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Abstract

 

VHF Digital Link (VDL)Mode3is a sophisticated air-ground communication system for air traffic services that
 

had been standardized by ICAO in 2001. It is a fully digital system that can provide functionally simultaneous
 

access to voice and data link through the implementation of TDMA system architecture.Up to the present,we
 

have developed the airborne and ground test equipment of VDL Mode 3 system and conducted some initial
 

evaluations.This paper reports the intermediate results of test and evaluation,which include radio interferences
 

testing for developing frequency separation criteria as well as fundamental testing on data link and voice
 

communication.Such results are summarized as follows;

１．As for the radio interference testing,we obtained the characteristics on squelch break and adjacent channel
 

rejection (ACR)and assessed the impact of radio interferences by mean opinion score(MOS).

２．We confirmed that the capability of vocoder for transfer delay and error correction satisfied the standard on
 

the vocoder.The”step-on”phenomenon was observed at the desired/undesired signal power ratio(D/U)of10

dB or less.

３．Preliminary measurement on fundamental performances was carried out for the test equipment.It contained
 

the correlation of transfer delay,channel throughput and data re-transmission rate with bit error rate(BER).

Also,we analyzed undesired link release that occurred during experiments and worked out possible measures
 

to resolve it.
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１．はじめに

超短波（VHF:Very High Frequency）は，中波や短

波に比べて電波の直進性が高く取扱いの容易なことか

ら，200NM 程度までの近距離における航空通信に広く

利用されている。現在，航空管制通信には振幅変調（DSB-

AM:Double Side Band-Amplitude Modulation）によ

るアナログ音声通信，いわゆる無線電話を用いた遠隔対

空通信（RCAG:Remote Control Air Ground）網や，

最小偏移変調（MSK:Minimum Shift Keying）による

データ通信を用いた航空機通信位置通報システム

（ACARS:Aircraft Communications Addressing and
 

Reporting System）などが普及している。国際的にVHF

帯で航空通信に割り当てられた周波数帯域は118～137

MHzであり，これを１チャネル25kHz幅（一部地域では

8.33kHz）で分割している。しかし近年の航空通信需要

の増加に伴い，チャネル数の枯渇が問題となっている。

またACARSは元来，航空会社の運航管理通信（AOC:

Aeronautical Operational Control）用に開発されたシ

ステムであり，適用技術も古いことから，低速通信で誤

り訂正機能もなく信頼性が低いという欠点が目立ちはじ

めてきた。

VHFデジタルリンク（VDL:VHF Digital Link）は，

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

Organization）の航空移動通信パネル（AMCP:Aeronau-

tical Mobile Communication Panel，現在の航空通信パ

ネル（ACP:Aeronautical Communication Panel））に

おいて標準化作業が行われてきた次世代の空地間航空通

信システムである。現在VDLでは，用途や方式の異なる

３種類のモードの国際標準および勧告方式（SARPs:

