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概要 

光ファイバー無線技術とミリ波技術の協調により、従来のセンシングシステムでは実現できない高精度かつ広い 

センシング範囲を実現するために、以下の技術課題に取り組んだ。 

（1）電子的指向性可変機能を有する 90GHz 帯 RF 回路・アンテナ技術 

（2）広帯域変調ファイバー無線・光/ミリ波変換技術システム技術 

（3）リニアセル方式に適した高分解能センシングシステム技術 

光ファイバー伝送された広帯域の変調信号を 90GHz 帯の電気信号に変換・増幅し、指向性可変制御により空間に放射す

るための技術を開発した。広帯域 FM 変調信号を光変調技術の利用により生成し、光ファイバーで伝送した後、電気信

号に変換するために、光領域での高度な変復調技術をシステム仕様に併せて実現した。また、光の変調信号を高感度に電

気信号に変換するための光/ミリ波変換技術及びアンテナから制御系に向かう上り信号系の効率的な信号伝送と信号処理

の検討を実施した。課題（3）では課題（1）（2）の成果を統合し、高分解能のレーダーセンシングシステムとするため

の信号処理アルゴリズム、高速処理方式を検討した。空港や鉄道等、研究開発成果の応用が見込まれる実環境での実証実

験を積極的に実施した。成田空港の B 滑走路に常設（2015 年 10 月～2017 年 5 月までの予定）した 4 基のレーダーヘッ

ドと管制側装置による実証実験では、目標とした 1 インチの金属円柱を 450m の距離で検知できることを示した。更に、

2015年の夏にタイのチュラロンコン大との協力で実施した検証実験では屋外空間で5cm以下の距離分解能を示すことに

成功した。成田空港の実証実験は、気候変化の効果などを検証するため現在も 24 時間体制で運用を継続中である。 

 

Abstract 
This paper describes a concept and feasibility studies of Foreign Object of Debris (FOD) detection radar system 

using Radio on Fiber technologies. Demands for FOD detection system for airports runway and/or high speed 
railway is increasing due to explosive growth of traffic. Since very short wavelength and wide frequency band 
allocation, 90 GHz-band Frequency-Modulated Continuous-Wave (FMCW) radar with RoF technology is a good 
candidate for FOD detection system for runway and railway. We have started a R&D project for 90 GHz-band Radio 
over fiber (RoF) based FMCW radar in 2012 and demonstrated in Narita Airport etc. in 2016 using the licensed 
proto-type radar system. Our demonstration system consists of four radar transmitter/receiver unit with rotating 
antenna and one control unit with signal generation and data analysis capability. These radar unit and control unit 
are connected with optical fibers using RoF technology. Precision FMCW signal can be shared and transmitted 
through optical fiber. On Narita airport runways, we have demonstrated sample FOD (one inch metallic cylinder, 
etc.) detection from450m distance range. 
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1. まえがき 
国民の生命・財産を保護するため、交通、電力、水道等

の重要施設の安全性の向上には、高精度で広範囲をカバー

するセンシングシステムによる監視システムが有効な手

段となる。従来のミリ波帯レーダーシステムの構成では多

数の送受信設備が必要となり、設備コストが莫大になるた

め商用化は困難となっている。90GHz 帯の周波数資源は

高い周波数帯の中では特に大気減衰が少なく、優れた伝搬

特性と広い帯域利用特性を備えており、かつ低い周波数に

比べて比較的利用が進んでいないため、本研究開発により

具体的な利用シーンを想定した実証実験までを行うこと

で、空港、鉄道、原子力発電所等の幅広い分野での実用化

を促進することが可能となる。 

International Air Transport Association(IATA)によれ

ば、空の旅客数は 2014 年実績の 33 億人から年率 3.8%で
増加し 2034 年には 70 億人に達すると予測されている。

これに伴い航空機の数も増加し、滑走路を単位時間あたり

に離着陸する航空機の数は増加傾向にある。国内でも成田

空港・羽田空港などでは数分に一回の離着陸が行われてい

るのが実情である。 

一方、2000 年にフランスのシャルル・ド・ゴール空港

で超音速旅客機「コンコルド」が離陸直後に墜落した。事

故原因調査の結果、先行機の機体から落脱した長さ 42cm
幅 3cm のチタン片が、離陸時に巻き上げられて燃料タン

クに穴を空けた事が墜落原因である事が判明している。こ

の事故以来、滑走路の異物検査が空港運用側の重要な課題

となっている。 

Federal Aviation Administration (FAA)のレポートに

よれば、滑走路上の異物 Foreign of Debris(FOD）の除去

に関連する直接費用は全世界で年間 1200 億円、飛行機が

遅延する分の損害や、待機時の航空燃料代の損失など間接

費用の総額は年間 1 兆 3000 億円と見積もられている。 

この様な経済的要請のもと、滑走路上の FOD を電子的

に検知するシステムの需要が高まっている。 

 

