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概要
マイクロ波帯・ミリ波帯の無線設備の諸特性を高安定に測定するためには、測定用アンテナやスペクトラムアナライザ
の特性を正確に把握することが必要である。そこで、マイクロ波・ミリ波帯の無線設備の放射電力測定に用いる広帯域ア
ンテナや大型アンテナ及びスペクトラムアナライザの特性評価法及び較正法を確立し、測定結果のばらつきを低減するた
めに、これら測定器類の特性が測定結果に及ぼす影響を、正確に評価する技術について研究開発を行った。

Abstract

In order to improve accuracy of radiation power measurements in the microwave and millimeter wave bands with
high repeatability, estabrishing property evaluation method and calibration method for meassurement equipnment
are required. In this study, the evaluation methods for widebande antennas, large antennas and spectrum
analyzsers for measurements in the micorowave and millimeter wave bands were demonstrated to estimate the
influences to measurement results of power radiated from wireless equipnment.

１．まえがき
マイクロ波帯・ミリ波帯を使用する無線設備が効
率的かつ円滑に利用されるためには、設計・認証・
運用の各段階において、その無線設備の特性（空中
線電力、電波の質、放射特性等）を、測定によって
正確に評価することが極めて重要である。特に、認
証段階においては、認証機関によってその測定結果
がばらつかないようにする（高安定化）技術が必要
であり、測定システムに起因するばらつきの主な原
因としては、測定アンテナの違い、測定用受信機の
違いがある。
そこで、本研究開発では、マイクロ波帯・ミリ波
帯の較正技術の評価・改良を通じて、高精度・高安
定な測定を可能とし、技術基準策定時における許容
範囲の決定や測定方法の妥当性の根拠を与える。ま
た、較正技術については、登録検査等事業者が使う
測定器の較正を通じて、測定の不確かさの低減に寄
与する方法、さらに、較正事業者の較正器の較正の
不確かさの低減に寄与する方法について検討する。
本研究開発の成果により、未利用周波数帯の開拓、
電波の再配分・運用を迅速かつ円滑に実施できるよ
うな環境整備に寄与することを目指す。
２．研究内容及び成果
本研究開発は、空間に放射された電波の電力（放
射電力）を高精度かつ再現性よく測定するための研
究開発として、電波の入口であるアンテナと測定結
果の出口となるスペクトラムアナライザに着目し、

研究開発開始当初より、1. 広帯域・大型アンテナの
高安定化技術の研究開発、及び、2. スペクトラムア
ナライザの高安定化技術の 2 つの研究テーマに分け
て研究開発を実施した。さらに、マイクロ波帯（伝
送線路として主に同軸ケーブルを使用）及びミリ波
帯（主に導波管を使用）に分けて実施した。
以下、それぞれの成果について記す。いずれの研
究テーマについても、当初の計画目標をすべて達成
し、さらに、110 GHz～170 GHz（D バンド）用のア
ンテナ及びスペクトラムアナライザの較正技術につ
いて研究開発を行い、世界の国家計量標準機関に先
駆けて放射電力の正確な測定を可能にした。
２．１． 広帯域・大型アンテナの高安定化技術の
研究開発
２．１．１．広帯域アンテナ
（ア）ダブル・リッジド・ガイド・アンテナ（DRGA）
の較正
電磁妨害波の測定（EMC 測定）に広く用いられて
いる DRGA の動作利得の較正について検討を行った。
動作利得が未知のアンテナを 3 つ用いて較正を行う
3 アンテナ法では、遠方界を満足するように送受信
アンテナを対向配置し伝搬損失の測定を行う。この
とき、DRGA 等の距離方向に大きさを持つアンテナ
では、アンテナの位置基準が明確ではなく、一般に
開口面間の距離をアンテナ間距離として利得の較正
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DRGA の位相中心位置

