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平成30年度秋季講演会のお知らせ 

 平成 30 年度の航空宇宙研究会秋季講演会は、

富山県富山市の富山県民会館7階702号室（第2

会場）にて10月27日（土）の13時30分から開

催予定です。今回も土曜日の開催です。お間違い

なきようご注意下さい。 

 皆様のお越しを心からお待ちしております。 

 

1. 航空宇宙研究会講演会の開催日時： 

平成30年10月27日（土） 13:30～14:50 

（運営委員会：12:10～13:30予定） 

 

2. 会場：富山県民会館702号室（第2会場） 

（運営委員会：同上） 

 

   富山県民会館の住所・連絡先 

 〒930-0006  

富山県富山市新総曲輪4-18 

   Tel. 076－432－3111 

http://www.bunka-toyama.jp/kenminkai

kan/ 

 

   公共交通機関： 

・JR 富山駅南口、あいの風とやま鉄道富山

駅南口、富山地方鉄道富山駅から徒歩約10

分 

 

 

 

 

 

富山県民会館案内図（公式サイトより転載） 

 

 

3. 講演次第： （以下敬称略） 

①  開会挨拶 （13:30～13:35） 

航空宇宙研究会会長 福田 豊（国立研究開

発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子

航法研究所 航法システム領域長） 

②  13:35～14:05 

「観測ミッション実現のための固定翼

UAVにおける制御・通信技術」 

上羽 正純、北沢 祥一（室蘭工業大学） 

③  14:05～14:35 

「観測ミッション実現のための固定翼

UAVにおける映像伝送技術」 

古賀 禎、本田 純一（国立研究開発法人 

海上・港湾・航空技術研究所 電子航法

研究所） 
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④  14:35～14:50 

総合討論 

 

※講演題目等は変更する場合がございます。 

 

 

一般講演・フレッシュマン講演について 

1. 日本航海学会第139回講演会（一般講演・フ

レッシュマン講演）の日時： 

平成30年10月26日（金） 10時～11時20分 

平成30年10月27日（土） 9時30分～12時10分 

 

2. 会場：富山県民会館7階701～703号室 

 

3. 航空、GPS／GNSS関連の発表： 

航空関連の発表は 10 月 27 日（土）11:10～

11:30に 702号室（第 2会場）で行われる次

の1件です。 

K139-23 「広大な農地の観測を可能とするエ

ンジン固定翼 UAV の離陸及び搭載可能重量

の検討」 

正会員  〇上羽  正純（室蘭工業大学大学院）  

非会員  前田  庸佑（室蘭工業大学大学院）  

非会員  北沢  祥一（室蘭工業大学大学院） 

 

 

英国、ガリレオの追跡ステーションをブロックす

ると脅迫 

英国の国防大臣は、英国の海外領域にあるガリ

レオのインフラについてEUが使用できないよう

すると脅迫した。 

地上のインフラは、センサー、アップリンク、

テレメトリー、追跡とコントロールステーション

を含む。英国がEUを去った後にガリレオのフル

アクセスを与えられない限り、Falklands, Diego 

Garcia, そしてAscensionにあるガリレオ地上ス

テーションを用いて基礎を形成するのをブリュッ

セル（EU）は妨げられるだろうと英国国防相は

最小の公的警告を出した。 

英国はガリレオに対し、コストの12％の拠出の

みならず、技術的な専門知識のかなりの部分を引

き渡しました。英国を閉め出すECの動きに国防

相は「酷く失望した」と3月に述べた後、衛星に

関する口論を進めたと報告されています。 

彼は2018年10月1日に「ガリレオに対する全

ての能力はフランスの中にある訳ではなく、ドイ

ツやその他の様々な国の中にある訳でもない。そ

れらは英国にあるのだ。この仕事のような何かを

作ることができる唯一の国は英国であり、彼ら

[EU]が尋ねなければならない質問は「我々は英国

なしでそれができるのか？」であり、私は「でき

ない」と答えるだろう。我々英国はEU無しにそ

れができるのか？答えは「できる」だと私は言う

だろう。 

ガリレオは2020年までに24個の衛星による完

全運用に入ることになっている。衛星は現在 16

基が使用でき、5基が委託中、2基がテスト中で、

3基が使用出来ない状態にある。 

（RIN ウェブサイトの 10/2 のニュースより 

訳：天井 治） 

 

 

