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Suppress effects on weather clutters of ASSS 
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Abstract

　We have developed the Airport Surface Surveillance System（ASSS）to enhance safety and efficiency of the 

ground control on airport surface. The ASSS is capable of detecting aircraft on surface using Airport Surface 

Detection Equipment（ASDE）, and displays detected aircraft on the screen as graphical symbols together with a 

call-sign and other information.

　ASDE, however, uses a sub-millimeter wave of short wave length, and strong weather clutter images appear on 

the display in rainy days. They are caused by the reflection of raindrops, and it is sometimes difficult to detect the 

aircraft. Therefore, the contraction method used in the image processing was applied to suppress those clutters 

for ASSS. This paper describes its results of an experiment for its evaluation at Sendai Airport.

＊東京電機大学
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１．はじめに

　空港面を走行する航空機の管制は，通常管制官の目視

でおこなわれているが，夜間や霧など気象条件の悪い場

合，このような監視が難しくなるため，地上監視専用の

空港面探知レーダ（ASDE：Airport Surface Detection 

Equipment）⑴が設置されている。しかしこのレーダ画

面は，一次レーダの反射信号をそのまま表示しているた

め，航空機の位置は確認できるが，その航空機のコール

サイン，機種などは識別できない。この問題点を改善す

るため，ASDEのビデオ信号から航空機を自動的に検出

し，その航空機のコールサインなどの情報をデータブ

ロックとして付加する，空港面監視システム（ASSS：

Airport Surface Surveillance System）（2～7）を開発した。

　しかし，ASDEは24.5GHzという準ミリ波帯の周波数

を使用しているため，降雨減衰による覆域の減少と，雨

滴反射で発生する降雨クラッタによる反射障害が生じや

すい（８，９）。降雨減衰は降雨強度16mm/hのとき2.27dB/

kmと非常に大きな伝搬損失となる。そのため，現在我

が国で運用されている ASDE91型と ASDE2001型の仕様

では，最大探知距離は有効反射面積３m2の航空機を降

雨強度16mm/hの降雨の中でも３kmまで検出可能とす

るように規定されている。

　この降雨減衰による覆域減少以上に問題となるのが降

雨クラッタによる反射障害で，激しい降雨中で目標検出

処理を行うと，降雨クラッタによる偽像が多数生じるこ

とがある。このような降雨の中に航空機が入ると，偽像

と真の航空機との区別がつかなくなり，追尾処理に不具

合が生じる場合がある。反射障害を防ぐには降雨クラッ

タを抑圧する必要があるが，ASDEは今までクラッタ抑

圧処理の機能を有していなかった。一般の航空管制用

レーダでは，航空機とクラッタの移動速度差を用いてク

ラッタ抑圧処理⑽をおこなっている。しかし，ASDEは

空港面の航空機と車両を監視する装置であるため，その

目標は低速度で走行または停止しており，クラッタとの

移動速度差によるクラッタ抑圧処理が使用できないた

め，今までクラッタ抑圧処理機能を有することができな

かった。

　そこで筆者らは，目標とクラッタの自己相関特性に着

目し，画像処理において雑音を除去する収縮処理の概念

をレーダ信号に応用する処理方法を提案した（11，12，20）。こ

の方法により ASDE信号の降雨クラッタを抑圧し，偽

像の発生頻度を軽減させる効果が見込まれたため，評価

