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Abstract

 

Several kinds of cooperative surveillance systems are proposed for future onboard surveillance system.They
 

exchange the surveillance information via data link for each system. The automatic dependent surveillance

-broadcast,ADS-B,is one of them for aeronautical purpose.It is under standardization phase in the international
 

civil aviation organization,ICAO.One of the candidates for ADS-B data link channel is1090MHz with sharing
 

its capacity with conventional radar beacon systems.The system performance estimation for future environment
 

is the issue for introducing this system.Especially,the signal interference is an important issue.

This paper presents the result of signal environment measurement in 1030MHz channel,which is used for
 

interrogations to elicit the reply in1090MHz channel.First,the concept of future signal environment is introduced
 

with mode S extended squitter, and the conventional method for signal environment estimation is discussed.

Secondary,the issues are discussed on the signal environment estimation using the measured results.Also,some
 

newly observed phenomena are shown.They increase the interrogation rate around ground interrogators and the
 

reply mode failure at onboard transponder.Finally,some important items are addressed for establishing a signal
 

environment estimation method.
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１．まえがき

本稿は，将来の監視システムの実現性を検討するため

に必要なデータを得る実験について報告する。本稿に関

連する各種の監視システムや概念について，概要を付録

にまとめる。

現在，各種移動体の監視システムにおいて移動体は監

視される側（被監視側）である。最近，被監視側の移動

体が持つ装置を監視システムの一部とする協調監視方式

が重要視されるようになった。その一つに，航空機用の

自動従属監視ADS (Automatic Dependent Surveil-

lance）がある。ADSは，被監視者が持つ位置，速度，針

路の意図（intent）など，監視に有用な情報を自動的に監

視者に伝送・表示する機能を持ち，従来のレーダの覆域

性能や表示機能などを補強する将来の監視システムとし

て期待されている。

その一種であるADS-B（ADS-Broadcast）は，放送型

データリンクを監視情報の伝送に使用している。放送型

データリンクを利用するADS-Bは監視者や被監視者が

増加しても通信チャネルへの負荷が急増しない利点があ

り，多数の移動体による相互監視への応用が期待されて

いる 。国際民間航空機関（ICAO：International Civil
 

Aviation Organization）では，航空機パイロットや地上

の管制官など，多数の多様な利用者のために応用可能な

監視手段としてADS-Bの標準化を検討している。ADS-

Bは，将来の空対空監視の手段として，航空機間隔維持

支援装置ASAS (Airborne Separation Assistance Sys-

tem) の構成要素になることも期待されている。ICAO

では，応用毎の要求性能に応じて，監視用に提案されて

いる各種の放送型データリンク媒体の通信性能を評価す

ることが検討課題になっている。

ADS-B用データリンク媒体の有力な候補の一つとし

て，モード S拡張スキッタが提案されている 。モード

S拡張スキッタは，SSRモード Sのロング応答信号 と

同じ波形の信号である。ただし，質問信号に対する応答

ではなく，送信機であるモード Sトランスポンダが設定

するランダムなタイミングで送信される。この信号を用

いて，1090MHzチャネルにランダムアクセス方式の監

視用放送型データリンクを実現できる可能性がある。

モード S拡張スキッタには，ADS-Bとは異なる性能

仕様の応用も提案されている。例えば，航空機衝突防止

装置（ACAS：Airborne Collision Avoidance System）

の監視方式の改良を目的として，モード S拡張スキッタ

を用いる放送型データリンクを応用した複合監視方式

が提案されている。これについては，ICAO標準方式とす

るための規格改訂が既に進められている。このため，モー

ド S拡張スキッタを用いるADS-B監視装置は，複合監

視方式のACASを改造して実現する方法も提案されて

いる 。このように，物理層の信号形式の規格が安定して

いるため，既存の機器の改造によりハードウェアを実現

できる可能性がある。さらに，既に割り当てられている

周波数帯域を有効利用でき，新たな周波数割当が不要で

ある。これらの理由により，モード S拡張スキッタ方式

は，実現性が高い方式として期待されている。

モード S拡張スキッタを用いるADS-Bなどの実現性

の可否は，この方式が将来の運用環境で十分な性能を発

揮し得るかどうかで決定される。モード S拡張スキッタ

を用いる監視方式がADS-Bの要求性能を満たす可能性

を検証するため，各国で研究が行われている 。モード

S拡張スキッタを用いるADS-B用データリンクはラン

ダムアクセス方式である。このため，チャネルを共有す

る他の信号との衝突がその性能の制限要因であることに

着目し，モード S拡張スキッタに関する各種の性能を予

測するための計算手法が開発されてきている 。

これらの計算手法に使用するパラメータとして，衝突

する信号の発生量など信号環境を知る必要がある。モー

ド S拡張スキッタが使用する1090MHzチャネルで観測

される信号の多くは，1030MHzチャネルの信号により

送信制御されている。1030MHzチャネルで発生する信

号の種類や発生量と，これを受信処理して1090MHzの

信号を送信する装置の運用数を考えることで，1090MHz

の信号発生量を概算することができる。このため，1090

MHzチャネルにおける信号環境の予測計算では，1030

MHzチャネルの信号環境も考える必要がある。

一方で，近年，1030/1090MHz帯域には，従来型の SSR

以外に，ACASなど新しい信号形式や送信制御方式を使

用するシステムが導入されている。例えば，ACASは周

辺のACAS搭載機数に応じて，送信回数や電力を変化さ

せる。このため，従前の信号環境予測方式では信号環境

を正確に予測できなくなっており，新たな信号環境予測

手法を必要としている 。さらに，実験により新しい計

算手法の精度を検証する必要がある。

当研究所では，モード S拡張スキッタの割当周波数で

ある1090MHzと，その帯域内の信号発生量に影響する

1030MHzの両周波数チャネルについて，信号環境の予

測手法を開発している 。この計算結果を検証するため

にはこの周波数帯域の信号環境データが必要であるが，

日本の空域における測定事例が報告されていない。この
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ため，実際の信号環境を飛行実験により測定中である。

