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Abstract

 

Satellite data communications have been introduced in some areas to provide the means for message exchange
 

between air traffic controller and pilot,and for aircraft surveillance in oceanic areas.Before the completion of the
 

standards on aeronautical satellite data communication by the International Civil Aviation Organization(ICAO),

we had conducted a series of flight experiment using INMARSAT satellites to validate the draft standards being
 

developed by ICAO.In the flight experiments,we evaluated the characteristics on radio propagation,transmission
 

error,Automatic Dependent Surveillance(ADS),etc.This report describes the measured results of C/N (ratio
 

of carrier power-to-noise density)variations, transmission errors in various flight and link conditions,and the
 

properties obtained by analysis of measured results.Then,we compared the resultant BER characteristics with
 

those obtained by simulations for various values of C/M (carrier-to-multipath power ratio).We found that the
 

BER characteristics of P-channel BPSK with forward error correction (FEC, convolutional coding/Viterbi
 

decoding with interleaving)are equivalent to those for C/M of8dB when an elevation angle is about10degrees,

and to that for C/M of5dB when an elevation angle is less than5degrees.We found that the BER characteristics
 

degrade if the aircraft attitude(roll angle)changes considerably even when an elevation angle is fairly high.We
 

also found that the BER characteristics of T channel are a little worse than those of P channel.

衛星技術部
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１．まえがき

現在，洋上の航空管制において，地上の管制機関と航

空機の間の通話には主として短波の無線電話が用いられ

ており，また洋上の航空機の監視にも短波の無線電話に

よる約１時間に１回の位置通報が用いられている。しか

し，短波の無線電話は電離層の影響を受けてしばしば音

質が劣化するとともにチャネル数も十分とはいえない。

また，航空機の位置監視能力も十分とはいえない状況で

ある。したがって今後の航空交通量の増加を考えると，

新たな通信，監視方式が必要である。そこで，国際民間

航空機関（ICAO）では，新たな通信，監視方式として静

止衛星による通信とそれを利用した自動従属監視

（ADS：Automatic Dependent Surveillance）を導入す

ることとした。そして，ICAOでは1988年から航空衛星通

信に関する国際標準及び勧告方式（SARPs：Standards
 

and Recommended Practices）の策定を開始し，1995年

に同 SARPsを発効した。

電子航法研究所では，1989年から ICAOの SARPs案

に適合する衛星データ通信実験システムを開発し，イン

マルサット衛星を利用して衛星データ通信及びADSの

評価実験を行い ，ICAOでの SARPs案の検証に寄与し

た。この実験では，当研究所の実験用航空機ビーチクラ

フトＢ99型機（以下「Ｂ99」という）で日本国内の種々

の航空路を飛行して電波伝搬，伝送誤り，ADS等の特性

を測定した。この実験で得られたADSの特性に関して

は，参考文献 ですでに報告した。

航空機は高速で移動するため機体の姿勢変動等で衛星

方向は常に変動するので，航空衛星データ通信信号のレ

ベルは常に変動している。したがって，これに伴い回線

の C/N（搬送波電力対雑音電力密度比）も変動し，その

値が低下すれば伝送誤りが増加して，航空管制用のデー

タ通信の信頼性が低下するおそれがある。航空衛星回線

における電波伝搬特性やデータ伝送特性に関してはこれ

までいくつかの報告があるが ，機体の姿勢を正確に

考慮して様々な衛星仰角，衛星方位角について C/Nの

変動特性やデータ伝送誤り特性について報告したものは

見あたらない。特に，誤り訂正を行った場合のデータ伝

送誤り特性について報告をしたものは筆者の知る限り見

あたらない。

実際の航空衛星データ通信の環境で，どのような C/

Nの変動が発生するか，またその回線でどのようなデー

タ伝送誤りが発生するかを正確に把握することは，現在

の航空衛星データ通信の限界を知る上で，また次の世代

の航空衛星データ通信システムを開発する上で大変重要

と考えられる。

本報告では，上記のＢ99を用いた実験で得られた機体

姿勢を考慮した衛星仰角及び方位角に対する比較的長周

期（最小約２秒）の C/N変動と ICAOの SARPsに適合

するデータ通信の伝送誤り特性について報告する。

本報告では，まず実験の構成と実験システムについて

述べる。次に航空機で測定した C/Nの代表的な時間変

化特性，衛星仰角及び方位角に対する C/N変動特性等

について述べる。次に，計算機シミュレーションで求め

たライス・フェージング下のビット誤り率（BER）特性

と飛行実験で測定した BER特性について述べる。

２．実験回線の構成

図１に実験回線の構成を示す。実験用航空機は電子航

法研究所のビーチクラフトＢ99を使用した。Ｂ99は全長

13.58ⅿ，全幅13.98ⅿの双発ターボプロップ機でその巡

航速度は公称190ノットである。Ｂ99には ICAOの航空

衛星通信 SARPsに適合する低速データ通信用低利得ア

ンテナ（LGA：Low Gain Antenna，インマルサットの

システム定義書で規定）及び送受信装置を搭載した。衛

星としてはインマルサットの太平洋衛星（POR，静止位

置：東経178°）及びインド洋衛星（IOR，静止位置：東経

64.5°）を使用した。両衛星を使用したのは後述するよう

に衛星仰角が高いときと低いときの両方について実験す

るためである。使用周波数帯は航空地球局（GES：

Ground Earth Station）と衛星の回線で Cバンド（上り

回線：6.4GHz帯，下り回線：3.6GHz帯），衛星と航空

機地球局（AES：Aircraft Earth Station）の回線で Lバ
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ンド（上り回線：1.6GHz帯，下り回線：1.5GHz帯）で

