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Abstract

SSR (Secondary Surveillance Radar) Mode S system with improved surveillance and datalink capabilities is a

next generation aircraft surveillance radar. SSR Mode S datalink is one of three air-ground datalink media for
ICAO's CNS/ATM system. In order to develop Mode S datalink application, it is necessary to clarify SSR Mode

S datalink performance. ENRI developed SSR Mode S experimental system and conducted evaluation on Mode S
surveillance and datalink performance. This paper presents the results of SSR Mode S datalink performance tests

such as message transfer rate, transfer delay, transfer error and maximumdatalink capacity.
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1．はじめに

2次監視レ-ダ(SSR : Secondary Surveillance

Radar)は,航空機の位置,高度,識別符号を提供する重

要な管制施設として,空港や航空路の主要地点で運用さ

れている｡しかし近年の航空交通量の増大に伴い,測位

精度の不足,過剰質問によるトランスポンダの飽和,干

渉によるターゲットの欠落,航空機識別符号の不足など

航空管制システムの自動化の促進には不十分なデータ取

扱品などの問題が生じてきた｡

これらの問題を解決するため,監視機能を向上すると

ともにデータリンク機能を付加したSSRモードS(以下

モードS)が国際民間航空機関(ICAO : International

Civil Aviation Organization)の標準として制定され,

各国において開発が進められてきた｡

モードSはモノパルス測角方式の採用, 24ビットアド

レスを用いた個別質問,データリンク機能の付加,従来

SSRとの共用性などの特徴を有しており,これらの機能

を用いて前述の問題の解決を図っている｡

当所では,我が国におけるモードSの導入に備え,

モードS実験システムを製作し,実験用航空機およびシ

ミュレータを用いた評価試験を行ってきた｡

監視試験の結果,当所モードSは高い測位精度(方位

誤差0.04°,距離誤差7.0m),高い検出率(100%),十分

な監視処理能力(250機)を持つことが確認された  ｡

モードSデータリンクはICAOで提唱されている

CNS/ATM(通信･航法･監視/航空交通管理)システ

ムにおける3つの空地通信システム(衛星通信, VHF通

信, SSRモードS)の一つに位置づけられている｡モー

ドSデータリンクを用いたアプリケーション  を検討す

るためには,データリンクの特性を検証し明らかにする

監視質問／監視応答
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必要がある｡そこで,当所では実験用航空機およびシミュ

レータを用いて,質問計算機の性能評価を中心とした

データリンク評価試験(メッセージ転送速度,伝送遅延

時間,メッセージ転送誤り,最大処理容量)を実施した｡

本稿では,モードSデータリンクの概要と当所モード

S実験システムについて紹介したのち,データリンク評

価試験の結果について報告する｡

2. モードSデータリンクの概要

2.1 質問応答フォーマット

モードSの質問･応答には56ビットまたは112ビット

のデータブロックが含まれている｡

データブロックのフォーマットは,監視,標準長メッ

セージ(SLM : Standard Length Message),拡大長メッ

セージ(ELM : Extended Length Message)の3つに

大別される｡ 図1に質問･応答フォーマットを示す｡

監視フォーマットは56ビットのデータからなる｡制御

コード,航空機識別符号,気圧高度などの情報を含み監

視専用に用いられる｡

SLMフォーマットは112ビットのデータからなる｡監

視フォーマットに56ビットのメッセージフィールドが加

わったフォーマットであり,監視とデータリンクを同時

に行える｡

ELMフォーマットは112ビットのデータからなる｡ 80

ビットのメッセージフィールドを含み,データリンク専

用に用いられる｡

アドレスパリティは, CRC (Cyclic Redundancy

Check)・誤り訂正に用いられる｡アップリンクでは誤り

検出が行われ,ダウンリンクではバースト誤り訂正が行

われる｡これにより,信頼性の高いデータ転送を行える｡

ID:航空機識別符号
ALT:気圧高度
()内はビット数

SLM質問/SLM応答(Comm-A質問/Comm-B応答)

ELM質問/ELM応答(Comm-C質問/Comm-D応答)

フォーマット
（2）

制御コード

（5）

メッセージ

（80）

アドレスパリティ

（24）
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図1　モードS質問･応答フォーマット

フォーマット

(5)
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(27)

メッセージ(56) アドレスパリティ(24)

フォーマット

(5)

制御コード /ID /A LT(27) アドレスパリティ(24)