が行われていた。本研究開発では、図 2 に示すよう
に、DRGA の位相中心および利得等の基本的特性を
有限積分法（ FIM）を用いた数値シミュレーション
により算出し、位相中心を考慮した利得決定法の妥
当性を示した。また、本手法により比較的近いアン
テナ間距離での較正を可能にした（図 3）。以上のこ
とから、本手法により高精度な較正が可能となる一
方、従来の開口面を距離基準とする較正手法によっ
て得られた動作利得の系統的な不確かさが明確とな
り、これまで困難であった不確かさ評価が可能とな
った。
一方、位相中心が不明であっても較正が可能な方
法として、外挿法を用いた拡張 3 アンテナ法がある。
外挿法は、位相中心位置が不明でもよい代わりに、
アンテナ間距離を変化させて送受信アンテナ間の伝
搬損失を測定し、距離無限大のときの送受信アンテ
ナ間の伝搬特性（結合積）を推定することで、拡張
3 アンテナ法により動作利得を決定する方法である。
本研究開発では、位相中心が不明であっても高精度
の較正が可能であることを実験により証明し、きわ
めて近いアンテナ間距離での較正を可能にした。
さらに、EMC 測定の多くは金属床面が用意された
屋外測定場（オープンサイト）や電波暗室でおこな
われることから、送受信アンテナ間の伝搬損失を測
定する場合には、床面で生じる反射波の影響や周囲

DRGA の利得測定結果

反射波の影響が無視できない。本研究開発では、こ
れら不要波成分を除去する方法として、位相合成法
を用いた 3 アンテナ法による較正方法を考案し、電
波暗室を用いず、かつ、床面が金属大地面の場合で
あっても較正を行うことを示すことに成功した。本
手法は、特許出願中である。
上記の結果に加えて、開口面から位相中心までの
長さが十分無視できる送受信アンテナ間距離が確保
できる大型電波暗室での較正を行い、較正結果を得
ると同時に、それぞれの手法と比較することで妥当
性を確認した。
（イ）対数周期ダイポールアレイアンテナ（LPDA）
の較正
送受信アンテナのアンテナ間距離の決め方がもっ
とも顕著になるアンテナとして、LPDA やログペリ
と呼ばれる対数周期ダイポールアレイアンテナがあ
る。LPDA は、共振周波数が異なるダイポールアン
テナが、アンテナ距離方向に対数周期的に並んだア
ンテナで、放射あるいは受信に寄与するエレメント
が周波数に応じて変化する特性を有しており、アン
テナの位相中心が周波数によって著しく変化するア
ンテナである。本研究開発では、数値シミュレーシ
ョンにより位相中心が変化することを示し（図 4）
、
送受信アンテナの位相中心間の距離をアンテナ間距
離と定めることによって、図 5 に示すように、LPDA
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図 4 LPDA の位相中心位置

図 5 LPDA の利得推定結果

図 6 D バンドホーンアンテナの位相中心位置
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D バンドホーンアンテナの利得較正結果

のアンテナ間距離方向の大きさが無視できない比較
的近距離での高精度なアンテナ較正が可能であるこ
とを示した。また、LPDA に限らず、DRGA や標準
ゲインホーンといった、距離方向に大きさを持った
アンテナについては、位相中心をアンテナの距離基
準と定めることが重要であることを証明した。本研