2. 研究内容及び成果 

2.1 90GHz 帯 RF 回路・アンテナ技術に関する研究

開発 

2.1.1 90GHz 帯送受信 MMIC 及び実装技術 
60GHz 帯などで実用化が進む MMIC 技術を高周波化

し、化合物半導体量産デバイスとしては動作周波数の上限

に近い 90GHz 帯に対応させるとともに、光変換部や、ア

ンテナとの実装技術を開発し実環境での利用に適した

RoF レーダー用の RF モジュールを実現した。空港等の実

使用環境での電源条件、温度条件を踏まえた耐環境性モジ

ュール技術を開発し成田空港及び鉄道総研の試験線に装

置を設置して各種の実証試験を実施した。 

初年度から実施したデバイスモデリング・要素回路試作の

結果を利用してレーダーシステムに必要な送信 MMIC 及

び受信 MMIC の試作・設計・評価を行いレーダーシステ

ム用送受信機のプロトタイプを構築した。また最終年度の

装置試作に使用した化合物半導体では、ウェハ 1 枚から得

られる 90GHz 帯増幅器及び低雑音増幅器については、い

ずれも 200 個以上が性能を達成していることを確認しシ

ステム構築に必要な量産性に関しても確認を完了した。 

主要成果の一例として図 1 に、低雑音受信増幅器モジュー

ルの外観、図 2 に低雑音受信モジュールの利得・出力特性

を示す。RF ユニット化するために、受信増幅器モジュー

ルは給電用基板に接続される構造とした。90GHz 帯入力

電力が-50dBmのとき、レーダー動作に必要な92-100GHz

において約-15dBm の出力電力が得られており、利得約

35dB の低雑音増幅器モジュールが実現した。 

 

 
図 1 低雑音モジュール外観 

 
図 2 低雑音受信モジュール利得・出力性能 

 
送信系の主要成果として図 3 に高出力送信モジュール

の外観、図 4 に出力性能を示す。入力電力 0dBm 時に、

レーダー動作に必要な 92-100GHzの広帯域において平坦

な周波数特性を実現すると共に20dBm以上の出力電力を

実現した。 

 
図 3 高出力送信モジュール外観 

 

 
図 4 高出力送信モジュール出力性能 
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2.1.2 指向性可変アンテナ技術（ロトマンレンズ

型） 

ミリ帯においては、低周波帯で開発されているような電

子的に指向性を制御する技術が確立できていないため、量

産性に優れ、早い走査速度の期待できる電子的指向性可変

機能を有するアンテナ技術としてロトマンレンズ型指向

性可変アンテナ技術を検討した。広いビーム振り角が期待

できる機械回転型のアンテナとの比較を行いアプリケー

ションに適したアンテナの検証も実施した。 

ロトマンレンズアンテナは量産性に優れ、低コスト化が期

待できる電子的指向性可変アンテナであるが走査角を広

く取れない為、複数のロトマンアンテナを多面合成して広

い走査角を実現した。図 5 に多面合成器の構成、図 6 に

開発した多面合成ロトマンアンテナを使用して電波暗室

内で電波放射実験をしている様子を示す。 

 
図 5 多面合成器の構成 

 

 
図 6 電波暗室内での電波放射実験 

 
4台のアロトマンレンズンテナを 1度毎に角度を付けて

接続し多面ロトマンレンズアンテナ全体で 16 度の走査範

囲を実現した。図 7 の放射パターンに示す様に、Port 間
の結合損失に 0.1～0.5dB の差異があり、角度方向の利得

にその差分が確認できる。しかし、アンテナ利得自体に著

しい変動はなく、走査角 16 度の範囲にビーム形成できる

ことを確認した。 

 

 
図 7 多面合成ロトマンレンズアンテナの放射パターン 

 

