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Abstract

The ARSR/SSR video signals are used for enroute ATC. They are transmitted from remote radar sites to the
Area Control Center (ACC) using the Nippon Telegraph & Telephone Corporation (NTT) analog telephone

lines in a band-compression mode. The analog transmission, however, is being replaced by the digital transmission
in Japan, and this replacement required an urgent development of a new radar video signal transmission technique
for NTT's low-capacity digital lines. This paper presents a proposal that MTI/SSR signals indispensable for ATC

services are transmitted in real time and that NORM signals which have a lot of information are transmitted at

a comparatively low speed. The evaluation experiment was performed and its effectiveness was validated.
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1　はじめに

航空交通の需要の増加に伴い,航空機の運航が年々増

加(対前年比3～7％)  しているため,近年航空交通が

過密状態となり,航空機の空中衝突の危険性や運航の遅

延が増大している｡このような過密状態における航空機

の衝突を防止し,安全に効率よく飛行するための航空交

通管別  が,航空管制用レ-ダ    を用いておこなわれて

いる｡わが国では,航空路監視レーダ(ARSR/SSR : Air

Route Surveillance Radar / Secondary Surveillance

Radar)が16ヵ所に設置され,航空路を飛行する航空機を

監視している｡このARSR/SSR局から遠隔地の航空交

通管制部へレーダ信号を伝送する場合,ビデオ信号は帯

域圧縮をおこないアナログ電話回線     で,また目標処

理装置  によって検出された航空機の位置と識別番号の

データ信号はディジタル回線  で送られている｡

ビデオ信号の遠隔地への伝送は,当初航空管制専用の

レーダマイクロ回線でおこなわれていたが,回線布設の

設置経費が大きいため,比較的短距離の区間にだけ実施

され,レーダ局を全国へ展開する際に支障となっていた｡

この間題を解決するため,レーダ信号の冗長性を利用し

た帯域圧縮方法が開発され   ,アナログ電話回線を通し

ての伝送が可能となり,全国に展開されていった｡しか

し,近年の通信回線のディジタル化により,このような

アナログ回線の維持が困難となってきたため,ビデオ信

号伝送のディジタル化が要望されていた｡

ビデオ信号伝送のディジタル化を図るため, ARSRの

ビデオ信号であるNORM信号, MTI信号およびSSR

信号の3種類のビデオ信号の特性とその使用目的を調査

した｡その結果,航空交通管制をおこなう上で実時間に

必要とされる情報としてはMTI信号とSSR信号であ

り,レーダシステムの動作確認などに使用するNORM

信号は,実時間性を必要とされないことが判明した｡そ

こで, MTI信号とSSR信号は実時間で伝送し, NORM

信号はMTI信号とSSR信号の伝送の空き時間に分割

して伝送し,受信側のメモリに格納されているNORM

信号を順次更新しながらビデオ信号を再生する伝送方式

を設計した｡

この伝送方式に基づいたディジタルレーダビデオ伝送

装置を試作し,伝送したレーダビデオ信号を,レーダ画

面で視覚的に評価するとともにレーダ信号を光磁気ディ

スクに格納して定量的に信号品質の評価をおこなった｡

また,装置の実用性を評価するため,航空管制官とレー

ダシステムの維持･保守をおこなう航空管制技術官によ
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る運用評価を実施した｡

信号品質の定量的評価ならびに運用評価の結果,航空

管制用のレーダビデオ信号の伝送装置として十分な性能

を有していることが明らかとなり,函館近郊の横津岳

ARSR等で運用に供されたので,ここに概要を報告す

る｡

2　アナログ伝送の概要

ARSR/SSRのビデオ信号には,航空機,山岳,地上建

造物などからの反射信号をすべて含むNORM信号,こ

のNORM信号から移動物体の反射信号を抽出した

MTI (移動目標表示方式)信号,航空機に搭載されたト

ランスポンダからの応答信号であるSSR信号の3種類

がある｡これらビデオ信号は周波数帯域が広いため,ア

ナログ回線を通して遠距離に伝送するのが難しく,現在

は,レーダ信号の冗長性を使って帯域圧縮伝送装置  で

48KHzまで帯域圧縮をおこなって伝送している｡図1に,

帯域圧縮伝送装置のブロック図を示す｡

1次レーダのNORM信号とMTI信号は,近距離で

はMTI,遠距離ではNORMというように,任意の距離

で連結して1つの信号に変換した後,レーダ信号のス

イープ間相関特性が高いことを利用して数本のスイ…プ

信号を積分平均化し,余った空き時間で時間伸張して帯

域圧縮をおこなっている｡また, 2次レーダのSSR信号

は,デコーダ装置で解読･生成したパルス幅が広いデコー

デッドビデオ信号を,積分平均化した1次レーダーのビ

デオ信号と混合する｡この混合した1次レーダと2次

レーダのビデオ信号を,時間伸張で48KHzまで圧縮処理

してアナログ回線で伝送している｡

しかし,この伝送方式では,次のような問題点がある｡

1. NORM信号とMTI信号を連結して処理してい

るため,受信側で同一距離のNORM信号とMTI

信号を同時に表示することができず,地形や雨雲

と航空機との相対的な位置関係を確認しながら誘

導することができない｡

2. SSR信号をデコーデッドビデオ信号に変換して

伝送しているため,受信側で個々の航空機の識別

番号を解読できず,進入機と出発機との表示を区

別することなどができない｡

3. 通信回路に異常が生じた場合,アンテナ角度信号

の同期関係が失われるため,レーダ画像の回復に

ARSRの1スキャン分約10秒かかる場合がある｡
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図1　アナログ帯域圧縮伝送装置のブロック図

表1　ARSRの性能

項　　　目 定　　　格　　　値

周　　　波　　　数

尖　頭　　出　　力

パ　　ル　　ス　　幅

繰　返　し　周　波　数

最低受信感度

受　信　雑　音　指　数

水　平　ビ　ー　ム　幅

ア　ン　テ　ナ　利　得

アンテナ回転数

1250•`1350 MHz

2MW

3ƒÊs

346•`349 pps

-112 dBm

4 dB
1.3ß

35 dB

6 rpm

3　ビデオ信号の特性

ARSRは,アンテナが1回転(10秒)する間に,送信

パルスを最大3490回発射する｡そして,受信された反射

信号には,磁北から右回りにスイ-プ番号と呼ばれる番

号が1から順番に付けられている｡この送信パルス幅は

3μsであるため,受信装置ではビデオ信号を8ビット,

1.5μs (距離では1/8 NM)間隔でサンプリングし,航

空機などの移動物体からの反射信号のみを抽出する

MTI処理などをおこなっている｡このサンプリングした

データの単位を通常レンジビンと呼ぶ｡ ARSRは覆域が

200NMなので,スイープ信号ごとのデータ数は1600レ

ンジビンとなる｡したがって,アンテナの1回転,すな

わち画面全体では約5.6×10 レンジビンのデータを有す

ることになる｡ ARSRの性能を表1に示す｡

これに対しSSR信号は,パルス幅0.45μsのパルス列

で識別番号などを表したトランスポンダからの応答信号
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で, 2値化信号と考えられるため,パルス間隔の1.45μs

でサンプリングすると,すべての応答信号の情報を約

6×10 個のデータで表すことができる｡ SSRの性能を

表2に示す｡

このような多量のデータを,そのまま伝送するには,

NORMとMTI信号の振幅データを4ビットで, SSR

信号データを1ビットで表した場合,回線容量5Mbit/s

以上のディジタル回線が必要となり,経済的に維持する

ことができない｡したがって,これらのビデオ信号をディ

ジタル回線で伝送するには,圧縮処理をおこなって伝送

データを少なくする必要がある｡そこで,各ビデオ信号

の使用目的と信号性を調査した｡

3.1  NORM信号の特性

NORM信号は,物体から反射してきたパルス波を受

信･復調したものである｡したがって,その信号には,

航空機に限らず山岳,建造物,雨雲などからの反射信号

を含んでいる｡図2に,大阪近郊の三国山ARSRの

NORM信号のレーダ画面の写真を示す｡地球が湾曲し

ているため,グランドクラッタと呼ばれる地上反射物に

よる反射信号は,レーダ局の周辺に限られており,遠方

では航空機による反射信号(ターゲット)がいくつか確

認できる程度である｡

3.1.1　スイープ間相関

レーダアンテナの水平ビーム幅は,航空機などのター

ゲットの大きさに比べて広いため,複数のスイープ信号

で同一ターゲットの反射信号が受信される｡そのため,

隣合ったスイープ信号間の相互関数は非常に高い｡

二つの信号波形x(t)とy(t)の間での,相互相関関数

C  (τ),相互相関係数R  (τ)は,次のように定義され
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表2　SSRの性能

項 目 SS R 装置 トランスポンダ

送 信 周 波 数

尖 頭出 力

パ ル ス 幅

繰返 し周波数

解 読 レ ベ ル

水平 ビー ム幅

ア ンテナ利得

アンテナ回転数

1030 M H z

1.5 kW

0.8μs

200～450 pps

-79 dB m

2 .5ﾟ

22 dB i

6 rpm

1090 M H z

0 .5 kW

0.45μs-72 dB m

無指向性

0 dB i

図2　NORM信号のPPI写真

る  。

(1)

(2)

