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概要 

災害・防災のための通信手段として地上系・衛星系移動通信の統合、および地上系・衛星系移動通信の周波数共用によ

る電波の有効利用を図ることを狙いとした、地上／衛星共用携帯電話システム技術の研究開発を推進した。主に通信シス

テムの検討である「地上／衛星系協調制御技術の研究開発」および主に衛星系の研究開発である「地上／衛星間干渉回避

及び周波数割当技術の研究開発」の 2 つの研究開発と、これらを組み合わせた総合評価試験を実施した。 

Abstract 
The research and development of Satellite/Terrestrial Integrated Mobile Communications System (STICS) has 

been conducted to aim at the integration of satellite and terrestrial mobile communications and efficient spectrum 
utilization by frequency sharing between satellite and terrestrial mobile communications. Sub-projects  the 
satellite/terrestrial cooperative control technology, the technology on interference avoidance between 
satellite/terrestrial system and frequency allocation, and the integration test was carried out to conduct the R&D. 

１．まえがき
近年、携帯電話を始めとする移動体通信サービスの社会

的役割はますます増大しており、携帯電話の利便性や高機

能化を受け、防災・減災・安全対策等での利用も検討され

ているが、地上系通信システムの災害に対する脆弱性など

の問題から未だその活用は限られたものとなっている。山

間部や海上を含めどこにいても、地上携帯基地局に障害が

発生しても、人命救助や安否確認のための確実な通信を確

保するため、また、携帯電話不感エリアの住民等や沿海域

で活用する船舶、山間部での登山者など、携帯電話の不感

対策には、災害等の影響を受けにくい衛星通信ネットワー

クの活用が不可欠である。一方で、災害等の緊急時におい

ては、普段使用している端末で通話できることが重要であ

ることも指摘されている。この課題の解決には、地上系と

衛星系を統合した携帯端末を用いる地上／衛星共用携帯

電話システムの実現が有効である。同時に、同一エリアで

地上系と衛星系の周波数共用を行うことで現在、地上移動

通信及び衛星移動通信がそれぞれ別々の専用帯域を確保

している周波数利用状況を改善でき、移動通信の周波数逼

迫対策に資するものと考える。以上の背景のもと、我々は

「地上／衛星共用携帯電話システム技術の研究開発」を推

進した。

本システムは、図 1 に概念図を示すように携帯端末で衛

星セルと地上セルに接続可能とするためにシステム側で

ダイナミックネットワーク制御を行うとともに、サービス

リンク（2GHz 帯を想定）で衛星系と地上系の周波数共用

を行う。これらは主に通信システムの技術課題に分類され

る。また、本システムは衛星アンテナに直径 30m 程度の

大型展開アンテナを搭載し、100 程度の非常に多数の衛星

スポットビームを形成し日本および排他的経済水域を覆

うとともに、非常災害時に被災エリアで急激に増加するト

ラフィックを可能な限り収容するために通信リソース配

分を衛星上でダイナミックに変更する。これらの機能の実

現は主に衛星搭載通信機の技術課題に分類される。そこで

本研究開発は、主に通信システムの検討として周波数共用

技術やダイナミックネットワーク制御技術の研究開発を
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図 1 地上／衛星共用携帯電話システムの概念図 
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行う「地上／衛星系協調制御技術の研究開発」（ア項）、お

