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レーダーの狭帯域化技術の研究開発

【課題名】

グネト ンのスプリアス低減技術及びレ ダ の測定技術の研究開発

【目的】

マグネトロンのスプリアス低減技術及びレーダーの測定技術の研究開発

レーダーの狭帯域化技術（マグネトロンのスプリアス低減技術及びレーダーの測定技術）を開発し、
レーダーで使用されている3GHz、9GHz帯域のうち、約350ＭＨｚ帯幅を他業務に使用することを目的とする。

ア）マグネトロンのスプリアス低減技術

発振素子であるマグネトロン、高精度発振制御装置の改良、フィルター装置の開発により不要
発射レベルを新たなスプリアス規制(40dBcから60dBc）まで低減し 更にスプリアス領域以外の発射レベルを新たなスプリアス規制(40dBcから60dBc）まで低減し、更にスプリアス領域以外の
帯域外領域でも抑制マスク（20dB/decade及び40dB/decade）以下に低減する。

イ）レーダーの測定技術

従来の計測時間を1/2に短縮するために、周波数帯域を分割し、同時・高速に計測するための測
定プログラムを開発する。また、各種レーダーの実際の設置場所を勘案し、多様な測定環境
（実際の設置場所と試験サイト）における誤差要因（測定距離の違い、マルチパスの影響、周
囲ノイズの影響）を補正・除去して測定することのできる技術の研究開発を行う。



マグネトロンのスプリアス低減技術 技術開発の概念図

スプリアス対応レーダー
改良型大出力マグネトロン

スプリアス低減／狭帯域化の構成スプリアス対応レ ダ リ 低減／狭帯域 構成

アンテナ

Aの大出力マグネトロンの

発振部形状を改良し
B：高性能アクティブフィルタ

レーダー波

発振部形状を改良し、

発振安定性に関する試作を行い、

マグネトロン単体としても理想的な

発振を目指す。

Cの高精度パルストランスにより最適な

発振周波数のきめ細やかな制御を行う。

また、Cの高精度パルストランスによって

不要発振を希望波から遠ざけ分離する。

小型で急峻な特性を有するフィルタ

A：スプリアス対策マグネトロン
通常のマグネトロン発振部形状を変え

C : 高精度パルストランス
マグネトロンをより細やかに制御する

通常のマグネトロン発振部形状を変え、

安定した発振に改良したマグネトロン

レーダー波の マグネトロンをより細やかに制御する

ために、約1000Vの高圧を10ナノ秒

以下で制御するパルストランス

レ ダ 波の
スペクトラム

主波と分離したスプリアスを急峻な特性を持つBの高性能
アクティブフィルタによって削減する。



レーダーの測定技術 技術開発の概念図

WRC97の改訂を受け、平成17年12月に電波法令が改正され、不要波の放射をより厳しく規制することが
義務付けられた。特にレーダーの不要輻射は国際電気通信連合（ITU）において、実際に発射される電波
によ て測定することが規定されており その測定法はITU R勧告M 1177に記されているによって測定することが規定されており、その測定法はITU-R勧告M.1177に記されている。

被測定
レーダー 測定アンテナ

被測定アンテナの
遠方界に相当する距離遠方界に相当する距離

測定
装置

反射板等

・ 測定サイトの構築
ITU R勧告M 1177に従 た測定サイトならびに測定装置の開発→ ITU-R勧告M.1177に従った測定サイトならびに測定装置の開発

→ 疑似遠方界システムの検討

・ 高速測定装置の開発
→ 従来方法による測定時間（１０数時間～２０時間以上）の大幅短縮(1/2以上）
→ タイムドメイン測定から、個々の送信パルス幅の範囲でFFT処理を行う等により実現する タイムドメイン測定から、個々の送信 ルス幅の範囲でFFT処理を行う等により実現する