2.2　データリンクプロトコル

モードS空地データリンクプロトコルは,短いメッ

セージの転送に通したSLMプロトコルと,長いメッ

セージの送信に適したELMプロトコルに大別される｡

SLMプロトコルでは,監視とデータリンクが同時に

行われ,セグメント送達毎に送達確認(ACK : Acknow-

ledgement)を含む応答が行われる｡ SLMは, 4個の

SLM質問･応答を用いて最大224ビットのメッセージを

送信できる｡

ELMプロトコルは,データリンク専用に用いられる｡

長いメッセージを効率的に転送するため,連続して質問

(または応答)を送信し,全セグメントの送信後に送達

確認が行われる。ELMは, 16個のELM質問(または応

答)を用いることにより最大1280ビットのメッセージを

転送できる｡

2.3　メッセージの転送手順

図2と3に各プロトコルによるメッセージの転送手順

を示す｡図中の太線はメッセージの転送を示し,細線は

伝送制御情報の転送を示す｡

メッセージは,ビーム占有時間(メインビームが航空

機を照射している時間)内で複数回の質問応答を行うこ

とにより送信される｡ビーム占有幅時間内における質問

応答の回数は,センサの負荷状態やメッセージの送信タ

イミングなどに依存する｡

2.3.1　アップリンクSLM転送

センサから第1セグメントを含むComm-A質問を行

うことで, SLMの転送が開始される｡トランスポンダは

ACK応答を返す｡以後, Comm-A質問, ACK応答をn

回(nはセグメント数)繰り返すと,アップリンクSLM

は転送を完了する｡送信に失敗した(ACK応答がない)

場合,失敗したセグメントを再送する｡

2.3.2　アップリンクELM転送

トランスポンダは同時にはただ1つのセンサからの

ELMしか受け付けない　｡このため,センサはトランス

ポンダに対してELM実施の予約を行う｡トランスポン

ダは他のセンサから予約を受けていなければ,予約要求

のあったセンサに予約を付与する｡センサは第n～第1

セグメントを含むComm-C質問を連続して行い,メッ

セージを転送する｡この間応答は行われない｡トランス

ポンダは,最終セグメントを受信すると受信したセグメ

ントを示すComm-D応答を行う｡全てのセグメントが
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()内 S=監視質問･応答
A=Comm-A質問　B=Comm-B応答
C=Comm-C質問　D=Comm-D応答

図2　アップリンクメッセージの転送手順

受信されている場合,センサはELM転送完了を示すク

ローズアウト(完了通知)を行い,これに対するACK応

答を受信するとELM転送が完了する｡いくつかのセメ

ントが末受信の場合,センサは未受信のセグメントを再

送する｡

2.3.3　ダウンリンクSLM転送

ダウンリンクSLMプロトコルは,地上がダウンリン

ク指示する地上喚起Comm-B (GICB : Ground Initiat-

ed Comm-B)と航空機がダウンリンクを要求する機上喚

起Comm-B (AICB : Air Initiated Comm-B)の2つに

分けられる｡

①地上喚起 Comm-B (GICB)

地上喚起Comm-Bプロトコルは,ダウンリンクSLM

要求,予約,クローズアウトを行わない1セグメントの

ダウンリンクSLMである｡トランスポンダ内にある256

個のバッファ(GICBレジスタ)に格納された56ビットの

情報を読み出すために用いられる｡バッファ内には航空

機の予測精度を高める情報(進行方向,速度等)や管制

に利用される情報(VHF周波数,航空機登録番号等)が
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図3　ダウンリンクメッセージの転送手順

蓄えられている｡

センサは,GICBレジスタ番号を含む質問を行う｡トラ

ンスポンダは,指定されたレジスタ番号の情報を含む応

答を返す｡以上でダウンリンクSLM (GICB)の転送は

完了する｡

②機上喚起Comm-B (AICB)

トランスポンダは, SLMメッセージの存在を示す応

答(ダウンリンクSLM要求)を行う｡これを受けたセン

サは,予約要求とダウンリンク指示を含む質問を行う｡

トランスポンダは予約付与と第1セグメントを同時に

Comm-B応答で送信する｡第2セグメント以降のメッ
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表1　モードSセンサおよびトランスポンダの諸元

センサ トランスポンダ

送信周波数 1030M H z 1090M H z

受信周波数 1090M H z 1030M H z

変調速度 4M bps 1 M bps

変調方式 D P SK B PPM

出　　 力 2090W 400W

セージはGICBレジスタに蓄えられている｡ GICBレジ

スタ番号を含む質問とセグメントを含むComm-B応答

を繰り返し,メッセージが転送される｡センサは最終セ

グメントを受信するとクローズアウトを行い, ACK応

答を受信する｡以上でAICB転送が完了する｡

2.3.4　ダウンリンクELM転送

トランスポンダは, ELMメッセージの存在を示す応

答(ダウンリンクELM要求)を行う｡予約要求,予約付

与を行い,センサからダウンリンクするセグメント番号

を含むComm-C質問(ダウンリンク指示)が行われる｡

トランスポンダは指示されたセグメントを含むComm-

D応答を連続して行い,メッセージの転送を行う｡

センサは最終セグメントを受信すると受信セグメント

を確認する｡全てのセグメントを受信している場合には,

クローズアウトを行い, ACK応答を受信する｡以上で

ELM転送が完了する｡

いくつかのセグメントが未受信の場合,センサは未受

信のセグメントを示すComm-C(ダウンリンク指示)を

行う｡トランスポンダは,未受信セグメントの再送を行

う｡

3．実験システム

本節では,まず当所モードS実験システムについて概

要を説明する｡その後,モードSデータリンクで重要な

役割を果たす質問計算機について述べる｡

3.1 実験システムの概要

図4にモードS実験システムを示す｡実験システム

は,モードS地上局(当所岩沼に設置),評価試験装置(当

所三鷹に設置),機上装置(実験用航空機に搭載)および

フィールドモニタ(仙台空港内に設置)から構成される｡
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モードS地上局(岩沼)