本稿では，モード S拡張スキッタを用いるADS-Bの

監視性能を予測するために必要な情報として，実験用航

空機で測定した1030MHz信号環境の現状を報告する。

また，性能予測シミュレーションに使用される信号環境

モデルを構成する際の注意点について，測定された信号

環境や現象をもとに考察した結果を報告する。

２．モード S拡張スキッタの概要

2.1 モード S拡張スキッタ

SSRモード Sは，二次監視レーダ（SSR：Secondary
 

Surveillance Radar）の改良型である。その信号には，

各種の質問信号や応答信号の他に，モード Sスキッタ

（Mode S squitter）と呼ばれる信号が２種類定義されて

いる 。これらは，モード Sスキッタ（またはモード S

補足スキッタ：Mode S acquisition squitter）および

モード S拡張スキッタ（Mode S extended squitter）と

呼ばれる。これらの信号は，航空機に搭載されたモード

Sトランスポンダ（SSRモード Sの質問信号を受信し応

答できる応答装置）が送信する短時間の信号である。モー

ド Sスキッタは，ACASの初期捕捉を援助する目的で既

に使用されている 。モード S拡張スキッタは，モード

Sスキッタの信号長を拡張してデータ伝送量を増加させ

たものであり，将来の応用が研究されている。

図１に，モード S拡張スキッタの波形を示す。また，

モード S拡張スキッタの諸元を表１に示す。詳細は

ICAO ANNEX10Volume IVに記載されている 。

モード Sスキッタおよびモード S拡張スキッタは，

モード Sトランスポンダが送信するモード S応答信号

と同じ波形と搬送波周波数（1090MHz）を持つ。モード

S応答信号は，プリアンブルとデータブロックから構成

され，データブロックの長さによりモード Sショート応

答信号とモード Sロング応答信号に分類される。モード

Sスキッタは，モード Sショート応答信号と同じ波形で

ある。また，図１のモード S拡張スキッタは，モード S

ロング応答信号と同じ波形である。これらの信号のデー

タブロックは誤り検出訂正符号化されており，若干の

バースト誤りは許容される。

モード Sスキッタ信号の通信手順は，送信時に受信者

を指定せず，すべての受信者がデータを解読できる放送

プロトコルである。また，送信タイミングが質問信号に

より決定される応答信号とは異なり，トランスポンダが

決定するランダムなタイミングで自発的に信号が送信さ

れる。このため，ランダムアクセス方式の放送型データ

リンクを実現できる。

３．非同期混信妨害の発生

3.1 発生原因

モード Sスキッタのような短時間のバースト信号に

対する混信妨害は，同期性混信妨害と非同期混信妨害に

分類される。同期性混信妨害は，目的の信号と同期して

発生する別の信号による混信妨害である。非同期混信妨

害は，この同期現象が見られない混信妨害である。スキッ

タはランダムなタイミングで送信されるため，他の送信

機の信号による干渉は，原理的に非同期混信妨害のみで

ある。

スキッタの送信側では，事前の信号衝突回避や，受信

側で発生する信号衝突に応じた信号再送信を行わないた

め，スキッタ相互の非同期混信妨害が発生する。

また，モード S拡張スキッタが使用する1090MHz

チャネルは，前述の SSRや，敵味方識別装置（IFF：

Identification Friend or Foe），ACASなどの質問信号

に対する応答信号に割り当てられている。これらの応答

信号を送信するATC/IFFトランスポンダなど，1090図１ モード S拡張スキッタ

表１ モード S拡張スキッタの諸元

信号波形 モード Sロング応答信号と同じ（図１）
プリアンブル 8μs
データブロック 112μs

搬送波周波数 1090±1MHz

信号電力 モード Sトランスポンダの出力
アンテナ端子にて18.5～27dBW

変調方式 データブロック内２値パルス位置変調
ビットレート1Mbit/s

送信レート 位置・速度情報 飛行中：各2Hz
空港面：速度適応

識別情報 0.2Hz
イベント情報 適宜送信

符号化方式 24ビット巡回符号
24μsの範囲内の誤り検出訂正可能
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MHzチャネルを共用する他のシステムも，信号衝突回

避機能を持たない 。このため，これらの信号は，相互

に非同期混信妨害の原因となる。このように，目的の信

号送信に同期していないインタロゲータ（質問装置）に

対する応答による非同期混信妨害は，特にフルーツ

（FRUIT：False Replies Unsynchronized to Interro-

gator Transmissionまたは False Replies Unsynchron-

ized In Time）と呼ばれる。

SSRなどインタロゲータへの応答信号には，前述の

モード S以外の応答モードとそれに応じた信号波形が

定義されている 。これらの各モードの応答信号も，短

時間のパルス列である。モード S拡張スキッタに対する

フルーツには，主に SSRなどに対するモードA/C応答

信号や IFFに対するモード1/2応答信号に代表される従

来型の応答信号と，モード S応答信号によるものが主な

要因であると考えられる。

以上より，非同期混信妨害は，スキッタ相互の混信の

他にも，図２に示すように他のシステムの信号による混

信が考えられる。本稿では，これら２種類の非同期混信

妨害を総称して，非同期混信妨害と呼ぶ。

3.2 発生量とその予測計算

応答信号発生量は，インタロゲータが送信する質問信

号発生量とこれに応答する各種トランスポンダの運用数

により算出できる。

位置 rにある微小体積 dv内において，あるモードm

の質問信号に応答するトランスポンダの密度 Dm(r)と

dv内で観測される質問信号受信レート Im(r)が既知で

ある場合，位置 r0にあるADS-B受信機において観測さ

れる応答信号受信レート Rm(r0)は次の式で算出され

る。

Rm(r0)＝ Dm(r)Im(r)dv ⑴

Vc(r0)

