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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 communications by the International Civil Aviation Organization(ICAO),

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

developed by ICAO.The result showed that the T-channel data undergo a considerable amount of transmission
 

delay due to its transmission protocol. This report describes a periodic reporting protocol for ADS report
 

transmission to reduce the transmission delay and performances measured in laboratory experiments.The result
 

showed,as an example, that the transmission delay decreases by about 7seconds using the periodic reporting
 

protocol compared to that of the conventional T-channel protocol at a channel rate of600bps.
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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

質が劣化し，また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

マルサット衛星と実験用航空機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。また，衛星データリンク実験システ

ムを室内実験用に改造し，回線が混雑したときや高い伝

送速度（10.5kbps）を用いたときのデータ伝送特性につ

いても実験評価を行った 。その結果，Tチャネルの伝送

遅延時間が大きく，ADSレポートの伝送性能に影響があ

ることがわかった。その原因は，ADSレポートを送信す

る毎に GESに対して送信スロットの割り当てを求める

手順にあった。

そこで，ICAOの航空移動通信パネル（AMCP：Aero-

nautical Mobile Communication Panel）で提案された

周期的レポートプロトコル を改良したものを開発し

た。著者らは改良したプロトコルを衛星データリンク実

験システムに実装して室内実験によりその性能評価を行

い，期待した性能が得られることを実証した。なお，周

期的レポートプロトコルを衛星データリンクに実装して

評価した例は筆者の知る限りない。本報告では，この周

期的レポートプロトコルの概要，室内実験の結果及びシ

ステム性能の解析結果について述べる。

２．ADSの概要

図１にADSの概念を示す。ADSは航空機搭載の航法

機器で得られる位置等の情報をデータ通信により定期的

に地上の航空管制センター（以下「管制センター」とい

う）に伝送して，管制官が航空機の位置を監視するシス

テムである。このADSレポートで伝送する情報（デー

タ）の種別は表１のように ICAOで規定されている。

ADSは基本的には航空機の位置を監視するものである

から，航空機の位置や高度を含む基本ADSが重要であ

り，送信するADSレポートには必ず入っていなければ

ならない。その他の情報は管制センターから後述するコ

ントラクト要求で指定されたときのみ伝送することに

なっている。

ADSレポートのタイプとしては主として周期的レ

ポート，イベントレポート及びデマンドレポートの３つ

がある。このうち，イベントレポートは高度，速度，経

路からの逸脱量等が設定した値を超えて変化する等の事
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図１ ADSの概念

