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概要 
 我が国の次世代衛星放送として期待されている 21GHz 帯衛星放送システムを実現するための基盤技術として，良好な
広帯域通過特性と近接する電波天文帯域で大きな減衰特性を有する広帯域急峻フィルタの開発，および，降雨減衰や広帯
域伝送による衛星の高出力化を高周波放電の課題を回避しつつ実現する手段として，アレー給電反射鏡アンテナを用いた
空間合成アンテナの開発をおこなった．また，8K SHV 信号を用いた伝送実験を行うことで，確立した技術の有効性を
確認した． 
 
Abstract 
    The satellite broadcasting in the 21-GHz band is expected to transmit advanced forms of broadcasting. We 
developed fundamental technologies for the wide-band and steep on-board output filter and the array-fed reflector 
antenna. The filter can sharply attenuate out-of-band signal for the sufficient suppression of unwanted emission 
into adjacent frequencies while transmitting in-band wideband single carrier signal with low loss and low group 
delay deviation. The antenna can combine outputs of the each element and reconfigure its radiation pattern to 
exploit the satellite’s limited resources. Finally, we confirmed these technologies conducting a transmission test 
using 8K signals 
 
１．まえがき 
 8Kスーパーハイビジョン（以下，8K）や立体映像など
将来の放送コンテンツではデータ量の増大が予想される．
8K衛星放送の本格的な普及や将来の放送コンテンツを伝
送するため,  日本放送協会（以下，NHK）は，新しい周
波数帯として 21.4～22GHz帯を利用できるように研究開
発を進めてきた． 
 この周波数帯は，日本を含むアジア・太平洋地域におい
て衛星放送用の周波数として，1992 年の決議 ITU-R 
Resolution 525により割当てられたものである．NHKは，
これまでも降雨減衰補償技術関連の勧告 ITU-R BO. 1659，
放送衛星業務の参照電力束密度に関する勧告 ITU-R 
BO.1776，放送衛星の共用条件算出のために必要な地球局
の受信アンテナの参照放射パターンの勧告 ITU-R 
BO.1900などの成立への寄与やレポート ITU-R BO.2071
への衛星システム例の入力など，国際標準化に関して積極
的に貢献してきた．また，2012 年の世界無線通信会議
（WRC-12）における 21GHz帯衛星放送に関する手続き
の規定策定に際しても，大きな降雨減衰を考慮した高い衛
星出力の必要性を主張し，無線通信規則に反映された．本
研究開発では，これらの国際標準化による成果を実用の放
送衛星システムに反映させることを目指して，NHKが提
案する衛星放送用広帯域中継器の部分試作をおこない．
8K信号を用いた伝送試験による評価を実施した． 
 広帯域中継器の構成として， 600MHzの帯域を 2分割
して用いることとした．21GHz 帯は，電波天文用に割り

当てられた周波数帯（22.21～22.5GHz）に隣接しており，
帯域外電力を制限する必要がある．そのため，広帯域の通
過特性を持ちながら，急峻に減衰するフィルタを開発・試
作した．また，広帯域であっても単位周波数帯域あたりで
充分な出力が得られるように，アレー状に並べた複数の素
子アンテナにそれぞれ増幅器を接続し，各素子の出力を空
間で合成するアレー給電反射鏡アンテナを試作，評価した．
図 1に示すアンテナでは，アレー給電部の励振位相を制御
して，降雨地域には晴天地域に比べて増力した電力を照射
する放射パターンを形成するため，限られた衛星電力を有
効に利用することができる． 
 本報告では，アレー給電反射鏡アンテナを用いた広帯域
中継器の試作結果と8K信号を用いた伝送試験の評価結果
について述べる． 
 