究開発の成果は、国際無線障害特別委員会
（IEC/CISPR）で、アンテナ較正に関する規格案に
引用され、現在、国際規格化に向けて審議が行われ
ている。
（ウ）標準ゲインホーン及び導波管プローブの較正
周波数 110 GHz までの標準ゲインホーン及び開放
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導波管プローブ（OEG: Open-Ended Waveguide）に
ついて、数値シミュレーションを用いて位相中心を
求め、実験により有効性を示した。
さらに、本研究開発では、周波数 110 GHz～170
GHz（D バンド）の全域で測定に使用することが可
能な標準ゲインホーンの動作利得の較正について、
理論的・実験的検討を行った。110 GHz 以下の場合
と同様、位相中心を求めアンテナの距離基準を明確
にすること、位相中心を考慮した 3 アンテナ法によ
る較正を行えば、比較的近い距離であっても高精度
に較正が行えることを明らかにした。
110 GHz（波長 λ=3 mm 以下）になると、送受信ア
ンテナの設置・位置決めが困難になることから、ア
ンテナ間距離を大きくすることは困難となるため、
アンテナの位相中心を明らかにし、比較的近距離で
較正を行うことは極めて有効な手段であり、さらに
高い周波数帯への応用が期待できる。図 6 は、検討
に用いた標準ゲインホーンと、位相中心である。ま
た、図 7 は利得を較正した結果であり、(a)に示す開
口面間の距離を用いた場合に比べて、図 6 に示した
位相中心間の距離を用いて較正した結果は、アンテ
ナ間距離に依らず、ほぼ一定の値を示した。この結
果から、アンテナ較正におけるアンテナ間距離の基
準点として、位相中心を用いることが妥当であると
言える。
110 GHz 以上の周波数帯においてはアンテナ較正
業務を行っている較正機関、国家計量標準機関は未
だ世界中に存在せず、本研究開発では、170 GHz ま
でのアンテナ較正について世界に先駆けた研究成果
をあげることができた。
一方、導波管プローブの位相中心は、周波数に依
らずほぼ開口面に位置する。このため開口面間距離
を用いてもホーンアンテナのような距離依存性は生
じないことを示した。数値計算による利得の理論値
との比較から高精度の較正を確認した。また、従来
から低い周波数帯で NIST による OEG の利得算出
式がよく用いられている。この算出式をミリ波帯に
適用するため、導波管損失の考慮により適用できる
ことを実測値との比較から示した。
２．１．２．大型アンテナ
大型アンテナとしては、船舶用レーダーのスプリ
アス測定のために、実際に用いられている直径 62
cm（波長に対して 2λ～37λ）のパラボラアンテナを
較正対象として研究開発を行った。較正周波数範囲
は 1 GHz～18 GHz とした。
測定場の大きさに応じて、
複数の較正法によるパラボラアンテナの較正を実施、
較正の不確かさの大きさや較正に必要な条件を明ら
かにし、較正法について比較検討を行った。
（ア）農道空港の滑走路での較正
（アンテナ間距離：約 200 m・置換法）
アンテナの大きさが十分に点波源と見なすことが
できる送受信アンテナ間距離での較正を行うために、
図 9 に示す農道空港の滑走路（全長 400 m）の一部

図 8 大型アンテナの較正に関する研究
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図9

農道空港の滑走路での較正

を用いて較正を行った。受信アンテナ（パラボラア
ンテナ）の高さを低く設定し、地面に近づけて伝搬
損失の測定を行うことにより、送信アンテナから放
射される電波の直接波成分だけでなく地面での反射
波成分も、受信アンテナの正面方向から入射するよ
うにして較正する新しい較正法を提案し、周波数 1
GHz～18 GHz の較正に必要な条件（アンテナ間距離、
送信アンテナ高、受信アンテナ高）について理論検
討し、実際に、3 GHz 及び 15 GHz の場合について測
定を行い、提案した較正法の妥当性を実証、目標と
する不確かさの範囲で、パラボラアンテナの動作利
得を求める（較正する）ことに成功した。
（イ）オープンサイトでの較正
（アンテナ間距離：約 100 m・置換法）
EMC 測定で利用されているオープンサイトでの
較正を試みた。地面には金属板が敷き詰められてお
り、送受信アンテナの高さによって地面の反射率が
変化することはないため、
（ア）の場合に比べて制約
が少なくなる。本研究開発では、1 GHz～18 GHz の
任意周波数で簡便に較正を行う方法について検討し、
実際に測定を行った。
オープンサイトでは、100 m 程
度のアンテナ間距離しか確保することができないた
め、農道空港の滑走路における較正の場合と比べて、
アンテナ間距離が近くなることにより、不確かさが
増大することが考えられる。そこで、パラボラアン
テナの放射器の位置とアンテナ間距離の関係につい
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て物理光学近似を用いた計算機シミュレーション行
い、放射器が焦点にない場合には、焦点にある場合
と比べて、より大きなアンテナ間距離が必要となる
ことを理論的に明らかにした。また、金属床面がア
ンテナの入力インピーダンス（反射係数）に与える
影響（入力インピーダンスの高さ依存性）を実測に
より評価し地面が動作利得に与える影響について評
価した。さらに、パラボラアンテナの動作利得が最
大となる方向（指向性のピーク方向）とパラボラの
物理的な正面方向とは必ずしも一致しないため、不
確かさを小さく、再現性よく測定するには、アンテ
ナを設置する位置精度が不可欠であることを明らか
にし、位置精度が不十分なことによる不確かさを実
験的に明らかにした。
（ウ）大型電波暗室での較正
（アンテナ間距離：約 20 m・置換法）
もっとも多くの試験機関・較正機関で行われてい
る較正法は、大型電波暗室での較正である。本研究
開発においても、他の較正方法との比較のために、
実際に測定を行い、較正結果の不確かさを見積もっ
た。また、不確かさを大きくする要因を挙げ、評価
方法・指針を明らかにした。
（エ）小型電波暗室での較正
（アンテナ間距離：約 5 m・外挿法による
拡張 3 アンテナ法）
小型暗室で外挿法を用いた拡張 3 アンテナ法によ
る較正について検討を行った。最大で 5 m までアン
テナ間距離を変化させ、測定データを外挿すること
により、距離無限遠のときの送受信アンテナ間の伝
搬特性（結合積）を求め、動作利得を決定した。掃