実験中の ASSSの目標検出処理に収縮処理を用いたク

ラッタ抑圧機能を追加した。

　この改造した ASSSを仙台空港に設置し，クラッタ抑

圧効果の評価実験（13,14）を実施したので，その結果を報告

する。

２．ASDE／ ASSSの概要

　ASDEは，空港面を監視するのが目的であるので，探

知距離は３NMと非常に短いが，空港内の航空機と車両

の位置確認に用いるため，他の航空管制用レーダと比べ

て距離および方位方向の分解能が高い。ASDEは表１の

定格表のように，分解能を高めるため幅20nsのパルス

を，水平面ビーム幅 0.3°のアンテナから，周波数

24.5GHzで毎秒14,000回送信している。アンテナが毎秒

１回転するため，14,000個のパルスで360°を監視するこ

とになる。目標からの反射信号を表示装置に表示したと

き，0.5NM離れた位置において，方位方向には10ｍ離

れた二つの目標を，距離方向には放射線状に８ｍ離れた

二つの目標をそれぞれ識別できる分解能を有している。

　図１に，仙台空港に設置した実験用 ASDE鉄塔とア

ンテナを示す。アンテナは地上約30ｍのレドーム内に設

置されている。図２は，表示装置に表示された反射信号

の実例で，仙台空港に着陸したボーイング767が滑走路

を走行しているときのものである。これは晴天のときの

表示画面で，芝地など反射信号がある部分は白く，滑走

路，誘導路などの反射信号がない部分は黒く表示されて

いる。画面中央部分では，黒く表れている誘導路上に，

反射信号が強い航空機が白く表示されている。

　ASDE信号の解析をおこなうため，高速で大容量な

ASDE信号を100MHzでサンプリングし，一時的にメモ

リに格納し，その後光磁気ディスクに記録する ASDE

信号記録装置⒂を製作した。この装置を用いて，仙台空

港の滑走路Ａと滑走路Ｂの交差附近の ASDE信号を，

項　目 定　格　等

送 信 周 波 数 24.25～24.75GHz

アンテナ出力 30kw(尖頭電力 )

パ ル ス 幅 20ns±５ns

繰返し周波数 14,000pps±10%

受信機雑音指数 ５dB以下

水平ビーム幅 0.3°

偏 波 面 円偏波

アンテナ利得 45dBi

アンテナ回転数 60rpm±10%

表１　ASDE定格表
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距離方向では10ns（1.5m）単位で，方位方向は送信パ

ルス間隔（0.026度）で測定した。測定した信号例が図

３で，着陸してエプロンに向かって走行しているときの

B-767（全長55ｍ，全幅48ｍ）の機影である。ASDE信

号の強度（最大振幅２Ｖ）を10等分して，色別に0.2Ｖ

毎の等高線で表したものである。滑走路や誘導路は表面

が滑らかなため，反射信号がほとんどなく，最低領域の

0.2Ｖ以下の薄水色である。これに対し，航空機からの

反射信号は非常に強く，最大値の２Ｖに近い赤系の色彩

で表示されている。左下に表示されている0.8Ｖ以下の

信号の塊は，芝地からの反射信号を表している。

　図３に示す機影の機首，機体中央および後部の信号レ

ベルを方位方向に抜き出したものが図４である。灰色が

機首（図３の切断面Ａ），赤色が機体中央（図３の切断

面Ｂ）および青色が機体後部（図３の切断面Ｃ）の信号

レベルを表している。機体からの反射信号レベルはほと

んど1.5Ｖ以上であるのに対し，周辺の滑らかな路面か

らの反射信号はほとんど見当たらない。このように，滑

走路／誘導路上の航空機と路面の信号レベルが大きく異

なるため，適当なスレッショルドレベルを設定すれば，

ASDE信号による航空機の検出は容易である。

　しかし ASDEの機影は複雑なため，単純な検出処理

では目標が分離する可能性がある。そこで，スレッショ

ルドレベルを超えたセル（距離と方位で定まる処理単位）

に注目して，方位方向または距離方向に連続したセルの

塊を一つの目標と認識し，そのセル全体を包含する方形

の中心を目標の位置と判断している⒃。

　ASSSは，図５のブロック図に示すように，地上を走

行しているときの航空機を検出する ASDE目標検出装

置，空中を飛行しているときに検出する ASR目標検出

装置と SSR目標検出装置をセンサーとして，空港周辺

および地上の航空機の位置情報を追尾処理装置に供給し

図１　ASDE鉄塔とアンテナ

図２　ASDE表示画面

図３　ASDE信号の実例 (B-767)
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図４　航空機の信号レベル

　　　　　　　　　　（図３に示した切断面の信号レベル）
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ている。さらに我が国を飛行している航空機の便名など