図 1 21GHz帯放送衛星の中継器・アンテナ構成 
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２．研究内容及び成果 
 本研究開発では，21GHz 帯衛星放送の帯域で良好な広
帯域通過特性と近接する電波天文帯域で大きな減衰特性
を有する「広帯域急峻フィルタ技術に関する研究開発」と，
降雨減衰や広帯域伝送による衛星の高出力化を高周波放
電の課題を回避しつつ実現する手段として，フェーズドア
レーを用いた空間合成アンテナの開発を行う「アンテナパ
ターン可変技術に関する研究開発」を実施した．最後に
「21GHz 帯衛星放送システムの検証」として，広帯域急
峻フィルタ技術とアンテナパターン可変技術の研究成果
を組合せて，8K信号を用いた伝送試験による評価を実施
した． 
 
2.1 広帯域急峻フィルタ技術に関する研究開発 
 衛星搭載用 21GHz 帯広帯域急峻フィルタでは，
300MHz 級の広帯域シングルキャリア信号を良好に伝送
するための低損失かつ低群遅延となる帯域内通過特性，な
らびに，衛星搭載用増幅器の非線形特性で生じるスペクト
ルリグロースによる不要波を急峻に抑圧する帯域外減衰
特性が必要となる． 
 そのため，Band Pass Filter（BPF），Band Rejection 
Filter（BRF），Low Pass Filter（LPF）の 3つのフィル
タを連結接続する 21GHz帯放送衛星用出力フィルタを設
計し，計算機シミュレーションにより，所望の電気特性が
得られることを確認した．設計結果に基づき，3つのフィ
ルタを試作し，各々の電気特性を評価し，出力フィルタと
して構成した．更に，衛星搭載用 Traveling Wave Tube 
Amplifier (TWTA) とフィルタを組合せて熱真空試験を
実施し，その電気特性を評価した． 
 
（A) 広帯域急峻フィルタの要求条件 
 WRC-12において，21GHz帯放送衛星からの送信電力
は，降雨による電波減衰が大きくなることを考慮し，地表
面電力束密度（pfd） が最大で-105dB(W/m2/MHz) まで
認められた．この値は，12GHz 帯衛星放送の最大値
-103.6dB(W/m2/27MHz) と比較して，単位帯域幅当たり
12.9dB 高い衛星出力に相当する． 
 21GHz 帯放送衛星で許容されている高い衛星出力を
想定した場合，隣接する周波数帯を使用する他業務との両
立性を確保するため，帯域外不要波を充分に抑制する必要
がある．特に，22.21-22.5GHz 帯は，天体が発生する微
弱な電波を観測する電波天文業務に割り当てられており，
両立性確保に向けた閾値が規定されている．表 1 にその
閾値と 21GHz 帯衛星放送の最大 pfd における帯域外抑
圧量の関係を示す．21GHz 帯衛星放送の最大 pfd を可能
とするためには，22GHz 帯への不要波を，参照帯域幅
290MHzで 65.6dB，参照帯域幅 0.25MHz で 51.0dB に
抑圧する必要がある． 
さらに，21GHz 帯放送衛星の高調波と重複する

42.5-43.5GHzにも電波天文業務が割当てられており，同
様に不要波を抑圧する必要がある．43GHz 帯の保護基準
は，22GHz 帯と比較して，単位帯域幅当たり，連続観測
では 4dB，スペクトル線観測では 6dB緩和される．  
一方，21GHz 帯放送衛星では，21.4-22.0GHz の

600MHzの帯域幅を 2つに分割した約 300MHzの広帯域
チャネルでのシングルキャリア伝送を想定しているため，
衛星搭載用出力フィルタに対して，300MHz 級の広帯域
通過特性を有し，かつ，22GHz 帯電波天文を急峻に抑圧
し，2倍波に相当する 43GHz帯においてもほぼ同等に抑
圧する特性が必要となる． 

従って，21GHz 帯放送衛星用出力フィルタには，次の
4つの機能が求められる． 
① 300MHz級広帯域シングルキャリア信号の低損失

かつ低群遅延偏差での通過 
② 放送衛星帯域の隣接チャネルへの不要波抑圧 
③ 近接する 22GHz帯電波天文への不要波抑圧 
④ 高調波と重複する 44GHz 帯電波天文への不要波