表1

引すべきアンテナ間距離が不足するために、周波数
が高くなるにつれて動作利得が得られなくなること
を実験的に示し、理論から予想されたとおりの結果
が得られることを示した。適切な掃引範囲での測定
データが得られた周波数については、得られた動作
利得の値に付随する不確かさを評価し、本較正手法
の妥当性を示した。
（オ）近傍界アンテナ測定装置を用いた較正
（アンテナ間距離：約 1 m・置換法）
近傍界アンテナ測定装置は、パラボラアンテナの開
口から、2λ～3λ 離れた面上で導波管プローブを平面
走査し、平面上の振幅・位相分布の測定を行った結
果から、遠方界での動作利得や指向性を理論的に決
定する方法である。電波暗室や屋外測定場のような
大きな測定場は要らないが、走査平面上で導波管プ
ローブを正確に走査させる位置決め装置や、振幅だ
けでなく位相も厳密に測定できる測定器、近傍界・
遠方界変換を行うための計算機が必要という特徴を
持つ。本研究開発では、パラボラアンテナの較正を
行い、導波管プローブの特性の補正（プローブ補正）、
導波管プローブの走査範囲の制限による影響、ケー
ブルの曲げ伸ばしによる影響等について評価を行い
較正の不確かさを明らかにした。また、様々な文献
に記されているプローブ走査範囲に関する条件が、
特定のアンテナの場合にしか適用できないという、
平面走査型近傍界アンテナ測定装置の限界と、その
制限を受けた場合の不確かさを実験的に示した。本
研究開発にて検討した項目は、ミリ波帯測定用の大
型アンテナを近傍界アンテナ測定装置で較正した場
合にも、留意すべき事項であり、同様の手法で不確
かさを見積もることが可能である。

パラボラアンテナの較正結果

測定場所

アンテナ間
距離

較正法

農道空港の滑走路

約 200 m

置換法

オープンサイト

約 100 m

置換法

大型電波暗室

約 20 m

置換法

小型電波暗室

約 5m

近傍界アンテナ
測定装置

約 1m

外挿法による
拡張 3 アンテナ法
置換法

較正結果
（上段）3GHz／（下段）15 GHz
20.1 dBi ± 0.41 dB
30.7 dBi ± 1.5 dB
21.0 dBi ± 0.47 dB
31.0 dBi ± 1.11 dB
20.4 dBi ± 0.41 dB
31.0 dBi ± 1.52 dB
18.4 dBi ± 3.3 dB