τ:x(t)とy(t)との隔たり時間

いま,隣接したスイープ信号をx(t)およびy(t)としたと

き,両波形がどの程度類似しているかを,隔たり時間r=

0におけるR  (0)として式(2)で求めてみる｡

相互関数が高い例として図2の画像変化が少ない

0ﾟ,低い例として画像の変化が大きな260ﾟ付近の信号に

6

より相互相関係数を求めた｡図3は相関係数を求めた区

域の信号で,(a)が方位0ﾟ付近の, (b)が260ﾟ付近の信号を

示す｡横軸が距離を,縦軸が信号の振幅レベルを,奥行

きがスイープすなわち角度を表している｡一番手前が方

位0ﾟまたは260ﾟのスイープ信号を,次に1スイープ離れ

た隣の信号と,次々に40スイープ分の信号を表示してい

る｡ここに示した三国山ARSRは,アンテナ1回転で

3413スイープの信号があり, 40スイープ分の角度は約

4.2ﾟである｡ (a)の信号は, PPI画像の変化が少ない0ﾟ

～4.2ﾟの信号で, 4ﾟ付近で多少変化が認められるが,全

体的には信号変化は少ない｡これに対し,画像変化が大

きな260ﾟ～264.2ﾟの信号である(b)は, 15スイープ近辺か

ら顕著な信号変化が認められる｡

図3に示したスイープ番号0の信号をx(t),それ以外

のスイープ番号の信号をy(t)として求めたスイープ間相

互相関係数を図4に示す｡実線が方位0ﾟの,破線が260ﾟ

のスイープ間相互相関係数である｡画像の変化が少ない

0ﾟでは, 15スイープ離れた信号間でも相関係数が0.91,

40スイープ離れても0.84と非常に高い相関関係が認めら

れる｡これに対し,画像の変化が著しい260ﾟの場合, 5ス

イープまで0.9以上の相関係数を保持し, 10スイープ離れ

た信号間で約0.8となる｡そして,スイープが離れるに従

い相関係数が小さくなり, 26スイープ離れると信号間の

相関関係が非常に低い状態の0.31となる｡この方位260ﾟ

の信号例は,レーダ画面の中でも特に画像の変化が著し

い部分の例で,他の部分では0ﾟの信号例と同様に,ス

イープが離れてもかなり高い相関関係が認められる｡

3.1.2　スキャン間相関

レーダは,アンテナの回転(スキャン)ごとに同一地

域を照射するため,特定の方位のスイープ信号に注目す

電子研報告 No.81 1994



(a)方位0ﾟ付近の信号 (b)方位260ﾟ付近の信号

図3　NORM信号の例

図4　NORM信号のスイープ間相関

ると,グランドクラッタのスキャン間の相互相関は非常

に高いと考えられる｡図5は,アンテナの回転ごと(10

秒間隔)に得られる信号を, 40スキャン分表示したもの

で, (a)が方位0ﾟの, (b)が260ﾟの信号を示す｡画像変化が

少ない0ﾟの信号では,時間が経過しても,信号に変化が

認められない｡また, PPI画像の変化が激しい260ﾟは,近

距離において多少信号変化が認められるが,図3のス

イープ方向の信号に比べるとその変化は非常に少ない｡

図5の一番手前に示したスキャン0のスイープ信号を

x(t),アンテナ1回転後同一方位を向いたときのスイー

プ信号をy(t)として求めたスキャン間の相関係数を図6

に示す｡実線が方位0ﾟの,破線が260ﾟのスキャン間の相

互相関係数である｡スイープ間相関の信号間隔0.003秒に
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比べて，スキャン間の時間間隔は10秒と大きいが，その

相関関係はスイープ間相関より高くなる。画像変化の少

ない0ﾟの場合，スイープ間相関に比べて大きな差は認め

られない。しかし，画像変化の大きな260ﾟの場合では，12

スキャンまでは相関係数0.8以上で，40スキャン離れた信

号間でも約0.7の相関係数が得られている。方位260ﾟの場

合，26スイープ離れた信号との相関係数が0.31と非常に

低い状態に対し，26スキャン離れた信号との相関係数は

約0.7と高い。

3.2　MTI信号の特性

現在,わが国のARSRは,ドップラーフィルターを用

いてクラッタを大幅に抑圧する高性能MTI     を採用
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(a) 方位0ﾟの信号 (b) 方位260ﾟの信号

図5　アンテナの回転によるNORM信号の変化

0　　　　　　　　10　　　　　　　　20　　　　　　　　30　　　　　　　　40

アンテナ回転(スキャン)

図6　NORM信号のスキャン間相関

した装置に順次更新されているため,ディジタル伝送装

置の開発では,この高性能MTIによるビデオ信号に対

応する圧縮方法を考えることにした｡図7に,三国山

ARSRにおいて撮影したMTI信号のPPI表示の写真

を示す｡

3.2.1 振幅レベル頻度

MTI信号は,山岳などの固定反射物によるグランドク

ラッタを消去して,移動物体からの反射信号のみを抽出

した信号であるため,図7に示すように画面の大部分が

黒く表示されているノイズで,航空機からの反射信号を

示すターゲット信号は極めて少ないという特徴がある｡

図7の写真例の画面全体における,信号の振幅の累積頻

度分布を図8に示す｡なお,ビデオ信号振幅の最大値は

8

2Vである｡矩形状の部分が0.125V単位の頻度を表し,

実線が累積頻度を示している｡0.25V未満の累積頻度は

96%以上, 0.5V未満で99.9%になる｡実際にMTI信号

を測定すると,ターゲット信号の振幅は0.5V以上あるた

め,その頻度はわずか0.1%であり,信号のほとんどがノ

イズであることがわかる｡したがって,画面全体では

5.46×10 レンジビンのデータがあるのに対し,ターゲッ

ト信号は5.46×10 レンジビンとその情報量は極端に少

なくなる｡

3.2.2　ターゲット信号の振幅レベル

ターゲット信号の振幅は,アンテナのビームが航空機

に近づくにしたがい,徐々に大きくなり,ビームの中心

が航空機に近づいたとき最大に,航空機から離れるにし

電子研報告 No.81 1994



図7　MTI信号のPPI写真

たがい小さくなる。このときのターゲット信号の方位幅

(ランレングス)は，アンテナのビーム幅と送信パルス

繰り返し周波数に依存している。図7の写真における

ターゲット信号のランレングスの頻度分布を図9に示

す。これは，5スイープごとに区分した頻度分布で，横

軸がランレングス（スイープ）を，縦軸がターゲットの

機数を示す。このターゲット信号は，図7の写真の中か

ら選びだした50機のランレングスの分布で，20～24ス

イープの区分が最も大きく14機で，全体の平均では24.1

スイープであった。

ターゲット信号の距離成分は，パルス幅と航空機の大

きさに依存する。図9と同一のデータから求めた距離成

分の頻度分布図を図10に示す。横軸はターゲット信号が

保有している距離成分の幅（レンジビン）を，縦軸がそ

の頻度を百分率で表している。2レンジ分のデータを有

するターゲット信号が最も多く約50％であった。また，

4レンジビンを越えるターゲット信号は存在せず，全体

0.0          0.5　　　　　1.0　　　　　1.5　　　　　2.0

振幅レベル(V)

図8　MTI信号の振幅レベルの頻度分布

10　　15　　　20　　　25　　　30　　　35　　　40　　　45

ランレングス（スイープ）

図9　ターゲット信号のランレングス頻度分布
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1　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　4

距離成分（レンジビン）

図10　ターゲット信号の距離成分の頻度分布

図11　ターゲット信号の距離・方位特性

の平均では2.1レンジビンであった。したがって，ター

ゲット信号は，4レンジビンの信号だけで伝送可能であ

る。

3.2.3　ターゲット信号のスイープ間相関

ターゲット信号の距離と方位に対する振幅変化の代表

例を図11に示す｡これは,ランレングスが平均値24.1に

近い25スイ-プの信号を選び, 3次元表示したもので,

距離方向に20レンジビン(2.5NM),方位方向に40スイー

プ(角度4.2ﾟ)の領域を抽出した信号である｡ 40スイープ

中25スイープがターゲット信号を含み,残りの15スイー

プはノイズだけである｡図11に示す信号例のランレング

スの中心すなわち航空機が存在すると考えられる位置の

スイープ信号をx(t),他のスイープ信号をy(t)として,式

(2)を用いて求めた相互相関特性を図12に示す｡横軸がス

イープ間隔を,縦軸が相関係数を示しており,矢印は振

10

幅レベルが0.5V以上であるスイープ信号の範囲を示し

ている｡この範囲内の相関係数は0.9以上であるが,その

範囲から外れると急激に落ちこみ,全体では台形状のス

イープ間相関となった｡このことからも, 0.5V以上を

ターゲット信号と考えることができる｡

4　ビデオ信号の圧縮方法

4.1 NORM信号の圧縮

NORM信号は,前節で述べたように,方位方向のス

イープ間相関ならびにアンテナの回転ごとのスキャン間

相関が高いため,いくつかのスイープ信号を方位方向あ

るいはスキャン方向に積分平均化することで,データの

圧縮が可能である｡
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-20　　　　　　-10　　　　　　0　　　　　　10　　　　　　20