抑圧，および，スプリアスの抑圧 
 21GHz 帯放送衛星用出力フィルタの目標性能を達成す
るため，機能①と②の役割を担う BPF，機能③の役割を
担う BRF，機能④の役割を担う LPFの 3つのフィルタを
連結接続する出力フィルタを構成した． 
 
表 1  22GHz帯電波天文の pfd 閾値と 21GHz 帯 
      衛星放送の最大 pfd における帯域外抑圧量 

電波天文 
観測手法 

pfd閾値 
dB(W/m2)

参照帯域幅 
MHz 

所要抑圧量
dB 

連続観測 -146 290 65.6 

ｽﾍﾟｸﾄﾙ線観測 -162 0.25 51.0 

VLBI -128 0.25 17.0 

 
表 2 22GHz帯および 43GHz帯電波天文の保護基準 

 
22GHz帯
dB(W/m2)

43GHz帯 
dB(W/m2) 

単位帯域で
の差 dB 

連続観測 -146/ 
290MHz

-137/ 
1GHz 4 

ｽﾍﾟｸﾄﾙ線観測 -162/ 
250kHz 

-153/ 
500kHz 6 

  
（B) 広帯域急峻フィルタの設計と試作 
 今回，21GHz帯放送衛星の高域側の 300MHz級広帯域
チャネルを対象とし，21.7-22.0GHzに対応する衛星搭載
用出力フィルタを試作した．衛星搭載用アレー給電反射鏡
アンテナとの接続を考慮し，フィルタも入出力ポートがイ
ンラインで設置可能な形状とした． 
 BPF は，機能①と②を満たすため，帯域外を急峻に減
衰することができる 6段擬似楕円関数型とした．宇宙環境
での温度変化による周波数特性の遷移を考慮し，熱膨張率
の小さいスーパーインバーを材料に用いた．また，僅かに
通過帯域幅を拡大する設計とした．主な設計パラメータを
表 3に示す． 
 BRF は，機能③を満足し，かつ，通過帯域内での損失
増加を回避するため，電波天文の周波数帯を急峻に減衰す
る 5段チェビシェフ型とした．主な設計パラメータを表 4
に示す． 
 LPF は，機能④を満足するため，広帯域に減衰特性を
有するワッフルアイアン型とした．主な設計パラメータを
表 5に示す． 

表 3 BPFの主な設計パラメータ 
伝達特性 6段擬似楕円関数 
リップル 0.02dB 
通過帯域 ±128.5MHz 
最小減衰量 32dB 
共振モード TE112直交二重モード 
Qu実効値 8000以上 
構造 円筒空洞共振器 
材料 スーパーインバー 
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表 4 BRFの主な設計パラメータ 
伝達特性 5段チェビシェフ 
リップル 0.01dB 
通過帯域 ±244.4MHz 
阻止減衰量 16dB（22.21-22.5GHz） 
共振モード TE101モード 
構造 矩形空洞共振器 
材料 アルミニウム 

 
表 5 LPFの主な設計パラメータ 

リップル 0.15dB 
帯域外減衰量 46.0dB以上（30-44GHz） 
構造 ワッフルアイアン 
材料 アルミニウム 

 
 試作した BPF，BRF および LPF を接続して，21GHz
帯出力フィルタを試作した．外観を図 2，真空環境におけ
る電気特性を図 3に示す． 
 

BPF LPF BRF 

 
図 2 帯域外急峻フィルタの外観 

 
（C) TWTAと広帯域急峻フィルタの組合せ評価 
 広帯域急峻フィルタを評価するため，衛星搭載用増幅器
として一般的な TWTAと組合せて，真空環境において帯
域外不要波が適切に抑圧できることを検証した．試作した
TWTAの外観を図 3に示し，真空中における電気性能を
表 6に示す．出力は 100W以上，効率は約 55%であった． 
 