ある。

３．実験システム

3.1 航空地球局

図２に航空地球局の構成を示す。航空地球局はインマ

ルサット航空衛星通信用に運用されているＣバンドの送

受信設備と ICAOの航空衛星通信 SARPsに適合する実

験用変復調器及び回線制御装置（Access Controller）で

構成される。表１はこの航空衛星データ通信における変

復調方式，多元接続方式及びフレーム構成を示す。航空

地球局から航空機地球局の回線にはＰチャネル，航空機

地球局から航空地球局への回線にはＲチャネルとＴチャ

ネルと呼ばれるチャネルがある。Ｐ，Ｒ及びＴチャネル

で変調方式，復調方式，前方向誤り訂正方式（FEC：

Forward Error Correction）及び伝送速度は同じである

が，データフォーマットとインターリーバの column数

が異なっている。Ｔチャネルの場合，伝送する SU（Sig-

nal Unit）数によってインターリーバの column数は５

～56ビットの間で変わる。スペクトラム・アナライザ

（Spectrum Analyzer）はＲチャネル及びＴチャネルの

C/Nを測定するのに使用する。

3.2 航空機地球局

図３に航空機地球局の構成を示す。航空機地球局は航

空衛星データ通信の送受信機器とADS用の航法情報を

取得する航法機器で構成される。航法機器は GPS受信

機（Trimble製 TNL12019-15），慣性基準装置（IRS，

Litton製 LTN-90-100），エアーデータ・コンピュータ等

で構成される。スペクトラム・アナライザはＰチャネル

の C/Nを測定するのに使用する。

表２にＢ99に搭載したアンテナ（LGA）の主要諸元を

示す。また図４にアンテナの配置を示す。このようにア

ンテナは機体の背面に取り付けた。ただし，胴体背面の

中心線には補強用の竜骨があるため，アンテナは進行方

向に向かって中心線から右に約10㎝ずれた位置になって

SU：Signal Unit

表１ 変復調方式

表２ LGAの主要諸元

図３ 実験用AESの構成

図２ 実験用 GESの構成
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いる。図５に LGA単体の測定パターンを示す。このパ

ターンは直線偏波アンテナを用い，この直線偏波アンテ

ナを送受アンテナ間を結ぶ線を軸として回転しながら測

定したものである。したがって，パターン上のリプルは

軸比の大きさを表す。この図のようにこのアンテナは水

平面から上を広くカバーする指向性をもつ。

3.3 C/Nの測定方法

⑴ 航空機地球局

航空地球局から航空機地球局の回線のＰチャネルは時

分割多重（TDM：Time Division Multiplex）の連続信

号であり，その使用周波数は PORで1545.15MHz，IOR

で1545.085MHzである。アンテナで受信した信号を

DPX/LNA（ダイプレクサ╱低雑音増幅器），RFU（高周

波ユニット）を介して70MHz帯に変換してスペクトラ

ムアナライザ（HP8561B）で C/N（搬送波電力対雑音

電力密度比）を測定した。表３にスペクトラムアナライ

ザの主要パラメータ設定値を示す。

ａ）雑音電力密度（N dB/Hz）は，表３の設定で10回測

定し，その平均値を測定値とした。

ｂ）信号電力と雑音電力の和（C＋N dBW）を表３の設

定で約1.7s間に測定した600ポイントのサンプリング

データの平均値から求めた。

ｃ）雑音電力密度の値に32dB（resolutionバンド幅に対

応する帯域換算値）を加えて帯域内の雑音電力（N
 

dBW）を求め，信号電力と雑音電力の和（C＋N）か

ら雑音電力（N）を差し引いて信号電力（C dBW）を

求めた。

ｄ）ｃ）で求めた信号電力（C）とａ）で求めた雑音電力

密度（N）の値から，C/N dBHzの値を求めた。さ

らにこの値を事前に地上で測定した較正曲線（C/N

の設定値と測定値の関係）で補正して最も正確な C/

Nの値を求めた。

図４ Ｂ99搭載アンテナの配置

図５ Ｂ99搭載アンテナ単体の測定パターン

表３ スペクトラム・アナライザ設定パラメータ
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⑵ 航空地球局