スイープ間隔

図12　ターゲット信号のスイープ間相関

0　　　　　　　　10　　　　　　　　20　　　　　　　　30　　　　　　　　40

平均化処理数（スイープ）

図13　積分平均化処理数によるNORM信号の元の信号とのスイープ間相関

4.1.1  スイープ方向の圧縮

圧縮した信号と元の信号との相関関係が,積分平均化

の処理数によりどのように変化するかを,図13に示す｡

実線が方位0ﾟの信号を,破線が260ﾟの信号である｡横軸

が積分平均化したスイープ数を,縦軸が圧縮した信号と

元の信号との間の相互相関係数を示しており,圧縮後の

信号と圧縮処理前のそれぞれの信号との間で求めた相関

係数のうち,最も相関が低い数値を結んだものである｡

画像の変化の少ない0ﾟ方向の信号では,離れたスイー

プ間でも高い相関関係があるため,スイープ間積分平均

化による圧縮処理をおこなっても信号品質の劣化が少な

い｡そのため, 40スイープで平均化処理をおこなっても,

相関係数は0.93と高い相関関係を維持している｡これに

対し,画像の変化が大きい260ﾟ方向の信号では,圧縮信号

と元の信号との相関係数は,スイープ間相関に似た変化

を示し,平均化処理数が増えるにしたがい徐々に相関係

数が低くなる｡しかし,平均化処理数が18スイープまで

ENRI Papers No.81 1994

は, 0.9以上の相関係数を維持している｡

実際に圧縮処理をおこなう場合は,全画面360ﾟを2の

n乗でセクタに分割して処理する必要がある｡レーダ画

面を2のn乗でセクタに分割する場合, 256, 512, 1024

セクタに分割するのが適している｡このとき, 1つのセ

クタに入るスイープ信号は, 256区分で13～14スイープ,

512区分で6～7スイープ,1024区分で3～4スイープと

なる｡圧縮処理による信号劣化が大きな260ﾟ方向の圧縮

処理後の相関係数は, 3スイープで0.97, 6スイープで

0.95, 13スイープでも0.92といずれも高い相関関係が得

られる｡

セクタ内のスイープ信号で積分平均化処理をおこなう

と,そのセクタ内の信号はすべて同一の信号となる｡し

たがって, 256区分で1.4ﾟ, 512区分で0.7ﾟ, 1024区分では

0.35ﾟ以内の信号がすべて同一となる｡しかし, NORM信

号はレーダ機器の方位調整に用いるため, 0,3ﾟ程度の方

位分解能が確保できる圧縮処理方法とする必要がある｡
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0　　　　　　100(10)　　　　　200(20)　　　　　300(30)

時間(秒)，(スキャン数)

図14　ウェザークラッタの移動量

0　　　　　　　　10　　　　　　　　20　　　　　　　　30　　　　　　　　40

平均化処理数(スキャン)

図15　平均化処理数によるNORM信号のスキャン間相関

このため，レーダ全画面360度を1024セクタに区分して，

1つのセクタに含まれる3～4本のスイープ信号を積分

平均化して，セクタ信号を求める方法が最適と考えられ

る。

4.1.2　スキャン方向の圧縮

一方,スキャン方向の積分平均化は処理時間が長くな

り,高速移動物体はその間の移動量が大きいため,ター

ゲットの位置の実時間性は失われる｡しかし, NORM信

号の使用目的を,レーダ機器の調整,グランドクラッタ

の確認などに限定し,高速で移動するターゲットはMTI

およびSSR信号で表示するものとすれば, NORM信号

はグランドクラッタのほか雨雲による移動性のウェザー

クラッタが表示できればよいことになる｡各種のウェ

ザークラッタの時間経過と移動量の関係を図14に示す｡

これは,移動性のウェザークラッタがレーダ局から100

NM離れた場所を接線方向に移動した場合の移動量で,

12

横軸が経過時間およびスキャン数を,縦軸が移動量をス

イープ数で表している｡約40kmで移動する台風の場合,

その移動量は5分で約10スイープ,角度にして約1ﾟとな

る｡また,一般的な雨雲の場合は, 5分で約2スイープ,

角度にして約0.2度しか移動しない｡したがって,レーダ

画面を5分程度で更新しても,航空機のような高速で移

動する目標を除いて,圧縮･再生処理した表示画面の信

号劣化は少ないと考えられる｡

スキャン方向に積分平均化した場合の,圧縮信号と元

の信号との相関関係を,図15に示す｡実線が0ﾟの信号を,

破線が260ﾟの信号を示している｡画像の変化が少ない0｡

の信号では,40スキャン積分平均化処理をおこなっても,

同一方向の相関係数は0.93と非常に高い相関関係が認め

られる｡画像の変化が激しい260ﾟの信号の場合では,点線

で示すように14スキャン,すなわち2分20秒連続して積

分平均化処理をおこなっても,その相関係数は0.9以上を

保っている｡
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図16　NORM信号の圧縮方法

低容量のディジタル回線で伝送するには，積分平均化

によるデータ圧縮の他に，1画面を長時間かけて送り出

して伝送レートを低くする必要がある。このため，画面

を5分程度で更新するには，圧縮処理を少なくとも約2

分30秒でおこなう必要があるので，圧縮処理に適した積

分平均化数は16スキャンとなる。このときの圧縮信号と

元の信号との相関係数は，方位0ﾟの信号で0.96，260ﾟの

信号で0.89以上とかなり高い相関関係が得られている。

4.1.3　距離方向の圧縮

これまでの圧縮方法は,方位と時間方向でおこなって

いるが,レーダ信号は方位と時間の他に,距離方向にも

冗長性を有している｡ARSRの送信パルス幅は3μsで

あるため,目標からの反射信号は少なくとも3μs(距離

では1/4 NM)の幅を有している｡しかし,受信機のサ

ンプリング間隔が1.5μsであるので,一つの目標毎に2

レンジビン以上のビデオ信号を有する｡したがって, 2

レンジビンのビデオ信号を一つの信号に,すなわち1/4

NM単位の信号に圧縮しても,表示画面の信号劣化は実

質的に無視できる｡この距離方向での圧縮により,デー

タ数は1/2に減少できる｡

このようにNORM信号の圧縮は,図16に示すように,

スイープ方向では1024区分して1つのセクタにある信号

を平均化,スキャン方向では16スキャン連続して平均化,

距離方向では1レンジビンの間引きによる圧縮処理をお

こなうと,レーダ画面全体で5.6×10 レンジビンある

データが, 51.2×10 レンジビンまで減少できる｡すなわ

ち,圧縮度は約1/109である｡

ENRI Papers No.81 1994

4.2　MTI信号の圧縮

4.2.1　ターゲット信号

ターゲット信号は,前項で述べたように,ランレング

スの幅が大きく,かつスイープ間の相関関係が大きいた

め,ある範囲のスイープを積分平均化しても伝送前と伝

送後の信号品質に大きな変化はないと考えられる｡

実際に圧縮処理をおこなうには, NORM信号のス

イープ方向の圧縮方法と同じく,全画面360ﾟを2のn乗

でセクタに分割して処理する必要がある｡レーダ画面を

256, 512, 1024セクタに分割すると, 1つのセクタに入

るスイープ信号は, 256区分で13～14スイープ, 512区分

で6～7スイープ,1024区分で3～4スイープ数となる｡

図11で示したターゲット信号を積分平均化したときの,

再生信号を図17に示す｡ (a)は3スイープ, (b)は7スイー

プ, (c)は13スイープで積分平均化したときの再生信号で

ある｡

また,この再生信号のランレングスは, 3スイープの

とき24スイープ, 7スイープのとき28スイープ,13スイー

プのとき39スイープになった｡処理前のランレングスが

25スイープであったので,圧縮処理によるランレングス

の変化量は,角度に換算すると3スイープで-0.11ﾟ, 7

スイープで0.32ﾟ, 13スイープで1.5ﾟとなる｡

処理前の信号と再生信号とを比較すると, (a)の場合,

信号形状の再現性はよいが,圧縮度が低く伝送容量を初

期の目標まで低減することができない｡(c)は圧縮処理に

よる信号劣化が大きく,特にランレングスが1.5ﾟも大き

くなり,航空管制に使用するには問題がある｡これに対

し, (b)の再生信号,すなわち7スイープ積分平均化した
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(a) 3スイープ (b) 7スイープ (c) 13スイープ

図17　平均化処理数によるターゲット再生信号の変化

再生信号の場合,圧縮度は十分で,信号の形状も階段状

ではあるが,かなり再現している｡航空管制官の使用す

る表示器が16階調で表示していることを考慮すると, 7

スイープ積分平均化しても十分に実用になると考えられ

る｡したがって,全画面360ﾟを512セクタに分割して,積

分平均化する方法がMTI信号の圧縮に適していると考

える｡

方位方向での圧縮処理をおこなった圧縮信号から,0.5

V以上の振幅値を有する信号を抜き出し,連続した4レ

ンジビン分の振幅値に距離と方位情報を付加すると,

ターゲット信号を伝送することが可能となる｡レーダの

覆域内に航空機が偽像を含めて300機存在すると仮定し

た場合,ランレングスの平均が24.1スイープであるから,

7スイープで積分平均化すると1ターゲット当たり4個

の圧縮データとなり, 1200個の圧縮データを伝送する必

要がある｡また,距離情報は1600レンジビンを11ビット,

方位情報は512セクタを9ビット,振幅値を4ビットで表

すと,ターゲット信号は1圧縮データあたり36ビット必

要となる｡したがって, 300機を伝送するには43.2Kビッ

トとなり,画面全体のデータ数5.6×10 レンジビンの

データを4ビットの振幅値で伝送するのに比較して,

ターゲットだけを伝送する場合は約1/520まで圧縮でき

る｡

4.2.2　ノイズ

レーダの調整は，ターゲット信号だけでは不可能で，

ノイズも同時に伝送する必要がある。しかし，ノイズは

レーダの調整時にターゲット信号とレベル比較するのに

使用するため，レベルが判読できれば十分である。航空

管制官が使用する表示装置は，ビデオ振幅の最大値（2

14

V)を4ビットで表しているため, 0.5V未満であるノイ

ズは2ビットで表すことができる｡さらに距離方向に1

レンジビン間引きすることで,圧縮度を1/28まで上げる

ことが可能である｡このような圧縮方法で処理した場合

40スイープ分の処理前のノイズと,圧縮処理後のノイズ

との相関係数は平均で0.84である｡

4.3　SSR信号の圧縮

SSR信号は,航空機に搭載したトランスポンダからの

応答信号で,航空機の識別番号および飛行高度などをパ

ルス列で表したものである｡このSSR信号は,MTI信号

以上に航空管制に重要な信号であり,実時間で伝送する

必要がある｡しかし,図18に示したSSR信号のPPI写真

でも明らかなように, SSR信号は航空機からの応答信号

であるため,そのデータ数が非常に少ない信号である｡

さらに,この信号は航空機の情報を含んだ2倍化信号な

ので,そのデータ列を解読し,距離と方位を付加したメッ

セージ形式で伝送することができる｡

5　ビデオ信号の圧縮伝送方式

各ビデオ信号の使用状況とその信号特性を調査･検討

した結果,航空機の識別にはMTI信号とSSR信号を用

いており, NORM信号は山岳,島などの地形と雨雲など

の気象状態を判読するのに用いていることがわかった｡

また, NORM信号はレーダ機器の調整に不可欠なこと

がわかった｡したがって,航空機の識別に使用している

MTI/SSR信号をリアルタイムで伝送すれば,情報量が

一番多いNORM信号は時間をかけて伝送しても,航空

管制上支障がないことになる｡
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図18　SSR信号のPPI写真

