
　当所は経済発展が著しいご近所（アジア地域）との

交流の大幅な増加に役立つ「継ぎ目のない航空交通管

理」を実現するための研究をすすめています。そのため

にはご近所と調和のとれた航空交通管理技術が望ましい

ですから、現在アジア地域の航空交通に係わる研究機関

と積極的な連携を進めています。昨年当所は韓国航空宇

宙研究院（KARI）と研究連携協定を結び、現在地上型

衛星航法補強システムに関する研究を協同で進めていま

す。今年 6 月には当所の研究企画統括が韓国交通研究院

（Korea Transport Institute: KOTI）を訪問し、同院の

航空政策・技術部門の研究者と討議した結果、今後研究

連携を進めることになりました。韓国交通研究院（Korea 

Transport Institute: KOTI）とは、韓国の道路、鉄道、

航空及び物流に係わる政策について政府に提案すること

を主な任務とする国立のシンクタンクです。

　KOTI と の 連 携 の 第 一 段 階 と し て、8 月 22 日 に は

KOTI の研究者ハン博士とキム博士が来所、1 週間滞在さ

れました。この滞在の間、両氏は韓国で導入される性能

準拠型運航における安全性評価方法などについて、これ

を専門とする当所研究員から情報提供を受けると共に、

当所と KOTI との将来の共同研究課題などについて討議

を行いました。滞在の間、ハン博士とキム博士は当所研

究者と「飲みニュケーション」も含めた交流を積極的に

進め、研究分野だけでなく文化的相互理解、信頼関係も

大きく進展したと感じています。

　現在、当所と KOTI とは研究連携協定（MOU）を締結

する準備を進めています。また、10 月中旬にはハン博士

とキム博士に安全性評価に関する情報提供を行った当所

の研究員が KOTI から招かれ同院を訪問することになる

など、KOTI との連携関係は強くなっています。

　研究所は今後もアジア地域の研究機関などとさらなる

連携を進め、航空交通の円滑化に貢献する研究成果の提

供を目指して活動していきます。

　（独）電子航法研究所では、ATM や CNS に関する内外の先

端的研究や政策動向、及びそれらに対する電子研での研究成果

を広く社会に還元／普及することを目的として、毎年 1 回、航

空会社や関係メーカー、航空局職員など航空関係者に対し、弊

　従来の電子航法研究所講演会は、参加者の利便性を考慮し、

都心において開催してきました。平成 23 年度は、より一層エ
アラインの方や、現場で実際の業務に従事されている管制官の
方などにもお越しいただきやすいよう、また、羽田空港に関係
の深い研究成果に話題を特化するなど、特に羽田空港にて業務
に従事されている方々にとって、より有意義な内容となってお
ります。
　また、当日は東北大学名誉教授　北村　正晴氏をお招きし、
安全の新しいとらえ方に関する基調講演も予定しております。
　たくさんの皆様に会場でお会いできることを楽しみにしてお
ります。
　たくさんの皆様に会場でお会いできることを楽しみにしてお
ります。是非、ご参加くださいませ。