航空、鉄道を含めた分野のアプリケーションでは走査速

度及び信頼性と耐用年数から電子走査型のアンテナは需

要が高い。応用分野ごとの課題整理を行った結果、ロトマ

ンレンズアンテナは走査角と設置性の観点から鉄道応用

への展開が望ましい事が判明したので、引き続き鉄道応用

を主なターゲットに検討を進める予定である。 
 
2.1.3 指向性可変アンテナ技術（リフレクトアレ

イ型） 

アクティブリフレクトアレイ型は前述のロトマンレン

ズ同様、アナログ的に走査するビームフォーミングの一種

である。図 8 にアクティブリフレクトアレイの概念図を示

す。電子制御式の平面反射板、誘電体レンズ、一次放射器

で構成される。一次放射器は反射板に対して電波を均一に

照射する。誘電体レンズは図中の高さ方向の指向性を制御

するものであり、所望のビーム形状となるように設計する。

反射板はダイオードやトランジスタなどのアクティブ素

子をアレイ状に並べて構成されており、外部から印加する

電圧によって、アクティブ素子で反射される反射波位相を

反転させるものである。この時、給電点からの水平面距離

の違いに合わせて反転部分のパターンを変えてビームを

成形するものである。 

 

 
図 8 アクティブリフレクトアレイアンテナ 

 
本研究では、アクティブリフレクトアレイアンテナ実現

のため、スイッチ素子を含めた 90GHz 帯反射波位相制御

構造設計、試作、およびアンテナ全体の試作評価を行った。 

 スイッチ部分の反射板全体の一部分を模擬した評価基

板の概要を図 9 に示す。90GHz 帯(92 - 100 GHz)でビー

ムを 1 次元走査できるリフレクトアレイアンテナのダイ

オードアレイ部分である。このように、回路基板上に破線

状マイクロストリップラインを繋ぐように PIN ダイオー

ド素子を直線状に直列配置し、特定の列の素子に順電圧を

かけることにより導通状態とすることで、ON/OFF 時の

反射波位相を制御する。 

 

 
図 9 ダイオードアレイの拡大写真とモデル 

 



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第９回成果発表会（平成 28 年） 

図 10 にダイオードアレイの反射波移相量（順電圧をか

けた時とかけない時の反射の位相差）を示すように、実測

定を元に回路定数を推定しシミュレーションする手法、反

射波の位相を正確に測定する手法を開発した。 

 
図 10 シミュレーション値と実測値の比較 

 
上記の結果を元にダイオードを 120 × 80 個配置したリ

フレクトアレイアンテナを図 11 に示す。緑の回路基板の

右側にアレイアンテナ、左側にダイオード素子列に電圧を

加えるための制御回路へのインターフェースがある。アレ

イアンテナは水平方向 1 次元にビームを形成・走査し、垂

直方向のビームを成形するためリフレクトアレイ反射面

の全体を覆うように双曲面シリンドリカルレンズを配置

した。 

制御
インターフェース

レンズ

レンズ下に
ダイオード列

ダイオード列

 
図 11 試作したリフレクトアレイアンテナ 

 
 96GHz における試作アンテナの水平面ビームパターン

を図 12 に示す。スイッチを入れる前は広角度のビームパ

ターンとなるが、適切な位相補正パターンを設定すること

で、0 度方向を中心に、1.2 度の半値幅にビームが絞られ

ている。また、周波数は 92～100GHz で 0.5GHz おきに

17 周波数で測定しており、設計通りにすべての周波数で

ビームが放射方向に絞れることが示された。 

 