の情報を把握している飛行計画情報処理システム（FDP：

Flight Data Processing System）⒄から，該当する航空機

の情報を取得し，追尾処理装置内で位置情報と飛行情報

を結合する。その後これらの情報を高機能表示装置に送

り，航空機の位置をシンボルで表すと同時に，その航空

機の飛行情報をタグとして付加する。図６に，ASSSの

表示画面の一例を示す。飛行場を地図で表し，その上に

航空機をシンボルで表示している。ASDEのビデオ信号

は，シンボルと重畳表示が可能である。図では，青く表

示しているのが，ビデオ信号である。また，空港周辺を

飛行する航空機をサブウィンドで表示することも可能で

ある。

３．降雨クラッタ

　ASDEは，1.2cmという非常に短い波長の電波を使用

しているため，弱い雨でも減衰や反射などの降雨による

影響が大きく現れる。特に，雨滴の反射で生じる降雨ク

ラッタは表示画面を白く覆うため，航空機の機影がク

ラッタに埋没しその位置を確認することができなくな

る。

　図７に，降雨時の ASDE画面を示す。図２で示した

晴天時の画面では，反射信号がなく黒く表示されていた

滑走路と誘導路が降雨クラッタで白くなり，芝生との区

別が難しくなっている。このように，降雨クラッタが発

生すると，表示画面が降雨クラッタで白く覆われるため，

通常なら滑走路上の航空機が明確に確認できるのが，判

別不能となる。

　図８に，降雨強度17mm/hの雷雨時に走行している

B767を測定したときの等高線表示した信号レベルを示

す。この図は，図３に示す晴天時の信号データとほぼ同

じ場所を示しており，図の中央にある緑系から黄系のレ

ベルの信号の塊が航空機の反射信号である。図３におい

て0.2Ｖ以下の薄水色で表した滑走路の部分が，図８で

は1.0Ｖまでのまだら模様となっている。したがって，

この部分が滑走路上に降っている雨滴による降雨クラッ

タである。また，図３の左下に現れていた芝地が，図８

では滑走路上の降雨クラッタと同レベルとなり，境目が

判読できなくなっている。この図では信号強度を等高線

でカラー表示しているため，航空機の存在がわかるが，

単色画面である ASDE表示装置では，降雨クラッタが

強くなると，図７に示すように全体的に白くなり航空機

の視認が難しくなる。

　図８に示す機影の機首，機体中央および後部の信号レ

ベルを方位方向に抜き出したものが図９である。灰色が

図６　ASSS表示画面

図７　降雨時の ASDE表示画面

図８　降雨時の ASDE信号例（B767）
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図９　降雨時の航空機の信号レベル

　　　　　　　（図８に示した切断面の信号レベル）
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機首（図８の切断面Ａ），赤色が機体中央（図８の切断

