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Abstract

 

SSR(Secondary Surveillance Radar)Mode S with improved surveillance and datalink capabilities will be
 

operational in Tokyo Area from 2003.Its service areas will be expanded throughout Japan and various datalink
 

applications,such as ACAS RA (Airborne Collision Avoidance System Resolution Advisories)downlink,DAPs

(Downlinked Aircraft Parameters),TIS(Traffic Information Service),are planned to be introduced. In face of
 

these expansions of SSR Mode S applications,it will be required to operate SSR Mode S efficiently.

Networking of SSR Mode S makes it possible to operate Mode S sensors beyond its radio propagation limits and
 

provide effective and reliable operation through cooperative surveillannce and mutual backup.In addition,as SSR
 

Mode S is one of sub-networks of ATN(Aeronautical Telecommunication Network),it is necessary to establish
 

Mode S Network technology in preparation for the introduction of ATN.

ENRI developed SSR Mode S Network and evaluated its performance such as target acquisition through track
 

data transmission,mutual backup,interference reduction.The results confirmed reliable operation with continuous
 

surveillance by aircraft handoff at sensor coverage boundary,mutual complement in case of coast and sensor
 

failure,etc.This paper describes the development of SSR Mode S Network and the results of the evaluation.

航空システム部
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１．はじめに

監視機能を向上するとともに空地データリンク機能を

付加した SSRモード S（Secondary Surveillance Radar
 

Mode S，以下モード Sという）は，当所における開発と

評価試験 により実用化の見通しが得られ，2003

年の東京空域における監視の運用開始を皮切りに，日本

全国に展開される計画である。モード Sデータリンクに

関しては，衝突防止装置の回避アドバイザリをダウンリ

ンクして管制官に表示するACAS RA（Airborne Colli-

sion Avoidance System Resolution Advisories）ダウ

ンリンクの導入が決定されている。また，機上の FMS

（Flight Management System）が有する速度等の情報

をダウンリンクして航空管制に利用する DAPs（Down-

linked Aircraft Parameters），モード Sで取得した航空

機情報をアップリンクして周辺航空機情報をコクピット

表示する TIS（Traffic Information Service）等の導入

も検討されている。モード Sは，航空管制用の監視と

データリンクを同時に提供できる管制施設として，今後

ますます重要性を増し適用分野を広げていくものと思わ

れる。

このような将来的な発展に備えて，モード Sの持つ機

能を最大限に発揮させるためには，モード Sのネット

ワーク化を行って，モード Sセンサの電波伝搬上の制約

を超えた大きな覆域の下に運用することが有効である。

ネットワーク化により，ターゲットのハンドオフ等の協

調的な航空機監視，メッセージの転送制御，航空管制通

信用に設計されたモード S固有サービスの効率的な提

供，センサ相互のバックアップ等を実現でき，効率的で

信頼性の高い航空機監視とデータリンクを提供できる。

また，モード SはATN（Aeronautical Telecommunica-

tion Network）の空地通信サブネットワークの一つでも

あり，わが国の将来のATN化に備えて，モード Sネッ

トワーク技術を確立することが必要である。欧州では，

英独仏などのヨーロッパ中心空域でモード Sネット

ワークを構築し DAPsによる拡張監視の評価試験が行

われており，2005年より運用が開始される計画である。

このような背景より，電子航法研究所では，ICAO国際

標準で規定されている基本的ネットワーク機能をベース

に，モード Sセンサの運用管理やネットワークの構成制

御等の詳細設計を行ってモード Sネットワーク評価シ

ステムを製作した。そして，ネットワーク機能や固有

サービス機能に関する ICAOプロトコルの検証，モード

Sセンサの運用制御，覆域管理，バックアップ方式などの

独自設計に係わる処理の動作確認を行い，モード Sを高

度運用するために必要なネットワーク機能が効率的に動

作することを確認した。さらに，覆域境界でのターゲッ

トハンドオフ，コースト 時の運用支援，センサ障害時の

復旧処理，メッセージの転送効率の向上等の性能試験を

行い，SSRモード Sはネットワーク化を図ることによ

り，捕捉時間の短縮，コースト時の監視継続，障害復旧

の迅速化，メッセージの転送効率の向上，干渉の軽減等

が行え効率的で信頼性の高い運用を行えることを示し

た 。

本報告では，モード Sネットワークの必要性と期待さ

れる効果，ネットワークの構成と機能，我が国の航空管

制に適したモード Sネットワークの設計と評価システ

ムの概要等について説明し，ネットワークに関する評価

試験の結果を紹介する。

２．モード Sネットワークの概要

2.1 モード Sセンサ間調整の必要性と

ネットワーク化

モード Sでは，干渉の軽減や RFチャネルの有効利用

のため，一括質問（All-call) により航空機を捕捉すると

一括質問に応答しないようロックアウトを行い，以後，

個別質問（Roll-call) により監視とデータリンクを行

う。データリンクではメッセージ紛失防止のため，メッ

セージのクローズアウトは予約が与えられたセンサしか

行えない。従って，あるセンサによるロックアウトが他

のセンサのターゲット捕捉を妨げないようにするため，

およびデータリンクを行うセンサを割り当てるための方

策(センサ間調整という)が必要である。

センサ間調整には，二つの方法がある。IIコード(セン

サ識別コード)とカバレッジマップ による方法と，ネッ

トワークによる方法である。

前者は，センサに異なる IIコードを割り当てて，トラ

ンスポンダが持つ IIコード毎のロックアウト管理機能

を利用する。データリンクに関しては，カバレッジマッ

プに設定されたセンサの優先順位に従って，予約やメッ

セージのクローズアウトを行う。この方法は以下の問題
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ターゲットからの応答が途絶えた時，それまでの追尾速度と角度で追尾を継続することをいう。詳細は表3.1-2を参照。



を抱えている。

1)使用できる15の IIコード で，重複空域で同一コー

ドのセンサが存在しないように IIコードを割り当

てなければならないが，センサが密集していて異

コードの割り当てが困難な場合がある。

2)センサは覆域内で信頼性の高いサービスを確保する

ため必要以上に送信電力を上げMTLを下げて運用

される。このため，覆域外のターゲットも一括質問

に応答し，フルーツ干渉 を増大させる。

3)ダウンリンク ELM（Extended Length Message）

では予約にトランザクションが必要で，チャネル時

間の占有が増加する上に予約要求に対してトランス

ポンダがビジーの場合，チャネル時間の損失が生じ

る。

地上ラインでネットワーク化する方法は，ネットワー

ク化されたセンサの集合（クラスタ）に同じ IIコードを

割り当て，ロックアウト管理とデータリンク管理を地上

データリンク処理装置（GDLP）が一元的に行う。

ネットワーク化による方法は，上記問題を解決できる

ことに加えて，境界通過時のターゲットハンドオフによ

る連続的な監視とフルーツ干渉の軽減，コースト，セン

サ障害，回線障害時等のバックアップ，障害回復時の迅

速な運用復旧，メッセージの転送制御等が行える。

2.2 モード Sネットワークの構成

モード Sネットワークは，図2-1に示すように地上

データリンク処理装置（GDLP），モード Sセンサ，モー

ド Sトランスポンダ，機上データリンク処理装置

（ADLP）により構成される。外部との接続形態には，外

部ネットワークと接続するための ISO8208インタ

フェースと，モード S固有サービス（MSS, Mode S
 

Specific Services）にアクセスするためのモード S固有

サービスインタフェース（MSSインタフェース）があ

る。

ISO8208インタフェースは，ATNルータと接続し，

X25パケットレーヤープロトコルによるコネクションオ

リエンテッドな通信サービスを提供する。

MSSインタフェースは，MSSの特性を生かすため，

アプリケーションと GDLP（ADLP）間のダイレクトな

データ交換を行う。管制施設等のエンドシステムが

GDLP（ADLP）と直接に接続されてモード Sネットワー

モード Sセンサの識別コードについて

IIコードは４ビットであるが，II＝0はモード Sネットワークのプロトコルとコンパティブルではないので，モード Sネット

ワークで使用できる IIコードは１から15である。根室沖における韓国民間旅客機の撃墜を契機に，モード Sによる航空機識別符号

等の取得が不要な迎撃を減少できることが指摘された。しかし，軍によるモード Sターゲット捕捉とターゲット情報の取得を行う

には16個の IIコードでは不足であり，63種（６ビットで表記するが0は使用しない）の SI（Surveillance Identifier）コードが付

加された。SIコードは，マルチサイト監視用に準備されたもので，SIコードの使用下では，データフラッシュ（Event Driven）

やMSP（Mode S Specific Protocol）で使用されるAICB（Air-initiated Comm-B），および ELM がサポートされず，モード

Sネットワークの有効性を発揮できない。従って，本報告では IIコードのみを扱う。

フルーツ干渉

自局の質問と同期しない応答の総称で，フルーツは False Replies from Unsynchronized Interrgator Transmissionsの略。非

