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概要 

次世代衛星移動通信システムを実現するために、衛星搭載大型アンテナの形状歪みなどによる地上でのビーム形状の

変形や不安定性を動的に補償し、運用の安定性確保と周波数の有効利用を実現するビーム形状安定化技術が必要とされ

る。これを確立するため、地上のフットプリント計測システム、アンテナ形状の計測技術、給電部の励振分布制御技術の

研究開発を行い、総合評価試験を実施した。 

 

Abstract 

To realize the next generation satellite mobile communication system, a beam shape stabilization technique is 

required to compensate deformation and instability of beam shape on the ground due to geometric distortion of a 

satellite-mounted large antenna dynamically and to realize operational stability and effective use of frequencies. In 

order to establish this technique, research and development of on-ground footprint measurement system, 

measurement technology of antenna shape, excitation distribution control technology of feeding, and then 

comprehensive evaluation test were conducted. 

 

１．まえがき 

産業活動のグローバル化や、大規模震災等の災害対策を

はじめとする国民の安心・安全の確保において、衛星通信、

とりわけ海外事業者の通信サービスの国内展開を含め、衛

星移動通信サービスへのニーズが高まっている。ところが、

電波の回り込みや指向性の点から衛星移動通信に適した

比較的低い周波数帯の移動体通信用の周波数帯（L 帯や S

帯等）には新たなサービスに割り当てられる周波数帯はほ

とんどない。限られた帯域において最大限の回線を収容す

る技術の開発により災害時の機動的な運用も可能な次世

代の衛星移動通信システムを構築し、周波数の利用効率を

向上させることが必要である。 

 

２．研究内容及び成果 
次世代の衛星移動通信システムにおいては、小さなビー

ムを高密度に配置するマルチビームシステムとして総ス

ループット（収容回線数）を大きくすることや、地上端末

をできるだけ小型化するために、大型のアンテナが必要と

される。衛星搭載の大型アンテナは、反射鏡を折りたたん

だ状態で打ち上げ、軌道上で展開するタイプのもの（大型

展開アンテナ）となる。大型展開アンテナは、その反射鏡

がケーブルで支持されたメッシュ状の膜でパラボラ形状

が形成される。このような構造の反射鏡の場合、熱入力の

変化による鏡面形状の変化がアンテナパターンを劣化さ

せ、通信品質の低下を招く。 

大型展開アンテナを搭載した ETS-Ⅷ（きく 8 号）の実

験においては、ビーム形状と指向方向の時間変化が報告さ

れており、衛星の食の前後のその変化が大きく、アンテナ

の熱歪みによるものではないかと考えられている[1]。ビ

ーム形状と指向方向の変化は、それぞれのビームの照射エ

リアやレベルの変動を招き、サービス品質に大きな影響を

与えることが懸念される。反射鏡の温度変化に寛容な熱構

造設計の提案[2]や、熱構造変形の詳細な再現解析[3]など

の取り組みが行われているが、本課題で目指す道筋は、軌

道上で鏡面形状を精密に計測し、計測された刻々の鏡面形

状に対してフェーズドアレー給電の最適の励振係数分布

を求め、その励振係数分布を用いて DBF を運用すること

により、地上のアンテナパターンを常に最適に保つ方式を

成立させることにより、鏡面変形による品質劣化を補償し

ようとするものである。 

この現象が発生した場合、定義したサービスエリア内で

所望の通信サービス品質を確保できないエリアが生じる

可能性がある。サービスエリア内の通信サービスを保障す

るためには、想定されるビームの劣化量を見越して、予め

ビーム当たりの衛星送信電力を増大するなどの対策が必

要となるが、衛星システムの総送信電力には制限があるた

め、必要な電力増加分はキャリア数を削減することで補う

ことになる。結果として収容回線数の減少をもたらすこと

になる。 

本研究開発では、高い周波数利用効率の実現を目的とし

て、ビーム劣化を衛星送信電力で補償するのではなく、ビ
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ーム形状安定化技術を確立することにより動的に補償・制