NORM信号とMTI信号のノイズは,データ列として

伝送するため,回線異常で伝送信号に誤りが発生した場

合,再生画面に空白が生じる｡この空白部分をなるべく

小さくすることと,伝送処理を容易にするため,覆域200

NMを4分割して50NMごとにブロック化して伝送す

ることにした｡伝送の同期には8ビットのSYNC符号

を,誤り検出には16次生成多項式のCRC符号を用い

た  ｡したがって,データブロックの前後に付加する

SYNC符号は16ビットとなり, 16ビットのCRC符号と

合わせると,伝送処理に必要な符号は32ビットとなる｡
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5.1 NORM信号の伝送

1次レーダのNORM信号は,航空機,山岳,地上建造

物などからの反射信号をすべて含むので情報量は非常に

多いが,スイープ間相関ならびにスキャン間相関が共に

高く,冗長性が大きい｡しかし, NORM信号はレーダ機

器の調整,地形の確認および雨雲の範囲と降雨の状況を

知るために使用されているため,航空機のような高速で

移動するターゲット信号は伝送できなくても,地形を表

すグランドクラッタや移動性のウェザークラッタを正確

に伝送すればよいと考えられる｡したがって,図19の概

念図に示すように,方位方向に3～4スイープ,スキャ

ン方向に16スキャン積分平均化して圧縮する方式で伝送

すれば, NORM信号の使用目的に十分耐えられる再生

画像が得られる｡

信号の具体的伝送方法として,送信側では,まず覆域

200NMのNORM信号を1/8 NMでA/D変換した

後,連続した2レンジビンのうち大きな値の方を用いる

間引き処理をおこなって1/4 NM単位のデータにし,

1024個のセクタデータを格納できるスキャンメモリに順

次蓄積していく｡このとき,同一セクタに属する3～4

本のスイープデータは,同じセクタ番号のメモリに蓄積

される｡この処理を16スキャン繰り返した後,蓄積され

たデータをその蓄積回数で除して, 16セクタ間隔毎に送

り出す｡このように, 16セクタ毎にデータを送出すると,

1スキャン当たり64セクタのデータを送出でき, 16ス

キャンで1024セクタすべてのデータを送り出すことが可

能である｡

圧縮ビデオ　　　スキャンメモり　　　　再生ビデオ

図19　NORM信号の伝送概念図
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(a)　4スキャン後

(c)  12スキャン後

(b)　8スキャン後

(d)  16スキャン後

図20　NORM信号の伝送途中のPPI写真

受信側では,送信側と同じく1024セクタ分のデータを

格納できるスキャンメモリを用意し, 16セクタ間隔で伝

送されてくるセクタデータを,スキャンメモリの該当す

るセクタ番地に書き込む｡例えば,伝送されてきたセク

タ1のデータはスキャンメモリの#1番地,次のセクタ17

のデータは#17番地にと順次書き込んでゆく｡このデータ

格納タイミングとは別に,再生した角度信号に同期して

セクタデータを読み出し,D/A変換してアナログのビデ

オ信号を再生表示する｡再生すべきビデオ信号の角度が

前回の再生ビデオ信号と同じセクタ内にある場合は,同

一のセクタデータを再度読み出してビデオ信号を再生す

る｡

図20に,伝送を開始してから正しい画像が得られるま

での過渡期の再生NORM信号のPPI表示写真を示す｡

(a)が4スキャン後, (b)が8スキャン後,(c)が12スキャン

後, (d)が16スキャン後のPPI表示である｡これらは,ス

16

キャンメモリに何も記憶されていない初期状態から,順

次伝送されたビデオ信号を表示したもので, (a)の場合,

4セクタ分の幅のビデオ信号が64個表示されている｡ (b)

は8セクタ分の幅のビデオ信号が64個表示されており,

(a)に比べて表示されているビデオ信号の幅が大きくなっ

ている｡このように,伝送過渡期では,風車の羽のよう

な状態になるが, 16スキャン伝送する2分40秒後には,

(d)のように正常なレーダ画面が得られる｡

50NM単位のNORM信号データブロックのデータ

フォーマットを,表3に示す｡データ種別を4ビット,

50NMごとの距離の区分情報を2ビット, 1024セクタの

角度情報を10ビット,振幅値を4ビットで表したとき,

1ブロック当たりのメッセージ長は振幅データが200個

あるため, SYNC, CRC符号を含めると848ビットとな

る｡したがって, 1セクタ当たりの情報量は約3.4kビッ

トとなり,画面全体では3,473kビットとなる｡このデー
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表3　NORMデータフォーマット

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

データ種別 距離情報 方 位 情 報

1024セクタ

振幅値

No.1

振幅値

No.2

振幅値

No.3

振幅値

No.4

振幅値

No.197

振幅値

No.198

振幅値

No.199

振幅値

No.200

距離情報:50NMごとの区分を示す

図21 MTI信号の伝送概念図

タを16スキャン,すなわち160秒で伝送すると,伝送レー

トは約21.7k bit/sとなり,画面全体のデータ数5.6×

10 を4ビットの振幅値で伝送するのに比較して約1/

103まで圧縮できる｡

5.2　MTI信号の伝送

MTI信号は,航空機のような移動物体からの反射信号

のみを抽出しているので,大部分がノイズで,航空機な

どからの反射波であるターゲット信号の割合は極めて少

ないという特徴がある｡そこで,図21の概念図に示すよ

うに,ターゲット信号とノイズを分離して,伝送情報量

を大幅に低減して,実時間で伝送することにした｡

送信側では,全方位を512セクタに分割した各セクタに

含まれる約7本のスイープ信号を積分平均化し,圧縮ビ
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デオ信号を作成する｡そして,この圧縮ビデオ信号をし

きい値0.5Vでノイズとターゲット信号とに分離する｡

ターゲット信号は,距離方向に2～4レンジビン分の振

幅データを有するので, 4レンジビンの振幅データ毎に

距離情報を付加して送り出す｡ノイズは,データ数は多

いが振幅電圧は小さいので,距離方向に1レンジビン間

引きして, 2ビットのノイズ振幅データ列として送出す

る｡

受信側では,一時的にこれらデータをバッファメモリ

に格納して,ターゲットデータのある方位と距離ではそ

れを再生し,それ以外ではノイズ振幅データを距離方向

に伸張して,再生圧縮ビデオデータを再生する｡このデー

タを一時的にスイープメモリに格納した後,角度信号の

タイミングに合わせて読みだしD/A変換して,各セクタ
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ターゲット

図22　ウェザー領域におけるターゲットの検出

表4　MTIターゲットデータフォーマット

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

距 離 情 報

0 ～50N M  1/8N M 単位

振幅値

No.1

振幅値

No.2

振幅値

No.3

振幅値

No.4

で約7本のアナログのMTI信号を再生し表示する｡

本伝送装置は,ウェザークラッタの抑圧性能が高い高

性能MTI機能を有するARSRに対して開発したため,

上記の伝送方式で余裕をもってMTI信号を伝送でき

る｡しかし, MTI処理装置の故障などで消え残りが多発

した場合,ディジタル回線の伝送容量を越えるような

データ量が生じ,レーダ信号を伝送できなくなる可能性

がある｡このような異常状態が発生しても,MTI/SSR信

号を実時間で伝送する必要がある｡そこで, MTIの消え

残りが発生しやすいウェザークラッタに対して,下記に

示すようなウェザー処理を追加した｡ノイズ判定レベル

(0.5V)以上のMTI信号が連続して出現した場合,こ

の区域をウェザー領域とし, 4レンジビン毎に平均化処

理をおこない,その振幅値を4ビットで表すウェザー

データとする｡これにより,ビデオ信号の品質は劣化す

るが,ノイズレベル以上のビデオ信号をノイズデータと

同じ容量で伝送することが可能となる｡ウェザー領域に

おけるターゲットの検出は,図22に示すように, 4レン

ジビン毎に平均化処理されたMTIビデオ信号の平均値

を求め,それに一定のオフセット値を加算した第2しき

い値を設け,その値を越えたビデオ信号をターゲット信

号とする｡このウェザー処理で,ウェザークラッタによ

るMTIの消え残りが多発しても, MTI信号を実時間で

伝送できる｡

18

MTI信号は6～7本のスイープ信号を積分平均化し

た後,ターゲットとノイズに分離し,ターゲット信号は

距離の情報を付加した圧縮データを,ノイズは距離方向

に間引きした圧縮データを作成する｡表4にターゲット

信号,表5にノイズのデータフォーマットを示す.ター

ゲットデータは, 50NMごとの距離を9ビット,振幅値

を4ビットで表すと,メッセージ長は予備を含めて32

ビットとなる｡ただし,ターゲットの方位情報は,同時

に伝送するノイズデータの方位情報で与える｡ノイズ

データは,分割した距離の区分情報を2ビット, 512セク

タの方位情報を9ビット,振幅値を2ビットで表したと

き, 1ブロック当たりのメッセージ長は予備を含めて416

ビットとなる｡

MTI信号は,ターゲット信号とノイズとを分離してい

るため,覆域内にいる複数のターゲットデータとノイズ

データを同時に伝送しなければならない｡したがって,

データ種別を4ビットで,ターゲット個数nを8ビット

で表すと, 1ブロック当たりのメッセージ長は,予備,

SYNCおよびCRC符号を含めると464+32×nビット

となり, 1セクタ当たりのデータ量は1856+32×nビッ

トとなる｡

ターゲット信号のランレングスは平均24.1スイープで

あるから, 7スイープで積分平均化すると, 1つのター

ゲット信号は4セクタ分の圧縮信号となる｡前述したよ
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表5　MTIノイズデータフォーマット

