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概要
レーダー用周波数の逼迫に対応する手段として、マルチスタティック方式レーダーシステムが有効である。このシステ
ムを実現するための主要機能である、各レーダーを同期させて制御するためのレーダー協調制御技術、レーダーの指向方
向を動的に変化させ瞬時に焦点を合わせる二次元デジタルビームフォーミング（DBF）技術の研究開発を実施した。
さらに、小型・低廉なレーダーアンテナを構成する、送受信用レーダーセルを開発し、開発したレーダー協調制御技術
を組み合わせて協調制御型レーダーシステムの基本動作（時刻同期、送受信）を簡易的に模擬した試験を行い、システム
実現に技術的リスクは無いことを確認した。

Abstract

In this R&D program, we developed the radar control technique for cooperative observation, 2-dimensional digital
beamforming (DBF) and low cost dual polarized radar antenna technique which are principle functions of
cooperative radar systems.
We tested the fundamental radar operations with the prototypes of the pair of transmitting and receiving radar cell.
As a result, we succeeded in developing the fundamental technology for realization of cooperative radar systems.

１．まえがき
気象用レーダーでは、自らが送信した電波の反射波を自
らが受信する「モノスタティック方式」と呼ばれるシステ
ムが一般的に運用されている。このシステムにおいて３次
元速度の立体観測を行うためには、複数方向から同じ対象
物を観測することが重要であるが、そのためには、従来ど
おりの送信電力のレーダーを密に配置するか、従来どおり
の配置でレーダーの送信電力を大きくして観測可能なエ
リアを重ね合わせる必要があり、いずれにしても干渉対策
のため利用周波数の増加が必要となる。
気象用レーダーは、全国網として設置されている 5GHz
帯レーダーのほか、国交省や一部の大規模な自治体、民間
気象会社などが比較的小さい領域の高精度観測のために
9GHz 帯のレーダーを設置している。近年の局所的豪雨対
応など地域の防災意識の高まりから、9GHz 帯気象レーダ
ーの設置ニーズが増加しており、今後 10 年程度でレーダ
ー用周波数が逼迫することが予想される。
この周波数逼迫に対応する手段として、あるレーダーが
送信した電波の側方散乱を他のレーダーで受信する「マル
チスタティック方式」が有効であると考えられる。このシ
ステムでは、観測精度を向上させるために全てのレーダー
で送信を行う必要がないため、モノスタティック方式では
2 波又は 3 波の周波数が必要となるところが 1 つの周波数
だけで済むなど、送信局数の大幅な削減による周波数の有

効利用が可能となる。
ただし、このシステムを実現するためには、送信局と受
信局の各レーダーを同期制御し、それぞれのレーダーの指
向方向を動的に変化させつつ、送信局のレーダーから発射
された電波が当たっているポイントに瞬時に受信局の焦
点を合わせる技術が不可欠となる。
本研究開発では、各レーダーを同期制御するための「レ
ーダー協調制御技術」とレーダーの指向方向を動的に変化
させ瞬時に焦点を合わせる「二次元デジタルビームフォー
ミング(DBF)技術」の研究開発を実施し、マルチスタティ
ック方式の実現に向けた取組みを推進した。なお、二次元
DBF 技術では、レーダーの機械駆動が不要であるため、
レーダーのメンテナンスに係る負担の軽減も期待できる。
以上より、レーダー用周波数の有効利用やシステムのコス
トダウンを実現させ、気象観測用高性能レーダーの普及を
促進することにより、利便性の向上や安心安全な社会の実
現を図るとともに、当該分野における我が国の国際競争力
を強化することができる。