Standards and Recommended Practices）並びに技術指

針が規定されており，それぞれモード２，モード３，モー

ド４と呼ばれている 。

VDLモード２は現用のVHF ACARSに代わるデー

タ通信媒体である。モード３はモード２より伝送の即時

性等の面で優れており，モード２の後継システム候補と

なっている。さらにモード３では，現用の無線電話に代

わりデジタル化した音声の通信機能を備えており，無線

電話に比べ通信の信頼性が向上している。また，時分割

多重アクセス（TDMA: Time Division Multiple
 

Access）方式により従来の25kHz幅のチャネルを複数の

チャネルに分割して運用が可能である。このため，航空

通信のチャネル数枯渇に対応し，音声通信とデータ通信

を同じ設備で運用できる高速かつ高信頼性のシステムと

して，我が国においてもVDLモード３の航空管制業務

への導入が検討されている。モード４は現在のところ放

送型自動従属監視（ADS-B: Automatic Dependent
 

Surveillance-Broadcast）などの監視用として承認され

たシステムであるが，データ通信への用途拡大が ICAO

において検討されている。参考までにVDL各モードの

比較表を表１に示す 。

VDLモード３システムを航空管制業務に導入するに

あたっては，通信の伝送遅延時間，スループット，優先

伝送機能，信頼性等の実用システムでの性能や機能が明

らかでなければならない。しかしVDLモード３の規格

は，実機による検証作業に先んじて検討されてきたため

に，実際の航空管制業務での運用におけるシステムの諸

性能や問題点について未知の部分が多い。このため

ICAO等から実機によるシステムの検証が望まれてい

る。以上のような状況を踏まえて，我々は平成12年度か

ら電子航法研究所においてVDLモード３の SARPsお

よび技術指針に準拠した実験システムを試作し，技術的

課題等についての試験および研究を行っている 。平成

15年度初頭現在，試作実験システムは一部機能を除き稼

働可能である。本稿では，同システムを利用して現在ま

でに行った室内実験とその結果について報告する。本実

験はVDLモード３の諸性能を測定する基礎的な実験で

あり，現在計画中の飛行実験等の基本データとして使う

のみならず，今後我が国がVDLモード３を導入する際

の技術資料として活用できる。

以下，２．節でVDLモード３実験システム（以下実験

システム）の概略を述べ，３．節で各実験とその結果を

述べる。４．節では結果に対する考察を行い，最後に５．

節でまとめる。

２．VDLモード３実験システム

2.1 VDLモード３の概要

VDLモード３は，現用無線電話と同じく１チャネル25

kHz幅のチャネルを使用する。TDMAにより１つのフ

レーム（120ms）は３つないし４つの時間スロットに分割

され，各々を個別のチャネルとして運用することができ

る（図１）。スロット分割数の違いは対象空域の大きさに

より伝搬ガードタイムが異なることによる。４スロット

分割は概ね200NM 以内の空域をカバーする標準レン

ジ，３スロット分割は概ね600NM までの空域をカバー

できる拡張レンジと呼ばれている。以下，本稿では標準

レンジを取り扱う。各時間スロットはA，B，C，Dと名
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付けられており，各スロットチャネルの役割に応じて動

作パターン（システム構成と呼ぶ）が定義されている。

システム構成の代表的なものとして

・4V：４つの個別音声チャネル

・3V1D：３つの個別音声チャネルと１つの共用データ

チャネル

・2V2D：２つの個別音声チャネルと各々に対応した２

つの個別データチャネル

・3T：２つの共用データチャネルと１つの要求割当型

チャネル

などがある 。図２に標準レンジにおける3T以外のシス

テム構成の場合のフレームフォーマット例を示す 。

各スロットはM バーストおよびV/Dバーストからな

り，M バーストは管理情報，V/Dバーストは音声または

データ情報を伝送する。V/Dバーストで伝送する情報

は，運用時のシステム構成によって音声かデータかが決

定される。なお，音声は通常4.8kbpsで符号化/復号化を

行うボコーダによってデジタルデータ化されてV/D

バーストに格納される。

M バースト，V/Dバーストともに誤り訂正符号に

よって伝搬中のビット誤りに対する訂正を行う。図２の

フォーマットの場合，M バーストのシステムデータ部で

は，Golay（24,12）符号により12ビットの情報ごとに12

ビットがパリティとして付加される。すなわち48ビット

中，24ビットが元の情報，24ビットがパリティとなる。

V/Dバーストでは，ヘッダ部24ビット中12ビットが

Golay（24,12）符号によるパリティである。またユーザ

データでは，Reed-Solomon（72,62）符号により元の62

オクテットの情報に10オクテット付加され，計72オク

テット（＝576ビット）が該当部に格納されている。

変調は３ビットを１シンボル単位として，raised co-

sineフィルタ（ロールオフ率0.6）を用いた差動８相位相

偏位変調（D8PSK:Differential8Phase Shift Keying）

にて行う。

またVDLモード３独自の機能として，無線電話では

実現できなかった

・スタックマイクロフォン状態を通知ないしは解除する

機能

表１ VDL各モードの比較

VDLモード２ VDLモード３ VDLモード４

用途 データ通信 音声，データ通信 監視

接続形態 一対一 音声：一対多 一対一および一対多

（空←→地） （空←→地または空） （空←→地または空）

データ：一対一（空←→地），

一対多（地→空）

変調方式 D8PSK  D8PSK  GFSK

伝送速度 31.5kbps 31.5kbps 19.2kbps

伝送即時性 劣 優 優

アクセス方式 p-persistent CSMA  TDMA  STDMA

図１ VDLモード３運用概念
図２ VDLモード３フレームフォーマット
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・管制官がある機と通話中に別の機が管制官に通話要求

