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平成 14 年度秋季研究会のお知らせ 

 

 平成 14 年度の航空宇宙研究会の秋季研

究会は、神戸・三宮駅の近くの神戸国際会

館で 10 月 11 日（金）の午後に開催されま

す。昨年に引き続き今年も講演会が先（10

日）で、研究会はすべて次の日になります

のでご注意下さい。また今回は従来よりも

２週間早い開催となりますのでご注意下さ

い。航空宇宙研究会の予定は次の通りです。 

 

1. 航空宇宙研究会の日時： 

平成 14 年 10 月 11 日（金）13:20～15:20 

（運営委員会：同日 12:00～13:00） 

 

2. 会場：神戸国際会館 ９階第７会議室 

     （運営委員会 同室の後側）   

 JR 三ノ宮駅、阪急・阪神等の三宮駅

からいずれも徒歩３分 

  〒651-0087 

   神戸市中央区御幸通 8－1－6 

    TEL:078-231-8161(代表) 

    FAX:078-231-8120 

    URL: http://www.kih.co.jp/ 

3. 議題：  （以下敬称略） 

① 13:20～14:00 

「空港シュードライトの研究動向

と飛行実験」 福島 荘之介（電

子航法研究所）他 

② 14:00～14:40 

「USEF に於ける衛星開発」 

 金井 宏（USEF） 

③ 14:40～15:20 

「神戸空港の概要」 

 小柴 善博（神戸市みなと総局） 

 

その他の研究会と講演会について 

 

(1)  GPS 研究会 ８階第５会議室 

平成 14 年 10 月 11 日（金） 9:30～12:00 

① 「CGSIC および ION-GPS2002 報

告」 松田 醇（衛星測位情報セン

ター） 

② 「ENC-GNSS2002 報告」  

北條 晴正（衛星測位システム協議

会） 

③ 「アンビギュイティ導出法と問題

点」 一色 浩（㈲数理解析研究所） 
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④ 「RTK-GPS 入港着桟システムの運

用状況」 堀江 俊輔（㈱三井造船 

昭島研究所） 

⑤ 「海上保安庁が運用する DGPS 局

における GPS 単独測位について」

飛家 久夫（海上保安庁灯台部電波

標識課 DGPS センター）   

 

(2)  日本航海学会第 107 回講演会 

平成 14 年 10 月 10 日（木）  

 

 航空宇宙関係の発表は、次の２件です。

Ⅱ-7 「指向性 GPS アンテナの放射特性解

析」 宮野智行（宇宙開発事業団）他 

Ⅲ-12 「縦方向衝突危険度の推定に用いる

距離間隔分布のモデル」 長岡栄（電子航

法研究所）他 

 また、次の２件の GPS 関連の発表があ

ります。 

Ⅱ-8 「GPS による時刻同期を用いた水中

計測に関する研究」 樊春明（東京水産大

学）他 

Ⅱ-9 「航行中の DGPS 局の受信と適切な

選局方法」 鈴木治（鳥羽商船高等専門学

校）他 

 Ⅱ-7,8,9 は９階 7,8 会議室で、Ⅲ-12 は  

９階大会場で開催されます。 

 

 
 

2001 FRP(連邦無線航法計画)発行される 

 米国運輸省と国防総省は、FRPとして

知られる2001 Federal Radionavigation 

Plan（連邦無線航法計画）を2002年3月に

承認した。より正確には、両省は無線航法

に関する２つの文書、FRPおよびFederal 

Radionavigation Systems（FRS）の発行

を承認した。新しいFRPおよびFRSの内

容は、以前のひとつだったFRPに似ている。

古いFRPを２つの相互に密接に関連しあ

う文書に分けたことにより、新しいFRPで

はホットな項目をより高頻度に時間をかけ

ずに更新することができ、一方でFRSにつ

いては必要なときにだけ更新されるアーカ

イブ的な内容にとどめておくことができる。 

 FRP/FRSは、米国政府が提供する無線航

法サービスに関する米国政府の政策および

計画を明確に示す。FRPの主な内容は、米

国政府の無線航法システム政策および計画

である。一方、FRSは、無線航法システム

の管理上の役割および責任分担、民生ユー

ザの要求、さまざまなシステムの解説を与

える。 

 GPSをはじめとする今日の無線航法シ

ステムはたいへん優れた能力を持っており、

航法以外のアプリケーションにも広く利用

されている。FRSではこうしたことも述べ

られており、測地学、測量、地図製作、地

理情報システム、地球物理学および気象学

での利用、時刻・周波数アプリケーション

などが含まれている。 

 

・2001 FRPの主要点 

 FRP/FRSは、連邦政府の運用する主要な

無線航法システム、すなわちGPSおよび補

強システム、無線ビーコン、ILS、

VOR/DME、ロランC、およびTACANなど
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に影響する開発を反映している。FRP/FRS

は国防総省および運輸省が共同で発行して

おり、連邦無線航法サービスに関する米国

の公式な政策および運用計画を必要に応じ

て定義し、更新している。 

 FRPは２年に一度以上の頻度で発行さ

れることとされているが、FRSについては

システムアーキテクチャに変更があるか、

またはシステムが追加されるか廃止される

場合に発行される。 

 2001 FRP/FRSを含む最近のFRPは、国

家の交通インフラの安全性および効率性の

向上を目的としたGPSおよび、そのさまざ

まな補強システムに関する米国の公約を反

映している。米国は、民生ユーザに対して

GPSを「直接課金なしに」提供し続けるだ

ろう。GPS補強システムには、FAA（米国

航空局）のWide Area Augmentation 

System（WAAS）およびLocal Area 

Augmentation System（LAAS）、USCG

（沿岸警備隊）の海上DGPSシステム

（MDGPS）、Nationwide DGPS（NDGPS）、

National Geodetic Service（NGS）の連続

運用基準局（CORS）が含まれる。2001 FRP

で報告された開発は次のとおり：GPS L1

民生用信号の精度を故意に落としていた国

防総省によるSAの解除、WAAS初期フェー

ズの運用の遅れ、さらにこれに伴う多数の

地上ベースの航空用航法システムの縮小計

画の遅れ。なお、GPSの近代化は進行中で

ある。L2帯域の第二民間周波数は2003年か

ら打ち上げられ始める新しいGPS衛星に

追加され、航空用航法の安全を確保するた

めの第三民間周波数は2005年から打ち上げ

られ始める衛星のL5帯域に追加されるだ

ろう。 

 