表１ ADSの伝送情報



象が起きたときに送られるもの，デマンドレポートは，

管制官から必要に応じてリクエストされたときに送られ

るものでどちらも不定期に行われる。一方，周期的レポー

トは通常飛行中の航空機位置を定期的に監視するための

もので，一般にはこのタイプがよく知られている。本報

告では，この周期的レポートに限定して述べる。

図２にADSレポートの基本伝送シーケンスを示す。

まず航空機地球局（AES：Aircraft Earth Station）は

航空地球局（GES：Ground Earth Station）に対してロ

グオンリクエストを送信し，AES－GES間で一連のやり

取りが済むとログオンが完了となる。ログオンが完了す

ると，GESは管制センターとの地上回線を設定して，

AESと管制センターの間でいつでもデータ通信が可能

となる。ADSを開始するには，まず管制センターからコ

ントラクト要求をAESに対して送信する。このコント

ラクト要求にはADSレポートの内容及び送信間隔の情

報が入っている。その情報に従ってAESは指定された

内容のADSレポートを指定された時間間隔で送信す

る。管制センターからコントラクト解除要求が送信され

るとAESはADSレポートの送信を停止する。そして，

AESがログオフ要求を GESに送信すると GESは管制

センターとの回線設定を解除する。

３． Tチャネル標準プロトコルによるADSレポート伝送

とその問題点

図３に Tチャネルの標準プロトコルを用いたときの

ADSレポートの伝送シーケンス例を示す。ADSレポー

トの伝送には，その長さによって Rチャネルまたは T

チャネルのどちらかが使用される。伝送されるユーザー

データの長さが33octet（１ octetは８ビット）以下であ

れば Rチャネルが使用され，それより多い場合は T

チャネルが使用される。しかし，元の情報は最小の基本

ADS（11octet）であっても，航空通信ネットワーク

（ATN）でこれを送ろうとすると，ネットワークレイヤ

以上のレイヤで付加されるヘッダの長さが100octetを

超えるので ，実際には TチャネルがADSレポートの

伝送に使用されると考えられる。まず管制センターから

コントラクト要求をAESに向けて送信する。AESでは

コントラクト要求を受信すると，そのリクエストで指定

された内容のADSレポートが通信管理部（CMU：

Communication Management Unit）で作成され，衛星

データ部（SDU：Satellite Data Unit）に送られる 。

SDUはADSレポートを受信すると，送信バッファに保

管して GESに対して Tチャネルの送信スロットの割り

図２ ADSの基本伝送シーケンス

図３ Tチャネル標準プロトコルによるADSレポート伝送

シーケンス
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当て要求を送る。これに対して GESは，他の予約と重な

らないように Tチャネルの送信スロットを割り当て，そ

の情報をAESに送信する。AESは送信バッファに保管

されている送信データを割り当てられた Tチャネルの

送信スロットで送信する。以降送信時刻になると，毎回

この手順が繰り返される。そして管制センターからコン

トラクト解除要求がAESに送られると，AESはADS

レポートの送出を停止する。

図４に Tチャネルを用いてデータ伝送するときのタ

イムチャートを示す。AESでADSレポートを生成する

のに要する時間 t，送信スロット割り当て要求を送って

から送信時刻までの時間 t，ADSレポートの伝送に要す

る時間 tとすると，伝送遅延時間は

t＝t＋t＋t

となる（t，t，tは図３と対応）。このように従来の T

チャネル標準プロトコルでは，ADSレポートを送信する

毎に GESから Tチャネルの送信スロットの割り当てを

受けるプロセスが必要なためその分（t）の伝送遅延時間

が大きくなる。

図５に伝送速度600bpsの場合についてデータ長を変

えて測定した伝送遅延時間を示す。この図から，伝送速

度600bpsではユーザーデータ長231octet（前述の基本

ADSブロックをATNで伝送する場合のリンクレイヤ

でのデータ長）の場合，伝送遅延時間は約26秒となる。

この方式におけるもうひとつの問題は，管制官ーパイ

ロット間データ通信（CPDLC：Controller-Pilot Data
 

Link Communications）等の他の通信とチャネルを共用

するため，通信回線の輻輳により伝送遅延時間が増加す

ることである。図６は，ユーザーデータ長を231octetと

して，AES数と平均伝送間隔により通信回線が輻輳した

ときすなわちトラフィックを変えたときの伝送遅延時間

を測定した結果である。ADSレポートは等間隔で発生す

るが，他の通信はランダムに発生する。通信が多い状態

を考えると，両者が同時に発生することが増え，さらに

P，Rチャネルでの伝送データも同時に発生したりする

ことが多くなるので，データの発生はランダムに近くな

ると考えられる。ここでは，データの発生はどの時点で

も同一確率であると仮定し，同一長のデータを平均伝送

間隔を変えて伝送を行い，そのときの伝送遅延時間を評

価した。図６から，通信回線が輻輳するに従って伝送遅

延時間が増加することがわかる。

４．周期的レポートプロトコルによるADSレポート

伝送

前節で述べたように，標準の Tチャネル伝送プロトコ

ルでは，ADSレポートを送信するごとに，GESに送信ス

ロットの割り当てを受ける必要があるため，その分伝送

遅延時間が増加する。そこで，ADSレポートのように一

定間隔で周期的にデータを伝送する場合のために，周期

的レポートプロトコルが考えられた。図７に周期的レ

ポートプロトコルによるADSレポートの伝送シーケン

スを示す。図７からわかるように，最初の周期的コント

図５ ユーザーデータ長に対する伝送遅延時間

（伝送速度600bps）

図４ Tチャネル伝送タイムチャート

図６ 回線輻輳時の Tチャネル伝送遅延時間特性
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ラクト要求によりあるフライトで予想されるADSレ