（掃引距離不足により較正不可）
20.9 dBi ± 1.2 dB
32.0 dBi ± 1.5 dB
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図 11 標準電力計との比較による
コンバージョン・ロスの較正
図 10 スペクトラムアナライザの高安定化技術に
関する研究
２．２． スペクトラムアナライザの高安定化技術
の研究開発
２．２．１．外部ミキサーのコンバージョン・ロス
の較正
ミリ波帯の測定に用いるスペクトラムアナライザ
の多くは、スペクトラムアナライザ本体の外部にミ
キサーを取り付け、周波数変換（ダウンコンバート）
して測定を行う。その際、スペクトラムアナライザ
に表示された値に対して、周波数変換に伴って生じ
る損失（コンバージョン・ロス）を補正する必要が
ある。コンバージョン・ロスは周波数特性を有して
おり、あらかじめ較正を行い、補正値を求めておく
ことが不可欠である。本研究開発では、コンバージ
ョン・ロスの較正法について検討し、較正結果に付
随する不確かさを評価、ミリ波帯の信号の高精度な
測定法の基本を確立した。較正手法と結果は、次に
述べる繰り返しパルス波や広帯域信号、変調信号を
精度良く測定するためにも欠くことができない基本
技術である。図 11 に電力計との取替同時比較法を用
いて較正する様子を示す。信号源からの出力の安定
度が悪くても、参照用の電力計で変動をモニターし
ているため安定した測定が可能になる。また、本手
法では、信号源の反射係数が不明でもいいという大
きな特長を有しており、精密な較正が可能となる。
較正例として、W バンドのミキサーのコンバージョ
ン・ロスを較正した結果を図 12 に示す。
２．２．２．繰り返しパルス波に対する応答
繰り返しパルス波の例としては、コンピュータの
クロック信号やスイッチングが行われている機器か
ら規則正しく発せられるパルス波形が挙げられる。
スペクトラムアナライザの画面に表示される値は、
正弦波が入力したときの受信電力であり、繰り返し
パルス波のような正弦波以外の信号を受信した場合
には、正確な電力値とは異なる値を示す。この際、
表示される値は、スペクトラムアナライザによって
個体差があり、測定に使用したスペクトラムアナラ
イザによって結果が異なるため、無線局の試験や妨
害波の強度測定試験の再現性に大きな問題が生じる。
そこで、本研究開発では、まず、一台の信号発生器

図 12 コンバージョン・ロス較正結果
W バンド（75GHz～110GHz）

図 13 パルス繰返し周波数対受信レベル特性
を複数の試験機関（11 機関）に測定させ、結果の比
較を行い測定結果のばらつきを調査した。その結果、
図 13 に示すように、試験機関（測定に用いたスペ
クトラムアナライザ）によって生じた結果の差異の
程度を明らかにし、正弦波入力に対する較正が行わ
れていなければならないこと、IF フィルタの形状が
結果の違いに影響すること、検波モードを正しく規
定しなければならないことを明らかにした。
２．２．３．広帯域パルス波に対する応答
本研究開発では、パルス波のパルス幅が極めて狭
い波形の測定について検討を行った。スペクトラム
アナライザ内部構成を、高周波段（反射係数、過入
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(b)

(a)

(a) 基本波

(c)

図 15

フィルタ帯域幅の定義による結果の違い

(a) IF フィルタ帯域幅が占有帯幅よりも十分に
広い場合、 (b) IF フィルタ帯域幅が占有帯幅よ
りも狭い場合、(c) 空中線電力の測定結果

(b)２倍波

図 14 船舶用レーダーの電力測定
力）
、中間周波段（IF フィルタの形状）
、検波段（検
波方式）と、3 つのブロックに分けて検討し、それ
ぞれの基本特性が広帯域パルス波の測定に与える影
響について実験的検討を行った。また、パルス波の
ピーク電力は、通常、ピーク電力計を用いて行うが、
スペクトラムアナライザでの測定可能性について検
討し、実際に測定を行って、測定結果の不確かさを
評価した（図 14）
。
さらに、船舶用レーダーから発射されるスプリア
スの測定について検討を行った。スプリアス測定は、
基本波に対しての強度差を測定する必要があること
から、極めて広いダイナミックレンジが必要であり、
不確かさを大きくする主たる要因となることを確認
にした。
２．２．４．変調波に対する応答
本研究開発では、携帯電話で用いられている
CDMA2000 方式及び W-CDMA 方式で変調された信

号の電力測定についても、測定法及び測定結果に付
随する不確かさの研究を行った。高周波電力計を用
いずに、スペクトラムアナライザで空中線電力測定
する方法について検討した。変調波の周波数占有帯
幅に対して、図 15 に示すように、(a)スペクトラム
アナライザの IF フィルタ帯域幅を十分広くして一
度に測定する方法と、 (b) 狭くして積分して測定す
る方法の 2 種類の測定法を提案して、それぞれの測
定法について測定条件や問題点を明確にするために、
実際にそれぞれの方法で空中線電力を測定、高周波
電力計で測定した結果と比較検討した。また、測定

