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電子航法研究所は航空の安全、効率、利便性の向上、航空

交通量増大への対応、そして環境負荷低減などをめざし研究開

発を行っている国土交通省所管の独立行政法人です。当研究所

は、運輸省の付属研究機関としての発足以来 46 年、そして独

立行政法人としての発足以来 12 年の歴史を持っています。わが

国を含む世界の航空需要は近年著しく高まっており、そのなかで

安全の確保と地球環境の保全を行いつつ、いかに運航の効率や

利便性を向上させ顧客のニーズに応えるかが世界の重要な課題と

なっています。そのため当研究所は世界の研究機関、大学等と連

携した研究開発に努め、日々の運航に関わっている航空会社や

航空管制機関などの皆さまのご要望に応える成果を効率的かつタ

イムリーに提供できるよう役職員一同、日々努力しています。

当研究所の大きな特徴は研究所設立当初から実験用航空機

を所有し、航空機を用いた電子航法システムの研究開発、試験

などを行って大きな成果を上げてきたことです。この航空機の基

地となっていた仙台空港は 2011 年の震災とその後の津波で壊

滅的打撃を受け、わが実験用航空機ビーチクラフトB-99 も全

損状態となりました。しかしながら、当研究所がわが国の電子

航法システムの発展に貢献するために実験用航空機は必要不可

欠であることから、役職員一丸となりその更新に努めてまいりま

したところ、国のご支援により新たな航空機を導入できることと

なりました。この更新にあたり、国土交通省航空局の関係者の

皆さまに多大なご支援をいただきましたこと、この場を借りて御

礼を申し上げます。

新しい実験用航空機は、ビーチクラフトB300 型機（King Air 

350）と申します。大変きれいで、一見すると新品のような印象を

受けますが、予算の関係から中古機を購入・改修して、我々の実

験用に使用することとなったものです。この航空機が私どもの実

験機となった経緯にはひとつの幸運な出会いがあったと考えてお

り、その馴れ初めをご紹介させていただきます。この航空機は

2004 年製でドイツの銀行で役員移動用として使用されておりまし

た。すなわち、ビジネスジェットとしてヨーロッパ中を飛び回って

いたことになります。中古機を購入するとき、前オーナーが一者

いわゆるシングルオーナーで、そのオーナーが大切に使っていた

機体は安心と言われるそうです。さらに、ドイツというお国柄か

らこの航空機の整備状態はきわめて良いとのことで、このような

素性も状態もよい航空機がタイミングよく現れるということは滅多

になく、その意味で私たちは運がよかった、よい出会いがあった

と考えております。旧実験用航空機が被災し、急ぎ航空機の更

新が必要となったとき、遠くヨーロッパで活躍していたこの航空

機を見つけ出し、私どもに引き合わせてくれるとともに、改修に

もご尽力をいただきました伊藤忠アビエーション株式会社様にも

感謝申し上げます。

この航空機更新にあわせ、その基地となる仙台空港内、当研

究所岩沼分室周辺の皆さまに航空機を馴染みのあるものにした

い、末永く愛していただけるようにしたい、また当研究所の活動

についてもご理解いただけるようにしたい、と考え岩沼市の小中

学校の皆さまにお願いして航空機の愛称募集を行いました。そ

の結果、「よつば」という大変運が良さそうな愛称をいただき、

この航空機に命名することができました。この愛称募集にあたり、

岩沼市内の小中学校への周知に努めていただいた岩沼市の皆さ

ま、同市教育委員会の皆さま、愛称募集にご応募いただきまし

た多くの皆さまに心から御礼を申し上げます。

この航空機はこれまでの実験機と違い飛行距離が長く、速度

も速くなっております。従いまして飛行実験などもこれまでより効

率よく行えると考えております。また、この航空機はいわゆる与

圧機であり、旧実験用航空機では不可能であった高高度の飛行

が可能となることから、大型旅客機が飛行する高度を飛行して

航空管制に関連する試験にも使いやすくなると期待しています。

最後となりますが、私どもは新しい実験用航空機に加え当研

究所岩沼分室を実験センターとして機能拡充し、皆さまのご要望

に応える研究開発に努めて参ります。今後とも皆さまのご理解ご

支援を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

御 礼　～新実験用航空機「よつば」に関して～
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電子航法研究所広報誌〈実験用航空機特別号〉