 
図 12 反射板スイッチングパターンで変化する 

水平方向のアンテナビームパターン 
 
 以上のことから、リフレクトアレイアンテナを用いて電

子的にビームパターンと指向性の制御が可能であること

を示した。適切な位相反転パターンを設定することで半値

幅 1.2 度の鋭いビームが得られることが示された。利得は

想定外の損失が大きく目標値に届かなかった。今後は、今

回の知見で得られた損失要因を解決することとしたい。 

2.2 ファイバー無線（RoF）による 

                      信号発生・分配・変換技術 

2.2.1 技術概要 
光ネットワークを介して高精度なレーダー信号を各路

面側レーダー装置へ分配するには、レーダー信号を高精度

なまま光信号へ重畳する技術、光信号を効率的に分配し切

り替える技術、光信号を高い変換効率でレーダー信号へ再

変換する技術が必要不可欠である。ファイバー無線（RoF）
技術は、ミリ波帯信号の波形をそのまま光信号へ変換し伝

送することを可能にする。そこで、高精度光変調技術を用

いることで光周波数逓倍を実現し、FM 信号発生技術によ

るミリ波帯広帯域 FM-CW 信号生成を実証した。また、

比較的高速に動作が可能で光ネットワークをフレキシブ

ルに構成可能な波長選択技術を構築し、アナログ（レーダ

ー）信号およびデジタル（データ）信号の同時伝送や波長

分割多重方式を採用したセル切り替え技術の実証も行っ

た。加えて、ミリ波帯レーダー信号の光・ミリ波変換に特

化することで高効率化を実現した光＝ミリ波変換技術の

実証とフィールド試験システムへの適用も行った。 

 
2.2.2 超高速 FM 信号発生技術 
光変調技術はマイクロ波〜ミリ波帯信号の波形を光信

号へ直接変換することが可能な変調技術である。従来、光

データ通信で用いられる変調技術はその消光比が 20 dB
程度と小さいため、レーダー信号のような高精度性が要求

される信号には適していなかった。そこで、50 dB以上の

高い消光比を実現する高精度光変調技術を開発し、かつ、

特殊な光変調動作条件を適用した。光変調の高調波成分を

積極的に用いることで、光変調器に入力するマイクロ波帯

信号を光電変換後に自動的に逓倍することを可能とした。

加えて、光ファイバーの群速度分散に対してロバストとな

るように高調波成分のみを取り出す手法を実装した。 

 
図 13 （左）光変調による光周波数逓倍システムの概要

と（右）得られた 92-100GHz FM 信号の光スペクトル例 
 
図 13 にシステムの光周波数逓倍システムのブロック図

概略を示す。高精度変調モードは、変調器バイアス電圧を

自動的に追尾・制御する機構を具備することにより実現さ

れた。この自動バイアスは、高精度性を担保することのみ

ならず、外乱に対する耐擾乱性を確保するため、通常の光

逓倍動作バイアス電圧ではない点でロバスト動作を実現

させた。22.5〜25 GHz の FM 信号を入力し、±2 次の光

高調波成分を利用することで、90〜100 GHz 幅を有する

光変調成分の生成に成功した。結果としてミリ波帯周波数

4 逓倍器が実現されたと言える。 

 
図 14 1μs時間幅ののこぎり波状 FM 信号発生の様子。 

（左）90-100GHz、（右）75-110GHz に相当。 
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生成した光 FM 信号を光ミキサにより光電変換した結

果を図 14 に示す。のこぎり波状 FM 信号（時間幅 1μs）
を光逓倍することで、同じ時間幅を有する W 帯ミリ波信

号の生成に成功した。掃引速度は逓倍次数分だけ増速され、

75-110 GHz 幅信号においては、掃引速度 35 THz/ms の

超高速 FM 信号生成が実現された。 

 
図 15 光逓倍実証試験器の外観 

 
長期のフィールド実験用試験機として、ロバストな自動

バイアス追尾装置を開発した光逓倍実証試験機を試作し

た（図 15）。本装置により 32GHz 帯 FM 信号の発生と光

ファイバー伝送が実現された。 
 

2.2.3 高速セル切り替え技術 
光ファイバーは細く軽量であるため敷設性に優れるが、

空港など空間に制限がある状況では、既設の光ファイバー

を利用してレーダー信号の分配とデジタルデータの集録

を行う必要がある。当該レーダー装置に利用できるファイ

バー芯数が制限された場合、アナログ信号（図 14 で示し

た FM 信号）とデジタル信号（レーダー装置からの集録

データストリーム）を同じファイバー芯を伝送させる必要

がある。そこで、波長分割多重（WDM）方式を採用し、

かつ、光ファイバーに多数のレーダー信号を収容できるよ

う、光周波数（波長）利用効率を高める方式を採用した。 

 