同期干渉ともいう。

図2-1 モード Sネットワークの構成

3 ENRI Papers No.1052003



ク単一の空地データリンクにアクセスする場合に用いら

れる。この運用形態は，スタンドアローン型と呼ばれ，

機上ではMSSへの唯一のアクセス法である。地上では，

ATN経由のMSSアクセスも許されているが，ATNの

OSIプロトコルはオーバヘッドが過大でMSSに不向き

であるため，適切な変換処理を行ってMSSにアクセス

することが推奨されている。

ICAOではスタンドアローン型をMSSの主要な運用

形態と位置付けており，国際的に，モード Sデータリン

クの応用はMSSに限定して検討され使用されているこ

とから，当所ではスタンドアローン型のモード Sネット

ワークの開発と評価を行った。以下，スタンドアロン型

モード Sネットワークのネットワーク管理，固有サービ

スアクセスプロトコル等について説明する。

2.3 ネットワーク管理

試作モード Sネットワークでは，センサのカバレッジ

マップによる基本的な覆域管理などの機能はモード S

センサに，データリンク回線を使用するセンサ間調整の

統括機能は地上データリンク処理装置（GDLP）に持たせ

る分散処理とした。これにより，データリンク系障害に

対しても監視サービスを継続することができる。

カバレッジマップは，センサの覆域を方位および距離

方向にセルと呼ばれるブロックに分割し，セル毎に最低

監視高度の低い順にセンサを並べたリストである。各セ

ルではセンサの最低監視高度の低いものが優先順位が高

く，監視とデータリンクを行うセンサとなる。図2-2は，

カバレッジマップの例で，レンジ方向のセル幅は80NM

までは5NM，80NM を越えると10NM，方位方向のセル

幅は20NM までは22.5度，20から40NM では11.25度，40

NM 以遠では5.625度となっている。

2.3.1 モード Sセンサの運用モード

ICAO国際標準には，モード Sセンサの運用モードの

明確な規定がない。そこで，試作システムの運用モード

と提供するサービスを以下のように分類した。

2.3.1.1 監視専用モード

モード Sセンサは，重複空域で同じ IIコードとなるこ

とがないように IIコードを割り当てられ，監視サービス

のみを提供する。各センサは，独立に一括質問して航空

機を捕捉しロックアウトする。このため，センサの密集

した空域では，航空機はロックアウトされていないすべ

てのセンサの一括質問に対して応答し，フルーツの発生

が避けられない。監視のサービスエリアは，センサが持

つカバレッジマップで規定される。

2.3.1.2 自律運用モード

センサが持つカバレッジマップ情報に基づき監視と

データリンクサービスを提供する。センサが他のセンサ

と重複空域を持たないとき，または重複空域を持つが

ネットワーク化されていないときの運用モードである。

IIコードの割り当ては監視専用モードと同様である。監

視サービスは監視専用モードと同様で，各センサは独立

に一括質問して航空機を捕捉しロックアウトする。デー

タリンクでは，各センサがカバレッジマップのプライオ

リティ情報に従って独立にサービス内容を設定し提供す

る。このため，メッセージ読み出しの予約のプロトコル

等が必要となり，データリンクの効率は最良とはならな

い。サポートされるデータリンクは，アップリンク SLM

（Standard Length Message），機上喚起 Comm-B

（AICB,Air Initiated Comm-B ），アップリンクとダ

ウンリンク放送，地上喚起 Comm-B（GICB，Ground
 

Initiated Comm-B），アップリンクとダウンリンク ELM

の全データリンクプロトコルのうち，モード Sセンサと

図2-2 ガバレッジマップ

Comm-Bはダウンリンク SLM（Standard Length Message）の総称。
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モード Sトランスポンダがサポートできるプロトコル

である。このうちメッセージのクローズアウトを行う

AICBと ELM は，優先順位が一番高いプライマリセン

サのみが行える。

2.3.1.3 ネットワークモード

⑴ ネットワーク準備モード

センサ立ち上げ時や障害からの復旧時など GDLPか

らのネットワーク運用開始の指示待ちの状態が存在す

る。これをネットワーク準備モードといい，センサ固有

の IIコードでターゲットの捕捉とロックアウトを行う

が，センサプライオリティはセカンダリで運用される。

障害復旧時は覆域内のターゲットを迅速に捕捉して個別

質問に移行することが必要であるため固有 IIコードで

ロックアウトを行うが，重複覆域でのプライマリ運用は

GDLPの管理下に行うデータリンクの妨げとなる場合

があるためセンサステータスはセカンダリに設定す

る。

⑵ ネットワーク運用モード

センサが地上のネットワークラインで GDLPに接続

され GDLPの管理の下に運用されるモードで，零以外の

同一 IIコードが与えられる。一つのセンサが航空機を捕

捉した後は，他のセンサはネットワークを経由して転送

される航空機情報に基づいて個別質問による航空機監視

を開始する。捕捉後航空機はロックアウトされ，ネット

ワークを構成する他センサの一括質問には応答しないの

でフルーツ干渉を軽減できる。データリンクに関しては，

メッセージのルーティングにより転送ルートを特定でき

るので予約等のプロセスが不要となり，非選択通信プロ

トコルの採用による効率的なデータリンクサービスが行

える。非零 IIコードによる非選択通信プロトコルはクラ

スタプロトコルと呼ばれる。

ネットワーク運用モードでは，コースト時のトラック

補完，メッセージの転送制御，センサ障害時のバックアッ

プ等を行って，より効率的で信頼性の高い運用を実現す

る。運用モードによるサポート機能の種別を表2-1に示

す。

2.3.2 ネットワーク構成のダイナミックな制御

試作システムは，センサ障害等に対処してダイナミッ

クにネットワーク構成を変更できる設計とした。

センサは，立ち上げ時，GDLPからネットワーク運用

モード移行の指示があるまでは固有の IIコードを使用

してネットワーク準備モードで運用を開始する。GDLP

の指示でネットワーク運用モードに入ると，GDLPから

指示されたネットワークモード用の IIコードで運用を

開始する。地上ラインによってネットワーク化されたセ

ンサ(クラスタ)は同一の IIコードで運用される。

センサ障害や回線障害の場合，障害センサはクラスタ

から切り離される。データリンク回線障害時のように監

視サービスが提供できる場合は，固有の IIコードにより

監視専用モードで運用される。

障害復旧時は，ネットワーク準備モードで立ち上げら

れ GDLPの指示でクラスタへの再編入を行いネット

ワーク運用に入る。

2.3.3 覆域管理

センサの覆域管理は，カバレッジマップ情報に基づい

て行われる。監視とデータリンクを行うセンサ数はサー

ビスの多重度と呼ばれ，運用のパラメータとして設定で

きる。多重度が２の場合，カバレッジマップセンサリス

トのトップをプライマリセンサ，二番目をセカンダリセ

ンサ，残りをバックアップセンサという。プライマリと

セカンダリにおけるサービス機能は表2-1のとおりであ

る。バックアップセンサは，上位センサ障害時のバック

アップである。センサの覆域境界は，隣接セル間でリス

ト内のセンサ順位の変化する線で与えられる。

センサのカバレッジを，要求ゾーンと許可ゾーンの二

つに分類し，要求ゾーンは通常，監視とデータリンクサー

ビスを提供する領域で，許可ゾーンは隣接センサ障害時

に覆域を拡大してサービスを提供する領域と定義し

表2-1 運用モードによるサポート機能
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た 。監視専用モードでは，要求ゾーン内でカバレッジ