図4　実験システムの構成

評価試験装置とモードS地上局はINS64回線2チャン

ネルで接続されている｡ 1チャネルは監視データ,もう

1チャネルはデータリンクデータの送受信に用いる｡

表1に,モードSセンサおよびトランスポンダの諸元

を示す｡変調方式として,アップリンクでは差動位相偏

移変調(DPSK : Differential Phase Shift keying)を,

ダウンリンクでは二値パルス位置変調(BPPM : Binary

Pulse Position Modulation)を使用している｡変調速度

は,アップリンクにおいて4Mbps,ダウンリンクにおい

て1Mbpsとなる｡

3.1.1 モードS地上局

モードS地上局は,モードSセンサとシミュレータか

ら構成されている｡モードSセンサは,インタロゲータ

と質問計算機に分けられる｡

インタロゲータは送信機,受信機,信号処理部などか

ら構成されている｡質問計算機からの制御コマンドに

従って質問を送信する｡また,航空機からの応答を受信

処理し,応答レポートを出力する｡

質問計算機では,質問応答のスケジューリングを行う

チャネル管理,航空機の追尾･ターゲットレポートの作

成などを行う監視処理,メッセージの送受信を制御する

データリンク処理などを行う｡質問計算機の詳細は, 3.2

節で示す｡

3.1.2　評価試験装置

評価試験装置は,地上データリンク処理装置,レーダ
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評価試験装置（三鷹）

表示装置,データ通信実験用入出力装置,データ収集解

析装置などから構成されている｡

地上データリンク処理装置(GDLP: Ground Data

Link Processor)は,メッセージを中継する装置であり),

ICAOモードSサブネットワーク層のプロトコルに準

拠した処理を行う｡

データ通信実験用入出力装置は,アップリンクメッ

セージの入力やダウンリンクメッセージの出力の表示,

試験シナリオに沿ったメッセージの自動送受信などを行

う｡図5に,アップリンクELM2セグメント連続送信試

験の表示画面を示す｡画面左側にアップリンクメッセー

ジが,画面右側にはダウンリンクメッセージが表示され
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図5　データ通信実験用入出力装置の表示画面



図6　質問計算機の機能構成

る。サブウィンドウ上には，送信回数，成功回数などが

表示される。

レーダ表示装置は，コールサイン，高度，速度などの

情報と共に航空機ターゲットを表示する。また，データ

リンクメッセージの送受信が行える。

データ収集解析装置は，監視回線およびデータリンク

回線で送受信されるデータを収集する。また収集した

データを用いて監視精度，検出率，データ転送率などの

解析を行う。

3.1.3　モードS機上装置

モードS機上装置は,レベル4  のモードSトランス

ポンダおよび機上データリンク処理装置(ADLP : Air-

borne Data Link Processor)から構成される｡

モードSトランスポンダは質問を受信処理し,監視質

問については監視応答を返す｡データリンクメッセージ

の場合, ADLPに転送する｡また, ADLPよりデータリ

ンクメッセージを受信して,モードSセンサに送信す

る｡

ADLPは,メッセージの入出力,メッセージのフォー

マット変換などを行う｡

3.1.4　フィールドモニタ

フィールドモニタは地上に設置されたトランスポンダ

6

である｡質問応答の送受信を行い,モードSセンサの較

正,センサの監視およびデータリンクが正しく行われて

いるかの確認などに用いられる｡

3.2　質問計算機の機能

質問計算機の機能の全体構成を図6に示す。ここでは，

質問計算機の主要な処理であるチャネル管理処理，監視

処理，データリンク処理，パフォーマンスモニタ処理に

ついて説明する。

3.2.1 チャネル管理処理

チャネル管理処理では,航空機の予測位置やステータ

スなどを含む監視ファイル,および送受信メッセージを

管理するメッセージリストを参照し,質問応答の送受信

のタイミングを決定し,インタロゲータ制御コマンドを

作成する｡また,インタロゲータからのモードS個別応

答レポートを処理し,監視処理やデータリンク処理へと

出力する｡チャネル管理処理は, 6つのサブファンクショ

ン―①フロントエンドプロセッサ(FEP:Front End

Processor)管理処理, ②一括質問処理, ③トランザク

ション準備処理, ④ターゲット更新処理, ⑤個別質問ス

ケジューリング, ⑥トランザクション更新処理―から構

成される｡ ③④⑤⑥の処理は,個別質問を行うための処

理であり,番号順に実施される｡チャネル管理処理のサ
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図7　チャネル管理処理の機能構成