 
図 16 (上)高波長利用効率 FM・デジタル同時伝送システ

ムの概略と(下)FM 信号・デジタル信号の波長スペクトル 
 

 
図 16 に高密度 WDM 信号伝送システムの概略図と波

長割り当て案を示す。FM 信号と 10 Gbit/s デジタルデー

タを同時収容するため、2 トーン型 FM 信号の 2 成分の間

にデジタルデータ波長を割り当てることで、周波数利用効

率の向上を図っている。これら信号を効率的に分配するた

めに最先端光ファイバー通信システムで採用が始まりつ

つあるフレキシブル波長選択装置を採用し、FM 信号とデ

ジタルデータ信号を分離する方式をとった。両信号間の抑

圧比は 30 dB 以上確保することができるため（図 16）、

FM 信号・デジタル信号ともに劣化少なく伝送することが

可能である。 

 
図 17  FM・デジタル同時伝送(光ファイバ長 10km)時
の(左)FM 信号の様子と(右)10Gbit/s デジタルデータのビ

ット誤り率曲線 
 
図 17 に 10km 長ファイバーを FM・デジタル同時伝送

した場合の結果を示す。92〜100 GHz を 1μsで FM 掃引

した結果が得られ（不要輻射は電気信号発生部の不整合に

起因する）、また、デジタル伝送のビット誤り率も 10-9を

下回ることが可能であることが示された。本方式では波長

200 GHz グリッドで実装可能であり、一般的に光ファイ

バー通信で使われる C帯波長帯域においては 40チャネル

以上の多重度を確保できると推測される。そのため、光フ

ァイバー芯数が少ない場合でも、高密度な光ファイバー伝

送を実現することで、多数の路面レーダー局を収容するこ

とが原理的に可能であることが示された。 
また WDM の光配送経路を切り替えることで、動的な

レーダーの制御（周波数割当の変更）などが可能となるが、

その際はスイッチ速度（レーダーの不感時間に相当）が重

要である。そこでフレキシブル波長選択装置の波長スイッ

チ速度の検証を行ったところ、およそ 220 ms の切替速度

が実現できることが示された（図 18）。レーダー回転速

度が 15 rpm の場合は 20 度程度のレーダー走査角度が不

感となるが、レーダー設置位置の最適化で回避可能である。 

 
図 18 波長チャネル（青：チャネル 1、緑：チャネル 2）
間での相互切り替えの様子。切り替え時間はおよそ 220 
ms 程度 
 
2.2.4 ミリ波帯光＝電気相互変換技術 

路面側レーダーへ伝送された光 FM 信号をミリ波帯レ

ーダー信号へ変換する光＝電気変換器（光検出器）は、フ

ァイバー伝送後の光パワー劣化を補償するための高効率

性のみならず、精度の高いレーダー信号を変換するための

高線形性が必要である。加えて、屋外装置への実装が必要

であるため、一般に用いられる光ファイバー通信用素子と

異なり、耐環境性能の検証も重要である。そこで、実証試

験システムへ実装するための光検出技術について研究開

発を実施した。 
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図 19（左）光検出器素子の拡大写真と（右）試作した光

検出器モジュール 
 
図 19 に試作した半導体光検出器のチップ素子写真と

ファイバー実装を施した光検出器モジュールの写真を示

す。光検出器は III-V 族半導体による光素子であり、出力

されるミリ波の整合のためコプレーナ型電極を装荷した

方式を採用した。また、高感度化・高出力化を実現するた

め、図 20 に示すブロック図で光検出器とミリ波帯低雑音

増幅器を 1 パッケージに集積し実装することで、モジュー

ル総合性能の向上を図ることで、モジュール感度として

800 V/W の性能実現を目指した。 

 
図 20 試作した光検出モジュールのブロック図 

 