の不確かさを明らかにした。さらに 2 種類の変調波
の周波数占有帯幅の測定法について測定条件を明ら
かにし、実際に測定を行って測定結果の不確かさを
評価した。一覧表として示した不確かさ要因は、測
定結果に付随する不確かさを見積もる際に、評価す
べき項目、留意すべき項目であり、ミリ波帯の変調
波の測定にも、そのまま用いることができる。
２．２．５．110 GHz～ 170 GHz 帯（D バンド）用
外部ミキサーのコンバージョン・ロスの較正
周波数 110 GHz～170 GHz の全域で測定に使用す
ることが可能なミキサーのコンバージョン・ロスの
較正について、理論的・実験的検討を行った。
110 GHz 以下の場合には、2.1. で述べたように、
高周波電力計（国家標準とトレーサブルな標準電力
計）との比較によって較正が行えるが、110 GHz 以
上では、世界中に国家標準が存在しないため、標準
電力計との比較による較正は困難である。
本研究開発では、標準電力計に頼らない較正法と
して、コンバージョン・ロスが未知の 3 個のミキサ
ーを用いて、3 個すべてのミキサーのコンバージョ
ン・ロスを決定する方法を適用した。図 16 に示す
ように、S 行列を用いた解析を行い、実験によりそ
の妥当性・有効性を実証した（図 17）。この較正手
法によって得られたコンバージョン・ロスの値に付
随する不確かさを評価し、目標を充分に上回る小さ
な不確かさで較正が行えることを示した。
本研究開発によって実証された手法によって、図
18 に示すように、コンバージョン・ロスCが得られ
たミキサーと、ミキサーによって周波数変換された
信号 P M を受信することが可能なスペクトラムアナ
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図 16

３．今後の研究成果の展開
本研究開発による成果は、技術基準適合証明機関
や登録証明機関が無線機器の免許のための測定器類
を較正するための技術として用いることができる。
今後、ますます普及するであろう、マイクロ波帯・
ミリ波帯の無線機や測定器の較正技術の確立は、電
波 資 源 の 拡 大 の観 点 か ら不 可 欠 な 課 題 であ り 、
NICT をはじめとする較正機関・試験機関において、
周波数範囲の拡大、不確かさ低減のための技術を高
める必要がある。
すでに、NICT では、2.2.で研究が行われたミリ波
帯の減衰器の較正が平成 23 年 12 月より開始され、
各種アンテナや外部ミキサーのコンバージョン・ロ
スについても、順次、供給を開始する計画がある（平
成 27 年度末までに実施）
。
また、本研究開発の成果を、民間の試験機関・較
正事業者に対し、学会や講演を通じて積極的に公開
することで、マイクロ波帯・ミリ波帯における測定
結果・較正結果の有効性・妥当性を担保できるよう
にする（平成 26 年度末までに実施）
。

S 行列を用いた表現

図 17 3 ミキサー法によるコンバージョン・ロス
の較正結果
局部信号発生器

Pin
RF

C

LO
IF

周波数変換器（ミキサー）

PM
スペクトラムアナライザ

Pin [dBm] = PM [dBm] + C [dB]
図 18 外部ミキサーとスペクトラムアナライザ
を用いた電力測定
ライザ（標準電力計で較正済み）を用いれば、 110
GHz～170 GHzの電力P in の測定が高精度に行え、ま
た、較正済みのアンテナと組み合わせれば放射電力
の測定が高精度に実現できる。
また、本研究開発の結果は、電力標準が存在しな
い周波数帯においてもコンバージョン・ロスが較正
可能であることを示したものであり、原理的には、
170 GHz 以上の周波数帯でも適用可能であるため、
今後の展開が期待できる。
110 GHz 以上の周波数帯においては国家標準に準
拠した放射電力の測定は未だ世界中で行われていな
い。これに対して本研究開発では、170GHz までの
放射電力測定が可能であることを実証した点で、世
界に先駆けた研究成果をあげることができた。

４．むすび
マイクロ波帯・ミリ波帯の無線設備の諸特性を高
安定に測定するためには、測定用アンテナやスペク
トラムアナライザの特性を正確に把握することが必
要であることから、マイクロ波・ミリ波帯の無線設
備の放射電力測定に用いる広帯域アンテナや大型ア
ンテナ及びスペクトラムアナライザの特性評価法及
び較正法を確立し、測定結果のばらつきを低減する
ために、これら測定器類の特性が測定結果に及ぼす
影響を、正確に評価する技術について研究開発を行
った。
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