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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 transmission delay characteristics
 

measured in flight environment for various satellite link conditions.Since Controller-Pilot Data Link Communica-

tions(CPDLC)and ADS call for reliability and swiftness in data transfer,the transmission delay is an important
 

parameter.Especially,it is very true in ADS,because it affects the surveillance performances.Larger transmission
 

delay leads to larger position extrapolation error.We clarified the transmission delay characteristics for various
 

conditions of C/N ,satellite elevation,etc.We also showed the mechanism in which data transfer delay increases.

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案の検証を行っ

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，伝送遅延時間

等の特性を測定した。この実験で得られた飛行時の衛星

回線における搬送波対雑音電力密度比（C/N）の変動や

ビット誤りの特性に関しては，参考文献 ですでに報告

した。本報告では，種々の衛星回線条件で測定した伝送

遅延時間特性について述べる。航空管制では衛星データ

通信をADSや航空管制官―パイロット間データ通信

（CPDLC：Controller-Pilot Data Link Communica-

tions）に利用することになっている。これらの通信では，

データを確実に相手方に伝送するとともに，伝送の迅速

性が要求される。特に，ADSでは，航空機で得られる位

置情報を航空管制センターに送って，その情報により

レーダーと同様な航空機位置監視を行おうというもので

あるから，データ伝送の迅速性が重要である。したがっ

て，実際の飛行環境でデータ伝送に要する時間すなわち

伝送遅延時間がどのようになるかを正確に把握すること

が重要である。しかし，これまで，実際の飛行環境で航

空衛星データ通信の伝送遅延特性を衛星経由で測定した

結果についての発表は見られない。

本報告では，まず実験システムの概要及びデータ伝送

において伝送特性に主に関わる伝送プロトコルについて

述べる。次に，衛星実験で得られた伝送遅延時間と C/N

や衛星仰角及び衛星方位角との関係について述べる。更

に，伝送遅延時間に直接係わる SU（Signal Unit：パケッ

トの最小単位）単位の伝送特性とビット誤り率との関係

について述べる。最後に，伝送遅延時間が増加する要因

について解析した結果について述べる。

２．実験システムの構成

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

ンド（上り回線：1.6GHz帯，下り回線：1.5GHz帯）で

ある。

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
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図１ 実験回線の構成



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）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。