ただし，積分範囲Vc(r0)は位置 r0にあるADS-B受信機

の覆域を示す体積であり，アンテナの受信指向性や受信

機の検出性能で決まる。

トランスポンダは，その動作に応じて表２のように分

類できる。トランスポンダは，従来型とモード S対応型

があり，それぞれ軍用と民間用に分類される。これらの

型式により，質問信号モードに対応して送信される応答

信号が異なる。この表と覆域Vc(r0)内のトランスポンダ

運用数を用いて，Dm(r)が得られる。

表２の質問信号モードは次のように分類される。詳細

は，文献｛６,13｝などに記載されている。また，信号波

形の概要は，受信例とともに後述する。

従来型の質問信号は，パルスペアで構成され，その間

隔によりモードを決めている。現在は，モード１，２，

３╱A，Cが使用されている。モード１，２，３は軍用

の信号であり，敵味方識別のために使用されている。モー

ドA╱Cが民間用の質問信号である。モード３とAは

同じ信号であり，軍民共用性を持つ。

また，従来型の質問信号では，最初のパルスから2μs後

に十分な電力を持つパルスがある場合に，トランスポン

ダを抑圧させることが規定されている。抑圧とは，抑圧

期間と呼ばれる一定時間についてトランスポンダの受信

信号処理や応答動作を停止することを意味する。この機

能は，トランスポンダからの不要応答を防止する（抑圧

する）ために使用されている。例えば，質問信号アンテ

ナのサイドローブ方向の不要応答抑圧を目的として使用

される場合は，サイドローブ抑圧（SLS：Side Lobe
 

Suppression）と呼ばれる。

近年使用され始めたモード S質問信号は，従来型のト

図２ 非同期混信妨害の発生

表２ トランスポンダの動作

質問信号 応答信号モード

モード 従来型機器 モード S対応型機器

軍用 民間用 軍用 民間用

1,2 従来型 無応答 従来型 無応答

3/A,C 従来型 従来型 従来型 従来型

A/C限定 従来型 従来型 抑圧 抑圧

A/C/S一括 従来型 従来型 S  S
 

S（個別，一括） 抑圧 抑圧 S  S
 

SLS 抑圧 抑圧 抑圧 抑圧
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ランスポンダを抑圧させるパルスペアの後に，符号変調