よび主に衛星系の研究開発として耐飽和増幅器技術、超マ

ルチビーム形成技術、低サイドローブ化技術、リソース割

当再構成技術の研究開発を行う「地上／衛星間干渉回避及

び周波数割当技術の研究開発」（イ項）の 2 項目に分けて

推進した。また、上記 2 項目を合わせた総合評価試験を最

終年度に実施した。

２．研究内容及び成果 

２．１ ア 地上／衛星系協調制御技術 
地上移動通信および衛星移動通信のトラフィック量に

応じて各々に柔軟に周波数を割り当てることにより、地上

移動通信と衛星移動通信で周波数帯を 2 分割占有させる

場合と比較して、理論的に最大 2 倍の周波数を割り当てる

ことを周波数協調制御技術により可能とすることを目標

とする。本目標の達成のため、周波数共用技術、ダイナミ

ックネットワーク制御技術について研究開発を実施した。 
■ 周波数共用技術

地上移動通信と衛星移動通信の周波数割当方式として

周波数分離方式と周波数共用方式を検討した。まず、理論

検討を行い、周波数分離方式と周波数共用方式の周波数利

用効率の比較を行った。さらに、モデルを仮定して、地上

－衛星間干渉をシミュレーションし、実際の使用形態での

周波数分離方式と周波数共用方式の周波数利用効率の比

較を行った。理論検討の結果、周波数共用方式は分離方式

に比べて衛星系の割当帯域幅を理論的に 2 倍にできるこ

と、地上系の割当帯域幅は周波数繰り返し数 7 の場合 1.7
であること、周波数繰り返し数を細分化することによって

2 倍に近づけることができることを確認した。干渉を考慮

した計算機シミュレーションでも、周波数利用効率は周波

数共用方式が衛星回線、地上回線とも高いことを確認した。 
周波数共用方式では、各希望波回線に対して地上－衛星

間で干渉が発生する。周波数共用方式の成立性を検証する

ための検討として、干渉量を精度よく見積もるために、運

用中の W-CDMA 地上携帯電話の地上走行実験による送

信電力測定（図 2）、航空機による上空からの広域の電力

測定（図 2）、通話場所が建物内部での干渉電力測定を実

施し実測データを収集した。また、電力測定の結果を反映

して緻密化した干渉モデルを構築し、干渉下において地上

回線、衛星回線が成立する同時収容局数の評価を計算機シ

ミュレーションで行った。

日本全国で広範囲に地上走行実験を行った結果、携帯端

末からの送信電力は市街地で-5dBm 以下と低いことや、

人口密度にほぼ反比例することがわかった（図 2）。また、

建物内部での干渉電力測定の結果、対衛星干渉は鉄筋コン

クリートのオフィスビル内通話時で屋外より小さく、木造

家屋内通話時では屋外と同程度かやや大きくなることが

わかった。地上携帯端末が衛星に与える干渉について、人

口密度に比例したトラフィックと端末当たり送信電力と

して電力測定結果を反映した干渉モデルを構築し、精度の

高い全国規模の干渉シミュレーションを実施した結果、携

帯電話端末の平均送信電力が 1mW より小さいことを確

認した。一方、航空機で上空から携帯端末上り回線、携帯

基地局下り回線の電力を広域で同時測定した結果、携帯端

末上り回線は携帯基地局下り回線よりも 25dB-30dB 程度

低いことが判明した。このことは、地上回線から衛星回線

への干渉量は、地上／衛星の上り回線で同一周波数を使用

する方式（ノーマル方式と呼ぶ）の方が上り／下りで同一

周波数を使用する方式（リバース方式）より低いことを示

しており、ノーマル方式が有利であることが判明した。

そこで、ノーマル方式について、上述の干渉モデルを用い

て、全国規模のシミュレーションで所要 C/N0 に基づく地

上回線、衛星回線の同時収容局数を評価した。その結果、

平時で衛星回線側は衛星の電力制限下での最大回線数（1
万局を想定）を、地上回線側は 1000 万局オーダーの回線

を同時に収容できることを確認した（災害時のビーム配置

の一例においても同等の結果を確認）。これにより、周波

数共用方式が成立する見込みを得た。 

■ ダイナミックネットワーク制御技術

目標である地上移動通信および衛星移動通信のトラフ

ィック量に応じて各々に柔軟に周波数を割り当てる周波

数協調制御技術を実現することを目的として、地上／衛星

共用システム全体アーキテクチャの検討ならびにダイナ

ミック制御アルゴリズムを検討した。さらに、このダイナ

ミック制御アルゴリズムに基づくトラフィック処理やセ

ル間ハンドオーバ制御等の呼制御を実現するため、地上衛

星系総合ネットワーク監視管理装置を開発し、総合試験を

行い、周波数協調制御技術の有効性を確認した。

 システム全体アーキテクチャは、地上・衛星両システム

を管理サーバで効果的に相互接続し、衛星システムを既存

3GPP システムの一部（Non 3GPP システム）と見立てる

ことにより実現性の高いアーキテクチャを提案した。また、

ダイナミック制御アルゴリズムとして、ユーザトラフィッ

模擬人体頭部と
携帯電話外部

アンテナ

(a) 実験車 
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(c) 実験車による測定結果 

図 2 地上携帯電話の送信電力測定 
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クチャネル使用率、利用チャネルの変化率、異常検出の 3
つの指標をベースとした制御方式を提案した。