ポートの送信スロットすべての割り当てを受けるもので

ある。従って，最初の１回を除き，その次からはADSレ

ポートを送信するごとに送信スロットの割り当てを受け

る必要はなくなり，その分（t）だけ伝送遅延時間は短縮

され，伝送遅延時間はほぼ t＝t＋tになる。

５．実験システムの概要

5.1 実験システムの構成と装置

実験システムは機上データ端末，擬似AES，フェージ

ング・シミュレータ，実験用 GES及び実験用地上装置で

構成される。図８に実験システムの構成を示す。

擬似AESは４台の構成になっており，機上データ端

末はその４台全ての端末として動作する。各擬似AES

の SDU制御部には PCを使用している。この SDU制御

部は，各擬似AESを実験用 GESにログオンさせるのに

使用するとともに，実験中に各擬似AESにおける送受

信状況をリアルタイムでモニターするのにも使用する。

機上データ端末にはワークステーションを使用してい

る。機上データ端末では，管制メッセージの送信，試験

用メッセージの自動送信等の設定及び送信動作を行うと

ともに，送受信メッセージ及び設定状態のモニターを行

う。各擬似AESに対する表示は画面を４分割して行う

ので同時に４台分のモニターを行うことができる。

実験用 GESは衛星実験でKDD（現KDDI）の山口衛

星通信所に設置したものを電子航法研究所に移設したも

のである。実験用 GESは Pチャネル変調器，Rチャネル

復調器，Tチャネル復調器等の変復調部，回線制御用の

ミニコンピュータ及び SUモニターで構成される。この

ミニコンピュータの端末から，実験に先立って擬似AES

と実験用 GES間で使用する周波数，チャネル，伝送速度

等を設定する。SUモニターは擬似AESから受信した

図７ 周期的レポートプロトコル伝送シーケンス

図８ 衛星データリンク実験システムの構成
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SUデータを取り込み，表示するとともに，実験後の解析