御するため、以下の研究開発を実施した。 

 

２．１ フットプリント計測基盤技術の開発 
鏡面歪みやビーム補正によって生じるビーム形状の時

間的変動を内包する衛星システムを安定的に運用するた

めには、ビーム補正操作の結果の確認を含みビーム形状を

常時地上で監視するシステムが求められる。そこで、「フ

ットプリント計測基盤技術の開発」において、衛星アンテ

ナの地上におけるビーム形状（フットプリントと呼ぶ）を

計測するフットプリント計測システムの基盤技術の研究

開発を実施した。 

フットプリント計測システムでは、大型アンテナ搭載衛

星からの信号強度を複数の計測局で同時に計測し、ネット

ワークを通じて計測データをサーバへ収集し、データ解析

を行ってフットプリントを算出する。本課題の目標として、

概ねビーム直径の 1/10 の誤差のリアルタイム計測を実現

するシステムを開発し、実用システムに求められる機能・

諸元を検証することを目標とした。この目標の達成に向け

てプロトタイプシステムの開発を行い研究開発を推進し

た。 

まず、プロトタイプシステムの設計と開発に着手し、基

本動作を確認した。具体的には、5 台の固定型計測局と 2

台の可搬型計測局、ならびに各計測局の計測データを携帯

電話回線経由で収集しデータ解析しフットプリントを表

示するサーバ装置を開発して基本動作の検証を行い、実衛

星（技術試験衛星Ⅷ型：ETS-Ⅷ）信号の 5 秒間隔での準

リアルタイム計測を確認し、検証を完了した。 

次に、プロトタイプシステムの機能追加と規模拡大のた

めに計測局を追加し、実際の衛星を使ったフットプリント

計測実験を行い初期評価と課題の抽出を行った。具体的に

は、フットプリントの準リアルタイム表示機能を開発して

実装し動作を確認した。また、新たに可搬型計測局を 10

台追加製造し、合計 17 台の計測局を東日本を中心とする

エリアにメッシュ状に配置し、宇宙航空研究開発機構

（JAXA）の協力を得て大型展開アンテナを有する実衛星

（ETS-Ⅷ）を用いて図 1 に示す実験系でフットプリント

計測実験を実施した。その結果、衛星の打上初期パターン

と主ビームの放射方向が概ね一致する結果を得るととも

に、サイドローブ評価の有効性もピーク-15dB の範囲で確

認した。ただし、フットプリントの形状が滑らかでない等、

計測精度に改善の余地があることも確認した。 

最終的に、フットプリント計測基盤技術の確立を目指し、

プロトタイプシステムの課題の改善や計測精度の評価の

ため、実衛星（ETS-Ⅷ）を用いたフットプリント計測実験

や、理論的な評価を実施した。具体的には、各計測局の計

測精度向上のため、全計測局を一か所に設置して衛星信号

を 24 時間同時受信して校正用補正値を求めた。計測実験

の結果、図 2 に示すように主ビームのフットプリントが計

測されるとともに、図 3 に示すように打上初期パターンと

の比較により計測精度の向上を確認した。次に、計測局の

計測誤差の要求値に関する理論的な定量評価として、二次

元最小二乗法を用いたアンテナパターンの再構成手法に

よる計測誤差の評価を行った。その結果、各計測局の計測

誤差が 0.5dB（1σ）であれば、理論パターンではボアサ

イト方向誤差はビーム直径のおおむね 1/20 以内、計測パ

ターンでもビーム直径のおおむね 1/10 以内となることを

確認した。また、本プロトタイプシステムで使用した各計

測局の受信機の計測精度（0.23dBrms 以下）から、市販の

スペクトラムアナライザを利用した受信機でも上記の主

ビームボアサイト方向の計測精度を達成可能であること

を確認できた。さらに、打上初期パターンとの比較評価が

妥当であることも軌道上 10 年を経過した ETS-VIII 衛星

のアンテナ放射パターンの姿勢走査計測の結果、確認した。 

上記の結果から、フットプリント計測基盤技術として開

発してきた、衛星信号の多地点での同時計測・収集・デー

タ解析・表示の一連の機能を、プロトタイプシステムの試

作と実衛星による検証で示し、また、計測精度について目

標を達成したことにより、本基盤技術を確立した。 

 