・WAASは安全性が問われない用途で利用

可能 

 2001 FRPによれば、WAASは安全が問

われない用途には利用可能であり、

GPS-WAAS受信機は一般的になりつつあ

る。さまざまな技術的問題点の解決により、

安全が要求される用途へのWAASの利用

が2003年に開始されるものと期待されて

いる。なお、LAASカテゴリⅠは2003年、

カテゴリⅡ/Ⅲは2006年に達成可能と期待

されている。全米にわたり二重カバレッジ

を提供するNDGPSは、2007年末までに完

全運用に入る見込みである。 

 

・予想される縮小 
 2001 FRPは、地上ベースの航空用航法

施設（VOR/DME、ILS、軍用VOR/DME

であるTACAN）については2010年に縮小

を開始すると見込んでいる。1999 FRPの

報告よりも２年遅れのこの予定は、WAAS

の性能に依存している。計画では、衛星に

不具合があった場合にも繁忙な空港では全

飛行フェーズにサービスを提供できるよう

にするため、数100のVOR/DME、いくつ

かのカテゴリⅠ ILS、すべてのカテゴリⅡ

/Ⅲ ILSによる最小限の運用ネットワーク

を残すことになるだろう。MLSについては

追加的な開発はなく、2010年からは縮小さ

れることになる。 

 FAAの地上ベース航法援助施設に加え

て、慣性航法システム、気圧高度計とGPS

の結合（WAASおよびLAASの補強のない

GPSで非精密進入までの航法要件を満た

すことができる）、ロランC、あるいはこ

れらの組合せによるバックアップが可能で

ある。ロランCの状況および将来の利用に

関しては、2001 FRPでは、短期的にはロ
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ランCの運用を継続し、長期的な必要性に

ついては評価を継続するという政策が維持

された。ロランCが不必要かあるいはコス

トが高すぎるといった結論となった場合、

政府はユーザに対して所要の周知期間を与

えるだろう。 

 概していえば、米国運輸省は、衛星航法

サービスを国家の交通インフラの主要要素

とするため、必要なバックアップ航法手段

を維持しながら円滑に移行する方法を模索

しており、連邦無線航法計画は活動的な段

階にあるといえる。 

 

・2001 FRPの入手について 

 2001 FRPは、インターネットを通じて

USCGの航法情報サービス 

http://www.navcen.uscg.mil あるいは

IGEBのウェブサイト 

http://www.igeb.gov から入手できる。

FRP/FRSは米国運輸省のVolpeセンターか

らCD-ROMでも入手できるし（FAXにて：

J. Carroll, Volpe Center for Navigation, 

617-494-2628（米国））、印刷物が実費で

NTISより領布されている。 

（ION News Letter, Spring 2002 より 

訳：坂井 丈泰） 

 

イベント案内 

（国内） 

・ 第 40 回飛行機シンポジウム 

  日程 2002 年 10 月 9 日～11 日 

    会場 横浜港開港記念館（横浜市） 

    詳細 http://www.jsass.or.jp/ 

・ 日本航海学会 GPS シンポジウム 

 日程 2002 年 11 月 11 日～13 日 

 会場 東京商船大学 

 詳細 http://www.denshi.tosho-u. 

      ac.jp/JIN-GPS/2002/ 

・ 電子情報通信学会 

  宇宙航行エレクトロニクス研究会 

  2002 年 10 月 17 日 福井大学 

  2002 年 11 月 29 日 機械振興会館 

  2002 年 12 月 20 日 東京商船大学 

  2003 年 1 月 24 日 通信総合研究所 

  2003 年 2 月 28 日 京都大学 

    詳細 http://www.ieice.org/cs/ 

      sane/jpn/  

・ 電子情報通信学会総合大会 

     日程 2003 年 3 月 19 日～22 日 

     開催地 東北大学川内北キャンパス

（仙台市） 

     詳細 http://www.ieice.org/jpn/ 

            event/sougoutaikai.html 

（海外） 

・ RIN NAV02 

     日程  2002 年 11 月 5 日～7 日 

     開催地 ロンドン（イギリス） 

     詳細 http://www.rin.org.uk/ 

・ Int’l Symposium on GPS/GNSS 

     日程  2002 年 11 月 6 日～8 日 

     開催地 ウーハン（中国） 

     詳細  http://gnss.wtusm.edu.cn 

・ ION 2003 National Technical Meeting 

     日程  2003 年 1 月 22 日～24 日 

     開催地 アナハイム（カリフォルニア） 

     詳細 http://www.ion.org/meetings/ 

・ GNSS 2003 

     日程  2003 年 4 月 22 日～25 日 

     開催地 グラーツ（オーストリア） 

     詳細  http://www.gnss2003.com 

・ 11th IAIN World Congress 

     日程  2003 年 10 月 21 日～24 日 

     開催地 ベルリン（ドイツ） 

 詳細 http://www.dgon.de/iain2003.htm 
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