航空機地球局から航空地球局の回線の C/Nは変復調

器入力端に接続したスペクトラム・アナライザ

（HP71000）で測定した。使用周波数は PORで1646.65

MHz，IORで1646.585MHzである。Ｒチャネル及びＴ

チャネルともにバースト信号であるため，航空機地球局

と同じ方法では測定できない。そこで，スペクトラム・

アナライザの設定パラメータを表３のように設定し，以

下のような手順で測定を行った。

ａ）雑音電力密度は Sweep Timeを50msに設定し，０

msから50msの間を５ms間隔で測定した雑音電力密

度の値を平均して求めた。

ｂ）Ｒチャネルの信号電力（帯域内雑音電力を含む）は，

Sweep Timeを200msに設定し，受信タイミングに合

わせて100msから200msまでを10ms間隔で測定した

信号電力の値を平均して求めた。この測定は約２ s間

隔で行った。

ｃ）Ｔチャネルの信号電力（帯域内雑音電力を含む）は，

Sweep Timeを４ sに設定し，受信タイミングに合わ

せて500msから４ sまでを100ms間隔で測定した信

号電力の値を平均して求めた。この測定は約８ s間隔

で行った。

ｄ）ｂ）またはｃ）で求めた信号電力から，さらに別途

測定した帯域内の雑音電力を差し引いて真の信号電力

の値を求めた。

ｅ）ｄ）で求めた信号電力の値とａ）で求めた雑音電力

密度の値から C/Nを求めた。

４．C/Nの変動特性

4.1 飛行範囲と衛星仰角及び方位角

表４に C/Nの変動を測定した飛行経路の一覧を示

す。また図６にその飛行経路の一部と衛星仰角の関係を

示す。図中の等高線は実線が POR，破線が IORの衛星を

それぞれ見たときの仰角である。仙台以東では衛星仰角

が２°以下となるので IOR衛星は仙台以西の飛行経路で

使用した。表４に示した全飛行経路における衛星仰角は

機体が水平の状態を仮定すると，POR衛星では28°

～34°，IOR衛星では２°～16°の範囲であった。本報告で

は「衛星仰角」を図４に示すように機体の水平面から上

方への角度，「衛星方位角」は機首方向を０°として時計回

りの角度をプラス，反時計回りの角度をマイナスと定義

し，特に断らない限り衛星仰角と衛星方位角は機体を基

準としたものとする。この機体を基準とした衛星仰角

（EL：Elevation Angle）及び衛星方位角（AZ：

Azimuth Angle）は飛行する航空路及び機体の姿勢に

よって変化する。衛星仰角及び方位角は衛星位置，航空

機に搭載した GPS受信機で測定した航空機位置及び航

空機に搭載した慣性基準装置で測定した機体の姿勢

（ロール角，ピッチ角及びヨー角）を用いて求めた。衛

星方位角は航空路によって機体の向きが様々に変わるた

め，－180°～＋180°の範囲であった。

表４ C/N の変動特定測定における飛行経路一覧

図６ C/N 測定実験の飛行経路
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4.2 C/Nの時間変化特性

C/Nの時間変化特性を測定した実験の飛行経路は図

６に示す通りである。図７⒜～⒞に飛行時の C/N，衛星

仰角及び方位角の時間変化特性を測定した結果を示す。

図７⒜は仙台から山形，秋田，青森，函館を経て釧路

に至る飛行経路（FR1）で POR衛星を使用して測定した

ものである。仙台空港を離陸して１時27分（図では01：

27と表す，以下同様）頃に約12,000フィートの高度に達

し，水平飛行に入った。そして，山形，秋田，青森，函

館で針路を少し変更し，札幌上空で針路を釧路に向けた。

高度は山形付近から函館の間でまず11,000フィート，次

に10,000フィートに変更した。飛行経路はほとんど陸地

上空である。速度は針路により風向きが変化するため

170～220ノットの範囲であった。C/Nは離陸後の上昇

時と着陸前の下降時の姿勢変化に伴って大きく変動して

いる。離着陸時以外の針路変更時は姿勢変化によって衛

星仰角が20°以下にはならないので C/Nに大きな変化

はみられない。衛星仰角は水平飛行中30°前後であり，地

表面による反射は少ないため衛星方位角の変化に応じて

多少変化はあるが，その変動幅は小さい。

図７⒝は高知から串本，大島を経由して仙台に至る飛

行経路（FR2）で IOR衛星を使用して測定したものであ

る。高度は12,000フィート，速度は170～220ノットであっ

た。飛行経路の前半は海上，後半は陸地上空である。衛

星仰角は高知付近では約10°であるが，飛行に伴い徐々に

低下し，大島付近では約5゚ になっている。その後は更に

衛星仰角は低下し，仙台近くでは約２°になっている。衛

星の方向は大島付近まで機体のほぼ真後ろであるが，そ

図７⒞ Ｐチャネル C/N 時間変化特性

図７⒜ Ｐチャネル C/N 時間変化特性

図７⒝ Ｐチャネル C/N 時間変化特性
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の後はやや左後方となっている。C/Nは衛星仰角の減

