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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力する

ことから始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分

野にも多大な実績をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

にはこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要

があります。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける意気

込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大きな

成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテー

マの一つとして財団法人資源探査用観測システム･宇宙環境利用研究開発機構

に「衛星搭載合成開口レーダのアンテナ多ビーム化による性能向上に関する研

究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位の

ご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 

 



 

はしがき 
 

 我が国は、これまで多くの地球観測衛星の打ち上げ及び運用を行ってきており、地上か

らは得られない宇宙からの各種画像データは、環境や資源等の地球上の様々な事象を観測

するために広く利用されています。当財団におきましても、平成４年に打ち上げられたＪ

ＥＲＳ－１搭載の光学センサ（ＯＰＳ）及び合成開口レーダ（ＳＡＲ）を始めとして、Ａ

ＤＥＯＳ搭載のＩＭＧ、米国Ｔｅｒｒａ搭載のＡＳＴＥＲ、ＡＬＯＳ搭載のＰＡＬＳＡＲ

等、多くの地球観測センサを開発し、資源探査、地球環境の継続的な監視、災害時のグロ

ーバルな状況把握等に貢献してきております。 

 人工衛星から取得した地球観測データを用いて様々な解析を行う衛星リモートセンシン

グにおいては、電波から光の領域に渡る様々な波長の電磁波を画像データとして取得する

イメージングセンサが重要な役割を果たしています。なかでも、電波を使って画像として

捉えるＳＡＲセンサは、昼夜を問わず、また雲の影響も受けず地球上の種々の事象を観測

可能であるため、社会の安全・安心にとって欠くべからざるセンサとして活用されていま

す。本調査研究は、当財団が開発し、平成１８年１月に打ち上げられ、現在運用中のＡＬ

ＯＳ搭載ＰＡＬＳＡＲの後継を想定し、より高分解能で広観測幅の次世代衛星搭載ＳＡＲ

センサについて研究を実施したものです。 

 本報告書にまとめられた成果が、今後衛星搭載ＳＡＲセンサの開発を行うに際しての仕

様設定等において、有用なデータを提供することができれば幸いです。 

 最後に、当財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構に対して、本

調査研究の機会を提供いただいた、社団法人日本機械工業連合会、財団法人ＪＫＡならび

に関係の方々に厚く御礼申し上げます。 

 

平成２１年３月 

 

財団法人 資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構 

理 事 長   野間口 有 
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１．調査研究項目・スケジュール 

1.1  調査研究目的 

 合成開口レーダ (Synthetic Aperture Radar : 以下、「SAR」という。)は、光学センサ

と異なり天候、昼夜の如何に拘わらず、また雲の影響も受けず観測したい時に観測したい

場所を観測できるセンサであり、陸域、海域における環境観測、資源探査、大規模災害観

測等、これまで主としてグローバルな自然を対象とした観測に利用されてきた。しかしな

がら、SAR は観測幅を広くすると分解能が悪くなるなど、視認性向上に不可欠な高分解能

化、観測頻度の向上に不可欠な広観測幅化は従来技術では両立できなかった。 

  しかし近年のマイクロ波回路、電子回路の高集積化、コンピュータによる処理速度の高

速化などにより、将来の SAR システムにおいて、ディジタルビームフォーミング技術

（Digital Beam Forming:以下、「DBF 技術」という。）の SAR への応用により高分解能

で観測幅を広くできる可能性が高まってきており、欧州宇宙機関(ESA)、ドイツ航空宇宙

センター(DLR)などでも研究が開始されている。DBF技術を衛星搭載SARへ適用すれば、

広観測幅化、高分解能化などを併せ持つ高機能、高性能の衛星搭載 SAR の実現が期待で

き、早急に調査を実施する必要がある。 

  DBF 技術とは、受信アンテナを複数のアンテナ開口面に分割し、各アンテナ開口面で

受信した信号をそれぞれの受信機で受信し、振幅情報と位相情報を持つアナログ信号をデ

ィジタル信号に変換し、保存したのち、それらのデータを用い、コンピュータで演算処理

することにより、アンテナの多ビーム化を行うものである。 

 本事業では、ユーザ要望が強い衛星搭載 SAR の高分解能化、広観測幅化などに対応す

るために、将来の SAR に向けて期待の大きいアンテナ多ビーム化に DBF 技術を使った衛

星搭載 SAR の開発に資することを目的とする。 

 

1.2 調査研究体制 
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1.3 調査研究内容 

 検討に当たっては、業務の一部を衛星搭載電波センサの製造ノウハウを有するメーカに再

委託し、本調査研究の支援作業を実施してもらう。また電波センサの有識者等による「衛

星搭載合成開口レーダのアンテナ多ビーム化による性能向上に関する研究委員会」を設置

し、本業務内容に関する意見を成果報告書に反映するものとする。 

(1) DBF 技術の衛星搭載 SAR への応用調査 

  DBF 技術の衛星搭載 SAR への応用に関連する論文誌などを通じて関連資料を収集し、

我国および世界における研究状況について文献調査を実施する。 

(2) DBF 技術による衛星搭載 SAR の高機能化、高性能化検討 

  DBF 技術により、期待される衛星搭載 SAR の高機能化、高性能化について検討を行う。

具体的には広観測幅と高分解能の両立、SAR のストリップマップモードでの高アンテナ利

得と衛星の進行方向であるアジマス方向の高分解能の両立、車両速度計測、海流計測など

に用いるアロングトラックインタフェロメトリ、将来の集積技術の進展に伴う SAR の小

型軽量化などの検討を行う。  

(3) DBF 技術を使った衛星搭載 SAR の構想検討、課題抽出 

  DBF 技術を使った衛星搭載 SAR の具体的な構成例を検討し、システム構成図、技術的

課題などをまとめる。 

 

1.4 調査研究項目・スケジュール 

平 平
成 成
20 21
年 年
／ ／

項 目 7 8 9 10 11 12 1 2 3

① DBF技 術 の 衛 星 搭 載

  SARへ の 応 用 調 査

② DBF技 術 に よ る 衛 星

  搭 載 SARの 高 機 能 化 、

  高 性 能 化 検 討

③ DBF技 術 を 使 った 衛 星

  搭 載 SARの 構 想 検 討 、

  課 題 抽 出

④ 委 員 会 開 催
    ○   ○ (構 想 案 検 討 )       ○

⑤ 報 告 書 作 成 ・公 表
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第 1 章 ディジタルビームフォーミング技術の応用調査 

1.1 衛星搭載 SAR への応用 

 ディジタルビームフォーミング(Digital Beamforming、以下「DBF」という)技術を使

ったアンテナ多ビーム化による合成開口レーダ(Synthetic Aperture Radar、以下「SAR」

という)等への応用調査を実施した。 

 ここで、従来のレーダと DBF 技術を使ったレーダの構成の違いを図 1.1-1 に示す。DBF

技術を使ったレーダは、従来のレーダのアンテナビームの形成をマイクロ波等のアナログ

回路で行っていたものを、高密度実装の受信モジュールと高速のアナログ－ディジタル変

換器等のハードウェア、高速の信号処理機を使用することにより、ディジタル回路で行う

ようにしたものである。これにより多ビームの形成を一つのアンテナで容易に実現できる。 

 

従来のレーダ 

アンテナ アンテナ ビーム       アナログ-ディジタル 

 ビーム   素子  形成回路  受信機    変換器  信号処理機  

走査 

                                 受信信号     

                                 出力 

 

 

 

 

DBF 技術を使ったレーダ 

アンテナ アンテナ        アナログ-ディジタル 信号処理機 

多ビーム  素子    受信機     変換器    (ビーム形成機能含む)   

 

                                 受信信号 

                                  出力 

 

 

 

図 1.1-1 従来のレーダと DBF 技術を使ったレーダの構成例 
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 従来の SAR では、必要な感度を確保するためにアンテナ利得をある程度大きくすると

アンテナビームが狭くなり観測幅が広くできなかった。また、衛星進行方向の高い分解能

を得るためにアジマス方向のアンテナ径を小さくするとさらに必要な感度を確保するため

にレンジ方向のアンテナ径を大きくしなければならず、狭いアンテナビームとなり、観測

幅が小さくなった。DBF 技術を使ってレンジ方向のアンテナビームを多数並べることによ

り観測幅の拡大が想定される。図 1.1-2 に従来の SAR と DBF 技術を使った SAR の例を

示す。 

従来の SAR の例 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  地上 

 

DBF 技術を使った SAR に想

 

 

 

 

 

             

 

 

 

ム 

囲 

SAR の観測方向を以降、
レンジ方向という。 

衛星の進行方向を以降、
アジマス方向という。 

             

図 1.1-2 

 国内外の文献等を調査した

なかった。しかし、衛星搭載

た。実施例を以下に示す。 

 

  

観測幅
定される観測幅拡大の例 

            地上 

 

ム 

  
 

従来の

結果

SA
   

観測幅

         

SAR と DBF 技術を使

、DBF 技術が衛星搭載

R に将来搭載すべく研究
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SAR衛星
った SA

SAR に実

が実施さ
SAR衛星
アンテナ照射範囲
 
アンテナ照射範
アンテナビー
アンテナビー
R の例 

際に使われている例は

れている例が多くあっ



 

 (1)  高分解能広観測幅(High Resolution Wide Swath) HRWS SAR システム [1-1] 

 このシステムの考え方は、送信受信で２つの分離したアンテナ開口からなる。バイスタ

ティックレーダの２つのアンテナは同じ衛星に取り付けられるか、コンステレーションで

フライトする２つの別の衛星に搭載されるかのどちらかである。送信受信の分離により、

その送受信機能に対するそれぞれのアンテナ、マイクロ波(Radar Frequency)RF の回路の

電気設計を最適化出来ると共に、損失を減らし、効率を高めることが出来る。図 1.1-3 に

示すように大きな受信開口はアジマス、エレベーション方向の多くのサブ開口に分割され

 

る。 

図 1.1-3 送信開口とアジマス、エレベーション方向の多くのサブ開口に 

        

多くの受信アンテナサブ開口を配列 

る対象エリアにより決まる。

るのを補うために、エレベーション方向のトータ

分割される受信開口    

   

1) エレベーション方向に

 送信アンテナの開口サイズは１つのレーダパルスで照射され

エレベーション方向の送信アンテナの開口サイズは、最終の画像観測幅に逆比例する。よ

り大きな画像観測幅を得るために、エレベーション方向の送信アンテナの開口サイズは従

来の SAR システムより小さくしなければならない。アジマス方向の開口サイズは受信の

アジマス分解能の最大値に比例する。 

 このシステムでは送信利得が小さくな

ルの受信アンテナ開口サイズを従来の SAR システムより大きくしなければならない。 

 受信アンテナは多くのサブ開口に分割される。それぞれのサブ開口は送信アンテナによ

り照射されるエリアをカバーしなければならない。それゆえ、そのエレベーション方向の

アンテナサイズは送信アンテナのエレベーション方向の開口サイズに等しいか小さくなけ

ればならない。各受信サブ開口のアジマス方向のサイズは、送信アンテナと同じである。 
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 従来のシステムと同じラジオメトリック性能を得るために送信アンテナと受信アンテナ

全体のサイズは、他の機器のパラメータが同じとするかぎり、従来の SAR アンテナ面積

の 2 乗に等しくしなければならない。 

 各サブ開口からの信号はそれぞれ独立したチャンネルで受信される。各チャンネルは受

ション方向の送信アンテナ

 

 

2) アンビ

レンジ方向の観測幅を制限する要素のひとつはレンジアンビギュイティである。レンジ

生する２つのエコーをアンテナが同時に受信す

信機に続くディジタル信号処理に独立した信号を提供する。 

 図 1.1-4 に示されるように信号が地表面を照射するエレベー

ビームの－3dB点の中で走査されるマルチビームフォーミングとしてマルチ受信アンテナ

開口の信号処理が効率的に行われる。 

図 1.1-4 エレベーション方向のマルチ受信アンテナサブ開口の組合せ 

ギュイティによる観測幅の限界 

 

アンビギュイティは連続するパルスから発

6 

るとき発生する。そのため分離できない。パルス繰り返し周波数(Pulse Repetition 

Frequency)PRF を低くすることにより、アンビギュイティのない観測幅が広くなる。あ

る観測幅と与えられた入射角に対する PRF の上限値は(2)式で示される。ここではパルス

間の時間間隔の 80％がレーダエコーの受信に使われるものと仮定している。残りの時間は
(1) 



 

パルス送信と少しのガードタイムに使われる。 

 

 しかしレーダ信号のアジマススベクトラムが正しくサンプリングされるという条件から

PRF の下限が存在する。良好な条件はパルス間にアジマス方向のアンテナ長の半分までし

か移動しないことである。これについて PRF の下限値が定義される。 

 

) アジマス方向の複数の受信サブ開口 

max とアジマススベクトラ

3

 レンジアンビギュイティをさける PRF

ングのための PRFmin との間の相対立する事象は、アジマス方向に配

アンテナのコンフィギュレーションにより解決できる。この配列はト

ジマス寸法 L にフィットする PRF でアジマススベクトラムの正しい

にする。アジマス方向の受信サブ開口数を M とすると、そのときの

必要な PRF より M 倍少ないものとなる。このことは各パルスについ

なった場所でサンプリングされるから可能である。実効的な位相中心

口の中間となるため、最大のアジマスサンプリング間隔は l/2 となる

 エレベーション方向における複数の受信サブ開口とアジマス方向の

1.1-3 に示されるコンフィギュレーションで示される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
ムの正しいサンプリ

開口の概念は図

(2) 

置される複数の受信

ータルのアンテナア

サンプリングを可能

PRF は開口サイズに

てエコーが M 個の異

は送信開口と受信開

。 

サブ



 

(2)  超広観測幅 SAR 画像の先進の概念 [1-2] 

観測幅と高いアジマス分解能は衛星搭載 SAR システムの

  

 図 1.1-5 で、各サブ開口からの信号は個々に増幅され、ダウンコンバートされ、ディジ

テムに対する有望な例として、固定の広い領域への電波照

1)  HRWS SAR の考え方  

 アンビギュイティのない広い

設計上、相対立する要求が生じてしまう。この相対立する要求を克服するために、受信ア

ンテナがそれぞれの受信チャンネルに接続される多数のサブ開口に分けられるようないく

つかの革新的な技術を示す(図 1.1-5 参照)。ディジタルで記録されたサブ開口の信号は、多

数の独立したビームを同時に形成する。 

図 1.1-5 多チャンネル受信機の図 

タル化される。ディジタル処理は信号受信に対するフレキシブルでアダプティブなビーム

フォーミングを可能にする。 

  マルチチャンネル SAR シス

射と図 1.1-6 の左図に示されたマルチ開口受信アレイとを両立させる HRWSSAR である。

受信アンテナの各放射素子はそれぞれの受信チャンネルに接続される。衛星の進行方向で

あるアジマス方向の複数開口は、合成開口に沿ってデータサンプルを得るのに使われる。

それにより、アジマスアンビギュイティを効率的に抑えることができる。エレベーション

方向の複数開口は、地上のレーダパルスの動きに応じて高指向性の受信ビームをリアルタ

イムに走査することにより、観測幅を小さくすることなくS/N比を改善することができる。 
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 図 1.1-6 左図は直接送受信アレイアンテナを使用する HRWS SAR システム。 

   右図はディジタルフィードアレイとリフレクタアンテナを組み合わせた 

      HRWS SAR システム。 

 

 平面アレイアンテナに代わる興味ある手段として、図 1.1-6 右図に示すディジタルフィ

ードアレイとリフレクタアンテナの組合せが上げられる。L バンド、P バンドで動作する

低い周波数のレーダシステムに関して特に面白いかもしれないこの考え方は、ディジタル

ビームフォーミングの可能性と大きなリフレクタアンテナの高指向性を結びつけたもので

ある。リフレクタは将来のレーダミッションへの応用が期待される。現在、展開アンテナ

は宇宙通信における多くのフライト実績をもつ熟した技術である。また 20m 以上の直径の

軽量化メッシュリフレクタが近い将来、宇宙で配備されるだろう。 

 リフレクタの焦点近くにフィードアレイを配置したパラボラリフレクタアンテナでは、

与えられた方向からの信号(あるいは図 1.1-6の右図に小さな赤い楕円で示された小さいフ

ットプリント)は一つあるいは少数の組合せの動作しているフィードアンテナにのみ対応

する。このビーム方向とフィードアンテナとの対応により、ディジタルビームフォーミン

グレーダの実現の複雑さとコストの低減が期待できる。例えば、地面を移動するのに応じ

て人が高利得ビームのレーダパルスをフォローしたいなら、各フィードアレイに結合させ

るのにリアルタイムのビームステアリングを行う必要はない。それは、各瞬間にノイズレ

ベルの上に一つあるいは少数の組合せのフィード素子が活性化しているので単に連続した

オーダの中で異なったフィードアレイからの信号を読みだすだけで十分である(図 1.1-7の

右図を参照)。しかも、受信のフィード素子が少なくて済むことが、ずっと簡単で消費電力

の損失がない、より費用対効果に優れた DBFSAR の実現を可能にする。また、その SAR

は、各フィード素子とリフレクタでそれに対応する各ビームを形成するため、ビームフォ
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ーミングのためのオンボードのリアルタイムプロセッサを必要としない利点がある。 

 

     図 1.1-7 左図：各フィード素子に対するビーム方向 

ビームフォーミング 

)  具体的な高分解能高観測幅 SAR の検討例 

連続コヒーレントモニタリングを可能にす

ド 

マルチ開口マッピングを考えてみる。図

1.