　日　　時	 平成23年 11月 21日（月）
	 13：00～ 17：30

　場　　所	 羽田空港第一旅客ターミナル
	 ギャラクシーホール

　テ ー マ	 『羽田を変えるENRI の技術』

	 	 　○安全の新しいとらえ方
	 	 　～レジリエンスエンジニアリングの視点から～

	 	 　○電子航法研究所の最近の活動

	 	 　○マルチラテレーション

	 	 　　航空機監視システムの高度化

	 	 　○羽田空港の空港面交通流の特徴について

	 	 　○航空気象情報の見える化について

	 	 　○携帯電話の電波が

	 	 　　航空機に与える影響の評価

※講演会の聴講につきましては、事前登録制とさせていただ

きます。詳細につきましては、弊所ホームページを御覧く

ださい。

人事異動（平成２３年１0月1日付）

発令事項 氏　名 現　職

（独）電子航法研究所
航空交通管理領域主任研究員

瀬之口　敦
（独）電子航法研究所
航空交通管理領域研究員

�KOTI 研究者との記念写真

（左から、ATM福田副領域長、台木理事、ハン博士、平澤理

事長、山本研究企画統括）

当所研究員による研究内容の紹介と

将来の共同研究課題についての討議

所研究員による講演会を開催しています。ATM や CNS の個別

課題にとどまらず、総合的な情報共有まで踏み込めるこの講演会

は、日本国内における ATM や CNS の数少ない会合であり、国

内の関係者にとっては貴重な情報を得る機会となっています。

平成23年度　電子航法研究所講演会について

年　　度 テーマ 開催場所

平成 18年度
最新のアビオニクスと航空交通管理
（DSNAとの共同開催）

大手町サンケイプラザ

平成 19年度 次世代の効率的な航空交通管理について 大手町サンケイプラザ

平成 20年度
将来のATM/CNSに向けて
（電子航法研究所国際ワークショップとの合同開催）

大手町サンケイプラザ

平成 21年度 ATM/CNSに係わる最近の技術開発 大手町サンスカイルーム

平成 22年度
安全・効率・環境
（電子航法研究所国際ワークショップとの合同開催）

秋葉原コンベンションホール

表１　過去の電子航法研究所講演会の実績



　電子航法研究所では、少しでも航空管制に関する研究に興味

を持つ学生を広げ、かつ当所の研究員の社会貢献や指導力強化

のため、大学生のインターン受入れを積極的に行うこととして

おります。この夏も、6 大学 9 人の学生が電子航法研究所に来

てくれました。昨年の倍近くの人数が同時期に研修に入るため、

多少不安な点もありましたが、学生・研究員とも良い刺激になっ

たようでほっとしております。来年以降も同様に受け入れる予

定で、期間や研修内容につきましてはできるかぎり要望に沿う

よういたしますので、興味のある大学又は学生の方は当研究所

総務課までお問い合わせください。

　今回は、9 人の学生を代表して、早稲田大学理工学術院総合

研究所制御工学研究室修士 1 年佐久間裕君に、インターンの感

想を寄稿してもらいました。

　今回のインターンシップ実習では、伊藤恵理主任研究員の指

導の下、ASAS シミュレータに使用される航空機モデルの検

証を担当させて頂きました。ASAS は Aircraft Surveillance 

Applications System の略で、飛行中の航空機の間隔を機上で

調整するシステムです。ASAS が実現すれば、航空管制官が行っ

ている適正な航空機の間隔を保つ仕事の一部を機上のパイロッ

トに移管することができ、管制官のワークロードを低減するこ

とが可能となります。また、より精密に航空機間隔を管理する

ことで効率的な運航が可能となり、運航に必要な燃料の量を低

減することにも貢献すると期待されています。

　実習中の具体的な作業内容を挙げると、NASA が開発し

た ASAS シミュレータを用いて、私は飛行ルートを作成し、

Boeing 777 型機のモデルを飛行させ検証を行いました。飛行

ルートの作成には、表計算ソフトや C 言語によるプログラムを

使用し、航空機が通過するウェイポイントの高度や方位を決定

しました。シミュレーション実施後は、飛行経路の水平および

垂直方向の誤差や推力の推移などを確認し、航空機モデルが実

際の運航を再現しているかの検証を行いました。検証の結果、

運航の高い再現性が確認され、航空機モデルが妥当であるとい

う結論を導くことができました。

　私はもともと小さい頃からパイロットや航空管制官といった

職業に憧れていたため、今回 ASAS を担当させて頂き、運航に

　電子航法研究所は航空管制に関する研究開発を行う我が国唯一の

研究機関です。

　施設は本所（調布市）と岩沼分室（岩沼市）の２か所にあります。

　岩沼分室においては、研究所が保有する実験用航空機を用いた飛

行実験等を実施していました。しかしながら、平成２３年３月１１

日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う想定外の津波により、岩

沼分室庁舎及実験施設に甚大な被害を受けました。その後、被災後

の仮復旧作業により５月３１日より職員が常駐し分室２階会議室に

て業務を再開しましたので、これまでの復旧状況及び今後の予定に

ついて報告します。　　　　　　　