少に伴って徐々に低下している。また，衛星仰角が低い

ため，垂直尾翼の影響を受けて C/Nの変動幅は大きく

なっている。大島付近を通過した後は，機体の姿勢変化

により衛星仰角が０°以下になって C/Nが落ち込むこ

とも多くなっている。

図７⒞は仙台から宮古をまわって仙台を通り大宮を経

由して八丈島までの飛行経路（FR3）で POR衛星を使用

して測定したものである。仙台を離陸して１時53分頃に

12,000フィートに達し，水平飛行に入った。その後花巻

を通り宮古で大きく針路を変え，大宮を通り八丈島に向

かった。高度は宮古から13,000フィートで水平飛行した。

飛行経路は八丈島近くを除き陸地上空である。速度は仙

台から宮古では追い風となるため200～230ノット，宮古

から八丈島では向かい風となるため120～150ノットで

あった。仙台から宮古の間では C/Nの変動幅は図７⒜

の場合と同様であるが，宮古から大宮の間では C/Nの

変動幅が大きくなっている。この間における衛星仰角は

約32°であるが，衛星方位角が－90°に近いときに変動幅

が大きくなっている。また，大宮から大島の間では機体

の姿勢変動により C/Nが低下している。

4.3 C/Nの衛星仰角特性

⑴ C/Nの大きさ

図８は水平飛行時について衛星仰角に対する C/Nの

変化を示したものである。これは表４に示した17回の飛

行実験で得られた C/Nの測定値をまとめたもので，

種々の飛行経路で得られた結果を衛星仰角について表示

したものである。したがって，同一の衛星仰角でも種々

の衛星方位角に対する C/Nが含まれている。衛星仰角

20°付近を境として２つのグループになっているが，衛星

仰角が低いグループは IOR衛星，衛星仰角の高いグルー

プは POR衛星を使用して測定したものである。衛星仰

角が減少するに従って C/Nも低下することが分かる。

表５に本衛星回線の代表的な回線設計例を示す。この表

で，GESにおける衛星仰角は10°とし，対流圏伝搬損は

ITU-R（前 CCIR）Recommendations に基づいて計算

した。またAESの G/T は前述したアンテナの利得測

定値に基づいて計算したものである。衛星方位角の違い

により C/Nのばらつきがみられるが，両衛星仰角で測

定値は回線設計にほぼ一致していると考えられる。

⑵ C/Nの変動幅

図９は水平飛行時と駐機時（衛星仰角32°）について衛

星仰角に対する C/Nの変動幅の変化を示したものであ

る。なお，本節の⑵及び4.4節で「衛星仰角」または「衛

星方位角」は15分間に得られたサンプルの平均値を表す。

各衛星仰角及び方位角の標準偏差はそれぞれ0.4°

～1.8°，５°以下であった。ここでは C/Nの変動幅を15分

間に得られた C/N累積分布の１％値と99％値の差で定

義する。なお，１％値及び99％値は15分間に取得した C/

Nの測定値を昇順に並べ小さい方からそれぞれ１％及

び99％の順番に相当する C/Nの値である。なお，15分の

時間範囲は針路変更時を避け，できるだけ衛星方位角及

び仰角があまり変化しないように選択した。駐機時の

C/Nの変動幅（図中◇）は2dB未満であるが，飛行時の

C/Nの変動幅はすべて2dB以上となった。飛行時の

表５ Ｐチャネル回線設計例

図８ C/N と衛星仰角 図９ C/N と衛星仰角
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データのうち■と＋で示されるデータを除くと，C/N