Ｐチャネルは GESからAESの回線でユーザーデー

タ（相手方に送る情報）と伝送制御用データの伝送に用

いられる。一方，AESから GESの回線でＲチャネルは33

octet（1octetは1byteと同じ）以下の短いデータ（ユー

ザーデータ及び伝送制御用データ）の伝送に，またＴチャ

ネルは34octet以上の長いデータ（主としてユーザー

データ）の伝送に用いられる。

３．伝送プロトコル

図２にＰチャネルにおけるデータ伝送シーケンスを示

す。GESでは，ユーザーデータの大きさが4octet以下の

場合はユーザーデータを単一の SU（signal unit：パケッ

トの最小単位，付録の図Ａ―４参照）で，それ以上の場

合は複数の SU（付録の図Ａ―５及びＡ―６参照）に分割

して送信用バッファに送る。そして，それらの SUを

TDM（Time Division Multplex：時分割多重）の空き

スロットでAESに向けて送信する。AESでは，受信し

たデータに誤りがなければ，受信した SUから元のユー

ザーデータを組み立て，GESにACK（PACK）を送る。

受信データに誤りがある場合には，誤りのあった SUま

たは全 SUの再送を要求するACK（PACK ，PACK）

を GESに送る。GESでは，これを受信すると，送信バッ

ファに保存しておいた送信データを再度AESに送信す

る。もし，GESからデータを送信後9.3秒経ってもACK

が受信されないときは RQA（Request for ACK）をAES

に送り，ACKを催促する。RQAの送信は最大５回で打

ち切られる。

図３にＲチャネルにおけるデータ伝送シーケンスを示

す。AESでは，ユーザーデータの大きさが33octet以下の

場合はユーザーデータをその大きさによって１～３の

SU（付録の図Ａ―７参照）に分割して送信用バッファに

送る。そして，前の送信データの伝送を完了していれば

すぐに各 SUをそれぞれバースト信号でAESに向けて

表１ 航空衛星データ通信方式

図２ Ｐチャネルの伝送シーケンス 図３ Ｒチャネルの伝送シーケンス

19 ENRI Papers No.1042003



送信する。GESでは，受信したデータに誤りがなければ，

受信した SUから元のユーザーデータを組み立て，AES

にACK（RACK）を送る。受信データに誤りがある場

合には，誤りのあった SUまたは全 SUの再送を要求す

るACK（RACK ，RACK）をAESに送る。AESでは，

これを受信すると，送信バッファに保存しておいた送信

データを再度 GESに送信する。もし，AESからデータを

送信後 tA3秒経ってもACKが受信されないときは，送

信バッファ内の送信データをすぐに再送する。この送信

データの再送は最大５回で打ち切られる。tA3は以下の

式から求められる。

tA3＝7.9＋RND（0，Z －１）･T （秒）

ただし，Z ＝Z ･２ ，Z ＝４，k：再送回数，T ：Ｒチャ

ネルのスロット幅（秒），RND(m,n)：ｍとｎの間のラ

ンダムな整数とする。T は伝送速度600bpsでは１秒であ

る。

図４にＴチャネルにおけるデータ伝送シーケンスを示

す。AESでは，ユーザーデータの大きさが34octet以上の

場合はユーザーデータをその大きさによって複数の SU

（付録の図Ａ―５及びＡ―６参照）に分割して送信用

バッファに送る。そして，GESに対してデータを送信す

るスロットの割り当てを要求するアクセスリクエストを

送る。GESでは，送信スロットの予約テーブルを参照し

て空きスロットをそのAESに割り当てる。AESではこ

の割り当て情報を受け取ると，送信する SU数によって

ひとつまたは複数のバースト信号でAESに向けて送信

する。GESでは，受信したデータに誤りがなければ，受

信した SUから元のユーザーデータを組み立て，AESに

ACK（TACK）を送る。受信データに誤りがある場合に

は，誤りのあった SUまたは全 SUの再送を要求する

ACK（TACK ，TACK）をAESに送る。AESでは，

これを受信すると，送信バッファに保存しておいた送信

データを再度 GESに送信する。もし，AESからデータを

送信後８秒経ってもACKが受信されないときは RQA

（Request for ACK）を GESに送り，ACKを催促する。

RQAの送信は最大５回で打ち切られる。なお，伝送プロ

トコルの詳細は参考文献 を参照願いたい。

３．衛星実験結果

3.1 Pチャネル

図５にＰチャネルで10SUのデータを伝送したときの

伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛星仰角及び衛星方位

角を測定した結果を示す。衛星は IOR衛星である。Ｂ99

は仙台から高知まで飛行した。C/Nが低い場合の特性

を測定するため，３時51分から４時43分頃に送信電力を

約4dB低減した。図５において伝送遅延時間（GES

―SDU）は GESの回線制御部でデータを送信してから

AESの SDU（衛星データユニット）で受信するまでに要

する時間，伝送遅延時間（GND―AES）は実験用地上装

置の通信端末でデータを送信してからAESの通信管理

部（通信端末に相当する）で受信するまでに要する時間

を表す 。言い換えると，伝送遅延時間（GES―SDU）

は衛星区間の伝送遅延時間，伝送遅延時間（GND

図４ Ｔチャネルの伝送シーケンス 図５ Ｐチャネルの伝送遅延時間特性（IOR）
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―AES）は end-to-endの伝送遅延時間である。なおこれ