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

距離情報 方 位 情 報

512セクタ

振幅値

No.1

振幅値

No.2

振幅値

No.3

振幅値

No.4

振幅値

No.5

振幅値

No.6

振幅値

No.7

振幅値

No.8

・
・
・
・

振幅値

No.193

振幅値

No.194

振幅値

No.195

振幅値

No.196

振幅値

No.197

振幅値

No.198

振幅値

No.199

振幅値

No.200

距離情報: 50NMごとの区分を示す

うに,レーダの覆域内に航空機が偽像を含めて300機存在

すると仮定した場合,ターゲットデータは1200個となる

ので,すべてのターゲットを伝送するには38.4kビット

必要で,ノイズを含めたMTI信号全体では約989kビッ

トとなる｡したがって,画面全体のデータを4ビットの

振幅値で伝送するのに比較して約1/23まで圧縮できる｡

5.3　SSR信号の伝送

SSR信号は,航空機の識別番号および飛行高度などを

パルス列で表した2倍化信号であるため,そのデータ列

を解読し距離と方位の情報を付加したメッセージ形式で

実時間伝送する｡

しかし, SSRにおいては,すべてのトランスポンダが

同一周波数で応答するため,自局の質問に応答した信号

以外に,多局に応答した信号も受信される｡他局に応答

した干渉信号(フルーツ)は,自局のトリガに同期せず,

信号として解読することができないため,あらかじめ取

り除く必要がある｡

図23に, SSR信号の伝送方式概念図を示す｡送信側で

は,図の上側に示すように,干渉信号を含んだ信号が入

力される｡この概念図では,識別番号5213の航空機が高

度30,000ftを飛行している場合の信号を示している｡干

渉信号をデフルータ処理で取り除いた後,スイープ毎に

航空機の識別番号,飛行高度などを解読し,距離,方位,

モードなどを付加したメッセージデータを作成し伝送す

る｡なお,解読した識別番号が航空機の緊急状態を表す

コード(緊急事態,通信機障害およびハイジャック発生

を示すコード)であるとき,メッセージデータにその情
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報を付加する｡

受信側では,伝送されたデータをバッファメモリに格

納しておき,再生された角度信号に同期してメモリから

情報コードを読みだし,デコーデッドビデオを生成･表

示する｡

表6に, SSR信号のデータフォーマットを示す｡距離

情報,方位情報,コード情報を12ビットで,その他の情

報を8ビットで表したとき, 1応答信号当たりのメッ

セージ長は予備を含めると48ビットとなる｡

SSR信号は,受信されたものをそのままメッセージ形

式に変換して伝送するため,複数のデータをまとめる必

要がある｡そこで,伝送処理を容易にするため,全方位

をMTI信号と同じ512セクタに区分し,同一セクタ内の

信号をブロック化する｡データ種別を4ビットで, SSR

データ個数nを8ビットで表すと, 1セクタ当たりの

データ量は, SYNC, CRC符号および予備を含めると

48+48×nビットとなる｡

SSRのランレングスは約3.2ﾟなので,スイープ数にす

ると31本となる｡そのため,航空機を300機と仮定すると

9,300データとなり, 1つのSSRデータ当たり48ビット

であるから,画面全体では約471kビットになる｡画面全

体のデータ数5.96×10 をそのまま伝送するのに比較し

て約1/13まで圧縮できる｡

5.4　トリガ･角度信号の伝送

トリガ信号は,繰り返し周期をカウントし,その周期

データをアンテナが磁北を向いたとき発生するARP信

号に同期して伝送する｡アンテナの方位を表すACP信
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識別番号5213
飛行高度 30,000ft 干渉信号（フルーツ）

図23　SSR信号の伝送概念図

表6　SSRメッセージフォーマット

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

T E

ST

距 離 情 報

0 ～200N M 1/16N M 単位

モードイン

ターレース

方 位 情 報

0.088゚ 単位

SPI 緊

急

モード コ ー ド 情 報

A 4| A 2 A| B 4| B 2| B 1| C 4| C 2| C 1| D 4| D 2| D 1

号は,APR信号で0にリセットしてから,アンテナ回転

量をカウントして,その値を伝送する｡

5.5　データの時分割多重化処理

NORM信号は,方位方向に3～4本のスイープ信号

を積分平均化し,さらにアンテナ回転方向に16スキャン

積分平均化して圧縮データを作成する｡ MTI信号は6

～7本のスイープ信号を積分平均化した後,ターゲット

20

とノイズに分離し,ターゲット信号は距離の情報を付加

した圧縮データを,ノイズは距離方向に間引きした圧縮

データを作成する｡ SSR信号は,そのパルス列を解読し

て,距離と方位情報を付加したメッセージデータを作成

する｡これらの処理で圧縮された各信号のビット数とそ

の伝送レートを表7に示す｡

ビデオ信号を航空交通管制部で再生するには,これら

ビデオ信号の他にアンテナ角度信号とトリガ信号を伝送
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図24　ディジタル伝送方式の概念図

表7　各信号の情報量と伝送レート

信号の種別 情報量 伝送 レー ト

N O R M

M TI 

S S R 

トリガ

角度

3,473 k b it  989 k b it  471 k b it   48  b it   25 k b it 21 .7 k b it/s

98 .9 k b it/s

47 .1 k b it/s 4 .8  b it/s 2 .5 k b it/s

合計 4 ,958 k b it 170 .2 k b it/s

*：在空機を300機と仮定（偽像を含む）

しなければならない｡トリガ信号は,その繰り返し周期

を求め48ビットで,磁北を示すARP信号に同期して送

り出す｡アンテナの方位角度を示すACP信号は, 360ﾟを

4096個のパルス信号で表すエンコーダの出力であるた

め,そのパルス数をカウントした方位角度データを48

ビットで表し,512分割したセクタ毎にビデオデータの先

頭に置いて伝送する｡これら各種の信号を時間差なしに

伝送するため,図24に示すように,送信側では各信号を

データ化した後,時分割多重化して,ディジタル回線で

伝送する｡

受信側では,多重化された信号を各信号に分離し,各

信号で異なった再生方法で再生する｡

本方式のディジタル圧縮の伝送レートは170.2kbit/s

で,レーダビデオ信号そのものを伝送する場合に比べて

圧縮比を, 1/30以下にすることができる｡その結果, 192

kbit/sの低容量回線で十分余裕をもって伝送できる｡

各信号の伝送フォーマットと重要度が異なるため,図

25に示すように,セクタ毎に送信データを編集して,時
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分割多重伝送をおこなう｡ただし,送信データを編集す

るとき,各データブロックの順位づけは,表8に示す優

先順位でおこなう｡なお,SSRデータやMTIデータの長

さがセクタごとに異なるのは,航空機の数によってデー

タ量が変化するためである｡

6　ディジタルレーダビデオ伝送装置の概要

レーダ局舎から航空交通管制部までの信号の伝送経路

を,図26に示す｡ARSRおよびSSR装置のレーダビデオ

信号は,送信装置の帯域圧縮部で圧縮された後,高速ディ

ジタル回線の規格に適合するようにデータ端末装置で変

換して,ディジタルデータとしてデータ回線終端装置に

送り出される｡受信側の航空交通管制部では,データ回

線終端装置から出力される圧縮信号をデータ端末装置で

受信し,信号再生部で再生して表示装置に出力する｡デー

タ端末装置は,市販の4チャンネルDATAX端末変換装

置を用いた｡

6.1　送信装置

送信装置は,信号の圧縮処理をおこなう帯域圧縮部と,

圧縮信号を高速ディジタル回線に適合させるデータ端末

装置とで構成される｡送信装置の外形写真を図27(a)に,

帯域圧縮部の系統図を図28に示す｡送信装置は,幅870mm

高さ2060mmの架の上部に帯域圧縮部を,下部にデータ端

末装置を収納している｡実際に運用する場合は,この架

に, 2式収納することが可能である｡

NORM信号は, A/D変換した後1/4 NM単位に間
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図25　送信データの伝送方法

表8　信号の伝送順位

優先順位 信 号 伝 送 方 法

12

3

4

5

A R P , トリガ

A C P

M T I

SS R

N O R M

A R P 信号検出時に トリガデータを伝送

各セクタの先頭で伝送

各セクタの角度データの次に伝送

各セクタのM T I データの次に伝送

各セクタの伝送容量に空きがあれば伝送

図26　圧縮伝送装置の伝送経路
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(a) 送信装置 (b) 受信装置

図27　ディジタルレーダビデオ伝送装置の外観

引きし,レンジカウンタからの距離情報と,アジマスカ

ウンタの方位情報を基にスキャン間の積分平均化処理を

おこない,セクタ毎のNORM圧縮データを生成する｡こ

の圧縮データをNORMデータバッファで,伝送フォー

マットに形成し直して蓄える｡

MTI信号は, A/D変換した後,距離情報と方位情報を

基に,スイープ間の積分平均化処理をおこなう｡この圧

縮された信号を,ターゲット,ノイズおよびウェザーデー

タに分離し,各々の方法で圧縮データ生成する｡この3

種類のデータを,集約して伝送フォーマットに形成して

MTIデータバッファに蓄える｡

SSR信号は,信号モード(識別番号と飛行高度の区別)