マップに基づいて監視を行う。自律運用モードでは，要

求ゾーン内でカバレッジマップに基づいて監視とデータ

リンクを行う。

ネットワークモードでは，通常は要求ゾーン内で

GDLPの指示で監視とデータリンクサービスを行う。

データリンクサービスの内容は，GDLPからのプライマ

リ，セカンダリ指示による。センサ障害や回線障害など

の場合に，GDLPからの指示でバックアップから運用セ

ンサに変更になったセンサは，該当する許可ゾーンでの

サービスを開始し，GDLPからのプライオリティ指示に

従う。これを覆域拡大という。

2.3.4 トラック移送とトラック補完

ネットワーク運用モードでは，航空機が別のモード S

センサ(新センサという)の覆域に入ると，航空機を捕捉

しているモード Sセンサ(現センサという)は，割り当て

センサの変更を GDLPに通知する。GDLPは，現センサ

に航空機情報(トラックデータ)を要求し，これを新セン

サに転送する。新センサは，トラックデータに含まれる

航空機のアドレス，位置，速度等の情報をもとに個別質

問を行い，個別質問応答を受信すると受信データに基づ

き航空機の監視とデータリンクを開始する。現センサと

新センサは同一の IIコードを使用するので，ロックアウ

トは継続され一括質問に応答しないのでフルーツ干渉が

発生しない。これはトラック移送と呼ばれる。

コーストが発生した場合，モード Sセンサは，コース

ト発生を GDLPに通知する。GDLPは，他の割り当てセ

ンサが保有している当該航空機のトラックデータをコー

ストが発生したセンサに転送する。コースト元のセンサ

は，転送されたトラックデータに基づいて航空機の追尾

と個別質問を行い，応答を受信すると，この応答から得

られた情報に基づいて航空機の監視とデータリンクを継

続する。この場合も，一括質問による初期捕捉を省略で

きるので，フルーツ干渉を軽減できる。これをトラック

補完という。

2.3.5 メッセージの転送制御

GDLPは，センサから転送される割り当てセンサ情報

に基づき，アップリンクメッセージの転送ルートを決定

する。また，あるセンサを介してターゲットを捕捉する

とルートパケットをADLPに通知する。ルートパケット

には，ルート情報としてターゲットを捕捉したセンサの

IIコードと GDLPを経由してアクセスできる地上エン

ドシステムのアドレスを含む。ADLPでは，IIコードと

地上エンドシステムのアドレスの相互参照表を作成し，

このルート情報に基づいてダウンリンクメッセージの送

信ルートを決定する。

2.3.6 障害発生時の処理

センサ障害や回線障害が発生した場合，GDLPは，カ

バレッジマップのセンサ割り当ての順位変更を行って，

障害センサの覆域における監視とデータリンクを代行す

るセンサを指定する。プライマリセンサまたはセカンダ

リセンサが障害状態になると，バックアップセンサの中

で一番順位の高いセンサをセカンダリセンサに指定し

て，監視とデータリンクサービスを開始させる。障害セ

ンサがプライマリのエリアでは次順位のセンサをプライ

マリに指定する。

障害センサは，データリンク回線障害の場合のように，

監視専用モードで運用を継続できる時は，監視専用モー

ドに切り替えて運用を継続する。

このように，モード Sセンサ間で相互にバックアップ

することで，監視とデータリンクの信頼性を高めている。

また，GDLP障害に対しては，装置を多重構成とする，

GDLP障害時も非ネットワークモードで運用できるよ

うにする等の対策がある。評価システムでは，監視は

GDLPと独立な系として，GDLP障害時も監視サービス

は継続できる設計とした。

2.4 モード S固有サービスのサポート

モード S固有サービスは，OSI標準のプロトコルでサ

ポートされていない地上喚起 Comm-B（GICB），放送，

並びにモード S固有プロトコル（MSP）を提供するもの

で，遅延とオーバヘッドを最小にして航空交通通信業務

への適応性を高めた通信サービスである。

GICBプロトコルは，航空機位置や速度等の飛行情報

を利用してターゲットの位置予測の精度を高めるために

機上データベースへ迅速にアクセスする DAPs，機上で

収集した気象情報等のダウンリンクによる航空気象デー

ICAOマニュアルには，監視を行う最大覆域とデータリンクを提供するデータリンク覆域を用意する方法が一般的と記載され

ているが，監視カバレッジとデータリンクカバレッジは一致している方が良いと判断し，当所では要求ゾーンと許可ゾーンの考え

を採用した。
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タベースの構築，ACAS RAのダウンリンクなどに用い

られる。

放送は，ディファレンシャル GPSの補正データやウ

インドシア等の緊急情報のアップリンク，ルーティング

情報のダウンリンク要求などに利用される。

モード S固有プロトコルは，フローコントロールを行

わずに伝送の高速化を図ったプロトコルで，地上レーダ

で取得した交通状況をアップリンクしてコクピットに表

示し，パイロットの周辺交通状況の認識を支援する

TIS，機上の運航状況などを変化の都度ダウンリンクす

るデータフラッシュなどに利用される。

モード S固有サービスのサポート処理は，3.4.2で，各

サービス毎に説明する。

３．モード Sネットワーク評価システム

図3-1は，ネットワーク評価システムの構成で，マルチ

サイト環境における模擬ターゲットの制御と機上データ

リンク処理装置(ADLP)の模擬を行うマルチサイトター

ゲットシミュレータ，マルチサイトターゲットシミュ

レータの指示で模擬ターゲットの発生を行うターゲット

発生器，モード Sセンサ，複数のセンサを模擬する擬似

モード Sセンサ，地上データリンク処理装置，および評

価試験装置で構成される。評価試験装置は，監視データ，

データリンクデータおよびネットワーク管理データを収

集するデータ収集装置，複数センサからのターゲット情

報の相関処理を行うターゲット相関装置，ターゲット情

報を表示するレーダ表示装置，データリンクメッセージ

の入出力を行うデータ通信入出力装置，およびデータ解

析装置で構成される。

モード Sセンサとターゲット発生器等で構成される

モード S地上局は当所岩沼分室に，その他の装置は当所

航空システム部に設置され，監視用，データリンク用，

および模擬ターゲット制御用の３回線で接続されてい

る。使用回線は回線交換モードの INSネット64である。

評価システムでは，擬似モード Sセンサのターゲット

模擬機能とターゲット発生器間でターゲットの発生・移

動の同期を正確に行うため，および擬似センサとモード

Sセンサ間で時刻同期を行うため，GPS時刻を用いて各

装置の時刻を設定している。

以下に，各装置のネットワークに関係する機能を中心

に説明する。監視とデータリンクに関する機能は，文献

22，29等で紹介した。

図3-1 モード Sネットワーク評価システムの構成
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3.1 モード S地上局

モード S地上局は，モード Sセンサ，ターゲット発生

器等で構成され，当所岩沼分室に設置してある。ネット

ワーク評価用として使用する以外に，実アンテナに接続

して航空機の監視とデータリンク試験も行える。図3-2

は，モード S地上局の外観である。

3.1.1 モード Sセンサ

モード Sセンサは，インタロゲータと質問計算機

（DPS，Data Processing System）で構成される。イン

タロゲータは，質問計算機からの制御によってモード

A/Cとモード S質問を送信し，航空機からの応答を受信

処理してターゲットレポートを質問計算機に送る。質問

計算機では，応答が重複しないように質問のスケジュー

リングを行うチャネル管理，ターゲットの追尾を行う監

視処理，メッセージの入出力とルーティングを行うデー

タリンク処理，本節で説明するネットワーク管理の諸機

能を実施する．図3-3にモード Sセンサの機能構成を示

図3-3 モード Sセンサの機能構成

図3-2 モード S地上局の外観
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す。

ネットワーク管理では，２章で概説したように，GDLP

のネットワーク管理処理を補完して，運用モードの管理，

覆域管理，トラックステータスの管理，ターゲットトラッ

クデータの転送等を行う。以下に，モード Sセンサの

ネットワーク管理機能を説明する。

⑴運用モード管理

モード Sセンサは，立ち上げ時ネットワーク準備モー

ドで運用を開始するが，GDLPからの指示でネットワー

ク用 IIコードによるネットワーク運用モードに切り替

わる。自センサと GDLP間のデータ通信回線に障害が発

生した場合，監視専用モードに切り換えて運用を継続す

る。障害復旧時の運用制御は立ち上げ時と同様である。

⑵覆域管理

表3.1-1の要因により捕捉ターゲットの割り当てセン

サが変化した場合，これを GDLPに通知する。隣接セン

サの障害が原因で，自局の優先順位がバップアップから

セカンダリに上がったセルでは，当該セルにおける監視

とデータリンクを開始する。逆に，隣接センサが障害か

ら復旧して自局がバックアップセンサに戻ったときは，

当該セルでの監視とデータリンクを中止する。

⑶トラックステータス管理とトラックデータの転送

ターゲットのトラックステータスが変化した場合，こ

れを GDLPに通知する。GDLPからのトラックデータ

要求に対して，トラックステータスがロールコール状態

であればトラックデータを転送する。トラックデータの

キャンセル要求に対してはトラックデータの転送を中止

する。GDLPよりトラックデータが転送された場合，当

該トラックを補完する。表3.1-2は，応答や外部トラック

データとトラックステータスの遷移の関係を示す。

⑷センサプライオリティ管理

GDLPからの指示で，センサプライオリティを変更す

る。

⑸センサ障害模擬

センサ障害時のネットワーク処理を試験するため，セ

ンサ障害および復旧を模擬できる。

3.1.2 ターゲット発生器

ターゲット発生器では，マルチサイトターゲットシ

ミュレータより受信したシナリオの内容に従って，模擬

ターゲットを発生移動し，データリンクを模擬する。

モード Sセンサよりターゲットのロックアウトが変

更された場合マルチサイトターゲットシミュレータに変

化を通知する。また，マルチサイトターゲットシミュレー

タからの指示に従ってロックアウトを変更する。

3.1.3 モニタ表示装置

モニタ表示装置は，モード Sセンサの運用状況の監視

に使用される。本装置では，モード Sセンサより送られ

てくる監視メッセージに基づいて，ターゲットシンボル

を識別符号や高度等のデータブロックと共にディスプレ

イに表示する。また，SLM，ELM，GICB，放送等のデー

タリンク端末として利用できる。

表3.1-2 トラック状態の遷移

表3.1-1 割り当てセンサの変化要因
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3.2 マルチサイトターゲットシミュレータ