 

 

          中図：複雑さを抑え最大値をとるディジタル

          右図：スレッショルドを越えた信号の検出 

 

2

 設計のサンプルとして毎週観測を行う地球の

るシステムを考える。要求は観測幅 400km、アジマス分解能 5m とする。そのシステムは

従来の衛星搭載 SAR センサの能力をはるかに越えたものである。入射角の大幅な変化を

さけるために軌道高度 750km と仮定する。 

(a)  マルチチャンネルストリップマップモー

まず、標準のストリップマップモードにおける

1-8 は、軌道高度 750km、連続観測幅 400km の画像が 400Hz のオーダの PRF を要求

することを示すタイミングの図である。最小最大の入射角はそれぞれ 24 度、48 度である。 

図 1.1-8 軌道高度 750km とデューティサイクル 16％に対するタイミング
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 フル分解能の SAR 画像を仮定するとアジマスアンビギュイティを避ける必要なアンテ

さは X バ

図  

移給電素子をもつ 

 

ナ長 lantは 2ν/PRF と近似され、lantは約 35m となる。達成できるアジマス分解能は、そ

れからΔaz≒ lant/(2Naz)と表される。ここで、Nazは独立したアジマスチャンネルの数であ

る。アジマス分解能 5m は少なくとも Naz=4 を要求する。アンビギュイティの増大無しに

分解能を向上することは、直接放射するアレイアンテナでも反射鏡アンテナでも可能であ

る。図 1.1-9 に示すように、前者においては合成開口方向の追加サンプルの獲得、後者に

おいては全体のアジマスバンドを増加する異なったドプラ中心を持つ追加の周波数サブバ

ンドの確保である。送信偏波がパルス毎に切り替わるフルポラリメトリシステムに対して

は、更なる要求が挙げられる。アンテナ長 lant約 70m、受信チャンネル数 Naz=8 個が同じ

観測幅、分解能とするために必要である。この増加を避けるためには、図 1.1-10 に示され

るように２つの連続するサブパルスによりH偏波、V偏波を送信することになる。図 1.1-11

に示されるように実効的なアンテナの高さを要求するエレベーション方向での受信におい

てサブパルスのエコーがディジタルビームフォーミングによって分離される。 

Δτp=(0.16/2)/400Hz=200μs のサブパルスの分離を仮定すると、アンテナの高

ンド、C バンド、L バンドでそれぞれ 1.3m、2.3m、10m となる。 

   右図は複数のアジマス周波数サブバンドの同時獲得のための偏

1.1-9 左図は合成開口に沿った追加サンプル獲得のためのマルチ開口受信アンテナ

   リフレクタアンテナのコンフィギュレーション 

 

 

図 1.1-10 フルポラリメトリック波形のエンコーディング
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     図  

               X バンド：点線  C バンド：実線  L バンド：破線 

る。アンテナ

を 15m と仮定して、最小の PRF は 1kHz のオーダである。400km の観測幅ををカバー

4 バーストが必要である。アジマス分解能

スタティック超広観測

SAR があげられる。空間的に離れたプラットフォームに搭載された異なる送信アンテ

ク SAR である。同時に送受信レーダパルスは可

1.1-11 受信でのディジタルビームフォーミングによるパルス分離

          のために要求されるアンテナの高さ 

 

 

(b)  マルチチャンネルスキャン SAR モード 

 400km 観測幅をマッピングする別の可能性は、スキャン SAR モードであ

長

するためには少なくともタイミングを考えると

はそのときΔaz＞ (Nburst+1)・lant/2=37.5m となる。アジマス分解能Δaz=5m を実現するた

めに複数のアジマスチャンネルを用いる。必要なアジマスチャンネル数の最小値は Naz＞

lant・ (Nburst+1)/(2Δaz)である。このように少なくとも 8 チャンネルが要求される。必要な

PRF の変化とともに変化するターゲットドプラスペクトラによりマルチ開口処理に対し

てさらに問題が発生する。フルポラリメトリモードには、より長いアンテナか、追加のバ

ーストとの組合せで、追加のアジマスチャンネルを必要とする。 

 

(c)  バイスタティック超広観測幅 SAR 

 広観測幅化に対して上記の考え方と大きく異なるものとしてバイ

幅

ナ、受信アンテナを使うバイスタティッ

能であるからタイミングからの制限は避けられる。このことは送信機から受信機への直接

信号の抑圧を要求する。この抑圧は受信でのディジタルビームフォーミングに、そしてほ

とんど一定の送受信の分離から DC コンポーネントを取り除く狭帯域のノッチアジマスフ

ィルタにより行う。衛星直下からの反射であるナディアエコーはまた、つぎの組合せによ
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って抑圧できる。 

  ・適切な送信アンテナパターン設計 

  ・受信でのディジタルビームフォーミング 

  ・連続した PRF 変化 

数変調された連続した波形(FMCW)レーダのようなとぎれない

れない。これは、ダイレクト信号とナディアエコー

両方から、送信機のピーク電力要求を減少させ、受信機における干渉波の振幅を下げる。 

 

 

(d)  DBF SAR システムに対する議論 

   表1.1 する。 

ンサの設計が可能である

とを明らかにした。 

鏡アンテナが平面放射アレイに比べておもしろい

ロ波集積回路と半導体技術が急速な勢いで開発されていることか

  ・パルスからパルスへのレベル 

 

 そのうえ、送信機は周波

イルミネーションを必要とするかもし

の

 

 

 

図 1.1-12 多チャンネルディジタルビームフォーミング受信機を使った

               広観測幅画像に対するバイスタティック SAR 

-1では、それぞれのSAR画像モードに対する必要なアンテナサイズを比較

革新的なモードがかなりコンパクトなアンテナで HRWS SAR セ

こ

 実現の容易さを考えると、展開型反射

代替手段であることが示されて、少ない数の受信チャンネルでも、現在の衛星搭載 SAR

システムを超えてイメージ能力を高めるのに十分である。そのうえ、ディジタルレーダシ

ステムの実現にはマイク

らメリットがある。例えば、ダイレクト A/D 変換器はすでに L バンドで可能であるが、マ
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ルチチャンネル受信機の設計を簡単にする。長期的にみれば、異なった周波数帯に対して

同じディジタル受信チャンネルを使うマルチ周波数 SAR についても考えられるかもしれ

ない。その上、新しい半導体技術は、アダプティブでハイブリッドな画像モードをもつ、

より高度な SAR システムへの道を開くだろう。これらの高度なモードは、利用可能な RF

パワーとダウンリンク容量の両方からの制限を考慮に入れても、分解能、観測幅、連続す

るデータ取得に関する相対立するユーザ要求を解決するのによく適合している。  

 

表 1.1-1 5m のアジマス分解能をもつ 400km の観測幅の画像に対する 

最小のアンテナ寸法 

        ここで示す値は比較のための一次見積り値である。 
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(3) HRWS の新しい SAR コンセプトについての研究 [1-3] 

) システムの考え方 

 HRWS SAR の一般的考え方は、バイスタティックな、言い換えると、分離された送信

アンテナと受信アンテナに基づいている。受信アンテナはエレベーション方向とアジマス

方向に設置された複数の受信サブ開口による構造である。 各々のサブ開口はそれぞれ自身

の受信チャンネルに接続される。ディジタルビームフォーミングは機上信号処理によって

実現される。  

 

(a)  エレベーション方向における受信技術に基づく走査 

  広いエレベーションビームを有する小さい送信アンテナによって、要求通りの広さの観

測幅にビームを照射する。アンテナ長さはストリップマップモードで得られる希望の幾何

学的分解能と一致する。独立した受信アンテナによって生成される高利得ペンシルビーム

はエレベーション内で電子的に走査され、その受信アンテナによって観測幅を横切る地球

表面から反射されるレーダーエコーを得る。 ビーム走査はアンテナのエレベーションパタ

ーンの劣化、グレーティングローブの原因になるので、受信サブ開口部の必要とされる数

N は最終的には与えられた許容できるグレーティングローブレベルに対して、全体のエレ

ベーション走査の角度範囲に依存する。 

 

(b) 多重位相中心技術 

送信パルスの干渉無しに広い観測幅のレーダーエコーを受信するためには、低いパルス繰

り返し周波数(Pulse Repetition Frequency) PRF でのオペレーションが必要である。 さ

らに、低い PRF はレンジアンビギュイティを改善する。 低い (例えばナイキスト基準よ

りもはるかに低い) PRF での短い送信アンテナから得られるような広いドップラスペクト

ルをサンプリングすることは、アジマスアンビギュイティの原因になる。これを避けるた

めに、独立した位相中心をもつマルチ受信チャンネルをアジマス方向に配置することによ

り、結果的には実際の PRF よりもはるかに高い PRF を使った場合と同じ効果がある。 

 

2)  設計検討 

(a)  設計とイメージ性能の例 

 オンボード信号処理によって受信データについてディジタルビームフォーミングを以下

の通り実行する 

  ・エコー時間の位相シフトをエレベーションビーム走査のために適用すること。 

1
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  ・レーダエコーリターンを最大限にするために、時間的に不変であるがチャープ周波

トに適用すること。線形チャープで操作する線形システムに対し

る。 HRWS の設計例として、実際の TerraSAR-X のイメージ要求を参

として取り上げる。 目的は、スポットライト、ストリップマップ、及びスキャン SAR

単一オペレーティングモードに

数依存の位相シフ

て周波数依存の位相シフトは受信信号パスに異なる時間遅延を導入することによっ

て実現できること。 

 

 この信号処理によって、目標地域の各々の分割セルを受信アンテナのピークゲインで照

射することができ

考

の各モードに依存するイメージ性能を統合して、HRWS の

することである。 

 これらのことによって、アンテナ構成及び大きさは次のようになる。 

 

       表 1.1-2 HRWS SAR のアンテナ寸法 

 

図 1.1-13 は雑音等価散乱係数(Noise Equivalent Sigma Zero )NESZ 及び識別された 6

つの観測幅幅を横切るレンジアンビギュイティを示す。分解能は 2m、観測幅は 80km 以

上である。 

 

      図 1.1-13 雑音等価散乱係数 NESZ 及びレンジアンビギュイティ 

16 



 

  

ビット量子化と信号対雑音比(Signal to Noise Ratio)SNR の劣化 

の SAR との主な相違は信号のダイナミックレンジである。上記で与えられた設計

して、アナログーディ

3)  N

 従来

例に対 ジタル(analogーdigital)AD 変換器への入力段階での典型的な

デオ SNR は-10～-15dB のオーダにある。 従って、全体の AD 変換器入力レベルは主

ビット変換器 (サインコーディング)の使用であり、これはリアルタイ

動作をより簡単

実現する。  

o)を AD 変換器における入力側の

SNR(SNRi)の関数として示す。波線で表す曲線は受信アンテナ、1 チャンネル、及び 4 ビ

ット量子化に関する SAR を表している。例えば量子化雑音はほとんど無視できる。実線

で表す曲線は 16 チャンネルと 6 ビット ADC に関する HRWS を示す。これもまた、量子

化雑音は無視してよく、N チャンネルの合計の偏差は N で割られる。従って、SNRo は

SNRi の 12dB (10*log10(16))より上にある。 最後に、点線で表す曲線は 16 チャンネルと

1 ビットの ADC に対する HRWS システムを表す。低い SNRi に対して、6 ビット ADC

と比べて劣化は観測されない。大きい SNRi 値に対して、1 ビット ADC は入力信号に適

用

 

           

 

 

 

 

 

 

ビ

に熱雑音によって決定される。 信号のダイナミックレンジは受信アンテナのフィードネッ

トワークと同様に信号を合成した後に増加する。従って、AD 変換のために必要とされる

ビット数は少なくても済むかもしれない。 

 信号シミュレーションによってシステム全体にわたる SNR の劣化を見積もる。 1 つの

興味あるケースは 1

ムで適用されるために、低い消費電力でディジタルビームフォーミングの

に

 図 1.1-14 に信号を合計した後の出力側の SNR(SNR

されたサイン関数として働き、確率的影響は無視でき、SNRo は漸近線に向かう。 
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                      図 1.1-14 SNR 減少のシミュレーション 

検

によるダウンコンバートである。 利点は例えば最大帯域幅である。フィルタ要求は他の

プローチと比べて緩い。より簡単な評価に対しエレクトロニクスは図 1.1-15 で示される

められる。 それ故、別々のブロックでテストができて、独立に修

できるので、これは開発フェーズでには役立つ。 

)  受信機のエレクトロニックス 

受信機の構成例を図 1.1-15 に示す。 

 

 上記で定義されたHRWS SARに対し、代表的なビデオSNRiは-10dBのオーダである。 

1 ビット変換と 6 ビット変換の SNRo の違いは 1db より小さい。典型的な 0dB の SNRi

に関しては 1 チャンネルのシステムと比べることにより、同様の SNRo が達成できる。 

 

4)  受信機の試作 

 HRWS SAR 概念を検証するために、受信機のエレクトロニクスを試作する。試作機は 8

つの同じチャンネルから成り立っている。 達成可能なシステム帯域幅、フィルタ設計、

ADC 要求に関して研究された。非常に有望な構成は図 1.1-15 で与えられるように I/Q

波

ア

数個のハウジングでまと

正

 

 

(a
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              図 1.1-15 受信機の構成例 

RFフロントエンドは入力リミッタと低雑音増幅器(Low Noise Amplifier)LNAから構成

れている。 リミッタは LNA をある状態でユニットを破壊できそうな高信号レベルから

護するためのものである。破壊は地上試験での送信/受信アンテナ間の信号結合によって

生しうる。リミッタはおよそ最大 8W 出力まで対応できる。それは、25 mm2 の非常に

たったの 1 dB であ

。LNA は HEMT 技術による 2 つの GaAs MMIC を使っている。 これらの MMIC は

路で相互接続されている。 

ド全体で 2.5 dB の全雑音指数、34 dB 以上の利得である。 RF フロン

ットを必要とするならば、高速 6 ビ

ト ADC は実行できる。 

、例えば Spotlight、Scansar、及び Stripmap モ

 

 

さ

保

発

小さい面積で設計されたマイクロストリップ設計であり、挿入損失は

る

EADS で開発され、United Monolithic Semiconductors (UMS)で製造された。このチップ

は 18dB 利得で雑音指数 1.2dB である。チップサイズは 1.8 mm2 である。 リミッタと

LNA チップは SMA コネクタをもつ金属ハウジングの中に装着され、マイクロストリップ

線

 RF フロントエン

トエンドの出力において、RF バンドフィルタが次に続く。RF フイルタの後に I/Q ダウン

コンバータが続く。 結果的に 2 つの IF チャンネルは同じ方法で並行に処理される。 IF

増幅器は Mini-Circuits による既製の部品である。さらなる増幅器が AD 変換器入力で要

求パワーレベルを達成するために必要である。これに関して、受信機の試作機の全体利得

は 97 dB である。 

 1 ビット AD 変換器(Analog to Digital Converter)ADC を研究するこの概念において、

これは単純な比較器である。もしさらに大きな数のビ

ッ

 

5)  結論 

  研究した HRWS SAR の概念によって
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ードを単一同時操作モードのように、完全にアクティブなアンテナのもつ種々のモードの

利点を統合する。多数の送受信モジュールの代わりに、より少ない複数の受信機と DBF

を必要とする。 受信チャンネルは全て同じもので、その総数は受信サブ開口の数によって

決まる。例えば、上記で与えられた設計に対しては 51 の受信チャンネルが必要である。 

  DBF のための原理、方法、及び適切なアルゴリズムについてさらなる研究が必要である。 

さらに、宇宙利用のためには、適切な実時間データの取り扱いと処理のための高速ディジ

タル部品が必要である。これにより、広観測幅でとぎれのないカバレージを持つ非常に魅

力的な高分解能 SAR が実現される。 
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(4)  HRWS SAR に関する先端技術 [1-4] 

1)  概要 

将来衛星 SAR における DBF 技術は重要な機能改善の可能性を有し、運用モードの進展

に結びつく。 

この技術展開における大きなステップは HRWS SAR 概念によって説明される。そして

それは Astrium 社によって特許化されている。 

基本的な考え方は、受信における DBF の利用であり、送受信アンテナを分離し受信ア

ンテナを分散した電子回路と DBF ハードウェアから構成されることが主旨である。 

すばらしい空間分解能が維持されることができると同時に、HRWS SAR の利点は瞬間

に広範囲なエリアをカバーできる。SAR における HRWS 受信システムのブレッドボー

モデルとデモ機を現在 ESA 傘下の Astrium 社で開発中である。ゴールは以下である。 

・重要な技術項目の調査と開発 

・技術ギャップの認識とギャップ埋め 

・可能性の見極め 

・研究成果の予測と HRWS 先端技術の価格 

)  HRWS 受信フロントエンドの考え方 

受信アンテナのレイアウト例を図 1.1-16 に示す。アジマス方向に複数パネルで構成され

いる。 

的

ド

 