以降の図で「EL」及び「AZ」はそれぞれ機体の水平面及

び機首方向を基準とした「衛星仰角」及び「衛星方位角」

を表す 。伝送遅延時間（GES―SDU）の図では２時39

分頃と４時30分前後に伝送遅延時間の増加が見られる。

これらは，C/Nが低いことや航空機の変針によるドプ

ラー周波数の急激な変化等によりデータの伝送ロスが発

生し，データの再送が生じたことによるものと考えられ

る。伝送遅延時間（GND―AES）の図では，伝送遅延時

間（GES―SDU）の図で見られた伝送遅延時間の増加以

外に，１時34分頃に伝送遅延時間の増加が見られる。こ

れは，前の送信データに対するACKが伝送ロス等に

よって遅れたため，次の送信データが送信バッファに滞

留したために起こったものである。

3.2 Ｒチャネル

図６に POR衛星を用いて Rチャネルで2SUのデー

タを伝送したときの伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛

星仰角及び衛星方位角を測定した結果を示す。Ｂ99は仙

台から庄内まで往復飛行した。図６において伝送遅延時

間（SDU―GES）はAESの SDUでデータを送信してか

ら GESの回線制御部で受信するまでに要する時間，伝

送遅延時間（AES―GND）はAESの通信管理部（通信

端末に相当する）でデータを送信してから実験用地上装

置の通信端末で受信するまで要する時間を表す。言い換

えると，伝送遅延時間（SDU―GES）は衛星区間の伝送

遅延時間，伝送遅延時間（AES―GND）は end-to-endの

伝送遅延時間である。この場合，衛星仰角は高く，C/N

も42dBHz以上ある。この条件では，伝送遅延時間の増加

はほとんど発生しない。この実験では唯一２時14分頃に

伝送遅延時間の増加が見られた。これは，2SUのうち最

初の SUがロスとなりそれを再送したことによる。この

ときは，山形上空で変針している。あまり急激なもので

はないが，ちょうど衛星方向が機首方向を横切っており，

機体の影響を受けたことが考えられる。

図７に IOR衛星を用いてＲチャネルで2SUのデータ

を伝送したときの伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛星

仰角及び衛星方位角を測定した結果を示す。Ｂ99は八丈

島から串本まで飛行した。八丈島から大島までは平均的

な衛星仰角が５°以下でかつローリングが大きく衛星仰

角は－10°～10°の間で大きく変動した。またこの間に２

回変針している。このため，測定した C/Nでは極端な低

下はみられないが，瞬間的に大きく低下しているものと

考えられる。また，全経路で衛星仰角は７°以下であり，

平均的 C/Nは37dBHzという低い値になっている。こ

のような状況下では，図６の結果に比べ伝送遅延時間の

図６ Ｒチャネルの伝送遅延時間特性（POR） 図７ Ｒチャネルの伝送遅延時間特性（IOR）
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増加が多くなっている。伝送遅延時間（SDU―GES）の

図で，見られる伝送遅延時間の増加は一部の伝送データ

のロスにより１回または複数回再送が発生したためと考

えられる。また伝送遅延時間（AES―GND）の図で１時

45分頃と３時34分頃に伝送遅延時間（SDU―GES）の図

には見られない約20秒の伝送遅延時間が見られる。これ

は，前の送信データに対するACKが伝送ロス等によっ

て遅れたため，次の送信データが送信バッファに滞留し

たために起こったものである。

図８に POR衛星を用いてＲチャネルで2SUのデータ

を伝送したときの伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛星

仰角及び衛星方位角を測定した結果を示す。Ｂ99は仙台

から山形，秋田，青森，三沢及び宮古を経由して仙台ま

で飛行した。この場合，衛星仰角は巡航状態では約30°で

ある。したがってそのままでは C/Nは高いので C/N

が低い場合の特性を測定するため，GESの受信部入力で

アッテネータにより２時28分から３時８分まで約8dB，

３時９分から３時20分まで約11dB，３時21分から３時56

分まで約13dB，３時57分から４時19分まで約11dB受信

電力を低減した。C/Nが40dBHz以上の範囲では，１時

49分頃と２時25分頃に伝送遅延時間の増加が見られる。

前者は上昇時の急激な姿勢変動，後者は衛星方向が垂直

尾翼の影響により伝送データの一部がロスし，再送が発

生したためである。C/Nが35dBHz以下になると，伝送

遅延時間の増加の回数及びその大きさが増加している。

さらに，C/Nが30dBHz前後になると，ほとんどの伝送

データで伝送ロスが発生しているのが見られる。この状

態では最終的に地上側に届かなかったデータが多数あっ

た。

3.3 Ｔチャネル

図９に POR衛星を用いて Tチャネルで13SUのデー

タを伝送したときの伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛

星仰角及び衛星方位角を測定した結果を示す。Ｂ99は仙

台から山形，秋田，青森，三沢，宮古及び花巻を経由し

仙台まで飛行した。図９において伝送遅延時間（SDU

―GES）はAESの SDUでデータを送信してから GES

で受信するまでに要する時間，伝送遅延時間（AES

―GND）はAESの通信管理部でデータを送信してから

実験用地上装置で受信するまで要する時間を表す。この

場合，衛星仰角が約30°で C/Nは約42dBHzである。そ

こで，６時11分～６時30分の間 GESの受信部入力で

アッテネータにより受信電力を低減した。C/Nが42

dBHzのとき巡航状態ではほとんど伝送遅延時間の増加

は発生しない。５時１分頃，６時３分頃，７時過ぎの伝

送遅延時間の増加はいずれも変針時に発生している。一

図９ Ｔチャネルの伝送遅延時間特性（POR）図８ Ｒチャネルの伝送遅延時間特性（POR）
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方６時14分頃の伝送遅延時間の増加は C/Nが低下した