ダイナミック制御アルゴリズムに基づき地上衛星系総

合ネットワーク監視管理装置（図 3）を開発した。装置の

構成要素は、衛星／地上共用携帯端末、地上基地局、基地

局制御局、衛星局、衛星ゲートウェイ局、及びダイナミッ

クネットワーク制御装置からなる。また、この装置は制御

信号・通信信号を送受するシステムであり、平時から非常

時へのシームレスな移行を含むダイナミック制御、優先呼

制御、呼規制制御の統合制御機能を実装した。本装置を用

いて、東日本大震災の実際のトラフィックデータを使用し

て大震災を模擬した大規模シミュレーションを実施した。

その結果、大規模災害時には地上基地局で 80%-90%の発

呼規制を掛けても 70%-80%が地上基地局では呼損となっ

た。地上基地局の呼損分が衛星局への接続要求となるため、

現段階で想定する衛星局の回線数では、被災地の通話需要

全体の収容は困難であることが明らかとなった。ただし、

優先端末に着目して一般端末の発呼規制（強制終話）を行

った場合、衛星リソースのダイナミック制御を行い被災地

向け衛星ビームに全帯域 30MHz のうち 25MHz を割り当

てた場合に、優先端末が衛星回線を利用して収容可能であ

ることを確認した（図 4）。以上の結果から、大規模な地

上通信設備損傷下においても発呼規制を行うことにより

優先端末の呼が衛星回線を利用して収容可能であること

を確認するとともに、ダイナミック制御アルゴリズムを含

む地上／衛星系周波数協調制御技術の有効性を確認した。 

２．２ イ 地上／衛星間干渉回避及び周波数割当

技術 
衛星搭載通信機の研究開発として、耐飽和増幅器技術、

超マルチビーム形成技術、低サイドローブ化技術、リソー

ス割当再構成技術の研究開発を実施した。衛星搭載通信機

としてはユーザリンク部に 30m 級大型展開アンテナ及び

100 素子級の給電アレー、ディジタル信号処理によるビー

ムフォーマ及びチャネライザを搭載することを想定し（図

5）、後述する部分試作（図 6）を行いシミュレーションと

組み合わせて各技術の機能を検証した。また、将来の実用

化を見込んで上記通信機の衛星搭載性の検討を実施した。 
■ 耐飽和増幅器技術

衛星の希望受信信号の総和より 20dB 以上高い干渉信

号の総和に対しても動作可能な高線形性低雑音増幅器を

開発すること、1 素子あたり 10～20W 程度の大電力固体

増幅器を開発することを目標として研究開発を実施した。 
耐飽和低雑音増幅器として、低雑音増幅部に低雑音特性

に優れた GaAs HEMT を、利得増幅部に飽和出力を考慮

して GaAs FET を適用した増幅器を開発し、衛星の希望

信号より 40dB 以上高い干渉信号のもとで特性を損なわ

ずに動作することを確認した。また、大電力増幅器では

GaN を使用した 20W 級高線形性固定増幅器（SSPA）を

開発し、最終段増幅器電力付加効率 62%を確認した。こ

れらの増幅器について、要素技術の実用化を想定し、衛星

搭載用の振動試験等を実施した。 

■ 超マルチビーム形成技術

日本及び排他的経済水域をサービスエリアとして 100
ビーム程度の非常に多数のスポットビーム形成を行うに

は、ディジタル信号処理を活用し、ディジタルビームフォ

ーマ（DBF）の励振分布をビーム数分生成することによ

り実現することが有効である。そこで、100 ビーム以上に

拡張可能な小型高密度実装（DBF および給電部）のマル

チビーム技術の確立を目標として研究開発を実施した。 

研究開発では、100 ビーム以上に拡張可能な小型高密度
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図 3 地上衛星系総合ネットワーク監視管理装置 
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給電部を開発し、16 素子の給電部を製作して実証試験を