 
 

図 1 計測実験の実験系 

 

 
図 2 フットプリント計測結果（左：再現目標、右：

2016 年 9 月の計測結果の一例） 

 

 
図 3 打上初期パターンとの比較 

 

２．２ フットプリント計測運用技術の開発 
「フットプリント計測運用技術の開発」では、「フット

プリント計測基盤技術の開発」で研究開発されたフットプ

リント計測システムを基に、実運用想定下での運用技術の

開発を実施した。具体的には、「フットプリント計測用信

号」、「計測局配置」、「運用シナリオ」を主な課題として開

発に取り組んだ。 

実運用想定下において、フットプリント計測用信号とし

て無変調の Continuous Wave (CW)信号およびサービス

信号として衛星移動通信システム向けに標準化された

ETS-Ⅷ

アップリンク ダウンリンク
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-■- 実験結果（2015年9月）
-●- 実験結果（2016年9月、計測

精度改善後)

- - -衛星姿勢制御による打上初期
パターン（2009年）

(+Elevation: North)
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xHRPD（eXtended Cell High Rate Packet Data）を用い

て、CW 信号がサービス信号に与える影響をシールドルー

ム内実験により検証した。実験の結果、CW 信号とサービ

ス信号を重複する周波数で運用した想定において、サービ

ス信号の通信品質に影響を与えない CW 信号強度は、サ

ービス信号帯域幅端から 100kHz 離調かつ CW 信号強度

対サービス信号強度比が 3dB 以下である結果を得た。 

マルチビーム(35 ビーム)を用いた 22m 大型展開アンテ

ナ搭載の衛星システムにおいて、ビーム変動によるメイン

ローブ領域の利得低下を検出するために必要な計測局配

置をシミュレーションにより定量的に評価した。評価の際、

前項の ETS-Ⅷ実験の測定誤差を考慮した。図 4 に示すよ

うに、ビーム変動が与えるフットプリント描画再現誤差の

影響は十分に小さいことを確認し、計測局配置が 0.4~0.6

度(全国 100～250 局程度)の計測局配置および測定誤差が

σ=0.6dB 以下の場合にフットプリント描画再現誤差が

0.5dB 以下となるシミュレーション結果を得た。 

「フットプリント計測用信号」、「計測局配置」の検討お

よび前項で開発したフットプリント計測システムを基に、

「運用シナリオ」を検討した。具体的には運用方針、ネッ

トワーク・システム構成(図 5)、複数ビームの周回計測方

法、軌道上試験時の動作検証等の提案である。また、「運

用シナリオ」を基に、実運用想定下での実用システムに求

められるシステム要件を検討し実用化への指標および課

題を得た。 

以上の検討により、実用システムに求められる機能・諸

元を検証し、その有効性を確認した。 

 

 
図 4  画再現誤差のシミュレーション結果 

(測定誤差σ=0.6dB) 

 

 
図 5 フットプリント計測システム 

（ネットワーク構成図） 

 