ために起こったものと考えられる。これらは，伝送デー

タの一部がロスしたため一部データの再送が発生して伝

送遅延時間が増加したものである。

図10に IOR衛星を用いてＴチャネルで13SUのデー

タを伝送したときの伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛

星仰角及び衛星方位角を測定した結果を示す。Ｂ99は串

本から宮崎まで飛行した。この場合，衛星仰角は５°～15°

である。C/Nは37～39dBHz程度で POR衛星の場合に

比べて低くなっているが，航空機の姿勢変動が少なく，

衛星仰角の変動も緩やかであるため安定な受信状態に

なっている。したがって，伝送遅延時間の増加は少なかっ

た。５時少し前の伝送遅延時間の増加はＰチャネルで

GESから送信した予約割り当てのためのデータがロス

したためで，低い C/Nによるものと考えられる。５時14

分頃の伝送遅延時間の増加はＴチャネルで伝送したデー

タの一部がロスし，データの再送が発生したためで，こ

れも低い C/Nによるものと考えられる。

図11に POR衛星を用いて Tチャネルで13SUのデー

タを伝送したときの伝送遅延時間と飛行中の C/N，衛

星仰角及び衛星方位角を測定した結果を示す。Ｂ99は仙

台から花巻，宮古，仙台，日光，太子を経由して仙台ま

で飛行した。衛星仰角はほとんど30°以上である。した

がって，そのままでは C/Nは高いので GESの受信部入

力でアッテネータにより５時15分から６時15分まで約7

dB，６時19分から７時18分まで約11dB受信電力を低減

した。５時過ぎの C/Nが高い状態での伝送遅延時間の

増加は変針によるドプラー周波数の急激な変化に追随で

きず伝送ロスが発生したためと考えられる。C/Nが約

35dBHzのときに６時９分頃に発生した伝送遅延時間の

増加は低い C/Nによるものと考えられる。C/Nが35

dBHz以下になると伝送遅延時間の増加はもっと頻繁に

なっている。C/Nが35dBHz以下の状態で発生した伝

送遅延時間の増加は低い C/Nか変針によるドプラー周

波数の急激な変化のどちらかまたはその複合で生じたも

のと考えられる。なお，これらの伝送遅延時間の増加の

うち，６時30分頃に起きた伝送遅延時間の増加はＲチャ

ネルで伝送したアクセスリクエストがロスしたために

起ったものである。その他はＴチャネルで伝送したデー

タの一部がロスしたため１回または複数回データの再送

を行ったために伝送遅延時間が増加したものである。

3.4 伝送データの大きさと伝送遅延時間

図12に伝送速度600bpsの Pチャネルにおいてユー

ザーデータ長に対する伝送遅延時間（GES-SDU）を測定

した結果を示す。○印は室内実験で測定した値，●印は図10 Ｔチャヱスの伝送遅延時間特性（IOR）

図11 Ｔチャネルの伝送遅延時間特性（POR）
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衛星実験で測定した値である。いずれも回線条件がよく