の変動幅は衛星仰角５°以上では2～5dBの範囲である

が，衛星仰角が５°未満では急激に増加することが分か

る。衛星仰角５°～10°の範囲でも衛星方位角が180°付近と

なった場合には C/Nの変動幅が5～7dBに増加する（図

中の■）。また，衛星仰角が30°～33°の範囲でも衛星方位

角が－90°付近の場合 C/Nの変動幅が4～6dBに増加す

る（図中の＋）。

4.4 C/N変動幅の衛星方位角特性

図10は水平飛行時について衛星方位角に対する C/N

の変動幅の変化を示したものである。図中のデータは衛

星仰角で分類し，異なるシンボルで表示した。衛星仰角

が５°～10°の範囲（図中の▲）では機体前方でのフェージ

ングは小さいが，機体後方で増加している。衛星仰角が

５°未満（図中の●）になると，機体前方でも衛星仰角が

低くなるほど C/Nの変動幅は増加している。衛星仰角

が10°以上（図中の○と△）では－90°付近を除きほとんど

の衛星方位角で C/Nの変動幅は4dB程度であるが，前

述したように衛星方位角が約－90°では C/Nの変動幅

が4～6dBに増加している。なお，図で衛星仰角15°未満の

データは大部分海の上空で，15°以上の衛星仰角のデータ

は大部分が陸地の上空で得られたものである。

５．伝送誤り特性

5.1 シミュレーション及び室内実験によるビット誤

り率（BER）特性

図11に，室内実験で FECなしの場合について測定し

た実験用Ｐチャネル BPSKモデムのビット誤り率

（BER）特性を示す。この場合，BPSKはディファレン

シァル・モードで動作させた。図には，相加性白色ガウ

ス雑音（AWGN：Additive White Gaussian Noise）の

場合とともにライス分布に従うフェージング（ライス

フェージング） を加えたときの測定値と計算機シミュ

レーションによる値も示した。フェージングバンド幅は

Ｂ99の速度を考慮して60Hzに設定した 。なお C/M は

直接波電力と反射電力の比でフェージングの程度を表す

パラメータである。C/M の値が小さい程フェージング

は大きいことを示す。AWGNの場合の測定値は理論値

（点線，以下同じ）とほぼ一致した。また，フェージン

グを加えた場合の測定値は計算機シミュレーションの結

果とほぼ一致した。

図12に，FECを行ったときのＰチャネル及びＴチャネ

図10 C/N と衛星方位角

図11 Ｐチャネルの BER特性

図12 Ｐ及びＴチャネルの BER特性
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ル BPSKモデムの BER特性についてシミュレーショ

ンの結果を示す。この場合Ｔチャネルのインターリーバ

の column数は最小の５ビットとした場合である。Ｐ

チャネルとＴチャネルの BERを比較すると，Ｔチャネ

ルの方がインターリーバの column数が少ないため，

BER特性は少し悪くなる。しかし，Ｔチャネルの伝送す

るデータが大きくなるに従いインターリーバの column

数が増えるのでＰチャネルの特性に近づくと考えられ

る。両チャネルとも C/M の値が減少する（すなわち

フェージングが大きくなる）にしたがって BER特性は

劣化する。C/M＝6dBの場合，Ｐチャネルでは C/Nが

約34.7dBHz以上，Ｔチャネル（column数が５ビットの

場合）では C/Nが約35dBHz以上であれば BERは10

以下となる。

5.2 衛星実験による BER特性

図１の衛星実験の構成で飛行実験を行い，GESから

AESの回線でＰチャネル，AESから GESの回線でＲ

チャネル及びＴチャネルの BER特性を測定した。図13

に飛行実験における飛行経路を示す。

⑴ 回線条件とビット誤り

図14に駐機状態で測定したＰチャネル（FECあり）に

おける誤りビット数と C/Nの時間変化特性を示す。こ

の実験では，ビット誤りを観測できるように GESの送

信電力をアッテネータにより低減した。誤りビット数は

１ SU当たりのビット数（96ビット）における誤りビット

数を示す。ビット誤りは C/Nが30～31dBHz以下まで

落ち込むと発生することがわかる。実際の飛行状態では

機体姿勢の変動やマルチパス等によって駐機状態に比べ

てレベル変動が大きくなるのでその影響でビット誤りも

増加する。以下に，駐機及び飛行実験でこのようにして

一定時間測定した C/Nとビット誤り数から平均 C/N

に対する BERを求めた結果について述べる。

⑵ Pチャネルの BER特性

図15に飛行実験で測定したＰチャネルの BER特性

図13 伝送誤り特性測定実験における飛行経路

図14 Ｐチャネルのビット誤り時間変化特性

図15 Ｐチャネル（FECなし）の BER特性
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（FECなし）を示す。図には仙台空港に駐機したときと