する機能

・管制移管に伴い音声チャネルを自動切換する機能

等が備えられている。以上のような特徴により，従来に

比べ使用可能チャネル数が増え，より安全性，利便性が

向上することが期待されている。

2.2 VDLモード３実験システムの構成

試作した実験システムは，機上通信局（機上局），地上

通信局（地上局）および地上センター局からなる。図３

にシステム外観，図４にシステム系統図を示す。機上局

と地上局はほぼ同じ構成であり，高周波部，変復調部，

TDMA制御部，音声処理部，通信処理部を持つ。地上セ

ンター局は通信制御機能とデータ入出力機能を備え，実

験シナリオの設定や地上局間ハンドオフを担当する。地

上センター局は複数の地上局通信処理部と有線にて接続

する。

機上局は地上局のエリアに入ると網加入要求を地上局

に対して行い，次いでリンク折衝を二者間で行った後に

通常の通信可能状態となる。逆に管制移管等の理由によ

り機上局が現在のリンク相手である地上局から離れる場

合は，網離脱要求を行いリンクを切断する。

なお平成15年４月現在，地上センター局の通信制御機

能が未実装であり，同機能を利用した実験は実験システ

ム完成後に行う予定である。また，この他にシステム構

成要素外の装置として，音声処理部評価用の音声評価処

理装置がある。試作した実験システムの性能諸元を表２

に示す。

３．室内実験とその結果

実験システムの現在の構成で実施可能な以下の実験を

行った。

・ボコーダ性能実験

・電波干渉実験

・通信特性実験

いずれも室内実験として行い，地上局，機上局間で空中

線は使用せずに高周波ケーブルによる接続で実験した。

以下特に断りのない限り，実験システムの設定周波数は

136.900MHzとした。また，ビット誤り率（BER: Bit
 

Error Rate）は誤り訂正する前の値を示す。

3.1 ボコーダ性能実験

実験システムでは音声処理部に DVSI社のボコーダ

ユニットVC-20（バージョンATC-10B）を使用してい

る。ボコーダの性能は実験システムに対する遅延や出力

される音質を決定する要因になるため，これについて調

査した。

3.1.1 ボコーダ音声処理遅延時間

音声評価処理装置を使うと BERを0.01刻みで設定で

きる。ここでは BERを0から0.07まで変化させたとき

の，ボコーダ単体での音声処理にかかる遅延時間を調べ

た。実験時の系統図を図５に示す。音声は管制官の発話

表２ 試作実験システム性能諸元

送信電力 15W

送信周波数 118.000～136.975MHz，25kHz幅

送信モード V/Dバースト送信（モード３準拠）および
擬似雑音送信が可能

占有帯域幅 16.8kHz以下

受信感度 約－103dBm（BER＝10 時）

システム構成 3V1Dおよび2V2Dが可能

図４ 実験システム系統図

図３ 実験システム外観

20 電子研報告 No.1082004



した短いフレーズを用いて，フレーズの終了時点の時間

差を計測した。

その結果，BER＝0.07では音声が出力されず遅延時間

は計測できなかった。ボコーダの仕様として，ある一定

以上のビット誤りが発生すると無音または，雑音として

出力する事があった。また，BER＝0から0.06までの変化

による遅延量に対する影響はなく，いずれの BERにお

いても63±3msの遅延時間であることがわかった。一

方，VC-20ボコーダは仕様上，BER＝0.04までの誤り訂

正能力がある。0.04までの音声出力はいずれも BER＝０

での出力に比べて劣化が見られないことを確認した。

3.1.2 実験システム音声処理遅延時間

音声処理部を実験システムに組み込んだ場合の遅延時

間を，3.1.1節と同様に測定した。実験系統図を図６に示

す。ただし，ここでは音声評価処理装置のように0.01単

位での BER設定ができないために，実験システムの受

信電力を変化（1dB単位で－103～－110dBmの範囲）さ

せて対応する BER値と遅延時間を測定した。受信電力

と BERの関係を図７に示す。

実験では－109dBm以下で音声はほとんど出力されな

かった。遅延時間の平均値は208±3msとなり，受信電力

ないしは BERの変化によらない結果となった。また，こ

の結果はモード３の規定 値『end―end間で250ms以

下』を満足していた。なお受信電力が－106dBm以下の

時，それ以外の範囲の場合に比べて音声出力の一部で振

幅レベルが2～3dB低下する現象が見られた。しかし音

声出力全体の一様なレベル低下とみなせる結果は出てお

らず，また主観的な聴取でも音声出力はほぼ一定に聞こ

えるという結果であった。

3.1.3 D/Uと音声出力

デジタル音声での相互干渉では，同期コードが識別で

きず復調できない，ステップオン状態といわれる無音状

態に陥ることがある。VDLモード３では，複数の航空機

がほぼ同時に通話のためのプレストークスイッチを押し

た場合に，ステップオンが発生することがある。ステッ

プオンが発生すると，干渉そのものを認識できない可能

性がある。そこで，ステップオンはどの程度の希望波対

干渉波比（D/U）で発生するのか，また復号可能な D/U

はどの程度かを評価した。図８に評価系統図を示す。

測定結果によると D/U＝10dBでステップオンを観測

した（図９）。従ってこれ以下の D/Uの場合，干渉の有

無がわからない可能性がある。VC-20はその仕様上 BER

が0.04までの誤り訂正能力があるので，D/U＝13dB以

上の環境下ではほぼビット誤りが訂正される結果となっ

た。特に D/U＝15dB以上では BERは0.01以下であり，

ほぼ確実にフレーズ内容を理解できた。これは干渉を受

けたところの大部分で誤り訂正され，そのために音声の

理解度が良好であったと考えられる。しかし D/U＝

図６ 実験システム音声遅延時間測定系統図

図５ ボコーダ音声遅延時間測定系統図

図７ 受信電力対 BER

図８ D/U評価系統図
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13,14dBでは聞き取りにある程度干渉の影響が見られ

