 企画課　課長補佐心得

通信・航法・監視領域研究員/
企画課　主査併任

長谷川　努 企画課　企画第三係長

航空交通管理領域研究員/
企画課　企画第三係長併任

永野　英徳
航空交通管理領域研究員 / 企
画課　企画第二係長併任

採用　企画課　企画第二係長 森山　香織
国土交通省大阪航空局
大阪空港事務所管制保安部
航空管制技術官

辞職（3月 31 日付）
国土交通省東京航空局東京空港事務
所管制保安部
次席航空管制官

木村　　章
航空交通管理領域
主幹研究員

採用　航空交通管理領域
主幹研究員

Mark		Brown

辞職（3月 31 日付）
国土交通省東京航空局　保安部長

工藤　正博
通信・航法・監視領域上席研究
員

辞職（3月 31 日付）
国土交通省航空局管制保安部
管制技術課技術管理センター
技術管理航空管制技術官

上田　栄輔
通信・航法・監視領域
主任研究員

採用　通信・航法・監視領域
主任研究員

島田　浩樹
国土交通省東京航空局
青森空港出張所
航空管制技術官

機上等技術領域主任研究員 松永　圭左
通信・航法・監視領域
主任研究員

採用　通信・航法・監視領域任期付
研究員

山田　英輝

定年退職（3月 31 日付） 塩地　　誠 機上等技術領域上席研究員

辞職（3月 31 日付）
国土交通省東京航空局東京空港事務
所管制保安部
主幹航空管制技術官／システム運用
管理センター併任

冨永　典海 岩沼分室長

採用　岩沼分室長 粟国　良美
航空保安大学校
事務局教務課　専門官

航空交通管理領域主幹研究員 青山　久枝 航空交通管理領域主任研究員

航空交通管理領域主任研究員 山田　　泉 航空交通管理領域研究員

航空交通管理領域主任研究員 伊藤　恵理
航空交通管理領域研究員／
研究企画統括併任

機上等技術領域主任研究員 河村　暁子 機上等技術領域研究員

理事長　平澤　愛祥



　電子航法研究所は平成 20 年 7 月研究長期ビジョンを作

成し、航空交通管理（ATM：Air	Traffic	Management）

の高度化に係わる研究、社会や行政のニーズに的確に応え

る研究などをこの長期ビジョンに基づき進めています。こ

の長期ビジョンは航空局の「将来の航空交通システムに関

する長期ビジョン」（CARATS）などの検討にも活用いた

だいております。

　しかし、この長期ビジョンは研究所をとりまく社会状況

の変化や新たに研究所で開発された技術、知見等に応じて

継続的に見直す必要があります。そこで、研究所では平成

21 年 4 月長期ビジョンの見直しに着手し、我が国が直面す

る課題の抽出や重点化するべき研究課題の決定を行って、

研究課題間の関連やその短・中及び長期的目標を示した新

しい長期ビジョンを作成しました。加えて、この見直しで

は今後研究所が「世界に通じる中核的研究機関」をめざす

ための環境作りについても考慮しています。

　図２は見直し後の研究ロードマップです。このロードマッ

プでは、2010 年から 2022 年までに実施するべき研究・開

発と期待される代表的効果について、「飛行中の運航高度化」

（航空路の容量拡大）、「空港付近での運航高度化」（混雑空

港の処理容量拡大）そして「空地を結ぶ技術、安全性向上

技術」（安全で効率的な運航の実現）の三分野に大別してい

ます。まず「飛行中の運航高度化」では、主に航空路の容

量拡大、運航効率向上、定時性向上等をめざすため、効率

的飛行経路の設定、高精度軌道予測及び ATM パフォーマ

ンス分析に基づくボトルネック抽出等を行います。「空港付

近での運航高度化」では、主に空港付近及び空港面での容

量拡大、混雑低減及び騒音低減等を図るため、GBAS 等衛

星航法システムの導入、曲線進入方式の設定及び空港面交

通流分析に基づくボトルネック抽出等について研究します。

「空地を結ぶ技術、安全性向上技術」とは、効率的な運航実

現に必要不可欠な空地の情報共有、協調的意志決定等のた

めの空地データリンクや高度監視技術、それらの基礎とな

る電波伝搬、混信等の研究及び安全性向上のためのヒュー

マンファクタ等に係わる研究です。図３に以上三分野のイ

メージを示します。

　この新しい研究ロードマップは、平成 20 年 7 月に設定

したそれと比べ研究分野数や研究課題数が絞られ簡潔に

なっています。また、「定時性向上」、「混雑低減」等研究で

期待できる効果についてロードマップの右端に記載し、研

究課題を「運航効率化」、「監視・通信関連」等その性格、

目的ごとに色分けをするなど研究内容を理解いただきやす

くするための工夫をしています。さらに、研究の継続性を