飛行時（飛行経路 FR4及び FR5）に得られた結果を示す。

衛星方向は，駐機の場合は仰角32°，方位角－160°，飛行

時は飛行経路 FR4では仰角が30°±３°，方位角が－130°

～－100°，70°～80°，飛行経路 FR5では，仰角が８°～14°，

方位角が０°±５°，90°～110°，－140±５°である。駐機（●

印）及び飛行（POR，FR4，△印）では，POR衛星を使

用しているため衛星仰角が約30°であり，フェージングが

少なく特性は理論値（AWGN）に近いものとなった。飛

行（IOR，FR5，○印）では，IOR衛星を使用しているた

め衛星仰角は低く，前者に比べ特性は劣化していること

がわかる。ただし，衛星仰角は10°付近であるためフェー

ジングはあまり大きくない。図にはライスフェージング

を仮定してシミュレーションにより求めたフェージング

バンド幅60Hzの場合の BER特性を実線で示した。それ

と比較すると，飛行（IOR，FR5）の BER特性は C/M＝

14dBの場合の計算機シミュレーション結果より劣化は

少ない。

図16に飛行実験で測定したＰチャネルの BER特性

（FECあり）を示す。図にはライスフェージングを仮定

してシミュレーションにより求めたフェージングバンド

幅60Hzの場合の BER特性を実線で示した。駐機（×印）

は仙台空港に駐機した状態で BERを測定した結果であ

る。衛星仰角は約32°である。この場合の特性は，理論値

（AWGN）に近いものとなっている。飛行（POR，FR6，

○印）では，飛行経路 FR6を飛行したときに POR衛星を

使用して測定した結果である。飛行時の衛星方向は，仰

角25°～30°，方位角75°～100°である。後述するように機体

の姿勢変動によるレベル変動のため駐機の場合に比べ少

し特性の劣化がみられる。計算機シミュレーションの結

果と比較すると C/M＝10dB以上に相当する。飛行

（IOR，FR5，▲印），飛行（IOR，FR7，□印）及び飛

行（IOR，FR4，●印）では，それぞれ飛行経路 FR5，

飛行経路 FR7及び飛行経路 FR4を飛行したときに IOR

衛星を使用して測定した結果である。飛行時の衛星方向

は，飛行（IOR，FR5）の場合，仰角が８°～14°，方位角

が０°±５°，90°～110°，－140±５°である。この場合，衛星

仰角は10°付近であるため，BER特性は飛行（POR，FR6）

の場合と比べ少し劣化している。飛行（IOR，FR5）の実

験結果は C/M＝8dB以上の場合に相当する。衛星方向

は，飛行（IOR，FR7）の場合，仰角が３°～８°，方位角

が－165°～－140°，飛行（IOR，FR4）の場合，仰角が０°

～10°，方位角が０°～10°，25°～30°，－160°～－145°，160°

～180°である。飛行（IOR，FR7）と飛行（IOR，FR4）

のいずれの場合も，衛星仰角が０°近くになるため，BER

特性の大きな劣化がみられる。計算機シミュレーション

結果と比較すると，飛行（IOR，FR7）と飛行（IOR，FR4）

の実験結果は C/M＝5～7dBの場合に相当する。

⑶ Rチャネルの BER特性

図17に駐機で測定したＲチャネルの BER特性（FEC

なし）を示す。この BER特性は仙台空港に駐機した状態

で POR衛星を使用して測定したものである。衛星仰角

は約32°である。測定結果は理論値（AWGN）と C/Nが

0.5dB以内でほぼ一致した。

図16 Ｐチャネル（FECあり）の BER特性 図17 Ｒチャネル（FECなし）の BER特性

10 電子研報告 No.1042003



図18に飛行実験で測定したＲチャネルの BER特性

（FECあり）を示す。図にはライスフェージングを仮定

してシミュレーションにより求めたフェージングバンド

幅60Hzの場合の BER特性を実線で示した。飛行（IOR，

FR4）は，飛行経路 FR4を飛行したときに IOR衛星を使

用して測定した結果である。飛行時の衛星方向は，仰角

が１°～８°，方位角が０°～10°，20°～30°，－155°～－145°で

ある。飛行経路上のほとんどが衛星仰角５°以下となるた

め，BER特性は理論値（AWGN）に比べて大きく劣化し

ている。

⑷ Tチャネルの BER特性

図19に飛行実験で測定したＴチャネルの BER特性

（FECなし）を示す。図にはライスフェージングを仮定

してシミュレーションにより求めたフェージングバンド

幅60Hzの場合の BER特性を実線で示した。飛行

（POR，FR4）は，飛行経路 FR4を飛行したときに POR

衛星を使用して測定した結果である。飛行時の衛星方向

は，仰角が28°～33°，方位角が－130°～－110°，40°～50°，

65°～70°である。測定値は理論値（AWGN）に対する劣

化は少なく BER＝10 での C/Nで約1dBである。

図20に飛行実験で測定したＴチャネルの BER特性

（FECあり）を示す。本測定においてインターリーバの

column数は50である。図にはライスフェージングを仮

定してシミュレーションにより求めたフェージングバン

ド幅60Hzの場合の BER特性を実線で示した。飛行

（POR，FR6，△印）は，飛行経路 FR6を飛行したとき

に POR衛星を使用して測定した結果である。飛行時の

衛星方向は，仰角25°～30°，方位角75°～100°である。測定

結果は，理論値（AWGN）に対し，C/M＝7dBの特性

に相当する劣化がみられる。この場合，衛星仰角は高い

ので海面等によるフェージングは少ないと考えられる

が，後述するように機体の大きな姿勢変動（ローリング）

によるレベル変動で BER特性が劣化したものと考えら

れる。飛行（IOR，FR8，●印）は，飛行経路 FR8を飛

行したときに IOR衛星を使用して測定した結果である。

飛行時の衛星方向は，仰角８°～14°，方位角30°～40°であ

る。測定結果は，衛星仰角が低いため，理論値（AWGN）

に対し，C/M＝8dBの特性に相当する劣化がみられる。

図18 Ｒチャネル（FECあり）の BER特性

図19 Ｔチャネル（FECなし）の BER特性

図20 Ｔチャネル（FECあり）の BER特性
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飛行（IOR，FR4，FR4，○印）は，飛行経路 FR4を飛行

