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Abstract

　This paper describes ENRI's new anechoic chamber that was completed in March 2002. The basic performance, 

measurement system and new unique features of the chamber are described first. Reflection and absorption 

characteristics of the radio wave absorbers in the chamber are shown for 10 GHz and 94 GHz measurements as 

an initial test and validation for further use. They are conducted by a method of Radar Cross Section 

measurements. A millimeter wave FMCW radar is employed for 94 GHz measurement.

　10 GHz measurement results show that the performance of the radio wave absorber itself is good, but the 

reflection from the absorbers cannot be ignored in very low level measurements. 94 GHz measurement results 

show that the performance of the radio wave absorber itself is good in this frequency as well. However, they also 

show that a very thin metallic structure of the chamber door may cause a big reflection because the antenna 

pattern in this frequency range tends to be very sharp.

　The examples are presented about the measurements recently conducted in the chamber as part of research 

activities. Practical procedures are also shown to use the chamber for high frequency measurements in the 

appendix.
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１．まえがき

　昭和45年から50年にかけて，当研究所に大型電波無響

室（以下，電波無響室）が整備された⑴。竣工後は，超

短波全方向性無線標識（VOR）や計器着陸装置（ILS）

等をはじめとする種々の電子航法機器や無線設備の開

発・評価に寄与してきた⑵⑶⑷。しかしながら，近年その

老朽化が著しく，情報化時代を迎え，より高い周波数の

利用が進んでいることから，平成12年度補正予算と平成

13年度施設整備費補助金により電波無響室高度化整備工

事が行われた。

　電波無響室の性能を決定する電波吸収体の反射特性

は，竣工時に施工業者から「電波無響室特性試験成績書」

として提供されている。成績書で用いた試験法は定在波

法といい，無響室全体の電波反射特性を明らかにできる

ため，無響室の性能評価に広く用いられている⑴。しか

し，この方法では電波無響室壁面の任意の位置，方向で

の電波反射の検出やその程度の評価は困難である。今後

10GHzを超える高い周波数でのアンテナ測定や電波的

に微小な目標のレーダ断面積測定等が予定されており，

これらを精度良く行うためには，より狭い範囲における

電波吸収体の反射特性に関するデータが必要である。

そこで，本報告では，まず２．で電波無響室の基本構造，

付属する計測システムの特色等を紹介する。次に，３．

では，VOR，ILS等のスケールモデル実験で頻繁に利用

される10GHzにおいて，電波吸収体の透過特性や反射

特性に関する測定とその結果及び特徴について述べる。

特に3.2，3.3では上記のより狭い範囲及び任意角度での

電波吸収体の反射特性測定が容易と考えられるレーダ断

面積の測定法を応用して，電波無響室短辺・長辺の２方

向の垂直入射に近い場合の反射特性，及び電波吸収体の

レーダ断面積の角度特性の測定について述べ，その結果

を示す。

　４．では，新電波無響室の特色であるミリ波帯につい

て，94GHzミリ波レーダを用いた電波無響室壁面の電

波吸収体の反射特性測定とその結果について述べる。ま

た，このレーダのアンテナが鋭い指向性を有し，その電

波照射範囲が絞れるという特徴を利用して，電波無響室

内における電波反射の強い場所の特定とその対策の検討

を行っている。

　最後に５．で今後の電波無響室の所内研究，共同研究

および受託研究で内部・外部の関係者の活用に資するた

め，電波無響室の測定事例と今後の活用計画を簡単に紹

介する。また，本電波無響室の使用が容易に行えるよう，

使用手順書を付録として添付する。

２．電波無響室の概要

2.1　電波無響室の基本構造

　新電波無響室は旧電波無響室の建物構造をそのまま

に，シールドおよび内装工事と測定機器の更新を行った。

図１に当研究所の電波無響室平面図，表１には新旧電波

無響室と空中線特性試験装置の設計仕様を示す。また，

図２に電波無響室の内部を示す。

　電波無響室は，屋外の電波の影響を遮断するために厚

さ6.3mm，内法寸法34.45m×8.8m×6.52mの鉄板でシー

ルドされている。電波無響室と図１の実験準備室とは図

３に示す大型のスライド式自動開閉シールドドアで仕切

られている。また，電波無響室と第三実験室および計測

室とは手動式のシールドドアで仕切られている。計測室

も鉄板によりシールドされており，実験準備室および第

四実験室とは手動式のシールドドアで仕切られている。

電波無響室における電波遮蔽減衰量は80dB以上である。

表１ 新旧電波無響室と空中線特性試験装置の設計仕様
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４つの壁面と天井の各シールドの内側には合板で内壁を