に使用できるように記録する装置である。

地上装置は管制センターの設備に相当する実験装置

で，通信制御及び送受信データの処理・記録を行うミニ

コンピュータ，管制端末及びADS表示装置で構成され

る。管制端末には PCを使用している。管制端末では，管

制メッセージの送信，試験用メッセージの自動送信の設

定，ADSコントラクトの設定及び送信動作を行うととも

に，送受信メッセージ及び設定状態のモニターを行う。

フェージング・シミュレータは擬似AESと実験用

GESの間で伝送する変調信号に実際の衛星回線で発生

する信号レベルの変動（フェージングという）や熱雑音

（ガウス雑音）を加える装置である。実際の衛星回線で

は，フェージングや熱雑音等により，伝送されるデータ

の一部が相手方に届かないことがある。フェージング・

シミュレータを用いることにより室内実験でも実際の衛

星回線と同等な信号条件でデータ伝送の実験を行うこと

ができる。

実験ではデータを伝送する際に送信してから相手方に

届くまでに要する時間すなわち伝送遅延時間を正確に測

定する必要がある。そこで正確な時刻標準として同一の

GPS時計を使用して各装置でのデータの送受信時刻を

測定する構成になっている。

5.2 実装時の周期的レポートプロトコルの改良点

著者らは ICAOのAMCPで提案された周期的レポー

トプロトコルを解析した結果，同プロトコルはかなり繁

雑な手順となっており，またそのためにデータ伝送に時

間がかかることがわかったので，本実験システムでは，

より効率的にかつ従来の実験システムに合わせて以下の

ような点を改良した周期的レポートプロトコルを開発し

て実験システムに組み込んだ 。

⒜ 地上エンドシステム―機上エンドシステム間の論

理呼（VC：Virtual Call）のみ設定することとして，

AES―機上エンドシステム間及び地上エンドシス

テム―AES間には別途VCを設定しない。

⒝ コントラクト要求において，コントラクトの設定

と実行の手順を分割しない。

⒞ DATA-3だけでなく，DATA-2でも実行できるよ

うにする 。

また，C/N（搬送波電力対雑音電力密度比）が低いと

きやフェージング等によって Pチャネルのスーパフ

レームの同期がはずれるとAESと GESの時間管理に

不整合が生じるために，コントラクト設定時に割り当て

られた送信タイミングがわからなくなって，それ以降の

ADSレポートの送信を続けることができなくなる。これ

を回避するためにスーパーフレームカウンタに同期した

自走の送信タイミングカウンタを作り，その自走カウン

タを基にして送信タイミングを設定した。

なお，これらの改良点は元の周期的レポートプロトコ

ルの仕組みを簡易化するとともに，そのままでは発生す

る不具合を回避するものであり，伝送遅延時間そのもの

を短縮するものではないことを注記する。

６．実験結果

6.1 伝送データ長と伝送遅延時間

図９に伝送速度600bpsの Tチャネルでユーザーデー

タ長を変えて測定した伝送遅延時間特性を示す。ユー

ザーデータ長は伝送情報の長さ（octet）で実際に衛星回

線で伝送される SU数とは以下の関係になっている。

ａ．標準プロトコル

SU数＝
L＋１

８
＋２

ただし， は小数点切り上げを表す。

ｂ．周期的レポートプロトコル

SU数＝
L＋１

８
＋１

図９において，○印は標準プロトコルの場合，●印は

周期的レポートプロトコルの場合の伝送遅延時間を示

す。Pチャネル及び Rチャネルの伝送速度は600bpsであ

る。いずれのプロトコルでも伝送遅延時間はデータ長（正

確には誤り訂正用の符号化によりデータ長の２倍 ，以

下同様）とほぼ比例して増加するが，バースト数が変わ

るときに段階的に伝送遅延時間は増加している。伝送速

図９ 周期的レポートプロトコルにおける伝送遅延時間（伝

送速度600bps）
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度600bpsでは１バーストには最大18個の SUが含まれ