東日本大震災での津波被害により航行不能となった旧実験用航

空機ビーチクラフトB99 は、航空科学博物館様のご厚意により千葉

県山武郡芝山町の「空の駅 風和里しばやま」にて一般展示されるこ

ととなり、第 2 の人生を送っています。導入以後（偶然にも、B99 は

山本理事長と同じ年に研究所にやってきた同期生でした。）35 年以

上の間、研究開発のために活躍してきた当該機ですが、現在も外観

上はほぼそのままの形状でご覧いただけます。

もう飛ぶことはできなくなってしまいましたが、多くの方にご覧になっ

ていただくことで今後も活躍してくれることでしょう。付近をお立ち寄

りの際には、労いの言葉をかけていただけますと幸いです。

B99 の第 2 の人生　～空の駅風和里しばやまにて～

「よつば」になるまで ～愛称募集～

冒頭の理事長のお話でも触れておりますが、新実験用航空機の愛称「よつば」は、

公募により決定したものです。愛称の公募は、周辺地域の皆様方・国民の皆様方に

親しみやすい実験用航空機にするため、定置場となる岩沼市内の小中学生を対象に

2012 年 12 月～2013 年 1月において行いました。冬休みを挟むため「もしかしたら

1通も来ないのでは？」という不安がありましたが、総数で488 通と非常に多くのご

応募をいただきました。これもご後援いただいた岩沼市教育委員会、岩沼市役所の方々

が非常にこの企画に前向きで、多大なるご協力をいただいたからこそと思います。この

場を借りて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

なお、公募では愛称とともに、なぜその愛称がよいと考えたのか理由も書いていた

だきました。488 通もあるためここでは紹介しきれませんが、中には一生懸命考えて

くれたことが伝わってくるも

のや感動させられるものがあり、集計後の雰囲気はちょっと

した心のオアシスとなっていました。

最終的に研究所内部の選考会にて、新実験用航空機は「よつ

ば」になりました。「よつば」は幸せを呼ぶよつばのクローバー

に由来しているのですが、B99（旧実験用航空機）はプロペラ

が 3 枚であったのに対し、KingAir350 のプロペラは4 枚あり、

まさにぴったりな愛称になったと思います。「よつば」の応募者

の方へは、後日平澤前理事長より学校にお伺いして全校生徒と

ともに表彰式を行わせていただきました。
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当研究所で試作・開発されたシステムについて、実飛行による実験や評価試験を行うため、実験用航空機「よつば」
は通信・航法・監視技術等様々な研究に使用されます。先端的研究における実験や評価試験を通して、まさに「よつば」
の名のとおり、皆さまに幸せをもたらす活躍を見せてくれることが期待されます。

ここで、「よつば」に関する主な性能をご紹介致します。

実験用機材を客室内に積み込むため、機体中心線の右側に前方ラック（30kg×1、25kg×2、20kg×1）、後方ラック（30kg
×3、15kg×1）、作業卓（20kg×1、14kg×1）を装備しております。実験用機器は、主として幅 483mm（19 インチ）の
標準寸法の中で固定できる設計となっています。ラックは必要に応じて取り外しも可能であり、機材搭載用トレイに載せて簡
便に留め金で固定できる工夫を施しています。

実験機材用に DC28V 40A、AC115V 60Hz 2kVA 及びAC 115V 400Hz 500VA が供給される仕組みになっています。
このうち DC28V は左側エンジンの補助発電機（Mission 
Alternator）から供給されます。

客室内には実験用電源のパネル、実験用アンテナへの接
続パネルを設置しています。

コックピットには、研究員が客室内で PC に表示した画面
をパイロット席でも見られるように画像表示システムを設置し
ています。画像表示システムは、計器類の操作に支障がな
いよう折りたたんで収納することができます。