２．研究内容及び成果
２．１．
（課題ア）レーダー協調制御技術の開発
「マルチスタティック方式」のレーダーでは、同じ対象
からの散乱波のドップラー偏移を異なる方向から観測す
ることで、その対象の移動速度（降雨域内の風速）の推定
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が可能となる。つまり、通常の「モノスタティック方式」
のレーダーでは周波数の異なる複数のレーダーによる測
定が必要となるのに対し、「マルチスタティック方式」の
レーダーでは一つの周波数のレーダーで測定可能である。
このシステムを実現するためには、側方散乱波のドップ
ラー偏移を測定するために、空間的に離れた送信部と受信
部の局発信号の周波数同期が必要となる。また、『送信ア
ンテナビームと受信アンテナビームを制御し、適切な時刻
に適切な方向にそれぞれのアンテナビームを指向させる
こと』を可能にするために、時刻同期が必要となる。
この二つのレーダー同期技術に関して、（課題ア－１）
レーダー同期技術の開発、（課題ア－２）レーダーへの送
受信パターンの割付・制御技術、（課題ア－３）レーダー
受信データの統合・分析技術の研究開発を実施した。
（課題ア－１）の最終目標は、GPS（Global Positioning
System）電波や高速回線を用いて、速度誤差 1m/s 以下
に相当する精度（X 帯では 10-9 以下の周波数同期精度）で
のドップラー観測を実現するための周波数同期、1 マイク
ロ秒以下で各レーダーの観測位置合わせを正確に行うた
めの時刻同期を実現可能とする技術の開発である。上記目
標に従い、局部発振器位相同期実現方法の検討、レーダー
制御クロック時刻同期実現方法の検討、同期機能部分の試
作と性能評価を実施し、短期的な安定度が良い OCXO と、
長期的な安定度が良いルビジウムと GPS 基準を用いるこ
とで長期的な時刻精度の向上が実現できるとの見通しを
得た。試作した装置のブロック図を図１－１に示す。
この試作装置を用いて、所要の周波数同期精度 10-9 及
び時刻同期精度 100ns（レーダーの観測位置合わせは 1
マイクロ秒の 1/10 が必要と想定）を達成しているかどう
かフィールド環境での実証評価を行った。試験期間は、季
節変動の影響なども考慮して、秋から冬にかけての二ヶ月
間とした。なお、試験は NICT 沖縄電磁波技術センター
を中心としたフィールド環境にて行った。これは、GPS
信号を用いた同期における誤差要因として、電離圏および
対流圏における伝搬誤差が支配的であり、国内においてこ
れらの変動がもっとも大きく､同期誤差が大きくなると考
えられるのは南西諸島のためである。
設置場所及び試験イメージを図１－２に、評価系を図１
－３に、二ヶ月間の時刻同期試験結果を図１－４に示す。
器材トラブルで、約一週間程度で測定が停止することがあ
ったが、全期間において peak-to-peak で 100 nsec 以下
の時刻同期精度を達成したことを確認した。また図１－５
は、2 ヶ月間の周波数同期精度の試験結果を示しており、
全期間で 10-11 以下の安定度を維持できていることを確認
した。

図１－２

図１－３

図１－４

図１－５

図１－１

試作装置のブロック図

設置場所及び試験イメージ

同期評価系

2 ヶ月間の時刻同期試験結果

2 ヶ月間の周波数安定度

次に、（課題ア－２）レーダーへの送受信パターンの割
付・制御技術の検討結果を示す。マルチスタティック方式
のシステムでは、受信局は送信局の送信方向と送信タイミ
ングを事前に把握し、側方散乱が受信局に到達するタイミ
ングに受信ビームが到来方向に向くようにビーム形成す
る必要がある。そのため、システム全体の動作を管理し、
各レーダーの観測シーケンスと送受信パターン等を動的
に割り付け・制御する技術が必要である。そこで、初期検
討のために、レーダー観測領域(バイスタティック受信機)
の地図上への表示機能の作成を実施し、レーダー設置点の
最適化手法の検討を行った。
図１－６に開発したレーダー観測領域の表示機能およ
び送受信局と受信局の最適配置例を示す。
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図１－６

送受信局と受信局の最適配置例

最後に、
（課題ア－３）レーダー受信データの統合・分
析技術として、各レーダーで検出された受信強度やドップ
ラー速度などの観測データを補正しデータの品質向上を
図るとともに、これらのデータを統合的に解析し、短時間
に精度の高い三次元ボリュームデータの生成及び二次元
又は三次元の速度ベクトル（風向･風速）の算出を可能と
する技術について、基礎検討を実施した。具体的には、大
阪大学に設置された単偏波フェーズドアレイレーダーと
NICT 沖縄電磁波技術センターに設置された沖縄偏波降
雨レーダ（COBRA）にて観測された視線方向ドップラー
速度から、デュアルドップラー法による三次元ドップラー
速度計算を模擬する際に用いる実観測データの取り込み
機能の検討と、シミュレーターへの実装を行った。
図１－７に、同レーダーで観測された降水強度分布とレ
ーダー視線方向のドップラー偏移の分布を取り込んだ結
果を示す。本検討により、シミュレーションデータだけで
なく実観測データからも三次元ドップラー速度を有効に
計算できるようになった。なお、この成果は課題イの開発
に活用されている。