ブファンクションの全体構成を図7に示す｡

①FEP管理処理

FEP管理処理は,他の5つの処理を制御しチャネル管

理全体の動作を管理する｡

②一括質問処理

チャネル時間は,一括質問期間と個別質問期間に分割

される(図8.チャネル時間の分割を参照)｡一括質問期

間では,モードA/C専用一括質問およびモードS一括

質問を行い,モードA/C機の監視とモードS機の初期

捕捉を行う｡ (図8.一括質問期間を参照)これにより従

来のSSRとの共用性が図られる｡

一括質問処理では,一括質問期間と個別質問期間の開

始/終了期間を決定する｡また一括質問期間に行う質問

の種別(モードAまたはC質問)を決定し,一括質問･

応答の送受信タイミングを示すインタロゲータ制御コマ

ンドを作成する｡

モードS一括質問で捕捉されたモードS機は追尾が

開始されると,一括質問に応答しないよう指示(ロック

アウト)される｡以後個別質問が行われる｡

③トランザクション準備処理

トランザクション準備処理は,監視ファイルより次の

個別質問期間に新たに個別質問の対象となる航空機を選

択する｡次にメッセージリストから送信待機中のアップ

リンクメッセージを読み出し,航空機毎にモードSアド

レス,方位,距離,質問･応答のタイプや内容などを示
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すトランザクションを作成する｡トランザクションは,

実行優先度の高い順(SLM,アップリンクELM,ダウン

リンクELMの順)に作成される｡

④ターゲット更新処理

ターゲット更新処理は,現在の個別質問期間における

トランザクションをまとめたアクティブターゲットリス

ト(ATL : Active Target List)から,次の個別質問期

間においてビーム外になる航空機および全てのトランザ

クションが終了した航空機を取り除く｡このATLに,ト

ランザクション準備処理で作成したトランザクションを

追加し,新しいATLを作成する｡この時,航空機の位置

が遠い順にトランザクションの順番を入れ替える｡

⑤個別質問スケジューリング処理

個別質問スケジューリング処理では,更新された

ATLのトランザクションの順番に従い,個別質問期間

内で質問と応答が重ならないようにスケジューリングを

行う｡図8と9にスケジューリングの例を示す｡スケ

ジューリングが完了すると,個別質問応答の送受信タイ

ミングを示したインタロゲータ制御コマンドを作成す

る｡

⑥トランザクション更新処理

トランザクション更新処理では,インタロゲータから

のモードS応答レポートと受信が予定された応答レ

ポートを比較し応答の受信状況を調べる｡受信予定され

た応答があった場合には,応答レポートをデータとして

7
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ビーム占有時間　　31.1ms

個別質問期間

モードS個別質問　　モードS応答

図8　質問応答のスケジュールリング

(図中の数値は実験で用いた値)

モードS機1

モードS機2

モードS機3

モードS機5

トランザクション

アドレス 質問 応答

1 監視 監視

2 C om m -A 監視

3 監視 C om m - B

4 監視 監視

5 C om m - C C om m - D

図9　質問応答のスケジューリング(2)