た。

3.2 電波干渉実験

無線システムで常に問題になるのが，他局との電波干

渉問題である。モード３の電波が隣接チャネルを使用す

る無線電話等の他局に干渉する場合や，逆にモード３シ

ステムがこれらの局から干渉を受けた場合の影響につい

て調査した。

実験に使用した無線電話装置を表３に掲げる。いずれ

も Rockwell Collins製の機上用無線電話装置である。こ

れ以降，表３の機上用無線電話装置４機種に対して順不

同で‘A’，‘B’，‘C’，‘D’と名付け，これらの記号により参

照する。

実験システムは，V/Dバースト送信の他，擬似雑音

（PN:Pseudo Noise）送信が可能である。V/D送信は

モード３に従ったフォーマットを送信するが，PN送信

では長い擬似ランダムビット列を送信することができ

る。モード２の送信フォーマットはモード３のフォー

マットに比べて長いパケット構成であり，変調方式等の

物理層がモード２とモード３で同じであることから，

PNは擬似的にモード２の送信パケットのようにみなす

ことができる。システムの電波干渉問題を扱う際には

モード３の他，モード２の影響についても調査する必要

があることから，ここでは PNをモード２の代用とし

て，V/Dおよび PNの両パターンを適宜使い分けること

とした。なお，電波干渉実験における実験パラメータの

設定はAMCPで定めた実験方法 に準じた。

3.2.1 VHF無線電話に対する電波干渉実験

VHF無線電話装置を被干渉装置とし，実験システム

を干渉源とした電波干渉実験を行った。実験系統図を図

10に示す。1kHzトーンによる変調度30%の振幅変調波

を希望波とし，設定チャネル119.000MHz，希望波の受信

端電力－82dBmで行った。干渉波の設定周波数は希望波

設定チャネルに対して同一チャネル（コチャネル）およ

び±１，±２，±３，±４，±５，±10，±20，±40隣接チャ

ネルにて行った。

まず，干渉波のみを被干渉装置に入力してスケルチが

開くかどうかを調べた。被干渉装置のスケルチレベルは

1μV，50Ω終端時に－107dBmとなるように設定した。干

渉波は受信端電力で最大＋8dBmまで供給した。図11に

結果を示す。機上無線電話装置‘A’，‘B’，‘C’，‘D’のいず

れも干渉波がコチャネルまたは±１チャネルにあるとき

にスケルチブレイクがあった。さらに‘A’は PN干渉波に

対して±５チャネルまでスケルチが開く現象がみられた。

次に隣接チャネル除去（ACR: Adjacent  Channel
 

Rejection）特性について実験を行った。ACRは受信端に

おける干渉波電力と希望波電力の比U/Dであり，先の

図10 電波干渉実験系統図１図９ D/U対 BER

表３ 使用無線電話装置一覧

使用無線機 特徴，搭載機例

VHF-900 デジタル変調，B-777

VHF-700 アナログ変調，B-767

VHF-700B アナログ変調，8.33kHzチャネル幅対応，
B-747-400

VHF-22A アナログ変調，小型機用 図11 スケルチブレイク
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D/Uの逆数に相当する。ACRは隣接チャネルにある干