されたバーストを持つ。モード S応答機能を持つトラン

スポンダ（表２のモード S対応型機器：モード Sトラン

スポンダなど）のみがこの符号を解読し，応答の可否を

判断する。モード Sトランスポンダ固有のアドレスが応

答アドレスに指定されている場合や，全トランスポンダ

の応答を求める符号が解読された場合に，モード Sトラ

ンスポンダが応答する。

モード S質問信号にも SLS信号が定義されている

が，応答可否を判断するための符号解読を妨害する干渉

パルスを使用する方式をとっている。表２では，従来型

の SLSとモード Sのものをまとめて SLSと記載して

いる。

一方，従来型トランスポンダのみを応答させるモード

A/C限定一括質問信号（mode A/C only all call）や，

新旧両方のトランスポンダ全てを応答させるモードA/

C/S一括質問信号（mode A/C/S all call）も定義され

ている。これらは，インターモード質問信号と呼ばれる。

表２の応答信号モードの記載は，次の意味を持つ。

「従来型」とは，モード１，２，３/A, Cなど従来型

のパルスパターンを持つ応答信号を送信することを意味

する。

「 S」は，モード S応答信号を送信することを意味す

る。

「抑圧」とは，上記の抑圧動作を意味する。

「無応答」とは，受信信号を受信処理対象外として無

視し，抑圧も応答もしないことを意味する。

SSRからの質問信号電力が十分大きい空域において

サイドローブ抑圧 SLS (Side Lobe Suppression）が有

効に働いている場合，応答信号は SSRアンテナのメイ

ンビーム内のみで発生する。SSRなどの質問信号発生量

Imは，次の式で表される。

Im＝fm T B/2π ⑵

ただし，fmはモードm質問信号送信レート（Hz），Tは

アンテナ回転周期（s），Bはメインビーム幅（radian）で

ある。この式のように，Imの値は，SLSが有効な覆域内

において，SSRまでの距離と無関係である。

４．飛行実験の方法

飛行実験により，1030MHz帯域の各種の信号発生量

を測定した。

実験用航空機 B99に，当研究所が試作したスキッタ送

信装置を搭載した。この装置は，実験用モード Sトラン

スポンダを改造して製作した。1090MHz送信部をス

キッタ送信に使用し，1030MHz受信部を質問信号の受

信測定に使用した。実験装置の仕様を表３に示す。

実験装置の構成を図３に示す。1030MHz受信機の感

度などの仕様は，モード Sトランスポンダと同等であ

る。実際のトランスポンダが受信する信号数を測定する

ため，質問信号検出回路から各種信号の検出パルスを取

り出して計数する方法を採用した。また，1090MHzチャ

ネルへの影響を知ることが目的であるため，表２の質問

信号の分類毎にまとめて計数した。2000年以降の実験で

は機器を改良し，1999年の実験で測定できなかったモー

ド S質問信号なども観測対象に加えることができ

た 。

実験中はモード S拡張スキッタの送信レートを5Hz

として継続し，受信機抑圧についてもADS-B送受信機

の運用環境に近づけた。1030MHz受信機の抑圧には，

SLSなど1030MHz信号によるものの他に，搭載機器相

互の送受信動作を調停する抑圧バスからの信号や，ATC

トランスポンダ自身の送信動作によるものがある。モー

ド S拡張スキッタの送信は，この抑圧時間の増加に寄与

することが知られている。本実験では，ADS-B送信機能

図３ 実験装置の構成

表３ スキッタ送信装置の仕様

送信信号 1090MHz モード S拡張スキッタ

送信電力 140W（尖頭値）

送信アンテナ ブレードアンテナ無指向性
胴体上下各1本を切換使用

送信レート 合計5Hz（プログラマブル）

受信感度 -74dBm 1030MHz

付加機能 質問信号受信弁別計数
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を実現したモード Sトランスポンダから実際に観測さ

れる信号環境を測定するため，モード S拡張スキッタの

送信を省略しないことにした。

５．測定された質問信号発生量

2000年11月22日の実験結果について報告する。B99の

飛行経路を図４に示す。B99は，名古屋空港を離陸後，浜

松上空を通過し，相模湾上空で変針，高度約10,000ftで

調布にある当研究所上空を通過し，仙台空港に着陸した。

1999年にも，名古屋空港周辺を除き，ほぼ同じ経路を飛

行した。

1030MHz帯の信号検出レートを図５に示す。横軸は

測定開始後の経過時間である。また，比較のために1999

年11月の測定結果を図６に示す。ただし，1999年の実験

では，実験機器整備中のため計測されなかった種類の信

号がある。

従来型 SSR/IFFの，質問信号は，図８の受信例のよう

に，約0.8μsの幅を持つ P1，P2，P3の方形パルスを用い

て構成される。P2が P1と同等以上の大きな電力で受信

されるものは SLS信号と呼ばれる。図６の三河ARSR

局 SSRの直上通過前後それぞれ約300秒の範囲のよう

に，SSRなど地上インタロゲータから約15NM 以内で

P1-P2パルスペアによる SLS信号が増加している。一般

に，この信号はインタロゲータ近傍で増加することが知

られている。多数の SSRなど地上インタロゲータが密

集する東京空域と，相模湾近傍において SLS信号が多

く，図６の例では，最大値は約400Hzであった。

2000年の飛行実験中に検出された幅0.3μs以上の受信

パルスについて，単位時間当たりの検出数を図７に示す。

相模湾から東京空域にかけて受信パルス数が増加してい

る。また，いわき，宇都宮，浜松など，SSR/IFFの近傍図４ 飛行経路（2000年11月22日)

図５ 1030MHz信号検出レート（2000年)
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で受信パルス数が増加している。

このほかに，空港面において著しい増加が見られる。

これは，空港建築物などが反射するマルチパスエコーが

計数された結果と考えられる。

６． 質問信号環境に見られる特徴

飛行実験により観測された1030MHzチャネルの信号

検出レートについて，信号環境シミュレータの設計仕様

の観点から考察をまとめる。

6.1 移動式インタロゲータの存在

東京空域など，一部にモード S質問信号が記録されて

いる。実験日には地上で SSRモード Sが運用されてい

ないため，ACASなどの航空機搭載インタロゲータによ

る信号である。モード S信号発生量は約50Hzが観測さ

れ，無視できない要素であることがわかる。

モード１と２の質問信号は，1999年の測定では図６の

ように北宇都宮駐屯地上空やいわき仙台間の洋上を除き

発生量が少なかった 。しかし，2000年の測定では相模

湾や浜松を含めて大幅に増加する一方で，いわき仙台間

の信号は減少した。

相模湾近傍やいわき仙台間の洋上で観測された信号の

送信源は，艦載型 IFFなどと考えられる。また，浜松近

傍については，適宜運用される教育訓練用 SSR/IFFま

たは移動式 SSR/IFFなどである可能性がある。

移動式インタロゲータは，運用期間や位置の長期的予

測が困難であり，信号環境予測において不確定要素とな

る。特に，大量同時運用され得る移動式軍用インタロゲー

タが信号環境に与える影響が懸念される。

図６ 1030MHz信号検出レート（1999年)

図７ パルス検出レート（2000年)
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6.2 インタロゲータ近傍の質問信号増加