DBF アンテナへの適用検討と、シミュレーションによる
実証評価を行った。なお適用対象とする協調制御型レーダ
ーは直径 1.5m 程度で多素子（6992 素子）の受信アレイ
アンテナである。
DBF によるビーム形成手法としては、従来の手法であ
る固定係数を用いたビームフォーミング手法と、周囲の環
境を考慮してアダプティブに重み係数の値を変更するビ
ームフォーミング手法である最小二乗平均誤差法
(Minimum Mean Squared Error :MMSE 法)の適用を比
較検討することとした。さらに MMSE 法に対する要求事
項として、観測対象の条件から以下に示すような目標設定
を行った。なお、デジタルビームフォーミング手法を用い
て降雨観測シミュレーションを行う対象として、図２－１
及び表２－１に示すものとした。
・観測頻度は 10 秒（観測半径 20km～60km の場合）
・観測仰角は二重偏波観測が有効な低仰角のみ
・送信ファンビームの範囲内のみ適用
・仰角は地表面方向から 30°のみ適用
・方位角は 360°の全範囲に適用

図２－１
表２－１

図１－７

対象とするアンテナ

フェーズドアレイレーダーのパラメータ

実観測データ取込機能の例

２．２．
（課題イ）二次元 DBF 技術の開発
２．２．１．（課題イ－１）アンテナパターン最適
化形成技術
フェーズドアレイアンテナにおいてサイドローブの抑
圧は最重要課題の一つである。アレイアンテナはパラボラ
アンテナと比較して低いサイドローブレベルを実現する
ことが難しく、励振分布を一様分布とした受信ビームのサ
イドローブレベルは-13.5dB 程度になる。サイドローブレ
ベルが高い場合、クラッタや強い降雨エコーがサイドロー
ブにより観測されると、メインローブで観測している弱い
エコー領域がその影響を受け、実際には存在しないエコー
が観測されてしまうことを意味している。
本研究では、このサイドローブを適応的に抑圧するアル
ゴリズムを開発した。具体的には、二次元 DBF アンテナ
におけるサイドローブ抑圧を実現するため、一次元での
MMSE 規範に基づくパターン形成アルゴリズムの二次元