るので，例えば標準プロトコルではデータ長がそれぞれ

127，271及び415octetでバースト数が変わっている。周

期的レポートプロトコルと標準プロトコルの場合を比較

すると，周期的レポートプロトコルの方が標準プロトコ

ルより伝送遅延時間が７～８秒短縮されていることがわ

かる。

図10に伝送速度1200bpsの Tチャネルでユーザー

データ長を変えて測定した伝送遅延時間特性を示す。た

だし，P及び Rチャネルの伝送速度は600bpsである。図

において，○印は標準プロトコルの場合，●印は周期的

レポートプロトコルの場合の伝送遅延時間を示す。伝送

速度600bpsの場合と同様に，データ長とほぼ比例して増

加し，バースト数が変わるときに段階的に伝送遅延時間

は増加している。ただし，伝送速度1200bpsの場合は，１

バーストに含まれる最大 SU数は17個である点が600bps

の場合と異なる。伝送遅延時間は標準プロトコルに比べ

て周期的レポートプロトコルの方が約7秒短縮されてい

ることがわかる。伝送遅延時間の短縮量が600bpsの場合

とほぼ同じになるのは，標準プロトコルにおいて Tチャ

ネル予約要求に使用する P及び Rチャネルの伝送速度

が600bpsであるためである。

図11に伝送速度10.5kbpsの Tチャネルでユーザー

データ長を変えて測定した伝送遅延時間特性を示す。P

チャネル及び Rチャネルの伝送速度も10.5kbpsであ

る。図において，○印は標準プロトコルの場合，●印は

周期的レポートプロトコルの場合の伝送遅延時間を示

す。伝送速度600bpsの場合と同様に，伝送遅延時間は

データ長とほぼ比例して増加し，バースト数が変わると

きに段階的に増加している。ただし，伝送速度10.5kbps

の場合は，１バーストに含まれる最大 SU数は31個であ

る点が600bpsの場合と異なる。伝送遅延時間は標準プロ

トコルに比べて周期的レポートプロトコルの方が約３秒

短縮されていることがわかる。

6.2 通信輻輳時の伝送遅延時間

⑴ 周期的レポートプロトコルの擬似AES1台と標準

プロトコルの擬似AES3台の場合

図12は周期的レポートプロトコルの擬似AES１台と

標準プロトコルの擬似AES３台を混在させた場合の結

果である。○印が標準プロトコルの場合，●印が周期的

レポートプロトコルの場合を示す。×印は Tチャネルの

トラフィックを示す。ここで，標準プロトコルでは通常

の管制データ通信を想定して指数分布に従うランダムな

間隔でデータを送信した（以下同様）。伝送速度600bps，

送信データの長さ10SUで，伝送間隔を304秒から32秒ま

で変化させ，そのときの周期的レポートプロトコルで送

信したデータの伝送遅延時間の平均値と標準プロトコル

で送信したデータの伝送遅延時間の平均値をそれぞれ示

図10 周期的レポートプロトコルにおける伝送遅延時間（伝

送速度1200bps）

図12 周期的レポートプロトコルと標準プロトコル混在時の

伝送遅延時間（周期的レポートプロトコル１AES，標

準プロトコル３AES，600bps）

図11 周期的レポートプロトコルにおける伝送遅延時間（伝

送速度10.5bps）
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したものである。標準プロトコルの場合の伝送遅延時間

は伝送間隔の減少とともに急激に増加している。しかし，

周期的レポートプロトコルの場合の伝送遅延時間は，伝

送間隔32秒まで短くしてもトラフィックと関係なくほぼ

一定となっている。

図13に送信データの長さ10SU，伝送間隔32秒の場合の

伝送遅延時間の時間変化を示す。△印，＋印及び▲印は標

準プロトコルの場合，○印は周期的レポートプロトコル

の場合を示す。このように，標準プロトコルの場合は回

線の輻輳状態に応じて伝送遅延時間の増加が発生してい

るが，周期的レポートプロトコルでは伝送遅延時間は約

７秒で一定となった。

図14は周期的レポートプロトコルの擬似AES１台と

標準プロトコルの擬似AES３台を混在させた場合の結

果である。○印が標準プロトコルの場合，●印が周期的

レポートプロトコルの場合を示す。×印は Tチャネルの

トラフィックを示す。この場合も，標準プロトコルでは

指数分布に従うランダムな間隔でデータを送信した。伝

送速度1200bps，送信データの長さ10SUで，伝送間隔を

184秒から16秒まで変化させ，そのときの周期的レポート

プロトコルで送信したデータの伝送遅延時間の平均値と

標準プロトコルで送信したデータの伝送遅延時間の平均

値をそれぞれ示したものである。標準プロトコルの場合

の伝送遅延時間は伝送間隔の減少とともに急激に増加し

ている。しかし，周期的レポートプロトコルの場合の伝

送遅延時間は，伝送間隔16秒まで短くしてもトラフィッ

クと関係なくほぼ一定で約４秒となっている。図15に送

信データの長さ10SU，伝送間隔32秒の場合の伝送遅延時

間の時間変化を示す。△印，＋印及び▲印は標準プロトコ

ルの場合，○印は周期的レポートプロトコルの場合を示

す。このように，標準プロトコルの場合は回線の輻輳状

態に応じて伝送遅延時間の増加が発生しているが，周期

的レポートプロトコルでは伝送遅延時間は約４秒で一定

となった。

⑵ 周期的レポートプロトコルの擬似AES3台と標準

プロトコルの擬似AES１台の場合

図16は標準プロトコルの擬似AES１台と周期的レ

ポートプロトコルの擬似AES３台を混在させた場合の

図14 周期的レポートプロトコルと標準プロトコル混在時の

伝送遅延時間（周期的レポートプロトコル１AES，標

準プロトコル３AES，1200bps）

図15 周期的レポートプロトコルと標準プロトコル混在時の

伝送遅延時間時間変化（周期的レポートプロトコル１

AES，標準プロトコル３AES，1200bps）

図16 周期的レポートプロトコルと標準プロトコル混在時の

伝送遅延時間（周期的レポートプロトコル３AES，標

準プロトコル１AES，600bps）

図13 周期的レポートプロトコルと標準プロトコル混在時の

伝送遅延時間時間変化（周期的レポートプロトコル１

AES，標準プロトコル３AES，600bps）
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結果である。○印が標準プロトコルの場合，●印が周期

