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高感度な受信機の開発

熱雑音の低減⇒微弱電波の検出
微弱な放射電力の正確な評価には、
統計的な処理による評価が必要

研究開発目標：天体電波受信技術におけるノウハウを微弱
電波の放射電力測定に適用し、従来の汎用計測器では測

定困難な微弱レベルでの測定技術を確立する。

測定システムの校正系の開発

長時間積分

背景：RFID やUWB などの小型無線機器の爆発的増大
⇒微弱電波の正確な測定法が必要

（例：UWB機器の不要輻射強度許容値：30MHz~1.6GHz⇒-90dBm/MHz）
but..  汎用の測定器では、ノイズフロアよりも微弱な電波の測定が困難

統計的手法による放射電力測定技術の研究開発
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電波天文における微弱電波検出の原理

LNA PCA/D

PLO
BPF

給電部

高感度受信系 長時間記録システム

IRM

SG
BPF

2/1
sysmin )/(TT tKs   

測定対象=on 測定対象=off測定対象=off
測定対象がonの状態とoffの状態を交互に繰り返し、その

ときの受信電力の差を積分することで、熱雑音によるゆら
ぎよりも小さな微弱電波を検出することができる。

低検出感度の公式

基本的な受信システムの構成

受信系出力電圧を検波せずに長時間記
録し、計算機上で二乗検波したデータを
積分する。

開発要素
・ 広帯域にわたる低雑音特性 ・ on/off のタイミングの同期機構
・ ゲイン変動の低減 ・ 校正方法の実現

Δν受信帯域幅（Hz） ΔTsys システム雑音温度（K）
t 積分時間（秒） ΔTmin 低検出感度（K）
Ks 感度係数（トータルパワー受信機の場合、1）
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研究開発の実施計画

① 高感度電波受信システムに関する研究開発
・全体で0.8GHz~26GHzをカバーする高感度電波受信システムの試作開発

・長時間データ記録システムの整備

・受信電力値の校正方法の検証

② 微弱電波放射電力判定手法に関する研究開発
・測定手順および評価手法の確立

・対象とする周波数帯域にわたって、-90dBm/MHzの平均放射電力の正確な測定

が可能であることの実証

・多様な変調方式の無線機器を測定対象とした測定実験による手順と手法の確認

低周波数部(H20年度)
800MHz～3GHz

中周波数部(H21年度)
3GHz～18GHz

高周波数部(H22年度)
18GHz～26GHz以上
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高感度電波受信システムの開発（低周波数部）

LNA PC
A/D

給電部
（ホーンアンテナ）
800MHz~3GHz

高感度受信装置

長時間データ記録装置
(K5/VSSP32)

発振器

LPF800MHz
~3GHz

0.1~32MHz 64Msps

Ch.2

USB2.0

USB/RS-232C

被測定
機器

温度計

USB/RS-232C or Ethernet

Ch.1

90ﾟPS

SW

終端抵抗
（ダミーロード）

低周波数部高感度受信システムの構成

周波数変換部

ステップアッテネータ
（1dB単位60dBまで）

ローカル信号発生部
（基板裏）スプリッタ

Ch.2 (imaginary part) 出力

Ch.1 (real part) 出力

• ゲイン変動を校正するための信号切替スイッチを実装し、計
算機制御により入力信号を給電部出力と終端抵抗（ダミー
ロード）に切り替えられるように設計。

• 切替スイッチを含めた雑音指数（NF）を1.2dB程度とし、低
雑音特性を実現。

• 1MHz単位で任意の周波数を選択し、10kHzから32MHzま
での周波数幅を選択して、ベースバンドに変換。real part と
imaginary part をAD 変換して記録し、計算機上で USB 成
分と LSB 成分を合成。 長4時間まで連続記録可能。

NF=1.2dB (2.2GHz)

Gain=27.8dB (2.2GHz)