シミュレーション検討には、並列演算において一般的に
用いられる CPU よりも高速に計算できる GPU を用いて、
検証を行った。表２－２に検証に用いた計算機のスペック
を示す。計算機のスペックとしては一般に販売されている
デスクトップ型 PC と同等である。なお GPU を用いると
は言え、協調制御型レーダーを普及させることにおいて低
コスト化は重要なファクターであり、一般的に普及してい
る GPU を搭載した廉価な PC により、観測精度と計算時
間に対して実用性の検討を行うこととした。
まず、受信サイドローブによる強い降雨エコーの漏れこ
みの低減を目的として検討を行った。観測対象の積乱雲の
水平方向の空間スケールは最大でも 10km 程度であるた
め、MMSE 法によるビーム形成の頻度は 10km の 1/5 で
ある 2km 単位で行うことを目標とした。つまり 2km 以内
の範囲には同じ重み係数を利用する。これにより、一つの
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解析範囲に対して、計算時間が 2 秒以内であれば、観測対
象の積乱雲に対して、MMSE 法が適用可能と言えるが、
計算時間の合計は 31.4 秒となり、目標に達しない結果が
得られた。
そこで、設定した目標を達成するための MMSE 法の高
速化手法について検討を行った。図２－２に示すのは、
MMSE 法の計算過程の模式図であり、重み係数 W の計算
では逆行列演算を必要とする。この逆行列演算は MMSE
法を適用する上で、最も時間のかかる計算過程（全体の約
7 割）であり、この計算過程の高速化が MMSE 法を高速
化する上で、最も効果的である。そこで、逆行列演算に用
いる共分散行列の要素数を分割して計算する手法を提案
した。図２－３に逆行列演算の配列分割手法について模式
図を示す。本高速化手法は、逆行列を計算する際に、行列
R のサイズを下げるために、ステアリングベクトルを M
分割することを考えており、例として M=16 とすると、
ステアリングベクトルは 6992/16=437 個の要素数を持つ
配列 16 個に分割できる。これらの分割されたステアリン
グベクトルを用いて行列 R を計算すると要素数は
437×437 となり、新たに求められた行列 R について逆行
列 R-1 を求め、これを対角成分とした行列を MMSE 法に
おける逆行列 R-1 と新たに定義し、重み係数 W を計算す
る。この方法を適用することで、逆行列演算の要素数を低
減することができる一方、ステアリングベクトルを分割す
ることは、利用するアンテナ素子を分割することと同意で
あり、最終的には平均化することを考慮しても、観測誤差
は増加すると考えられる。しかし本検討で用いた 16 分割
のステアリングベクトルの結果では、十分な推定精度が保
証されることを確認した。
以上の目標設定と対象アンテナ、および高速化手法（逆
行列の高速化と GPU の利用）を用いて MMSE 法の高速
化手法（FMMSE 法）を検証した結果、高速化前の MMSE
法の計算時間 31.4 秒に対し、FMMSE 法は 1.9 秒と高速
化を実現した。MMSE 法の計算時間の設定目標は前に述
べたように、1 レンジ分の計算時間で 2 秒以内が目標であ
ることから、GPU を搭載した一般的な PC において目標
となる計算時間を達成したと言える。一方で今回の解析範
囲は仰角方位角方向に各々30°であることから、方位角
360°を観測する場合、12 倍の計算時間が必要である。こ
れに対しては、例えば 12 個以上のコア、又は計算機を利
用し並列処理を行うことによって各方位角方向の計算を
同時に行えば、1.9 秒で仰角方向 30°、方位角方向 360°の
観測範囲を網羅できる。
次に、FMMSE 法の有用性についてシミュレーション
検討を行った結果（図２－４）を示す。これは、想定した
降雨分布（真値）に対して、偏波観測パラメータ（レーダ
ー反射因子 Zhh、レーダー反射因子差 Zdr、比偏波間位相
差 Kdp、偏波間相関係数 ρhv）に関する検討を行った結果
であり、レーダー反射因子 Zhh に関する結果を代表例とし
て示した。この結果より、FMMSE 法は真値との相関係
数 0.9 以上が得られ、非常に正確な推定結果となっている
ことがわかる。Zdr、Kdp についても相関係数 0.9 以上が得
られたが、偏波間相関係数(ρhv)だけは 0.5 程度まで低下す
る結果が得られた。これはステアリングベクトルを分割す
る際に、水平方向に分割したことで、仰角方向に推定精度
が低下したと考えられ、実際の運用では、高精度な観測を
必要とする方向を限定して（例えば仰角方向だけが高精度
であれば良い）運用するなど限定的な条件下で適用すれば
よいと考えられる。
最後に、受信サイドローブによるグランドクラッタの影

響の抑圧を目的として検討を行った。グランドクラッタが
レーダーで観測される方向は固定であり、晴天時のデータ
からその反射強度等のパラメータは容易に推定できるた
め、MMSE 法の計算頻度は非常に低く、MMSE 法を用い
てあらかじめ計算しておいた係数を用いれば良いため計
算時間的には FMMSE 法より精度の高い MMSE 法を用
いても問題はない。グランドクラッタからのエコー強度は、
降雨エコーの漏れこみと比較して大きいため、FMMSE
法に替えて MMSE 法を用いることでより高精度な観測が
可能となる。
（参考：
「平成 25 年度報告書 2-2．二次元
DBF 技術の開発／アンテナパターン最適化形成技術」
）
。
表２－２