面Ｂ）および青色が機体後部（図８の切断面Ｃ）の信号

レベルを表している。図４に示す晴天時の信号に比較し

て，航空機自体の反射信号レベルは降雨によりかなり減

衰し，１Ｖ付近まで低下している。また滑走路上の信号

レベルは，晴天時ではほとんど０Ｖであったのに対し，

降雨時では雨滴反射によるクラッタが現れ，機体の信号

レベルと同程度になる場合も認められる。

　ASSSの目標検出に用いているスレッショルドレベル

判定方式は，反射信号がほとんどない晴天時の滑走路や

誘導路上では容易に航空機を検出できる。しかし，この

ように雨滴の反射信号レベルが0.1～1.0Ｖの間にスパイ

ク状に広がっている降雨時は，誤目標が多数発生し，航

空機を追尾できなくなる場合がある。このような問題を

解消するには，降雨クラッタを抑圧する必要がある。

４．降雨クラッタ対策

　一般的な航空管制用レーダの場合，目標とする航空機

の飛行速度が速いため，クラッタと航空機とのドップ

ラー周波数の差を用いて，クラッタを抑圧する方法が用

いられている。しかし ASDEの場合は，目標とする航

空機の移動速度が遅いことと，停止した航空機も監視す

る必要があるため，ドップラー周波数の差を用いたク

ラッタ処理を使用することができない。

　ASDE信号を解析した結果，航空機の反射信号にはか

なり大きな相関特性が予想されたため，クラッタと航空

機の自己相関を求めた⒅。相関の算出には，距離方向に

は送信パルスに対する受信波形を，方位方向にはアンテ

ナから等距離の方位方向に連続したデータを用いた。こ

れらのデータは，離散データであることから，処理対象

データを有限個Ｎのサンプル値として x( j )；１，２，…，N

とした場合，自己相関係数は次式を用いて求められる⒆。

　　 
���� �

�

���
Σ��� ��－μ���� �� ��－μ�

�� � ���････�
���

�

　上式において R0はＮ個の離散データの分散，μは平

均値を示しており，i＝０において相関値が最大の１と

なるように正規化している。

　求めた相関係数の一例を図10に示す。図⒜は距離方向

の，⒝は方位方向の相関特性である。赤色が降雨クラッ

タを，青色が小型航空機（ビーチクラフト B-99）を，

黒色が大型航空機（ボーイング B767）を表している。

相関係数は機影の信号レベルの最大値を基準に方位方向

と距離方向に求めた。このときの機体の向きは，ASDE

アンテナに対して斜めに向かっており，方位方向の相関

係数では翼を含んでいる。

　方位方向の相関係数では，クラッタは５サンプルで0.5

以下となるのに対し，小型航空機で17，大型航空機で23

サンプルまで相関係数は0.5を保っている。距離方向の

相関特性は，方位方向とは異なり大きな差は認められな

いが，クラッタは３，小型航空機で４，大型航空機では

６サンプルで相関係数は0.5以下となる。ここでは相関

係数が0.5になるまでのサンプル数を相関長とした。

　降雨クラッタの自己相関特性に方向性は少ないと考え

れれるが，クラッタの相関特性を求めた地点での１サン

プルの長さが距離方向で1.5ｍ，方位方向で0.22ｍのため，

両方向での分解能の差がこのような相関特性の方向性を

生じさせたと考えられる。

　降雨クラッタの相関長が航空機のそれより短いことか

ら，相関長の短いノイズ状信号の低減に有効である収縮

処理法⒇をレーダのクラッタ処理に利用することを検討

した。

4.1　収縮処理

　収縮処理は，画像処理における雑音除去法の一種で，

通常は収縮処理と膨張処理とをセットにして使われる方

法である。収縮は０の画素の近傍を０に変え，膨張は１

の画素の近傍を１に変える操作をおこなうもので，２値

画像の小さな雑音を取り除くのに用いられている。収縮

図10　信号とクラッタの自己相関特性
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→膨張を組み合わせると孤立点や突起を取り除くことが

