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研究の背景

衛星通信は，広域性・回線開通の容
易性などの特徴を有するため，災害対策
用の通信システムとして，臨時回線構築
等に活用されています．NTTグループで
は，災害発生時における通信インフラ復
旧の初期段階において，Ku帯（12/14
GHz）を利用した衛星通信システムに
よる臨時回線を避難所などに確保してい
ます(1)．
災害対策用の衛星通信地球局には，

図１に示すようにさまざまな種類(1),(2)が
あります．特に災害現場での臨時回線
構築に用いられる端末局は，運搬の容
易性の観点からは，小型で軽量なアンテ
ナを備えたものが求められます．しかし
ながら，アンテナ利得＊１はアンテナの面
積に比例するため，小型で軽量なアンテ
ナを使用した場合は，収容回線数（伝
送容量・伝送速度）が限定されてしま
います．一方，収容回線数を増大させ
るには，大きなアンテナが必要となるた
め，寸法・重量が増大し，運搬・設置
には重機などが必要となります．また，
災害現場からの回線を集約する基地局
は，利得の面からは非常に大きく，耐環

境面からは堅牢なアンテナが局舎の屋上
などに設置されているため，耐震の観点
から設備規模の低減が求められます．
NTTアクセスサービスシステム研究所
では，上記の課題を回避する手法とし
て，複数の小型のアンテナ装置を連係
動作させ，等価的にアンテナ面積を増大
させてアンテナ利得の向上を実現する分
散アレイアンテナを提案します．本技術
を適用することで，端末局では運搬の容
易性と収容回線数の増大が，基地局で
は小型アンテナの分散配置による荷重分
散が図れます．
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分散アレイアンテナは図２に示すよう
に，変復調装置，複数のアンテナ装置，
および各アンテナ装置の連係動作をつか

さどる分散アレイ制御装置で構成されま
す．アンテナ装置は，変復調装置の信
号周波数である１GHz帯の信号を，地
球局の送信周波数である14 GHz帯に変
換し，信号を増幅する機器（BUC: Block
Up Convertor）と，通信衛星の送信
周波数である12 GHz帯の信号を増幅
し，変復調装置の信号周波数帯に変換
する機器（LNB: Low Noise Block
Convertor）を備えています．分散アレ
イ制御装置は，送信信号をアンテナ装
置数分に分配して，各アンテナ装置から
同一の信号を送信します．一方，受信
信号に対しては，各アンテナで受信した
信号レベルが最大となるように合成し
ます．
このとき，各アンテナ装置を連係動作
させてアンテナ利得を最大化するために
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衛星通信システム 地球局用アンテナ 利得向上

NTTアクセスサービスシステム研究所では，衛星通信システムにおける地球局用

アンテナの新たな構成法として，複数の小型アンテナを連係動作させて従来のアン

テナと同等の利得を実現する，分散アレイアンテナ構成技術を確立しました．２つ

の小型アンテナに対して本技術を適用し，衛星回線を用いた実験的評価の結果，ア

ンテナ数に応じた利得向上が実現しました．

＊1 アンテナ利得：電波を送信・受信する効率
を判断するための基準となる数値で，数値
が大きいほど，より大きなエネルギーを送
信，または微弱な電波を受信することがで
きるようになります．

図１　衛星通信システムにおける地球局アンテナ 
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は，衛星搭載アンテナの受信端におい
て，各アンテナ装置からの送信信号の位
相が一致するように送信信号位相を制
御し，校正することが必要です．もし位
相誤差が発生すると，図３に示すように
得られるアンテナ利得は低下します．位
相誤差の要因は，①アンテナ設置位置
に依存するもの，②各アンテナ装置が備
えるBUCの特性が時間とともに変化す
ること，が挙げられます．
一般的な送信アレイアンテナにおける

アンテナ間の校正には，各アンテナから
の送信信号の位相状態をモニタするた

め，別途フィードバックのための回路を
使用し，演算処理を適用することが一
般的です(3)．提案する分散アレイアンテ
ナでは，校正のための信号のフィード
バックを，自局からの送信信号が，衛星
を中継して再び受信できる点（本信号
成分を衛星折り返し信号）に着目し，
衛星折り返し信号を利用しています．こ
のとき，分散アレイ制御装置における信
号合成出力端子における，衛星折り返
し信号の受信レベルが最大になるよう各
アンテナ装置に接続される位相器を制御
することで，位相誤差を補償し，常に校

正状態を保持します．校正のための位相
制御は，位相器の１つを選択し，選択
した位相器の制御量を正負一定量変化
させたときの受信レベルが大きくなる制
御量を選択・設定し，この手順をほか
の位相器に対しても順次実施します．
本提案手法の特長は，
・送信信号のフィードバックのための
回路が不要である点
・受信レベルのみをモニタするため演
算処理も不要である点
・アンテナ装置と変復調装置の間に挿
入するため，汎用のアンテナ装置に
適用できる点
・前述した２つの位相変動要因に対
して一括して対応できる点