図２－２

図２－３

検証用 PC スペック

MMSE 法の模式図

逆行列演算配列分割手法の模式図

図２－４

ＦＭＭＳＥ法の観測精度

２．２．２．（課題イ－２）小型・低廉なレーダー
アンテナの開発
（課題イ－２）では、図３－１、３－２に示す協調制御
型レーダーシステムを構成する送受信局／受信局のシス
テム設計（諸元検討、配置検討）を行い、これに基づき、
送受信局／受信局を小型・低廉に実現するための要素技術
開発を行った。
協調制御型レーダーシステムのシステム設計において
は、諸元の決定（基本要求、方式検討、気象観測要求、レ
ーダーおよびレーダーアンテナ基本検討、低コスト化、ア
ンテナ素子、送受信局の方式選定、受信局諸元検討）を行
った。検討結果の一部を図３－３に示す。
配置検討については、電波の伝搬減衰が大きい X 帯の
気象レーダーで一般的によく採用される配置を基本とし、
電波資源拡大のための研究開発
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三次元ドップラー速度の観測範囲を拡大することを狙っ
て受信局を送受信局の外側に追加配置したモデルケース
について幾何学的な検討を行い、受信局の追加配置による
三次元ドップラー速度の観測範囲拡大効果は高いことを
示した。さらに、幾何学的検討では不可能な三次元ドップ
ラー速度精度の定量的な評価が可能となる配置検討ツー
ルを作成し、具体的に関東に協調制御型レーダーの送受信
局と受信局を配置する検討を行った（図３－４）
。

図３－１

図３－２

協調制御型レーダーシステムのイメージ

送受信局／受信局およびレーダーアンテナ
の例

図３－３

次に、協調制御型レーダーを構成する送受信局／受信局
の基本構成単位であるレーダーセルの開発について説明
する。このレーダーセルには 2 つの種別があり、送受信局
用のレーダーアンテナは送受信レーダーセルと受信レー
ダーセルで構成され、受信局用のレーダーアンテナは受信
レーダーセルのみから構成される。レーダーセルには２つ
の種別があるが、受信レーダーセルの機能は送受信レーダ
ーセルの機能に含まれていることから、試作評価は送受信
レーダーセルのみを対象とした。図３－５にレーダーセル
のイメージを示す。
まずレーダーセル用二重偏波アンテナについて開発成
果を説明する。このレーダーセル用二重偏波アンテナ開発
では、まず交差偏波特性の良い二重偏波パッチアンテナ素
子を開発し、次にこの成果を受けてレーダーセル用二重偏
波アンテナ（4×1 アレイアンテナ）の製造と目標性能の検
証を行った。
図３－６にレーダーセル用二重偏波アンテナの試作品
外観を示す。なお今回はレーダーセル用二重偏波アンテナ
試作として、FFC 用コネクタを用いたものと、性能評価
のリファレンス用に通常の同軸コネクタ（SMPM コネク
タ）を用いたものの 2 種類を作って特性の比較を行った。
図３－７に FFC 用コネクタ版の評価結果を示す。また
図３－８に同軸コネクタ版の評価結果を示す。
評価の結果、同軸コネクタ版の性能（交差偏波抑圧度）
は 1 素子の二重偏波パッチアンテナ素子以上の性能（目標
値である交差偏波抑圧度-25dB を達成）を発揮したものの、
FFC 用コネクタ版は 1 素子の二重偏波パッチアンテナ素
子に満たない性能となってしまった。なおこの原因はアン
テナ自体の設計・製造にあるのではなく、低コスト化を狙
った FFC にあることが理論検討と電磁界解析の結果明ら
かとなった。
また交差偏波抑圧度の目標値を達成するためには、FFC
の幅を広くしてケーブル及びコネクタの端にある信号線
と中央寄りにある信号線の電磁界的条件の差を小さくす
ることで十分であることも明らかにした。よってこれらの
研究開発により、協調制御型レーダー用フェーズドアレイ
の実用化に向けた二重偏波アンテナ素子に関する要素技
術開発は完了したと考える。

諸元検討結果

図３－５

図３－４

関東における配置検討結果

図３－６

送受信レーダーセルの構成

レーダーセル用二重偏波アンテナの試作品
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図３－７ FFC 給電アンテナの
パターン測定結果

0

10

図３－１０

RF-CMOS の利得周波数特性
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同軸コネクタ給電アンテナの
パターン測定結果