  
図 3 試作した TWTAの外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 6 真空中における TWTAの電気性能 
測定温度 -10℃ 23℃ 85℃ 
出力 118.9 W 117.5 W 113.2 W 
効率 55.1 % 55.2 % 54.1 % 
利得 53.6 dB 53.7 dB 53.8 dB 

※出力・効率・利得は，飽和動作時 
 

 TWTA と広帯域急峻フィルタを組合せて，真空チャン
バー内に設置し，フィルタ通過前後の広帯域変調波のスペ
クトルを測定した結果を図 4 に示す． TWT 通過後（フ
ィルタ通過前）では，22GHz帯電波天文帯において，-30
～-40dBのスペクトルリグロースが見られたが，フィルタ
通過後では，65dB 以上抑圧されていることを確認した．
また，43GHz帯において，TWT通過後の 2倍波のレベル
は，約-30dBであったが，フィルタ通過後は，ノイズレベ
ルまで抑圧することができた．LPF 単体で 50dB 以上の
抑圧量であることから，合計で 80dB以上抑圧できる． 
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(a) 22GHz帯の抑圧 
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(b) 43GHz帯の抑圧 

図 4 広帯域急峻フィルタ通過前後のスペクトル 

図 3 広帯域急峻フィルタの帯域内振幅偏差（左），近接帯の帯域外振幅特性（中），高調波の帯域外振幅特性（右）
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2.2 アンテナパターン可変技術に関する研究開発 
 アンテナパターン可変技術として，2 枚の反射鏡と 32
素子のアレー給電部を組合せたアレー給電反射鏡アンテ
ナを試作し，アレー給電部の励振位相を制御することで，
日本全国を均一な利得で覆う放射パターンと，均一利得パ
ターンに加えて増力した部分を持つ放射パターンを形成
し，測定により電気性能を評価した． 
 
（A) アンテナ構成 
 アレー給電反射鏡アンテナ構成は，焦点を共通とする 2
枚のパラボラ反射鏡により構成されたイメージングリフ
レクタアンテナとなっており，アレー給電部の開口部の電
力分布が，反射鏡を介することにより拡大される．放送衛
星搭載用アンテナは，静止軌道上から鋭い指向性で地表面
上のサービスエリアを覆う放射パターンを形成するため，
大きな開口径を必要とする．反射鏡を用いない直接放射型
のアレーアンテナでも，放射パターンを制御することがで
きるが，衛星放送で使用する周波数帯において大きな開口
径を実現するためには，非常に多数の素子が必要である．
一方，アレー給電反射鏡アンテナは，直接放射型のアレー
アンテナと比較して少ない素子数で大きな開口径を実現
し，指向性を制御することができる． 
 図 5 に設計したアレー給電反射鏡アンテナの構成を示
す．主反射鏡の開口径は 1.8mで，拡大係数は 10とした．
アレー素子数は 32で，素子間隔は 1.8波長とした．給電
部の電力分布は，図 5に示すように各素子の電力を固定し，
中央から外側に向け電力が小さくなるテーパー状の分布
とすることにより，電力が反射鏡の中央に集中し，効率が
良くなる．放射パターンは，各素子に給電する位相を変化
させることにより制御することができる． 
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副鏡開口径(Ds) 0.24 m
給電部開口径(Df) 0.18 m
拡大係数(Dm/Df) 10

周波数 21.4 – 22.0 GHz
軌道位置 東経110度
偏波 右旋円偏波
アレー素子数 32
素子間隔 24.9 mm (1.8波長)  

図5 アレー給電反射鏡アンテナの構成 
 
（B) アレー給電部の試作 
 試作したアレー給電部を図 6に示す．入力された RF信
号は， 8分配器と 4分配器により 32等分配される．  
 移相器・減衰器ユニットは，衛星搭載時のレイアウト設
計の自由度と配線の複雑さのバランスを考慮し，4式の移
相器・減衰器ユニットを 1枚の基板で制御する構造とし，
一つの金属ケースに実装した．全国を均一な利得で覆うパ
ターンを形成したときに，サービスエリア内において平均
から-2dB 以上の利得でカバーすることを目標とし，移相
器の量子化数は 5bit とした．減衰器は，増幅器の経年変
化等による振幅の変化に対応するために 0.5dB ステップ
とし，校正時に単独素子出力が確認できるように 40dB以