したときに IOR衛星を使用して測定した結果である。飛

行時の衛星方向は，仰角１°～８°，方位角０°～10°，20°

～30°，－155°～－145°である。飛行経路のほとんどで衛星

仰角が５°以下となるため，BER特性は理論値（AWGN）

に比べて大きく劣化している。

６．考察

6.1 衛星仰角及び方位角と C/Nの変動関係

C/Nの変動が生じる原因としては主に以下のことが

考えられる。

⑴ 熱雑音

⑵ 海面や地面によるマルチパス

⑶ 機体の姿勢変動

⑷ 機体による反射

他にシンチレーションによるものも考えられるが，実

験では明確に観測されなかったので，ここでは考察の対

象から除外する。

図14に示した駐機状態（衛星仰角約32°）での C/N変

動は主に⑴の原因によるもので，C/Nの変動幅は1～2

dBである。これに対して，飛行状態では⑵～⑷の原因が

加わることになる。

図21⒜～⒞に種々の飛行経路で測定した機体のロール

角変動に対する C/Nの変動幅を示す。ここでロール角

変動は C/Nの変動幅と同様に15分間に測定したロール

角の１％値と99％値の差で表している。図５のアンテナ

パターンを参考にして３つの衛星仰角の範囲に分けて示

した。

衛星仰角が30°以上のときは，図21⒜に示すように，

ロール角と C/Nの変動幅の相関はみられない（相関係

数0.06）。このうち C/Nの変動幅が4dB以下のものは

ロール角が最大12°変動してもアンテナパターンのレベ

ルがあまり変動しないため相関がみられないものと考え

られる。また C/Nの変動幅が5dB付近を超えるものは

衛星方位角が約－90°の場合の結果である。この場合の結

果は，⑷の影響によるものと考えられる。この C/Nの変

動幅の増加は衛星方位角が＋90°のときは生じていない。

これは，３．で述べたようにアンテナが胴体上部の中心

線から右側に少しずれて取り付けられたため衛星方位角

が－90°の方向と＋90°の方向では胴体の上部での反射の

影響が異なったためと考えられる。

衛星仰角が５°～30°のときは，図21⒝に示すように，

ロール角と C/Nの変動幅に相関がみられる（相関係数

0.72）。これは，アンテナパターンのレベルがこの角度範

囲で5～6dB単調に変化するため，ロール角のランダム

な変動に応じて C/Nが変動するためである。

衛星仰角が５°以下のときは，図21⒞に示すようにロー

ル角変動と C/Nの変動幅に相関はみられない（相関係

数－0.13）。図８と図９で衛星仰角（平均値）が５°以下の

とき，C/Nの変動幅はほとんど衛星仰角（平均値）の低

下とともに増加しているが，3～4dBのものもいくつか

図21 C/N とロール角
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みられる。衛星仰角が低いときに C/Nの変動幅が増加