質問信号量が数式⑵に従う場合，SSRからの距離に関

わらず一定であるはずである。しかし，図５や図６に示

す測定結果は，SSRなど地上インタロゲータ近傍でモー

ドA/C質問信号数が増加している。また，軍用インタロ

ゲータ近傍ではモード1/2質問信号の増加が見られる。

この原因として，SLSアンテナと質問信号アンテナの

仰角特性の違いにより発生するディファレンシャルロー

ブ現象（SLSパンチアウト），マルチパスによる SLS動

作不良や質問モード誤解読などが知られている。

特に，他の SSRなどと孤立して設置されている「いわ

きORSR（Oversea Route Surveillance Radar：長距離

監視用の SSRの一種）」近傍で上記の現象を明確に確認

できる。そこで，いわきORSR近傍空域で，トランスポ

ンダを応答させた信号の受信波形を観測した。その結果，

図８のように，SSRの質問信号ビームのメインローブ以

外から応答する現象が確認された 。

図８の受信波形は，図３の1030MHz受信機の対数圧

縮検波出力（Logビデオ出力）を記録したものである。

受信機出力の観測では，これを高周波ノイズ除去処理し

て観測トリガをかけることにより，不要なスパイクノイ

ズによる誤トリガを除去した。高周波ノイズ除去処理を

使用する場合，受信信号波形やその振幅に応じて最初の

パルスからのトリガ遅れ時間が変化する。図の時間軸の

原点は，トリガされた時刻である。

図に示すように，自機が搭載するATCトランスポン

ダの1090MHz送信信号も記録されている。これは，1030

MHz受信機が受信帯域外信号を減衰させるフィルタを

持っていても，近接したアンテナから送信される大電力

の受信帯域外信号を十分減衰できないためである。その

受信出力電圧は，遠距離からの受信帯域内信号と同等以

上になる。ただし，相互干渉する可能性がある搭載送受

信機を接続する抑圧バスが使用されているため，1030

MHz受信機の信号検出処理回路を誤動作させることは

ない。このため，強力な1090MHz信号パルスが受信出力

に現れても，図５などの信号検出数を異常に増加させる

ことはない。

図８の応答信号パルス列は，モードA応答信号であ

り，実験用航空機の識別符号であることが確認された。

この応答信号の最初のパルスから3.0μs前に，図８の P3

パルスがあり，図の P1-P3パルスペアがモードA質問信

号として実験用航空機のトランスポンダにより処理され

たと考えられる。

図８の P2は，ビームアンテナのサイドローブから放射

される質問信号への応答を抑圧するために使用されるパ

ルスである。P2の実効送信電力は，P1-P3の実効送信電

力と比較して，メインビーム内では小さく，メインビー

ム外では大きくなるように設定されている。図８のよう

に，質問信号の P1-P3パルスペアよりも P2パルスの電

力が大きく，この信号を受信したトランスポンダがイン

タロゲータ用アンテナのメインビーム外にあることがわ

かる。

図８の質問信号の時間軸を拡大したものを図９に示

す。図９の P1-P2パルス間隔が規格外であることがわか

る。規格では2.0±0.15μsの範囲内にあるべき P1-P2パ

ルス間隔が図９では1.7μsであった。このため，トランス

ポンダの質問信号弁別回路は，図９の信号を SLSのため

の P1-P2パルスペアとみなさないことがわかった。一

方，P1と P3はトランスポンダ受信機のMTL (Mini-

mum Triggering Level）を越えており，その間隔は規格

内の7.9μsであった。このため，図９の受信信号は，メイ

ンビーム外で受信されたものであるにもかかわらず，サ

イドローブ抑圧されず，質問信号として処理されること

図８ メインローブ以外からの応答信号送信 図９ 質問信号として処理された信号
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もわかった。