的レポートプロトコルの場合を示す。×印は Tチャネル

のトラフィックを示す。この場合も，標準プロトコルで

は指数分布に従うランダムな間隔でデータを送信した。

伝送速度600bps，送信データの長さ10SUで，伝送間隔を

304秒から32秒まで変化し，そのときの周期的レポートプ

ロトコルで送信したデータの伝送遅延時間の平均値と標

準プロトコルで送信したデータの伝送遅延時間の平均値

を示したものである。標準プロトコルの場合の伝送遅延

時間は伝送間隔の減少とともに急激に増加している。し

かし，周期的レポートプロトコルの場合の伝送遅延時間

は，伝送間隔32秒まで短くしてもトラフィックと関係な

くほぼ一定となっている。図17に送信データの長さ10

SU，伝送間隔32秒の場合の伝送遅延時間の時間変化を示

す。△印は標準プロトコルの場合，○印，×印及び□印は

周期的レポートプロトコルの場合を示す。このように，

標準プロトコルの場合は回線の輻輳状態に応じて伝送遅

延時間の増加が発生しているが，周期的レポートプロト

コルでは伝送遅延時間はほぼ一定で約７秒となった。

７．システム性能の解析

7.1 伝送効率の検討

周期的レポートプロトコルでは，飛行中に伝送する

ADSレポートの送信スロットを全て最初のコントラク

ト要求で予約する。ADSレポートの長さと伝送間隔はコ

ントラクト毎に異なる設定が可能であるが，複雑になる

のでここではどちらも一定とする。ADSレポートの最小

伝送間隔を T とし，各コントラクトで設定する伝送間

隔を T ＝NT （N は正の整数）とする。このとき，

設定可能なコントラクト数の最小値を nとすると，

n＝

⎧

⎨

⎩

M＋１（N＝２ M）

M＋２（N＝２ M＋１）
ただし，M は整数

となる。図18は，N＝３～９の場合について設定可能な

コントラクト数が最小となる状態を示したものである。

この図には，上から順にADSレポートの間隔を大きく

していったときのADSレポートの時間的配置を示して

いる。どの場合にもこの図の配置以上に𨻶間にADSレ

ポートを追加できないことは明らかである。一方，設定

可能なコントラクト数の最大値は，図19の状態になった

図17 周期的レポートプロトコルと標準プロトコル混在時の

伝送遅延時間時間変化（周期的レポートプロトコル３

AES，標準プロトコル１AES，600bps）

図18 周期的レポートプロトコルにおいてコントラクト数が

最小となる設定例

図19 周期的レポートプロトコルにおいてコントラクト数が

最大となる設定例
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ときである。したがって，伝送効率（またはスループッ