2

て

 
図 1.1-16 HRWS 受信アンテナの例 

 

各々のパネルは上下方向にいくつかのタイルから構成され、電源・制御等のハードウェ

アを搭載している。以下に構成要素を示す。 

・いくつかの受信のみの開口アンテナ(組み込まれた LNA による受信サブアレイ群) 

・タイルネットワーク(RF の組合せネットワーク) 
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・信号調整とダウンコンバート用 RF ユニット（受信フロントエンド） 

ログディジタル変換(ADC) 

ードウェアは、全アンテナ高さ及びビームフォーミングチャンネルの必要

数

・アナ

・DBF ユニット 

この DBF ハ

により設計される。 

 

 

   テナの構成例         図 1.1-17 HRWS 受信アン

 
 

 
  

 

         図 1.1-18 HRWS 受信アンテナの試作例 

22 



 

3) 

受信専用開口アンテナに組み込まれる開口部はアンテナ全体で数千ピースに及ぶ。それ

ぞれの受信専用開口アンテナの利得は比較的低いので、LNA の最適設計は、RF 入出力は

非 小

られている。 

SiGe

LNA 

常に さいという事実を利用し、最小限の消費電力となるよう工夫される。 

以下の技術が既に考え

 

・低コストプロセスの確立 

・低消費電力の可能 

・X バンドで期待されるオンチップ雑音指数 2.3dB 以下 

・適切な設計によって確実にされ、確かめられた放射安定性 

GaAs 

・低オンチップ雑音指数 0.7～1.5dB の可能性 

・持ち前の放射線耐性。 

・高生産性。 

GaN 

・工業プロセスは開発中、途中経過は良 

・ノイズ特性は良好と期待 

・リミッタなしで高入力許容 

 

受信専用開口アンテナに適した、SiGe と GaAs における LNA 設計が異なる構成で検討

された。LNA チップを収納する２つのハウジングオプションを図 1.1-1 に示す。左図はハ

ーメチックシールされた 1 チップのシミュレーションモデルである。一方、右図はウィル

キンソン分配器を含み複数チップで集積された LNA のアクティブコンバイナーセットア

ップを示す。このモジュールは、もし供給点が接近（例えばサブアレイ間隔が 2.5cm 以下

とスペース空き）しているならばサブアレイ受信信号を結合するのに利用できる。２つの

カスタム GaAs で設計された LNA は 2008 年 2 月までに UMS で組み立てられた。初期測

定では、入出力特性・LNA ゲインにおいてよい結果が得られた。測定された雑音指数（～

1.8dB）は期待値より良好な値であり、更なる調査項目である。動作点における DC 消費

電力は、期待利得（16-21dB）/雑音指数に依存するが、10～40mW の範囲に選ぶことがで

きた。-40℃～+85℃におけるゲイン変動は±0.8dB である。 
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  開口に接続される LNA ハウジングの例 

 

4) 

一 ユニットに及ぶ膨大な

数のため、個々の体積・質量・消費電力・価格を縮小することが重要である。最適な取り

組み 単純化技術の選択である。4 ビット以

下でのディジタル化を選択するならば大きなデメリットとなる。現状の部品開発の状況か

ら、宇宙で保証された 8 ビット分解能でほどほどな消費電力のハイスピード ADC が利用

可能である。 

 

5)  

ディジタル側で実行される機能は I,Q 復調、チャンネルに依存する時間遅れ処理、時刻

とチャンネル依存位相ファクタの掛け算、データ整理処理、全てのチャンネル信号の同期

合

るパネル） 

・ノイズを考慮した真の SN 比 

ジタル部によって異なるが、結局は最終ディジタ

      図 1.1-19 受信

受信フロントエンドモジュール 

般的に HRWS 受信アンテナに組み込まれるモジュールは 100

は ADC のビット低減及びダウンコンバータの

DBF ユニット 

わせである。そのような処理は時間と空間の領域で不適切なデータを削除して、ダウン

リンク条件を簡易化するよう衛星でオンボード処理される。現在、scan-on-receive 機能の

信号処理アルゴリズムは確立しており、評価ボードでリアルタイム処理の改善が進められ

ている。 

多入力 1 出力構成の混在アナログ/ディジタルマルチチャンネル処理ユニットとして見

直しが必要である。操作において、ユニットはアナログモジュールの固定ゲイン、ADC の

固定負荷にセットされる。このユニットのキーとなる着眼点は以下である。 

・入力信号ダイナミックレンジ 

・ダイナミックレンジを越えたところの最大ゲイン変動 

・リニア位相特性 

・見かけの SN 比 10logN （N 個のタイルから構成され

ノイズ源はユニットのアナログ・ディ
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ル出力の SN 比の劣化につながる。単一チャンネルでは見られないが現在取り組むべきさ

らなるノイズ源は複数チャンネル間の不均一性である。 

 

6)  研究開発状況 

HRWS技術開発は、欧州宇宙機構ESAとドイツ宇宙センターDLRプロジェクト傘下で、

2005 年以降 Astrium 社で進められている。X-と C-バンドにおける基本となる要求や関連

ESA 契約のもとで、受信アンテナのフロントエンドが設計された。現在では、5 つの

ットから構成されたサブアセンブリがブレッドボー

ド

確認、装置設計とテクノロジーオプション 

・受信と送信技術 

路 

 

 

 

 

 

 

模擬装置がブレッドボードによる調査検討から具体化できた。 

RFユニットと 5チャンネルDBFユニ

化されている。ユニットの製作が 2008 年夏に完成する予定で、引き続きブレッドボー

ドの全体組み立て、電波暗室での評価へと進む。この活動は scan-on-recieve 原理の実現

可能性を明らかにし、キーとなる性能の全貌を引き出す。 

DLR のもとで、HRWS のデモ製品（例えば、受信アンテナパネル）が 2011 年までに完

成する予定である。以下に主要研究項目を示す。 

・HRWS 概念

・分波受信電子回

・オンボード DBF アルゴリズム及び DBF ユニット内リアルタイム処理 

 

このシステムとブレッドボードでの調査検討は、全 HRWS 装置の設計フローの理解へと

つながった。これから小さな単位のブレッドボードから高いテクノロジーレベルを備えた

受信サブシステムデモ機の実現が可能となっていく。 
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(5)  複数 SAR における DBF と不均一位相中心置き換えサンプリング [1-5] 

HRWS を実現するために合成開口に沿って追加サンプルを得る複数のレシーバを使う

新的な技術を示す。追加サンプルを得るには、1 衛星で行う古典的な DPC 技術、また個々

きる編隊衛星による技術の二つのシナリオがある。図 1 はシナリオご

と

トの低減は、ドップラス

ペ

革

の受信機を小さくで

に実施例を示す。一つの送信機が広域に電波を照射し、n 個のサブ開口アンテナが照射

域からの散乱波を同時に受信する。理想的な状況下では、アジマスアンビギュイティの増

加なしに１/ｎに PRF を低減できる。アジマスサンプリングレー

クトルのあいまいな部分が互いにキャンセルする個々のレシーバ信号のコヒーレントな

結合により可能となる。そのようなアンビギュイティ低減は、受信 DBF で得られ、合成

されたアンテナパターンのヌルがアンビギュイティ領域に向けられる。 
 

 
 

図 1.1-20：一機体制におけるマルチアパーチャサンプリング（上図） 

衛星編隊構成におけるマルチアパーチャサンプリング（下図） 

実効位相中心を□枠に示す。 

太□は図の送受信機位置における合成開口サンプリングに対応する。 

ドット□は、適切に選択された PRF を想定した前後のサンプリングを示す。 

 

)  シミュレーション結果 

受信アンテナ編隊衛星の場合の、復元アルゴリズムの最初のシミュレーション結果が示

1
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された。ここでは、２分割受信アンテナをもつ TerraSAR-X.におけるシミュレーション結

果を示す。関連したシステムパラメータを、表 1.1-3 に要約する。 

 

表 1.1-3：２分割受信アンテナにおけるパラメータ 

 波長 31mm 

 PRF 3600Hz 

 速度 7600km 

 アンテナ長（Tx） 2.4m（4.8m/2） 

 サブアパーチャ数（Rx） 2 

 サブアパーチャ長（Rx） 2.4m（4.8m/2） 

 スラントレンジ 700m 

 SNR（Inter-Channel） 20ｄB 

 

図 1.1-21 は、不均一位相中心置き換えアルゴリズム(Displaced phase center Algorithm) 

DPCA のサンプリングによる復元結果を示す。2 つの受信チャンネルの違いを説明するた

めに、独立したホワイトノイズをそれぞれのサブアパーチャ信号に加えた。それぞれのチ

ャンネルからの信号は強いアンビギュイティ（左図）があるが、2 つのサブサンプルされ

た SAR 信号のコヒーレント復元は効果的にアンビギュイティ圧縮（右図）が得られてい

ることは明白である。 

 

 

図 1.1-21  不均一 DPCA サンプリングによる復元結果 

 

の航空機 SAR である ESAR システムを使って実際の SAR で

す

    1 サブアパーチャのアジマス応答（左） 

不均一 DPCA 復元後のアジマス応答（右） 

 このアルゴリズムは DLR

でにテストされている。オリジナルサンプリング周波数 fs のこのデータは、10 倍のオ
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ーバーサンプルされた SAR データを得るためにバンド幅 B=fs/10 の理想ローパスフィル

タでフィルタリングされている。2 つの DPCA チャンネルへのアンビギュアスな入力はそ

れぞれのチャンネルに対し、20 回サンプリングされてつくられた。2 チャンネルに隣接し

たサンプルを選ぶことにより最大不均一サンプリングの結果を得ている。 

図 1.1-22 は、1 チャ 果

ュ とが

確である。 

 ンネルの SAR イメージと最大不均一サンプリングによる復元結

の比較を示す。不均一 DPCA による復元はアンビギ イティが良く低減されているこ

明

 

 

 

図 1.1-22 復元結果の比較 

    1 チャンネルのアンビギュアスな画像（左） 

不均一 DPCA サンプリング後の復元画像（右） 

 

2)  結論 

不均一 DPCA サンプリングの場合におけるアジマスアンビギュイティ低減目的の革新

的なアルゴリズムが示された。この復元アルゴリズムは受信における時間偏位ディジタル

ビームフォーミングと考えられる。そしてこれは、個々の受信信号を線形時空処理する。

このアルゴリズムはクウォドアレイや HRWS SAR または TerraSAR-X、Radarsat Ⅱ 

におけるデュアル受信アンテナ手法のような位相中心置き換え（DPC）技術に依存するシ

ステムに適用できる。それによってどんなに厳しい PRF 規制でも避けることができる。

このアルゴリズム ュイティ低減に

もまた有用である。 

 これらのデータ処理は、クロストラックインタフェロメトリとディジタルビームフォー

ングの組み合わせに関連している。 

は複数の受信衛星に分配された SAR におけるアンビギ

ミ
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(6)  指向性アレイ素子を用いたディジタルビーム走査の最適化 [1-6] 

  DBF のためのアレイアンテナはしばしば、指向性をもつアレイ素子で構成される。これ

らの素子は小型アンテナで構成されるか、素子アンテナを合成して実現される。どんな場

合でも、指向性アンテナはビーム幅を決定する開口径が必要であり、またそれらの位相中

問題の解決策が示される。このディジタル処理の効果は、基本的なサブア

イ構成に対して敏感である。ここでは、SAR への応用で典型的な平面アンテナの場合に

ついて述べる。 

 高利得のアレイアンテナを実現するためには、適切な大きさの開口を用いなければなら

い。これは、小アレイ素子で開口を埋めることまたはより大きな指向性素子によって実現

できる。DBFは、概念的にある大きさのサブアレイ列をアナログ的に合成された出力を用

いることと考えられている。このハードウェア構成は一度固定されるとそのままであり、

異なったディジタル処理のタスクに対して最適であるとは限らない。多様なモードに適応

できるようサブアレイを構成するような場合がある。これは、適当な特性を持った新しい

サブアレイ構成をマトリックスで与え、後処理をすることである程度実現可能である。デ

ィジタル処理で新しいサブアレイを構築する平面アレイでサブアレイ出力をディジタルビ

ーム走査することによりグレーティングローブを低減することが可能であることが示され

た。ここでは目標とするアンテナパターンを最小二乗近似で求めたサブアレイ出力におけ

付けに適用できる新しい方法が提案されている。 

 

心は半波長以上分離されている。ビームをディジタル的に走査すると、これらによりグレ

ーティング効果を生じる。ここでは、DBF の理論的検討結果と別の最適問題で生じるこの

グレーティング

レ

る最適重み

DBFによる効果的なサイドローブの低減はサブアレイをオーバーラップさせることでの

み可能である。部分的にオーバーラップさせたサブアレイは全２重サブアレイの構成より

効率的である。ここで述べられた技術は平面アレイに対してさらに効果的である。 
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(7)  DBF SAR に対する 1 ビットディジタル変換に関する研究 [1-7] 

信号対雑音比(Signal to Noise Ratio) SNR の低いレーダ信号をほぼ損失なしにディジタ

ル化する場合の最小量子化ビット数を如何に設定すべきか検討されている。マルチチャン

ネルのディジタル化を基本コンセプトにしている DBF SAR の受信系の設計に重要である。

高い SNR より低い SNR のレーダ信号のディジタル化には、ディジタル雑音は高い SNR

の方が許容される故に小さいビット数で良いと思われる。実効的な観点からは 1 ビットの

ディジタルビット数が特に望ましい。ディジタル雑音をモデル化する際に共通な前提条件

はビット数の大きい場合には正しいが、この前提条件は小さいビット数では必ずしもそう

ではない場合がある。だから、このような場合には、ディジタル化の後の SNR を正しく

は、より低い分解能を持つ

統計的な電気信号に対する古典的な取り扱いは、以下の前提条件を置いている。 

  ・飽和ノイズは無視している。 

  ・量子化雑音は、一様分布とし、信号と雑音は無相関である。 

  ・量子化ビット数 B は B>1.  

これらの全ての前提条件はビット数 B が１より遥かに大きい時には真実味を増す。これ

らの仮定の下では、雑音の無い信号（

決定するためには特別な計測基準を必要とする。1 ビットのディジタル化では常に 2dB の

SNR の損失となるとなり、最低３ビットは必要である。この最小ビット数は信号のダイナ

ミックレンジに応じ更に増える。N チャンネルの受信アンテナと特定のダイナミックレン

ジに最適なビット数についての概略推定可能な工学式が示されている。 

DBF-SAR の受信アンテナはタイルと呼ぶ沢山のサブアパーチャ（受信開口面）に分割

され、受信信号は、従来のアナログネットワークのような合算することはせずに、個々の

タイル毎にダウンコーバータし、ディジタル化され、ディジタル処理を行うものである。

このコンセプトは装置の性能を改善することになるが、十分な技術的検討が必要である。

一つのタイルの利得は全体のアンテナと比べ遥かに小さいので、受信されるレーダ信号は

大変低い SNR となる。在来 SAR には 8-10 ビット ADC を使っているが、この信号の高

い雑音レベルからさらに損失の無いディジタル化を行うために

ADC が必要となる。これより１ビットディジタル化が提案されてきた。１ビットのディジ

タル化とは、ADC を単純な比較器に代替することであり、DC 消費電力の軽減化や多数の

タイルを有するアンテナのコストの低減化にもなる。 

∞=iSNR ）を量子化した後の は、次式のと

おりである。 
0SNR

dBBSNR 25.160 −≈      

小さな B に適応すると、例えば、B=2 の
                  

場合には、信号電力よりの量子化雑音電力は約

(3) 
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10dB 低下する。 dBSNRi 10−= の低いレーダ信号の場合には、量子化雑音は、熱雑音よ

り

計算することが

で

いて、広域に亘って潜在的に起こ

る大きなダイナミックレンジを確保するためには追加のビットが必要となる。所望のダイ

しに量子化するために必要な N チャンネルシステ

、実効的には７ビッ

ADC の採用を検討することにしている。 

 

 