設定する。また，応答がなかった場合には，再

度スケジューリングの対象にするなどの処理を

行う。監視質問に対する応答がない場合には，

再質問の送信電力を高出力に設定する。

3.2.2　監視処理

監視処理は,距離･方位･高度情報等を含む

ターゲットレポートの作成を行う.また,航空

機の追尾とその状態を記録する監視ファイルの

作成･更新などを行う｡図10に監視処理の機能

時間　構成を示す｡

監視処理は, ①モードA/C監視処理, ②モー

ドS監視処理, ③ターゲットレポート作成処理

の3つのサブファンクションから構成されてい

る

①モードA/C監視処理

モードA/C監視処理では,インタロゲータか

ら得られるモードA/C応答レポートを入力し,

方位･距離･高度の導出などを行う｡また,モー

ドA/C機の追尾を行い,フルーツによって発生

したターゲットレポートを除去し,信頼性の高

いレポートをターゲットレポート作成処理へ出

時間　力する｡

②モードS監視処理

モードS監視処理は,モードS一括応答の処

理とモードS個別応答の処理に分けられる｡

モードS一括応答処理では,インタロゲータ

から入力されるモードS一括質問の応答レ

ポートに基づき,方位･距離･高度の導出を行い,複数

のモードS一括質問応答から最適な応答を選択して,

ターゲットレポート作成処理に出力する｡また,モード

S一括質問レポートが2スキャン連続して取得される

と,監視ファイル上に次のスキャンにおける予測位置や

範囲,追尾情報等を記録したモードSトラックを作成

し,モードS機の追尾を開始する｡

モードS個別応答処理では,モードS応答レポートを

入力し,方位･距離の導出,高度変換等を行いモードSレ

ポートとしてターゲットレポート作成処理へ出力する｡

モードS応答が得られない場合には,ターゲットがコー

ストしたと判定し,予測範囲の拡大する｡また,一定ス

キャン以上個別質問応答が得られない場合には,該当す

るモードSトラックを削除する｡

③ターゲットレポート作成処理

ターゲットレポート作成処理は,モードA/C監視処理

電子研報告 No.96 2001



インタロゲータ

レーダ表示装置

図10　監視処理の機能構成

およびモードS監視処理から出力された信頼性の高い

レポートを,同一セクタ単位(11.25度)にまとめ,レー

ダ表示装置に送付する｡

3.2.3　データリンク処理

データリンク処理では,アップリンクメッセージの

メッセージリストへの登録,送信完了･未完了の通知作

成,ダウンリンクメッセージ作成などの質問計算機と

GDLP間のメッセージの送受信を制御する｡ データリ

ンク処理は, ①入力処理, ②出力処理の2つの処理に分

けられる｡ 図11にデータリンク処理の機能構成を示す｡

①入力処理

入力処理では, GDLPからアップリンクメッセージを

受け取るとこれを解読し,監視ファイル上に対象航空機

が存在する場合,メッセージリストにメッセージを登録

する｡また対象機が存在しない場合や存在してもトラン

スポンダが要求するデータリンク能力を持っていない場

合には拒否通知を作成する｡

②出力処理

出力処理は,チャネル管理処理からアップリンクメッ

セージの送信結果を受け取り完了･未完了通知を作成す

ると共に,ダウンリンクメッセージを受け取り,ダウン

ENRI Papers No.96 2001

チャネル管理

図11 データリンク処理の機能構成

リンク通知メッセージを作成する。また，規定時間内に

応答がない場合には，タイムアウトメッセージを作成す

る。

3.2.4　パフォーマンスモニタ処理

パフォーマンスモニタ処理は,モードSセンサ内の処

理が正常に行われているかを検査する｡

監視機能のテストでは,フィールドモニタに対して一

括質問および個別質問を行い,正しく測位されているか

等について検査する｡

データリンク機能テストでは,フィールドモニタと

メッセージの送受を行い欠落や誤りなどが生じていない

かを検査する｡

質問計算機の内部試験では,チャネル管理,監視処理

およびデータリンク処理が使用する共有データ領域やト

ラック数をモニタし,データがオーバーフローしていな

いかなどをチェックする｡また,インタロゲータが行う

自律試験の結果を取得し,これらの結果を示すメッセー

ジを作成し, GDLPに送付する｡

3.3　質問計算機のハードウェア

米国で開発された質問計算機は，8個のプロセッサを

バス結合したマルチプロセッサ方式を採用している。多

数プロセッサを用いた方式は各プロセッサの処理負荷を

軽減できるもののプロセッサ間の通信が複雑になるなど

の問題点がある。

当所の質問計算機は，2個のプロセッサ構成で機能毎
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表2　質問計算機ハードウェア諸元