ここからはレーダーセル用送受信部について開発成果
を説明する。このレーダーセル用送受信部の開発において
は、その小型化・低コスト化のキーパーツである
RF-CMOS の開発と、それを搭載したレーダーセル用送受
信部基板の開発を行った。RF-CMOS は受信系の回路（低
雑音増幅、周波数変換、フィルタリング）を高集積化した
半導体チップであり、図３－９、３－１０に示すように目
標性能を達成することができた。また、RF-CMOS とその
評価ボードの試作品外観を図３－１１に示す。
以上の成果を元に送受信レーダーセルの主要構成品で
あるレーダーセル用送受信部の試作評価を行い、レーダー
セル用送受信部を当初の目標通りの機能・性能で実現可能
であることを示した。特にレーダーセル用に開発した
RF-CMOS を、受信系 RF としてレーダーセル用送受信部
に組み込んだ状態で、レーダーセル用送受信部としての全
体の機能・性能が実現できることを示せたことで、レーダ
ーセルの実現に技術的リスクは無くなったといえる。
図３－１２にレーダーセル用送受信部試作品の外観を、
図３－１３及び図３－１４にレーダーセル用送受信部の
送信系の評価結果を代表例として示す。
本試作評価の成果とレーダーセル用二重偏波アンテナ
開発の成果を組み合わせることで、協調制御型レーダーシ
ステムの送受信局及び受信局を構成する送受信レーダー
セル／受信レーダーセルの実現に技術的リスクは無くな
ったと結論付けた。

図３－１１

図３－１２ レーダーセル用送受信部試作品概観
上）表面：送信系、下）裏面：受信系

図３－１３

図３－９

RF-CMOS 試作品とその評価基板

レーダーセル用送受信部の入出力特性

RF-CMOS の NF 特性
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図３－１５
図３－１４

レーダー同期装置の試験評価系の系統

レーダーセル用送受信部の出力電力特性

次に、協調制御型レーダーシステムを実現するために必
要不可欠なレーダー同期装置の開発成果について説明す
る。本開発は情報通信研究機構（NICT）にて実施したレ
ーダー同期装置開発（課題イ－１）で得られた成果を元に、
レーダー同期機能をレーダーに組込むために実施した実
用化開発という位置づけである。
東芝のレーダー同期装置の試験評価について説明する。
本試験評価では、2 台のレーダー同期装置を送受信局と受
信局の想定設置距離（50km 程度）分だけ離したフィール
ド試験を実施した。なお情報通信研究機構の試験は最もレ
ーダー同期に厳しい環境（GPS に厳しい環境）である沖
縄にて、約 40km 離した 2 地点間での評価を数ヶ月にわ
たって実施することで電離層の季節変化などの影響下に
おける位相同期性能と時刻同期性能を確認することを目
的としている。それに対し、東芝ではこの情報通信研究機
構の試験により実証されたレーダー同期方式・アルゴリズ
ムなどの成果をレーダーに組込むための装置を開発し、よ
り実際の設置環境に近い関東で、送受信局と受信局の最大
距離と想定される約 80km だけ離した 2 地点間での時刻
同期性能を半日程度の短期間に絞って評価し、レーダー同
期機能のレーダーへの組込みが問題無く実現できたこと
を確認することを目的としている。
この試験評価の系統図を図３－１５に示す。なお遠く離
れた２地点間での時刻同期性能を評価するために、一方の
レーダー同期装置を時刻同期評価設備の整った情報通信
研究機構の小金井本部に設置し、GPS 時刻との差が既知
である UTC との時刻差と、もう一方は GPS 時刻と差分
を比較評価する。
試験の結果、図３－１６に示すように、時刻同期の目標
性能である 100ns 以下を達成していることを確認した。
最後に、課題イ－２で開発したレーダーセル用送受信部
とレーダー同期装置を組み合わせて協調制御型レーダー
システムの基本動作（時刻同期、送受信）を簡易的に模擬
することで、協調制御型レーダーシステムの実現に技術的
リスクは無いことを確認する総合試験を行った。なお本総
合試験では実際に空間に電波を発射しての試験は行って
いないが、レーダーセル用アンテナ部の性能は既に述べた
ように別に評価しており、この部分には技術的リスクは無
い。図３－１７に総合試験のイメージ図を、図３－１８に
総合試験風景とともにパルス送受信による時刻同期が実
現されているとの確認結果を示す。