できる。画像処理では２値化データを用いているが ,

レーダに応用する場合は信号レベルが重要なため，ス

レッショルドレベルを超えているか否かで収縮処理をお

こなった。

　図11に収縮処理の概念図を示す。セルの１は，スレッ

ショルドレベルを超えたセルを示し，０はこのレベル値

以下のセルを表している。青色のセルが収縮処理をおこ

なう対象セルを表し，黄色の部分が収縮処理をおこなう

範囲を表している。なお，処理範囲は３×３，３×５な

どの奇数範囲が選択可能である。

　処理方法は，対象セルの周りの処理範囲（図では３×

３）のセルが全てスレッショルドレベル値を超えている

場合は対象セルが有する信号の値をそのまま保持し，一

つでもスレッショルドレベル以下の場合は対象セルの値

を０とする。この処理を順次全てのセルにおこない，相

関長の短いクラッタを消去する。

　図８の降雨時のデータに収縮処理をおこなった結果を

図12に示す。これはスレッショルドレベルを振幅最大値

の25％（0.5Ｖ）とし，処理範囲を距離方向に３セル，

方位方向に５セルとしたときのものである。処理前では

降雨クラッタに埋もれていた航空機が，収縮処理により

クラッタが抑圧され機影が現れている。

4.2　２次元移動平均処理

　収縮処理はクラッタを抑圧するが，目標情報も削られ

る。このため航空機の機影は，図12に示すようにかなり

細くなり，この影響が大きいときは目標が分割されてし

まう場合がある。そこで，距離方向と方位方向に平均化

する２次元移動平均処理21を，収縮処理の後におこなう

ことにした。

　２次元移動平均処理は，距離方向，方位方向に定めた

矩形の平均化領域を用いて平均を行っていくものであ

る。図13に２次元移動平均処理の概念図を示す。青色の

セルが２次元移動平均処理をおこなう対象セルを表し，

黄色の部分が処理範囲を表している。この処理は，注目

している対象セルの振幅値を，処理範囲内のデータの平

均値に置き換える操作である。

　図12の収縮処理後のデータに２次元移動平均処理をお

こなった結果を図14に示す。これは，処理範囲を距離方

向に３セル，方位方向に15セルとしたときのものである。

この処理により，目標の航空機の機影も収縮処理により

欠落した部分が補完され，さらに航空機周辺の小さなク

ラッタが消去されている。

５．実機への応用

5.1　ASSS目標検出装置の概要

　図15に，収縮法を用いたクラッタ抑圧処理を実機に応

用したときの ASSS目標検出装置のブロック図を示す。

ASDEからビデオ信号，トリガ信号および方位信号を受

け取り，ビデオ信号をデジタル信号に変換する。ASSS

をリアルタイム（１秒毎に更新）に稼動させる必要から，

処理単位をまず距離方向に１／2048NMから１／

図11　収縮処理の概念図

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

： 対象セル ： 収縮処理範囲

図12　収縮処理後
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図13　２次元移動平均処理の概念図
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512NMへ積分処理してデータ圧縮する。次に方位方向

に14,000データ／秒のデータを，方位信号と同じ4,096

データ／秒に圧縮する。これにより，データ量は約１／

14倍に圧縮されることになる。その後，滑走路，誘導路，

エプロンなど航空機が存在する区域だけを目標検出処理

するように，その区域のデータに印を付加するブランク

マップ処理をおこなう。

　具体的なクラッタ抑圧処理は，距離方向で４グループ

に分けた DSP（Digital Signal Processor）を用いてお

こなっているため，データを距離方向に0.75NM毎に各

DSPグループに割り振る。後述するように DSPでク

ラッタ抑圧処理をおこなった後，目標検出処理をおこな

い，追尾処理装置に目標データを引き渡す。

　DSPによるクラッタ抑圧処理のブロック図を図16に

示す。これはカード８枚に実装された116個の DSPで構

成されており，４節で述べた収縮処理，２次元移動平均

処理および隣接したセルの塊にラベルを付けて目標を認

識するクラスタリングラベル付け処理をソフト的におこ

なうものである。なお，図16のブロック図は，距離方向

に４分割したグループの１グループだけを表している。

　まずデータ入力プロセッサでデータ形式を DSP内部

処理用フォーマットに変換し，方位方向で収縮用しきい

値算出プロセッサの DSP４個に分割する。ここで収縮

処理の対象セルの前後64セル（距離方向）の信号強度か

らアダプティブスレッショルド処理によりスレッショル

ドレベルを算出し，２値化データとしてその内容を保持

する。次に距離方向で４DSPに分割し，収縮処理をお

こない，収縮結果が１ならばビデオデータをそのまま

に，０ならばビデオデータを０に置き換える。ただし，

図ではしきい値算出プロセッサの１番目の DSPからの

出力のみを表している。

図15　ASSS目標検出装置のブロック図
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距離方向で８DSPに分割
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データ入力

図16　DSPの１グループ内の機能
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　収縮処理プロセッサの１番目と２番目の DSP，およ