渉波に対する対干渉能力の大きさを表す。ここでは，あ

る条件を一定とした場合にその条件を満足するACRを

各隣接チャネル毎に求めた特性をACR特性と呼ぶ。以

下では，条件として（S＋N）/N，SINAD，S/Pを取り上

げる。

（S＋N）/Nは，被干渉装置の音声出力対雑音比を表

す。干渉波は PNとし，オーディオ出力で（S＋N）/N＝

6dB，すなわち音声と雑音の振幅比が２：１になるよう

な干渉波受信端電力を計測した（図12）。‘D’以外は干渉波

を0dBmまで上げても，10チャネル以遠において（S＋

N）/N＞6dBとなり，今回の測定では10チャネル以遠の

データが取れなかった。一方，±５チャネル以内ではどの

タイプの無線機でもほぼ同様のACR特性になった。

被干渉装置の音声出力には信号 Sの他に雑音Nおよ

び歪み Dが含まれており，出力比（S＋N＋D）/（N＋D）

を SINADという。SINADは連続信号を対象とした指

標であるから干渉波は PNで計測するが，今回は比較の

ためV/Dでの計測も併せて行った。V/Dにおいては周

期的に干渉波が送出されるので１周期内で SINAD計測

をすることで対応した。いずれの場合も音声出力で

SINADが一定となる干渉波受信端電力を計測した。図

13に SINAD＝15dBでの結果を示す。SINAD＝15dBは

無線電話における受信感度の規定に合わせたものであ

る。PNに比べてV/Dの方が各無線機のACR特性にば

らつきが出たことがわかる。

S/Pとは信号 S対パルス P比のことで，希望波のオー

ディオ出力（ピーク toピーク振幅）値 aと干渉波のオー

ディオ出力値 bとの比 a/bで定義される。S/Pは，（S＋

N）/Nや SINADと比べてバースト状の干渉波に対する

影響を評価するのに適した指標である。干渉波をV/D

とし，a/b＝２，４，８（S/P＝６，12，18dB）の場合に

ついてそれぞれ干渉波受信端電力を計測した。図14に S/

P＝18dBでのACR特性を示す。

S/P＝6，12，18dBの各ACR特性を比較すると，‘A’，

‘B’については第２隣接チャネル以遠で S/Pが大きいほ

どACRが低くなる特徴が見られ，S/Pの dB差がほぼ

ACRの dB差に等しい結果となった（図15に‘A’の結果

を例示）。つまり‘A’や‘B’は（S＋N）/Nと同様に，受信端

での干渉波の大きさにほぼ比例して S/Pが劣化すると

言える。一方で‘C’，‘D’については S/Pの違いがあっても

特に第５隣接チャネル以遠でACR特性にほとんど違い

がなかった（図16に‘D’の結果を例示）。このことから‘C’，

‘D’は干渉波のわずかな電力差が S/Pを大きく左右する

と考えられ，干渉波の影響を‘A’や‘B’より受けやすいと

言える。

電波干渉の影響は，無線電話の受信音声に最も顕著に

図13 ACR特性（SINAD＝15dB)

図12 ACR特性（（S＋N）/N＝6dB)

図15 ‘A’のACR特性（S/P＝6～18dB)

図14 ACR特性（S/P＝18dB)
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現れる。すなわち電波干渉を受けた受信音声の音質主観

評価が重要な指標となる。ここでは平均評点（MOS:

Mean Opinion Score）による評価を行った。MOS評価

は，被験者がサンプルを聞いてその各被験者の主観に基

づいて評点をつけ，最終的に評点の平均を求めることに

より音質の評価を行う方法である 。評点は表４に示す

ように１から５の５段階で採点した。なお，歴史的事情

により０から４の５段階で採点する場合もある 。

管制官の音声による変調波にVDL干渉波を重畳し，

受信音声出力を主観評価サンプルとした。表５に示すパ

ラメータおよびフレーズの組み合わせがランダムな順番

で被験者に聞こえるようにサンプルを作成した。

小型機パイロットや航空管制官経験者等を被験者とし

て，各条件の組み合わせ毎に延べ24人のデータを得るこ

とができた。図17に結果を示す。

S/P＝18dBであればどの受信機，どの条件でも

MOS＞3.0であった。過去実施したモード３用ボコーダ

評価結果 では，航空管制用として使用可能な音声品質

のMOS値をおおむね３～４としており，MOS＞3.0で

あればほぼ支障なく管制通信業務に使用できると考えら

れる。また，PN送信は連続的雑音，V/D送信は断続的

雑音に聞こえるが，一部の被験者は「断続的雑音の方が

聴き取りに悪影響がある」とコメントした。なお，S/P＝

6dBでは PN送信の方がV/D送信よりも評価のばらつ

きが大きいという結果が得られた。さらに，同じ S/P値

を示していても被験者によって雑音レベルの主観評価に

は開きがあることがわかった。

3.2.2 モード３に対する電波干渉実験

VDLモード３はデータ通信，音声通信のいずれもデジ

タル通信であるために，BERが通信品質を決定すると言

える。今回は電波干渉下における BER特性等の評価を

行った。実験では実験システムを被干渉装置とし，VHF

無線電話装置および他の実験システム（V/Dおよび PN

のパターン発生用）を干渉源とした（図18）。

希望波は設定チャネル136.000MHz，送信パターンは

15段の擬似ランダムパターン PN15とし，干渉波はモー

ド３の PNとV/Dの両パターンおよび各無線電話装置

による DSB-AM ‘A’～‘D’として BERを計測した。な

お，受信端における希望波受信電力を40μV/m（－88

表４ MOS評点

判断基準 評点

聞き取りに努力を要しない 5

注意は必要だがほとんど努力を要しない 4

聞き取りに中程度の努力を要する 3

かなり努力を要する 2

努力しても全く理解できない 1

表５ MOS評価設定パラメータ

干渉波チャネル ０，－１，－５，－40隣接

干渉波パターン 干渉波なし，V/D，PN

干渉波の大きさ S/P＝６，12，18dB

音声パターン 男声３フレーズ

女声４フレーズ

図16 ‘D’のACR特性（S/P＝6～18dB)

図17 MOS評価結果
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dBm相当）に設定した。結果を図19に示す。各干渉源の

比較では，第１隣接チャネルではV/Dおよび PNが‘A’