・ 既設レーダーの測定技術
→ 可搬型測定装置や測定車を整備し、実際に運用されているレーダー波の測定を可能とする



マグネトロンのスプリアス低減技術に関する研究開発

A：スプリアス対策マグネトロン
目的

マグネトロンの発振特性の不安定な領域の改善を行い、特に低いレベルでの発振特性（規制マスクにかかる部分）を改善する。

解決すべき課題

マグネトロンの不要発振モード（π-1、倍波等）ならびに、ショートパルス（約70ns）発振時のスペクトラムの広がりを低減
させる技術の開発

手法

させる技術の開発。

・マグネトロンシミュレータによる解析

現在までに高周波加熱用マグネトロンのシミ レ シ ンはあるものの レ ダ などの機器に使用するマグネトロンを

・マグネトロン内部の構造（発振部形状）を改良し、マグネトロン自体の特性を改善（X-band、S-band共）

マグネトロン内部の構造（特にキャビティやストラップ）を改良し パルスの立上り ストラップ共振器

現在までに高周波加熱用マグネトロンのシミュレーションはあるものの、レーダーなどの機器に使用するマグネトロンを
対象とするものは存在しなかった。京都大学と共同で、既存の高周波加熱用シミュレーションの改造を実施した。

マグネトロン内部の構造（特にキャビティやストラップ）を改良し、パルスの立上り
ならびに立下りで発生するπ-1モードのQを下げることで発振を抑える。また、π-1の
周波数をメイン周波数より遠ざけることで、外部フィルタの効果が十分に得られるよ
うする。

高調波についても同様にマグネトロン内部の見直し（共振器と導波管の結合度の調整など）によ
り できる限り発生しないような構成にする

安定した発振の為には、マグネトロンだけではなく、マグネトロンの特性に適した発振回路が必須であることから、その見直
しを行う。マグネトロンに印加される高圧波形（変調器の出力波形）とマグネトロンの発振応答特性を調査し最適化する。こ
れにより 特にスペクトラムのメインロ ブ形状（広がり）を改善する

・発振回路（変調器）の見直し

り、できる限り発生しないような構成にする。

れにより、特にスペクトラムのメインローブ形状（広がり）を改善する。

・外部フィルタの検討

スプリアスのうち、π-1モードならびに高調波成分はマグネトロン自体での低減に限界があることから、外部フィルタを使
用することで-60dBc以下のスプリアスレベルを達成する。



マグネトロンのスプリアス低減技術に関する研究開発

A：スプリアス対策マグネトロン（成果）

マグネトロン内部の構造（発振部形状）を改良したマグネトロンを整備したマグネトロン内部の構造（発振部形状）を改良したマグネトロンを整備した。

マグネトロン単体によるスプリアス低減は非常に難しいことから、特に、マグネトロンの特性に適した発振回路の開発（高精度
パルストランス等）により、スプリアス対策に適した周辺回路の検討・整備を行った。

それらの技術をまとめ、スプリアス対応レーダーシステムを試作(船舶用 X-band)。その結果、ITU-R SM.1541に記されている設計
目標（40dB/d d ）の特性を達成した れにより60dB の ベ にお 350MH 以上の狭帯域化を達成した目標（40dB/decade）の特性を達成した。これにより60dBcのレベルにおいて350MHz以上の狭帯域化を達成した。
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マグネトロンのスプリアス低減技術に関する研究開発

B：高性能アクティブフィルタ
目的

解決すべき課題と手法

既設のレーダーのスプリアス低減技術として、後付の帯域制限フィルタを検討する。マグネトロンは周波数ドリフトがあることから、対応する
フィルタを開発する。

成果
可変狭帯域スプリアスフィルタと周波数変動に追従させる技術を開発した。

周波数に追従してフィルタの中心周波数が動く狭帯域フィルタ技術が必要。具体的には、マグネトロンの発振周波数を測定し、それに追従して
中心周波数が変動するフィルタを開発する。

しかし、スプリアス規制が更なる狭帯域化へ加速したことから、使用帯域（割当帯域）にあった急峻な狭帯域フィルタの開発も行った。具体的
には船舶用X-bandに適合したフィルタ（許容電力37.5kW）を設計し、スプリアス除去（π-1並びに倍波）に対し効果があることを確認した。
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マグネトロンのスプリアス低減技術に関する研究開発

C : 高精度パルストランス

目的目的
マグネトロン駆動高圧波形を10ナノ秒以下で制御するパルストランス（ドライブ回路）を開発し、マグネトロンの駆動波形（立
上り、立下り）とスペクトラム形状の関係を評価する。