２．３ アンテナ形状の計測技術の開発 
次世代の移動衛星通信システムの搭載中継器及びアン

テナは、いわゆるデジタルチャネライザ（DC）/デジタル

ビームフォーマ（DBF）を具備したものが提案されている。

アンテナがフェーズドアレー給電による DBFを想定する

のであれば、反射鏡の表面形状がわかれば DBF の給電部

の励振パラメータを最適化することにより、アンテナパタ

ーンの劣化は補償・復元することが原理的には可能である。

この、表面形状の計測と励振パラメータの最適化を一定の

時間間隔で連続的に行うことができれば、ビーム形状を安

定に維持することができると考えられる。アンテナ形状の

計測技術の開発に関する技術課題においては、常に安定し

た形状のビームを維持するため、鏡面形状の計測精度を確

保するための計測技術を確立するための「①アンテナ形状

の３次元計測技術の開発と試作」を実施するとともに、最

適なビーム補正制御のための計測ネットワークを最適化

する手法を確立するための「②ビーム補正量演算部の開発」

を行うことが必要であるとして、必要な技術の開発とその

成立性の確認を行ってきた。成立性の確認にあたっては、

シミュレーションに加えて、NICT が研究用資産として所

有していた直径3.5mの展開アンテナ試作品を用いた計測

実験も行い、必要とされる計測精度が実現できることの確

認まで試みる計画としてきた。 

まず、計算機シミュレーションと実際の計測対象を模擬

したフィールド実験により計測シミュレーションで 3 次

元画像計測により期待される計測精度を評価するプロト

タイピングシミュレータを試作した。この成果を発展させ

ることにより解析モジュールと画像取得装置からなる 3

次元計測システムを開発し、大型構造物や展開アンテナ鏡

面の計測実験を行い、期待計測精度の評価を行ってきた。

その際、計測ネットワークの最適化に加え内部標定の手法

やマーカーの画像データ取得の最適化等、実際の計測精度

を向上させる技術開発を行った。シミュレーションにおい

ては、宇宙用の応用例の豊富な 400 万画素程度のカメラ

を用い、衛星バスへの搭載に大きな困難がないと思われる

３ｍ程度のベースラインで設置した 4 台のカメラによる

測量ネットワークで 10mm 程度の計測精度が得られる見

込みを得た。一方、3.5m 鏡面を用いた計測実験によって

も 1mm 程度の期待計測精度が得られており、これは実機

（2-30m 程度の反射鏡）で 10mm 程度の期待計測精度に

相当する（2GHz において 1/10 波長程度）。また、鏡面変

形とそれに伴うアンテナパターンの変化から、15mm 程

度の計測精度でも一番厳しいビームエッジで 1dB 程度の

精度でビーム補償ができることがわかっている。画素数が

もっと多いカメラを用い、ベースラインを広く取れば期待

計測精度が向上することも実験から確認しており、さらに

高い精度でのビーム補償の可能性も示唆されるところで

ある。 

ビーム補正量演算については、鏡面形状が与えられたも

のとして、その時々の鏡面形状に最適な励振分布を算出す

るビーム補正シミュレータを開発した。励振分布の最適化

にあたっては、最大比合成法や方向拘束付電力最小化法

（DCMP）のアルゴリズムを用い、ベンチマーク等も行い、

性能の低い廉価なノート PC 程度の演算能力でも、10 秒

から 20 秒程度で最適化ができることが確認できた。これ

は食のはじめや終わりのような早い変化に追従する運用

も可能であることを示すものである。また、3 次元計測デ

ータの出力である 3 次元座標の集合を解析し、PO

（Physical Optics 法）による計算に便利なパラボラの反

射鏡面を導出するアンテナ形状解析装置を開発し、様々な

補完法やベストフィット法の試作も行った。 

 これらの開発した装置や手法について、軌道上で想定

される熱変形を想定して作成した鏡面形状データや、

3.5m 試作鏡面を人為的に変形させて鏡面形状を計測し、

それを Zernike 展開して大型鏡面にスケーリングした鏡
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面形状データを用いて、ビームパターンが十分な品質で補