この航空機は、ADS-B機能のあるモードSトランスポンダー
を装備しているほか、29,000フィート以上の空域（RVSM 空
域）も飛行可能となっています。将来的に 0.3 マイルの精度
を持った運航（RNP0.3）に対応するため、飛行管理装置（FMS）
と衛星からの補正情報を受信する機能を含む GPS 受信機

（SBAS）をそれぞれ 2 式装備しています。また、FMS から
飛行中にデータを取り出せるような改修をしています。

新実験用航空機「よつば」

■航空機型式	：	ビーチクラフト式
	 	 B300型航空機
	 	 （King	Air	350）

■登録記号	 ：	JA35EN

① GNSS受信アンテナ（L1、L2、L5対応）
米国のGPSや欧州のガリレオといった測位衛星から発射される電
波を受信するアンテナです。
GBAS（Grand-Based	 Augmentation	 System）やSBAS
（Satellite-Based	Augmentation	System）といった衛星補強シス
テムの着陸等に関する研究でこのアンテナを使用します。

② VHF/UHF航法用受信アンテナ
ILSのローカライザ（LOC）やグライドスロープ（GS）、VORなどの
VHF/UHF水平偏波を受信するアンテナです。
ILSやVORなどが周辺環境（天候や反射物の他、他の電波など）に
よりどのように変化するかなどの測定の他、GBAS実験において補
正信号を受信するために使用します。

③ VHF通信用送・受信アンテナ
VHF（約100MHz）の通信用垂直偏波を受信するアンテナです。
VDL（VHF	Data	Link）に関する研究のほか、そのデータを利用してト
ラジェクトリ管理に関する研究などでこのアンテナを使用します。

④ UHF（ACAS用）送・受信アンテナ
航空機衝突防止装置（ACAS）用に一定の指向性を持ったアンテ
ナ（4方向ビームアンテナ）です。

ACASの研究はもちろんのこと、SSRモードSなどで使用されている
1,030MHzや1,090MHzの電波環境の測定でも利用可能です。

⑤ Lバンド送・受信アンテナ
Lバンド（約1GHz）の通信用垂直偏波を受信する無指向性のアン
テナです。
今後展開が予想されるLバンド通信の実験で使用される他、DME
（Distance	Measuring	Equipment）などの電波測定でも使用で
きます。

⑥ SATCOM送・受信アンテナ
衛星電話に使用するアンテナです。
洋上からのTA（テーラードアライバル：航空機毎の運航目的に適合
した降下進入方式）関連の研究の他、様々な研究でイリジウムの
データリンクを使用でき、さらに航空バンドの届かない遠方におけ
る連絡用にも使用できます。

⑦ Cバンド送・受信アンテナ
Cバンド（約5GHz）の通信用垂直偏波を受信するアンテナです。
WiMAXなどの汎用高速通信を航空機に応用する実験などで使用
します。	

実験用航空機「よつば」には、通常の航空機に設置されている運航用アンテナ以外に、実験用として様 な々アンテナを
設置しています。下図はそのアンテナ群の設置状況の概略図です。各アンテナは以下のような実験に用いられています。

主要性能（旧実験用航空機との比較）
事項 旧実験用航空機 新実験用航空機「よつば」

B99 B300
登録記号 JA8801 JA35EN
耐空類別 Ｎ類 Ｃ類

搭乗人員（実験形態） ７名＋２名 ５名＋２名
エンジン離陸出力 680馬力× 2 1050馬力×2
最大運用高度 25,000	ft 35,000	ft
最大運用速度 226	kt 263	kt
航続距離 1,482	km 3,268	km
全	長 13.58 ｍ 14.23ｍ
全	幅 13.98 ｍ 17.65ｍ
全	高 4.38 ｍ 4.36ｍ

最大離陸重量 4,944	kg 6,804	kg
与	圧 なし あり

自動操縦装置 なし あり
ＦＭＳ

（Flight	Management	system） なし ２式装備