図3-4は，マルチサイトターゲットシミュレータ等の外

観である。当所のモード Sネットワーク評価システムで

は，既存のモード Sセンサを使用してネットワーク評価

を行うため，モード Sセンサに対する模擬ターゲットは

ターゲット発生器で発生し，擬似センサに対しては擬似

センサ内でターゲットを模擬する。このため，マルチサ

イト環境下におけるターゲットの発生と移動の同期，捕

捉とロックアウトの整合，データリンクの制御等を一元

的に管理する必要があり，マルチサイトターゲットシ

ミュレータは，以下の処理を行う。

⑴シナリオ管理

ターゲットの発生と移動およびデータリンクを模擬す

るシナリオをターゲット発生器および擬似センサに配信

し，シナリオの開始および終了を指示する。

⑵ルーティングテーブル管理

GDLPより通知されるルート情報に従ってセンサ II

コードと地上 DTEアドレスの対応表を更新し，各ター

ゲットのダウンリンクルート情報を管理する。

⑶データリンク制御

ルート情報に従って，ダウンリンクメッセージの転送

先センサを選択し転送する。ターゲット発生器および擬

似センサから転送されたアップリンクメッセージを受信

する。

⑷ロックアウト管理

ターゲット発生器および擬似センサから通知される

ターゲットのロックアウト状態の変化を他方の装置に通

知して，両装置におけるターゲットのロックアウト状態

の整合を取る。

⑸コースト制御

トラック補完等のネットワークの機能を試験するた

め，ターゲット発生器および擬似センサに対して，コー

ストの開始および解除を指示する。

3.3 擬似モード Sセンサ

擬似モード Sセンサは，二式までのモード Sセンサを

模擬する装置で，模擬ターゲットの発生機能も併せ持つ。

モード Sセンサの模擬機能では，モード Sセンサと共

にネットワーク環境を形成し，トラック移送による連続

的な航空機監視，データリンクメッセージの転送制御，

障害時のバックアップ等のネットワーク試験が行える。

図3-5は，擬似モード Sセンサの表示画面で，主ウインド

ウにはセンサのカバレッジ，マップ，およびターゲット

を表示する。サブウインドウには覆域境界通過時のト

ラック移送，プライオリティ調整等のネットワーク処理

の履歴情報を表示して，ネットワーク処理の流れを視覚

的に確認できるようになっている。

ターゲットの模擬機能では，マルチサイトターゲット

図3-5 疑似モード Sセンサの表示例

図3-4 マルチサイトターゲットシミュレータ，評価試験装置等
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シミュレータからのシナリオデータに基づきターゲット

を発生・移動し，ロックアウト，コースト等のターゲッ

トステータスを管理すると共に空地データリンクの模擬

を行う。

3.4 地上データリンク処理装置

地上データリンク処理装置（GDLP）は，モード Sネッ

トワークの中心的な役割を担う装置で，ICAO国際標準

に準拠して，ネットワーク管理，モード S固有サービス

等の機能を実行する。

本装置は，エンドシステムがダイレクトにモード S

ネットワークに接続されるスタンドアローン型の

GDLPであり，コネクションレスのモード S固有インタ

フェースを介して評価試験装置等の上位層と接続され

る。このインタフェースは，モード S固有サービスの特

性を最大限に生かす方式である。

3.4.1 モード Sネットワーク管理

⑴運用モードとセンサプライオリティ管理

操作者入力に従って，各センサに運用モードを指示す

る。割り当てセンサやトラックステータス等の変化によ

り，センサプライオリティの変更が必要な場合，モード

Sセンサにセンサプライオリティの変更を指示する。

⑵トラックステータス管理

各センサから送られてくるターゲット情報により，

ターゲットのトラックステータスを管理する。

⑶トラックデータの転送制御

割り当てセンサやトラックステータス等が変化しト

ラックデータの転送が必要となった場合，転送可能なセ

ンサに対してトラックデータを要求し，送られてきたト

ラックデータを転送先センサに転送する。トラックデー

タの転送を必要としなくなった場合，転送元センサに

キャンセル要求を行いトラックデータの転送を中止す

る。

⑷データリンクメッセージの転送制御

センサプライオリティに従ってアップリンクを行うセ

ンサを決定する。また，ダウンリンク経路を示すルート

情報を各ターゲットに通知する。ターゲットより要求が

あった場合，最新のルート情報をアップリンクする。

⑸センサ障害・復旧の管理

センサに障害が発生した場合，他センサに当該センサ

の障害を通知する。障害センサが復旧した場合，他セン

サに当該センサの障害復旧を通知する。

3.4.2 モード S固有サービスのサポート

ICAO Annex10で規定されたモード S固有サービス

のプロトコルに従って，GICB，放送，MSPの各サービ

スをサポートする。

⑴ GICBサービス

ユーザー(データ通信入出力装置)からの GICB要求

に対して，GICBレジスタ番号，航空機アドレスを指定し

て GICB要求をモード Sセンサに行う。モード Sセンサ

からの応答より航空機アドレス，GICBレジスタ番号，７

バイトの GICBレジスタ内容等を抽出しユーザーに転

送する。

⑵放送サービス

ユーザーからのアップリンク放送要求に対して，放送

方位，放送期間，放送メッセージをモード Sセンサへ転

送する。ユーザーからのダウンリンク放送の受信要求に

対しては，受信メッセージから航空機アドレスと７バイ

トの放送メッセージを抽出し，ユーザーに転送する。

⑶MSPサービス

ユーザーからのアップリンクMSP要求に対して，送

信データ（MSPパケット）を作成してモード Sセンサへ

転送する。ユーザーからのダウンリンクMSP要求に対

しては，受信MSPパケットからメッセージ長，MSP

チャネル番号，航空機アドレス，ユーザーデータを抽出

し，ユーザーに転送する。

3.5 評価試験装置

3.5.1 ターゲット相関装置

ターゲット相関装置は，各モード Sセンサから送らて

くる監視情報から，プライオリティの高いセンサの監視

情報を選択し，レーダ画面の基準点を中心とする極座標

に変換する。

3.5.2 レーダ表示装置

レーダ表示装置は，ターゲット相関装置からのター

ゲット情報を受信し，ターゲットシンボルと共に航空機

識別符号，飛行高度，モード Sセンサ ID含むデータブ

ロックを表示する。詳細は文献22，28等で紹介した。

3.5.3 データ通信入出力装置

データ通信入出力装置は，メッセージの連続送受信等

の制御を行う。また，モード S固有サービスを試験する

ために，GICB，放送，MSPのユーザー端末として利用

できる。
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3.5.4 データ収集装置とデータ解析装置

データ収集装置は，センサから送られてくる監視メッ

セージ，地上データリンク処理装置から送られてくる

データリンクメッセージとネットワーク制御メッセージ

を，時間とセンサ IDを付加して収集する。

データ解析装置は，収集データより，トラック移送に

よる捕捉時間，センサ復旧後の捕捉時間などについて，

モード Sネットワークの性能を解析する。また，航跡図

の作成や測位精度の解析，データリンクの転送率や誤り

率等の解析を行うことができる。

４．評価試験とその結果

評価試験は，岩沼，箱根および三河に設置した場合の

モード Sセンサ３局の重複空域を模擬して行った。岩沼

と三河は擬似モード Sセンサで模擬し，箱根は当所開発

のモード Sセンサが設置してあるとした。図4-1は，評価

試験で使用したカバレッジマップで，センサ二局のカバ

レッジの重複状況を示す部分である。センサの最大覆域

は200NM に設定してある。図中，上段のリストと下段の

リストは，それぞれのセンサのカバレッジマップのセン

サ割り当て表で，エリアの構成セルにおけるセンサ割り

当てを示す。上段から優先順位の高いセンサである。評

価試験では，優先順位の高い順に，プライマリセンサ，

セカンダリセンサ，更に優先度の低いセンサがある場合

はバックアップとし，二重の監視とデータリンクを行う

冗長運用形態とした。

プライマリセンサが変化する空域で，プライマリセン

図4-1 覆城マップの例（二局の場合)
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サの割り当てられていない空域が出現しロックアウトと