～‘D’に比べてACR値が低く，第４隣接チャネルにおい

ては‘A’，‘D’がV/D，PN，‘B’，‘C’に比べて低いACR値

であった。つまり第１隣接チャネルからはV/Dと PN，

第４隣接チャネルからは‘A’と‘D’の放射電力が他の干渉

源からのものよりも大きく，干渉を及ぼしやすいと言え

る。なお干渉源が PNとV/Dパターンの比較では干渉

レベルに大差がなく，VDLモード３に対するモード２と

モード３の電波干渉の影響は同程度と考えられる。

3.3 通信特性実験

データ通信に関する通信特性として，機上局→地上局

方向（ダウンリンク）における BER対遅延時間やスルー

プットおよび通信の優先度に関する特性を調べた。なお，

VDLモード３では送信データに対して０，１，２，３の

４段階（数値が大きいほど優先度が高い）の通信優先度

（プライオリティ）を設定することができる。

3.3.1 BER特性

BERを変えて伝送遅延時間やスループットを測定し

た。系統図を図20に示す。１つのシナリオ中で，機上局

からユーザデータ長62オクテット（1V/Dバースト）また

は930オクテット（モード３で扱える最大のユーザデータ

長で，15V/Dバーストに相当）を100回送信した。この時，

チャネル占有率を高めデータサンプル数を確保するため

に，地上局からはユーザデータ長930オクテットのブロー

ドキャストデータを繰り返し送信した。ブロードキャス

トデータ繰り返しにおける送信待ち時間は1.5sに設定

した。また通信優先度は地上局，機上局ともに０（最低）

に設定し，表６に掲げる10種類のシナリオを実施した。

表６においてユーザデータ長62オクテットのシナリオを

a群，930オクテットのシナリオを b群と呼ぶことにす

る。

なお，機上局通信処理部からユーザデータが送出され

た時刻から，地上局通信処理部で受信された時刻までを

伝送遅延時間と定義した（図21）。

BER対伝送遅延時間の累積95%値をプロットしたも

のが図22である。BER 1.0×10 の範囲では a群，b群

ともに遅延時間に大きな変化がないことがわかる。一方

図18 電波干渉実験系統図２

図19 ACR特性（BER＝10 )

図20 BER特性実験系統図

表６ BER特性シナリオ一覧

シナリ
オ番号

機上局，地上局
受信電力［dBm］ BER

ダウンリンクユーザ
データ長 ［octet］

a-1 －98 0 62

a-2 －103 7.9×10 62

a-3 －104 2.2×10 62

a-4 －105 4.6×10 62

a-5 －106 1.0×10 62

a-6 －107 1.6×10 62

b-1 －98 0 930

b-2 －103 7.9×10 930

b-3 －104 2.2×10 930

b-4 －105 4.6×10 930

図21 伝送遅延時間の定義（ダウンリンク)
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で，a群では BER＞1.0×10 ，b群では BER＞1.0×

10 の範囲で遅延時間が急激に増大している。

一般に BERが悪くなるとスループットも低下する。

BERに対するスループットの測定結果を図23に示す。こ

こで，ダウンリンクスループット S は１つのシナリオの

実験時間（T ）内に伝送された全ダウンリンクユーザ

データ量（U ）より，S ＝U /T で求めた。伝送遅延時

間と同様に BER 1.0×10 の範囲では a群，b群の各

スループットともほとんど低下しなかった。

バーストの再送割合は，遅延時間やスループットと密

接な関係がある。今回はダウンリンクにおけるV/D

バーストとM バーストの再送状況を調査した（図24）。

V/DバーストとM バーストではバースト長も誤り訂正

符号も異なることから，同じ BERであってもM バース

トはV/Dバーストに比べて再送発生率がかなり低いこ

とがわかった。また図22，23と比較すると，a群，b群と

もにV/Dバーストの再送率が10%程度以下の場合に

は，再送による遅延時間の増大およびダウンリンクス

ループットの低下はほとんど起こらないという結果が得

られた。

3.3.2 優先度特性

ここでは，機上局３局の送信時の通信優先度（プライ

オリティ）を変えた実験により，優先度の通信に対する

影響を調査した。実験では，通信優先度，地上局送信待

ち時間および機上局からの送信データ長の異なるシナリ

オを作成した（表７）。実験系統図を図25に示す。BER特

性と同様に，地上局からはユーザデータ長930オクテット

のブロードキャストデータを繰り返し送信した。チャネ

ル占有率を変えるために送信待ち時間は１～3sの範囲

で設定した。シナリオは，各機上局からユーザデータ長

62オクテットまたは930オクテットをそれぞれ100回送信

させる設定にしておいた上で，いずれかの機上局でユー

ザデータが100回送信完了した時点で終了とした。BER

特性実験と同様に表中のユーザデータ長62オクテットの

シナリオを c群，930オクテットのシナリオを d群とし

て区別する。

一般的傾向として，c群，d群いずれのシナリオでも機

上局の優先度が同一であると各機上局からのダウンリン

ク伝送遅延時間に差は見られないが，優先度に違いがあ

ると優先度の低いデータほど遅延時間が大きくなった。

c群では優先度を変えているシナリオ c-6～10において，

チャネル占有率が高いほど最も優先度の低い機上局の遅

延時間が延びる傾向が現れた（図26）。一方，d群ではど

のシナリオでもチャネル占有率がほぼ一定となり，遅延

時間との明らかな相関関係は得られなかった。ここで

チャネル占有率は，１つのシナリオの実験時間（T ）内

で使用されたV/Dバースト数を，T 内全V/Dバースト

数で割った値である。今回の実験の d群のように，送信

待ち時間を変化させてもチャネル占有率がほとんど変わ

らなかった理由は，アップリンクの送信待ち時間中に行

われるダウンリンクの伝送量が非常に多く，両方のリン

クでほぼ全てのV/Dバーストを埋めてしまうからであ

る。

また，本実験時に機上局が本来網離脱メッセージを送

信していないのに網離脱を行う現象（望まない網離脱）

が何度か観測された。この現象が発生すると空地間リン

クが切断され，同区間でのデータ伝送ができなくなる。

そのため，通信の信頼性に影響を与える可能性がある。

同現象は機上局からの予約要求が伝送途中にビット誤り

を起こし，地上局側で網離脱要求として受信されること

が原因であった。

図23 BER対スループット

図22 BER対伝送遅延時間（95％値)
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表７ 優先度特性シナリオ一覧