を解読し, SSR専用のトリガ信号をレンジカウンタで積

算して距離情報を作成する｡これとは別に,デフルータ

でSSR信号から干渉信号を除去し,コードを解読する

と共に,緊急信号を検出する｡これらのSSR情報を集約

して,距離情報と方位情報を含めたSSRメッセージ

データを作成し, SSRデータバッファに格納する｡

トリガ信号は,その周期データを作成すると共に,レ

ンジカウンタでクロックを積算して信号圧縮処理に用い
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る距離情報を作成する｡角度信号は,アジマスカウンタ

で積算して方位情報を作成する｡

これら各種データは,制御用CPUのバスラインに接

続され,制御用CPUと伝送用CPUとで多重化処理をお

こない,ディジタル回線に送出される｡

6.2　受信装置

受信装置は,伝送された信号を処理可能なフォーマッ

トに変換するデータ端末装置と,その信号を再生して表

示装置へ出力する信号再生部とで構成される｡受信装置

の外形写真を図27(b)に,信号再生部の系統図を図29に示

す｡

受信した多重化信号は,伝送用CPUと制御用CPUで

分離して,制御用CPUのバスラインを経由して各信号

用のバッファに出力する｡

50NM毎のNORMデータは,距離情報を基に4デー

タを連結してスイープ信号を再生し,スキャンメモリに

格納する｡その後,方位情報の変化に従い,順次スイー

プ信号を読みだし, D/A変換してアナログ信号を再生し

表示する｡
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図28　帯域圧縮部の系統図



図29　信号再生部の系統図



MTIデータは,まずターゲット,ノイズおよびウェ

ザーデータに分離して,各々の再生処理をおこなった後,

それらを合成してMTI信号を再生しスイープメモリに

格納する｡その後, NORM信号の表示タイミングに同期

して読みだし, D/A変換して表示する｡

SSRメッセージデータは,そのデータに含まれた距離

情報と方位情報から位置を検出し,コードを解読する｡

この解説コ-ドが手動で設定した選択コードと合致して

いるか否か判断し,合致しているときは機影を2重に示

し,他の場合はひとつの機影で示すデコーデッドビデオ

を発生する｡また,この解読コードが緊急信号のコード

に合致した場合は,ブザーおよび表示装置の表示で緊急

状態を航空管制官に知らせる｡

トリガ信号は,伝送された周期データから再生する｡

そして,レンジカウンタで再生処理に用いる距離情報を

作成する｡方位情報は,伝送された方位データとアンテ

ナが磁北に向いたときのトリガ信号を基に,ACP信号を

再生すると共に,このACP信号をアジマスカウンタで

積算し,再生処理の方位情報を作成する｡

7　伝送画質の評価

圧縮･再生による画質の劣化および誤り率と瞬断時の

伝送品質を, 図30に示すように,信号源にレーダVTR

を,伝送路に高速ディジタル回線を模擬する回線シュミ

レータを用いて評価した｡回線シュミレータは,高速ディ

ジタル回線を模擬する他に,伝送誤り率,回線瞬断時間

などの回線状態を設定できる装置である｡

評価信号には,高性能MTI機能を有する大阪近郊の

三国山ARSRのレーダ信号を用いた｡　しかし,この

ARSRではウェザーの情報が高性能MTI機能により消

去されているため,ウェザークラッタの評価には,高性

能MTI機能がない島根県･平田市に設置されている中

国ARSRのレーダ信号を用いた｡

伝送画質の評価は,伝送前と伝送後の信号を表示装置

に表示して目視で両者を比較すると共に,信号を1/8

NMでサンプリングして,光磁気ディスクに格納して解

析するレーダ信号解析装置に記録してその信号間の相関

関係を求めた｡

7.1 NORM信号の評価

NORM信号は,レーダ機器の調整および地形の確認

などが主な目的であるので,航空機のような高速移動目

標は再生できなくても,地形を表すグランドクラッタを
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正確に再生できれば十分である｡

図31に,三国山ARSRの伝送前と伝送後のPPI表示

写真を示す｡ (a)が伝送前の写真で,レーダ局近くのグラ

ンドクラッタの他に航空機を表すターゲットが認められ

る｡伝送後の写真(b)では,グランドクラッタが忠実に再

生されており,目視で見る限り両者に画像の差は認めら

れない｡しかし,高速で移動する航空機は, 16スキャン

積分平均化しているため,信号の振幅が小さくなりほと

んど表示されない｡写真の右下の円内は,このレーダ局

で分解能特性を測るのに用いている,四国山脈の画像を

拡大して表示してある｡伝送後でも各山系の画像は十分

に分離されており,必要な分解能特性が得られているの

が確認できる｡

図32に,図31の260ﾟ付近の信号を示す｡ (a)が伝送前の,

(b)が伝送後のNORM信号である｡ (a)では,グランドク

ラッタが存在しない部分でランダム性の雑音が生じてい

るが, (b)では,積分平均化により雑音が抑圧されている｡

しかし, NORM信号の伝送目的であるグランドクラッ

タは,伝送前と伝送後で大きな差は認められない｡図32

に示したグランドクラッタの再現性をより詳細に検討す

るため, 50NM～100NM部分を抜き出して拡大した状

態を図33に示す｡伝送前の信号と伝送後の信号を比較す

ると,細かいグランドクラッタも十分に再現し,信号間

の分離性も良好であることがわかる｡なお,ここに示し

た40スイープ分の伝送前と伝送後の信号間の相互相関係

数の平均は0.91であった｡

グランドクラッタは,アンテナが回転しても同一場所

に表示されるため,積分平均化による信号の劣化は極め

て少ないが,ウェザークラッタはランダム性の信号のた

め,信号品質の劣化が大きい｡このため,信号レベルが

大きな大雨のウェザークラッタは,その降雨領域を表示

することができるが,雨量が少ないウェザークラッタの

周辺は積分平均化により抑圧される｡また大雨の場合で

も,ウェザークラッタ特有のランダム性が失われ,平滑

的な表示となる｡しかし,表示装置上で視認する場合,

伝送前の信号と再生信号とでは大きな差異はなく,十分

使用できる画質である｡図34に,中国ARSRで収録した

ウェザークラッタのPPI写真を示す｡このPPI写真は,

台風が沖縄に接近したときのものである｡写真の上部と

右下部に顕著なウェザークラッタが現れている｡ (a)の伝

送前の写真では,ウェザークラッタ周辺に細かなクラッ

タが視認できるが, (b)の伝送後では,これらの細かなク

ラッタは抑圧されている｡ただし,航空機の運航に影響

を与えるような,大雨が降っている区域の形状は,正し
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図30　伝送画質の評価実験装置の構成図

(a) 伝送前 (b) 伝送後

図31 NORM信号のPPI写真

(a) 伝送前 (b) 伝送後

図32　NORM信号の伝送による変化
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(a) 伝送前 (b) 伝送後

図33　NORM信号の伝送による変化(拡大図〕

(a) 伝送前 (b)　伝送後

図34　ウェザークラッタのPPI写真 (平田 ARSR)

く表示されている｡

図35は,図34の写真の降雨強度が大きい140ﾟ付近の信

号を3次元表示したもので, 75～100NMの信号を40ス

イープ分を示している｡この区域の当時の雨量は,気象

レーダによると,時間当たり1～5mmの降雨が観測され

ている｡(a)の伝送前の信号では,ランダム特性を有する

ウェザークラッタが左側に,航空機を示すターゲット信

号が右側に現れている｡(b)の伝送後の信号では,ウェザー

クラッタのランダム特性は失われているが,その雨域の

形状はほぼ再現されている｡しかし,ターゲット信号は

積分平均化の効果で抑圧されている｡

28

本伝送装置では, NORM信号の伝送容量を減少させ

るため, 16スキャンにわたって積分平均化をおこなって

いる｡高速で移動する航空機のターゲット信号は,スキャ

ン毎に異なった位置に現れるため,その信号レベルは積

分平均化により1/16以下となり伝送されない｡しかし,

レーダ局に対し接線方向に飛行する場合,ターゲット信

号が方位方向に幅を有するため, 1スキャン離れても同

一場所に信号が現れることがあり,抑圧されなくなる｡

図36に接線飛行した航空機の伝送後のターゲット信号を

示す｡距離方向に25NM,方位方向に100スイープ(約11ﾟ)

拡大したもので,中央部に航空機の軌跡が現れている｡
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(a) 伝送前 (b) 伝送後

図35　ウェザークラッタの伝送による変化 (平田 ARSR)

図36　接線飛行する航空機の伝送後の再生信号

信号のレベルは低いが，直線状に現れるため，表示装置

の表示ゲインをあげると，その映像が視認可能な状態と

なる。

7.2　MTI信号の評価

MTI信号は,航空管制に不可欠な信号であるため,実

時間で伝送しなければならない｡しかも,その信号の大

部分はノイズで,ターゲット信号の割合は極めて少ない

特徴があるため,これらを分離して伝送容量を大幅に低

減できる｡

図37に,三国山ARSRの伝送前と伝送後のPPI表示

写真を示す｡ (a)が伝送前, (b)が伝送後の写真で,画面の

大部分が黒く表示されているノイズで,航空機を示す
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ターゲット信号は極めて少ないことが判読できる｡右下

の円内に,部分的に拡大したターゲット信号を示す｡画

面を視認する限り,ターゲット信号の画像の差異は認め

られなかった｡

伝送前と伝送後のMTI信号の様子を,図38に示す｡こ

れは,図37に示す信号の一部分を抜き出したもので,距

離方向に25NM,方位方向に100スイープを示している｡

(a)の伝送前の信号では, 3個のターゲット信号の他にラ

ンダム性のノイズが現れているが, (b)の伝送後の信号で

はノイズのランダム性が抑圧されている｡これは距離方

向と方位方向に平均化処理をおこなった結果で,ノイズ

のランダム性は抑圧されたが,そのレベルは再現されて

いる｡
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(a) 伝送前 (b) 伝送後

図37　MTI信号のPPI写真

(a) 伝送前

(b) 伝送後

図38　MTI信号の伝送による変化

図39は,ターゲット信号の部分を抜きだしたもので,

跳離方向に20レンジビン, 方位方向に40スイープ分表し

ている｡ (a)の伝送前の信号は,ランレングスが25スイー

プあり,アンテナの回転に伴い信号レベルが徐々に増加

してゆき,飽和レベルに達した後減少している｡伝送後

の(b)では,全体の形状はかなり再現しているが,伝送前

の信号のような滑らかな変化はなくなり,階段状に変化

している｡しかし,両者の区別は,表示画面においては

できなかった｡ノイズの部分は,スイープ積分平均化の

効果により,ランダム性の変化が抑圧されているが,ノ

イズの振幅は再現できているので,レーダ機器の調整に
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は十分使用できる｡このときの伝送前と伝送後の信号間