償することができることを確認した上で総合評価のため

の実験に供してその機能を確認した。図 6 に、軌道上で想

定される熱変形により変形したビームパターン（図 6 a）

に対して励振係数を最適化して、ビームパターンを補償し

た（図 6 b）例を示す。ビーム中心に近いところにある円

は所望のサービスエリアをあらわしており、直径は約

200km である。所望のサービスエリアの半径程度ずれて

しまったビームが補償されていることがわかる。 

 これらの結果により、大型アンテナに対応した鏡面形

状の計測技術として３次元画像計測の手法を用いること

により、ビーム補正のために必要な鏡面形状の計測精度を

確保するために必要な計測技術を確立できた。 

 

 
(a) 熱変形時 

 

 
(b) 励振係数の最適化後 

 

図 6 ビームパターン 

 

２．４ 給電部の励振分布制御技術の開発 
「給電部の励振部分制御技術の開発」としてデジタルビ

ームフォーマ及びデジタルチャネライザ機能を実装した

デジタル中継器ユーザリンク送信処理部機能確認モデル

を試作した（図 7、8）。またこの装置の出力として得られ

る給電部の励振分布と、鏡面形状データを組み合わせてア

ンテナパターン解析を行うビーム形成シミュレータを作

製した。 

まずデジタル中継器ユーザリンク送信処理部は次世代

衛星通信システムとして、S 帯の 30MHz 帯域幅でのサー

ビスを想定し、1 チャネル 1.5MHz 幅、20 チャネルの構

成で、またアンテナ素子 36 個にて 35 ビームにより日本

全土（主な離島を含む）をカバーするものとして設計した。

この際、実用化を見据え衛星搭載可能な装置であることの

実証の観点から、宇宙環境で使用実績のある部品と互換性

を有するものを用いる前提で設計を行っている。Analog-

to-Digital(AD)分波部、DBF 部および合波 Digital-to-

Analog(DA)部、並びに制御インタフェース(IF)部により

構成され、中間周波数(IF)入力信号は AD 分波部でサブチ

ャネルに分割後、DBF 部で DBF 係数との複素乗算が施

され、合波 DA 部にて素子毎に合成され出力される。同じ

周波数のユーザ信号に対して異なる DBF 係数を適用す

ることで周波数繰り返し利用が実現される。信号処理の最

適化のため、インターポレーションフィルタの最適なパラ

メータをシミュレーションにより求め、当初想定したハー

ドウェア規模においてもフィルタ帯域外のエイリアス特

性として、本システムの要求値を上回る 45dB 以上の抑

圧を達成し、かつ十分に良好なチャネライザ特性を実現で

きる見込みであることを確認した。この信号処理の最適化

は、消費電力増大の抑制にも貢献している。ビームの補正

は DBF部にてその時々で最適な励振分布を反映すること

で実施される。励振分布の変更には、制御 IF 部を介して

DBF 部の励振分布格納用メモリに DBF 係数を格納し、

適用するメモリを切り替えることが必要である。このため、

複数の励振分布格納用メモリを実装しスイッチでメモリ

を切り替える構成としている。 

 

 
図 7 デジタル中継器ユーザリンク送信処理部 

機能確認モデル（ブロック図） 

 

 
図 8 デジタル中継器ユーザリンク送信処理部 

機能確認モデル（外観図） 

 

ビーム形成シミュレータは、デジタル中継器ユーザリン

ク送信処理部の IF 出力信号をもとに、無線周波数(RF)信

号がフェーズドアレーアンテナから放射された際に生成

されるアンテナパターンを評価するためのツールである。
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この装置にはアンテナパターンを描画する機能やメイン