5



高感度電波受信システムの開発（中周波数部）

低雑音増幅部

中周波数部高感度受信システムの構成

周波数変換部

低雑音増幅部

終端抵抗（ダミーロード）と
同軸スイッチ

低雑音増幅器

信号入力端子

ノイズダイオードと
カプラ

NF=2.8dB (10.5GHz)

Gain=31.2dB (10.5GHz)

雑音指数（NF）および利得特性

• 同軸スイッチで切り替えるダミーロードを利用して、ノイズダ
イオードの較正が可能なように構成。
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高感度電波受信システムの構成図

• 当初の計画よりも広帯域化し、2～27GHzを受信可能なように設計。

• 低周波数部、中周波数部に比べて、給電部のゲインを向上。

（10～22dBi＠2-18GHz、24dBi＠22GHz)
• 内部で生成した共通のタイミング信号（1pps）を使用して、同軸スイッチ

の切り替えタイミングを同期して制御。

• 一台のPCで低周波数部、中周波数部、高周波数部３系統のAD出力を
記録できるように、複数のADサンプラーを1台のPCで制御できるように
構成。

高感度電波受信システムの開発（高周波数部）
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通信波受信系

不要輻射受信系ｘ２

測定用PC

被測定無線機器

大3つのシステムを同期制御して並列使用。
例1. UWB機器の通信帯域：3.4-4.8GHz、7.25-10.25GHz
⇒中周波数部で通信波を受信、低・高周波数部で不要輻射を計測

例2. Bluetooth,ZigBeeの通信帯域：2.4GHz帯
⇒低周波数部で通信波を受信、中・高周波数部で不要輻射を計測

測定システム構成
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受信システムの測定値校正
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電波吸収帯をホーンアンテナ前面に配置し、室温（~300K）と
液体窒素温度（77K）における熱雑音を入力することで受信系
で記録したデータの絶対値校正を行うことが可能。

デジタルデータの分散
から受信電力値を計算
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積分時間と検出感度の検討（低周波数部）

)4log(20

dGEIRPP 

受信電力
(W/Hz)

放射電力

受信アンテナ利得
（9.5dB@2210MHz）

被測定対象と受信
アンテナ間の距離（3m）

波長
（0.136m@2210MHz）

0.2秒以上の積分時間で -100dBm/MHz 
の微弱放射電力の検出が可能。

検出感度＝σ×1.95 
（正規分布、有意レベル=95%)

TBkP B
周波数幅（Hz）

ボルツマン定数
1.38×10-23(J/K)

温度（K）

-90dBm/MHz ＝ 8.4 (K)
-100dBm/MHz ＝ 0.84 (K)

-90dBm/MHz (8.4K/1.95)

-100dBm/MHz
(084K/1.95)
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積分時間と検出感度の検討（高周波数部）

)4log(20

dGEIRPP 

受信電力
(W/Hz)

放射電力

受信アンテナ利得
（22dBi@18GHz）

被測定対象と受信
アンテナ間の距離（3m）

波長
（0.0167m@18GHz）

TBkP B
周波数幅（Hz）

ボルツマン定数
1.38×10-23(J/K)

温度（K）

-90dBm/MHz ＝ 2.2 (K)
-100dBm/MHz ＝ 0.22 (K)

検出感度＝σ×1.95 
（正規分布、有意レベル=95%)

-90dBm/MHz (2.2K/1.95)

-100dBm/MHz (022K/1.95)

5秒以上の積分時間で -90dBm/MHz の
微弱放射電力の検出が可能。
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微弱電波の検出実験

• ノイズソース（Noise Diode）を標準ゲインホーンに取り付けて、微弱
な電波を放射し、受信システムで放射電力を計測。

• 隔離距離＝7m
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受信システム

LO

LPF

LPF

カプラ

LNA
－１０ｄB

ND

ENR～13dB

7m

標準ゲインホーン W/Ridged ホーン

Freq. Tnd
(dBK)