このような受信信号波形が発生する原因として，次の

条件が考えられる。

・航空機が SSRアンテナの質問信号送信パターンの

NULL方向に近く P1-P3パルスペアの受信信号直

接波がトランスポンダ受信機MTLを越えない

・P2が十分強力に受信される

・メインビームから強力に送信された P1-P3パルスペ

アのマルチパス波が P1-P2パルス間隔規格の公差

より大きく遅れて受信される

このような条件は，近傍に十分大きな有効反射断面積

を持つ物体が SSR局の近くにある場合に満たされると

考えられる。

マルチパス波の受信電力は，反射物体の有効反射断面

積から求められる反射減衰量と，直接波と比較して反射

波の伝搬路は長いことによる追加伝搬減衰により，直接

波より小さな値になる。図９の例では0.3μsの遅延時間

であり，直接波と反射波の伝搬距離差は約90mに相当す

る。この距離は，SSRと航空機の距離（図９の例では7

NM または約13km）と比較して無視できるため，伝搬減

衰の追加は無視できる。また，一般に，メインビームか

ら送信される質問信号パルスペア P1-P3の実効送信電

力は，P2より15～20dB以上高くなるよう設計されてい

る。以上より，反射物体の反射減衰量が約20dBあったと

しても，P2と同等の電力で受信され得ることがわかる。

格納庫等の大きな建造物による反射減衰量は，建物が

信号を鏡面反射する方向で約9dBであった。この値は，

仙台空港で測定した仙台空港 SSRの P2およびそのマル

チパス波の受信電力測定値の比から伝搬距離比を補正し

て次のように計算した。

Γ＝(M/D) × (Rm/Rd) ⑶

ただし，Γは反射減衰量，Dは直接波受信電力，M はマ

ルチパス波受信電力，Rdは直接波伝搬距離，Rmはマル

チパス波伝搬距離である。

この測定例のように，P!と P2の最大実効送信電力の比

約20dBと比較して SSR周辺の反射物体の反射減衰量

が大きくない場合も考えられ，P2が受信され得る範囲を

越えてメインビームのマルチパス波も受信され得ること

がわかる。

現在，このような質問信号の増加について，発生頻度

などを調査中である。

以上のように，マルチパスを含む受信信号に対するト

ランスポンダの質問信号弁別処理を考えると，⑵式は

SSR近傍において成立しないことがわかる。

6.3 空港面における信号数の増加

空港面においては，信号数やパルス数が極端に増加し

ている。特に，名古屋空港のモードA/C/S一括質問や仙

台空港のモード１，２など，送信していないモードの質

問信号も観測されている。これらの異常な信号検出は，

実験用航空機の離陸後は急激に減少する。

また，空港面の一部の区域では，SLSが正常に機能せ

ず，トランスポンダが解読する質問信号レートが300Hz

を越える例も見られた。特に，仙台空港のヘリパッド近

傍において，ホバリングするヘリコプタがATCトラン

スポンダを運用すると，数百Hzの応答信号が発生する

ことが確認されている。

これらは，各空港のASR併設 SSRの質問信号と空港

建築物による反射波（マルチパスエコー）が重畳して受

信されることにより発生した現象である。

これを確認するために，仙台空港のエプロン（当研究

所岩沼分室前）において，1030MHz受信信号を観測し

た。モード１または２の信号が検出されたことを示すト

リガ信号に同期して受信された信号を図10に示す。

図10では，P1-P3パルス間隔が8μsであるモードA質

問信号が，多数のマルチパスエコーとともに受信されて

いることがわかる。また，SLS用に送信された大振幅の

P2パルスにより従来型質問信号の検出処理は抑圧され

るはずであるが，抑圧されることなくモード１または２

が検出された。

質問信号モードを誤解読する原因は調査中であるが，

マルチパスエコーの重畳による波形歪が関与していると

考えられる。

図10 マルチパスエコーを伴う信号波形の例
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6.4 質問信号波形の歪みとトランスポンダの誤動作

6.2ではトランスポンダが抑圧信号を正しく解読でき

ない例を示した。これは，マルチパスなど，電波伝搬の

問題であった。

飛行実験中，これとは別に，トランスポンダが質問信

号を正しく解読できない場合も観測された。トランスポ

ンダは，表２に示したように，質問信号に対応した応答

信号を送信するよう設計されている。しかし，受信信号

波形が歪む場合には，正しい動作をしない例が見られた。

図11に例を示す。この図は，図３の1030MHz受信機の

検波出力波形を示す。図８と同様に，時間軸の原点は，

高周波ノイズ除去処理をした受信信号によりトリガされ

た時刻である。また，自機のモード Sトランスポンダの

1090MHz送信信号も出力波形に現れている理由も同じ

である。図11の例では，モード S質問信号に対してモー

ドA応答信号を送信している。モード S質問信号は，図

11のように，従来型の質問信号と同じ規格の幅と間隔を

持つ P1-P2パルスペアに続き，P6と呼ばれる長い方形パ

ルスが送信される。P6は DPSK（Differential  Phase
 

Shift Keying）変調されている。図11の例では，モード

S質問信号の P1-P2パルスの幅が狭く，これらがトラン

スポンダに正しく検出されなかった可能性がある。また，

P6の波形が乱れており，地面反射など何らかの干渉を受

けていることを示している。

このように，質問信号と応答信号の対応が正しくない

場合，式⑴の計算のために表２をそのまま使用すること

ができず，応答信号環境の予測に誤差が発生する。現在，

応答モード誤りの発生頻度などを調査中である。

７．信号環境シミュレーションの注意事項

実験結果が示すように，従来の計算方法（式⑴や⑵な

ど）では説明できない信号発生量が観測される事例が見

られた。信号環境シミュレーションを行う際の注意事項

として，以上の測定結果から次の各点を考慮すべきこと

が明らかになった。

・インタロゲータなどのアンテナ特性

・マルチパスの効果

・質問信号受信波形の歪みの影響

・移動式インタロゲータの運用

・各種モード Sインタロゲータの運用

7.1 理想的ではないシステム運用

アンテナ特性やマルチパスは，理想的なシステム運用

が行われない主たる原因である。これにより，SLS機能

が効果的に動作できない場合がある。また，質問信号モー

ドを誤解読する原因になり得る。

これにより，送信側の意図とは異なる種類と量の信号

が，トランスポンダにおいて検出され得る。これを考慮

するシミュレーションをしない限り，SSRや空港近傍の

信号発生量増加を表現できない。英国における初期の信

号環境予測計算では，式⑵に基づく計算をしているため，

飛行実験で観測されたような SSR近傍の質問信号発生

量の増加は予測できない 。

また，原因はまだ不明であるが，質問信号波形の歪み

がトランスポンダの応答動作において異なる応答モード

を選択させる場合が見られる。現在，この現象の発生頻

度や，信号環境予測に与える誤差の大きさを調査中であ

る。この発生頻度が高い場合は，トランスポンダの受信

信号波形やその影響を正しく表現する計算手法を開発す

る必要がある。

7.2 移動式インタロゲータの運用

移動式インタロゲータは，運用場所が予測できず，ま

た目的に応じて運用機種も変更され得るため，質問信号

発生量の空域分布の予測において不確定要素になる。し

かも，信号発生量が他のインタロゲータと同等以上にな

る例も見られる。

このため，将来の信号発生量を予測するシミュレー

ションにおいては，最悪値として，想定し得る最大規模

の移動式インタロゲータの運用を考慮する必要がある。

図11 モード S質問信号にモードA応答する例
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7.3 モード Sインタロゲータの運用