ト）ηは以下の範囲となる。

n
 
N

η １

ただし，実際には，１つのコントラクトで設定するADS

レポート数及び送信開始タイミングが異なるので伝送効

率が１となることはない。図20は伝送効率η（％）の最小

値をプロットしたものである。この図からわかるように，

N が増加するにしたがって設定可能なコントラクト数

の最小値は50％に近くなる。なお，上記仮定において各

コントラクトで設定する伝送間隔をNT としたが，

NT より少し小さい場合は

n－１

N
＜η＜１

となる。上記検討では，ADSレポート長と伝送間隔を一

定と仮定したが，そうでない場合は空きスペースが不均

一になり，あるコントラクトのすべてのADSレポート

を予約することが難しくなる場合が増えると考えられ

る。

7.2 伝送速度と容量

前節の検討から，伝送効率は最小50％となることがわ

かった。このことから逆に通信量すなわちトラフィック

を50％程度で運用すれば良好な運用状態を期待できる。

ここでは，トラフィックを50％としたときにいくつのコ

ントラクトが運用可能かといういわば容量を試算する。

図21に示すように，ADSレポートの長さを T（秒），

ADSレポートの伝送間隔を T （秒）とする。ここで，

ADSレポートの最小伝送間隔 T は簡単のため T に

等しいと仮定し（実際には，ADSレポート間は SDM の

Tチャネルプロトコル規定で定められる値だけ最小限

空ける必要があるが，その値はデータ長に対して小さい

ものと仮定してここでは省略する），その長さを29SUと

する。T が５分すなわち300（秒）の場合について600

bps～10.5kbpsの間の各伝送速度でトラフィック50％に

おいて運用可能なAES数の計算結果を表２に示す。設

定可能なコントラクト数の最大値は T /T から

求めた。

図20 周期的レポートプロトコルの最小スループット

図21 ADSのパラメータ定義

表２ 運用可能なコントラクト数

図22 Tチャネル標準プロトコルにおけるトラフィックに

対する伝送遅延時間（伝送速度600bps）
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図22は伝送データの長さが30SUのときの Tチャネル

標準プロトコルにおけるトラフィックに対する伝送遅延

時間を示す。これと比較すると，周期的レポートプロト

コルではつねに伝送遅延時間約18秒であるが，標準プロ

トコルでは最小で約25秒，トラフィック50％では，平均

値が約40秒，95％値が約60秒になる。このように標準プ

ロトコルの場合は，トラフィックの増加とともに伝送遅

延時間も増加する。したがって，伝送遅延時間の増加を

抑えるためにはトラフィックをあまり大きくできない。

この点から考えて標準プロトコルでもトラフィックは

50％以下で運用することが望ましい。この値は，前述し

た周期的レポートプロトコルにおけるトラフィックの値

と同等である。

８．あとがき

本報告では，まず ICAOのAMSS SARPsに基づく T

チャネル標準プロトコルでADSレポートを伝送すると

き，送信スロットの予約手順によって伝送遅延時間が大

きくなることを示した。そして，伝送遅延時間を短縮す

る Tチャネルの周期的レポートプロトコルについて述

べた。これを衛星データリンク実験システムに実装して

伝送遅延時間特性を評価した結果，周期的レポートプロ

トコルによって標準プロトコルに比べ伝送速度600bps

の場合約７秒，伝送速度10.5kbpsの場合約３秒伝送遅延

時間を短縮できることを実証した。したがって，基本

ADSブロックをATNで伝送する場合，伝送速度10.5

kbpsで周期的レポートプロトコルを用いれば伝送遅延

時間は約４秒に短縮できる。さらに，周期的レポートプ

ロトコルを用いたときの伝送効率や伝送容量について解

析した結果，Tチャネルの標準プロトコルと同等である

ことを示した。

周期的レポートプロトコルの利点としては以下のよう

な点があげられる。

⒜ 他のメッセージとの輻輳がない。

⒝ 伝送遅延時間を短縮できる。

⒞ Pチャネルでのシグナリングデータの伝送を減ら

すことができる。

また，その欠点としては以下のような点があげられる。

⒜ １つのコントラクトで，伝送データ項目毎に伝送

間隔を変えることはできない。その場合には複数

のコントラクトが必要になる。

⒝ 周期的レポートプロトコルのコントラクトが輻輳

するときは，空きスロットを見つけることができ

ず，コントラクトが先送りとなる。

以上のことから，周期的レポートプロトコルには伝送

遅延時間の短縮等メリットもあるが，デメリットもある

のでこれを有効に利用するには以下のようにすることが

望ましいと考えられる。

⒜ ADSレポートの長さと伝送間隔を統一すること

が望ましい。その場合，回線の負荷は50％以下にす

るのが望ましい。

⒝ 可能であれば，各ADSレポートの送信スロット

を決めて，送信スロットの割り当てを行えば最も高

い伝送効率が得られる。

⒞ イベント・コントラクトはレポート数を決められ

ないため標準プロトコルで行う。また，デマンド・

コントラクト及びエマージェンシーについても標準

プロトコルで行う。
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