イベント案内 

（国内） 

・ 第62回宇宙科学技術連合講演会 

日程 2018年10月24日～26日 

会場 久留米シティプラザ（福岡県久留米市） 

http://branch.jsass.or.jp/ukaren62/ 

 

・ 平成30年度航空管制セミナー 

日程 2018年10月25日 

会場 メルパルク東京（東京都港区） 

http://atcaj.or.jp/?page_id=1167 

 

・ 第15回 宇宙環境シンポジウム 

日程 2018年10月30日～31日 

会場 東北大学 青葉山北キャンパス（宮城県

仙台市） 

http://www.kenkai.jaxa.jp/publication/even

t/181030.html 

 

・ 日本航空宇宙学会 第56回飛行機シンポジウ

ム 

日程 2018年11月14日～16日 

会場 山形テルサ（山形県山形市） 

http://www.jsass.or.jp/fltcom/AS2018/index

_56.htm 

 

http://branch.jsass.or.jp/ukaren62/
http://atcaj.or.jp/?page_id=1167
http://www.kenkai.jaxa.jp/publication/event/181030.html
http://www.kenkai.jaxa.jp/publication/event/181030.html
http://www.jsass.or.jp/fltcom/AS2018/index_56.htm
http://www.jsass.or.jp/fltcom/AS2018/index_56.htm
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・ 平成30年度ATSシンポジウム 

日程 2018年11月17日 

会場 野村不動産天王洲ビル 2階ウィングホ

ール（東京都品川区） 

http://atcaj.or.jp/?page_id=1161 

 

・ 第61回自動制御連合講演会 

日程 2018年11月17日～18日 

会場 南山大学 名古屋キャンパス（愛知県名

古屋市） 

https://rengo61.iscie.or.jp/ 

 

・ 第13回航空気象シンポジウム 

日程 2018年11月22日 

会場 大田区産業プラザ（PiO)小展示ホール

（東京都大田区） 

 

・ The 16th IAIN World Congress 2018 

日程 2018年11月28日～12月1日 

会場 幕張メッセ（千葉県幕張市） 

https://iain2018.org/ 

 

・ JA2018東京（国際航空宇宙展） 

日程 2018年11月28日～11月30日 

会場 東京ビッグサイト（東京都江東区） 

http://www.japanaerospace.jp/ 

 

・ ENRI講演会 

日程 2018年12月3日 

会場 中野ZERO（東京都中野区） 

https://www.enri.go.jp/news/osirase/osirase

_kouenkai.htm 

 

・ 第8回 スペースデブリワークショップ 

日程 2018年12月3日～5日 

会場 JAXA 調布航空宇宙センター（東京都

調布市） 

http://www.kenkai.jaxa.jp/publication/event/

181203.html 

 

・ 第27回交通・物流部門大会 

日程 2018年12月5日～7日 

会場 東京大学生産技術研究所（東京都目黒

区） 

https://www.jsme.or.jp/conference/tldconf18/ 

 

・ CARATS オープンデータ活用推進フォーラ

ム 

日程 2018年12月14日 

会場 東京大学 福武ラーニングシアター（東

京都文京区） 

 

・ 電子情報通信学会 宇宙・航行エレクトロニク

ス研究会 

日程 2019年1月24日～25日 

会場 長崎県美術館（長崎県長崎市） 

http://www.ieice.org/cs/sane/jpn/program.html 

 

・ 電子情報通信学会 2019年総合大会 

日程 2019年3月19日～22日 

会場 早稲田大学 西早稲田キャンパス（東京

都新宿区） 

 

・ 日本地球惑星科学連合2019年大会 

日程 2019年5月26日～30日 

会場 幕張メッセ（千葉県千葉市） 

http://www.jpgu.org/ 

 

・ 日本航海学会第140回講演会・研究会 

日程 2019年5月30日～31日 

会場 うみそら研 電子航法研究所・海上技術

安全研究所（東京都三鷹市／調布市） 

 

・ 第 32 回宇宙技術および科学国際シンポジウ

ム（ISTS） 

日程 2019年6月15日～21日 

会場 アオッサ・ハピリン（福井県福井市） 

https://www.ists.or.jp/ 

 

（海外） 

・ The Asia-Pacific International Symposium 

on Aerospace Technology (APISAT) 2018 

日程 2018年10月15～19日 

開催地 成都（中国） 

http://apisat.medmeeting.org/ 

 

 