20dB 低くなることを意味する。実効的には２ビットの量子化では損失が無いことが直

感的に理解できる。 

しかしながら、この直感的な結論は、ビット数が１より遥かに大きい場合に成立する。

Astrium の研究開発活動や ESA、DLR の研究の中で、低量子化ビットについて研究を行

なってきた。 

将来の DBF SAR 及び HRWS SAR の受信系においては、早い段階における量子化の活

用がなされるものと思われる。これにより、単一チャンネルアンテナから多チャンネルア

ンテナ化への動きとなり、潜在的に、受信系の多チャンネル化やこれに伴い信号の低 SNR

の量子化が必要となる。 

通常の“合成”方法は、直接、量子化誤差をモデル化するアプローチを取り、B>>1 の

仮定の基に量子化ビット数の大きなものに対し有効である。しかしながら、現時点では、

“解析”誤差法は、①現実的に誤差のある信号を如何なる近似を行わずに

きる、②量子化雑音は、誤差の無い参照信号の知識を基にこの信号を抽出する。ただし、

この方法は、スケーリング若しくは利得の導入をしない限り機能はしない。誤差解析法に

より正確に出力 SNR を計算できる。 

 この解析法を入力 SNR を大きく変えて、N チャンネルシステムについて適用した。そ

の結果、レーダ受信信号のダイナミックレンジを同一にするためには、N=1 より、N>1

以上では低量子化ビットは利用できる。しかしながら、１ビットおよび２ビット量子化で

は、少なくとも２及び 0.5 dB のオーダの SNR 損失となってしまう。少なくとも３ビット

は低 SNR 信号を量子化する場合には必要であり、４ビットでは損失は無視できる。 

 しかしながら、３ビットは個々のチャンネルの入力 SNR が０dB 以下の場合にのみ十分

に有効である。アナログフロントエンドの利得設定を用

ナミックレンジを備えた信号を損失な

ムの最小ビット数を割り出す工学式を検討した。HRWS 例の場合には

トが必要であることから、８ビット
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(8)  scan-on-recei 衛星搭載用 Ka バンド SAR  [1-8] 

本論文は、高分解能 Ka バンド SAR の実現性に関する調査結果である。 

 Ka バンド SAR は地球観測用として衛星搭載実績はないが、航空機搭載

ve 技術に基づく

SAR として非

常

まれるので、設計上考慮する必要がある。 

 

S 1/2、Envisat ASAR、Sentinel 1 が開発された。ドイツの

Te

る。 

る。 

 

)  性能要求 

Ka バンド SAR のフィージビリティスタディのために、SAR の典型的な要求条件を設

する。高分解能は必須ではないが、Ka バンドの周波数帯域幅 500MHz と波長が短いこ

とから高分解能化が期待される。 

に良い性能にて運用されている高周波数を使用することにより、scan-on-receive 技術の

採用により、高アンテナ利得と電力効率の良い SAR となる。しかし、Ka バンドでは高い

大気損失が見込

1978 年、NASA の SEASAT SAR の軌道運用が開始されて以来、SAR は地球観測にと

り不可欠なセンサとなっている。ＬバンドからXバンドまで利用されている。Ｓバンドは、

旧ソ連にて地球観測用として使われた。ヨーロッパでは ESA の管理下において、C バン

ドを集中して開発し、ER

rraSAR-X、イタリアの CosmoSkymed は、何れも X バンド SAR であり、2007 年以来

軌道上運用され、高分解能画像を提供している。カナダは、C バンド SAR である

RADARSAT シリーズ の開発を、日本はＬバンド SAR/PALSAR をそれぞれ開発し、2006

年から運用を開始している。 

ヨーロッパでは新しい周波数帯として、バイオマス観測用として P バンドを、Core-H20

用として Ku バンドが現在検討されてい

宇宙用 Ka バンド SAR は現時点では利用されていないが、様々な航空機搭載デモ機によ

り Ka バンド SAR の画像が再生され、その実力は証明されている。宇宙からの地球観測目

的のために、Ka バンドは、現在、高度計として、ロードマップ上に位置付けられている。

高利得アンテナにより、小型衛星プラットホーム搭載用としてふさわしい低電力装置とな

る。 

ここでは Ka バンド SAR の実現性に係る調査検討を実施したものであり、想定した要求

条件を基に概念設計を実施した。 

SNR にインパクトを及ぼす雨の影響を検討することは、最初のアプローチであり、

scan-on-receive 技術により如何に雨の影響を除けるか、また、機器の効率改善を如何に果

たすか検討することである。潜在的アプリケーションとしては、高分解能画像の生成、乾

燥した雪、氷、水の管理、及びシングルパスによるインタフェロメトリなどであ

1

定
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雑音等価散乱係数(Noise Equivalent Sigma Zero)NESZ は、Ka バンド SAR の設計上、

重 AR の NESZ

高い。レーダ波伝搬経路片道

要である。C バンド SAR（Sentenial1）の NESZ は、-22dB、X バンド S

は、-19dB である。およそ C バンドの 3.7 倍、X バンドの 6.6 倍の周波数バンドにある Ka

バンド の NESZ は-13.5dB と予想されるが、地表面の反射係数が大きくなることから、

設計条件として、-15dB と設定している。 

Ka バンドの大気の損失は他の SAR の周波数帯域と比較し

当たり 2dB の損失とする。この値は、90%以上の回線稼働率である通信業界から得ている

値である。 

         表 1.1-4  Ka バンド SAR の性能要求  

 

 

2)

フロントエンド損失：2.35dB、1 方向 

、観測幅 25km として、0.25m である。 

そ

表 1.1-5 アンテナ長と送信電力の設計例 

  SAR の概要 

SAR の性能評価を行うために、以下の項目を前提とする。 

・LNA 雑音指数：4dB 

・クライストロン：< 2kW、運用デューテイサイクル 15% 

・

・アンテナ長：3.5m 

実効アンテナ長は、入射角 35 度

の結果、運用デューテイサイクル 15%で 5.6kW となり高くなってしまう。このような

芳しくない状況を解決するために、scan-on-receive 技術を適用する。ただし、要求される

観測幅に必要されるアンテナ長より大きくなる。表 1.1-5 に設計例を示す。 

 

 

33 



 

 

前提とする。 

。SAR 性能は、同じアン

テナ開口面を有する類似の X バンドシステムと同等の消費電力となる。 

Ka バンド帯においては、高効率な半導体が入手困難であること、マイクロストリップ

回路の損失が大きいことから、フェーズドアレイ型は魅力的ではない。 

今日、固体電力増幅器(Solid State Power Amplifier) SSPA チップの性能は 13.7%の効

率で 3.6 ワットである。パルス用クライストロンの効率はおよそ 32%に達している。した

がって、クライストロンか TWTA を活用すれば、リフレクタ型のアンテナシステムは良い

選択肢となる。 

表 1.1-5 から、scan-on-receive 技術を採用することにより機器の消費電力が大幅に改善

され、強力な技術であることが理解できる。 

scan-on-receive 技術の採用により軌道上にてより複雑な計算処理が必要となる。しかし

ながら、計算処理はアナログで可能なことから、ディジタルビームにより安定性と柔軟性

を持つことが出来る。 

電子機器の消費電力はより高い送信出力が要求されると思われる電力より遥かに小さく

て済む。更にトレードオフを進めるために、送信開口面（0.25m）の３倍の受信開口面

（0.75m）を

これは、最低３チャンネルのビームフォーミングが可能である

 

            図 1.1-23  送受アンテナの配置 

 

スキャンアジリテイが要求される場合には、アクティブフェーズドアレイは魅力的であ

。ただし、マルチ給電リフレクタアンテナは、十分なスキャンアジリテイと単純さから、

魅力的な選択肢である

図 1.1-23 では、送・受の各アンテナを分離して衛星に配置した最初の試みである。 

２つのアンテナのアライメントを如何に取るかが課題で、更に検討を要する。潜在的な解

決策として、送受共用アンテナを使用することがまだ残されている。 

 

る

。 
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(9)  氷河、氷床のマッピングのための Ka バンド DBF SAR の概念と技術開発 [1-9] 

 土地-氷表面の地形的マッピングのための斬新なKaバンドDBF SARを解説する。標準的

な

い垂直的正確性、雲に無関係の状態で、地形マップを連続して取

得

 

 

 

 

 

                          SAR アンテナ 

                           

             図 1.1-24 Ka バンド DBF SAR の概念 

 

  この SAR は、氷河と氷床の表面の地形を、高い空間的分解能、高精度の高さ情報を雲

のである。そのシステムは

「Glacier and Land Ice Surface Topograp ometer」（GLISTIN）とよばれ、    

図

発プログラムのもとで、GLISTIN プログラムはミッション設

計を評価していて、提案された衛星搭載センサの重要な技術的ハードルの解決策を提示し

科学範囲要求と結びついたシステム基本概念に基づいて、およそ 600km の軌道が選択

ストリップマップシステムと対比して、DBFの使用により観測幅を犠牲にすることなく、

送信電力の節減を達成できる。単一パス、単一プラットホームのSAR干渉計のコンセプト

は高い空間的分解能、高

でき、それを更新し配布できる。 

 

 

               

 

 

 

 

の影響を受けず 70km の観測幅 でもって、マッピングするも

hy Interfer

1.1-24 に示すが、単一パス、単一プラットホームの 8mm 波長の干渉計合成開口レーダ

（InSAR）である。 

 NASA の地球科学技術開

ている。最も顕著な挑戦は、4m×1m の大きな Ka バンド DBF アンテナアレイ、校正方

法、及びデータ処理である。 
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され、地上観測幅 70km（18.6-25.2 度の範囲の入射角度）となる。GLISTIN のシステム

受信アンテナは、広い観測幅を確保するために、DBFを使って16個の0.063m ×4mのサ

開口アンテナをエレベーション方向に並べた1m×4mのアンテナとしている。これにより、

。 

となるアンテナ技術の決定であった。質量、給電系損失、

求に合致するもの

して、導波管型スロットアレイアンテナが最も良い候補として選択された。GLISTIN

レイへのマイクロ波の給電は背面の電力分配器により分割され、コ

パラメータを表１.1-6 に示す。 

        表 1.1-6  GLISTIN のレーダシステムパラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブ

16のサブ観測幅を同時に同期させてトータル70kmの観測幅を確保している

 研究の最初のステップは必要

大きさが重要で、また、DBF にも適合しなければならない。これらの要

と

の 1 m × 4 m アンテナ開口 は４つの 1 m × 1 m 導波管型スロットアレイパネルに分

割される。各パネルは 160 スロット×160 スロットからなる。しかし、現在の技術では

一段階で 1 m × 1 m 導波管型スロットアレイパネルを製作できない。したがって、各パ

ネルは外部サポートフレームに取り付けられ、数個のより小さいサブアレイから構成せざ

るをえない。各サブア

ネクタにより接続される。 
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         図 1.1-25 DBF アンテナ裏面の電力分配器等の配置状況 

          縦方向の受信サブアレイが左端から 16 個配置 

          右端は送信アンテナ 
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(10)  DBF のための地上設置 SAR デモシステム [1-10] 

DBF を組み込んだ SAR の地上検証の研究例があったので、以下に示す。 

アンビギュイティを抑圧して高アジマス分解能・広観測幅の両立を実現 

DBF SAR のコンセプトは研究の段階で現状は実験による評価がないため、SAR デモシ

テムによりハードウェアの性能を勘案した DBF 処理を地上で実施。  

DBF アルゴリズム評価、ハードウェアの影響調査、DBF SAR でのクロストラック干渉

評価に使用。 

 

          図 1.1-26 DBF SAR の試験概念 

        図 1.1-27 DBF SAR デモ機のブロック図 

 

 

・

・

ス

・

計
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1.2 地上用レーダへの応用  

 DBF 技術の地上用レーダへの実用例があったので、以下に示す。 

(1)  DBF 海洋レーダ [1-11] 

て 1/4 程度で

               図 1.2-1 DBF 海洋レーダの広域流動観測例 

                    左図はアンテナ配置と送受信アンテナビーム 

                    右図はレーダの構成の概要 

  沿岸流動観測 DBF 技術を採用することにより、従来の海洋レーダに比べ

ある 15 分間隔の短時間観測が可能。また、流速計等による従来型の海上観測手法では不

可能であった広域流動分布の長期連続観測が可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      図 1.2-2 DBF 技術の使用状況 
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1.3 通信システムへの応用  [1-12] 

示す。 

いた電波到来方向推定の例 

アンテナ素子を回転させることによる擬似的なアンテナ素子数増加  

            図 1.3-1 DBF アレーアンテナによる不要干渉波の除去 

                 図 1.3-2 DBF アレーアンテナシステム構成 

変換器 

 DBF 技術の通信システムへの研究例、実用例があったので、以下に

(1)  DBF アレーアンテナを用

・DBF アンテナの試作・改良、電波暗室内での MUSIC 法による到来方向推定実験 

・アダプティブアレーとして動作させることを視野に入れたシステム 

・受信周波数は 2.66～2.67GHz 

・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              D/C：ダウンコンバータ  A/D：A/D
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(2)  通信分野の実用化の例 (MIMO)  [1-13] 

DBF 技術を使用し、送受信に

間で

は既に商品化され、市販されている。MIMOの運用を図

 

                         図 1.3-3 MIMO の運用  

従来の無線 LAN 技術では、遮蔽物(障害物)により、反射した電波はノイズとして通信

阻害する要因となっていた。MIMO 技術では、乱反射した複数の電波もデータの合成

理をして復号し、活用することが可能となり、屋内等の壁や障害物により電波が届きに

かった場所でも通信状況を改善する。 

複数のアンテナによる同時送受信、遮蔽物により乱反射した電波の有効活用化によって

り高速・安定した通信を実現した。           

  通信分野の実用例として MIMO がある。 

 MIMO は、Multiple Input Multiple Output の略称で、

複数のアンテナを用いることにより、チャンネルを複数使用すること無しに、無線区

の伝送容量を増大させるものである。 

 MIMOを使った屋内無線LAN

1.3-3 に示す。 

 

 

 

・

を

処

く

・

よ
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(3)  通信分野の実用化の例 (DEURAS)  [1-14] 

利用環境を乱す不法無線局などを探知する

来方向などを計測したり、モニタしたりするため

 センサ局は管内各地に設置されており、総合通信局に置かれているセンタ局からの操作

でいろいろな電波を受信し、その情報がセンタ局に集められる。センタ局では、これらの

情報から電波発射源の位置などを特定している。また、ビルの屋上や鉄塔に設置されてい

るセンサ局の他に、車両に搭載された移動するセンサ局(不法無線局探索車)が配備されて

おり、機動性のある不法無線局の探索を行っている。図 1.3-4 に DEURAS システムの構

成図を示す。図 1.3-5 に DEURAS アンテナを示す。受信する周波数帯ごとに複数のアン

テナを使用している。 

 

 総務省では、電波利用環境を守るため、電波

施設「DEURAS(デューラス)システム」を整備している。このシステムに DBF 技術が使

われている。 

 DEURAS は電波を受信して強さや到

の受信設備を備えたセンサ局とこれらのセンサ局を遠隔操作するセンタ局によって構成さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3-4 DEURAS システムの構成図       図 1.3-5 DEURAS アンテナ 
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第２章 DBF 技術による衛星搭載 SAR の高機能化、高性能化検討 

2.1 高機能化、高性能化検討の考え方 

DBF技術を用いた高機能化、高性能化の検討に向けた考え方の整理を図 2.1-1に示す。

具体的に期待される高性能化・高機能化については 2.2 項に示す。 

また、L 帯および Ku 帯の具体的なシステム構想例による高機能化、高性能化検討結果に

ついては、3.3～3.5 項に示す。 

 

従来のSAR衛星 高機能・高性能SAR衛星

技術課題の抽出

DBF技術の適用

2.2項

2.3項

期待されるDBFによる

高機能化、高性能化

DBFによる課題

3.3項

DBF技術を使った衛星搭載
SARの構想と開発課題
-L帯平面アンテナ検討
-Ku帯平面アンテナ検討
-Ku帯開口面アンテナ検討

3.4項
3.5項

 
図 2.1-1 高性能化、高機能化検討の考え方 
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2.2 期待される DBF による高機能化、高性能化 

2.2.1 概要 

DBF 機能を整理し、DBF と SAR を組み合わせた場合の高機能化、高性能化について

検討する。 

 

2.2.2 ビームフォーミング技術の分類 

ビームフォーミングは 3 つのクラスに大別できる。図 2.2-1 に分類の概要を示す。 

 

 

図 2.2-1 ビームフォーミングの分類 [2-1] 
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(1) RF Beam-switching：サブアレイのスイッチング（図 2.2-2 参照） 

サブアレイごと切り替える方式で、ビーム方向分のサブアレイが必要。 

 

 
図 2.2-2 RF Beam-switching 概念図 [2-1] 
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(2) RF Beam-Forming：Analog-beam Forming(ABF) （図 2.2 -3 参照） 

振幅および位相で制御。 

(1)及び(2)とも、ハードウェア要求（リソース、機能等）が高いことが欠点である。 

 

 

図 2.2-3 Analog Beam Forming 概念図 [2-1] 
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(3) Digital Beam-Forming（DBF）（図 2.2-4 参照） 

ビームフォーミングをデジタル処理で行う。アナログ技術はアンプとフィルタで用いら

れる。ビームフォーミングは AD 変換の後で行われる。DBF の主な利点は、ハードウェ

アの増加なしに、複数のチャンネルあるいは複数のビームを実現できること。スイッチン

グ BF は 1 チャンネルのビームしか作れないが、ABF、DBF はパラレルチャンネルで任

意の数のビームをつくることができる。このため、複数ターゲットのトラッキングが可能。

更に DBF は、ABF とは異なりデジタルでビームを形成するため、オンボードにて柔軟

な観測運用が可能。 

 

 

図 2.2-4 Digital Beam-Forming 概念図 [2-1] 
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2.2.3 DBF SAR の概念 