再送が発生しない条件で測定したものである（Ｒチャネ

ル及びＴチャネルも同様）。室内実験の結果からわかるよ

うに，伝送遅延時間はユーザーデータ長にほぼ比例して

増加する。衛星実験で得られた値は限られているが，ほ

ぼ室内実験の結果と一致する。この図から代表的な伝送

遅延時間はユーザーデータ長72octet（10SU）で約6.1秒，

152octet（20SU）で約9.8秒である。

図13に伝送速度600bpsのＲ及びＴチャネルにおいて

ユーザーデータ長に対する伝送遅延時間（SDU-GES）を

測定した結果を示す。△印及び○印はそれぞれ室内実験

で測定したＲチャネル及びＴチャネルにおいて測定した

値，●印は衛星実験で測定した値である。Ｒチャネル及

びＴチャネルともにユーザーデータ長が大きくなるにし

たがって伝送遅延時間は増加する。ユーザーデータ長が

136octet，280octet及び424octetでステップ的に伝送遅

延時間が増加しているのは，そこでバースト信号の数が

１つ増えるためである。バースト信号が増加すると，ヘッ

ダーが１バースト分増え，またバースト信号間で間隔を

あける必要があるため伝送遅延時間は増加する。この図

からＲチャネルの代表的な伝送遅延時間は20octet（2

SU）で約3.2秒，31octet（3SU）で約4.2秒である。また

Ｔチャネルの代表的な伝送遅延時間は，72octet（10SU）

で約15.1秒，152octet（20SU）で約23.1秒である。

図14に伝送速度1200bpsのＲ及びＴチャネルにおいて

ユーザーデータ長に対する伝送遅延時間（SDU-GES）を

測定した結果を示す。△印及び○印はそれぞれ室内実験

で測定したＲチャネル及びＴチャネルにおいて測定した

値，●印は衛星実験で測定した値である。Ｒチャネル及

びＴチャネルともにユーザーデータ長が大きくなるにし

たがって伝送遅延時間は増加する。ユーザーデータ長が

128octet，264octet及び400octetでステップ的に伝送遅

延時間が増加している理由は伝送速度600bpsの場合と

同じである。ただし，１バーストに入る最大 SU数は伝送

速度600bpsでは18個，伝送速度1200bpsでは，17個と

なっている点が異なる 。

3.5 SU単位の伝送特性

3.1～3.4では伝送するメッセージ単位の伝送遅延時間

について述べた。ユーザーデータは前述したようにパ

ケットの最小単位である SUに分解されて伝送される。

その際，データリンク層では SU単位で送達確認を行い，

相手方に届かなかった SUを再送することによって伝送

の信頼性を確保している。ここでは，SU単位での伝送特

性について述べる。

Ｐチャネルで SUロスとなるのは，SUを復調できな

い場合と復調できても CRCによる検査で誤りが検出さ

れる場合である。図15～17は，種々の飛行実験でそれぞ

れ CRC検査前での SUロス率，CRC（Cyclic Redun-

dancy Check：巡回冗長性チェック）検査による SUロ

ス率及び CRC検査後の SUロス率を測定した結果をま

とめたものである。衛星仰角は POR衛星では，27°～35°，

図13 Ｒチャネル及びＴチャネル（600bps）のユーザーデー

タ長と伝送遅延時間

図12 Ｐチャネル（600bps）のユーザーデータ長と伝送遅延

時間

図14 Ｒチャネル及びＴチャネル（1200bps）のユーザーデー

タ長と伝送遅延時間
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IOR衛星では，C/N＝37dBHz以上で2.5°～12°，C/

N＝32.7dBHzで５°～６°である。C/N＝34dBHz以上

では，衛星仰角に関わらず SUロス率は0.002以下であっ

た。衛星仰角５°～６°，C/N＝32.7dBHzで SUロス率

が0.015となった。またすべての SUロスは CRC検査前

に発生した。図17には，Ｐチャネルビット誤り率（BER）

特性の理論値（AWGN：Additive White Gaussion
 

Noise，相加性白色ガウス雑音）と C/M＝6dBに相当す

るライスフェージングを受けたときの BER特性（シ

ミュレーション） から⑴式を用いて計算した SUロス

率をそれぞれ破線と実線で示す。なお，SUロス率 P は

ビット誤り率を P，SU長をN ＝96ビットとして，

P ＝１－(１－P ) ⑴

から求めた。図17の実線から，C/N＝34.5dBHz以上で

あれば SUロス率は0.002以下である。

Ｒチャネルで SUロスとなるのは，バーストすなわち

SUを復調できない場合と復調できても CRCによる検

査で誤りが検出される場合である。図18～20は種々の飛

行実験でそれぞれバーストロス率，CRC検査による SU

ロス率及び CRC検査後の SUロス率を測定した結果を

まとめたものである。衛星仰角は POR衛星では，27°

～35°，IOR衛星では，３°～12°である。図20からわかる

図15 CRC検査前のＰチャネル SUロス率

図16 CRC検査によるＰチャネル SUロス率

図17 CRC検査後のＰチャネル SUロス率

図18 Ｒチャネルのバーストロス率

図19 Ｒチャネルの CRC検査による SUロス率

図20 Ｒチャネルの CRC検査後の SUロス率
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ように，C/N＝34dBHz以上では，衛星仰角が低い IOR