上のミュート機能を備えた．移相器・減衰器ユニットに内
蔵 さ れ た Monolithic microwave integrated 
circuit(MMIC) 移相器の設計結果を図 7 に示す.また，
MMIC をパッケージ化し，ネットワークアナライザを用
いて移相器・減衰器ユニットをすべての位相・振幅状態に
制御した際の位相および振幅誤差の測定値を図 8に示す．
位相および振幅誤差は，振幅状態を固定とし，移相器とし
て動作させた場合①と，位相状態を固定とし，減衰器とし
て動作させた場合②について， root mean square(rms) 
誤差を示しており，総合誤差として，①と②の root sum 
square(rss) を示した．すべてのユニットで目標値である
位相誤差 7度以下，振幅誤差 1dB以内を達成する性能が
得られた． 
 

分配器 ホーンアレー部

移相器・減衰器ユニット  
図6 試作した32素子アレー給電部 

 

 
図 7 MMIC移相器・減衰器の設計結果 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415 1617181920212223242526272829303132
移相器・減衰器ユニットNo.

① 移相器として動作させた場合
② 減衰器として動作させた場合
①と②の総合誤差

↓目標値(7 deg.)

位
相
誤
差

(d
eg
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ユニット番号  
(a) 位相誤差測定値 

移相器・減衰器ユニットNo.

↓目標値(1 dB)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415 1617181920212223242526272829303132

① 移相器として動作させた場合
② 減衰器として動作させて場合
①と②の総合誤差

振
幅
誤
差

(d
B

 rm
s)

ユニット番号  
(b) 振幅誤差測定値 

図8 移相器・減衰器ユニットの制御誤差測定値 
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 ホーンアレー部は， 32式のコニカルホーンアンテナに
より構成されており，板状のアルミニウムを，ホーンアン
テナ，円偏波発生器，同軸導波管変換の 3層に削り出し，
重ねて一体成型する手法で製造した．そのため，熱伝導が
良く給電部の変形は小さい．また，構造解析では，打ち上
げ時に想定される振動や重力荷重に充分耐えられる結果
を得た．また，ホーンアンテナの放射パターン測定値は計
算値と良く一致し，電気性能は良好であった． 
 
（C) アレー給電反射鏡アンテナの放射パターン 
 アレー給電部とパラボラ反射鏡を組合せて，アレー給電
反射鏡アンテナを構成し，放射パターンを測定した．試作
したアレー給電反射鏡アンテナを図 9に示した．全国を均
一な利得で覆う放射パターンを形成した場合と均一な利
得で覆いつつ札幌に増力したビームを形成した場合の放
射パターン測定値と計算値を図 10，11に示した．前節に
記載した減衰器により図 5 に示した電力テーパー値に設
定し，移相器を制御することにより，ビームパターンを変
化させた．制御時の位相誤差は 6.3deg.RMS以下であった．
これらの制御誤差の他に，直交する偏波で 2回スキャンし，
円偏波合成するため，測定誤差等も含まれているが，概ね
設計どおりの放射パターンが得られた． 
 

パラボラ主鏡

パラボラ副鏡

アレー給電部

 
図9 試作したアレー給電反射鏡アンテナ 

 