解決すべき課題

高圧波形の高速制御技術の開発（特にパルス波形の立上り 立下りの制御）高圧波形の高速制御技術の開発（特にパルス波形の立上り、立下りの制御）

手法

高速高圧トランジスタスイッチ（FET）を応用し、立上りと立下りを任意にコントロールできるドライブ回路を開発する。

定格事項定格事項
１ パルス特性

パルス幅 ：0.05/0.4/0.8/1.2uS
立ち上がり時間 ：0.015uS
立ち下がり時間 ：0.015uS
サグ ：3％以下

２ 特性インピーダンス
入力インピーダンス ：3Ω
出力インピーダンス ：1Ω

３ 電圧・電流
巻線 尖頭電圧 尖頭電流
一次 500V 63A
二次 5500V 4.5A

４ 繰り返し周波数とパルス幅の関係
PRF :3000Hz 1500Hz 750Hz 500Hz
パルス幅 :0.05uS 0.4uS 0.8uS 1.2uS

一般的なレーダーのパルストランスに要求される特性 開発したマグネトロン駆動装置



マグネトロンのスプリアス低減技術に関する研究開発

C : 高精度パルストランス（つづき）
成果

高速高圧トランジスタスイッチ（FET）を使用し、立上りと立下りを任意にコントロールできる発振評価装置を開発した。これ
により、パルス波形とスペクトラムの関係が簡単に評価できるようになった。

※ 本装置は、特許出願中。

立ち下がりの変化に対するスペクトラムの変化
(正規化　MSF1565N　L=100[uH] Rp=1[kΩ])
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レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 測定基準となるサイトの技術的条件
ITU-R勧告M.1177が必要とする測定サイトの条件ならびに測定装置の開発

目的

解決すべき課題

ITU-R勧告M.1177を実施する上で必要となる測定サイトの技術的条件と測定装置の開発を行う。

被測定周波数帯域（60MHz～26GHz）にわたり広い測定ダイナミックレンジを確保する技術。

測定サイトとしての条件を満足する場所の選定（主な条件は、外来波が少なく電波環境が静かで、測定距離の確保が可能、
障害物が少なくマルチパスの少ない場所）

手法

・測定装置の開発

スペクトラムアナライザの前段にアンプ、フィルタな
どを用いることで、スペクトラムアナライザに入力さを用 、 ク ラ ラ 入力
れる電力のレベルを適切に調節することにより、測定
ダイナミックレンジを拡大する技術を開発する。

来波な び パ 響 少な を 定

・測定サイトの構築

外来波ならびにマルチパスの影響の少ない場所を選定。

マルチパスを抑える技術の開発（大地からの反射を抑圧
する反射板や送受信タワーの設計技術などの開発）。

英国の測定サイトの例



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 測定装置：フロントエンド

成果

ATT・LNA・YIGフィルタなどを用い、格段に入力される電力レベルを適正にコントロールすることで、

測定ダイナミックレンジ100dB（注1）を確保する技術（国際承認レベル）を開発した。

・測定装置の開発

0

（注1）測定ダイナミックレンジの評価は、測定アンテナへの入力が十分にある場合の評価であり、屋外測定における

影響（測定距離ならびにマルチパスの影響など）は考慮していない。
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レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 測定サイトの技術的条件（テンポラリサイトとパーマネントサイト）に関する検討

測定サイトの構築

成果

測定サイトの構築

パーマネントサイト：スプリアス測定サイトに必要な条件ならびに技術について取り纏めを行い、その条件にあった場所の
調査を行った。その結果、候補地として長野県大町市の市有地を選定した。

テンポラリサイト ：測定技術を開発を推進するために一時的に借用できる場所（農道空港「ふくしまスカイパーク」）に
て測定実験を繰り返してきた その結果 国内検定レベルで使用できる技術（測定ダイナミックレンて測定実験を繰り返してきた。その結果、国内検定レベルで使用できる技術（測定ダイナミックレン
ジ80dB）を開発し、型式検定を実施した。

※ この場所は基本的に農道空港(離着陸場）であり飛行機の離着陸があること、冬季閉鎖期間（12月～3月）があるこ
となどから、測定できる期間は限られており、年間測定可能台数は10台未満である。
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レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 疑似遠方界システム（コンパクトレンジ）の検討