び３番目と４番目の DSP出力を方位方向で交互に二つ

の２次元移動平均処理プロセッサに出力する。この２次

元移動平均処理プロセッサで移動平均処理をおこなった

後，方位方向で４分割し２値化処理プロセッサに出力し

て２値化する。２値化したデータはクラスタラベリング

処理をおこなうため ,データ配分プロセッサで距離方向

に８分割し，クラスタラベリング処理プロセッサに渡す。

図では４分割した２値化処理プロセッサのうち，１番目

の DSP出力のみを表している。

　クラスタラベリング処理プロセッサでは，２次元移動

平均処理後の２値化データをクラスタラベリング処理

し，連続したスレッショルドレベル以上のデータをまと

めて一つの塊にする。さらに距離方向と方位方向に分割

したデータを再び融合するため，ラベルマージ処理Ａプ

ロセッサおよびＢプロセッサで，ラベルマージ処理をお

こなう。このようにクラッタ抑圧処理をおこない ,目標

ごとにまとまった２値化データを図15に示す目標検出処

理に引き渡す。

5.2　降雨クラッタ抑圧の効果

　収縮法によるクラッタ抑圧機能を実機に応用したと

き，どのような効果が得られるか，仙台空港で記録した

雷雨時の ASDE信号を用いて評価した。記録時の雷雨

の降雨強度は約17mm/hで，ASDEの使用限界である

16mm/hより強い雨である。

　このときの ASSSデータを等高線表示したものが図17

である。これは，図３の ASDE信号の例とは異なり，

図16のブロック図のデータ入力プロセッサにおけるデー

タで，既に距離と方位方向に圧縮した ASSSシステム内

部の処理単位で表しており，一つのセルが距離方向では

１／512NM（3.6ｍ），方位方向では１ACP（0.09度）単

位である。

　図の中心の信号強度が強い部分が航空機の機体による

反射波で，他の部分は降雨によるクラッタである。この

ように積分処理を施しても，滑走路上のクラッタは抑圧

されず，誤目標が多数発生している。

　この降雨データを用いて，Ｂ767が着陸してからエプ

ロンで停止するまで目標検出，追尾処理が可能か否かを

試みた。クラッタ抑圧処理をしない場合は，偽像が多数

発生して航空機と偽像の区別ができなくなり，途中で追

尾が不可能となった。収縮法を用いたクラッタ抑圧処理

をおこなった結果，降雨強度17mm/hの降雨状態におい

てＢ767が着陸から停止まで追尾できることが分った。

最適な収縮処理範囲は ASSS処理単位で５×５，２次元

移動平均処理範囲は３×３または５×５であった。

　図18に処理範囲を５×５とした収縮処理後の ASSS

データを，さらに収縮処理後のデータを処理範囲３×３

で２次元移動平均処理した後の ASSSデータを図19に示

す。ただし，これらの図に示す信号は，同一時刻の信号

を抜き出すことが困難なため，数秒ずれている可能性が

ある。

　図18に示すように収縮処理後の ASSSデータは，収縮

処理の効果が効いて，強く大きな降雨クラッタはほとん

ど見られなくなっている。しかしこのままでは，目標検

出時に航空機の機影が二つに分かれる場合があり，追尾

処理に不具合が生じることが分かった。この収縮処理後

の ASSSデータを，さらに２次元移動平均処理をおこな

うことで，分離するような航空機の反射信号を平滑化し

て一つの塊として処理できるようにした。図19が，平滑

化した ASSSデータで，これらの処理により着陸から停

止するまで，Ｂ767を分離することなく追尾することが

可能となった。

　図20に，クラッタ抑圧前の ASSSの表示画面を示す。
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図17　降雨時の ASSSデータ 図18　収縮処理後の ASSSデータ
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画面中央の黒い三角形は降雨クラッタにより発生した偽

像で，この時点で航空機の追尾は途切れている。図21は，

収縮法により降雨クラッタを抑圧したときの表示画面

で，図20と同じ降雨状態であるが偽像の発生は抑制され

て，降雨クラッタの中でもＢ767を検出・追尾できたと

きのものである。

６．むすび

　空港面を走行する航空機を，ASDE信号を用いて検出・

追尾する空港面監視システム（ASSS）を開発したが，

降雨クラッタによる偽像の問題が残った。ASDE信号記

録装置を用いて記録した降雨強度17mm/hの ASDE信

号を解析した結果，方位方向の自己相関係数が0.5以下

になるのは，クラッタでは５サンプルであるが，大型航

空機では23サンプルまで相関係数0.5を保っている。こ

の特徴を利用し，画像処理において雑音を除去する収縮

処理をこの降雨データに適用したところ，降雨クラッタ

に埋もれていた航空機の機影が，降雨クラッタが抑圧さ

れて現れた。しかし，収縮処理により目標情報も削られ，

目標の分割などが生じる可能性があるため，２次元移動

平均処理をおこなったところ欠落した部分が補完され分

割されなくなった。

　そこで開発を進めていた ASSSの目標検出処理に，こ

れらの処理方法を応用したクラッタ抑圧処理機能を追加

した。実機でのクラッタ抑圧処理は，カード８枚に実装

された116個の DSPを用いておこなっており，方位方向・

距離方向に分割してリアルタイム処理を可能とした。

　その結果，ASDEの使用限界である降雨強度16mm/h

より強い17mm/hにおいて，Ｂ767が着陸してからエプ

ロンで停止するまで支障なく目標検出・追尾処理が可能

なことが明らかとなった。

　現在，この収縮法を用いたクラッタ抑圧処理は運用機

材に採用され，成田空港および那覇空港において用いら

れている。
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