ローブのピーク座標、重心座標等を表示する機能のほか、

衛星搭載用 TWTA の入出力特性（振幅及び位相偏差）を

模擬する機能も実装した。 

このビーム形成シミュレータを用いて、デジタル中継器

ユーザリンク送信処理部のビーム形成機能を確認した結

果、与えた DBF 係数に応じて適切なアンテナパターンが

得られることが確認できた。これを用い、想定した条件下

においてアンテナパターン解析を行い、熱変形した鏡面形

状データを与えることでビームずれが生じることを確認

した。ずれの大きさは各ビームでばらつきがあるが、ずれ

の大きいビームでは所望サービスエリア外縁において利

得が対ピークで 5dB 程度低下する部分があった。これに

対して補正用の励振分布を適用すると、サービスエリア外

縁における利得低下が 1dB 強程度に改善し、熱変形がな

い状態にほぼ戻ることがわかった。この結果から、熱変形

した鏡面形状に対してビーム補正が適切に実行されるこ

とが確認できた。 

デジタル中継器ユーザリンク送信処理部の動作として、

励振分布を切り替えた瞬間のアンテナパターンの振る舞

いを明らかにするため、補正用の励振分布を反映した際の

過渡応答中におけるビーム形成への影響を評価した。精度

よく評価するため、デジタル中継器ユーザリンク送信処理

部の内部処理信号（デジタルデータ）をサンプルデータと

して抽出できるようにし 64 μsec 間に取得したデータを

62.5nsec の周期でサンプリングした 1,024 個のデータと

して取得した。これに基づきアンテナパターン解析を行っ

た結果、メインローブが補正用の励振分布の反映開始後、

概ね 16μsec から 40μsec までの間、連続的に移動して

ほぼ元の位置まで戻ることが確認できた。この際、メイン

ローブ形状の大きな変形やサイドローブの著しい増大は

認められず、短時間で補正用の励振分布の反映が完了して

することから過渡応答によるビーム形成への影響は限定

的であると考えられる。 

 