衛星の場合 SUロス率は0.006以下であった。C/N＝

42.6dBHzの場合，POR衛星を用いて衛星仰角が高いに

も関わらず SUロス率は0.005となっているが，これは離

陸時の上昇中に発生したものである。それを除けば POR

衛星を使用して衛星仰角が高いときは C/N＝34dBHz

以上で，SUロス率は0.003以下であった。図18に示すよ

うにバーストロスは主に C/N＝33dBHz以下で発生し

ている。一方，図19に示すようには CRC検査による SU

ロスは主に C/N＝35dBHz以下で発生している。図20

には，Ｒチャネル BER特性の理論値（AWGN）と C/

M＝6dBに相当するライスフェージングを受けたとき

の BER特性（シミュレーション） から⑴式を用いて計

算した SUロス率をそれぞれ破線と実線で示す。ただし

SU長は152ビットとした。図20の実線から，C/N＝35

dBHz以上で，SUロス率は0.003以下である。

Ｔチャネルで SUロスとなるのは，バーストを復調で

きない場合と復調できても CRC検査で誤りが検出され

る場合である。Ｒチャネルと違い，１バーストは複数の

SUからなる。図21～23は種々の飛行実験でそれぞれ

バ－ストロス率，CRC検査による SUロス率及び CRC

検査後の SUロス率を測定した結果をまとめたものであ

る。衛星仰角は POR衛星では，27°～34°，IOR衛星では，

４°～12°である。図23に示すように，C/N＝34dBHz以

上では，衛星仰角に関わらず C/N＝45.5dBHzの場合

以外 SUロス率は0.009以下であった。C/N ＝45.5

dBHzの場合，POR衛星を使用したため衛星仰角は高

かったが，SUロス率が0.014となった。このフライトで

は，大きな飛行経路の変更が３回あったため一部で10°以

下となる仰角が含まれたためその際の姿勢変化により

SUロスが発生したと考えられる。また，C/N＝35.6

dBHzの場合は IOR衛星を使用したが，SUロス率が

0.009となった。このフライトでは，一部 C/N＝31

dBHz近くまで低下した場合が含まれるためその際に

SUロスが発生したと考えられる。C/N＝36.7dBHzの

場合は POR衛星を使用して衛星仰角は高かったが，SU

ロス率が0.008となった。このフライトでは，衛星方位角

が約－90°となったため大きなレベル変動が発生して

BERが低下したためと考えられる。これらの場合を除く

と，C/N＝34dBHz以上では，衛星仰角に関わらず SU

ロス率は0.003以下であった。図23には，Ｔチャネル BER

特性の理論値（AWGN）と C/M＝6dBに相当するライ

スフェージングを受けたときの BER特性（シミュレー

ション） から⑴式を用いて計算した SUロス率をそれ

ぞれ破線と実線で示す。ただし SU長はN ＝96ビット

とした。図23の実線から，C/N＝34.5dBHz以上であれ

ば SUロス率は0.002以下である。

４．伝送遅延時間の増加要因

4.1 各チャネルの伝送遅延時間

Ｐチャネルは TDM 方式であるから，伝送遅延時間に

寄与する要因としては，伝送データの大きさとヘッダで

ある。付録の信号フォーマットからわかるように，１フ

図21 Ｔチャネルのバーストロス率

図22 Ｔチャネルの CRC検査による SUロス率

図23 Ｔチャネルの CRC検査後の SUロス率
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レーム当たりのヘッダは48ビットで，１フレーム当たり