図３－１６

図３－１７

図３－１８

時刻同期試験結果

総合試験のイメージ図

総合試験風景及び、レーダーセル送受信に
よる時刻同期機能の確認結果

３．今後の研究開発の展開
応用開発段階として、戦略的イノベーション創造プログ
ラム（SIP）における課題「レジリエントな防災・減災機
能の強化」にて二重偏波フェーズドアレイ／DBF 方式の
モノスタティック気象レーダーの開発を行うが、レーダー
を構成する個別装置の開発（アンテナ、受信機、DBF 等）
において本研究開発の各成果を活用できる。具体的には、
RF-CMOS 技術を適用した受信装置、二重偏波パッチアン
テナ技術を適用したレーダーアンテナ装置、MMSE 法な
どによるアダプティブなビーム形成技術を適用した DBF
技術などが活用できる。
実用化段階としては、上記で開発した装置を用いて二重
偏波フェーズドアレイ／DBF 方式のモノスタティック気
象レーダーを製造し、これを用いて気象観測などの実証実
験を行う。
その後の事業化段階としては、SIP にて実用化した二重
電波資源拡大のための研究開発
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偏波フェーズドアレイ／DBF 方式のモノスタティックレ
ーダーを基に、X-RAIN などの置き換えを目的とした製品
開発及び製品展開を行う計画である。またマルチスタティ
ック技術の活用については、二重偏波フェーズドアレイ／
DBF 方式のモノスタティックレーダーで開発した実用化
技術を用いることで二次元 DBF 技術とマルチスタティッ
ク技術を用いたレーダー受信局が実現可能であり、市場か
らの需要に応じて製品開発及び製品展開を行う。具体的に
は二重偏波フェーズドアレイ／DBF 方式のモノスタティ
ック気象レーダーの普及が進み電波資源が逼迫する時期
以降に市場から求められる技術であると想定される。

４．むすび
レーダー協調制御技術の実現に必要な、周波数と時刻の
同期技術の精度測定のためのフィールド環境での長期間
の実証試験を実施した。二ヶ月間の実証試験の結果の解析
により、周波数同期精度 10-9 および時刻同期精度 100ns
を達成していることが確認された。
また、二次元に拡張した MMSE 法の高速化手法を開発
するにあたって、まず目標を定め、これを実現する高速化
手法 FMMSE 法（逆行列の高速化と GPU の採用）を提
案した。この FMMSE 法と MMSE 法をシミュレーショ
ンにより比較した結果、FMMSE 法は定めた目標を達成
していることが確認できた。なお精度検討において ρhv の
精度が低下していることがわかったが、原因は高速化手法
（逆行列の高速化）に起因しており、この問題点に対して
は、運用する際に高精度な観測を所望する方向が限定され
ている場合（例えば仰角方向だけが高精度であれば良い）
などの限定的な条件下で適用が想定される。
さらに小型・低廉なレーダーアンテナの開発成果により、
レーダーの基本機能を実現する部分について、これまでの
レーダーでは実現できていなかった低コスト化／高集積
化を実現することができ、電子的な位相制御により多数ビ
ームの同時形成やビーム方向の瞬時の切り替えを行なう
フェーズドアレイ／DBF 方式の気象レーダーを低コスト
に実現することが可能となる。従来、気象レーダー開発に
あたってはその要求仕様に合わせてアンテナ利得やその
アンテナ形態などの様々なバリエーションを実現するた
めに、モジュール等を専用設計で組み合わせるしかなく、
大型で高価なシステムとならざるを得なかったが、レーダ
ーセルを必要枚数組み合わせることで上述のような少量
多品種の気象レーダー製品開発に対して、効率的な大量生
産で対応することができ、量産効果による低廉化が期待で
きる。本技術は、航空用レーダー、沿岸監視用レーダー、
船舶航行用レーダー、船舶位置・距離測定用レーダーなど
多くのＸ帯レーダーに適用できる可能性がある。これらに
適用された場合には更なる低廉化が期待でき、その配備台
数を増大させ、極端気象の観測範囲の拡大等を実現するこ
とで、安心・安全な社会の実現に資することができる。
また、このように周波数の有効利用を可能とする協調制
御型気象レーダーシステムの普及が促進されることで、周
波数の有効利用の実現に資することが期待される。
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