F E P
C P U　　　 In tel 80 960C A 3
動作クロック 33M H z
メモ リ    8M バイ ト

B E P
C P U    東芝製32bitC P U
メモリ   32M バイ ト
H D D   600M バイ ト

IIF インタロゲータ側インターフェイス:R S-422

メモリボード 8M バイ ト

ボード上のメモリをマッピングして構成している。

4．試験結果

当所では,実験用航空機およびシミュレータを用いて

データリンク評価試験を行い,データリンクの特性の検

証を行った。本節では,モードSデータリンク評価試験

の結果としてメッセージ転送速度,伝送遅延時間,メッ

セージ転送誤り,最大処理容量について述べる｡

4.1　実験の設定条件

評価試験装置（三鷹）

図12　質問計算機のハードウェア構成

に処理を分散するとともに,高速なマイクロプロセッサ

(フロントエンド)や共有メモリアクセス方式を採用す

ることにより250機のモードS機処理を行う｡

質問計算機ハードウェアの構成を図12に,性能諸元を

表2に示す｡

FEPはボードコンピュータであり,ビーム幅時間内で

の処理が要求されるチャネル管理処理を行っている｡

バックエンドプロセッサ(BEP:Back End Proces-

sor)は汎用ミニコンピュータであり,スキャン時間単位

の処理が要求される監視処理,データリンク処理,メッ

セージルーティング処理,パフォーマンスモニタ処理,

ネットワーク管理処理などを行っている｡

インタロゲータインターフェイス(IIF : Interrogator

InterFace)はインタロゲータとのインターフェイスで

ある｡インタロゲータ制御コマンドの共有メモリからの

読み出し,応答レポートの共有メモリへの書き込み,信

号のレベル変換などを行っている｡

それぞれの機器は, 32ビットアドレス/データの

VME (Versa Module European)バスで接続されてい

る｡ FEP, BEP, IIF間のデータは,共有データ領域を介

して受け渡される｡共有データ領域は, VMEバス上の仮

想メモリ領域に,各プロセッサの実メモリおよびメモリ

10

当所のモードSセンサは,航空路用･空港用に

共用できる設計とした｡本評価試験では,モード

Sセンサを最も厳しい条件の下で評価するため,

アンテナ回転数は15rpm (周期4秒),覆域は200

NMに設定した｡

アンテナ回転周期が4秒の時,ビーム占有時間

は31.1msとなるICAOマニュアル  に従い,

ビーム占有時間内おいてモードAとモードC一

括質問をそれぞれ2回行った場合,一括質問期間

と個別質問期間の合計時間は約7.8msとなる｡一

括質問期間は,電波が200NM往復する時間(約

2.6ms)となり,個別質問期間は残り約5.2msとなる｡送

信出力は, 52.2dBmとした｡表3に実験で採用した質問

パターンを,表4にICAO標準  で定められたインタロ

ゲータの最大質問レートを示す｡

実験の飛行ルートは,センサ,特に質問計算機の処理

能力を試験するため,山などにより遮蔽された空域を避

表3　質問パターン

①モードSとモードA一括質問,モードS個別質問
②モードSとモードC一括質問,モードS個別質問
①②のパターンを交互に行う｡

表4　モードSセンサの最大質問レート

一括
質問

250回/s以下

個別
質問

①②を同時に満たす回数以下
①40ms平均で  96回以下
②1s平均で  1280回以下

同一機に対する質問送信最少間隔

400μs(但しアップリンクELMは50μs)
電子研報告 No.96 2001



図13　飛行航跡

けると共に十分な受信電界強度が得られるルートを選択

した｡飛行ルート上では,受信電力の計算値はロービン

グを考慮して-68.0dBm以上であり,モードSトラン

スポンダの最低受信感度-74±3dBmを超えている｡図

13に飛行航跡の一例を示す｡メッセージ転送速度および

伝送遅延時間の測定を行った｡

4.2  メッセージ転送速度

本試験では，実験用航空機1機に対してメッセージを

連続して送受信を行い，メッセージ転送速度（1スキャ

ンあたりの平均転送メッセージ数および平均転送ビット

数）を調べた。

4.2.1  アップリンク

アップリンクの試験結果として,転送メッセージ数,

転送ビット数を図14に示す｡

アップリンクSLMでは予約･クローズアウトが行わ

れず,質問およびACK応答の繰り返しだけでメッセー

ジが送信されるため, 1スキャン内で送信される

Comm-A質問の平均回数は7回程度とメッセージのセ

グメント数に依らず一定になる｡このため,スキャンあ

たりの転送メッセージ数はセグメント数に反比例して減

少している｡転送ビット数はセグメント数に依らずス

キャンあたり約400ビットと一定となる｡

アップリンクELMによる転送メッセージ数は, 12セ

グメント未満の場合,スキャンあたり1メッセージと一定

になっている｡また,転送ビット数はセグメント数に比

例して増加している｡

しかしながら,12セグメント以上の場合,転送メッセー

ジ数はスキャンあたり1メッセージ未満(12セグメント

ENRI Papers No.96 2001

場合0.96メッセージ, 16セグメント場合0.79

メッセージ)となる｡このため,転送ビット数

はセグメント数に比例した増加とはならなかっ

た｡これはセグメント数が12以上になると,同

一ビーム内に多数の航空機が存在するなどの理

由により,メッセージの送信に2スキャンを要

する場合があるためである｡スキャンあたりの

平均転送ビット数の最大値は, 16セグメント送

信の時1020ビットとなった｡

図14で示されるように,アップリンクELM

4セグメント以下の転送ビット数は,アップリ

ンクSLM4セグメントより少なくなってい

1　　　　2　　　　　3　　　　　4 セグメント

(ⅰ)転送メッセージ数-アップリンクSLM

4　　　　6　　　　8　　　12　　　16

セグメント
(ⅱ)転送メッセージ数-アップリンクELM

(ⅲ)転送ビット数
セグメント

図14　アップリンクメッセージ転送速度
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る｡これより400ビット以下のデータをアップリンクする