の相互相関係数は, 40スイープ全体の平均値で0.87で

あった｡

本伝送装置は,ウェザークラッタの抑圧性能が高い高

性能MTIを有するARSRに対して開発したもので,機

器が正常に動作している限り余裕をもって伝送できる

が, MTI処理の消え残りが多発した場合,データ量が増

加して回線容量を越える可能性がある｡したがって,

MTIの消え残りが多発したとき,信号量を回線容量まで

抑圧する必要がある｡そのため, MTIの消え残りが生じ

やすい,ウェザークラッタのデータ量を抑えるウェザー
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(a) 伝送前 (b) 伝送後

図39　ターゲット信号の伝送による変化

(a) 伝送前 (b) 伝送後

図40　ウェザークラッタのPPI写真

処理を付加した｡

図40に,ウェザー処理をおこなった場合の,ウェザー

クラッタの伝送前と伝送後のPPI写真を示す｡これは,

図34のNORM信号と同一時間の写真であるが,画質の

変化がよく判読できるように,表示覆域を半分の100NM

に拡大している｡距離方向に4レンジビン,方位方向に

約7スイープ積分平均化しているため, (b)の伝送後では

ウェザークラッタの微細な振幅変化が失われ,モザイク

状の表示となった｡

このときの信号変化を図41に示す｡これは図40の写真

の140ﾟ方向の信号を一部抜き出して表示したもので,距
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離は75～100NM,方位は40スイープ分を示している｡ (a)

の伝送前の信号では,ウェザークラッタが左側に,ター

ゲット信号が右側に現れている｡(b)の伝送後の信号では,

ウェザークラッタ特有のランダム性の振幅変化が消えて

いるが,ターゲット信号の振幅は十分に維持されている｡

レーダ画面では,MTI信号のウェザークラッタはモザ

イク状に表示されるが,降雨領域を把握するには十分な

画質を有している｡本伝送装置は,高性能MTIを用いた

ARSRを対象としているため,大型台風のような異常気

象または機器に障害が発生したとき以外,この機能は動

作しないと考えられる｡
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(a) 伝送前 (b) 伝送後

図41 ウェザークラッタの伝送による変化

(a) 伝送前 (b) 伝送後

図42　SSR信号のPPI写真

7.3　SSR信号の評価

SSR信号は,航空機に搭載したトランスポンダからの

応答信号で,航空機の識別番号,飛行高度などをパルス

列で表した2値化信号なので,そのデータ列を解読し距

離と方位を付加したメッセージ形式で伝送する｡

図42に,伝送前と伝送後のSSR信号のPPI表示を示

す｡右下に表示した円形部は,画面の一部分を拡大した

もので, SSR信号の詳細を示している｡(a)の伝送前の写

真では,拡大写真で分かるように,トランスポンダから

送られてきたパルス列がそのまま表示されて幅が広い

が, (b)の伝送後の写真では,そのパルス列が含んでいる
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識別番号を解読して，航空機の位置にデコーデッドビデ

オ信号のみが表示されている。

8　回線異常時の伝送特性

8.1 符号誤りによるMTl信号の伝送不能割合

ディジタル回線に符号誤りが発生した場合の障害の程

度を,回線シミュレータの誤り率を変化させて求めた｡

障害の程度は, MTI信号が表示できなかったセクタ数を

画面から読みとり,画面全体のセクタ数(512)との比を

伝送不能率として求めた｡伝送不能率の測定結果を図43
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回線誤り率

図43　回線誤り率と伝送不能率

0　　　　　　　　　　　　100　　　　　　　　　　　　200　　　　　　　　　　　300

瞬断時間(ms)

図44　回線瞬断時間と伝送不能セクタ数

に示す｡横軸が回線誤り率を,縦軸が伝送不能率を示し

ている｡誤り率が10  の場合は1つのセクタも送ること

ができなかったが,誤り率を減少させていくにしたがい,

徐々に伝送不能率も減少し,10  ではすべてのセクタを

伝送できた｡ NTTのディジタル回線の誤り率は悪くて

も7.8×10  程度見込めるので  ,本装置による伝送品

質は十分実用になると考える｡

8.2　復帰時間特性

回線異常により伝送不能となった場合の復帰時間を,

MTI信号の伝送不能セクタ数を読みとることで求めた｡

図44に,測定した伝送不能セクタ数を示す｡横軸が回

線瞬断時間を,縦軸が伝送不能セクタ数を示す｡瞬断時

間と伝送不能セクタ数はほぼ比例しており,瞬断時間が

100msの場合は, 6セクタ分のデータが伝送不能であっ
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た｡ 1画面を512セクタに分割して伝送しているため, 6

セクタ伝送するには117ms必要である｡回線が100msの

間瞬断したのに対し,伝送不能だった時間は117msであ

る｡したがって,回線が復帰してから17ms後にMTI信

号の画像が復帰したことになる｡これは実用上問題にな

らない程度の時間と考える｡

8.3　回線余裕度

ビデオ信号の伝送容量は, NORM信号の場合,常に一

定しているが,MTI信号とSSR信号は,レーダ覆域内の

航空機数とMTI処理による消え残りの多少により変化

する｡航空機数300機を最大取り扱い機数として設計し

たが,現状は60機程度であり,十分伝送できると考えら

れる｡高性能MTIを用いた三国山ARSRの例では,伝

送回線の余裕度は約37%であった｡
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図45　航空管制官・航空管制技術官による評価実験構成図

表9　航空管制官による画質評価結果(PVD使用)

信　　　　　 号 非常に良いやや良い 普通やや悪い 悪い

N O R M

グランドクラツタ

ウェザークラツタ

更新時間

0　　 7　　 3　　 0　　 00　　7　　2　　1　　00　　0　　10　　0　　0

M T I
ターゲット

ウェザークラツタ

1　　 2　　 7　　 0　　 0

0　　 2　　 4　　 4　　 0

SSR 2　　 6　　 2　　 0　　 0

総　合 0　　 5　　 5　　 0　　 0

レーダ受信機の障害などでMTIの消え残りが増加し

た場合, 回線の余裕度が少なくなり,極端な場合はリア

ルタイムな伝送が不可能になることが考えられる｡そこ

で,強制的にMTIの消え残りを増やすため,図34に示し

たウェザークラッタが非常に多い中国ARSRの

NORM信号を,送信装置のMTI信号入力端に入力する

実験をおこなった｡このときの回線余裕度は約28%で

あった｡したがって,よほど極端な消え残りが生じない

限り,レーダ信号は回線容量192kbit/sのディジタル回

線で伝送可能と考えられる｡

9　航空管制官による評価

9.1　評価方法

航空管制官10人による再生画面の評価を,直交座標で

表示するPVD表示装置(走査線900本のTV,直径23イ

ンチ)を用いて実施した｡評価に参加した航空管制官の

管制経験は, 6年から19年で,平均経験年数は14年であっ

た｡

評価実験は,図45に示すように,レーダVTRからの

レーダ信号をPVD表示装置で表示すると共に,伝送装

置を介して圧縮･再生した信号を表示して,両者の画質
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を比較した｡また画質評価の参考にするため, PPI表示

装置に同一の信号を表示した｡

評価は,晴天時と雨天時の信号を用いて, NORM信号

のグランドクラッタとウェザークラッタ, MTI信号の

ターゲット信号とウェザークラッタ, SSR信号および3

種類のレーダ信号を同時に表示した総合画質を, [非常に

良い]から[悪い]までの5段階評価でおこなった｡

9.2　評価結果

航空管制官による評価結果を表9に示す｡

NORM信号の場合は,航空機の機影は伝送されない

ため評価せず,グランドクラッタおよびウェザークラッ

タの画質を評価した｡両クラッタとも,大多数が[良い]

を支持している｡また画面の更新時間は,航空管制をお

こなう上で問題がないことが明らかとなった｡

MTI信号は,ターゲット信号とウェザークラッタの両

者の画質を評価した.ターゲット信号は,全員が[普通]

以上で問題がなかった｡しかし,ウェザークラッタでは,

[やや悪い]が4人となった｡このウェザークラッタの

表示は,今まで見なかったモザイク状の表示形態である

ため違和感が強いので,慣れれば問題は減少するという

意見が多数あった｡
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表10　航空管制技術官による画質評価結果