実施した。DBF に関しては 100 ビーム（80 素子）に対応

するディジタルビーム形成装置を製作し、特性を確認した。

また、大型展開反射鏡と DBF/チャネライザ装置で構成す

るアンテナシステムにおいて、2 次放射パターンを測定す

ることにより、本技術の確認と評価を行うこととした。測

定では、サービスエリアに 7 周波繰り返しによる 100 ビ

ームを配置した（図 7）。16 素子給電部と直径 3.3m の展

開型メッシュ反射鏡アンテナで構成する系（図 7）を用い

て、DBF/チャネライザで 100 ビーム分の励振分布を設定

し、所望の位置に 100 ビームのビーム形成が実現出来る

こと（図 7 は一例）、任意のカット面におけるビームの実

測と解析がほぼ一致することを確認した。以上の結果から、

超マルチビームのビーム形成技術の有効性を実証した。

■ 低サイドローブ化技術

本システムは、衛星局において 100 ビーム級のマルチ

ビームを形成し、空間アイソレーションにより同一周波数

を再利用するシステムである。本システムでは、サービス

エリア内の同一周波数セルからの干渉波抑圧のために、ビ

ーム励振係数を可変し、低サイドローブを形成することが

必要となる。そこで、アンテナ給電部の素子から発射され

る電波の振幅と位相の重み付けを最適化することでサイ

ドローブ電力の最大値をメインローブ電力の最大値から

20dB 以上とすることを目標として研究開発を実施した。 
本システムの衛星アンテナは、直径約 30m の大型反射

鏡を想定し、100 素子級の給電部とディジタルビームフォ

ーミング（DBF）による柔軟なビーム制御、サイドロー

ブ制御を行う。そこで、この DBF による低サイドローブ

化を検証するため、100 素子級の部分試作として 16 素子

の給電部および DBF/チャネライザ装置を開発し、低サイ

ドローブ機能確認を行った。機能確認（図 8）では、開発

した 16 素子の給電部のアンテナパターンを近傍界測定

により測定し、測定結果を近傍界―近傍界変換することで

仮想的な反射鏡上の電磁界を求め、その後、反射鏡上の電

磁界から 2 次放射パターンを計算で求める方法を取った。

その際、16 素子を 4 回繰返し測定することで、サービス

エリア全域のサイドローブ低減が可能となる 64 素子の

給電回路を等価的に模擬した。理想的な反射鏡の低サイド

ローブ化の励振係数を共役勾配法による最適化手法を用

いて求め、上記の方法でアンテナパターンを評価した。そ

の結果、利得最大ビームよりサイドローブが低減すること、

メインビームの最大値から 20dB 以下の低サイドローブ

を形成できることを確認した（図 9）。 
また、本システムは大型展開反射鏡アンテナを持つ衛星

となることから、太陽輻射熱等による反射鏡面の熱変形等

によりビーム指向方向変動が問題となる。そこで、反射鏡

面の変形によるビーム指向変動に関して、大型アンテナ指

向変動補正方法を提案し、実衛星（ETS-Ⅷ）を用いた試

i=n×Ht

給電アレー
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パターン

反射鏡
(27m)

仮想的
16素子アレー部

測定プローブ

給電アレー
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図 8 低サイドローブ化機能確認の試験方法 
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験を実施して有効性を確認した。さらに、熱変形に伴うサ