が挙げられます．また，受信系の校正
（LNBの位相変動）に対しても同様の手
順が適用できます．

実 証 実 験

分散アレイアンテナ構成技術の検証と
して，市販の衛星通信用アンテナ（開
口径1.2 m）２台に対して，図４に示す
ように分散アレイアンテナを構成し，Ku
帯衛星回線を使用して評価を行いまし
た．評価項目は，分散アレイ実現のた
めの校正機能，アンテナ利得，信号伝
送特性です．
図５は校正機能を評価したものであ

り，アンテナ設置時の位相誤差を校正
した時刻を０として，位相制御を適用・
非適用時の受信レベルの時間変動を示
したものです．位相制御を適用しないと，
BUCの特性変動により位相誤差が発生
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図２　分散アレイアンテナの構成 
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図３　位相誤差と利得の関係 
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図４　分散アレイアンテナの外観 図５　校正機能の評価結果 
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してアンテナ利得が低下するため，受信
レベルが大幅に低下していることが確認
できます．一方，位相制御を適用する
ことで，受信レベルの低下がなく，常に
校正状態を保持していることが確認でき
ます．
分散アレイ動作時のアンテナ利得の評
価として，アンテナ単体および開口径1.2
mのアンテナに対し，ほぼ倍の利得を有
する開口径1.8 mのアンテナから信号を
送信したときの，受信信号のスペクトラ
ムを図６に示しています．1.2 mアンテ
ナの分散アレイ動作時と1.8 mアンテナ
の受信レベルがほぼ一致していること，
1.2 mのアンテナ単体に対して，分散ア
レイ動作時は受信レベルが5.9 dB（3.9
倍）向上していることが確認できます．
アンテナ装置数が２の場合，分散アレイ
動作をさせるとアンテナ単体に対して，
原理的にアンテナ利得が２倍，送信出
力も２倍になるため，合計で４倍改善
することになります．本結果から，劣化
はわずか0.1 dBであり，ほぼ理想どおり
の特性を得ていることが確認できます．
図７は信号伝送の実験を行った結果

であり，ビットレート3.2 Mbit/s，変調
方式16QAMの信号を選択，使用しま
した．図７（a），（b）はそれぞれアンテナ単
体と分散アレイ動作時の復調後のコンス
タレーション＊２を示したものです．アン
テナ単体では十分な信号エネルギーを伝

送できないため，４×４の信号点を識別
することができずに，誤りのない信号伝
送が実現できません．一方，分散アレイ
動作時は利得向上により，十分な信号
エネルギーが送信され，４×４の信号点
が識別できます．また，図７（c）は分散ア
レイ動作時のビット誤り率測定結果を示
しますが，変復調器単体をケーブル接続
して測定したときと比較して劣化がほと
んどないこと，校正のための位相制御の
影響がないことが確認できました．
なお，図１に示した1.2 mのアンテナ

装置は，可搬性を有する0.75 mのアン
テナ３台に対して本技術を適用すること
で同様の利得を実現することが可能とな
ります．また，基地局アンテナについて
は，2.4 mのアンテナ（重量約300 kg）
４台で実現できるため，荷重分散に期
待できるとともに，複数アンテナで構成
されるため，アンテナ装置の一部が故障
しても，残りのアンテナ装置で通信を維
持できるため，故障耐性の向上の効果
も期待できます．

今後の展開

ここでは複数の小型アンテナを連係動
作させて，大型アンテナの利得を実現す
る分散アレイアンテナ構成技術を紹介し
ました．
既存の変復調装置やアンテナ装置の

間に分散アレイ制御装置を導入すること
で，容易に分散アレイアンテナを構成し，
アンテナ利得の向上が実現できます．ま
た，Ku帯の通信衛星を介した実験結果
として，ほぼ劣化なく利得が向上してい

ることを紹介しました．今後は，船舶な
どの移動体に搭載するアンテナに対して，
本技術を拡張していく予定です．
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災害時における臨時回線構築だけでなく，
地上回線の使用が困難な船舶などへのブ
ロードバンドサービス提供など，衛星通信
にかかわる研究開発に取り組んでいます．
質問などございましたら下記にご連絡くだ
さい．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
ワイヤレスアクセスプロジェクト
TEL 046-859-2453
FAX 046-855-1752
E-mail suzaki.kouhei lab.ntt.co.jp
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図 6　受信信号スペクトラム 
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図７　信号伝送実験 

＊2 コンスタレーション：変調信号の振幅・位
相を直交軸上にプロットしたもの．16QAM
変調の場合，４行×４列の位置に信号点が
現れます．