２．５ 総合評価 
本研究開発課題において開発した装置や獲得した知見

をもとに、変形した鏡面の鏡面形状データに基づき、デジ

タルビームフォーマにおけるフェーズドアレー給電の励

振分布をその時々の鏡面形状に対して最適化することに

より、鏡面形状の変形に伴うビーム形状（アンテナパター

ン）の劣化を補償・復元し、これを連続的に行うことによ

り常にビームを最適に維持することが可能であることを

示すことを目的とした総合評価のための実験を実施した。 

総合評価において確認することは、以下のような事項で

ある。まず設計に忠実な理想鏡面に対する所望のアンテナ

パターンが、想定された鏡面変形によりどの程度劣化する

かということを評価することが必要である。次に、変形し

た鏡面形状に対して最適化された励振係数を求めてデジ

タルビームフォーマに与えてやることにより、ビームの劣

化を補償・改善できることを確認する。これを常に一定の

更新周期で連続的に実施してやることにより、サービスエ

リアにおいて常に所望の通信サービス品質を確保するた

めに必要なビームの安定化が実現可能になる。これにより、

電力配分等を最適（最小）化でき、収容可能回線数を向上

させ、結果周波数利用効率の改善が期待できるが、さらに、

劣化したアンテナパターンと補償されたアンテナパター

ンを比較し、周波数利用効率に関する定量的な評価を試み

る。なお、2.3 項及び 2.4 項に述べた内容については、今

年度が最終年度であることに鑑み、その有効性をこの総合

評価の取り組みの中で示していく計画としている事項が

いくつか含まれている。 

総合評価で前提としたアンテナの諸元については。高い

アンテナ利得を得るためには、開口径はできるだけ大きい

方がよい一方で、衛星搭載用としての実現性を考慮し、こ

こでは開口径 22mφ（機械的開口 30m 程度）の反射鏡を

想定した。給電素子は 36 素子の等方配置とした。給電素

子の放射パターンは、２次放射パターンの利得及びサイド

ローブ特性を最適化するよう反射鏡のエッジテーパを設

定している。 

想定したアンテナ変形として、ETS-Ⅷで観測された変

動パターンに整合すると思われる変形パターンを仮定し

た。解析に用いる鏡面形状データについては、Zernike 多

項式の次数の組み合わせにより熱変形パターンに近い形

状を模擬し、鏡面形状を数値データ化した。変位量の大き

さの設定は、熱変形により発生するビーム変動が ETS-Ⅷ

の実験で報告されているものと整合するものを仮定し、最

大で 0.2°程度となるように設定した。ETS-Ⅷの実験で計

測されたビームシフトは、鏡面の変形に加えブームなどの

変形の影響が加わっている可能性も考えられるが、両者を

分離することは困難であるため、ここでは鏡面の変形のみ

でビームシフトが生じると想定している。 

アンテナパターン解析に当たり、前提としたアンテナビ

ーム配置を図9に示す。サービスエリアの大きさは200km

とし、合計 35 ビームを配置している。また、これらのビ

ームを７つのグループに分け、各グループでは同一周波数

を使用するものとした。 

 

 
図 9 前提としたビーム配置 

 

サービスエリアの直径 200km は、電気開口 20m 級の

アンテナのビーム幅（半値全幅）が理論的に 270km 程度

であることを考えるとかなり小さめに設定している。これ

は、できるだけ多くの収容回線数を確保するには、一定の

エリアにできるだけ多数のビームを配置することが有利

であること、回線マージンとして半値（-3dB 落ち）より

も少ないマージンを見込むことができ、全体のシステム設

計において収容回線数の観点から有利であるなどの理由

である。これは、フェーズドアレー給電のマルチビームア

ンテナ設計の観点からはより難度の高い仕様であり、同じ

周波数を用いる隣接ビームとの干渉の排除等の難度が増

すなどより高いハードルを課すことになるが、研究開発と

いう観点に鑑み、実用上メリットが十分期待できるのであ

れば取り組む価値は高いと考え、このような設定とした。 
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ビーム補正シミュレータにより最適化した励振分布を

求めた結果について述べる。具体的な手順は以下の通りで

ある。 

 

(1) 熱変形のない理想的なパラボラ鏡面形状及び想定

した熱変形を含む鏡面形状を 3 次元座標の集合にモ

デル化する。 

(2) 所望のサービスエリア内に 13 点の利得拘束点を設

定する。これらの拘束点では所望のアンテナ利得以

上が得られることを拘束条件とする。 

(3) 所望のサービスエリアと同一周波数を使用するサ

ービスエリアの内、隣接するサービスエリア内にそ

れぞれ 13 点ずつ利得拘束点を設ける。これらの拘

束点では、所望のサービスエリアの利得に対し、    

-15dB 以下（目標-20dB 以下）の利得になることを

拘束条件とする。これは、同一周波数を使用するサ

ービスエリア間の干渉レベル（C/I 比）を通信品質に

影響ない程度に抑えるためである。 

(4) 励振分布の初期値を設定し、(1)で設定した鏡面形状

データと組み合わせてアンテナパターンを解析し、

(2)及び(3)で設定した利得拘束点でのアンテナ利得

を求める。 

(5) (2)及び(3)で設定した利得拘束点でのアンテナ利得

が拘束条件に近づくように、励振分布を調整しなが

ら反復演算を行ない、励振分布を最適化する。 

 

上記の手順により最適な励振分布が得られたことを確

認するため、それぞれについて下記に示す 3 通りのアンテ

ナパターンを計算し、鏡面変形によりアンテナパターンが

劣化した状況で、励振分布を変形した鏡面に最適化するこ

とにより、アンテナパターンの劣化が補償・復元されてい

ることを確認していった。 

 

(a) 熱変形のない鏡面とそれに対する最適励振分布を

組み合わせたもの 

(b) 熱変形した鏡面とそれに対する最適励振分布を組

み合わせたもの 

(c) 熱変形した鏡面と(a)の励振分布を組み合わせたも

の 

 