イドローブの上昇とその補正方法に関して、鏡面の熱変形

を模擬した試験を実施し、有効性を確認した。ビーム指向

変動に関しては、衛星搭載アンテナ鏡面や構体の変動に起

因するビーム方向変化の補正手法として、アレーアンテナ

の各素子の励振振幅位相を求める方法のひとつである素

子電界ベクトル回転法（REV 法）を複数の地上局に適用

した。本手法は、軌道上の一次変形までを推定し補正可能

な手法である。実験では、ETS-Ⅷの電気開口径 13m アン

テナを使用して複数局（5 局）での REV 法による測定を

実施し、鏡面一次変形算出結果を反映し、励振位相（振幅

は固定）補正を実施した結果、指向変動を補正でき、本手

法の有効性を確認した。一方、サイドローブの上昇とその

補正方法に関して、16 素子給電部と直径 3.3m の展開型

メッシュ反射鏡アンテナで構成する系を用いて変形試験

を行った。本試験では、鏡面形状を故意に変形させ、鏡面

形状を計測し、DBF の励振分布を更新して低サイドロー

ブ化を図る。測定の結果、鏡面形状の変形により上昇した

サイドローブが補正により低減することを確認した。以上

の結果から、鏡面の変形によるビーム指向変動等の補正方

法の有効性を確認した。また、DBF 機能によってサイド

ローブを含む高精度なビーム補正を実現できる見込みを

得た。将来の実用化においては軌道上での鏡面形状計測等

の技術の確立が課題である。 

■ リソース割当再構成技術

災害時に被災エリアで急激に増加するトラフィック要

求を可能な限り衛星回線で収容するには、チャネル割り当

て等の通信リソース配分を衛星上でダイナミックに変更

する技術が必要となる。このためには衛星中継器を従来の

固定的なベントパイプ方式に代わり、ディジタル信号処理

によって各衛星ビームに割り当てるチャネルを周波数軸

上で柔軟に再構成することで衛星－地上局間の効率良い

信号伝送を可能にする「ディジタルチャネライザ技術」が

有効である。チャネライザは、フィーダリンク側の使用チ

ャネルを整理し、周波数を有効に利用できる中継器方式で

ある。また、衛星ビームに割り当てる周波数帯域を任意に

かつ動的に変更するリソース割当再構成機能を有する。本

研究開発では、将来の衛星の大容量化を見越して200MHz
帯域を一括で扱えるフィーダリンクチャネライザを開発

し、リソース割当再構成機能および諸特性を確認した。

16 素子、16 ビームを扱える送受信 DBF/チャネライザ

装置を開発し、送受信を結合した状態で各特性（チャネラ

イザ特性、DBF 特性、再構成技術、ダイナミックレンジ、

伝送特性）を検証し、衛星搭載交換機として使用する上で

問題ない特性を実現する見込みを得た。図 10 に周波数割

当の再構成試験パターンと結果の一例を示す。また、フィ

ーダリンク側の所要帯域幅をチャネライザ技術を使用す

ることにより、衛星の電力制限下において少なくとも 1/2
に圧縮でき、周波数有効利用が実現できることを確認した。 
■ 衛星搭載性の検討

イ項開発品の衛星搭載性を検討した。ヒートスポットの

排熱処理技術として、ヒートパイプによる排熱方式を開発

した。機器内部の熱輸送のため、従来より大容量を可能と

する作動液を用い、焼結体を用いた新たなヒートパイプの

有効性を確認するとともに熱真空試験、振動耐性試験を実

施し、排熱性能と耐震性能の確保にめどを付けた。DBF/
チャネライザについては回路構造や排熱等の最適化を実

施し、寸法を開発初期の平成 22年度のモデルから約 63%、

質量を約 40%削減した。衛星搭載に支配的影響を与える

SSPA 及び DBF/チャライザの試作結果及び今後の技術的

発展を外挿して必要となるリソースを算出した結果、同時

収容回線数 1 万回線を条件として、打上げ時 6 トン級、

消費電力 13kW の静止衛星で、本ミッションを達成する

通信衛星が成立する見込みを得た。 

２．３ 総合評価試験 

ア項開発品とイ項開発品を接続して、総合評価を行うた

めの総合評価模擬装置を開発し、総合評価試験を実施した

（図 11）。総合評価試験では、東日本大震災時のトラフィ

ックデータを使用して、総合ネットワーク監視管理装置か

らの指示で災害地の衛星のリソース（帯域幅）を通常の 6 
倍まで被災エリアの衛星ビームに動的に割り当てること

によって優先呼等が容易つながることを示すと共に、

DBF/チャネライザ装置の割当帯域が動的に変化すること

を示した。このことで、有限な衛星上のリソースを災害時

に有効に活用することが可能であることを示した。

３．今後の研究成果の展開 
本研究開発で得られた地上/衛星共用携帯電話システム

の基盤技術の成果を実用システムへ展開することを目指

して、実用化に向けた発展的な研究を継続している。また、

実用化の主体となる通信事業者、メーカとも密に連絡調整

を行いつつ成果展開（要素技術の成果展開等を含む）に努

めており、要素技術の一部（LNA（耐飽和低雑音増幅器））

については平成 29 年度を目途に商用通信衛星向けに製品

化することを目指して製品化ロードマップを作製してい

る。本研究開発の普及啓発活動の一環として、展示会等の

イベントで本技術の有効性をアピールしていく。国際的な

研究推進、成果展開（要素技術の成果展開等を含む）を図

るため、韓国 ETRI（韓国電子通信研究院）や、台湾 ITRI
（台湾工業技術院）等との情報交換、研究交流を実施して

いる。さらに、制度整備に向けた国際標準化活動に取り組
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図 10 周波数割当再構成試験 
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んでいく。一環として研究期間中に本研究開発で得られた