するケースは２通りある。１つは，衛星方位角が180°近く

すなわち垂直尾翼の方向となる場合である。アンテナか

ら垂直尾翼の先端をみる角度は約16°であるため，衛星仰

角がこの角度以下になると，⑷の機体（垂直尾翼）によ

る反射の影響で C/Nの変動幅は増加する。もう１つは，

⑵の海面や地面からのマルチパス波による影響である。

図22はほぼ衛星のある方位に向けて飛行したときの衛星

仰角（航空機の位置と衛星位置の相対関係のみで決まる

水平面からの角度），ピッチング角及び C/Nの変動幅を

時間に対してプロットしたものである。このように C/

Nの変動幅はこの衛星仰角の減少とともに増加してい

る。ただし，航空機はピッチング角だけヘッドアップし

た状態で飛行しているため，図中の衛星仰角からピッチ

ング角を引いた値が機体を基準とした衛星仰角になる。

この図で，３時から３時30分では機体を基準とする衛星

仰角は５°以下であるが，C/Nの変動幅は3dB程度と

なっている。これは，マルチパス波が機体の前方部分で

遮蔽されたために C/Nの変動幅が減少したと考えられ

る。図８と図９で衛星仰角（平均値）が５°以下でも C/N

の変動幅が低くなったのはこの条件のときである。

6.2 ビット誤り特性

図23～27は，Pチャネルの BER特性（図16）を測定し

たときの SU当たりの誤りビット数，C/N，衛星仰角及

び衛星方位角の時間変化を比較したものである。図23は

駐機で POR衛星を使用したとき（図16の駐機）の測定結

果である。この場合，衛星仰角が32°付近であり，かつ姿

勢変動がないので BER特性は理論値からの劣化が少な

い。図24は飛行状態で POR衛星を使用したとき（図16の

飛行（POR，FR6））の測定結果である。この場合，衛星

仰角は22°より大きいが，図の衛星仰角の変動に見られる

ように機体の姿勢変動が大きいためにかなり大きな C/

Nの変動が生じて，BER特性が劣化したものと考えら

れる。図25は飛行状態で IOR衛星を使用したとき（図16

の飛行（IOR，FR5））の測定結果である。衛星仰角はほ

とんどが７°より大きいが，機体の姿勢変動が大きいため

にかなり大きな C/Nの変動が生じて，BER特性が劣化

したものと考えられる。図26は飛行状態で IOR衛星を使

用したとき（図16の飛行（IOR，FR4））の測定結果であ

る。衛星仰角は５°付近であるが，機体の姿勢変動は図24

に比べて少ないが，C/Nの変動はもっと大きくなって

いる。この C/Nの変動の原因は地表面等によるマルチ

パスと考えられる。マルチパスによるレベル変動では姿

勢変動の場合より早い変動になり BER特性は前２者よ

りさらに劣化している。図27は IOR衛星を使用したとき

（図16の飛行（IOR，FR7））の測定結果である。衛星仰

角は図26と同様に５°付近である。そのため BER特性は

図22 C/N ，衛星仰角及びピッチ角
図23 Ｐチャネルのビット誤り特性（POR,駐機）

図24 Ｐチャネルのビット誤り特性（POR,FR6）
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前者と同様な結果になったと考えられる。

図28～31はＴチャネルの BER特性（図20）を測定した

ときの SU当たりの誤りビット数，C/N，衛星仰角及び

衛星方位角の時間変化を比較したものである。図28は駐

機で POR衛星を使用したとき（図20の駐機）の測定結果

である。この場合，衛星仰角が32°付近であり，かつ姿勢

変動がないので BER特性は理論値からの劣化が少な

い。図29は飛行状態で POR衛星を使用したとき（図20の

飛行（POR，FR6））の測定結果である。この場合，衛星

仰角は25°～30°であるが，機体の姿勢変動が大きいため

にかなり大きな C/Nの変動が生じて，BER特性が劣化

したものと考えられる。図30は飛行状態で IOR衛星を使

用したとき（図20の飛行（IOR，FR8））の測定結果であ

る。この場合は，衛星仰角が10°～14°であり，マルチパス

等のレベル変動によって駐機の場合よりも BER特性が

劣化したものと考えられる。図31は飛行状態で IOR衛星

を使用したとき（図20の飛行（IOR，FR4））の測定結果

である。この場合は，衛星仰角は０°～８°であり，マルチ

図28 Ｔチャネルのビット誤り特性（駐機）

図27 Ｐチャネルのビット誤り特性（IOR,FR7）

図26 Ｐチャネルのビット誤り特性（IOR,FR4）

図25 Ｐチャネルのビット誤り特性（IOR,FR5）
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パス等のレベル変動が図30の場合より大きくなって，さ

らに BER特性が劣化したものと考えられる。

７．あとがき

本報告では，ICAOの航空衛星通信 SARPsに適合す

る実験システムを用い，インマルサット衛星を利用して

飛行実験により得られた C/Nの変動特性とデータ伝送

誤り特性について述べた。その結果，以下のことがわかっ

た。

⑴ 衛星仰角が５°以上の場合，C/Nの１％―99％変

動幅は衛星方位角－90°と180°付近を除いて2～4dB

であった。

⑵ 衛星仰角が５°以上であっても，衛星方位角180°付

近では垂直尾翼の反射の影響を受けて C/Nの

１％―99％変動幅は増加した。

⑶ 衛星仰角が30°付近の時，衛星方位角が－90°付近

で C/Nの１％―99％変動幅は増加した。その原因

については，アンテナが機体の中心線から右にずれ

て取り付けたので，機体上面の反射の影響が左方向

のみに出たのではないかと考えられる。

⑷ Ｐチャネル（FECあり）の BER特性は，衛星仰

角が５°以上の場合 C/M＝8dB程度の特性に相当

するが，衛星仰角が５°以下となる場合 C/M＝6dB

程度に相当する特性になった。

⑸ Ｔチャネル（FECあり）の BER特性は，衛星仰

角10°付近で C/M＝8dB程度の特性に相当するも

のであったが，衛星仰角が５°以下となる場合 C/

M＝5dB程度に相当する特性になった。また，衛星

仰角27°付近でも，機体のローリングが大きいと C/

Nの変動が大きくなり，C/M＝6dB程度に相当す

図29 Ｔチャネルのビット誤り特性（POR,FR6）

図30 Ｔチャネルのビット誤り特性（IOR,FR8）

図31 Ｔチャネルのビット誤り特性（IOR,FR4）
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る特性になった。

⑹ ＰチャネルとＴチャネルの BER特性を比較する

と，若干Ｔチャネルの方が特性が悪い。

⑺ インマルサットのシステム定義書では C/M＝7

dB，C/N＝35dBHz以上で BERは10 以下である

ことが規定されている。本実験結果から，衛星仰角

が５°以上であればＰチャネル及びＴチャネルとも

に飛行状態でもほぼ満足されることがわかった。

⑻ 上昇，下降，針路変更等機体の姿勢が大きく変化

するときは，C/Nが大きく変動し，その結果，伝送

誤りが発生したり，場合によっては信号がとぎれる

こともある。

上記⑻は航空機に特有の現象であるが，これを完全に

考慮に入れることは難しいが，今後の課題である。
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