場合にはSLMを用いる方が効率が良いことがわかる｡

アップリンクSLMはセグメント毎に送達確認を行う

が,予約およびクローズアウトを行わないため,短いメッ

セージを効率的に転送できる｡

4.2.2　ダウンリンク

ダウンリンクの試験結果として,転送メッセージ数お

よび転送ビット数を図15に示す｡

ダウンリンクSLM (AICB)による転送メッセージ数

は,セグメント数に依らずスキャンあたり1メッセージ

が送信されている｡このため,転送ビット数はセグメン

1　　　　2　　　　3　　　　4 セグメント

(ⅰ)転送メッセーゾ数-ダウンリンクSLM

4　 　　6　 　　8　　　　12　　　16

セグメント

(ⅱ)転送メッセージ数-ダウンリンクELM

12

0　　　　　　　5　　　　　　10

(ⅲ)転送ビット数

15

セグメント

図15　ダウンリンクメッセージ転送速度

ト数に比例して増加している｡スキャンあたりの最大転

送ビット数は, 4セグメント場合で224ビットとなった｡

ダウンリンクELMは,セグメント数に依らず2ス

キャンにつき1メッセージが送信されている｡このため,

セグメント数に比例して転送ビット数が増加している｡

平均転送ビット数の最大値は, 16セグメント場合で640

ビットとなった｡

ダウンリンクELM4セグメントの転送ビット数は,

ダウンリンクSLM (AICB) 4セグメントより少なく

なっている｡これより,224ビット以下のデータをダウン

リンクする場合にはAICBを用いる方が効率が良いこ

とがわかる｡ダウンリンクELMでは,ダウンリンク要求

と予約が同一スキャン内で行われず,ダウンリンク要

求･予約･メッセージの送信に2スキャンを要している｡

一方,ダウンリンクSLMでは,セグメント毎に送達確

認を行うが,ダウンリンク要求･予約･メッセージの送

信を同一スキャンで行っている｡このため,短いメッセー

ジではアップリンクSLMの方が効率的に転送できる｡

4.3　伝送遅延時間

本試験では,メッセージの空地間伝送にどの程度の時

間を要するかを調べた｡試験では,メッセージ送信時刻

がアンテナのスキャン周期内で一様になるようにランダ

ムなタイミングでメッセージの送信を行い,送信時刻と

受信時刻の差より伝送遅延時間を求めた｡各プロトコル

ともメッセージを100個程度転送し,平均値,標準偏差,

最大値,最小値を求めた｡試験結果を図16に示す｡なお,

東京と仙台間のINS回線の伝送時間は27ms程度　であ

る｡

アップリンクSLM4セグメントは,平均2.0秒で送信

されている｡最大値は4.1秒と1スキャン時間を越えてい

る｡これは,スキャンの直後にメッセージがセンサに到

達したため,質問の送信まで1スキャン待機させらたも

のと考えられる｡全送信メッセージのうち98%が1ス

キャン時間内で送信されていた｡

アップリンクELM16セグメントは,平均3.2秒で転送

されていた。67%のメッセージが1スキャン時間内で,

全てのメッセージが2スキャン時間内で送信されてい

た｡これは前述のようにアップリンクELMではセグメ

ント数が長くなると2スキャンを要する場合が生じるた

めである｡

ダウンリンクSLM 4セグメントでは平均2.8秒で送

信されていた。80%のメッセージが1スキャン時間内で,

99%が2スキャン時間内で送信されていた｡
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アップリンクSLM

アップリンクELM

ダウンリンクSLM

図16　伝送遅延時間(スキャン周期: 4秒)

ダウンリンクELM16セグメントでは平均6.2秒で送

信されていた。99%のメッセージが2スキャン時間で送

信されていた｡

4.4　メッセージ転送誤り

メッセージ転送誤り試験では, ADLPで収集された

メッセージとGDLPで収集されたメッセージを比較し,

転送後にメッセージに誤りが生じていないかを検証し

た｡試験の結果として,転送メッセージ数,誤りメッセー

ジ数を表5に示す｡

試験の結果,アップリンクSLMリンクおよびダウン

リンクSLMおよびELMで送信されたメッセージは,

全て誤りなく受信されていることが確認された｡しかし

ながら,アップリンクELMの送信時において, 100メッ

セージにつき1～8メッセージの割合で,特定箇所(先

頭から13, 14ビット目の2ビット)にCRCで検出できな

い誤りが生じていた｡

誤り箇所を特定するため,三鷹の評価試験装置とモー

ドSセンサの質問計算機間,質問計算機とインタロゲー

表5　メッセージ転送誤り

プ ロトコル
セグメント数

転 送メッセージ

数 誤りメッセージ数

転 送

ビット数

アップ リンク

S L M

1 112 0 6 2 72

4 10 2 0 2 2 84 8

アップリンクE L M

4 10 4 1 3 3 2 80

16 10 5 8 13 4 40 0

ダ ウンリンク

S L M

1 10 3 0 5 7 68

4 10 1 0 2 2 6 2 4

ダウンリンクE L M

4 10 2 0 3 2 6 4 0

16 86 0 10 3 6 8 0
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(秒)
タ間の転送誤りを調べた｡モードS