成果を AWG（Asia Pacific Telecommunity Wireless 
Group）会合に継続して入力し、レポート「災害時におけ

る衛星と陸上業務の効率的な相互運用のための研究」のリ

リースを実現した。今後も AWG、ITU 等の国際標準化活

動に継続して取り組んでいく。

４．むすび 

災害・防災のための通信手段として地上系・衛星系移動

通信の統合、および地上系・衛星系移動通信の周波数共用

による電波の有効利用を図ることを目的とした、地上／衛

星共用携帯電話システム技術の研究開発を推進した。研究

開発は、主に地上／衛星システムの検討を行う「地上／衛

星系協調制御技術の研究開発」、および主に衛星系の研究

開発を行う「地上／衛星間干渉回避及び周波数割当技術の

研究開発」の 2 項目を推進し、また、2 項目を合わせた総

合評価試験を実施した。その結果、当初の目標の達成が確

認され、実用化に向けた課題が明確になったと考える。今

後は、本研究開発で得られた基盤技術の成果を実用システ

ムへ展開し、より安心・安全な社会の実現に貢献すること

を目指して、実用化へ向けた技術課題の研究や、研究成果

の普及啓発活動、制度整備に向けた国際標準化活動等に取

り組んでいきたい。

【国際標準提案リスト】 
[1] APT・AWG、APT/AWG/REP-34、“Studies for the 

Efficient Interoperability Between Satellite and 
Terrestrial Services in the Area of Disaster Mitigation 
and Relief”、修正提案：平成 23 年 9 月 14 日、平成 24
年 4 月 10 日、平成 24 年 9 月 12 日、採択：平成 25 年 3
月 21 日 

【参加国際標準会議リスト】 
[1] ITU・ITU-R WP4B 会合、スイス・ジュネーブ、平成

24 年 9 月 16 日-22 日 
[2] APT・AWG-13 会合、ベトナム・Danang、平成 24 年

9 月 12 日-15 日 
[3] APT・AWG-14 会合、タイ・バンコク、平成 25 年 3
月 18 日-21 日 

【誌上発表リスト】 

[1] 蓑輪 正、田中正人、浜本直和、藤野義之、“安全・安

心のための地上／衛星統合移動通信システム”、電子情

報通信学会論文誌 B 、Vol. J91-B No.12 pp 1629-1640
（平成 20 年 12 月 1 日） 

[2] 渡邉 宏、三浦 周、浜本 直和、藤野 義之、鈴木 龍
太郎、“地上/衛星共用携帯電話システムの干渉量評価の

ための携帯電話端末送信出力測定実験”、電子情報通信

学会論文誌 B、Vol. J94-B No.3 pp419-422（2011 年 3
月 1 日） 

[3] 三浦 周、渡邉 宏、浜本 直和、辻 宏之、藤野 義之、

鈴木 龍太郎、“地上／衛星共用携帯電話システムの地上

-衛星間周波数共用に向けた屋外／屋内干渉模擬実験”、

電子情報通信学会論文誌 B、Vol.95 No.5 pp677-688
（2012 年 5 月 1 日） 

【申請特許リスト】 

[1] 渡邉 宏、三浦 周、藤野 義之、鈴木 龍太郎、浜本 直
和、蓑輪 正、携帯端末送信電力測定装置、日本国、平

成 21 年 10 月 26 日 
[2] 小宮山 典男、藤野 義之、周波数分割多重信号用チャ

ネライザ、日本国、平成 24 年 3 月 26 日 
[3] 織笠 光明、浜本 直和、藤野 義之、辻 宏之、三浦 周、

アレイ給電反射鏡アンテナにおける励振パラメータの

設定方法、日本国、平成 24 年 3 月 29 日 
【受賞リスト】 

[1] 山本 伸一、電子情報通信学会 学術奨励賞、“超マル

チビーム通信衛星におけるアレー給電反射鏡アンテナ

の給電アレー位置の検討”、“超マルチビーム通信衛星向

けアレー給電反射鏡アンテナの励振条件の比較」”、平成

23 年 3 月 15 日 
[2] 柳 崇、電子情報通信学会 学術奨励賞、“低軸比特

性を有するキャビティ装荷４点給電広帯域円偏波 MSA
の試作結果”、“L 字型プローブにより励振される円偏波

キャビティアンテナの検討」”、平成 23 年 3 月 15 日 
[3] 藤野 義之、浜本 直和、三浦 周、織笠 光明、若菜 弘
充、山本伸一、柳 崇、稲沢 良夫、舟田 雅彦、名取 直
幸、電子情報通信学会 衛星通信研究賞、“超マルチビ

ーム通信衛星向けアレー給電反射鏡アンテナの素子サ

イズの最適化の検討”、平成 25 年 5 月 8 日 
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図 11 総合評価試験 