作り，20cm×20cm×50cmの正四角錐状の突起を９つ

有する60cm×60cm×60cmの発泡ポリウレタン電波吸

収体を接着している。大規模なスケールモデル実験等の

機材設置に耐えうるため，床面は60cm×60cm×45cm

の電波吸収体を誘電体の箱に封入した箱型の電波吸収体

を使用し，耐加重300kg/m2を実現する高耐荷重の床面

とした。設計仕様を満足するこれらの構造によって，使

用周波数500MHzから100GHzで反射減衰量が30dB以

上であり，有効容積は32.4m×6.9m×5.4mの大型電波

無響室となっている。

2.2　空中線特性試験装置

　図４に空中線特性試験装置の系統図を示す。このうち，

計測室に設置した設備（図４破線網掛部分）を図５に示

す。

　この装置は，ネットワークアナライザを基本とするア

ンテナ特性測定装置であり，アンテナ回転台制御装置と

同調させて制御するソフトウェアを用いて，角度を変え

ながらアンテナ受信電力の振幅，位相を自動的に測定で

きる。その他には，アンテナ開発に際して重要となるア

ンテナインピーダンス測定もネットワークアナライザの

内部ソフトウェアと回路を切り替えて測定できる。

　また，信号分析装置としてベクトルシグナルアナライ

図１　電波無響室平面図

図２　電波無響室内部 図３　大型自動開閉シールドドア
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ザ，スペクトラムアナライザがあり，これらを用いて，

送信，または受信信号に含まれる周波数成分，変調信号

の情報等を評価できる。

2.3　その他付帯設備

　この電波無響室の特色として，３軸アンテナ回転台移

動機構，計測器収納機構，および2次元走査機構がある。

　図６に示す３軸アンテナ回転台は，電波無響室内に常

置されているが，図１左に示すように1.2m×1.2mの可

動式床29枚により，測定環境に応じてボタン一つで，電

波無響室の長辺方向に13箇所，最大15.6mの範囲で移動

することができる。

　図７に計測器収納機構を示す。大規模なモデル実験等

に必要な多くの計測器を収納する必要がある場合には，

広さ2.2m×2.2mの床面の電波吸収体をその横の電波吸

収体の下部へ収納することができる。

　図８に２次元走査機構を示す。図中にて水平に設置さ

れているアンテナ支持棒は電波無響室の長辺方向と上下

方向に２次元で移動できる。これにより，支持棒の先端

にアンテナを設置することで，空間的な電磁界分布を測

定することができる。即ち，スケールモデル実験におい

図５　計測室ラック

図６　３軸アンテナ回転台

図４　空中線特性試験装置の系統図

図７　計測器収納機構

図８　２次元走査機構
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て，航空機の着陸時における空港周辺の地物によるマル