2000年の測定例に見られるように，モード S信号の発

生量は，SSRモード Sの運用前であるにもかかわらず無

視できない値になっている。これは，モード S信号を使

用するACASが普及しているからである。

代表的なモード SインタロゲータであるACASは，

応答信号が受信されない場合の再質問動作や干渉制限な

ど，状況に応じて信号発生量が変化する質問制御方式を

採用していることに注意を要する。

また，SSRモード Sの運用は，2003年より山田サイト

からARSRサイトを中心に順次開始される予定である。

SSRモード Sのデータリンク運用は，導入日程が不明確

であるが，信号発生量に影響する。データリンク運用が

開始された場合，その使用目的に応じて通信量を予測す

る必要がある。

質問制御方式やデータリンク運用を考えると，モード

S信号をシミュレーションするためには時間経過に応じ

た信号発生過程を考慮しなければならない 。

８．今後の課題

今後は，多くの空域で測定を重ね，信号環境のモデル

化と予測手法の検証のために必要なデータを得る予定で

ある。これらのデータを分析し，シミュレーション計算

結果と比較して計算手法の精度を検証する予定である。

信号環境や機器性能を予測するシミュレーション計算

手法の精度が検証されれば，チャネルを共有する各種機

器の許容運用台数やチャネルを有効利用するための最適

運用条件などを算出できる。さらに，ASASやACAS干

渉制限方式など，新しい機器や送信方式による信号環境

への影響を予測できるようになると期待される。

モード S拡張スキッタ以外についても，航空航法用の

距離測定装置 DME（Distance Measurement  Equip-

ment）などとチャネルを共有するADS-Bデータリンク

媒体の一つであるUAT（Universal  Access Trans-

ceiver）の信号環境について同様の手法が適用可能であ

ると期待される。

９．まとめ

モード S拡張スキッタを用いるADS-Bの性能は非同

期混信妨害などにより変化するため，その予測計算では，

1090MHzの通信チャネルを共用するシステムとの混信

など，信号環境を考慮する必要がある。そこで，1090MHz

チャネルの信号環境の主たる決定要因である1030MHz

信号環境を飛行実験により測定した。その結果，信号環

境シミュレーションで考慮すべき事項がわかった。

特に，マルチパスなどの影響による理想的とはいえな

いシステムの動作や，移動式インタロゲータの存在，

SSRモード Sの運用方式などについて，従来の解析的な

計算では対応できないことがわかった。これらに対応で

きる計算方式の開発が，今後の検討課題となった。

今後は，信号環境の測定を継続し，その結果をもとに

モード S拡張スキッタを含む1090MHz通信チャネルの

信号環境シミュレーション手法を開発しその精度を検証

する予定である。さらに，これを用いて将来の信号環境

を予測計算し，チャネルの最適運用条件を求める予定で

ある。
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付録 本稿に関連する監視装置の概説

・監視方式

監視とは，移動体の位置や速度などの移動情報や識別

に必要な情報など，監視情報を取得する行為である。監

視方式は，監視情報源の独立性と，監視情報の測定のた

めの協調性を観点として，次の３種類に分類される。

独立非協調監視方式

独立協調監視方式

従属協調監視方式

監視情報源が独立であるとは，位置，速度などの監視

情報の測定が，監視側で行われることを示す。

監視情報源が従属であるとは，監視情報の測定が被監

視者側で行われることを示す。

監視において協調性がないとは，監視のための測定に

被監視者側の装置が持つ機能が利用されないことを示

す。

監視において協調性があるとは，監視のための測定に

被監視者側の装置が持つ機能が利用されることを示す。

一次レーダは，被監視者からの電波の反射を測定して

位置を求める方式である。測定はレーダが行い，被監視

者側の持つ機器の支援を必要としない。このため，一次

レーダは，独立非協調監視方式の例である。

二次レーダの距離測定は，被監視者が持つトランスポ

ンダが二次レーダの質問信号に対して送信する応答信号

を受信測定することにより行われる。この方式は，被監

視者が持つトランスポンダの応答機能を必要とするが二

次レーダによる測定が行われるため，独立協調監視の例

である。

二次レーダによる識別または気圧高度データの伝送や

後述の自動従属監視ADSによる位置情報の伝送は，被

監視者側が測定した情報や被監視者のみが直接知り得る

識別情報など，情報源は全て被監視者側にある。このた

め，これらは従属協調監視方式の例である。

独立監視方式において信号は測定対象であるが，従属

監視方式においては監視情報の伝送媒体である。

・自動従属監視ADS

自動従属監視ADS (Automatic Dependent Surveil-

lance）とは，被監視者が監視に必要な情報を測定または

取得し，これを監視者に自動的に伝送する方式を言う。

ADSは使用する伝送媒体の性質に応じて次のように

分類されている。

ADS-C：ADS-Contract
 

ADS-B：ADS-Broadcast
 

ADS-Cは，伝送媒体として監視者と被監視者の間で特

定の通信規約に基づくデータリンクが使用される。この

とき，情報の伝送先は管制機関や特定の航空機など特定

の監視者に限定される。特定の受信者アドレスが信号に

含まれるため，ADS-A(Addressed ADS）と呼ばれる場

合もある。

ADS-Bは，伝送媒体として放送プロトコルを使用する

データリンク（放送型データリンク）が使用される。情

報の伝送先は不特定であり，この情報を受信解読可能な

いかなる受信者も監視者になり得る。

単にADSと記載されている場合では，上記両者の総

称である場合と，ADS-Cのみを示す場合があることに注

意を要する。衛星回線など広大な覆域を持つデータリン

クを使用し，洋上監視などへの応用が検討されている

ADS-Cは，ADS方式の中で比較的初期の段階から開発

評価試験が実施されたため，ADS-C方式が単にADSと

呼ばれる例が多く見られる。

本稿では，方式名称の混乱を避けるため，RTCA DO-

242(1998年２月）に従い，ADS-Bに対比する方式として

ADS-Cを使用する記述方法を採っている。このため，

ADSをADS-CとADS-Bの総称としている。

衛星回線を用いる洋上管制用のADS-Cや航空機相互

監視のためのADS-Bは，監視性能要件 RSP(Required
 

Surveillance Performance）とともに，ICAOによる国

際標準化が進められている段階である。

・ADS-Bの利点

ADS-Bで使用される放送型データリンクは，各送受信

機を一対一の通信で接続する方式とは異なり，宛先を指

定することなく多数の受信者へ一括してデータ伝送す
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る。監視への応用を考えると，一対一の通信方式では１