目的

手法

標準測定サイトでの測定が不可能なレーダーシステムのスプリアスを測定する為に、基準となる標準測定サイトのデータ
から将来の実用化が求められるコンパクトレンジの検討を行う。

レーダーアンテナの回転状態で使用することのできる電波暗室の形状、及びミラーの特性をシミュレーション、測定によ
り評価する。

斜入射に対して吸収特性の良い吸収体形状の検討・評価を行う。

ＲＦミラー

RFﾐﾗｰ

送信アンテナ

コンパクトレンジ検討 整備したコンパクトレンジ



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ コンパクトレンジの検討（シミュレーションと基礎計測）

測定対象のレーダーは、アンテナを回転して電波を送受
信することが前提であり、スプリアス波の発射角度は、メ
イン波のものとは違う角度にある。

しかし、アンテナが回転することから、メイン波近傍のス
プリアスを測定しようとするとメイン波の反射波が回り込
まないような吸収体の配置やRFミラーの配置が必要となる。

次に、標準ゲインホーンアンテナを用いて、RFミラー
に対する入射角を送信側アンテナを回転することによるに対する入射角を送信側アンテナを回転することによる
影響をシミュレーション、計算値と計測によって、比較
した。

測定結果は、±45度までの間では、計算値と計測値が
一致しているが それ以上の角度は 計測値が計算値よ一致しているが、それ以上の角度は、計測値が計算値よ
りも減衰しない結果となった。これは、反射による影響
と思われる。

これらのことから、コンパクトレンジを用いてスプリ
アスを計測する場合は さらに反射を考慮する必要があ

X-bandアンテナの解析 シミュレーターの設定
設定周波数：9.00、10.7、18.0 [GHz] メッシュ生成周波数：9.41[GHz]
解析空間：9.00[GHz]においてλ/4以上になるように設定

端 を 定 片側 ポ を
アスを計測する場合は、さらに反射を考慮する必要があ
る。

スロットアンテナの両端には、Wave Portを設定。片側のポートを入力し、
他方は無反射として解析。



レーダーの測定技術に関する研究開発

シミュレーションならびに基準信号により コンパクトレン

・ コンパクトレンジの検討（実機による計測）

シミュレ ションならびに基準信号により、コンパクトレン
ジ暗室内において、スペクトラムへの影響が少ない送受信機
の設置位置を決定したこととから、小型レーダー(9.4GHz)の
スペクトラムを測定した。

0 0

コンパクトレンジでの測定結果とオープンサイトでの測定結果との比較を行った。温度変動による中心周波数の変動と思
われる現象などがあり、完全な一致はしていないが、π-1モードの発振がどちらでも確認された。
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コンパクトレンジ測定

オープンサイト測定
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-50

9300 9350 9400 9450 9500

周波数　[MHz] 周波数　[MHz]

測定データ比較 測定データ比較（メイン周波数付近）
※ 中心周波数のずれがあったので一致するように補正している。



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 高速測定装置の開発

目的
M.1177の測定法による測定時間（10数時間～20時間以上）を大幅に短縮する。目標は1/2時間。

解決すべき課題

Ｍ.1177の測定データと同等の精度を保ちながら、測定時間を短縮する技術の開発。

目的

手法

FFTならびにDSP技術を応用。ハード（DSP装置）ならびにソフト（制御プログラム）の開発を行い、M.1177測定法と同等の結果
が得られることを、測定によって確認する。

DSPの特性を生かしたレーダー波の同期技術を開発し 測定対象信号を確実に捕らえ 不要波をできる限り除去して対象信号を

RF信号

DSPの特性を生かしたレーダー波の同期技術を開発し、測定対象信号を確実に捕らえ、不要波をできる限り除去して対象信号を
正確に測定する技術を開発する。

(ブランク1394(iLink)

70MHz IF

G
PI

B

(ブランク
パネル)

IEEE139

100BaseT LAN

高速測定装置の概念図
高速測定装置の構成

（1ch）

高速測定装置の概念図



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 高速測定装置の開発 （成果）

複数のレーダーが混在して動作する環境においても 所望のレーダー波のみを捕捉し測定する技術を開発した。

フロントエンド装置（M.1177測定装置と兼用）を組み合わせることにより、十分な入力レベルがある条件下においては、
90dBのダイナミックレンジの確保が可能となった。