DBF SAR 技術における基本的な考え方を図 2.2-5 に示す。DBF SAR システムでは、

送信系と受信系が電気的(もしくは機械的にも)独立であり、別々のビーム形成が可能であ

る(バイスタティック観測と等価)。 

受信系は front-end を介して、個々のチャンネルで AD 変換された後に、デジタル信号

を用いてビーム形成が行われる。 

従来のアナログビームフォーミング(フェーズドアレーアンテナ)と異なり、このビーム

形成によって高い自由度と高性能(広域・高分解能等)の観測が可能になる。 

 

 
図 2.2-5 DBF SAR のコンセプト [2-2] 
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2.2.4 DBF SAR の観測方式について 

DBF SAR の観測方式は 1980 年代から検討されており、その方式について図 2.2-6 に

示すとおり、各種方式が提案されている。 

 

 
図 2.2-6 DBF SAR の観測モード [2-3] 

これらのコンセプトについて概略を以下に示す。 

(1) “Multi-Beam”方式[2-4]：進行方向に対して斜め方向にアンテナを配置し、通常の

ストリップマップ方式よりもエレベーション方向に広い観測幅を達成。受信は DBF

によって各スポットでデータ取得するため、ScanSAR のように分解能を損なわずに

広域高分解能が可能。ただし、分解能はスクイント角に依存する。 

(2) “DPCA”方式[2-5]：進行方向にはスクイントは行わず、進行方向にてビームフォー

ミングを形成する。アジマス分解能はデジタル信号処理で決まるため、

“Muilti-Beam”方式のようにスクイント角に依存しない。さらに、PRF を下げる

ことにより、結果としてある程度の広域のエレベーション観測幅も得ることが可能で

ある。 

(3) “Quad-Array”方[2-6]式：アジマス方向は DPCA 方式同様で 2ch 受信系とし、エ

レベーション方向にさらに 2 分割する。これにより、エレベーション方向へのビー

ム自由度を確保する方式。また、ビームのヌルの方向を制御することによって、アン

ビギュイティを抑圧することが可能。 

(4) “HRWS”方式[2-3]：アジマス方向は DPCA 方式同様で、エレベーション方向は、

エレベーション方向に異なる送信タイミングのビームを複数放射し、それぞれにパル

スコードをつけ、同時受信することで、アジマス・エレベーション共に広域・高分解

能が可能。 

49



2.2.5 Multiple-Azimuth Beam SAR 

SAR に関する DBF 導入で最も効果があると思われる分解能改善と観測幅拡大が可能

な、Multiple-Azimuth Beam SAR について以下検討を行う。 

高分解能なシステムでは PRF を上げる必要があるため、広いスワス幅の実現が難しい。

そこで、ターゲットの反射波がもつドップラー帯域に対して適切なサンプリングである

ことを保証しつつ、PRF を効果的に下げるため、アジマス方向にマルチビームを用い

るシステムが考案されている。概念を図-2.2-8 に示す。 

 

DPC (Displaced phase centres) multibeam 法 

単一の送信ビームを照射し、位相中心の異なる複数の受信ビームを受信し合成する方法

（概念図：図-2.2-7） 

 

 

 
図-2.2-7 DPC マルチビーム SAR 概念図 [2-5] 
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Tx
Rx1Rx2 Rx3 

Tx
Rx1Rx2 Rx3 

サンプリング位置→

Ｎパルス目の位置

(N+１)パルス目の位置Tx
Rx1Rx2 Rx3 

Tx
Rx1Rx2 Rx3 

VD

X

DPC(displaced phase center)方式

従来方式

Tx
Rx
Tx
Rx

Tx
Rx
Tx
Rx

Nパルス目の位置

(N+１)パルス目の位置

サンプリング位置→

V
D

移動距離D/2にて次のパルスを送受信することにより、サンプリング間隔を
D/(2N)とする．これにより、等間隔サンプリングの従来の画像再生手法で
データ取得が可能である。しかしPRF条件が厳しく、観測制約が大きい。

D：アンテナ開口の長さ
N：アンテナ分割数
X：受信アンテナ開口の長さ

移動距離=D/2

の場合

移動距離≠D/2

の場合
Tx

Rx1Rx2 Rx3 
Tx

Rx1Rx2 Rx3 

サンプリング位置→

Ｎパルス目の位置

(N+１)パルス目の位置Tx
Rx1Rx2 Rx3 

Tx
Rx1Rx2 Rx3 

V

X

移動距離がD/2でない場合，サンプリングは不等間隔になってしまう。この
場合、不等間隔にて画像生成が可能なSAR再生アルゴリズムが必要。
PRF条件は緩和される。

 

D/2
移動距離

≠D/2
移動距離

図-2.2-8 アジマスマルチビーム SAR の概念 
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2.2.6 SAR のスワス幅に制約を与える事項 

SAR スワス幅に関する制約事項をまとめる。 

(1) エレベーション方向のビーム幅による制約 

電波が照射できない範囲は観測できない。 

(2) サンプリングによる制約 

アジマス方向で高分解能化を実現するためには、ドップラー帯域幅を広げる必要がある。

サンプリング定理を満たすためには、このドップラー帯域幅よりも高いレートでサンプル

しなければいけない。また、アジマスサイドローブのエイリアシング(アジマスアンビ

ギュィティ)を抑圧するため、高い PRF が要求される。一方で、レンジアンビギュィティ

を抑圧するためには、PRF を抑える必要がある。 

モノスタティック（シングルビーム）観測の場合、パルス照射時は反射波を受信すること

ができない。このため、blind range が生じる。 

また、衛星直下からの強い反射により起きる受信の飽和により、blind range が生じる。 

このナディア方向からの強い反射に関しては、同方向にアンテナパターンの Null を向け

ることで緩和できる。または、ナディア方向からの反射が、パルス照射時に戻るように

PRF を調節することで大幅に緩和できる。このナディア方向の反射を避ける PRF 

(nadir-avoiding PRF)は次式で与えられる。 （図 2.2-9 参照） 

 

   
H

kcPRFk 2
=  

     H：プラットフォーム高度 

     c：光速 

     k：整数値(PRF のランクと呼ばれる) 
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図 2.2-9 Nadir-avoiding PRF 設定時のスワス間隔(図中 a、 b、 c)の例 

(実線は blind range 間隔を、点線がナディア方向の反射の影響を受ける領域を表す) [2-5]    
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(3) ビーム形成の要求による制約 

アンビギュイティレベルやメインローブ幅を考慮してアンテナパターンが決められ、こ

れに伴いアジマス方向で必要なサンプリングレートが制約を受ける。 

また、アンテナの長さが与えられると、回折限界により最小ビーム幅が決まり、最小の

PRF が決まる。 

(4) データレートによる制約 

衛星から地上局への通信データレートの限界が、高分解能で広いスワス幅を実現する上

での大きな制約となっている。 
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2.2.7 アンテナビームを用いたスワス幅の拡張手法（エレベーションビーム幅の制約の

改善） 

シングルビームを用いる限りは、相互に ambiguous なスワスを同時に観測することが

できない。そこで、各スワス間隔に対して異なるエレベーションビームを用いる。

（Multiple elevation beam SAR） 

図 2.3-10 にマルチビームによるエレベーション方向の観測幅拡大の概念図を示す。各

スワスは、送信ビームのメインローブで同時に照射されるためアンビギュイティの抑圧を

受信ビームで行う必要がある(サブビームの照射領域を PRF で決まる各スワス：図 2.2-9

の a、b、c に相当、に一致させて)。 

パルス送信時にパルス毎にコードを変えれば、各スワス対するビームに 1 コードが割

り当てられ、これを解決することができる。 

 

 

 
図 2.2-10 エレベーション方向のマルチビーム SAR の概念図 [2-5] 
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2.2.8 HRWS 技術について 

ファーレンジ側からニアレンジ側へビームをステアリングすることで、各サブスワスか

らの反射を同時に受信できる（図 2.2-11 参照）。 

さらに、時空的に不可分(spatiotemporally non-separable)な波形を生成する送信機を

使用することで、以下の利点を有すことが可能である（図 2.2-12 参照）。 

利点 

・ 分割的にビームを照射して、広範囲なフットプリントを実現できる 

・ アンビギュイティを抑圧できる 

 

 

 
図 2.2-11 エレベーション方向のビーム走査方法（パルス間） [2-3] 
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図 2.2-12 サブアパーチャで分離した波形生成器を使用する送信機の例 [2-3] 
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2.2.9 マルチビーム SAR の再生アルゴリズムについて 

マルチビーム観測を行った場合、再生時にそれに即した処理を適用する必要がある。文

献[2-7]では以下の 4 種類の処理方法が提案されている。 

(1) Displaced Phase Center Antenna 

異なる Rx で得られた信号を処理なしで交互配置する。不等間隔なサンプルでも等間隔

のサンプルとして扱う。 

(2) Phase Correction 

SAR 信号の性質を考慮した位相補償を行うことで、モノスタティックで得た等間隔な

サンプルと等価な信号を得る。 

(3) Reconstruction Algorithm 

エイリアスしたアジマススペクトルからエイリアスのないスペクトルを復元する方法。 

(4) Null-Steering 

アジマスアンビギュイティが生じるドップラ周波数に対して Null がくるようにアジマ

スチャンネルの重みを適応的に調整する。 

 

次項では、アジマスマルチビームの中核的な処理である”Reconstruction Algorithm”に

ついて述べる。 
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2.2.10 Reconstruction algorithm 

マルチビーム処理として重要な処理である Reconstruction Algorithm の考え方を図

2.2-13 に示す。 

DPC (displaced phase center)手法は、等間隔でない合成開口のデータから、アンビギュ

イティがない SAR 信号を復元するためのアルゴリズム(reconstruction filter)が提案され

ている。 

図 2.2-13 に処理のダイアグラムを示す。また、フィルタ処理後の画像例を図 2.2-14 に

示す。 

 

 

  
 

 

 

 

開口分割(3 チャンネル) 

受信信号のモデル 
図 2.2-13 Reconstru
reconstruction filter

の構成 
 
ction Filter のブロックダイアグラム [2-8] 
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図 2.2-14 Reconstruction Filter を SAR 画像に適用した例 

左：サブアパーチャで得たアンビギュイティのある画像/ 

右：reconstruction フィルタで復元した画像 [2-8] 
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2.3 DBF における課題 

DBF によるメリットは、2.2 項にて議論したとおり以下のとおりとなる。 

(1) DBF のメリット 

・ システムの大半をディジタル H/W で構成可能 

・ 観測系を S/W で再設定可能 

・ RF チェーンの省略できた場合、ハイパワーの RF が不要となるため、高効率・低

消費電力での動作が可能となる可能性がある（ディジタル系の負荷増加のデメリット

あり） 

・ アジマス分解能とアジマス観測幅が独立に設定できる 

ディジタルにて校正が可能 

これに対して、DBF 導入における課題は一般に次のとおりである。 

(2) DBF の課題 

・ データレートが膨大になる 

・ 高い信号処理能力が必要 

・ ディジタル段負荷により消費電力等リソースが増加する 

 

2.3.1 データレート増大に対する対策 

マルチビーム化により、受信系及び A/D 変換後のデータチャネルが増加する。そのま

ま地上に伝送する場合、データレートの増加となる。 

地上への伝送レートは、現時点では 240Mbps 程度が最大（DRTS を用いた伝送等）であ

り、今後改善しても 400～800Mbps が上限となるが、広域かつ高分解能のマルチビーム

化によりデータレートは数 Gbps に達することが予想され、蓄積された観測データを送り

きるためには不十分であり、大きな運用制約を受ける可能性がある。 

光通信により数 Gbps まで拡張できる可能性があるが、天候に左右される等の運用制約の

多さや、追尾に関する技術課題も多く、実用化までは時間を要すると考えられる。 

従って、現時点では、以下のように、マルチビーム化によるデータ量増加自体を緩和する

方策が必要と考える。 

・ A/D 後データの高い圧縮率のデータ圧縮 

８ビットデータを最大 1 ビットまで圧縮を検討した例もある。SAR、DBF-SAR の場

合、1 ビットでも位相が保存されることで画像化可能な点に着目している。 

高圧縮率の与える画像への影響評価と、可能な圧縮率の見極めが課題となる。 

また、次の項で検討する高負荷の信号処理を行うことで、データ量を縮減することが
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可能となる。 

いずれも課題があるため、実現に関しては詳細な検討が必要である。 

 

2.3.2 オンボード DBF 処理 

オンボードの DBF 処理は、高速でかつ高い信号処理能力が要求される。そのため、そ

れらの高い信号処理を実現するための宇宙用デバイスの選定が課題となる。 

高速処理可能はデバイスとしては、FPGA などが考えられるが、消費電力や処理速度

の観点から、ASIC を選択することも考えられる。 

また、宇宙用のデバイスでは十分な性能が得られない可能性もあるため、民生用の高機

能・高性能なデバイスも広く候補とする必要があるが、宇宙放射線環境に対する耐性や信

頼性が課題となる。 

なお、これらのデバイス選定に関しては、A/D 変換を含めて高速になるほど消費電力

の増加が。従って、実現可能なリソースと演算処理との間でトレードオフ、最適化を図る

必要がある。 
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第３章 DBF 技術を使った衛星搭載 SAR の構想と開発課題 

3.1 検討の前提条件 

JERS-1 SAR、PALSAR とこれまで開発を実施してきた L バンド SAR と、開発提案中

の Ku バンド SAR について、広観測幅・高分解能の両立を目標として、DBF 技術による

多ビーム化を使った衛星搭載 SAR の構想と開発課題を検討した。 

DBF 技術を使ったＬバンド SAR については、ALOS/PALSAR の諸元、ドイツの DLR

で検討されていた TerraSAR-L の諸元等を参考に、SAR の目標諸元案を設定した。L バ

ンド SAR では、アンテナは JERS-1 SAR、PALSAR と同じ平面アンテナタイプについて

DBF 技術を使った SAR の検討を実施した。 

DBF 技術を使った Ku バンド SAR については、開発提案中の Ku バンド SAR 諸元と、

文献にある DBF 技術を使った Ka バンド SAR 諸元を参考に SAR の目標諸元案を設定し

た。Ku バンド SAR では、アンテナは TerraSAR-X、Cosmo/Skymed と同じ平面アンテ

ナと、SAR-Lupe 等で使われている構成の簡単化等を狙いとした開口面アンテナの２つの

アンテナタイプについて、DBF 技術を使った SAR の検討を実施した。 

 

3.2  想定する SAR 衛星諸元 

 DBF 技術を使った L バンド SAR については、ALOS/PALSAR の諸元、ドイツの DLR

で検討されていた TerraSAR-L の諸元を参考に諸元案を設定した。高分解能・単一偏波/

デュアル偏波モードで分解能 3m、観測幅 150km を想定した。高分解能・多偏波モード

については分解能 3m で観測幅はどこまで広くできるか検討することとした。 

 DBF 技術を使った Ku バンド SAR については開発提案中の Ku バンド SAR 諸元と、

Ka バンド SAR 諸元を参考に諸元案を設定した。衛星姿勢制御による高分解能モードで

分解能 0.6m、観測幅 3.5km、連続で撮像する中分解能モードで分解能 3.5m、観測幅 70km

を想定した。 
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3.3 L バンド平面アンテナ使用の場合 

3.3.1 構想検討 

3.3.1.1 検討内容 

 DBF-L バンド SAR 衛星の想定する具体的な諸元案を表 3.3-1 に示す。 

 

表 3.3-1 DBF-L バンド SAR 衛星の諸元 
 １．衛星軌道： 約650km太陽同期準回帰軌道 

 （地方平均太陽時： 6AM/6PMのDawn-Dusk軌道） 

２．回帰日数： 14日     

３．中心周波数： 1.2575GHz 

４．レーダバ ンド幅： 最大85MHz 

５．偏波： 単一偏 波(VV又はHH) 

               デュアル偏波(VV+VH又はHH+HV) (注) 

               多偏波(HH+HV+VH+VV)  (注) 

６．NESZ：  -23dB以下 

７．信号対アンビギュイティ比： 20dB以上 

８．分解能・観測幅：  高分解能モード単一偏波3m・150km 

              高分解能モードデュアル偏 波 (注) 

               多偏波モード  (注) 

９．入射角： 8～60度(多偏波 以外)、8～30度(多偏波モード) 

                             (衛星ロールステアリングによる) 

１０．SAR重量： LバンドSAR 400kg以下 

 

 ただし6項～8項の諸元 は多偏波以 外では34.3度、多偏 波モードでは21.5

度での規定である。 

 

注）ＤＢＦ化構 想案を単一偏波で検討 し、その 構想案をもとにポラリメトリ計

測を行う案を設定する。（MELCO殿 提案） 
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3.3.1.2 検討前提 

SAR センサのパラメータ検討時の前提条件を以下に示す。 

・ 赤道上空（地球半径等） 

・ 対地高度）：650km 

・ 中心周波数：1.2575GHz 

・ 周波数帯域：85MHz(最大) 

・ アンテナパターン：理論計算パターンとする 
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3.3.1.3 観測方式 