 

http://atcaj.or.jp/?page_id=1161
https://rengo61.iscie.or.jp/
https://iain2018.org/
http://www.japanaerospace.jp/
https://www.enri.go.jp/news/osirase/osirase_kouenkai.htm
https://www.enri.go.jp/news/osirase/osirase_kouenkai.htm
http://www.kenkai.jaxa.jp/publication/event/181203.html
http://www.kenkai.jaxa.jp/publication/event/181203.html
https://www.jsme.or.jp/conference/tldconf18/
http://www.ieice.org/cs/sane/jpn/program.html
http://www.jpgu.org/
https://www.ists.or.jp/
http://apisat.medmeeting.org/
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・ The 14th International Conference on Space, 

Aeronautical and Navigational Electronics  

(ICSANE2018) 

日程 2018年11月7日～9日 

開催地 許昌市（中国） 

http://www.ieice.org/~sane_ac/ICSANE201

8/ 

 

・ AIAA Innovation and Opportunity 

Conference 

日程 2018年11月7日～8日 

会 場  Hyatt Regency Aurora/Denver 

Conference Center, Denver, 

Colorado, USA 

https://www.innovation-opportunity-confere

nce.com/ 

 

・ International Navigation Conference 2018 

日程 2018年11月12日～15日 

会場 Mercure Bristol Grand Hotel, Bristol, 

UK 

https://rin.org.uk/page/INC2018 

 

・ AIAA Science and Technology Forum and 

Exposition (AIAA SciTech 2019) 

日程 2019年1月7日～11日 

会場 Manchester Grand Hyatt San Diego, 

San Diego, California, USA  

https://scitech.aiaa.org/ 

 

・ ION International Technical Meeting (ITM) 

/ Precise Time and Time Interval Systems 

and  Application (PTTI) 2019 

日程 2019年1月28日～31日 

会場  Hyatt Regency Reston, Reston, 

Virginia, USA 

https://www.ion.org/itm/ 

 

・ IEEE Aerospace Conference 

日程 2019年3月2日～9日 

会場 Yellow Stone Conference Center, Big 

Sky, Montana, USA  

https://www.aeroconf.org/ 

 

・ 5th CEAS Conference on Guidance 

Navigation and Control (2019 EuroGNC) 

日程 2019年4月3～5日 

開催地 Milano, Italy 

https://eurognc19.polimi.it/ 

 

・ 25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference 

(Aeroacoustics 2019) 

日程 2019年5月20～24日 

会場 Delft University of Technology, Delft, 

The Netherlands 

https://www.aiaa.org/Aeroacoustics-2019/ 

 

・ 26th Saint Petersburg International 

Conference on Integrated Navigation 

Systems 

日程 2019年5月27～29日 

開催地 Saint Petersburg, Russia 

http://www.elektropribor.spb.ru/en/conferen

ces/143/ 

 

・ ION Joint Navigation Conference 

日程 2019年6月8日～11日 

会場 Hyatt Regency Long Beach, Long 

Beach , California, USA 

https://www.ion.org/jnc/ 

 

・ AIAA Aviation Forum 2019 

日程 2019年6月17日～21日 

会場 Hilton Anatole, Dallas, Texas, USA 

https://aviation.aiaa.org/ 

 

・ IAIN 2021 with INC 2021 London 

日程 2021年11月15日～18日 

開催地 London, UK 

 

航空宇宙研究会の公式ウェブサイトのURL は、

http://aviation.j-navigation.org/ 

（現在、http://home01.isao.net/aviation/も 

同時運用中）です。講演会のプレゼンテーション

資料等を置いてあります。どうぞお気軽にご訪問

ください。 

http://www.ieice.org/~sane_ac/ICSANE2018/
http://www.ieice.org/~sane_ac/ICSANE2018/
https://www.innovation-opportunity-conference.com/
https://www.innovation-opportunity-conference.com/
https://rin.org.uk/page/INC2018
https://scitech.aiaa.org/
https://www.ion.org/itm/
https://www.aeroconf.org/
https://eurognc19.polimi.it/
https://www.aiaa.org/Aeroacoustics-2019/
http://www.elektropribor.spb.ru/en/conferences/143/
http://www.elektropribor.spb.ru/en/conferences/143/
https://www.ion.org/jnc/
https://aviation.aiaa.org/
http://aviation.j-navigation.org/
http://home01.isao.net/aviation/