回の情報更新のために監視者数×被監視者数の信号送信

回数が必要であるが，放送型データリンクでは被監視者

数に等しい送信回数で十分である。このため，航空機な

ど多数の移動体が相互監視する応用における信号発生量

は，一対一の通信方式では航空機数のほぼ自乗に比例す

るが，放送型データリンクでは航空機数に比例する。こ

のように，放送型データリンクを利用するADS-Bは監

視者や被監視者が増加しても通信チャネルへの負荷が急

増しない利点があり，多数の移動体による相互監視への

応用が期待されている 。

・放送型データリンクを用いる監視と監視サービス

前述のように，ADS-Bは放送型データリンクを用いる

自動従属監視である。しかし，システム導入時などの移

行期や障害発生時には監視情報を放送しない移動体が存

在し，これらを監視することはできない。

そこで，交通情報サービス TIS-B (Traffic Informa-

tion Service-Broadcast）を併用することが検討されて

いる。TIS-Bは，一次レーダや二次レーダなどADS-B以

外の方式で得た監視情報を，放送型データリンクで監視

者に放送するサービスである。TIS-Bのデータリンク媒

体にも，ADS-Bと同じ方式が提案されており，本稿で着

目しているモード S拡張スキッタもその一つである。

・航空機等移動体からの監視

一般に，航空機など移動体に搭載できる監視装置には，

形状，重量，消費電力，整備コストなどに制限がある。

これらの制限により，一次レーダによる航空機相互の監

視は困難であることがわかる。一部では搭載用気象レー

ダの目的外使用として前方航空機の監視が行われた例も

あるが，監視範囲，識別能力，信頼性などの問題点が残

されたままである。

このため，現在までに搭載が標準化されている監視応

用装置は，二次レーダ方式を採用した航空機衝突防止装

置ACAS (Airborne Collision Avoidance System）の

みである。

ICAO ASAS Circularには，将来の航空機搭載監視シ

ステムとして，次の２種類を考えている。

航空機衝突防止装置ACAS

航空機間隔維持支援装置ASAS

・ACAS

航空機衝突防止装置ACAS (Airborne Collision
 

Avoidance System）は，他の航空機との衝突を防止する

ための警報装置である。

前述のように，小型軽量化と経済性向上のため，相手

機が搭載するATCトランスポンダを利用する二次レー

ダ方式を採用している。二次レーダ方式は，一次レーダ

のような大型アンテナや大出力送信機を必要としない利

点を持つ。また，一次レーダにより相手機の飛行高度を

測定する機能を経済的に実現することは困難であるが，

二次レーダではATCトランスポンダに接続されている

気圧高度計の情報を応答信号から容易に得られる。また，

SSRモード Sと共用性がある信号を使用すると，特定の

相手機のみを対象とする監視やデータリンクを高い信頼

性で実現できる。このデータリンク機能は，ACAS間の

自動的な回避方向の調整などに使用されている。

しかし，ACASによるATCトランスポンダ利用率の

増加は地上の SSRなどの監視性能を劣化させるため，

ACASの送信信号には，送信信号や送信回数の制限があ

る。結果として，ACASの覆域には制限があり，衝突前

１分以内に相当する監視範囲のみが提供されている。こ

れは，通常の航行において，パイロットの判断に必要な

監視範囲の半分以下と言われている。

・ASAS

航空機間隔維持支援装置ASAS (Airborne Separa-

tion Assistance System）は，通常の航行業務において

パイロットの空域状況の認識を向上させ，航空機の安全

間隔の維持を支援する装置である。ASASユニットは，

これを実現するために必要な監視装置，自機の情報源，

表示装置に接続される。

パイロットは，通常，数分後の状況まで配慮して経路

を判断するため，ACASより広い覆域が要請されてい

る。このため，運用中のACASの覆域は約14NM である

が，ASASの覆域を約60NM とする提案も見られる。こ

のような要請を満たす搭載監視装置として，ADS-Bと

TIS-Bを想定した議論が ICAOや RTCAなど多くの団

体で進められている。また，パイロットへの表示として

は，周辺の航空交通情報を統合表示する CDTI(Cockpit
 

Display of Traffic Information）が想定されている。

ASASが通常航行業務に使用される一方でACASは

非常用の警報装置であるため，両者の情報源について独

立性の確保が必要である。このため，ICAO ASAS Circu-

larは，ADS-Bまたは類似の監視情報を利用する改良を

ACASに施す場合においても，警報発生の判断には二次

レーダ方式による独立監視情報を使用することを求めて

いる。

ACASとASASの目的が異なり，覆域のみを見ても

監視性能要件 RSPが異なることは明らかである。また，

監視情報の更新レートも，衝突回避に必要な近距離の監
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視情報については通常航行時の監視より高い更新レート

を求める提案がある。ASASやACASの RSPの定義や

数値は，ICAOにおいて討議されている段階である。

本稿において着目している信号環境は，監視装置が測

定対象または伝送媒体とする信号について，同じチャネ

ルに発生する他の信号の電力や発生頻度などを表してい

る。これは，監視システムが使用する信号に対する混信

妨害の発生状況を知るために必要な情報であり，RSPの

要素である覆域，情報の更新レート，多様な観点からの

信頼性などの算出に使用される。

（平成15年７月１日受付，平成15年10月14日再受付）
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