データリンクサービスにギャップが生じることのないよ

うに，図の塗りつぶしエリアのセルでは，センサAと B

共に最上位の割り当てのプライマリセンサとした。同一

エリアで最上位割り当てセンサが複数存在する場合，一

つのセンサがメッセージのクローズアウトを行うとその

他のセンサがメッセージを読み出せないという問題が懸

念されるが，ネットワーク運用では，GDLPよりプライ

マリ指定されたセンサのみがメッセージを読み出しク

ローズアウトするので問題は生じない。また，自律運用

モードのセンサは，予約が与えられない場合メッセージ

の転送や読み出しを行わないので，この場合も問題は発

生しない。

模擬ターゲットに対する評価であることを除けば実際

の装置を対象とする試験と同等と見なせるよう，ネット

ワーク機能等の確認はモード Sセンサと GDLPに対し

て行った。

4.1 機能の評価試験

本節では，独自設計に係わる機能の試験結果を紹介す

る。メッセージの転送制御やモード S固有サービスの試

験結果は付録に収録する。

4.1.1 ネットワーク運用の管理

図4.1-1は，センサ立ち上げからネットワーク運用に入

るまでのシーケンスである。ネットワーク運用中，回線

障害が発生した場合は，監視専用モードに入り，回線障

害復旧後，図4.1-1のシーケンスに従ってネットワーク

運用に入る。また，表4.1-1はモード Sネットワークにお

けるセンサの運用モードの遷移表である。

試験では，センサ立ち上げ時にネットワーク準備モー

ドで運用を開始し，固有の IIコードでセンサの監視ファ

イル情報に基づいてロックアウトと個別質問を行いセカ

ンダリで運用すること，GDLPの指示でネットワーク運

用モードに切り替わり GDLPから指示された IIコード

で運用を開始すること，および GDLPの指示でプライマ

リ・セカンダリの切り替えを行うことなど，図4.1-1の

シーケンスに従って，運用管理が行われることを確認し

た。

運用モードの管理としては，以上のほか，センサ障害

や回線障害時および障害復旧時の運用モードの切り替え

処理があるが，これらの機能試験については，4.1.4で紹

介する。

表4.1-1 センサ運用モードの遷移表

図4.1-1 ネットワーク運用の開始
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4.1.2 プライオリティ管理とトラックステータス

管理

図4.1-2に，センサプライオリティ変更のシーケンスを

示す。試験では，モード Sセンサのカバレッジ内に発生

させたターゲットに対し，センサより送られてくるト

ラックステータスメッセージに基づいて GDLPがプラ

イマリまたはセカンダリの指示を出すこと，センサは

GDLPの指示のプライオリティ設定を行うこと，プライ

マリ指定時はロックアウトを行いセカンダリ指示の場合

はロックアウトを行わないことを確認した。また，ター

ゲットをモード Sセンサがセカンダリのエリアからプ

ライマリのエリアへ飛行させた場合，また逆にプライマ

リからセカンダリのエリアに飛行させた場合，GDLPが

トラックステータスメッセージの情報に基づいてプライ

マリ╱セカンダリの切り替え指示を出し，センサは

GDLP指示に従ってプライオリティ設定を行い，プライ

マリ切り替えの場合はクラスタ IIコードでロックアウ

トを継続すること，セカンダリ切り替えの場合はロック

アウトを中止することなど，図4.1-2のシーケンスに

従ってプライオリティ管理が行われることを確認した。

さらに，３センサによる重複空域で割り当て上位の一

局が障害時，バックアップセンサがセカンダリへ移行し

覆域拡大を行って監視とデータリンクを代行することを

確認した。逆に障害から復旧した場合，覆域縮小を行っ

てセカンダリからバックアップへ戻ることを確認した。

図4.1-3は，航空機がセンサAプライマリ領域を飛び

立ち覆域境界を通過してセンサ Bプライマリ領域に飛

行する場合の，センサプライオリティの切り替えとロッ

クアウトの推移の様子を示すものである。

また，GDLPは，センサから通知されるトラックス

テータスメッセージに従い，ターゲットのトラックス

テータスを以下の状態に分類して管理することを確認し

た。

①一括質問状態

②個別質問状態

③コースト状態

④外部補完状態

⑤ドロップ状態

トラック状態の，応答や外部補完データの有無による

遷移は，3.1.1のモード Sセンサの項で説明した。

4.1.3 航空機情報の転送による航空機監視の継続

4.1.3.1 トラック移送

モード Sネットワークでは，ターゲットが隣接センサ

の覆域に進入する場合，前センサの持つトラックデータ

を新センサに移送し，新センサはこのトラックデータに

基づいて個別質問を行ってターゲットの監視とデータリ

ンクを継続する。これをターゲットのハンドオフといい，

図4.1-2 センサプライオリティ変更のシーケンス
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一括質問による捕捉に比べフルーツ干渉が軽減されると

ともに連続的な監視とデータリンクが行える。航空機の

覆域境界通過とトラック移送によるターゲットのハンド

オフの処理シーケンスを図4.1-4に示す。

試験では，擬似センサの単独覆域にターゲットを発生

させ，モード Sセンサとの重複覆域に向けてターゲット

を飛行させた。ターゲットが重複覆域に進入し，擬似セ

ンサからトラックステータスメッセージで新たな割り当

てセンサが GDLPに通知されると，GDLPは擬似セン

サにターゲットのトラックデータを要求しこれをモード

Sセンサに移送する。モード Sセンサは移送されたト

ラックデータのアドレス，位置，速度より個別質問をス

ケジューリングし，ターゲットを捕捉する。試験では以

上の処理が図のシーケンスに従って正常に行われている

ことを確認した。また，逆の飛行コースでもトラック移

送によるセンサ間ハンドオフが正常に行われることを確

認した。

4.1.3.2 トラック補完

トラック補完は，コースト状態のターゲットに対し，

他センサが持つ当該ターゲットのトラックデータを転送

し，この情報に基づいて個別質問を行いコーストした

ターゲットの監視を継続するものである。コースト時の

トラック補完シーケンスを図4.1-5に示す。

試験では，重複覆域にあるターゲットに対しターゲッ

ト発生器にコースト指示を出す。モード Sセンサが当該

ターゲットのコーストを検出しコースト発生を GDLP

に通知すると，GDLPは擬似センサに対して当該ター

ゲットのトラックデータをモード Sセンサに転送する

ように要求する。モード Sセンサは受信したトラック

図4.1-4 トラック移送の処理シーケンス

図4.1-3 プライオリティ管理とロックアウトの流れ
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データにより当該ターゲットの追尾と個別質問を継続

し，コーストが解除されると当該ターゲットを再捕捉す

る。この試験でも，擬似センサからモード Sセンサへト

ラックデータが転送される場合，およびその逆の場合に

ついて，図のシーケンスに従いトラック補完による監視

が継続されることを確認した。

4.1.4 障害処理

4.1.4.1 障害発生時の処理

GDLPはセンサ障害または回線障害を検出すると，関

係する連接センサに障害情報を通知する。障害通知を受

信したセンサは，センサ割り当てリストより障害センサ

を削除し，更新されたリストをトラックステータスメッ

セージにより GDLPに通知する。GDLPは，更新された

リストの最上位のセンサをプライマリに，二番目のセン

サをセカンダリに指定するプライマリ調整メッセージを

当該センサに送信する。プライマリ調整メッセージを受

信したセンサは GDLPの指示に従って，プライマリまた

はセカンダリに切り替えて運用を継続する。バックアッ

プよりセカンダリになったセンサは，サービスエリアを

拡大してそのエリアで監視とデータリンクを行う。

センサと GDLP間のデータリンク回線に障害が発生

した場合，センサは運用モードを監視専用モードに切り

替えて運用を継続する。

試験では，モード Sセンサがプライマリの場合，セカ

ンダリの場合，およびバックアップの場合について，モー

ド Sセンサと GDLP間の回線に障害が発生した場合，

擬似センサと GDLPの回線に障害が発生した場合，モー

ド Sセンサが障害の場合，および擬似センサが障害のそ

れぞれの場合に対して，上記の障害の通知，運用モード

の切り替え，センサ割り当てリストの更新，および

GDLPの指示によるプライマリ╱セカンダリ╱バック

アップの切り替えが正常に行われ，残りのセンサでネッ

トワーク運用が継続されることを確認した。また，新た

にプライマリとなったセンサによりデータリンクが行え

ることを確認した。

回線障害の場合は，モード Sセンサの運用モードが監

視専用モードに切り替わり，センサの持つ監視ファイル

情報に基づいて固有の IIコードで個別質問とロックア

ウトを行い運用を継続することを確認した。図4.1-6は障

害発生時にセカンダリからプライマリになる場合の処理

シーケンスを示す。

図4.1-6 障害発生時の処理

図4.1-5 トラック補完のシーケンス
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4.1.4.2 障害復旧時の処理