複数のレ ダ が混在して動作する環境においても、所望のレ ダ 波のみを捕捉し測定する技術を開発した。

※ 本装置は特許出願中
１． パルスの連続リアルタイム測定 ２． ターゲットにロックし、不要波と区別して測定

最大レベル 最大レベル
PW PRI
0.820usec 1.220msec
0.820usec 1.320msec
0.820usec 1.420msec

１．ターゲットパルスの設定

4Staggering

Search

２．ターゲットサーチ
３．タイミング検索

指定されたPW、PRIで現れるパルスに
同期できるかどうか、DSPで調査する。

時間I/Qデータ 時間I/Qデータ

(PCのHDDへ) (PCのHDDへ)

(PCのHDDへ) (PCのHDDへ)

周波数

(PCのHDDへ)

周波数

(PCのHDDへ)

0.8 0usec . 0 sec
0.820usec 1.520msec

（ターゲットのPW,PRIを指定）

Locked ４．同期完了でロックランプ点灯

５．測定周波数範囲の指定
７ スペクトラム結果の表示(PCのHDDへ) (PCのHDDへ)

ON時刻・信号レベル

(PCのHDDへ)

パルス幅

(PCのHDDへ)

ON時刻・信号レベル

(PCのHDDへ)

パルス幅

(PCのHDDへ) Measure

６．エネルギー測定開始

測定周波数範囲 指定

9000Start Frequency MHz
10000Stop Frequency MHz

1Resolution BW MHz

７．スペクトラム結果の表示

( )

高速測定装置概観

Measure
9,000.000MHz 10,000.000MHzRBW:1MHz



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 既設レーダー測定技術

目的

可搬型測定装置や測定車などを整備し、実際に運用されているレーダー波のスプリアス測定技術を確立する。

解決すべき課題

可搬型測定装置ならびに測定車の開発・整備。

測定ダイナミックレンジ、ならびに外来波を抑圧する技術の開発。

手法

測定サイト用に開発した技術を応用することで、可搬型測定装置を開発する。

このため、スプリアス測定装置が搭載可能な測定車を整備する。

開発した測定装置を既設レーダー付近に設置し測定を実験行うことで、測定精度の確認・改善を行う。

シミュレーションにより伝播状況（スプリアスの放射方向など）を予測する技術を開発し、測定精度を向上させる。



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 既設レーダー測定技術（成果）

スプリアス測定装置が搭載可能な、測定車（シールドルームを搭載）を整備
し 受信アンテナの整備 フィルタ LNAユニットなどの開発により ダイナし、受信アンテナの整備、フィルタ、LNAユニットなどの開発により、ダイナ
ミックレンジ80dBを確保する測定技術を確立した。

航空機レーダー、港湾監視レーダーなどの測定を行い、その実証を行った。

波形観測用
ピークパワーアナライザ

BRFユニット

測定車概観 フ ィ ル タ
ユニット

スイッチング
ユニット

スペクトラムアナライザ

電源ユニット

測定車シールドルーム内部

スプリアス測定装置概観

整備した可搬型高利得アンテナ



レーダーの測定技術に関する研究開発

・ 既設レーダー測定技術（測定ダイナミックレンジ）

成果（既設レーダーの測定例）

0

成果（既設レ ダ の測定例）

0.000

既設レーダ（浦安VTSレーダー）の測定を行い、測定ダイナミックレンジ80dB以上確保できることが確認できた。

-30

-20

-10
船舶用レーダー波

-30.000

-20.000

-10.000

メイン周波数付近の
ダイナミックレンジ

50dB程度
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-40.000

電
力

 [
dB

]

アンテナの特性によりダ
イナミックレンジ

メイン周波数付近でも
-80dB以上の

ダイナミックレンジを確保

-100

-90

-80

70

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

-90.000

-80.000

-70.000

10000.0 12000.0 14000.0 16000.0 18000.0 20000.0 22000.0 24000.0 26000.0 28000.0 30000.0

イナミックレンジ
80dB程度確保

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

周波数[GHz]

10000.0 12000.0 14000.0 16000.0 18000.0 20000.0 22000.0 24000.0 26000.0 28000.0 30000.0

周波数 [MHz]