 
図 21 試作した光検出モジュールの（左）周波数特性と

（右）入力光パワーとミリ波出力電力の依存性 
 
図 21 に試作したモジュールの性能を示す。32 GHz 帯

ミリ波 FM 信号の検出に最適化した構造の採用により、3 
dB 周波数帯域幅として 7 GHz が得られた。実証システム

（2 GHz 幅）信号を周波数特性劣化を抑えながら変換す

ることが可能であることが示された。また、入力光パワー

に対して高いミリ波出力電力線形性を有していることが

確認され、一般的に用いられる光入力-10 dBm 時ではミ

リ波出力-20 dBm、線形性ダイナミックレンジが 40 dB
以上を確保可能なモジュールの試作に成功した。併せてハ

ーメチックパッケージ化を行った試作モジュールを実証

実験システムに導入し所望の性能が得られていることを

確認した。 
 
2.3 システム化技術・実証システム 
要素技術として研究開発した RF/アンテナおよび RoF

技術を統合して、仙台空港で滑走路監視の要素検討局、成

田空港で実用局を運用し実証実験を行った。また鉄道監視

は鉄道総研の実験線に於いて実証実験を行った。 
 

2.3.1 滑走路監視システム（要素検討用無線局） 

滑走路監視システムの実現可能性検討のため、実験室に

おける Radio-over-fiber（RoF）技術による信号伝送が可

能なミリ波レーダーシステムの実証、アンテナ局と管制側

装置との間で光無線伝送を行う 96 GHz 帯ミリ波レーダ

ーシステム試作、仙台空港において滑走路上での基本動作

試験を実施し、2 種類の特性を有するアンテナ局を 1 台の

管制側装置で制御した異物検出処理および距離分解能特

性等の詳細評価を実施した。 
広帯域型路面装置（アンテナ局）は、高距離分解能を実

現するためのミリ波レーダー装置であり、送信帯域幅の指

定周波数帯が 92 GHz から 100 GHz の約 8 GHz 幅である。

約 8 GHz の FMCW 変調帯域幅を用いることで、対象物

の距離方向分離能力として数 cm 程度の高距離分解能を

目標としている。また、本装置の送信電力は入手可能な広

帯域電力増幅器の仕様から 50 mW である。 
高出力型路面装置（アンテナ局）は、高探知距離を実現

するためのミリ波レーダー装置であり、送信電力は約 400 
mW である。この送信信号を用いることで、レーダー反

射断面積（RCS）が小さい対象物の探知可能性を可能とす

る。また、本装置の指定周波数帯域は広帯域型と同様に入

手可能な高出力電力増幅器の仕様から 95.5 GHz から

96.5 GHz の約 1 GHz 幅である。 
 

 
図 22 滑走路監視用ミリ波レーダー外観 

 
表 1 滑走路監視用ミリ波レーダー要素検討局の仕様 

Antenna unit 
type Wideband High power 

Frequency 92 GHz - 
100 GHz 

95.5 GHz – 
96.5 GHz 

Bandwidth 8 GHz 1 GHz 
Transmitting 

power 17 dBm 26 dBm 

Ranging 
method FMCW 

Frequency 
modulation 

method 
Linear triangle 

Frequency 
modulation 
chirp rate 

Up to 15 kHz 

Antenna gain 42 dBi 
RoF を経由した場合の信号純度の劣化を評価した。図 

22 に信号源である任意波形発生器、光アンプ出力後の電

気信号、およびアンテナ局端子で測定した位相雑音特性を

示す。4 GHz 帯から 96 GHz 帯までは合計 24 逓倍であり、

上式から位相雑音増加の理論値は，約 24 dB である。例

えば、10 kHz オフセット時の位相雑音は 4 GHz から 96 
GHz までに約 28 dB の増加となり、システム全体として

のノイズ特性(NF)は約 4dB となり、RoF 伝送に起因する

顕著な劣化は観測されない。以上の結果から、RoF 方式

が分散型ミリ波レーダーシステムに適していることが示

された。 
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図 23  RoF レーダーシステムの位相雑音特性 

（広帯域型アンテナ局） 
 

 
これらの要素検討用ミリ波レーダーシステムを用い、高

速信号処理が実現可能なハードウェアを構築した。8,192
ポイントのFFT処理を毎秒最大15,000回実施可能であり、

2～65,536 回のインコヒーレント積分およびコヒーレン

ト積分、目標対象物検出処理のための Log Cell-averaging 
CFAR(Constant False Alerm Rate)処理によるしきい値

処理がリアルタイムで実行可能である。図 24 に複数アン

テナ局の合成表示例を示す。路面側装置アンテナ局のパラ

ボラアンテナ回転に同期して毎秒 1 回更新のレーダース

コープの描画が可能である。 
 

 
図 24 複数アンテナを用いた PPI レーダースコープ合

成画面例 
 
広帯域送信信号帯域幅 8 GHz においては，1.875 cm の

理論距離分解能となる。実際の距離分解能はシステムの非

線形成分等により、数倍の距離分解能となることが多い。

今回のシステムの実際の距離分解能特性を評価するため、

2つのレーダー反射器を設置した場合の 1次元距離スペク

トルを評価した。図 25 にレーダー反射器間距離が 4 ㎝の

時の測定値を示す。2 つの反射器が明瞭に分離されており、

3 dB 帯域幅および 6 dB 帯域幅で、それぞれ距離換算値

2.8 cm および 4.1 cm となった。半値幅が理論分解能の約

1.5 倍となることから、今回試作したレーダーシステムは

理想的な値に近い距離分解能を有していることが示され

た。 
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図 25 レーダー反射器 2 個を 4cm 離して設置した場合