SAR 観測方式は、高分解能及び観測幅の両立が可能である、マルチビームによるスト

リップ方式とする。ストリップマップ方式は、レンジ撮像幅内の中央位置であるターゲッ

ト座標にビームを向け、オフナディア角を固定して、帯状に撮像を行う。また、マルチビー

ムの採用により、アジマス分解能を向上する。アジマス方向のデュアルビームによるスト

リップマップの概念図を図 3.3-1 に示す。 

 

対地高度

衛星軌道

観測可能範囲

レンジ観測幅

 

図 3.3-1 ストリップマップ方式(アジマス方向のデュアルビーム) 
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3.3.1.4 検討詳細 

(ｱ) レンジ分解能 

レンジ分解能 は、観測方式に依存せず帯域幅RgΔ B と地表面への入射角ηにより、以

下の数式のとおりになる。 

ηsin2B
cK R

Rg =Δ  

数式 3.3-1
 

ここで、c :光速（299792458m/s）、 :ウェイティングによる係数（処理時に矩形ウェ

イトを仮定し 0.89 とする）である。 
RK

観測入射角に対するレンジ分解能を図 3.3-2 に示す。帯域幅 85MHz を使用した場合の

入射角34.3degでのレンジ分解能は2.8mとなり要求値を満足する。送信帯域幅は85MHz

とする。 

 

 
図 3.3-2 レンジ分解能 
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(ｲ) アンテナアジマス長とビーム数の関係 

アジマス分解能はアンテナアジマス長(アジマスビーム幅)に依存する。アンテナアジマ

ス長、アジマス方向のビーム数(受信チャンネル数)について検討する。 

ストリップマップ方式で観測した場合のアジマス分解能は、観測対象がビーム幅内に入っ

ている角度範囲=アジマスビーム幅 Azθ であり(図 3.3-3)、次式により表される。 

Az

c
Az θ

λ
2

=Δ  
(1) 

 

ここで、 Azθ ：アジマスビーム幅である（対地高度による補正は、衛星搭載 SAR の顕

著となる固有の事象）。アジマスビーム幅は、アンテナアジマス長 と波長からL LAz λθ ≈

の関係を有することから、 

 

2
L

Az ≈Δ  
(2) 
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進行方向 

観測領域 

センサ位置 

合成開口角度 

観測対象 

アジマス 

ビーム幅(θAZ) 

観測幅 

（スウォース幅） 

 
図 3.3-3 ストリップマップ SAR 方式 観測概念図 

 

アジマス分解能は、レンジ分解能と同程度(3m 以下)を達成する必要とする。 

ストリップマップモードにおけるアジマス方向の分解能は、アンテナサイズ L の約半分

で求められることから、ストリップマップで 3m 以下の分解能を達成するためのアンテナ

サイズは、約 6m(送受信開口同一、アジマス方向のビーム数 1)となる。 

このときの PRF は約 3300Hz（ナイキスト条件）となる。 

 

通常、SAR では、パルス送信レーダによる観測を行うことから、送信以外の時間で受

信する時間を確保する必要がある。通常、PRI は、（ｴ）項で示すような条件により決ま

るが、受信時間が PRI の 30%であれば容易に観測を行うことが可能である。さらに延長

することが可能であるが、ここではまず 30％をおいて検討を行う。図 3.3-4 に PRI と受

信ゲートの関係を示す。 

69 



 受信ゲート幅： 

通常 PRI の 30%～となる 

時間 

送信パルス 送信パルス 送信パルス 

受信ゲート 

PRI PRI 

受信ゲート 

 

図 3.3-4 受信ゲートと PRI の関係 

 

図 3.3-5 に、アンテナアジマス長 6m（PRF3300Hz）に対応した、シングルビームの

場合の受信ゲート幅と観測幅との関係を示す。図に示したとおり、このままではレンジ観

測幅 150km を満足させることは不可能である。 

よって、PRFを低減し、受信ゲート幅を延長することが必要となる。アジマス方向に

開口を分割し、ビーム数を増やすことでPRFを低下させる。その概念図を図 3.3-6 に示す。 
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図 3.3-5 シングルビーム時の受信ゲート幅と観測幅の関係（開口長 6m） 

 
 

送信開口 

受信開口 
… 

Tx Tx Tx 

Rx Rx1 Rx2 … Rx1 Rx2 RxN 

アジマス方向シングルビーム アジマス方向デュアルビーム アジマス方向 N ビーム 

 

図 3.3-6 送受信開口概念図 

 

次式で示すように、ビーム数を増やすことで、PRI は比例して長くすることが可能で

ある。 
(3) 1PRINPRI N ×=    

 

PRI の 30％とする受信ゲート幅も同時に広くなり、図 3.3-7 のように観測幅を増やす

ことが可能となる。 
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図 3.3-7 アジマス方向ビーム数と観測幅の関係 

 

図から、入射角 34.3deg、受信ゲート幅をPRIの 30%において 150km以上の観測幅の

確保を目的として、アジマス方向のビーム数は7とする。 

 

  アジマス方向のビーム数：7 （アンテナアジマス長は約 6m） 
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(ｳ) レンジ観測幅とエレベーション方向のビーム数 

アンテナサイズの最適化の過程では以下の相反する要素を考慮する必要がある。 

① 高感度観測(高 S/N 観測)のためのアンテナゲインの確保 

② ビームフットプリントを確保するためのアンテナエレベーション長 

つまり、図 3.3-8 に示すように、エレベーション長を小さくすることで、ビームフット

プリントを増やすことが可能であるが、アンテナゲインが低下するため、感度が低下する

という関係となる。 

したがって、アンテナゲインを確保しつつ、ビームフットプリントを拡大するため、エ

レベーションビーム数を増やし、ビームフットプリントを確保する方策を検討する。 

 

 

図 3.3-8 アンテナエレベーション長とビームフットプリント 
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検討に際して、アンテナゲインを極力確保することを考慮して、エレベーションアンテ

ナ長は可能な限り大きくするとともに、ALOS PALSAR での搭載実績を踏まえて同じ

2.9m とする。 

 

アンテナエレベーション長： 2.9m  

 

1 ビームあたりの観測幅は、ビーム数に応じて図 3.3-9 のようになる。 

一方で、ビーム毎にパルス送信を行うことから、ビーム数を増やすほど送信時間が長く

なる。この結果、タイミングウィンドウの確保が困難になり、電力消費が大きくなる。図

3.3-10 にタイミングの概念図を示す。 

 

 

図 3.3-9 エレベーション方向のビーム数と 1 ビームあたりの観測幅 
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N ② ① ② ① 

時間 

送信パルス 
(エレベーションビーム数分) 送信パルス 

PRI 

受信ゲート 

･･･ 

 

図 3.3-10 送信パルス時間と PRI の関係 

 

以上から、極力エレベーション方向のビーム数は少なくすることが望ましい。1 ビーム

あたりの観測幅は、ビームフットプリントを最大限に使用して大きくし、ビーム数を減ら

すものとする。 

 

⇒ エレベーションビーム数：3 (1 ビームあたり約 50km：図 3.3-9 参照) 

 

75 



(ｴ) タイミングウィンドウ(観測 PRF) 

SAR は、観測領域に連続してパルスを送信し、反射してきた信号を受信する。このと

きの送受信繰り返し周波数 PRF が設定可能となる範囲を、タイミングウィンドウと呼ん

でいる。このタイミングウィンドウの確保のため、オフナディア角等の観測条件により、

PRF は可変となる。 

タイミングウィンドウは、観測幅及び送信 Duty（パルス幅）が大きいほど小さく、PRF

が高いほど及びオフナディア角が大きいほどまばらになる。また、オフナディア角(入射

角)が小さい場合については、タイミングウィンドウ自体は大きくなるが、それぞれの間

隔が広がるため、やはりタイミングウィンドウ確保が困難になる。したがって、パラメー

タ設定では、観測幅の要求を満たしつつ、観測を成立させるためタイミングウィンドウを

確保する。 
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タイミングウィンドウを確保し観測が成立するためには、以下の 3 条件を考慮する必

要がある。 

・ 条件 1:送受信重複の禁止 

送信信号を送り出すタイミングと、パルス数 N1個前に送信した信号の反射波が帰っ

てくるタイミングが一致しないようにする。 

・ 条件 2:直下クラッタ信号の受信禁止 

地上（観測領域）からの反射信号を受信する時に、受信時に送信した送信信号よりも

パルス数 N2 個先行して送信された送信信号による直下クラッタ信号を受信しないよ

うにする。 

・ 条件 3:ドップラー帯域の確保とパルス・アンビギュイティの防止 

一つ前の受信波の最後尾が、対象とする受信波の先頭と重ならないようにする。パル

ス・アンビギュイティとは、別のタイミングで送信したパルスの信号を同時に受信して

しまうことから、どちらのパルスによる信号なのか不明確になる事を指す。  

また、アジマス SA を確保するため、PRF をドップラー周波数よりも大きく（オー

バーサンプル率）とる必要がある。 

 

77 



(ｵ) NESZ 

NEσ0 は S/N 比(信号対雑音比:Signal To Noise Ratio)が１となる場合の後方散乱係数

(Noise Equivarent Sigma 0 )で、以下の数式のようになる。 

( )
Az

RXTX
t

NE cGGP
RNFkTB

τθλ
ηπσ 2

3

0
sin42

=  (4) 

 
 

ここで、 :送信電力 [W]、 , :送信・受信アンテナゲイン [dB]、tP TXG RXG R :スラント

レンジ [m]、A :電波照射領域面積 [m2]、η :ビーム入射角 [rad]、 0σ :後方散乱係数 [dB]、

:アンテナ実開口面積 [m2]、EA λ :波長 [m]、τ :送信パルス幅 [s]、 c :光速 [m/s]、 Azθ :

アジマスビーム幅 [rad] 、 :受信機の雑音指数 [dB]、 :ボルツマン定

数 [J/K]、

NF -23k = 10×1.38
T :受信機温度 [K]、 B :受信帯域 [Hz]である。 

78 



(ｶ) 検討結果(高分解能モード単一偏波、高分解能モードデュアル偏波) 

アジマス方向のビーム数、レンジ方向のビーム数に関する検討結果を表 3.3-2 に示す。

運用性の観点より、L 帯 SAR センサシステムのアジマス方向のビーム数は４、レンジ方

向のビーム数は５とする。観測 PRF と NESZ を図 3.3-8 及び図 3.3-9 に示す。 

 

NESZ の解析結果を示す。観測条件を以下に示す。 

 

アジマス方向のビーム数：7 

レンジ方向のビーム数：3 

送信 Duty：15%(エレベーション方向の 1 ビームあたり 5%) 

尖頭送信電力：6200W 

 

また、PRF については、下記オフナディア角範囲にてタイミングウィンドウの成立性

を確認した。 

 

NESZNESZ

 
図 3.3-11 単一偏波・デュアル偏波 高分解能モード NESZ 
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(ｷ) 検討結果(多偏波モード) 

アジマス方向のビーム数：7、レンジ方向のビーム数：3 のシステムを多偏波モードに

用いた場合の NESZ の解析結果を図 3.3-12 に示す。 

多偏波モードは送信偏波(H/V)をパルス毎に切換えるフルポラリメトリ観測を前提とする。

この場合、単偏波送信の観測に比べ PRF が 2 倍に上昇するため観測幅は減少する。 

 

観測幅：100km 

送信 Duty：15%(エレベーション方向の 1 ビームあたり 5%) 

 

また、PRF については、下記オフナディア角範囲にてタイミングウィンドウの成立性

を確認した。 

 

 
 

図 3.3-12 多偏波モード NESZ 
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3.3.1.5 検討結果サマリ 

DBF-L バンド SAR センサの検討サマリを表 3.3-2 に示す。 

 

表 3.3-2 DBF-L バンド SAR センサ検討結果サマリ 

高分解能モード
単一偏波/デュアル偏波

1 アンテナサイズ 7.3m(Az)×2.9m(El) 7.3m(Az)×2.9m(El)

アジマス方向の
ビーム数

レンジ方向の
ビーム数

4 送信帯域幅 85MHz 85MHz

5 観測入射角 8～30deg 8～30deg

入射角34.3deg(単一偏波/デュアル偏
入射角21.5deg(多偏波)

7 アジマス分解能 3.0m 3.0m

入射角34.3deg(単一偏波/デュアル偏
入射角21.5deg(多偏波)

入射角34.3deg(単一偏波/デュアル偏
入射角21.5deg(多偏波)

10 送信電力 6200W 6200W

11 送信Duty 15.0%(5.0%) 15.0%(5.0%) ( )内の値はエレベーション方向の1
ビームあたりの送信Duty

12 観測方式 ストリップマップSAR ストリップマップSAR

HH、VV、 HH+VH+HV+VV
HH+HV、VV+VH フルポラリメトリ観測

13 観測偏波

9 NESZ -23dB以下 -23dB以下

8 観測幅 150km 100km

6 レンジ分解能 3.0m 3.0m

3 3 3

2 7 7

No 項目 備考

多偏波モード
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3.3.2 技術的課題 

L 帯平面アンテナを使用した場合の技術的課題を以下にまとめる。 

(1) レンジ方向の 5 ビーム化 

・ 5 ビームを送信する際に、RF Duty がシングルビーム方式の 5 倍になるため、平

均電力として衛星システムの成立性を考慮する必要がある。 

・ 同時に受信するため、隣接するビームからのアンビギュイティの影響を考慮する必

要がある。これはレンジ方向の S/A（信号対虚像比）に影響する。 

・ 5 方向の DBF on receive に必要な A/D の数、間隔等の考慮が必要である。これは、

衛星システムとしてのリソース、電力、データレートに影響する。 

 

(2) アジマス方向の 4 ビーム同時受信 

同時受信する場合にサンプリングが不等間隔になるため、不等間隔サンプリングに対し

て折り返し等の虚像が発生しない画像再生アルゴリズムを構築する。 
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3.3.3 小型軽量化の実現性 

L 帯平面アンテナを使用した場合の小型軽量化の方策を以下にまとめる。 

(1) SAR アンテナの小型軽量化 

SAR アンテナの質量が SAR センサ全体質量の 50％程度なることが想定されるため、

SAR アンテナの軽量化が重要である。 

・ 搭載台数の多い送受信モジュール／送受信モジュール電源／RF 分配器の軽量化を

図ることが重要である。 

・ 送受信モジュールについては、シャシ一体化による質量低減を考慮しており、制御

回路部分の共通化による更なる一体化が可能かの検討が必要である。 

・ 送受信モジュール電源質量については、高密度実装を実現する必要がある。 

・ RF 分配器については、高誘電率基板による小型化の可能性や、分配/合成回路構成

の最適化が必要である。 

(2) 電気回路部の小型軽量化 

・ 電気回路部の中で、高機能・高集積部品を優先使用することで、例えばゲート数の

多い FPGA や、複数チャネルを有する AD コンバータ等を用いることにより機能を

集積し、スライス枚数を削減、質量の削減を図る。特にディジタル部品を多用する機

器ではその効果が大きく、高機能・高集積部品による機能集約が重要になる。 
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3.4 Ku バンド平面アンテナ使用の場合 

3.4.1 構想検討 

以下の Ku 帯 SAR の想定する諸元案を検討のベースラインとして考える。但し、性能

を実現するためのスペックではなく、性能目標の目安として検討する。 

 

                    表 3.3-3  DBF-Ku バンド SAR 衛星の諸元 

 

・衛星軌道： 約 510km 太陽同期準回帰軌道 

・(地方平均太陽時： 6AM/6PM の Dawn-Dusk 軌道) 

・回帰日数： 6 日 

・中心周波数： 13.5 GHz 

・レーダバンド幅： 最大 500MHz 

・偏波： 単一偏波 (VV 又は HH) 

・NESZ ： -13dB 以下 

・分解能・観測幅：  

・0.6ｍ・3.5km(衛星姿勢制御によるスポットライトモード 

・3.5m・70km (多ビームによる広域観測化) 

・オフナディア角： 20～40 度 

・(衛星ロールステアリングによる) 

 但し 6 項、7 項の諸元は多偏波以外では 

 30 度の規定である 

・衛星質量： 約 1000kg 

(バス約 550kg、KuSAR 約 200kg、その他 250kg) 
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JAROS 殿諸元を目標にして、SAR センサのパラメータ設計を検討した。 

SAR センサのパラメータ設計は、図 3.4-1 に示すフローで実施した。 

 

 

 1. レンジ分解能に必要な送信帯域幅の決定 
↓ 
2.NESZ の 計算 

↓ 

2 a. 観測幅 70 km を確保するための検討 
↓ 
2 b. アジマス分解能を達成させるための検討

↓ 
3. タイミングウィンドウの確保  

図 3.4-1 SAR センサパラメータ設計 
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(1) レンジ方向の分解能 

レンジ方向の分解能は以下の式で表せる。 

η
B
cRslant 2

=Δ
 

(5) 

 

 

θsin
slant

GND
RR Δ

=Δ  
(6) 

 

 

 

 

ΔRslant ：スラントレンジ分解能 

ΔRGND ：グランドレンジ分解能 

c ： 光速 

B ：送信帯域 

η：矩形開口によるウェイティング係数(0.89) 
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送信帯域 500MHz/75MHz 時のレンジ分解能を図 3.4-2 に示す。 
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図 3.4-2 レンジ分解能 