軌道上で想定される鏡面変形データを作成し、それに対

してアンテナパターン解析を行い熱変形によるビームず

れが生じていることを確認した（図 6）。ずれの大きさは

各ビームでばらつきがあるが、ずれの大きいビームでは所

望のサービスエリア端では-5dB の等高線が掛っており、

利得低下による通信品質の低下が懸念される。 

一方、ビーム補正を行ったケースでは、各ビームともア

ンテナパターンの-1dB の等高線が所望のサービスエリア

とほぼ重なっており、熱変形がないケースに近い状態に戻

っている。これらの結果から、熱変形した鏡面に対してビ

ーム補正が適切に実施されており、ビーム補正により送信

電力を必要以上に大きくすることなく、通信品質を維持す

ることが可能と言える。 

さらに、これを収容回線数（周波数利用効率）の観点か

らシミュレーションを行い、実際に定量的に評価した。ビ

ーム補正を実施しない場合、ビーム毎の送信電力を増大さ

せることでビームシフト量を包含したエリアをカバーし、

設計サービスエリア内の回線成立に影響を与えないよう

にする必要がある。衛星の総送信電力には制限があるため、

必要な電力増加分はキャリア数を削減することで補う。そ

のためビーム補正を実施しない場合では、キャリア数が減

少し、結果として収容回線数も減少する。一方でビーム補

正が適切に機能し、ビームシフト量が低減された場合、マ

ージン確保のための電力増強を小さくすることができマ

ージンのあるビームを用いる必要がなくなり、マージン分

の電力をキャリアに割当てることが可能となる。キャリア

数が向上するため収容回線数が向上する。ETS-Ⅷで計測

されたビームシフト量及び、その半分のビームシフト量を

参考にした鏡面変形に基づきデジタルビームフォーマに

よるフェーズドアレー給電の励振分布を最適化し、ビーム

形状劣化を補正させた際のビーム形成シミュレータの出

力ファイルであるアンテナパターンファイルを用いて収

容回線数をシミュレーションした結果、軌道上で想定され

る鏡面変形に対しビーム補正を実施することで、収容回線

数が 2 倍程度向上することを確認し（図 10、11）、ビーム

安定化技術が周波数利用効率の改善に有効であることが

示された。 

 

 
図 10 ビーム補正前後の収容回線数 

 

 
図 11 ビーム補正前後の収容回線数（シフト量 1/2） 

 

３．今後の研究成果の展開 
本研究開発で得られたビーム形状安定化技術の成果を

実用システムへ展開することを目指して、発展的な研究を

継続していく。また、本研究開発で確立した技術の有効性

を示していくとともに、広く国内の関連メーカーへの成果

展開を促す活動も行い、もって電波の有効利用のみならず、

日本の産業競争力の強化にも貢献していく。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

の有効性のアピールも行う。 

さらに、アジア太平洋地域の電気通信関連団体である

AWG（アジア太平洋電気通信共同体 無線通信グループ）

において本研究開発の成果を寄与文書として継続的に入

力しており、統合 MSS システム及び衛星・地上ハイブリ

ッドシステム（Integrated MSS システム／Hybrid シス

テム）のシステムアーキテクチャと性能に関するテーマに

おいてシステム標準化に対する寄与を行っている。 
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４．むすび 

大規模災害時等における非常用通信手段として期待さ

れる次世代衛星移動通信システムの実現に向けて、電波資

源の有効利用に資することを目標としたビーム形状安定

化技術の研究開発を行った。具体的には「フットプリント

計測基盤技術の開発」「フットプリント計測運用技術の開

発」「アンテナ形状の計測技術の開発」「給電部の励振分布

制御技術の開発」に取り組み、これらを統合したシステム

による総合評価試験を実施し、結果として当初の目標の達

成が確認された。 

今後は本研究開発で得られた成果を実用システムへ展

開し、災害に強い通信サービスを実現することを目指して、

確立した技術基盤の完成度向上や研究成果の対外アピー

ル、国際標準化活動等に取り組んでいきたい。 
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