信　　　　号
表示装置

非常に
良い

やや
良い

普通
やや

悪い
悪い

N O R M

グラン ドクラツタ
PV DPPI 4　　 1　　 0　　 0　　 0

4　　 1　　 0　　 0　　 0

ウェザー クラツタ
P V D

P P I

3　　 2　　 0　　 0　　 0

1　　 4　　 0　　 0　　 0

更新時間
P V DPPI 0　　 0　　 1　　 2　　 2

0　　 0　　 1　　 2　　 1

M T I

ターゲ ット
P V D

PP I

2　　 2　　 1　　 0　　 0

2　　 3　　 0　　 0　　 0

ウェザー クラツタ
PV D

P PI

1　　 1　　 1　　 2　　 0

2　　 2　　 0　　 1　　 0

S SR
PV DPPI 3　　 2　　 0　　 0　　 0

4　　 1　　 0　　 0　　 0

総　 合
PV D

P PI

2　　 2　　 1　　 0　　 0

4　　 1　　 0　　 0　　 0

SSR信号は干渉信号が非常に多く,伝送後の信号との

比較が難しかったが,全体的に良好な評価が得られた｡

NORM信号, MTI信号およびSSR信号を同時に表

示して評価する総合画質では, [良い]と[普通]の判定

だけで,現在の表示と変わらないという航空管制官の意

見もあり,航空管制に用いることが可能と考えられる｡

10　航空管制技術官による評価

10.1　評価方法

航空管制技術官による再生画面と装置の評価を,極座

標で表示するPPI(保守用指示器,直径16インチ)と直

交座標で表示するPVD表示装置を用いて実施した｡評

価に参加した航空管制技術官5人のレーダ保守経験は,

8年から18年で,その平均経験年数は12年であった｡

評価実験は,航空管制官評価と同じく図45に示すよう

に,レーダVTRからのレーダ信号をPVD表示装置お

よびPPI表示装置で表示すると共に,伝送装置を介して

圧縮･再生した信号を表示して,両者の画質を比較した｡

画面の評価は,航空管制官評価と同じ内容で実施した｡

装置の評価は,外観･寸法･構造,使用部品,保守性お

よび監視項目に対し,画質評価と同じ5段階評価をおこ

なった｡
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10.2　画質評価の結果

画質評価の結果を表10に示す｡

NORM信号は,グランドクラッタおよびウェザーク

ラッタとも[良い]以上の評価を受けているが,更新時

間では評価が悪かった｡これは,画面の更新に16スキャ

ンすなわち2分40秒かかり,最低受信感度の測定に長時

間必要となるためと考えられる｡この更新時間は,伝送

方式の最大の特徴であるため,装置の改修では対処でき

ず,レーダ保守方法を規定する保守要領を変更し,この

間題を解消した｡

MTI信号は,ターゲット信号とウェザークラッタの両

者の画質を評価した｡ターゲット信号は,全員が[普通]

以上で問題がなかった｡しかし,ウェザークラッタで[や

や悪い]があり,特にPVD表示装置が悪い評価を受け

た｡ PVDでの評価が悪かった理由としては, PPIが蛍光

材の残光性で表示しているのに対し,PVDがメモリに格

納したデータを常に表示しているため,ウェザークラッ

タのモザイク状態が強調されたためと考えられる｡

SSR信号は干渉信号が非常に多く,伝送前の信号との

比較が難しかったが,全体的に良好な評価が得られた｡

NORM信号, MTI信号およびSSR信号を同時に表

示して評価する総合画質では,大多数が[良い]以上の

判定で,レーダシステムの維持管理には十分と考えられ

る｡
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表11 航空管制技術官による保守性の評価結果

項　　 目 表示装置 非常に良いやや良い 普通やや悪い 悪い

外観 ・寸法
送信装置

受信装置

3　　 2　　 0　　 0　　 

0　　 2　　 3　　 0　　 0

構造
送信装置

受信装置

0　　 2　　 3　　 0　　 0

0　　 2　　 3　　 0　　 0

使用部品
送信装置

受信装置

0　　 2　　 3　　 0　　 0

0  　 1  　 3  　 1  　 0

保守性
送信装置

受信装置

0  　 1  　 3　　 0　　 0

0　　 2  　 1  　 0　　 0

監視項目
送信装置

受信装置

0  　 1  　 4　　 0　　 0

0  　 1    1  　 0　　 0

10．3　装置評価の結果

装置評価の結果を表11に示す。受信装置の使用部品で，

1名だけ［やや悪い］の評価があった。これは，ディジ

タルスイッチが小さくて，数値を設定しにくいためで，

運用機材の製作では大型化した。

他の項目では，送信装置および受信装置とも，すべて

［良い］と［普通］の評価を受けており，保守・管理の

立場からみて運用機材として十分な性能を有していると

考えられる。

11　まとめ

ARSR/SSRのビデオ信号の信号特性を調査し,その

信号に適した圧縮方法を検討して,遠隔地の航空交通管

制部へディジタル回線を通じて伝送する新しいディジタ

ル伝送方式の開発研究をおこない,試作装置の評価を実

施した｡

NORM信号は,地上の障害物と気象条件の確認,レー

ダシステムの動作確認および保守整備に用いており,通

常は航空機の確認に用いていないため,信号劣化がなけ

れば,画面の更新に時間が掛かっても航空管制上支障が

ないことになる｡またスイープ方向,スキャン方向およ

び距離方向での相関関係が高いため, 3方向で圧縮処理

が可能である｡そこで,スイープ方向とスキャン方向に

は積分平均化を,距離方向には間引きによる圧縮処理を

おこなった｡

MTI信号は,現在の航空管制では航空機の監視に不可

欠な信号であるため,リアルタイムに伝送する必要があ
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る｡しかし,その信号の大部分がノイズで,航空機から

の反射信号であるターゲット信号の発生頻度は0.1%と

極端に少ない｡そこで, MTI信号をスイープ方向で積分

平均化した後,ターゲット信号とノイズに分離し,ター

ゲット信号には距離情報を付加し,ノイズは距離方向に

間引きして振幅値を2ビットのデータ列で伝送する｡

SSR信号は,航空機の識別に不可欠な信号であるた

め,MTI信号と同じようにリアルタイムに伝送する必要

がある｡その信号は,レーダ覆域内を飛行する航空機か

らの応答信号で信号量は極端に少なく,しかも2倍化信

号なので,そのデータ列を解読し,距離と方位を付加し

たメッセージ形式で伝送した｡

その結果,特にNORM信号は約1/103まで圧縮でき,

その他の信号を含めたシステム全体でも1/30以下に圧

縮することができた｡そのため, 192kbit/sの低容量の

ディジタル回線で十分余裕をもって伝送することが可能

となった｡

この方式は従来のアナログ圧縮方式と比較して以下の

ような特徴があり,従来のアナログ伝送における問題点

を解消できる｡

1. NORM信号とMTI信号を別々に伝送するの

で,航空管制官は地形や雨雲と航空機とを相互に

確認しながら誘導することが可能となる｡

2. SSR信号は,デコーデッドビデオ信号に変換し

ないで伝送するため,航空交通管制部側で識別番

号を自由に解読することが可能となる｡

3.ブロック化されたビデオデータにアンテナ角度信

号を付加して送るので,回線に異常が生じても速

やかに回復できる｡
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このような圧縮伝送方式を基に, ARSR/SSRのビデオ

信号を,ディジタル回線を通して,航空交通管制部へ伝

送するディジタルレーダビデオ伝送装置の試作とその評

価をおこなった｡

送信装置は,各種レーダ信号を,その特徴を用いた圧

縮方法で圧縮処理し,信号の重要度による順位で多重化

をおこない,受信装置では,伝送されてきた多重化信号

を各々の信号に分離し,信号特有の再生処理をおこなっ

てバッファに格納した後,順次読みだしてアナログの信

号を再生した｡

圧縮･再生されたレーダ信号の視覚的な評価の結果,

NORM信号のグランドクラッタおよびMTI信号の

ターゲット信号は,目視で表示画面を比較する限り,両

者に差異は認められなかった｡ウェザークラッタは,圧

縮による信号劣化が認められたが,クラッタ周辺の細か

なクラッタが抑圧されているだけで,大雨発生の区域は

十分表示されている｡ MTI信号のターゲット信号は,

表示画面で判断する限り伝送前と伝送後とで差は認めら

れなかった｡ウェザークラッタは,モザイク状で表示さ

れたため,かなり違和感が生じたが,実際の運用では高

性能MTI機能で抑圧されるため,この現象は問題ない

と考える｡ SSR信号は,管制状態を表すデコーデッドビ

デオを作成し表示しているため,現在運用に用いている

機材の表示と同一で,運用に支障無いと考える｡

定量的な評価を,レーダビデオ信号を光磁気ディスク

に格納するレーダ信号解析装置でおこなった｡この結果,

NORM信号の振幅変化が著しい区域での,伝送前と伝

送後の相互相関係数は0.91であることがわかった｡また,

MTI信号のターゲット信号の部分では,相互相関係数は

0.87であった｡

回線異常時の伝送特性を,回線シミュレータを用いて

測定した結果,符号誤り率が10  でも1画面すべてを伝

送できることが明らかになり,本装置による伝送品質は

十分実用になると考えられる｡回線瞬断による伝送不能

からの復帰時間は,回線復帰後17msと,現在のアナログ

方式の最大10秒に比べて十分な性能を有していることが

判明した｡評価実験に用いた三国山ARSRの信号では,

回線の余裕度が37%で,今後航空機の運航が増加しても

使用に耐えられることがわかった｡

この伝送装置を実際に使用する航空管制官と,レーダ

システムを保守管理する航空管制技術官による運用評価

を実施した｡航空管制官の評価では,ウェザークラッタ

以外良好な評価結果が得られ,再生後の画面に慣れれば

十分管制に用いることが可能であることが明らかになっ
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た｡航空管制技術官の評価結果は, NORM信号の更新時

間が否定的評価になったが,保守要領の変更により解決

することができた｡装置の評価では,使用部品に些細な

問題が浮上したが,運用機材での部品変更で対処した｡

このような評価実験の結果,使用料が安価な回線容量

192kbit/sのディジタル回線でビデオ信号を伝送して

も,従来のアナログ圧縮伝送装置と比較して劣化はみと

められず,航空管制用として十分実用になることがわ

かった。

なお,本伝送方式によるディジタルレーダビデオ伝送

装置は,現在函館近傍の横津岳ARSRから札幌航空交通

管制部,箱根ARSRから東京航空交通管制部,鹿児島の

加世田ARSRから福岡航空交通管制部への伝送に用い

られている｡今後,さらに他のARSR局も本方式による

伝送装置に更新される予定である｡
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