１． 被災状況

・航空機格納庫、庁舎１階が冠水し設備・物品が全損

・空港内に設置していた屋外の実験施設が全損

・実験用航空機は冠水し、主翼・エンジン等機体が損壊

・実験用車両が水没により全損

２． 復旧状況

４月～５月

・敷地内がれき撤去作業

・庁舎内不用品撤去作業

・庁舎内洗浄・消毒作業

・庁舎仮設電力線布設作業（臨時電力）

６月：ＮＴＴ回線復旧

　　・ガス設備改修工事

７月・調布本所～岩沼分室間ネットワーク用光回線復旧

６月～１０月：被災施設の復旧に係る契約、実施設計

インターン期間を締めくくる報告会の模様

被災した実験用航空機（JA8801）を使用した実験の様子

楽しいインターンのひとこま

JAL整備工場見学風景

（被災後のH23.3.17 撮影）

３． 地殻変動による仙台空港の沈下状況について

・ 東北地方太平洋沖地震では海岸に沿って広域で地殻変動

による沈下が発生しており、平成２３年５月時点のＧＰ

Ｓ測量結果では、仙台空港は平均１５ｃｍの沈下、水平

距離の変動量は東南東へ約 3.3m 移動したようです。

仙台空港内にある岩沼分室は今回の沈下により再び冠水

の危険性が高まっています。

４． 仮復旧に伴う事業の再開

将来の C バンド高速無線通信システムの評価のため、B99

搭載の既存の MLS アンテナを用いて、複数アンテナを用い

た場合のアンテナ特性を測定し、複数アンテナ利用時のチャ

ネル容量特性を求める航空機搭載Ｃバンドアンテナ特性試

験が 8/29 ～ 9/2 に被災した実験用航空機 (JA8801)

を使用し実施されました。

５． 今後の予定

・１１月～３月：

　１次補正による岩沼分室施設の復旧工事実施

　（庁舎、格納庫、実験用機器シェルタ）

・ H24 年度：実験用航空機調達後、航空機を使用する研究

再開予定。

近いシステムの研究を行えたことは非常に良い体験となりまし

た。また、伊藤さんの丁寧なご指導で、ASAS のシステムはも

とより、日本や世界の航空情勢や航空管制の抱える問題点など

についても見識を広めることができました。実習前は「伊藤さ

んは非常に厳しい方」というお話を聞いていたので、失礼があっ

てはいけないと、実は数週間ほどかけて論文や雑誌などを読み、

ASAS や日本の航空行政、将来の航空管制技術構想などについ

て必死に下調べをしたのですが、実際は、京都弁で穏やかにお

話をされる方だったので心配は杞憂となりました。しかし、下

調べで得た情報をもとにディスカッションをし、さらに知識を

深められたことは非常に有意義となりました。私は大学では航

空管制と全く関連のない研究をしていますが、研究に対する姿

勢や考え方など、今回の実習を通して得られたことを今後の大

学での研究に活かしたいと考えています。

　実習の最後には、これもまた実習前から噂に聞いていた伊藤

さんのフラメンコの発表を拝見することができたのですが、自

分には普段縁がないという意味では、インターンシップと同じ

くらい、あるいはそれ以上に (?) 貴重な体験となりました。

　今回は実習の他に、成田国際空港 (NAA) 様、日本航空

(JAL) 様のご協力により、インターン研修生全員で空港の設

備、機体および搭載機材の整備工場の見学をする機会にも恵ま

れました。いずれも普段はなかなか目にすることができない施

設です。機体整備工場では、整備中の B777 の内部を客室はも

ちろんのこと、コクピットや貨物室、さらには翼にも近づいて

細部までしっかりと見ることができました。また、搭載機材の

整備工場では、コクピットのディスプレイやジャイロ等の計測

機器を、機体から取り外された貴重な状態で見ることができ、

他の研修生からも積極的に質問が出ていました。そして、見学

会の締めくくりとして、滑走路付近に設置されている計器着陸

装置やマルチラテレーションのアンテナなどの設備を NAA の

方や、山本研究企画統括と齋藤企画課長の詳細な解説付きで見学し

ましたが、これらの設備を目の当たりにすることで、空港会社の方

が安全運航のため、日頃から注意を払っていることや、電子航法研

究所の航空安全への貢献度の大きさを感じることができました。飛

行機が離着陸する姿を滑走路の間近から見た映像は今でも目に焼き

付いています。

　航空業界や飛行機に関連する研究は、その専門性やセキュリティ

の高さ故に、ともすると外に対してクローズとなってしまいがちで

すが、今回のインターンシップ実習や見学会では研究者やエンジニ

アの方が私のような学生にも快く接して頂いたことに非常に有難み

を感じています。今回の体験を通して、ますます航空への興味が高

まったので、将来はエンジニアや研究者として航空の安全に携わり

たいと希望しています。そのためには、まず今回の体験を通して得

られたこと、感じたことを周囲に広め、電子航法研究所の認知度を

高めることが実習修了後に私に与えられた課題と考えています。

　最後に、私を指導して頂きました伊藤さんを始め、電子航法研

究所所の皆様方、他大学から参加したインターン実習生、NAA や

JAL の担当者様、他インターン実習中にお世話になった皆様に感謝

し、私のインターン実習報告と致します。

（被災前の状況）

電子航法研究所岩沼分室の復旧状況について電子航法研究所岩沼分室の復旧状況について