 

 

 

 

図 3.4-2 より、グランドレンジ分解能は以下のとおりである。 

・ 高分解能：0.5m 程度 (500MHz) 

・ 中分解能：3.5m 程度 (75MHz) 
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(2) アジマス分解能 

アジマス分解能は、レンジ分解能と同程度を達成する必要がある。 

このため、高分解能ではスポットライト方式、中分解能ではストリップマップ方式を検

討する。 

ストリップマップモードにおけるアジマス方向の分解能は、アンテナサイズ L の約半

分で求められる。 

 

2
LRAz ≈Δ  (7) 

 
 

 

 

上記の式より、中分解能モードにおいて、3.5m 程度の分解能を達成するためには、ア

ンテナサイズは 6～7m 以下となる。 

以上より、中分解能モードにおいて、アジマス分解能を達成する場合に、アンテナサイ

ズに制約が生じる。 
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(3) 観測感度（NESZ） 

(a) 検討の前提 

SAR 画像の S/N を示す指標である NESZ(雑音等価後方散乱係数)の目標値として、

-13dB が設定されている。 

NESZ は、衛星高度、送信電力、アンテナゲイン(アンテナサイズ等)、送信帯域入射角、

等に依存する。このため、以下の検討方針で NESZ を算出した。 

 

 

NESZの算出

レンジ観測幅(70km)の確保

高感度観測

アンテナサイズ・

ビーム数の決定

観測条件 (電力等)の設定

アジマス分解能(約3m)の確保

 
図 3.4-3 NESZ 検討方針 
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(b) アンテナサイズの最適化の考え方 

以下にアンテナサイズの最適化の考え方を示す。 

① レンジ方向 70km をカバーするためには、1 ビーム辺りのレンジ観測幅を大きくする

必要がある。 

⇒エレベーション方向のビーム幅を大きくすることが重要 

⇒エレベーション方向のアンテナサイズは小さい方がよい 

El 方向のアンテナサイズを 0.5m～5m とした場合の必要なビーム数との関係を以下に

示す。 

 

表 3.4-1 EL 方向のアンテナサイズとビーム数の関係 

El アンテナサイズ 0.5m 1m 2m 5m 

El ビーム幅 2.3 度 1.1 度 0.6 度 0.2 度 

3dB 幅相当のスワス幅  23.6km 11.8 5.9 2.4 

70km に必要な El 方向

のビーム数(3dB 幅を仮

定) 

～4 ～7 ～14 ～35 
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② 高感度観測(低い NESZ)を達成するためには、アンテナゲインが高いことが望ましい 

⇒アンテナ面積は大きい方がよい 

⇒エレベーション方向を小さくする要請と合わせ、アジマス方向のアンテナ長を拡大する 

以上より、概算として以下のアンテナ寸法にて検討を実施する。 

 

約9m

1m

物理的なアンテナ寸法

 

図 3.4-4 物理的なアンテナ寸法 

 

 

尚、この場合のアンテナの素子の数は、2 次元のビーム走査を想定した場合、グレーティ

ングローブレベル等を考慮して最適化を検討する必要がある。 

例えば、典型的な素子間隔を考えた場合、300～500 程度の素子数が必要になる。この

ため、アンテナの質量は開口型アンテナに比べて大きくなることが予測される。 
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③ 中分解能のアジマス分解能 3m 程度を達成するため、シングルビーム方式の場合、ア

ンテナサイズは 6～7ｍ以下である必要がある。このため、マルチビームにより、受信チャ

ンネルを分割することにより、ビーム幅を広げ、高分解能と高ゲインの両立を図る。 

搭載性等の制約により、Az アンテナサイズ 9m 程度を律則とし、これに対して、必要

な受信ビーム数を見積もる。 

アジマス方向の受信ビーム数に対するアジマス分解能を表 3.4-2、図 3.4-5 に示す。 

受信チャンネル数が増加すると、ビーム幅が広がることにより、アジマス分解能が改善す

る。一方で H/W が増大し、またデータレートも増加する傾向にある。 

 

表 3.4-2 Az 方向の受信ビーム数に対するアジマス分解能 

Az方向の受信ビーム数 1 2 3 4 

送信アンテナ長 7.7m 

受信アンテナ長 9.0m 4.5m 3.0m 2.3m 

送受ビーム幅 0.13 度 0.18 度 0.19 度 0.19 度 

アジマス分解能 4.3m 3.3m 3.1m 3.0m 
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図 3.4-5 Az 方向の受信ビーム数に対するアジマス分解能 

 

結果として、受信チャンネルを 2 ビーム以上増やしてもアジマス分解能は劇的に改善

しないことが分かった。このことから、アジマス方向の受信ビーム数は 2 ビームとして

検討を進める。 
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また、アジマスビーム数を増やすことにより、受信 PRF を低下することが可能である。

このため、今回の検討ケースのように、エレベーション方向の広域観測を行う場合、タイ

ミングウィンドウを確保可能かの考え方が重要になる。図 3.4-6 に、アジマスビーム幅を

増やした場合の観測可能な観測幅の関係を示す。ここで、”観測可能な観測幅”とは、オフ

ナディア角 20 度～40 度の範囲内において、連続してタイミングウィンドウを確保可能な

幅であり、オフナディア角にして 5～7 度程度を確保可能な最大観測幅で定義した。図か

らわかるように、アジマスビーム数を 2 以上とすることにより、70km の確保が可能であ

ることがわかる。 

このことから、これまでの考え方と同様、アジマスビーム数は 2 として検討を進める。

尚、後に述べるように、20 度～40 度の全オフナディア角において、70km の観測幅を達

成するためには、タイミングウィンドウの成立しないオフナディア角が存在するため、こ

の条件下ではアジマスビーム数を 3 として観測することが考えられる。 
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図 3.4-6 アジマスビーム数と観測幅の関係 
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アンテナ開口マネージメントの検討結果を図 3.4-7 にまとめる。 

 

9m

1m

物理的なアンテナ寸法

高分解能モードにおける電気的寸法

1.0m

シングルビーム

7.7m

0.5m

0.5m 受信1受信1 受信2受信2 2ビーム同時受信

送信

受信1.0m

送信

中分解能モードにおける電気的寸法

  

図 3.4-7 アンテナ開口マネージメント検討結果 
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(c) NESZ 計算条件 

NESZ 計算条件を表 3.4-3 に示す。 

 

表 3.4-3 NESZ 計算条件 

高分解能 / 中分解能(NESZの劣化量から決定)3.5km / 15kmビーム辺りの観測幅

高分解能 / 中分解能10% / 6%Duty

1400W送信尖塔電力

高分解能 / 中分解能500MHz / 75MHz送信帯域

Ku帯13.5GHz中心周波数

30度にてNESZ等の性能を規定20～40度オフナディア角

JAROS殿想定値510 km衛星高度

備考値項目

高分解能 / 中分解能(NESZの劣化量から決定)3.5km / 15kmビーム辺りの観測幅

高分解能 / 中分解能10% / 6%Duty

1400W送信尖塔電力

高分解能 / 中分解能500MHz / 75MHz送信帯域

Ku帯13.5GHz中心周波数

30度にてNESZ等の性能を規定20～40度オフナディア角

JAROS殿想定値510 km衛星高度

備考値項目
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(d) NESZ の設計結果（1 ビーム当り） 

NESZ の設計結果（1 ビーム当り）を図 3.4-8 に示す。 

高分解能では、0.3m 分解能、3.5km 幅、-13dB の NESZ を達成可能である。また、中分

解能では、1.75m 分解能、-13dB の NESZ を達成可能である。1 ビームでの観測幅は 15km

程度。このため、70km の観測幅を確保するためには、オーバラップを考慮して 5 ビーム

が必要である。 
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図 3.4-8 NESZ（1 ビーム当り） 
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(e) NESZ の設計結果 

各ビームにおいて、15km の観測幅を確保した場合の 20 度～40 度の NESZ を示す。 

オフナディア角 30 度を中心とした 70km(5 ビーム)の全観測幅において、-13dB を達成

している。 
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図 3.4-9 NESZ（オフナディア角 20 度～40 度） 
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(f) 目標設定値について 

JAROS 殿ご提示の NESZ 値が-13dB から-15dB に改訂されている。 

これに伴い、現状のシステムに関して、2dB を改善させる施策を検討した。 

1. 送信電力の増加 

方策：送信電力を約 1.6 倍増加させる : 1400W ⇒ 2200W 

課題：5 ビーム送信により、既に Duty30%であり、衛星バスの実現性が課題 

2. アンテナ面積の拡大 

方策：アンテナ面積を約 1.3 倍増加させる  [例] 12m(Az) × 1m(Rg) 

課題：展開方式等の衛星搭載性を検討する必要ある。またリソースも増大する。 

3. レンジ撮像幅の低減  

方策：要求とする撮像幅を低減することで、ビーム中心付近を活用し、これにより

NESZ を改善 

課題：撮像幅の低減によるユーザ要求との整合性の確認 

4. 衛星高度を下げる  

方策：運用高度の低下により、例えば 10%高度を低下させることで、１dB 程度改善

が期待 

課題：運用実現性を考慮する必要あり。また、スワス幅が低減する。 
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(4) タイミング検討 

タイミングウィンドウの確保に関しては、高分解能で PRF2300～3300Hz で確保可能

であることを確認した。 

また、中分解能に関しても、PRF1400～2100Hz で確保可能であることを確認。 

尚、中分解能では、2 チャンネル同時受信を行っているため、高分解能に比べて PRF

が低減されている。 

尚、中分解能モードの検討例では、15km 観測幅、Duty5%での観測例である。実際に

はエレベーション方向の 5 ビームを同時に受信するため、観測幅 70km、Duty30%での

タイミングの成立性が重要となる。この場合においても、オフナディア角 20 度～40 度の

範囲で、30～34 度を除く観測範囲において、タイミングウィンドウが成立していること

を確認した。不成立の範囲に対してはアジマス方向の受信ビーム数を 2ch から 3ch に増

やし、PRF を低減させることで対応が可能である。この観測範囲においては、3ch の同

時受信を行うことにより、タイミングウィンドウの成立性を確認している。このため、

H/W 規模としては、アジマス 3 チャンネルの同時受信も必要になる可能性が考えられる。 
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(5) Ku バンド平面アンテナ使用の構想検討のまとめ 

システム検討により、エレベーション方向の 5 ビーム DBF 受信機能、アジマス方向の

2 ビーム同時受信機能を有することより、3.5m/70km 観測幅をシステムパラメータとし

て実現可能なケーススタディを示した。 

Ku バンド平面アンテナ使用システム検討まとめを表 3.4-4 に示す。 

 

表 3.4-4 Ku バンド平面アンテナ使用システム検討まとめ 
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3.4.2 技術的課題 

Ku 帯平面アンテナを使用した場合の技術的課題を以下にまとめる。 

(1) レンジ方向の 5 ビーム化 

・ 5 ビームを送信する際に、RF Duty がシングルビーム方式の 5 倍になるため、 

平均電力として衛星システムの成立性を考慮する必要がある。 

・ 同時に受信するため、隣接するビームからのアンビギュイティの影響を考慮する必

要がある。 

これはレンジ方向の S/A（信号対虚像比）に影響する。 

・ 5 方向の DBF on receive に必要な A/D の数、間隔等の考慮が必要である。 

これは、衛星システムとしてのリソース、電力、データレートに影響する 

 

(2) アジマス方向の 2 ビーム同時受信 

・ 同時受信する場合にサンプリングが不等間隔になるため、不等間隔サンプリングに

対して折り返しなどの虚像が発生しない画像再生アルゴリズムを構築する 

 

(3) Ku 帯における平面アンテナ設計 

・ 平面アンテナを波長 2cm 程度の Ku 帯で実現するため、素子間隔が非常に密にな

る。これに対し、要求の観測性能を達成するためには、アンテナ面積が広い必要があ

り、結果として素子数が増大する。このため、給電方法等に配慮が必要である。 
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3.4.3 小型軽量化の実現性 

Ku 帯平面アンテナを使用する SAR システムでは、波長の短い Ku 帯におけるビーム

走査機能が必要になる。このため、グレーティングローブを抑圧するべく、密な素子間隔

でのアンテナ実装が必要である。 

このような、短波長の平面アンテナシステムでは、素子数が膨大になり、検討ケースに

も依存するが、たとえば 500 を超える素子数が必要になることが予測される。このため、

1 つの素子をいかに軽量化を行うかが課題となる。このための方策としては、複数の隣接

する素子を一体化してモジュールとして製造することなどによるパッケージの軽量化が

考えられる。 

別の方策として、２次元ビーム走査を行わないパッシブフェーズドアレーアンテナを採

用することにより、アンテナ系の質量を低減することも考えられる。 

この場合、大電力を１点から給電する必要があるため、アンテナ設計に課題が残る。ま

た、２次元ビーム走査が行えなくなることから、効率的なビームマネージメントを行う際

に課題が残る。特に、エレベーション方向のDBF処理を行う際には実現性が課題である。 

また、9m 級のアンテナを適用する場合には、一般にアンテナの展開機構が必要になる。

想定される大電力のアンテナシステム(重量の大きいアンテナシステム)をいかに安全に

展開してゆくかが課題となり、一方で展開機構の構造系の信頼性を高めるためには結果と

して重量を確保することが考えられる。このため、既存の展開機構の利活用を行い、かつ

軽量化に展開システムを最適化してゆくことが必要になると考えられる。 

また、DBF 信号処理に伴い、データレートが増大するため、従来の数倍(Gbps を超え

るレート)のデータレートが予測される。このようなデータレートを一旦衛星バスに記録

し、かつ効率的にダウンリンクするためには、大容量のデータ記録モジュールと通信系が

必要になるが、これらは、軌道上での H/W リソースの増大につながるため、課題となる。 

このため、小型軽量化の施策としては、オンボードでのデータを効率よく圧縮する信号

処理機能を実装することが考えられる。たとえば、TerraSAR-X 衛星などで用いられてい

るブロック適合型量子化(Block Adaptive Quantization 方式)を用いることで、ノミナル

で 25%程度まで圧縮が可能である。さらに、論文等で公開されているように、可逆圧縮

処理を後段に追加することで、さらに圧縮率を高める処理も可能となる。このように、デー

タを効率的に圧縮する機能を追加することで、トータルのデータ量を低減し、記録量を小

さくすることで、リソースの大きいデータ記録機の H/W 規模の低減が可能となり、また、

通信系のデータ伝送レートも下げられるために、通信系の H/W の小型化も可能である。 

データ量の低減に関する別の施策としては、オンボードにて DBF 処理から画像再生ま
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でを含む SAR 信号処理を実装することも考えられる。このような高度な信号処理を全て

オンボードにて実施することにより、地上にダウンリンクするデータを、たとえば JPEG

等の汎用圧縮アルゴリズムを適用することで効率的にデータ量をへらすことが可能とな

る。この場合は、再生プロセッサの H/W 規模が課題になり、現状の技術ではデータ量の

低減に比べて、オンボード再生プロセッサの H/W 規模が大きくなるため、現実的な解と

はならないが、将来的には重要な技術であると考えられる。 



 

3.5  Ku バンド開口面アンテナ使用の場合の SAR 構想 [3-1][3-2][3-3] 

3.5.1 構想検討 

(1) 想定する DBF-Ku バンド SAR 衛星諸元案 

 DBF 技術を用いた Ku バンド SAR の構想検討を行うために想定した衛星諸元案を以下

に示す。  

               表 3.5-1 DBF-Ku バンド SAR 衛星の諸元 

 

１．衛星軌道： 約 510km 太陽同期準回帰軌道 

 （地方平均太陽時：6AM/6PM の Dawn-Dusk 軌道） 

２．回帰日数： 6 日     

３．中心周波数： 13.5GHz 

４．レーダバンド幅： 最大 500MHz 

５．偏波： 単一偏波(VV 又は HH) 

６．NESZ：  -15dB 以下 

７．信号対アンビギュイティ比： 20dB 以上 

８．分解能・観測幅：  0.6m・3.5km 

              (衛星姿勢制御によるスポットライトモード) 

                       3.5m・70km(多ビームによる広観測幅化) 

９．オフナディア角： 20～40 度 

                    (衛星ロールステアリングによる) 

 

                             ただし 6～8 項の諸元は 30 度での規定で 

             ある。 

 

 １０．SAR 重量：  Ku バンド SAR  約 200kg 
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(2) 開口面アンテナの反射鏡タイプ 

 開口面アンテナを構成する反射鏡の種類により、表 3.5-2 のように分類される。衛星搭

載を考え、また、多ビームを形成するために、給電点にフィードアレイを装着することか

ら、フィードアレイ寸法増大による特性劣化を抑えるために、オフセットパラボラアンテ

ナを使用することとする。 

表 3.5-2 反射鏡アンテナの種類、特徴と代表的な用途 

 

  

