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[要 約] 

 合成開口レーダの将来の高機能化、高性能化につながっていくと予測されるディジタル

ビームフォーミング技術によるアンテナ多ビーム化について、研究を実施した。 

 第 1 章では、従来のレーダとディジタルビームフォーミング技術を使ったレーダの比較

と、ディジタルビームフォーミング技術の応用調査結果について述べる。応用調査は、衛

星搭載合成開口レーダ、地上用レーダ、通信システムでの研究状況、実用例について、文

献調査等により実施した。結果は衛星搭載合成開口レーダでは多数の研究例があった。地

上用レーダ、通信システムでは、数件の実用例、研究例があった。  

 第 2 章では、ディジタルビームフォーミング技術による合成開口レーダの高機能化、高

性能化の検討内容を述べる。検討の考え方を示し、期待される高機能化、高性能化の例を

あげ、ディジタルビームフォーミング技術を衛星搭載合成開口レーダに適用する場合の課

題を示した。 

 第 3 章では、ディジタルビームフォーミング技術を使った衛星搭載合成開口レーダの構

想案検討の前提条件、想定する衛星諸元、検討した具体的な構想案等を述べる。構想案検

討の前提条件として、L バンドと Ku バンドの衛星搭載合成開口レーダについて検討する

こととした。衛星諸元はこれまで JAROS で開発してきた合成開口レーダとその搭載衛星、

世界で打ち上げられた最新の衛星、及びそれに搭載された合成開口レーダ等を参考に設定

した。L バンド衛星搭載合成開口レーダでは、現在軌道上で稼働中の合成開口レーダ

PALSAR と同じ平面アンテナの場合について、Ku バンド衛星搭載合成開口レーダでは、

前述の平面アンテナと、将来小型で低価格の衛星搭載合成開口レーダに使用されると思わ

れる開口面アンテナの場合について構想案検討を実施した。 

 

１．調査研究項目・スケジュール  

 1.1  調査研究目的 

  本調査研究の目的を記す。  

  1.2  調査研究体制 

  本調査研究に係わる委員会、再委託業者を含んだ実施体制、委員会名簿を記す。 
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  1.3  調査研究内容 

  本調査研究の実施内容を記す。 

  1.4  調査研究項目・スケジュール 

  本調査研究の実施項目に対応した実行スケジュールを記す。 

 

第 1 章 ディジタルビームフォーミング技術の応用例 

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 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 従来のレーダと DBF 技術を使ったレーダの構成例 

 

 3



  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 1-2 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 
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DBF 技術を使った SAR に想

 

 

 

 

 

             

 

SAR衛星 

アンテナ照射範囲 

アンテナビーム 

アンテナ照射範囲 

ア

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 1-2 従

 

1.1 衛星搭載 SAR への応用

 国内外の文献等を調査した

 

  

観測幅
定される観測幅拡大の例 

             

ンテナビーム 

        観測幅 

来の SAR と DBF 技術を使っ

 

結果、DBF 技術が衛星搭載
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なかった。しかし、衛星搭載 SAR に将来搭載すべく研究が実施されている例が多くあっ

た。その一例を以下に示す。 

受信感度を下げないで、高分解能広観測幅を実現する SAR システム 

・研究機関はドイツの Astrium 社で、その特徴は次の通りである。 

・DBF を使った多ビーム化に伴い、小さくなった送信アンテナの利得低下で受信感

度が下がるのを防ぐために、サブ開口に分割した受信アンテナを大きくする。 

・レンジアンビギュイティによる観測幅の制限を受信アンテナの多ビーム化で対処  

・アジマスアンビギュイティによるアジマスアンテナ長の制限をサブ開口化で対処 

 以上より、高アジマス分解能・広観測幅の両立を図ることができる。ただし欠点とし

て受信アンテナの寸法が大きくなるため、打ち上げロケット等の搭載制限により、高

アジマス分解能・広観測幅について、制約が出てくる。 

                                                            アジマス方向 

                                                                  (AZ) 

 

                                                             

                                                             エレベーション 

                                 方向 (EL) 

送信アンテナ 

受信開口 

 

図 1-3  送信アンテナと AZ、EL 方向の多くのサブ開口に分割される受信アンテナ 

 

 

図 1-4  EL 方向のマルチ受信アンテナサブ開口の組合せ 

出典：M. Suess(Astrium),”A Novel High Resolution,Wide Swath SAR System”,  

      2001,IEEE 
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 1.2 地上用レーダへの応用 

DBF 海洋レーダによる沿岸流動観測 

  DBF 技術を採用することにより、従来の海洋レーダに比べて 1/4 程度である 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。すでに日本各地に設置され潮流計測に使用されている。 