の 1 次元距離スペクトラム 
 

2.3.2 滑走路監視システム（実用検討無線局） 
 仙台空港で運用した要素検討局の結果を基にして、無線

機の改良を行い、2015 年 7 月にタイで機器検証のための

実験を 2 週間行った。この結果を基に成田空港の B 滑走

路に最終形のレーダー装置を設置して各種の実験を行っ

た。レーダーの性能確認は、不要な反射物が無い環境で実

際の電波放射を行う事が必要になるが、国内では空港滑走

路以外には、類似の環境下での実験が難しい。一方、実際

の空港環境では滑走路の運用時間帯を外した深夜での実

験となり、実験日数の確保にも限りがある。このためタイ

での実験は非常に有意義なものとなった。図 26 は 500m
距離での検知結果を示す PPI 図である。RoF で変調信号

を伝送して 500m先の FOD を検知できる事を実証したの

は世界初である。 

 
図 26 500m 距離での検知結果を示す PPI 図 

 
 図 27 は、同じくタイで行った距離分解能試験の結果を

示す。今回のレーダーシステムは 92-100GHz の広帯域チ

ャープ信号により原理的には数 cmの距離分解能が実現で

きる。実験では 1 インチの金属円柱を 60m 位置と

60m+5cm、60m-5cm の位置に置いた時にレーダー波形が

明確に 5cm 離して設置した金属円柱を分離観測できるこ

とを実証した。 

 
図 27 距離分解能の実証試験 

 
タイでの実験で RoF レーダーの基本性能は確認できた

が、図 26 の距離検知性能試験から 500m 距離で検知でき



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第９回成果発表会（平成 28 年） 

る物体の RCS（散乱断面積）は+5dBsm が限界であり、

プロジェクトの最終目標である 500m 距離で 1 インチの

金属円柱(RCS:-20dBsm)を検知するには感度が足りない

事が明確になった。 
 この知見を基に、レーダーの基本構成を見直し成田空港

のB滑走路に設置した 4基のレーダーの基本構成を図 28、
配置図を図 29、系統図を図 30 に示す。 

 
図 28 レーダーヘッドの構成図 

 

 
図 29 レーダー配置図 

 

 
図 30 システム系統図 

 
滑走路に設置した 4 基のレーダーと、管制側の装置は成

田空港に既設の光ファイバー網を介して接続されている。

今回開発した RoF レーダーシステムが、既設のファイバ

ー網を流用して構築できる事を実証できた。図 30 に示す

様に、管制側装置は一本のシステムラックに収納され 4
基の滑走路レーダー装置を制御する構成となっている。滑

走路側装置が実運用を想定した 20 基程度になっても、基

本構成は変えずに収容可能である。 
成田空港で滑走路運用が終了した深夜時間帯（00:00～

04:00）に滑走路に入って確認した検証結果を図 31 に示

す。450m 距離で目標とした RCS：-20dBsm の物体が観

測できる事を実証した。 

 
図 31  B 滑走路での距離検知性能試験 

 
図 32 はアンテナを回転させて取得した PPI 画像を示

す。滑走路には、滑走路灯、滑走路中心路灯、接地帯灯が

設置されている。図 32 に示した B 滑走路の PPI 画像に

は、存在するすべての灯器が観測されている。接地帯灯の

RCS は目標の-20dBsm より小さいため、レーダーの検知

感度は滑走路の実証エリア全体で目標性能に達したこと

になる。 

 
図 32 アンテナを回転させて取得した PPI 画像 

 
2.3.3 鉄道線路監視システム 

鉄道線路内の障害物を検出するシステムとしては、従来

から機械式のものや 60GHz帯のミリ波を利用したものが

ある。しかし、従来の方式では、検知できる範囲が数 m
～数十 m と限定されており、また、障害物の有無は検知

できるが位置や動きを把握することは困難であった。本研

究開発課題で扱っている 90GHz 帯のミリ波は、波長が約

3mm と短く位置検知精度が高いうえ、他のミリ波帯に比

べて大気中の減衰量が少ないため、広範囲のセンシングが

可能である。また、RoF 技術と組み合わせることにより、

１台のレーダーノードがカバーするエリア（セル）をリニ

アに並べることができるため、鉄道線路のように細長い

（十数 m×数 km～数十 km）範囲を監視することが可能

となる。 
 そこで、90GHz 帯ミリ波と RoF 技術を組み合わせて鉄

道沿線にリニアセルを構成し、レーダー波形からイメージ

ング技術によって線路内の障害物を広範囲かつ高い位置

精度で検出するシステムのプロトタイプを開発するとと

もに、実験による原理検証を行った。 
 
2.3.3.1 プロトタイプシステム 
 鉄道総研所内試験線に鉄道線路監視システムのプロト

タイプシステムを構築するとともに、構築したプロトタイ

プシステムを使用して、鉄道線路内における検証試験を実

施した。プロトタイプシステムを使用した実験の構成と、

レーダーの仕様を各々図 33 及び表 2 に示す。 
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図 33 プロトタイプシステムの構成 

  
表 2 レーダーの仕様 

Frequency 96GHz 
Bandwidth 8GHz 

Transmitting Power 200mW (23dBm) 
Antenna Gain 41dBi 

Antenna half-value angle 1.5deg. 
 