障害が復旧した場合，GDLPは関係する連接センサに

当該センサの障害復旧を通知する。障害復旧通知を受信

したセンサは，センサ割り当てリストに復旧センサを回

復し，更新されたリストをトラックステータスメッセー

ジにより GDLPに通知する。

GDLPは復旧したセンサに対してネットワーク用 II

コードを通知して，ネットワーク運用に入ることを指示

する。

さらに，連接センサより送られてくるトラックステー

タスメッセージのセンサ割り当てに変化を検出したター

ゲットのトラックデータを要求して復旧センサに転送す

る。障害復旧したセンサは，このトラック情報に基づい

て個別質問を試み，個別質問応答が受信されると以後自

身が取得した監視データに基づいて個別質問を行う。

GDLPは，更新されたリストの最上位のセンサをプラ

イマリに，二番目のセンサをセカンダリに指定するプラ

イマリ調整メッセージを関係するセンサに送信する。プ

ライマリ調整メッセージを受信したセンサは GDLPの

指示に従って，プライオリティを切り替える。

試験では，障害センサを復旧させて，障害復旧の通知，

センサ割り当てリストの復旧，運用モードの復旧，トラッ

ク移送，プライマリ╱セカンダリ割り当ての復旧等の処

理が正常に行われ，障害センサがネットワークに組み込

まれてネットワーク用の IIコードで監視とデータリン

クを再開すること，およびセカンダリセンサの覆域が縮

小されてバックアップセンサに戻ること等を確認した。

また，復旧センサはトラック移送によりターゲット捕捉

が支援されることを確認した。復旧時の処理シーケンス

を図4.1-7に示す。

4.2 モード Sネットワークの性能評価試験

ネットワーク化による性能向上を検討するため，覆域

境界通過時のトラック移送による捕捉時間の短縮，コー

スト時のトラック補完による再捕捉時間の短縮，センサ

障害からの復旧時におけるターゲット捕捉の効率化，

データリンクの効率化の項目について評価試験を行っ

た。また，ネットワーク化によるフルーツ干渉軽減の効

果を調べるため，モード Sの質問と応答のモデルを設定

してフルーツ応答数を求めた。

なお，既存のモード Sセンサはターミナル用の１ス

キャン４秒である。試験では，擬似センサも１スキャン

４秒のターミナル用に設定して評価を行った。

4.2.1 トラック移送による捕捉時間

本試験では，ターゲットが隣接センサの覆域に進入す

るとき，進入してから個別質問に移るまでの時間を，ネッ

トワーク運用の場合(トラック移送によりターゲット捕

捉を行う)と，自律運用の場合（一括質問よりターゲット

捕捉を行う）で比較した。

図4.2-1は，ネットワーク運用において航空機の移動に

伴う覆域進入から個別質問に移行するまでの事象をカバ

レッジマップとの関係で見たものある。センサAの空域

からセンサ Bの空域に向かって飛行する場合，

①センサAの割り当てセンサ表にセンサ Bが追加

され，センサAが GDLPに通知する。

② GDLPがセンサAにトラックデータ要求し，セ

ンサ Bへのトラック移送を開始する。

③センサ Bのトラックステータスが外部補完状態

になる。

④センサ Bの覆域に進入する。

図4.1-7 障害復旧時の処理
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⑤センサ Bのトラックステータスが個別質問状態

になる。

の順でイベントが発生する様子を示している。飛行ルー

トによっては，③と④の順番が入れ替わることもある。

図4.2-2は，ネットワーク運用の場合と自律運用の場合

の事象の発生を，走査との関係でみたものである。ネッ

トワーク運用では図の④ t1から⑥ t2までの時間を，自律

運用モードでは図の⑦ t3から⑩ t4までの時間を，それぞ

れ，覆域進入から個別質問状態への移行時間として計測

した。表4.2-1に測定結果を示す。

ネットワーク運用では，覆域進入から個別質問に至る

までの平均時間は3.5秒，最大時間は5.8秒であった。ま

た，自律運用モードでは，覆域進入から個別質問に至る

までの平均時間は13.8秒，最大は16.5秒であった。

図4.2-2⑴のネットワーク運用では，覆域進入④はセン

サのアンテナ周期と独立で，④と⑥間は1スキャン4秒の

間で一様分布し平均は2秒となる。これに，表4.2-1の最

小値約1.5秒が処理遅延として加算され，表4.2-1の結果

図4.2-2 覆城境界通過時の事象と走査の関係

表4.2-1 トラック移送による捕捉時間(秒)の短縮

図4.2-1 トラック移送とガバレッジ
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となると考えられる。個別質問のスケジューリングは直

前の一括質問期間で行われるため覆域進入とアンテナ回

転のタイミングで個別質問開始が１スキャン遅れる場合

があることと処理遅延のため，個別質問状態に入るため

に１スキャン以上の時間がかかる場合が約34.7％の割合

で観測された。

一方，自律運用モードでは，一括質問応答を2スキャン

連続して受信後，個別質問を行う。この時間に⑦と⑧間

の平均２秒と処理遅延約１秒(＝最小値－８秒)が加算さ

れ，平均で約11秒と予測される。実験では４スキャンを

越える場合が若干観測され，これが影響して計測値は

13.8秒と予測値を越えていたが，自律運用モードにおけ

る捕捉特性は把握できたと考えられる。

ネットワーク運用では，自律運用に比べ捕捉時間を平

均で約1/4に短縮できている。監視システムは，ターゲッ

トを迅速に捕捉することが求められており，ネットワー

ク運用におけるターゲットのハンドオフにより，捕捉特

性を向上できることがわかる。

4.2.2 トラック補完による再捕捉時間

ネットワーク運用では，ターゲットのコーストが発生

した場合，隣接センサよりそのターゲットのトラック

データをセンサに供給し，コースト状態であるターゲッ

トに対して追尾を継続する。コースト状態が解消してか

ら個別質問に移るまでの時間を，ネットワーク運用の場

合と自律運用の場合とで比較した。

図4.2-3は，ネットワーク運用におけるトラック補完時

の事象をカバレッジマップとの関係で見たもので，セン

サAでコーストが発生した場合，

①センサAでコースト発生，GDLPに通知。

② GDLPがセンサ Bにトラックデータ要求，セン

サAにトラック移送開始。

③センサAのトラックステータスが外部補完状態

になる。

④センサAのコースト回復。

⑤センサAのトラックステータスが個別質問状態

になる。

の順でイベントが発生する様子を示している。

図4.2-4は，ネットワーク運用の場合と自律運用の場合

の事象の発生を走査との関係でみたものである。ネット

ワーク運用では図の③ t1から④ t2までの時間を，自律運

用では図の⑤ t3から⑧ t4までの時間を，コースト回復後

図4.2-3 トラック補完とガバレッジマップ
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の捕捉時間として計測した。