Std Horn
Gain (dBi)

Free Space
Loss (dB)

W/R Horn
Gain (dBi)

Rx Power
(K)

800 +37.8 1.882 -47.41 4.4 0.45
1200 +37.8 5.39 50.93 8.2 1.08
1500 +37.8 7.32 -52.87 8.8 1.23
1800 +37.8 8.90 -54.46 10.3 1.74
2100 +37.8 10.23 -55.79 10.5 1.82
2400 +37.8 11.386 -56.95 9.9 1.58
2700 +37.8 12.40 -57.98 11.2 2.14
3000 +37.8 13.31 -58.89 10.9 1.99

)4log(20

dGEIRPP 

微弱電波の検出実験

受信電力の見積もり 13



９５０MHｚ

1500MHｚ

2100MHｚ

2700MHｚ

微弱電波の検出実験

10秒以上の積分時間で1K程度の
微弱な受信電力差を十分検出可能。 14



実際の無線機器を用いた測定手順の確立
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スペアナの帯域特性
の切り替え点

赤：通信時のスペクトル
緑：無通信時のスペクトル • 低・中・高周波数部受信システムを同期制御して、

被測定機器にアンテナを対向させた状態と電力
校正源（電波吸収体とノイズダイオード）とを同時
に切り替えてデータを取得。

• 通信帯域以外の周波数帯で放射電力を評価。
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目標の達成状況

目標 達成状況

高感度電波受信システムに関する研究開発

 800MHzから26GHzまでの広い周波数帯

域を高感度に受信し、微弱な電波を検出で
きる高感度電波受信システムを開発

►低周波数部、中周波数部、高周波数部の
３つの周波数帯の高感度受信機を順次開
発し、800MHzから27GHzまでの広い周波

数帯域をカバー。周波数帯域をオーバー
ラップさせることにより、測定対象に柔軟に
対応できる構成を実現。

微弱電波放射電力判定手法に関する研究開発

 平均放射電力にして-90dBm/MHzの微弱

な電波を検出して放射電力を評価できる手
法を開発

►被測定機器と受信アンテナとの隔離距離
3mに対し、5秒以上の積分時間で95%以
上の信頼性で-90dBm/MHzの微弱放射電
力を検出できることを確認。
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成果の今後の展開

 実用化に向けた課題
• 微弱な放射電力を効率よく受信できる他のシステムなどと連携することによる、より

高感度な計測・評価システムの実現。
• 試験研究機関との連携による計測システムとしての評価。

 実用化の方針
• 実際の測定サイトで使いやすいように改良を行い、2013年頃の実用化を目指して今

後通信機器メーカ等に働きかける。

 実用化による期待
• 微弱な不要輻射を正確に測定することを可能とし、製品開発の迅速化とコストダウン

につながる。
• 多数の機器の混在による混信予測や通信不能の防止が可能となり、限られた周波

数資源の効率的な利用を可能とする。



① 高感度電波受信システムに関する研究開発

・3つの受信システム全体で0.8GHz～27GHz以上をカバーする高感度電波受信システム
の試作開発を実施。

・長時間データ記録システムで連続して受信信号を記録して、受信電力を算出するプログ
ラムを開発。

・電力校正源を二系統化し、校正結果の妥当性を確認できるように配慮。校正源への切替
タイミングを共通のタイミング信号で同期制御できるようにした。Y-factor法による校正を
行い、 もシステム雑音温度の高い高周波数部においても-90dBm/MHzの目標感度を
達成したことを確認した。

② 微弱電波放射電力判定手法に関する研究開発

・被測定機器と受信アンテナとの隔離距離3mに対し、5秒以上の積分時間で95%以上の
信頼性で-90dBm/MHzの微弱放射電力を検出できることを確認。

・実際の測定対象（市販のUWB無線機器など）を使用した測定実験を実施して、測定手順
を確立した。

まとめ
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