シナリオ
番 号

地上局送信
待ち時間［s］

ダウンリンク
データ長［octet］

優先度
AIR1

優先度
AIR2

優先度
AIR3

c-1 1.0 62 0 0 0

c-2 1.5 62 0 0 0

c-3 2.0 62 0 0 0

c-4 2.5 62 0 0 0

c-5 3.0 62 0 0 0

c-6 1.0 62 0 1 2

c-7 1.5 62 0 1 2

c-8 2.0 62 0 1 2

c-9 2.5 62 0 1 2

c-10 3.0 62 0 1 2

d-1 1.0 930 0 0 0

d-2 1.5 930 0 0 0

d-3 2.0 930 0 0 0

d-4 2.5 930 0 0 0

d-5 3.0 930 0 0 0

d-6 1.0 930 0 1 2

d-7 1.5 930 0 1 2

d-8 2.0 930 0 1 2

d-9 2.5 930 0 1 2

d-10 3.0 930 0 1 2

図24 BER対ダウンリンクバースト再送割合

図25 優先度特性実験系統図

図26 優先度特性

27 ENRI Papers No.1082004



４．実験結果考察

4.1 ボコーダ性能実験

音声評価処理装置は，設定した BERにより定常的に

ビット列に対して誤りを起こすことができる。つまり

BER一定の静的状態を再現する装置である。音声評価処

理装置を用いたボコーダ単体での実験では，ボコーダの

仕様通りに BER＝0～0.04までは正しく誤り訂正できて

いた。一方で音声処理部を実験システムに接続し，受信

電力や D/Uを設定した実験では BER 0.04であっても

若干ボコーダ誤り訂正能力を超えた部分が発生しそれが

雑音となって音声に干渉する事例が確認された（図７

の－106dBm近傍）。これは，受信電力一定の設定であっ

ても時間的にわずかながら BERのゆらぎが発生してい

る動的状態のために，局所的にボコーダの訂正能力を超

える部分が存在するためと考えられる。わずかに干渉が

あることが認識されていても音声内容が十分理解可能で

ある BERを0.01と仮定すると，本実験システムでは D/

U 15dB，受信電力 －106dBmの範囲でこの条件を満

足する（図７，図９）。なお，規定 では『RFチャネルの

BER＜1.0×10 のとき，ボコーダは許容可能な音声品

質を確保しなければならない』となっており，本実験シ

ステムはこの規定を十分満足するものと考えられる。

次に，受信電力レベルに対して遅延時間および音声出

力レベルは変化しないという結果は，ボコーダの処理過

程および変調方式から予想される結果と一致した。ボ

コーダは音声を一定時間（＝20ms）毎に区切って一定の

ビット長の音声フレームに変換するが，この過程で処理

時間が音声波形に依存しないアルゴリズムを使用してい

るために遅延時間は増加しない。また D8PSKなどのデ

ジタル変調では，搬送波に対する干渉がビット誤りに

なって現れる。訂正できないビット誤りが起こると，ボ

コーダが復号できずに無音区間が発生したり，他の音に

復号してしまうために音声波形の歪みとなって現れる。

歪みは出力レベルの違いとして出ることもあるが，一般

的に DSB-AM のような搬送波振幅が出力振幅に比例す

るような単純な関係にはなりえない。ビット誤りはボ

コーダ音声フレームのどの位置で起こるかによって復号

時の影響が異なることから，単純な音声出力レベルの低

下にはつながらなかったと考えられる。

4.2 電波干渉実験

3.2.1節の実験結果から，実験システムと無線電話装置

間に必要となるチャネル間隔（チャネル離隔）を求める。

MOS評価の結果から，一般的に S/P＝18dBであれば管

制通信に支障がないとみなすことにする。自由空間伝搬

を仮定すると，無線電話装置（被干渉装置）におけるモー

ド３（与干渉装置）からの干渉波の受信端電力 P は

P ＝ P
L L

⑴

で求まる。なお P ：モード３装置送信電力，L ：ケーブ

ル損失であり，送受信アンテナの利得はいずれも０ dBi

とみなした。Lは自由空間伝搬損であり，与干渉局，被

干渉局間の距離を d mおよびモード３の送信波長を

λmとすると，

L＝
4πd
λ

⑵

で計算できる。

一例として２機の航空機にモード３システムと無線電

話装置を搭載し，両装置のアンテナ間隔が最小垂直管制

間隔 d＝2000ft（＝610m）に等しい状況を考える。希望

波受信端電力 P ＝－82.0dBm，P ＝41.8dBm（＝15W），

L ＝3.0dB，λ＝2.2mより，ACR＝P /P ＝50.0dBが

得られる。図14のACR特性より，ACR＞50.0dBが成立

する隣接チャネル番号を求め，これをチャネル離隔とし

た（表８）。