実線：測定値
破線：計算値

全国均一
利得ビーム

 
図10 アレー給電反射鏡アンテナの放射パターン 

（全国均一ビーム）

実線：測定値
破線：計算値

増力ビーム

 
図11 アレー給電反射鏡アンテナの放射パターン 

（増力ビーム） 
 
（D) 鏡面修整との組合せによるサイドローブ低減 
 パラボラ反射鏡を用いたイメージングリフレクタアン
テナの場合，反射鏡によって拡大された素子間隔が波長よ
り大幅に大きいためサイドローブ（グレーティングロー
ブ）が発生する．隣接する国の衛星放送波との干渉を回避
するため，サイドローブを低減することは，衛星放送を実
用化する点において非常に重要となる．試作したアレー給
電部と鏡面修整反射鏡を組合せたアレー給電鏡面修整反
射鏡アンテナを試作し，サイドローブ低減の効果を放射パ
ターン測定により確認した． 
 試作したアレー給電鏡面修整反射鏡アンテナを図 12に
示す．主反射鏡は，過去にオフセット型の１枚鏡として製
作したものを利用した．アレー給電部を，等位相・等振幅
値に設定したときに，オフセット１枚鏡の給電ホーンの放
射パターンを副反射鏡で反射した放射パターンが近似す
るように，鏡面形状を設計し，試作した．  
 アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナの放射パターン測
定値を図 13に示す．イメージングリフレクタアンテナの
場合には，ビームの中心から±2 度付近に-10dB 程度の大
きなサイドローブがあったが，鏡面修整反射鏡を用いた場
合には，サイドローブを低減することができた． 
 

主反射鏡
（鏡面修整）

副反射鏡

（鏡面修整）  
図12 試作したアレー給電鏡面修整反射鏡アンテナ 
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鏡面修整反射鏡
を用いた場合

 
図13 アレー給電鏡面修整反射鏡アンテナの 

 放射パターン測定値 
 
2.3 21GHz 帯衛星放送システムの検証 
21GHz帯衛星放送システムの検証として，広帯域急峻フ
ィルタ技術とアンテナパターン可変技術の研究成果を組
合せて，8K信号を用いた伝送実験による評価を実施した．
本節では，試作した広帯域変復調器，伝送実験系統，広帯
域伝送実験および 8K-SHV 信号伝送実験について述べる． 
 
(A) 広帯域変復調器 

300MHz 級広帯域信号を生成可能とする広帯域変復調
器を試作した．仕様を表 7に示す．本機器は，放射パター
ン切替え等により生じるバーストエラーの保護機能とし
て，インターリーブ/デインターリーブ機能を有している．
変調器内部おいて，1 符号あたり 12 ビットの訂正能力を
有するBCH符号系列を複数蓄積することでインターリー
ブフレーム（図 14)を構成し， BCH符号系列と直交する
方向（図 14の縦方向）に読み出すことで BCH 符号の訂
正能力を生かしたバーストエラー訂正を実現する．インタ
ーリーブの容量が大きいほど，より長時間のバーストエラ
ーを訂正することが可能である． 

 
表 7 広帯域変復調器 仕様 

項目 パラメータ 

IF 出力 
3GHz:-10dBm 
1.89375GHz:0dBm 

IF 周波数 
3.0GHz 
1.89375GHz 

シンボルレート 
220Mbaud～275Mbaud 
100baud ステップ 

主信号変調方式 QPSK/8PSK 

LDPC 符号化率 
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,  

5/6, 7/8, 9/10 

最大伝送情報レート 
745Mbps 

(275Mbaud, 8PSK, 9/10, P=0) 

 
図 14 インターリーブフレーム 

 
(B) 広帯域伝送実験系統 
伝送系統を図 15に示す．広帯域変調器から出力された

3GHz帯変調信号を 21GHz帯 RF信号に周波数変換した
後，TWTA で増幅し，広帯域急峻フィルタで帯域外不要
波を抑圧する．フィルタ出力信号を移相器・減衰器で構成
する BFN (Beam Forming Network) に分配し，所望の
放射パターンとなるよう BFNにおいて各 RF信号の位相
と振幅を調整した後，アレー給電部から受信アンテナへ放
射する．受信した信号は 3GHz 帯に周波数変換し，C/N
テストセットで白色雑音を付加することで受信 C/N を所
定の値に設定する．この受信信号を広帯域復調器で復調し，
ビット誤り率を測定する．広帯域変調信号の伝送パラメー
タを表 8に示す．アンテナのボアサイトを大阪に向けるこ
とにより，大阪で受信する想定とし，均一ビームと増力ビ
ームを切替えて形成し，伝送特性を評価した． 