 
2.3.3.2 鉄道線路内における障害物検知機能及び

列車防護機能の実証試験 

(1) 線路内障害物の検出実験 
 直線区間においてレーダーノードから離隔 100m 付近

（ホーム前）と 200m 付近における人と非金属物（コンク

リートブロック）の検出実験を行った。 

 その結果，レーダーノードから約 100m 付近では、模

擬ホームが存在することから、多くの反射波が確認された

が、その中から線路内に存在する人を捉えるとともに、複

数の人数を約 50cm の分解能で分離できることを確認し

た。同様に、線路上に置かれた非金属物（コンクリートブ

ロック：レーダーノード方向の断面積 190mm×100mm）

についても検証を行い、多くの反射波の中においてもしっ

かりと捉えることができることを確認した。レーダーノー

ドから約 200m 離れた地点においても、100m 付近と同様

に、線路内への人の立ち入りを検出可能であること、線路

内を人が移動する様子を追従できること、約 50cm の分解

能で複数の人を区別できることを確認した(図 34)。さら

に、線路上に置かれたコンクリートブロックについても、

検出できることを確認した(図 35)。直線区間と同様、カ

ントがあり、段差等が多く存在する曲線区間においても、

線路内に存在する人を検出できることを実験により確認

した。また、曲線の半径に合わせたアンテナ角度等の設定

が必要であることが分かった。 
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(b) 実験結果 

図 34 約 200m 先の人の検出実験 
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(b) 実験結果 

図 35 約 200m 先の非金属物の検出実験 
 

(2) 列車防護機能 
 レーダーによる障害物の検出時に指令および車上へ警

報を伝送する機能の検証試験を行った。障害物検出時の指

令への警報表示例を図 35 に示す。さらに、走行する列車

の運転台に設置した端末に対して無線 LANを経由して情

報を伝送し、障害物検出の警告画面が表示されることを確

認した。これにより、近くを走行する列車にも警報を伝達

できることを確認した。なお、今回の試験では、線路内に

人が侵入もしくは障害物が置かれてから、車上に警報が表

示されるまでの時間は、レーダーの走査周期 4 秒において

10 秒以内であった。 
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図 36 障害物検出結果の指令への表示例 

 



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第９回成果発表会（平成 28 年） 

3. 今後の研究成果の展開 
90GHz 帯のミリ波帯域と RoF 技術を組み合わせた、滑

走路上の異物検知用のレーダーシステムを検討した。 
8GHz 幅のチャープ信号を RoF 伝送する事によるレーダ

ーシステムの基本性能を確認した。成田国際空港の B 滑

走路に実証システムを構築して空港の運用後の滑走路上

における実験で、実際の滑走路に落下した異物を検知する

性能を検証した。今後は降雨・降雪の影響など長期運用に

よって得られるデータを収集すると共に実用化に向け、シ

ステムの高度化に向けた検討を行う予定である。 
 鉄道応用では、鉄道総研の実験線上にシステムを構築し、

線路上に置かれたコンクリート異物や線路への侵入者の

検知が可能なことを示した。 
 今後は、滑走路応用、鉄道応用ともに空港運用者・鉄道

事業者との連携を密にして実用化に向けた動きを加速す

る。また、上記の応用にとどまることなく技術の横展開を

図り、RoF 伝送された信号を複数のレーダーヘッドに供

給できるシステムの特徴を活かした応用先の探求にも取

り組んでいく。 
 
4. むすび 

RoF 技術をベースとした線状に長く伸びるセル（リニ

アセル）を用いて、滑走路または鉄道線路の障害物検知を

想定した高い距離分解能・角度分解能を有し、測定時間

10 秒以下の高速・高精度イメージングを実現する基盤技

術を開発し成田空港の B 滑走路と鉄道総研内試験線で実

証実験を実施した。成田空港の実証実験は 2017 年 5 月ま

での予定で延長し、現在、長期的な環境変化（雨・風・温

度）による影響など総合的な評価を実施中である。また本

研究開発期間中に参加した国際標準化会議 EuroCAE で

は最低仕様条件（MASPS）の策定に寄与した。 
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