センサは評価試験装置からのメッ

セージを誤りなく受信していた｡質

問計算機がインタロゲータインタ

フェースに渡すデータにも誤りは発

見されなかった｡また,モードSト

ランスポンダのテストセットを使用

してアップリンクELMの連続送信

を行った試験でもADLPはメッ

セージを正常に受信していた｡電波

伝搬過程でビット誤りが生じた場

合,CRCにより誤り検出が行われてトランスポンダは質

問を棄却する｡飛行実験では質問は受信解読されている

ことから,電波伝搬過程での誤りではないことがわかる｡

以上より,誤りは,メッセージが質問計算機のインタ

ロゲータインタフェースに渡されてから,インタロゲー

タより送信されるまでの間に発生しているものと考えら

れるが,これらの部位を試験する計測器等がなく,また,

製造元からも調査不能との回答があり,これ以上の原因

究明を行うことができなかった｡

アップリンクELMの空地間データ伝送では,約2

パーセントの割合でセグメントの再送が発生していた

が,最終的には全てのメッセージは誤り無く転送されて

いた｡これより,モードSでは,誤り訂正･検出と再送

処理により,信頼性の高い空地データリンク実現してい

ることが明らかになった｡

一方,上記のような装置不具合による問題があること

から,モードSの導入においてはこれらの誤りを防ぐた

めの対策が必要である｡

表6　最大処理容量

試験

項 目
機数 プロトコル(セグメント数)

送信回数

ウェッジ

2.5°
28

アップリンクSLM(1) 28

G IC B 13

セクタ

11.25°
43

アップリンクSL M (1) 86

G IC B 27

クオドラント

90°
2 17

アップリンクSL M (1) 437

G IC B 104

13
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ダウンリンクELM最大最小



4.5　最大処理容量

センサにかかる処理負担は,航空機が狭い空域に分布

した場合に大きくなる｡そこで本試験では,分布が偏っ

た複数の航空機を対象としてデータリンクを行った場

合,センサがどれだけのメッセージを送受信できるかを

試験した｡本試験は,モードSシミュレータで発生した

擬似航空機を用いて行った｡試験の結果を表6に示す｡

ウェッジ試験では, 2.5°以内に存在する28機の航空機

に対して1スキャン内で28回の1セグメントSLM, 13回

のGICBが行われた｡

セクタ試験では, 11.25°以内に存在する43機の航空機

に対して1スキャン内で86回の1セグメントSLM, 27

回のGICBが行われた｡

クオドラント試験では, 90°以内に存在する217機の航

空機に対して1スキャン内で437回の1セグメント

SLM, 104回のGICBが行われた｡

5. まとめ

本稿では,モードSデータリンクおよび実験システム

の概要を紹介した後,実験用航空機およびシミュレータ

を用いたデータリンク評価試験の結果を示した｡　試験の

結果,当所モードSセンサのデータリンクの特性とし

て,メッセージ転送速度,伝送遅延時間,メッセージ転

送誤りおよび最大処理容量を明らかにした｡

*1　アプリケーションについて

モードSのネットワーク層では,航空通信ネットワー

ク(ATN : Aeronautical Telecommunication Net-

work)等に接続するためのインターフェイスとモードS

固有サービス用のインターフェイスが提供される｡後者

は,リアルタイム性を要する航空交通サービス(ATS:

Air Traffic Service)アプリケーションに適用できるよ

う,伝送遅延とオーバーヘッドを最少とするように設計

されている｡

モードSデータリンクを利用したアプリケーション

としては, TIS (Traffic Information Service)や拡張

監視(Enhanced Surveillance)などのモードS固有サー

ビスを利用したアブリケーンョンの検討が進んでいる

[5]｡

TISは, GA機(General Aviation)に周辺の航空機

の位置を提供するサービスであり,米国においてサービ

スの提供が開始されている  ｡

拡張監視は, GICBにより航空機の各種情報(進行方

位,速度など)をダウンリンクし監視を強化するもので

あり,主に欧州において利用が検討されている｡

*2　エンハンスドプロトコルについて

エンハンスドプロトコルでは,最大16センサと同時に

ダウンリンクSLM (AICB)およびELM転送を行うこ

とができる｡エンハンスドプロトコルは,当所のシステ

ム開発後にICAO標準として制定されたため,本評価の

対象には含まれていない｡

*3　モードSトランスポンダのレベルについて

モードSトランスポンダは, 5つのレベルに分けられ

る｡ICAOのSARPSでは,すべての国際便の航空機に対

してLEVEL 2以上のトランスポンダの搭載を義務づ

けている｡

トランスポンダのレベル

レベル 機　　　 能

1

モー ドA /C 一括質問応答,

モー ドS 一括質問応答,

モー ドS監視質問応答,

ロックア ウ ト, スキッタ,
基本データプロ トコル (データ リ

ンク能力通報 を除 く)

2

レベル 1能力, S L M プロ トコル,
データ リンク能力通報,
航空機識別符号通報

3 レベル2能力,ア ップ リンクE L M

4 レベル3能力,ダ ウンリンクE L M

5
レベル4能力,

エ ンハ ンス ドプ ロ トコル
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