フロントエンド整備前 フロントエンド整備後

※ 測定時間が十分になかったことから、全ての帯域での
測定を行っていない。

※ 測定の自動化により、被測定周波数範囲に渡り
連続して測定が可能になった。

既設レーダー（浦安VTSレーダー）測定結果例

フロントエンド整備前

（BRFフィルタによる測定）
フロントエンド整備後



まとめ（目標に対する達成度）

【課題名】

【目的】 ダ の狭帯域化技術（ グネト の プリ 低減技術及び ダ の測定技術）を開発し

マグネトロンのスプリアス低減技術及びレーダーの測定技術の研究開発

【目的】レーダーの狭帯域化技術（マグネトロンのスプリアス低減技術及びレーダーの測定技術）を開発し、
レーダーで使用されている3GHz、9GHz帯域のうち、約350ＭＨｚ帯幅を他業務に使用することを目的とする。

マグネトロン、フィルタ、マグネトロン駆動回路技術などレーダーシステムとしてスプリアス対策技術の開発を行い、
同時にそれらのスプリアスを測定する技術を開発した結果 60dBcのレベルで350MHz以上の狭帯域化を達成することが

【成果】

ア）マグネトロンのスプリアス低減技術

同時にそれらのスプリアスを測定する技術を開発した結果、60dBcのレベルで350MHz以上の狭帯域化を達成することが
可能となった。

発振素子であるマグネトロン、高精度発振制御装置の改良、フィルター装置の開発により不要発射レベルを新たなスプリアス
規制(40dBcから60dBc）まで低減し、更にスプリアス領域以外の帯域外領域でも抑制マスク（20dB/decade及び40dB/decade）
以下に低減する。

・マグネトロン、フィルタ、マグネトロン駆動回路技術などレーダーシステムとしてのスプリアス対策技術の開発をマグネトロン、フィルタ、マグネトロン駆動回路技術などレ ダ システムとしてのスプリアス対策技術の開発を
行った結果、スプリアスレベルを-60dBcまで低減した。

・スプリアス領域以外の帯域外領域でも40dB/decade抑制マスク以下にすることができた。この結果は、ITU-R SM.1541 
Annex8に記載されている設計目標を達成するレベルである。

・マグネトロン発振評価装置を開発し、マグネトロン駆動波形とスペクトラムの関係を容易に観測できるようにし
た。（装置は特許出願準備中）

・マグネトロンシミュレータを整備し、マグネトロン内部の動作を把握し、スプリアス対策に関する時間軽減の道
筋を確立した。

・測定データは、スプリアス規制に関する会議(ITU-R各種会議)に反映し、国際規格の検討に大きく寄与した。

筋を確立した。



まとめ（目標に対する達成度）

【課題名】 マグネトロンのスプリアス低減技術及びレーダーの測定技術の研究開発

イ）レーダーの測定技術

従来の計測時間を1/2に短縮するために、周波数帯域を分割し、同時・高速に計測するための測定プログラムを開発する。
また、各種レーダーの実際の設置場所を勘案し、多様な測定環境（実際の設置場所と試験サイト）における誤差要因（測
定距離の違い、マルチパスの影響、周囲ノイズの影響）を補正・除去して測定することのできる技術の研究開発を行う。

・テンポラリサイトで80dBの測定ダイナミックレンジを確保する技術を確立し、型式検定試験実施に寄与した。

パ マネントサイトを構築するための必要条件ならびに技術について取り纏めた

・フロントエンド装置の開発により、理想的な状態で100dBの測定ダイナミックレンジを確保する技術を確立した。

・既設レーダーの測定においても80dBのダイナミックレンジで測定する技術を確立した。

・パーマネントサイトを構築するための必要条件ならびに技術について取り纏めた。

・高速測定装置を開発し、測定時間を大幅に短縮（1/60）する技術を確立すると同時に、被観測波以外を除去する
技術も確立した。

・海外測定サイトにおける測定データを取得し、国内サイトを整備する際のリファレンスを確保した。

・測定車ならびに可搬型の測定装置を整備し、既設レーダの測定技術を開発することにより、既設レーダのスプリアス
測定を可能にした。

・測定技術の検討により得た情報をITUに入力することにより、国際規格の検討に大きく寄与した。