ヘッダ（付録図Ａ-１のUW，フォーマット ID及びスー

パーフレームカウンタ）が占める割合は約４％（600bps

で約80ms）である。したがって，Ｐチャネルにおける伝

送遅延時間はほぼ伝送するユーザーデータの大きさに依

存する。

Ｒチャネルはランダムアクセス方式であるから，伝送

遅延時間に寄与する要因としては，伝送データの大きさ

とヘッダである。ヘッダ（付録図Ａ-２のプリアンブル及

びUW）は256ビット（600bpsで約427ms）である。１バー

スト信号の長さは960msであるから，１バースト信号当

たりのヘッダの割合は約45％である。しかし，Ｒチャネ

ルでは伝送データの大きさは最大３バースト信号分なの

で，全伝送遅延時間そのものが小さくあまり問題ではな

い。

Ｔチャネルは予約 TDMA（Time Division Multiple
 

Access：時分割多元接続）方式であるから，伝送遅延時

間に寄与する要因としては，伝送データの大きさと付加

するヘッダの他に，バースト信号間のガードタイムと

データの送信に先立って必要な送信スロットの予約割り

当てがある。付録の信号フォーマットからわかるように，

１バースト信号当たりのヘッダ（付録図Ａ-３のプリアン

ブル及びUW）の大きさは256ビット（600bpsで約427

ms）である。１バースト信号当たりのヘッダの割合は

SU数によって変わるが，その値は6SUで約17％，18SU

で約７％である。バースト信号間のガードタイムは最小

約24ビット（600bpsで約39ms）である。ヘッダとガード

タイムはバースト信号の数が増えるにしたがって増加す

る。また，送信スロットの予約割り当てには，Ｒチャネ

ルによる予約割り当て要求（アクセスリクエスト），GES

での処理，Ｐチャネルによる予約割り当て等に必要な時

間を足した時間がかかる。この時間は伝送速度600bpsで

は約７秒である。このようなことから，同じ大きさのユー

ザーデータを伝送するときＴチャネルの伝送遅延時間は

Ｐチャネルに比べて大きくなる。

このほか，GESとAESの間の電波伝搬に要する時間

が約250msかかる。

4.2 伝送ロスや伝送誤り等による伝送遅延時間の増

加

伝送データが相手方に届かないいわゆる伝送ロスや伝

送誤りの要因としては衛星回線における C/Nの低下や

航空機の旋回等によるドプラー周波数の急激な変化等が

考えられる。前述したように，航空衛星データ通信では

伝送するデータを SU単位で送達確認，データの再送等

を行う。送信した SUが相手方に届かなかった場合や

CRC検査によって受信した SUにビット誤りがあった

場合は該当する SUの再送を行うことになる。

Ｐチャネルはバースト信号ではなく連続信号であるか

ら，通常同期がとれており，衛星実験では C/Nが33

dBHz以下に低下したときや大きく旋回したとき等に

SU単位でロスが発生している。

ＲチャネルやＴチャネルは，バースト信号であり，バー

スト単位の伝送ロスと CRC検査による SU単位の伝送

誤りによって SUロスが起こる。Ｒチャネルの場合，１

バースト当たり1SUであるから，１バーストロス当たり

1SUのロスとなる。また，Ｔチャネルの場合，通常１バー

スト当たりの SU数は６～18個であるから，１バースト

ロス当たりの SUロスはバースト長に依存する。バース

トロスは C/Nが33dBHz以下に低下したときに多く発

生している。また，C/Nが33dBHzより大きい場合でも

衛星方位角が－90°近くで C/Nの変動が大きくなった

ときに一部発生している。CRC検査による SUロスは

ビット誤り等によるものと考えられるが，C/Nが35

dBHz以下に低下したときや C/Nが大きい場合でも離

着陸及び旋回のときに発生している。

衛星仰角が低いときは，C/Nの低下，地表によるマル

チパス，機体反射の影響等により伝送誤りが発生して

SUロスが起こる 。

旋回時にドプラー周波数の急激な変化による伝送誤り

の発生は，復調器の同期捕捉や同期保持性能に依存す

る 。SDM（System Definition Manual：システム定義

書） にはドプラー周波数によるオフセットに対する規

定はあるが，ドプラー周波数の急激な変化に対する復調

器性能の規定はない。本実験ではその検討に必要な具体

的なデータはないので，ここでは結果のみ述べることし

てその検討は今後の課題としたい。

4.3 伝送プロトコルと伝送遅延時間

伝送ロスや伝送誤りが発生したときは，当該データを

再送する。伝送遅延時間は再送する SUの種類や数，再送

する回数等によって異なる。

Ｐチャネルでデータの再送が発生するのは，Ｒチャネ

ルにおける送信データとＰチャネルにおけるACKの伝

送ロスまたは誤りがあったときである。再送になった

SUが多いほど，また再送回数が多いほど伝送遅延時間

は増加する。また，前のデータに対するACKが受信され

ないと，次のデータは送信できないので送信バッファ待
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ちとなり，伝送遅延時間は増加する。図５で伝送遅延時