考慮して研究課題間の関連や一つの成果が活用される他の

研究を示す説明図も作成しています。

　最近の社会状況変化や新たに得られた知見、技術等を反

映するため行った研究長期ビジョンの見直しについて紹介

しました。研究所は今後「世界に通じる中核的研究機関」

をめざす所存ですので、そのため必要となる研究員の「研

究力」向上が図れるよう、この長期ビジョンでは研究の継

続性についても重視しています。今後研究所はこの新しい

長期ビジョンに基づき長期的視点に立って研究、開発に取

り組んでまいります。なお、実施するべき研究は研究所を

とりまく社会状況等により大きく左右されますので、この

研究長期ビジョンの見直しと軌道修正は、今後も引き続き

行うことを予定しています。

　最近の社会状況の変化と課題、研究所で得られた新たな

知見、新技術等を調査し、短・中・長期的研究の目標や具

体的研究課題を決めることにしました。

２.１　�最近の社会状況の変化とそれに伴う課題、研究所

で得られた新たな知見や技術

　最近の社会状況の変化とそれに伴う課題として以下を考

えました。

(1)		羽田、成田空港の拡張と運用開始、それに伴う首都

圏空港への一極集中の進展

(2)		アジア等の日本近隣諸国と日本間の交通量の急速な

増加、それに伴う国際線及び上空通過機の増加

(3)		航空局の「将来の航空交通システムに関する長期ビ

ジョン」（CARATS）策定とそれに伴う行政、社会

ニーズの明白化

(4)		高速鉄道の整備進展とそれに伴う交通分野での競争

激化及び今後の交通分担の検討

　次いで、研究所で得られた新たな知見や主な新技術とし

て以下が上げられました。

(5)		MLAT（マルチラテレーション）による空港面の航

空機走行データ

(6)		航空機の動態情報取得機能（DAPS）を有する SSR

モード Sの開発

(7)		航空用周波数帯域における電波環境データ

(8)		低緯度地域を含む広範な電離圏観測データ

　図 1 は上記(2)を説明する図　で、1997	-	2007 年間の

我が国の国内線、国際線及び上空通過機の飛行回数とその

増加率（1997 年を１とする）です。増加率は上空通過機、

国際線そして国内線の順となっており、日本周辺諸国から

アメリカ大陸等への直行便が大きく増加していることや国

際線の増加率が国内線より高いことなどがわかります。な

お、この交通量は羽田、成田空港の拡張に伴って最近日米

オープンスカイ協定等が締結されたことから、今後更に増

加すると見込まれます。

　上記 (5) の MLAT とは、航空機搭載二次監視レーダの

応答装置からの信号を 3 カ所以上で受信し、3 点測量の原

理で航空機の位置を検出するシステムのことで、現在羽田

空港など主要空港で設置、運用されています。この装置に

より監視するべき空港内のすべての航空機の位置と識別情

報が得られ、空港内の渋滞解消などに結びつく研究の進展

が期待できます。

２.２�実施するべき課題の具体化、短、中、長期目標の設定

　研究所で今後重点的に研究するべき課題として以下を考

えました。

・首都圏空港付近／空港面での混雑低減、容量拡大

・上空通過機と国内離着陸機の円滑な運航と共存

・交通量を増加させた環境下での定時性の維持、向上

・衛星航法システムの運用拡大

・燃料節減等に寄与する運航の効率化

・既存技術で達成しうるATMの高度化

　これらの課題に取り組む際の短・中及び長期的目標とし

て、新たな知見、開発された技術等と共に研究の継続性、

研究資源の活用等をも考慮して概ね以下の設定を行い、そ

の達成をめざして長期ビジョンの見直しと研究ロードマッ

プの改訂を行いました。

・	短期的目標：現在の航空路、空港付近及び空港面での

広範囲かつ高精度な交通流分析・評価及びそれを可能

とする技術開発、GBAS など実用化が近いシステムの

評価

・	中期的目標：交通流分析・評価に基づく上記課題の解

決策提案、理論的検証	

・		長期的目標：提案した解決策実現のためのソフトウェア、

ハードウェア技術の開発、評価、実用化支援等

１. 研究長期ビジョン見直しの経緯

３. 見直し後の研究長期ビジョンの概要と特徴

４. まとめ

２. 研究長期ビジョン見直しの考え方

電子航法研究所　研究ロードマップ

図１　�我が国の国内線、国際線及び上空通過機の飛行回数

とその増加率

図２　�電子航法研究所　研究ロードマップ（見直し後）

図３　�研究ロードマップの主な三分野

研究企画統括　山本　憲夫