 
表 8 伝送パラメータ 

項目 パラメータ 

シンボルレート 250 Mbaud 

ロールオフ率 0.1 

変調方式 QPSK 

LDPC 符号化率 1/2 

ビーム形成 
・全国（均一ビーム） 
・札幌，東京，大阪，福岡， 
那覇（増力ビーム） 

受信ポイント 大阪 

 
(C) 広帯域信号伝送特性の評価 
はじめに，アンテナパターン可変技術のビーム切替えに
よって，伝送信号が途切れてしまうのを防ぐのに必要なイ
ンターリーブのフレーム数を選定した．インターリーブフ
レーム数はなるべく少ない方が望ましい．受信 C/N を
20dBに設定して，全国均一ビームから札幌へビーム増力
する切替えをおこなったときエラーが発生しない最小の
フレーム数を選定した結果，インターリーブフレーム数は
6272 であった．これはインターリーブ時間に換算すると
575.7ms となる．以降の伝送実験ではこのインターリー
ブを設定した状態で測定を行った． 
次に，伝送信号の C/N 対ビット誤り率を評価した．図

15 の伝送系統により伝送した変調信号の受信コンスタレ
ーション（図 16）および受信スペクトラム（図 17）を測
定し，変調信号が正しく受信できていることを確認した．
そのときの C/N対ビット誤り率特性を図 18に示す．表 9
に IF折返しを基準としたときの出力フィルタ折返し，お
よびビーム形成後の所要 C/Nの差を示す．IF折返しを基
準として，出力フィルタ折返しはフィルタを通過すること 
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図 16 受信コンスタレーション 

 

 
     図 18 C/N 対ビット誤り率特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 17 受信スペクトラム 

 
  表 9 所要 C/N 一覧 

 

 
所要 C/N

[dB] 

IF折返しと
の所要 C/N
差[dB] 

出力ﾌｨﾙﾀ折
返しとの所
要C/N差[dB]

IF折返し 1.53 ‐ ‐ 
出力ﾌｨﾙﾀ折返し 2.26 0.73 ‐ 

ビーム
形成折
返し 

全国
均一 

2.34 0.81 0.08 

札幌 2.29 0.76 0.03 

東京 2.22 0.69 0.04 

大阪 2.25 0.72 0.01 

福岡 2.35 0.82 0.05 

那覇 2.35 0.82 0.05 

図 15 広帯域信号伝送系統図 

変調器

復調器

8K-SHV
モニター

MPEG2
復号器

受信ｺﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ

受信ｽﾍﾟｸﾄﾙ

図 19 8K-SHV 信号伝送試験時の様子 
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により信号が帯域制限されるため，所要C/Nが劣化する．
また，ビーム形成折返しは，アレー給電反射鏡アンテナの
BFN で所望の放射パターンにビーム形成し，受信したと
きの伝送特性である．表 9 より，IF 折返しと出力フィル
タ折返しの所要 C/Nの差は 0.7dBであり，ビーム形成折
返しとの所要C/Nの差は 0.7～0.8dBであった．これより，
ビーム形成による伝搬およびBFNの制御誤差等による劣
化が 0.1dB以下と小さいことを確認した． 
図 19に，広帯域伝送実験の様子を示す．この実験によ

り，8K-SHV 信号が良好に受信できることを確認した．
また，インターリーブの効果により，アレー給電反射鏡ア
ンテナの放射パターンを切替えた場合においても，映像・
音声が途切れることなく受信できることを確認した． 
 