表4.2-2に測定結果を示す。対象機数は48機である。

ネットワークを用いて運用した場合は，平均約3.5秒で個

別質問に移行しているが，単独で運用した場合は平均約

11.1秒で個別質問に移行する結果となった。ネットワー

クを用いて運用すると，自律運用に比べ，再捕捉時間を

約1/3短縮できることが分かる。

4.2.3 センサ復旧後のターゲット捕捉時間

ネットワーク運用では，センサの運用開始時や障害復

旧時，隣接センサのトラックデータを転送してターゲッ

ト捕捉をサポートすることができる。

試験では，障害センサを復旧させ，復旧してから覆域

内の全ターゲットが個別質問に移るまでの時間を，ネッ

トワーク運用の場合と自律運用の場合で比較した。

表4.2-3に試験結果を示す。対象機数は96機である。セ

ンサが障害から復旧してから各ターゲットが個別質問状

態になるまで，ネットワーク運用では平均13.4秒，最大

15.8秒であった。自律運用では平均で11.4秒，最大で13.8

秒で個別質問状態に移行しており，ネットワーク運用時

のほうが自律運用時より復旧後の再捕捉は約２秒遅い。

また，ネットワーク運用の障害復旧後の捕捉時間が，ト

ラック移送とトラック補完のネットワーク運用と比べて

約10秒長くなっている。

図4.2-5に処理の詳細を示す。ネットワーク運用では，

センサの障害復旧が通知②されてからトラックデータ移

送が開始⑤されるまで，およびトラックデータの最初の

受信⑥から外部補完状態⑩になるまで，それぞれ１ス

キャン以上かかっており，これらが原因で自律運用に比

較して捕捉時間が長くなることがわかった。復旧メッ

セージ受信②からトラックデータ送信⑤までに１スキャ

ン以上かかること，および⑥から⑩までのスキャン(図の

網掛け部分)で個別質問が行えるのに行っていないのは，

処理アルゴリズムの不良と判断できる。これらの処理を

改善して上記２スキャンを短縮すれば，自律運用の半分

の約5.4秒で迅速にターゲットを捕捉することができる。

また，トラック移送やトラック補完との差は約２秒に減

少する。トラック移送とトラック補完では前もってト

ラックデータが転送されるが，センサ復旧時では復旧後

にトラックデータの転送処理が行われるため次スキャン

の平均待ち時間２秒が必要になるためである。

なお，本評価はガーブルの発生していない状況で試験

を行った。ガーブル発生下では，一括質問からの初期捕

捉に確率的捕捉を用いてガーブルしているターゲットを

順次捕捉しロックアウトしていくので，自律運用では全

機を捕捉し終えるまでにさらに時間がかかる。

4.2.4 ネットワーク運用におけるデータリンク性能

自律運用モードで使用されるマルチサイトプロトコル

では，センサの固有 IIコードによる予約のためのトラン

ザクションが必要である。一方，ネットワーク環境下に

あるセンサは同一 IIコードで運用され，データリンクを

表4.2-2 トラック補完による捕捉時間(秒)の短縮 表4.2-3 センサ復旧後の捕捉時間(秒)の短縮

図4.2-4 トラック補完時の事象と走査の関係

20 電子研報告 No.1052003



行う航空機が GDLPより指示されるので，０でない共通

の IIコードによる非選択プロトコル(クラスタプロトコ

ル）が使用できる。SLM とアップリンク ELM では，予

約のためのトランザクションは監視トランザクションで

行われるので自律運用モードもネットワーク運用モード

もデータリンク性能に差はないが，ダウンリンク ELM

に対してはネットワーク運用で予約トランザクションが

省略できるのでメッセージ転送率の向上が期待できる。

本試験では，クラスタプロトコルと同じシーケンスの

サイト指定プロトコルをマルチサイトプロトコルと比較

した。図4.2-6と図4.2-7は，ダウンリンク ELM のマルチ

サイトプロトコルとサイト指定プロトコルのメッセージ

転送シーケンスである。

転送率と転送時間の試験結果を表4.2-4と表4.2-5に示

す。各セグメントにおいて，ネットワークを用いて運用

図4.2-5 ネットワーク運用におけるセンサ復旧後の捕捉シーケンス

図4.2-6 マルチサイト DL-ELM プロトコル

図4.2-7 サイト指定 DL-ELM プロトコル

表4.2-4 ダウンリンク ELM の転送率(bps)(試行回数50)

表4.2-5 ダウンリンク ELM の転送時間(秒)(試行回数50)
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した場合と単独で運用した場合とで，ほぼ同じ転送率が

得られた。

チャネル時間の利用状況を調べたのが図4.2-8である。

文献29で説明したように，当所のモード Sセンサのデー

タリンク処理アルゴリズムは最適でなく，ダウンリンク

要求から第一セグメントのダウンリンクまで，および

メッセージの転送からクローズアウトまで，それぞれ１

スキャンかかっている。このため，予約の必要がないサ

イト指定プロトコルも予約の必要なマルチサイトプロト

コルも同じ結果となったことがわかる。これらの点を改

善すれば，自律運用のデータリンク性能の向上に加えて，

ネットワーク運用のデータリンク性能をさらに向上でき

ることがわかる。

4.2.5 フルーツ干渉の軽減

ターゲット発生器は，単独センサ試験用をネットワー

ク試験用に改修したもので，機能付加による処理負荷増

のため，フルーツ干渉軽減を評価するに十分な数のター

ゲットが発生できなかった。そこで，近似モデルを設定

し，自律運用の場合とネットワーク運用の場合で，モー

ドA/C応答と一括質問応答の和としてのフルーツ応答

数の軽減を比較した。

⑴対象空域

評価対象空域は，東京(羽田)上空の十分高い空域とし

た 。十分高い空域とは，評価地点が覆域距離内の全ての

ARSR局とASR局から見通せる高度以上を指す。この

場合が，地上局からの質問数が最も多く受信され，従っ

て応答数も最も多い。

⑵評価モデル

モデルでは，羽田を中心とする200NM 空域において，

地上局質問の受信状況は羽田上空と同じとする。また，

カウントする応答は，モードA/C応答，一括質問応答と

し，この空域にいる航空機からの応答を全て計数する。

また，覆域外の航空機は地上局の質問には応えないとし

た。この他，以下の仮定をする。

①質問は全て干渉なく受信でき，航空機は全ての質問に

応答する 。

②覆域はARSR200NM，ASR80NM とする。

③航空機の平均速度は，一定でVm＝450［KT］とする。

④モードA/Cの質問率は，モード Sセンサが４回/ス

キャン，モードA/Cセンサが12回/スキャンとする。

⑤非ネットワーク時，モード Sトランスポンダは，モー

図4.2-8 ダウンリンク ELM の質問・応答シーケンス

評価空域の SSRは，平成18年度までに８局が，平成20年度以降残り３局がモード S化される計画である。

SSR質問の干渉は幅2.5度のアンテナビームが重なる領域でのみ発生し，応答が干渉する全覆域に比して微少である。さらに

SSR局はターゲット数に比較して少ない。以上より，質問間の干渉割合は，応答の干渉割合と比較して小さく無視できる。
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ド Sセンサからの一括質問に，覆域進入時の４スキャ

ンのみ応答する。

⑥モード Sセンサとそのネットワーク化によるフルー

ツ干渉軽減を考察するので，ACAS質問を考慮しな

い。

⑶計算式と設定パラメータ

羽田上空をカバレッジに含むARSR局数をNe，

ARSRモード S局の割合を Pes，羽田上空をカバレッジ

に含むASR局数をNt，ASRモード S局の割合を Pts，

200NM 内のターゲット総数をNtarget，モード Sター

ゲットの割合を Pasとする。

ARSR局は，上品山，いわき，山田，小木ノ城，箱根，

八丈，三河の７局，ASRは羽田，成田の４局が，羽田上

空を覆域とする(注：ARSRの走査周期は10秒，ASRの

走査周期は４秒である)。

ARSRからの質問率Nieは，

Nie＝Ne (1-Pes)12/10＋Ne ･Pes 4/10

ASRからの質問率Nitは，

Nit＝Nt (1-Pts)12/4＋Nt ･Pts 4/4

平均質問率Niは，

Ni＝Nie＋Nit

非ネットワーク時にモード Sトランスポンダがモード

Sセンサの一括質問に応答する割合 rは，

r＝(R -(R-Vm 4))/(2R )

ここに，Rはセンサの覆域半径，1/2を乗じるのは覆域

から出るときは一括質問に応答しないことを考慮するた

めである。

モードA/C機の平均応答数Naは，Na＝Ni

モード S機の平均応答数Nsは，

Ns＝｛Ne Pes 4/10＋Nt Pts 4/4｝r＋

｛Ne (1-Pes)12/10＋Nt (1-Pts)12/4｝

＝｛Ne Pes 0.4＋Nt Pts｝r＋｛Ne (1-Pes)1.2

＋Nt (1-Pts)3｝

求めるフルーツ応答数Nは，

N＝Na Ntarget (1-Pas)＋Ns Ntarget Pas

と与えられる。

ネットワーク運用時のフルーツ応答数は，上式で r＝0

として得られる。

⑷計算結果

図4.2-9は，200NM 内のターゲット総数が航空局モー

ド S仕様値である250機の場合について，モードA/C応

答と一括質問応答の合計を縦軸，モード Sターゲットの

割合を横軸として，フルーツ応答数を自律運用の場合と

ネットワーク運用の場合で比較したものである。

図より，地上センサが全てモード S化されても，モー

ド SトランスポンダとモードA/Cトランスポンダが同

数の場合，自律運用で約870応答╱秒のフルーツ応答が観

測され，ネットワーク化により97.6％に減少する。モー

ド Sトランスポンダの割合が75％の場合，フルーツ応答

は自律運用で約450回╱秒に減少し，ネットワーク化によ

りさらに93.1％に減少する。全機がモード Sトランスポ

ンダになると自律運用で約42応答╱秒，ネットワーク運

用で零応答に減少することがわかる。また，モード Sセ

ンサの割合が減少するとネットワーク運用による軽減率

は減少し，75％のモード Sセンサの場合で自律運用の

99％から98％，50％のモード Sセンサで場合で約99％に

止まる。

一方，図4.2-10は，自律運用の場合で，地上 SSR局の

モード S化によるフルーツ応答の減少傾向をみたもの

である。モード Sターゲットの割合が50％のとき，地上

局の半分がモード S化されると約60％に，全局がモード

Sになると17％にフルーツ応答が減少することがわか

る。モード Sターゲットの割合が100％の場合これらの

数値は，それぞれ51％，0.8％となり，フルーツ応答の軽

減は，モード Sセンサとモード Sターゲットの割合が多

いほど大きくなっている。そして，モード S化で残った

部分をネットワーク化によって改善できることがわか

る。

図4.2-9 ネットワーク化によるフルーツ応答の減少

（ターゲット数250機)
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５．むすび

本報告では，モード Sネットワークについて，ネット

ワークのアーキテクチャー，センサの運用モードとその

管理，ターゲットのトラックステータスの管理，センサ

覆域の管理，モード S固有のデータリンクサービス等に

ついて説明し，当所が開発したネットワーク評価システ

ムとネットワークの機能および性能に関する評価試験に

ついて紹介した。

機能試験では，ネットワーク管理およびモード S固有

サービス等のネットワーク諸機能について，ICAO国際

標準の検証ならびに独自設計に係わるモード Sセンサ

の運用制御，覆域管理，バックアップ方式等の確認を行

い，協調的な航空機監視，相互バックアップによる信頼

性の向上等，モード Sを高度運用するために必要なネッ

トワーク機能が正常に動作していることを確かめた。

性能試験では，覆域境界通過時のターゲットハンドオ

フ，コースト時の運用支援，障害時の相互バックアップ，

メッセージの転送効率の向上，干渉の軽減について試験

を行った。そして，ネットワーク機能を有効に発揮する

ために必要な質問のスケデューリング処理等の改善点を

示すとともに，ネットワークを介したターゲット情報の

共有により捕捉時間の短縮，コースト時の監視継続，障

害復旧の迅速化，メッセージの転送効率の向上，干渉の

軽減等が行え，効率的で信頼性の高い運用が行えること

を示した。

最後に，モード Sネットワークの開発と評価試験に御

協力いただいた航空局管制保安部，当所岩沼分室，およ

びその他の関係者に感謝する。
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付録１ メッセージの転送制御の機能試験