 

図 1-5  DBF 技術の使用状況 

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 

 

図 1-6 DBF 海洋レーダの広域流動観測例 

出典：(財）電力中央研究所 年度研究成果(32) 

1.3  通信システムへの応用 

 環境科学研究所我孫子研究所研究概要、2002

 

 

屋内用無線 LAN(MIMO) 

  MIMO は、Multiple Input Multiple Output の略称で、DBF 技術を使用し、送受信に
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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、無線区間で

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 は既に商品化され、

市販されている。その特徴は以下の通りである。 

・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を

蔽物により乱反射した電波の有効活用化によって、

mo/ 

2 章 DBF 技術による衛星搭載 SAR の高機能化、高性能化検討 

化、高性能化検討の考え方を図 2-1 に示す。 

 

.2 期待される DBF による高機能化、高性能化 

 

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処理

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くか

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

より高速・安定した通信を実現した。 

出典：http://corega.jp/product/navi/mi

 

第

2.1  高機能化、高性能化検討の考え方 

DBF 技術による衛星搭載 SAR の高機能

 

図 2-1 高機能化、高性能化検討の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

図 2-2 に、DBF による高機能化、高性能化につながる各種方式を示す。
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図 2-2 DBF SAR 観測方式 

  “Multi-Beam”方式 ：  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。但し、分解能はスクイント角に依存する。 

 “DPCA”方式： 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。 

      注) Displaced Phase Center Algorithm 

 “Quad-Array”方式： 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。 

 “HRWS”方式： 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。 

    注) HRWS： High Resolution and Wide Swath 

 

2.3  DBF における課題 

 DBF における課題は、高分解能と広観測幅の両立による観測データ量の増大があげら

れる。これについては、地上へ観測データを伝送する伝送系の高速化、地上へ送る前に

画像化してデータ量を低減する等の対策が必要である。 

 また、将来の集積技術等の進展に伴う小型軽量化への対応としては、平面アンテナで
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はシャシ一体化、制御回路部分の共通化、高密度実装等により、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、開口面アンテナでは軽量材の

使用、展開機構の簡便化を図る。電気回路部では、高機能・高集積部品を優先使用、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。 

 

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

タイプと、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タイ

プの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地上分解能3m、観測幅150kmを想定した。高分解能・多偏波モー

ドについては地上分解能 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地

上分解能 0.6m、観測幅 3.5km、連続で撮像するストリップマップ方式(中分解能モード)

で地上分解能 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の SAR 構想 

  高分解能モード、単一偏波/デュアル偏波では、アジマス方向ビーム数 4、レンジ方向ビ

ーム数 5 により、目標諸元として設定した地上分解能 3m で観測幅 150km を実現できる

ことを、検討の結果、確認した。(同じ L バンドの PALSAR は、地上分解能 10m で観測

幅 70km の仕様である) 

 また、多偏波モードでは、アジマス方向ビーム数 4、レンジ方向ビーム数 5 により、地

上分解能 3m で観測幅 60km を実現できることを、検討の結果、確認した。(同じ L バン

ドの PALSAR は、地上分解能 30m で観測幅 30km の仕様である) 

 

3.4  Ku バンド平面アンテナ使用の場合の SAR 構想 

 単一偏波で、アジマス方向ビーム数1、レンジ方向ビーム数5により、地上分解能0.6m

でレンジ観測幅 17.5km を実現できることを、また、地上分解能 3.5m でレンジ観測幅

70km を実現できることを、それぞれ検討の結果、確認した。(従来の Ku バンド SAR の

構想は、地上分解能 3.5m で観測幅 20km の仕様である) 

 

3.5  Ku バンド開口面アンテナ使用の場合の SAR 構想 

 単一偏波で、アジマス方向ビーム数 1、レンジ方向ビーム数 9 により、スポットライト

方式により地上分解能 0.6m で観測幅 70km を実現できることを、また、ストリップマッ

プ方式により地上分解能 3.5m でレンジ観測幅 70km を実現できることを、検討の結果、

確認した。(従来の Ku バンド SAR の構想は、地上分解能 3.5m で観測幅 20km の仕様で

ある) 

 

3.6 DBF 技術を使ったレーダに関する特許調査結果 

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

をもとに調査した。結果は「DBF を使用したもの」が 24 件、「レーダに DBF を使用し

たもの」が 37 件、「SAR に DBF を使用したもの」が 2 件であった。 

  

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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