間（GND―AES）にはみられるが，伝送遅延時間（GES

―SDU）にはみられない伝送遅延時間の増加が後者の原

因によるもので，それ以外は前者の原因によるものであ

る。

Ｒチャネルでデータの再送が発生するのは，Ｒチャネ

ルにおける送信データとＰチャネルにおけるACKの伝

送ロスまたは誤りがあったときである。Ｐチャネルと同

様に再送になった SUが多いほど，再送回数が多いほど

伝送遅延時間は増加する。また，同じAESでは前のデー

タに対するACKが受信されないと，次のデータは送信

できないので送信バッファ待ちとなり，伝送遅延時間は

増加する。図６～８で伝送遅延時間（AES―GND）には

みられるが，伝送遅延時間（SDU―GES）にはみられな

い伝送遅延時間の増加が後者の原因によるもので，それ

以外は前者の原因によるものである。

Ｔチャネルでデータの再送が発生するのは，Ｒチャネ

ルにおける予約割り当て要求，Ｔチャネルにおける送信

データ及びＰチャネルにおけるACKの伝送ロスまたは

誤りがあったときである。ＰチャネルやＲチャネルと同

様に再送になった SUが多いほど，また再送回数が多い

ほど伝送遅延時間は増加する。図９～11でみられる伝送

遅延時間の増加は上記のデータの再送によるものであ

る。なお，これらの図でＰチャネルやＲチャネルのよう

に，送信バッファ待ちによる伝送遅延時間の増加がみら

れないのは，Ｔチャネルの場合，前のデータに対する

ACKが受信されていなくても最大４個までのデータを

送信することができるためである。

５．あとがき

本報告では，飛行状態における航空衛星データ通信の

伝送遅延時間特性を測定した結果と伝送遅延時間の増加

の仕組みについて述べた。その結果をまとめると以下の

通りである。

⑴ 各チャネルの伝送遅延時間は伝送速度600bpsで

以下の通りである。

ａ）Ｐチャネルの伝送遅延時間は，ほぼ伝送するデー

タの大きさに比例する。伝送遅延時間はユーザー

データ長72octet（10SU）で約6.1秒，152octet（20

SU）で約9.8秒であった。

ｂ）Ｒチャネルの伝送遅延時間は20octet（2SU）で

約3.2秒，31octet（3SU）で約4.2秒であった。

ｃ）Ｔチャネルの伝送遅延時間は伝送するデータが

多くなるにしたがって増加し，バースト信号の数

が１つ増えるごとにステップ的に増加する。伝送

遅延時間は，72octet（10SU）で約15.1秒，152octet

（20SU）で約23.1秒であった。

⑵ 同じユーザーデータ長で比較すると，Ｔチャネル

の伝送遅延時間はＰチャネルに比べて大きい。これ

は Tチャネルでは送信スロットの予約割り当てを

行う手順が含まれるからである。

⑶ C/Nが35dBHz以下になると伝送誤りや伝送ロ

スが起こり始め，33dBHz以下ではかなり増加し，30

dBHz程度になると，伝送ロスが多数発生し，同期は

ずれが頻繁に起こる状態になる。

⑷ C/Nがそれほど低くなくても，離着陸や変針等

による姿勢変動によるドプラー周波数の急激な変化

が起こり，伝送誤りや伝送ロスが起こることもある。

⑸ 伝送遅延時間の増加は，伝送するデータの一部ま

たは全部，ACK，送信スロットの予約要求や割り当

て等が失われたことによるデータの再送，ACK待

ちによる送信待ち等によって起こる。伝送遅延時間

の増加量は再送するデータの種類，量，再送回数に

よって異なる。

衛星仰角が５°以上であれば，巡航状態で C/N 35

dBHz以上は大体実現できると考えられる 。しかし，離

着陸や変針時は C/N低下だけでなく，ドプラー周波数

の急激な変化による影響も考慮しなければならない。こ

の課題に関しては今後検討したいと考えている。また，

Ｔチャネルの伝送遅延時間が大きい問題はプロトコルを

見直して改善する方法を考えている。本実験では，AES

が１機のみであるが，実際の運用環境では複数のAES

がデータ通信を行うので通信が輻輳したときの伝送特性

やもっと大きな伝送速度の場合の伝送特性についても今

後報告したい。
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付録

⑴ Ｐ，Ｒ及びＴチャネルの信号フォーマット

図Ａ-１～Ａ-３に伝送速度600bpsの場合のＰ，Ｒ及び

Ｔチャネルの信号フォーマットを示す。

⑵ SUのフォーマット

図Ａ-４にＰチャネルの LSU，図Ａ-５及びＡ-６にそ

れぞれ P/Tチャネルの ISU及び SSUのフォーマット

を示す。

図Ａ-５ P/Tチャネル ISUフォーマット

図Ａ-４ Ｐチャネル LSUフォーマット

図Ａ-１ Ｐチャネル信号フォーマット

図Ａ-ｂ Ｒチャネル信号フォーマット

図Ａ-３ Ｔチャネル信号フォーマット
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図Ａ-７にＲチャネル SUフォーマットを示す。

（注）UW：Unique Word
 

SU：Signal Unit
 

LSU：Lone Signal Unit
 

ISU：Initial Signal Unit
 

SSU：Subsequent Signal Unit
 

AES ID：AESアドレス

GES ID：GESアドレス

Q number：優先度

Reference No.：デ－タ番号

Sequence No.：SU番号

CRC：誤り検出符号

D/R：Direct Link Serviceと Reliable Link Ser-

viceの種別

（平成15年３月17日受付，平成15年５月26日再受付）

図Ａ-６ P/Tチャネル SSUフォーマット

図Ａ-７ Ｒチャネル SUフォーマット
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