A.1.1 ルートパケットの作成と転送

GDLPは，傘下のモード Sセンサの IIコードと地上

エンドシステムの DTE(データターミナル機器)アドレ

ス等で構成されるルートパケットを作成しモード S

ターゲットに転送する。GDLPがルート情報をアップリ

ンクするのは以下の場合である。

①データリンク能力を有するモード S機を新たに捕

捉したとき。

②新しい IIコードのモード Sセンサを経由して既存

のターゲットとコンタクトしたとき。

③ある IIコードのセンサにおいてターゲットがド

ロップしたが，GDLPは他の IIコードのセンサを経

由してルートパケットをアップリンクできるとき。

④ターゲットからのサーチリクエスト，アップデート

リクエストを受信したとき。
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評価試験では，ネットワーク運用モードにおいて，

上記の事象を模擬し，経路情報がターゲットに転送

されることを確認した。

A.1.2 アップリンクメッセージの転送

GDLPは，プライマリセンサを経由してアップリンク

メッセージの転送を行う。覆域境界通過でプライマリセ

ンサが変わると新しくプライマリとなったセンサ経由で

メッセージを転送する。更にプライマリセンサがメッ

セージ転送に失敗するとセカンダリセンサをプライマリ

センサに切り替えてアップリンクを行う。

試験では，モード Sセンサがプライマリであるエリア

から擬似センサがプライマリのエリアに向けての飛行

コース，および逆の飛行コースにおいて，データ入出力

装置によりアップリンクメッセージを連続送信し，

①モード Sセンサがプライマリであるエリアでは

モード Sセンサを経由して，プライオリティが変化

して擬似センサがプライマリであるエリアでは擬似

センサを経由してアップリンクされる。

②プライマリセンサにアップリンク送信の失敗を模擬

させると，GDLPはセカンダリセンサをプライマリ

センサに切り替えてアップリンクを行う。

ことを確認した。図A1-1に，アップリンクメッセージの

転送制御の試験シーケンスの一例を示す。

なお，GDLPはプライマリセンサを介してメッセージ

を転送するが，モード Sセンサはセカンダリでも

図A1-2 ダウンリンク処理シーケンス

図A1-1 アップリンクの試験シーケンス
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Comm-Aをアップリンクできる。これは立ち上げ時など

プライマリセンサが指定されていない場合でも簡単な

データリンクができるようにするためである。

A.1.3 ダウンリンクメッセージの転送

ADLPは，GDLPより送られてきたルート情報に基づ

き，モード Sセンサと地上 DTEとの相互参照表（経路

表）を作成し，この経路表に従ってダウンリンク時の転

送先モード Sセンサを選択する。ダウンリンクメッセー

ジの読み出しとクローズアウトは，プライマリセンサの

みが行う。

試験では，ターゲット発生器で機上における経路表の

維持管理を模擬し，以下の処理が正常に行われることを

確認した。

①経路表のプライマリセンサがメッセージ予約を行い

ダウンリンクメッセージを受信する。

②このプライマリセンサがクローズアウトを行う。

③メッセージ転送中に覆域境界通過等によりプライマ

リセンサが変化した場合，新たにプライマリとなっ

たセンサを経由してダウンリンクされる。

④プライマリセンサを経由してのダウンリンクの処理

が失敗した場合，他のセンサにより再送信が行われ

る。

⑤ GICBに関しては，ルート情報に関係なく要求の

あったセンサに GICBメッセージをダウンリンク

することができる。

図A1-2は，ダウンリンクの処理シーケンスである。

付録２ モード S固有サービスの機能試験

GICBプロトコル，モード S固有プロトコル，放送プロ

トコルについて，データ入出力装置と模擬ターゲット間

でデータリンクを行い，GDLPが各プロトコルの正常動

作をサポートすることを試験した。

本節の機能は，GDLP（ADLP）が GDLP（ADLP）に

接続される管制施設（機上データ通信端末）等のデータ

リンクユーザーに提供するサービスに関するものであ

り，OSIのモード Sサブネットワーク層と上位層間のプ

ロトコルの機能である。モード Sセンサとターゲット間

のデータリンクはOSIデータリンク層，モード Sセンサ

と GDLP間（モード SトランスポンダとADLP）のプロ

トコルはモード Sサブネットワーク層の処理に関する

ものである。

A.2.1 アップリンク放送サービス

試験では，モード Sセンサがプライマリのエリアに

ターゲットを発生させ，データ通信入出力装置より，制

御データ（IIコード，送信スキャン数，送信範囲），放送

ID，有効期間，６バイトのメッセージを指定してアップ

リンク放送を要求すると，GDLPは，指定センサを経由

してアップリンク放送メッセージをマルチサイトター

ゲットシミュレータに転送することを確認した。また，

データ通信入出力装置よりアップリンク期間中にアップ

リンク放送をキャンセルした場合，放送アップリンクが

停止することを確認した。

A.2.2 ダウンリンク放送サービス

試験では，データ通信入出力装置より，放送 ID，航空

機アドレス，要求番号を指定して GDLPにダウンリンク

放送サービスを依頼すると，指定のターゲットから指定

IDのダウンリンク放送が受信された場合，その放送メッ

セージが GDLPよりデータ入出力装置に転送されるこ

と，依頼と異なる放送 IDや航空機からのダウンリンク

放送は GDLPより転送されないこと，並びに，申し込み

をキャンセルした場合，以後 GDLPよりその放送メッ

セージの転送が行われなくなることを試験し，確認した。

A.2.3 GICBサービス

モード Sセンサがプライマリのエリアにターゲット

を発生させ，データ通信入出力装置より，航空機アドレ

ス，レジスタ番号，要求間隔，要求番号を指定して GICB

を要求した場合，ターゲットより指定レジスタ番号の情

報が指定スキャン毎にダウンリンクされること，並びに，

データ通信入出力装置より GICBをキャンセルした場

合，GICBのダウンリンクが停止することを確認した。

A.2.4 MSPアップリンクサービス

GDLPが，エンドユーザーにMSPアップリンクサー

ビスを提供する機能であり，試験では，モード Sセンサ

がプライマリのエリアにターゲットを発生させ，データ

通信入出力装置より航空機アドレス，要求番号，チャネ

ル番号，データ長，データを指定してアップリンクMSP

を要求し，以下の内容を確認した。

①MSPアップリンクメッセージが模擬ターゲットで

受信される。

②送達確認がデータ通信入出力装置に通知される。

③メッセージ長が27バイト以下の場合，短形式MSP

パケットにより送信される。
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④メッセージ長が28～151バイトで機上側が ELM 能

力を有する場合，短形式のMSPパケットにより送信さ

れる。

A.2.5 MSPダウンリンクサービス

MSPダウンリンクサービスの要求があった場合，

ターゲットからのMSPダウンリンクメッセージをエン

ドユーザに提供する機能で，試験では，モード Sセンサ

がプライマリのエリアにターゲットを発生させ，データ

通信入出力装置より航空機アドレス，要求番号，チャネ

ル番号を指定してMSPダウンリンクを予約し，

①ターゲットより同一チャネル番号のMSPダウンリ

ンクを行うとダウンリンクメッセージが GDLPよ

りデータ通信入出力装置に転送され，送達確認が

ターゲットに返送される。

②ターゲットより異なるチャネル番号のMSPダウン

リンクを行っても送達確認はターゲットに返送され

るが，ダウンリンクメッセージは GDLPよりデータ

通信入出力装置に転送されない。

③データ通信入出力装置より予約をキャンセルし，

ターゲットよりMSPダウンリンクを要求した場

合，送達確認がターゲットに転送されるが，GDLP

よりダウンリンクメッセージがデータ通信入出力装

置に転送されないことを確認した。
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