(3) 検討手順 

 リフレクタとディジタルフィードアレイを用いた多ビーム化アンテナの検討手順を図

3.5-1 に示す。 
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アンテナリフレクタ
パラメータ

検討

アジマスレンジ方向の
必要な ビーム数

の検討

フィードアレイ
検討

ＫｕバンドＳＡＲ
構成案設定

ディジタルフィード
アレイ構成案

設定

DBF-
ＫｕバンドＳＡＲ
開発課題設定

ＫｕバンドＳＡＲ
フィードアレイ、送信

アンテナ検討

             図 3.5-1 多ビーム化アンテナの検討手順                 

 

(4) アンテナリフレクタパラメータ検討 

 

                       図 3.5-2 アンテナリフレクタパラメータ 

 

 3.5ｍ×2.3ｍのオフセットパラボラ楕円開口を含むパラボラアンテナの直径は約 5ｍと

なる。開口角を 150 度とするとｆ／Ｄ＝0.326 となり、焦点距離ｆは 1.63ｍとなる。 

 フィードアレイからアンテナ中心までの距離Ｌは、   

      Ｌ＝2ｆ／（2＋ｃｏｓθ）＝2×1.63／（1＋ｃｏｓ37.5）＝1.81ｍとなる。
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5m

2.3m

3.5m

エレベーション
方向

アジマス方向

 

           図 3.5-3 アンテナリフレクタの形状 

 

 

(5) フィードアレイ検討 

 図 3.5-2 のアンテナパラメータをもとにフィードアレイの構想案を検討する。以下、ア

ジマスをＡｚ、エレベーションをＥｌとする。 

1） 開口角 

 ・Az 方向の開口角は右図パラメータより約 88 度 

 ・Eｌ方向の開口角は約 75 度 

2） フィードホーンの寸法（偏波は垂直偏波の場合） 

  アンテナ開口端で照射レベルが－10ｄB になるようにフィードホーンの外壁寸法（内

壁寸法）を設定する。外壁の厚さは 0.3ｍｍとする。一次放射器の開口寸法と波長によ

り、一次放射器からの放射パターンのビーム幅（-10ｄB 点）は式ｂで表される。ここで

θＥは偏波方向、θＨは偏波と直交方向のビーム幅を表し、Ｂ、Ａはそれぞれその方向

の一次放射器の内壁寸法である。 
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れより、ホーン寸法は次のようになる。 

） 

） アンテナビーム幅 

面分布を放物線として） 

 

 

） アジマス方向の必要なビーム数 

するのにはアンテナ長が７ｍ以下であれば、

 

(8) 

 こ

 ・Az 方向のホーン寸法 31.4ｍｍ（30.8ｍｍ

 ・Eｌ方向のホーン寸法 26.7ｍｍ（26.1ｍｍ） 

 

3

 （開口効率 75％、開口

 ・Az 方向のアンテナビーム幅 0.46 度 

 ・Eｌ方向のアンテナビーム幅 0.7 度 

エレベーションエレベーション

2.3m

3.5m

方向

アジマス方向

1.63m

1.81m 2.3m

3.5m

方向

アジマス方向

1.63m

1.81m

              図 3.5-4  アンテナパラメータ

 

(6) アジマス、レンジ方向の必要なビーム数 

1

 ① アジマス方向の分解能 dAZ 3.5ｍを達成

１ビームで分解能を達成できる。
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 ② アジマス方向の分解能 dAZ 0.6ｍを達成するのに必要な合成開口角φは概略、次式

で表される。λは 22.2ｍｍである。 

  1.06 度 

上記合成開口角をカバーするには、

-3ｄＢ点以内で合成するためには、少なくとも３ビーム以上必要となる。 

2）

 レンジ方向の観測幅 70ｋｍを達成するのには、衛星高度 510ｋｍ、ビーム中心のオフ

はオフナディア角の範囲で 26.9 度～32.8 度となる。

 

(7

フィードアレイの配列案等をそれぞれ図 3.5-5 に示す。図ｃに改良案受信アンテナに対

きの送信アンテナのアジ

 

 

 φ ＝ 57.3×λ／（2×dAZ）  ＝

 

  いま、アジマス方向のアンテナビーム幅は 0.46 度、

 

 レンジ方向の必要なビーム数 

 

ナディア角を 30 度とすると、観測幅

エレベーション方向のアンテナ径は 2.3ｍであり、アンテナビーム幅は 0.7 度、観測幅

70ｋｍを-3dB 点以内で合成するとすると、少なくとも 9 ビーム以上必要となる。 

) Ku バンド SAR のフィードアレイ、送信アンテナの検討  

 

応する送信用アンテナ構想案を示す。アジマス分解能 3.5m のと

マス方向の長さは 7m 以下でなければならないが、ここでは受信アンテナのアジマス方向

の長さ 3.5m に合わせた。 

 

 

198mm 

14mm 42mm

22mm 
 

 

 

 

 

 

 

 アジマス分解能 

3.5ｍ以下の場合 
 

0.6

図  ィードアレイ 寸法

     偏 は垂直偏波

の配列案、概略の

の場合 

3.5-5 フ

波

アジマス分解能

ｍの場合 
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 開口面アンテナでフィードホ

しなければならないのが、ビ

３．５m

0.18m

アジマス分解能３．５ｍ以下の場合

１．２m

0.18m

アジマス分解能０．６ｍの場合

法 

  

 

 

意

点位置からずらしても、リフレ

でリフレクタから放射される現

すように一次放射器変位量によ

各ビームの利得は同じにならな

要となる。 
正面から見た図
3.5-6 送信用平面アンテナの概略の寸図
ーンを焦点面に複数配置して多ビームを形成するときに留

ーム偏向係数である。これは一次放射器をリフレクタの焦

クタの曲率により反射波がずらした角度よりも小さい角度

象で、f/D によりその係数値が変わる。また、図 3.5-5 に示

り、アンテナ利得も減少するため、多ビーム化した場合、

いため、処理で合成するときに補正を加える等の対策が必
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             図 3.5-7  f/D とビーム偏向係数の関係 

 

          図 3.5-8 一次放射器変位量と相対利得の関係 

 

 もう一つ、多ビームを形成するときに留意しなければならないのが、デフォーカスによ

るサイドローブレベルの上昇である。リフレクタアンテナを用いてデフォーカスにより多

ビーム化する場合の合成のビーム方向を図 3.5-9 に示す。また、このときのアンテナ放射

パターンの例を図ｂに示す。このように一次放射器変位量により、アンテナサイドローブ

レベルも劣化する。f/D、周波数、Ｄの大きさによっても放射パターンは変化すると思われ

るが、ここでは一つの目安としてサイドローブレベル-20dB が得られているθ＝５度をデ
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フォーカスの限界と設定して、多ビーム化の検討を行う。 

 

               図 3.5-9 デフォーカス給電 

             

            図 3.5-10 デフォーカス給電時の放射パターン 
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(8) ディジタルフィードアレイの構成例 [3-4][3-5] 

 Ku バンド SAR に使用するディジタルフィードアレイの構成については、X バンド SAR

での実施例があるので、それを参考に検討していく。ここでは X バンド SAR での実施例

を紹介する。 

 RF フロントエンドはリミッタと LNA(低雑音増幅器)から成る。リミッタは高信号レベ

ルから LNA を保護するためにある。リミッタは 25ｍｍ2 の面積でマイクロストリッブ線

路に形成され約 8ｗピーク電力を扱え、挿入損失は 1dB である。LNA は２つの GaAs 

MMIC を使い、チップサイズは 1.8ｍｍ2 で NF1.2dB、利得 18db である。 RF フロント

エンドは NF2.5dB、利得 34dB である。信号は BPF を通り、I、Q 信号にダウンコンバー

トされる。I、Q 信号はそれぞれ LPF を通り、A/D 変換器でディジタル信号に変換される。

受信系としてのトータルゲインは 97dB である。A/D 変換器の量子化はこの論文では DBF

として 1 ビットで検討しているが、SAR の処理からもっと量子化ビットを増やして欲しい

との要求があれば、高速の６ビット A/D 変換器を使用する。 

 

　ﾘﾐｯﾀ　 LNA　　　 BPF　　 ﾀﾞｳﾝｺﾝﾊﾞｰﾀ　　 LNA　　 LPF 　 LNA　　　　 LNA　　A/D変換器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）　LNA：低雑音増幅器　 BPF:ﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ LPF:ﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀ

           

             図 3.5-11 ディジタルフィードアレイの構成例 

 

(9) Ku バンド SAR の構成案 

 以上の結果から、開口面アンテナによる DBF を用いた Ku バンド SAR の構成案を    

図 3.5-12 に示す。 
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ディジタル
フィードアレイ

受信
アンテナ

送信機

システム
制御器

データ
処理器

送信
アンテナ

電源

受信ディジタル信号

受信
アンテナ
鏡面

          図 3.5-12 開口面アンテナによる DBF を用いた Ku バンド SAR の構成案    

0) システムの検討結果                

果 
備 　考諸 元 案項 目 検 討 値

 

(1

                                表 3.5-1 システム検討結

高 分 解 能 中 分 解 能

衛 星 軌 道 約 510km太 陽 同 期 準 回 帰 軌 道 前 提 条 件

回 帰 日 数 6日 前 提 条 件

中 心 周 波 数 13 .5GHz 前 提 条 件

観 測 方 式 ス ポットライト方 式 ス トリップマ ップ方 式

レ ーダ バ ン ド 最 大 500MHz 500MHz 75MHz

偏 波 単 一 偏 波 (VV又 は HH) ここで は VVの ケ ース で 検 討 した

NESZ － 15dB以 下 -15dB以 下 -15dB以 下

信 号 対 アン ビギュイティ比 20dB以 上 同 左 同 左

アンテナ ビ ーム 数 、アンテナ サ イ
ド ロ ーブレ ベ ル 、PRF設 定 で 低 減
を図 る。

Rg 0 .6m 3 .5m 地 上 分 解 能

Az 0 .6m 3 .5m 地 上 分 解 能

観 測 幅 高 分 解 能 3.5km、中 分 解 能 70km 70km以 上 70km以 上

オ フナ ディア角 20～ ４０度 同 左 同 左 前 提 条 件

SAR重 量 約 200kg 軽 量 化 リフレ クタを考 慮

Rg 1 1

Az 1 1

Rg 9 9

Az 1 1

アンテナ サ イズ
送 信 0.18m(El)× 3 .5m(Az)
受 信 2.3m(El)× 3 .5m (Az)

送 信 0.18m(El)× 3 .5m(Az)
受 信 2 .3m(El)× 3 .6m(Az)

送 信 尖 頭 電 力 2500W 2500W

Duty 10% 10%

PRF 4200Hz～ 4200Hz～

ＥＬアン テナ 径 、１ビ ーム の 観 測
幅 か らの PRF制 限 は 4200Hz～
38kHzで あ る。

備 　考

ＤＢ Ｆに よ り、高 分 解 能 は ｽﾎ ﾟｯﾄﾗ
ｲﾄ方 式 で 0.6m、中 分 解 能 は ｽﾄﾘｯ
ﾌﾟﾏｯﾌﾟ方 式 で 3.5ｍ の 場 合 を示 し
て い る 。

送 信 ビーム 数

受 信 ビーム 数

同 　左

高 分 解 能 0.6m、中 分 解 能 3.5m分 解 能

同 　左

同 　左

同 　左
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3.5.2 技術的課題 

開発課題１ 

 ・許容される最大デフォーカス量の中にあっても、各フィードアンテナとリフレクタで

形成される放射パターンは、それぞれアンテナビームの形状が異なってくる。 

（対応策） 

 ・地上処理時に各アンテナビームで受信したデータの合成を行う。そのため、ディジタ

ルフィードアレイの各フィードアンテナで受信した信号を I、Q の２チャンネルでディジ

タル化した出力を地上に伝送する必要がある。データ量がアンテナビーム数だけ増えるた

め、高い伝送レートをもったデータ伝送システムが必要となる。 

 

開発課題２ 

 ・地上処理でデータ合成するためのアンテナパターンの定期的な校正が必要。 

（対応策） 

 ・アクティブレーダキャリブレータ、コーナリフレクタを使った、外部校正を定期的に

実施することで対処する。 

 

3.5.3 小型軽量化の検討 

小型化に最も大きい効果があるのはアンテナである。軽量素材で構成した開口面を使用

したアンテナがその一つである。 

SAR-Lupe ビーム方向を変える場合には衛星全体を回転

する方式を採用している。この場合多数の TR モジュールは必要とせず、送受信機１台です

むことも軽量化につながる。 

Snowsat もパラボラアンテナである。入射角を 30 度から 50 度まで大きく変える場合は

衛星のロールマヌーバで行い、数度の範囲で高速にスキャンする場合は、複数並べた一次

射器を切り替えて、デフォーカスすることにより実施する。レンジ方向(進行方向に対し

直行する方向)に広く、アジマス方向(進行方向)に狭いビームを出すため、アンテナ３個を

進行方向に 3 台並べている。 

TECSAR のアンテナは CFRP の構造体とメッシュからなっている。パラボラは軌道上で展

開する。メッシュの質量は 0.5kg である。１次放射器は複数の放射器からなるアレイにな

っており、放射器を選択することによりマルチビームを実現できる[3-6]。 

 

ではパラボラアンテナを使用し、

放
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3.1-14 パターン測定フィールドでのアン

3.5-15(b) 展開機構（２）    

   左図では省略されている補助リブが見

                      

図

 

CFRP

テナモデルと給電部のマルチホーン 

       

図 3.5-13  TECSAR 衛星外観 

MAPSAR のアンテナは放射面が楕円形のカセグレンである。

フ型の展開機構を備えている。反射面は

は L バンドで 0.05～0.13dB で非常に少ない[3-7]。 

放射方向のリブはパンタグラ

を３方向に編み込んだものである。反射損失

 

1

 

図 3.5-15(a) MAPSAR 展開機構（１）   

 

図



 

える 

 反射板アレイアンテナも収納展開が容易なので使える可能性がある。RF とのつなぎは、

ロスを最小にするため、導波管の開放端で行う[3-8]。 

MEMS を用いて電子的なビームステアリング機能を持 クティブ反射板アレイアン

テナは注目に値する。微小な反射板を並べて MEMS 技術で制御することにより、位相を制御

できる。Ku バンドで試作の例を示す[3-8]。 

ったア

 

図 3.5-16 反射板アレイアンテナ衛星(フェアリングに衛星４機を収納している) 

 

 

図 3.5-17 MEMS を用いた反射板アンテナ 
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3.6  DBF 技術を使ったレーダに関する特許調査結果 

（1） DBF を使った関連特許調査結果 

出願後一般に公開される公開特許公報、及び特許が成立したものを公開した特許公報をも

とに、「DBF を使用したもの」、「レーダに DBF を使用したもの」、「SAR に DBF を

使用したもの」について調査した。結果を表 3.5-3 に示す。調査対象とした期間は 2000

年～2008 年である。 

 

                               表 3.5-3  DBF 特許調査結果 

 

（2） DBF-SAR の高分解能広観測幅に関する関連特許調査結果 

発明の名称        ：測方監視 SAR システム 

出願人           ：ＥＡＤＳ Ａｓｔｒｉｕｍ ＧｍｂＨ 

日本での出願日     ：2002(平成 14)年 2 月 7 日 

国際公開日         ：2002(平成 14)年 9 月 26 日 

日本での特許成立日  ：2008(平成 20)年 9 月 6 日 

優先権主張国       ：欧州特許庁 

指定国            ：カナダ、日本、米国 

 

公開特許公報
区　分 公開特許件数 備　考

DBFを使用 ２４件 通信、超音波診断、アンテナ計測等

レーダにDBFを使用 ３７件
レーダ全般、FM-CWレーダ、車載レーダ、マル
チスタティックレーダ等

SARにDBFを使用 ２件
マルチスタティックSAR・インタフェロメトリ処
理、　高分解能広観測幅SAR

DBFを使用せずにSAR性能改善 １件 DBFを使用せずに高分解能

特許公報
区　分 特許件数 備　考

DBFを使用 ４件 マルチビームアンテナ、アンテナ計測効率化

レーダにDBFを使用 ６件
車載レーダ、FM-CWレーダ、マルチスタティッ
クレーダ、マルチビームレーダ、追尾レーダ

SARにDBFを使用 ２件
マルチスタティックSAR、高分解能広観測幅
SAR



 

 

本特許の要約 

 本発明は、送信開口、前記送信開口とは異なる大きさを持ち、前記送信開口から分離さ

れた受信開口であって、縦およびアジマス方向に沿って配置された多数の受信副開口に分

割された受信開口、おのおのの受信副開口の信号をコヒーレントに処理する手段であって

、 

 ・時間および／または周波数変動性位相の値によって、おのおのの受信副開口からの信

号の位相をずらす手段、 

 ・縦方向に沿って配列された受信副開口から生じる信号を合計する手段を含み、 

 ・レーダ送信信号が地球の表面上を伝わるときに、レーダエコー信号が、前記合計され

た信号として最大化さ れるような方法で、前記時間および／または周波数変動性位

相の値が生成される手段、を含む側方監視ＳＡＲシステムに関する。 

                    図 3.5-18 側方監視ＳＡＲシステムの構成 
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