３．今後の研究成果の展開 
 21GHz 帯衛星放送システムの実現に向けて，NHK と
放送衛星を運用する B-SAT社は，衛星軌道および周波数
帯の国際登録申請・調整に協力してきた．現在 12GHz帯
で放送している B-SAT衛星の運用寿命による切り替えの
タイミングに合わせて，実験用中継器を搭載し，段階的に
規模を拡大することで実用化を目指している． 
 表 10に 3段階で規模が拡大する中継器の構成例を示し
た．第１段階となる構成例では，130W級出力の増幅器を
用いた従来型の中継器構成となっている．来年に打上げが
予定されている B-SAT 4a衛星には，ほぼ第１段階と同等
の中継器が搭載される予定であり，本研究開発の成果は衛
星に搭載する中継器の仕様に反映された．今後，この中継
器を用いて，降雨減衰特性の実測による評価と伝送実験に
よる実証をおこなう予定である． 
 第 2，3段階の構成例では，アレー給電反射鏡アンテナ
を用いて空間で合成することによる高出力化と可変アン
テナパターン技術による降雨減衰による影響の軽減を目
指しており，これらの実現を目指した研究開発を継続して
いく． 
 
４．むすび 
 21GHz 帯衛星放送システムを実現するための基盤技術
として，良好な広帯域通過特性と近接する電波天文帯域で
大きな減衰特性を有する広帯域急峻フィルタ技術に関す
る研究開発を実施し，21GHz 衛星放送帯で許容される最
大の衛星出力を想定した場合でも近接する電波天文への
不要波をフィルタで抑圧可能であることを確認した． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また，アレー状に配列した給電部の各素子出力を空間で
合成するアンテナとして， 32素子のアレー給電部と反射
鏡アンテナで構成するアレー給電反射鏡アンテナを試作
し，給電位相を制御することで放射パターンを可変するこ
とができることを確認し，電気的な性能を評価した．更に，
鏡面修整反射鏡とアレー給電部を組合せることによりサ
イドローブが低減できることを実証した． 
 最後に，これらの技術の総合評価として，8K SHV信号
を用いた伝送実験をおこない，ビーム切り替えによる所要
C/N の劣化は 0.1dB 以下と小さく，インターリーブ機能
を実装することで，ビーム切り替えによる映像の瞬断を回
避できることを確認した． 
 本研究開発の成果は，放送衛星の軌道・周波数を確保す
るため ITUに提出した登録申請，および，次期 BSAT衛
星に搭載される中継器の仕様に反映された． 
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表 10  21GHz 帯衛星放送の中継器構成例 

第1段階 構成例① 第2段階 構成例② 第3段階 構成例③

素子数 1 19 61

アンテナ構成
鏡面修整反射鏡
（オフセット1枚鏡）

アレー給電鏡面修整反射鏡
（アレー給電+鏡面修整反射鏡）

アレー給電イメージングリフレクタ
（アレー給電+パラボラ/鏡面修整反射鏡）

主反射鏡開口径 1.8 m 2 m程度 2.2 m

RF 出力※1 59 W 868 W  （19個の空間合成） 903 W （61個の空間合成）

増幅器所要出力 130W x 1 100 W x 19 50 W x 18、 25W x 43

給電部消費電力※2 260W 3700 W 3950 W

衛星EIRP※3 57.7 dBW （固定ビーム） 68.4 dBW （固定ビーム） 71.6 dBW （増力形成あり）

受信アンテナ 150cm 45cm 45cm

伝送容量（変調方式）と
年間遮断時間率

247Mbps（QPSK1/2）@0.11%
371Mbps（QPSK3/4）@0.21%
557Mbps（8PSK3/4）@0.76%

247Mbps（QPSK1/2）@0.11%
371Mbps（QPSK3/4）@0.19%
557Mbps（8PSK3/4）@0.69%

247Mbps（QPSK1/2）@0.07%
371Mbps（QPSK3/4）@0.11%
557Mbps（8PSK3/4）@0.28%

※1：出力バックオフ1.0dB、出力ﾌｨﾙﾀ損0.9dB、導波管損1.5dBを想定
※2：増幅器効率50%を想定
※3：ｱﾝﾃﾅ利得 ① 40dBi、 ② 39dBi 、 ③ 42dBi
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