3.2.2節の試験結果からも同様にACR＞50.0dBより

モード３チャネル離隔を求めた（表９）。なお，表９中の

無線電話の値は図19での‘A’～‘D’の平均のACR特性よ

り計算したものである。

実運用における実験システムの送信出力は，今回の実

験に用いた15W より高くなることが予想される。また今

回のチャネル離隔計算ではアンテナ利得を一律０ dBi

として，アンテナ利得パターンや反射波による干渉への

影響を考慮していない。これらの条件を考えると，他の

設定値が不変であってもACR値が大きくなり，必要な

チャネル離隔がさらに大きくなることもある。さらに表

８，表９は一例として与干渉局と被干渉局間の最小アン

表８ チャネル離隔（対無線電話）

被干渉装置→ ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’

測定条件↓

S/P＝18dB 2 2 3 3

表９ チャネル離隔（対モード３）

干渉パターン→ PN  V/D 無線電話

測定条件↓

BER＝10 2 2 2
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テナ間隔を2000ftとしているが，空港面等での運用では

両局が更に狭い範囲内に配置されることも考えられる。

つまり空間伝搬損が小さいので空港面ではより離れた

チャネル離隔の確保が必要となる。なお各条件下での

ACR特性が求まっていれば，与干渉局，被干渉局間の実

伝搬損から計算したACR値によって必要なチャネル離

隔を定めることができる。従って，事前にどのような条

件（(S＋N)/N＝6dB，S/P＝18dB等）でのACR特性を

設定するかが，必要なチャネル離隔を計算しチャネル割

り当て計画を作成する際の要となると言える。

4.3 通信特性実験

図23，図24のグラフより，ダウンリンクにおけるスルー

プットとV/Dバースト再送割合の２変数間の相関係数

を調べてみた。サンプル点が a群で６点，b群で４点と少

なかったが，それぞれ－0.98，－1.0という極めて強い負

の相関があった。このことは，V/Dバーストの再送が起

こると再送待ち時間を含めその再送分だけ新規のデータ

を伝送できるバースト数が減り，ダウンリンクスルー

プットが低下することを意味している。

優先度の実験時に観測された望まない網離脱現象は，

さらに精査した結果，ランダムアクセスであるM ダウン

リンク予約要求バースト同士が衝突して，その内容が地

上受信側で網離脱コマンドと認識されてしまうためであ

ることが判明した。このため，真の網離脱要求であるか

どうかを判定するために，現行の網離脱コマンドでは使

用されていない９ビット分の予備ビットを活用すること

を考えた（図27）。真の網離脱コマンドは予備ビットを全

て‘0’で埋めたフォーマットとし，地上受信側で現在の判

定処理の他に予備ビットが全て‘0’であるかの確認を行

う。ここで１つでも‘1’のビットがあれば，ビット誤りが

起こった何らかの他のコマンドとみなし，網離脱は行わ

ないこととした。この処理を実験システムに追加する作

業を行い，追試により望まない網離脱現象を回避できる

ことを確認した。

５．まとめ

電子航法研究所にて試作したVDLモード３実験シス

テムを用いて，実運用に結び付く様々な基本特性につい

て実験を行った。要約すると

・ボコーダ性能実験

音声のA/D，D/A変換を行うボコーダについて，処理

遅延および誤り訂正能力の検証を行った。遅延時間に

ついては設計仕様通りの性能が得られていることを確

認し，ステップオンが発生する D/Uを明らかにした。

・電波干渉実験

無線電話装置と実験システムによる干渉試験では，ス

ケルチブレイク特性，ACR特性の取得と解析，聞き取

りによるMOS評価を行った。これを元に，垂直間隔

2000ft，自由空間伝搬を仮定した場合のチャネル離隔

について試算した。チャネル離隔はモード３の運用に

おいて他局と干渉しない基準を与えるものであり，

ICAOが行っているモード３チャネル離隔基準策定に

寄与することができた 。

・通信特性実験

BERと伝送遅延時間，スループット，バースト再送率

との関係を明らかにした。その結果，ダウンリンクに

おけるV/Dバースト再送率とスループットに強い相

関があることが判明した。また，現在の実験システム

の処理では望まない網離脱現象が発生することを実験

にて確認し，その対策を講じた。

平成15年度には実験システムが完成し，システム全体

としての実験が可能になる。今回の結果を踏まえた上で，

今後の飛行実験，音声評価試験等に取り組んでいく予定

である。
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