チパスを含めた最終進入経路上の電波環境をプログラム

制御により自動で測定することができる。

３．10GHzにおける諸特性の測定

　電波無響室壁面の透過特性，反射特性等について

10GHzで測定した（5,6）。測定には一組の標準ゲインホー

ンアンテナ（利得22.3dB）および図４に示す装置を使用

した。図９は，測定に用いた10GHzホーンアンテナと

後述する94GHzミリ波レーダである。

3.1　壁面構造の電波透過特性

　10GHzホーンアンテナを図10⒜のように床面から

1.57mの高さで2.4m離して対向設置した。それらの間

に図10⒝のように壁面の電波吸収体と同様の構造である

電波波吸収体衝立を設置し，その電波透過特性を測定し

た。衝立は高さ２m×幅１m×厚さ0.6mであり，壁面

構造と同様に1.5cm厚のベニヤ板上に電波吸収体を貼り

付けている。比較のために図10⒞のように2.4m×0.6m

×0.4mの他社製発泡ポリプロピレン電波吸収体につい

ても測定した。電波吸収体は，その端と受信アンテナと

の距離が同じくなるよう設置して実験した。

　図11に電波吸収体衝立と比較用電波吸収体の測定結果

を示す。縦軸の振幅は電波吸収体がない場合のレベルで

正規化した。実験結果から，電波吸収体衝立の電波透過

量は約－70dBである。一方，比較用電波吸収体での電

波透過量は約－50dBで，前者の吸収体のそれより20dB

程度大きくなった。また，測定中に電波吸収体衝立を±

20度ほど水平に回転させ角度を変化させているが，受信

レベルの変化は少なく，入射される電波は電波吸収体衝 立をほとんど透過していないと言える。これらの結果か

ら入射波は電波吸収体で吸収，あるいは反射されている

ことがわかる。

3.2　壁面構造の反射特性

　実際の壁面の反射特性を電波無響室の短辺方向と長辺

方向に分けて測定した。

3.2.1　短辺方向での壁面反射測定

　壁面での反射特性の測定にはレーダ断面積の測定法を

応用した。レーダ断面積は，任意の反射体に入射する電

力とその反射体から送信点の方向へ反射していく電力と

の比と定義されており，任意の物体の電波反射特性を表

現する指標として広く用いられている（7）。図９　レーダとホーンアンテナ

図10　電波透過特性測定の概要

図11　電波吸収体衝立の電波透過特性
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　この測定法によるアンテナ，反射板等の配置を図12に

示す。

　壁面から約５mの位置に10GHzの送信用および受信

用ホーンアンテナを設置し，壁面の電波吸収体突起間に

直径７インチ（約18cm）の円形アルミニウム板を標準

反射板として設置した。波源が遠方にあるとみなせると

き，この反射板の10GHzでのレーダ断面積は8.6m2であ

る（レーダ断面積の算出法，その精度等は付録参照）。

図12の配置では，反射板のレーダ断面積は背後の吸収体

のそれより桁違いに大きく，かつアンテナ，反射板間の

距離が比較的短いため，床面や他の壁面等での不要反射

の影響が小さくなる。したがって，壁面上に既知のレー

ダ断面積を持つ上記反射板を設置したときと除去したと

きとの受信レベルの比較により限られた範囲の電波吸収

体の吸収性能を評価することができる。

　以上の手順により，送受信アンテナを動かし，壁面入

射角度を５度，10度，15度と変化させて壁面からの反射

を測定した。送信アンテナと受信アンテナの間に電波吸

収体衝立を設置したため，送受信アンテナ間での直接的

な電波の入射はほとんどないと考える。図12に示すよう

に送信アンテナ前面に入射波を遮る様に電波吸収体衝立

を設置し，それを動かすことで送信 off時を模擬した。

図13は，反射板のある場合と，壁面のみの場合とで反射

波測定を行った結果である。

　縦軸の振幅は標準反射板の最大レーダ断面積の理論値

および理想状態における各角度でのレーダ断面積を用い

て正規化した。実験結果より，壁面入射角度が５度と10

度においては約50dB，15度においては約45dBの電波減

衰量となった。また，送信 off時のレベルと比べて，す

べての角度における測定で10から15dB程度高い信号が

受信されており，これが反射板背後の電波吸収体による

反射の大きさである。しかし，その電波反射レベルは

－45dB以下と非常に小さく，入射した電波は吸収体に

よってほとんど吸収されているといえる。

3.2.2　長辺方向での壁面反射測定

　次に電波無響室の長辺方向で比較的長距離の測定を行

い，反射物の有無による反射波レベルの比較を行い，壁

面からの反射波の推定を行った。図14に示すように，外

部からの搬入口となっている2.5m×2.5mの自動開閉ド

アのある壁面から約26mの位置に送受信用10GHzホー

ンアンテナを約2.7m離間して設置した。図12の場合と

同様に，送信アンテナと受信アンテナの間には電波吸収

体衝立を設置し，図14に示すように送信アンテナ前面に

電波吸収体衝立を設置し，それをスイッチとして用いた。

自動開閉ドアの前面に電波吸収体衝立を設置し，さらに

その前に反射体を設置した。平面反射板は位置決めや角

度調整が困難であるため，反射体には位置決めが容易な

三面コーナリフレクタを用いた。アンテナからコーナリ

フレクタ間の距離は約25m，アンテナから見たこのリフ

レクタへの入射角は約３度である。なお，このコーナリ

フレクタは，開口部３角形の一辺が28.3cmであり，

10GHzにおけるレーダ断面積の理論値は7.45m2である。

図12　電波無響室短辺方向の電波反射測定の概要

図13　10GHzにおける７インチ標準反射板と電波無響室短

辺方向壁面の電波反射特性 図14　電波無響室長辺方向の電波反射測定の概要
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　このリフレクタがある場合と無い場合の壁面での反射

について，リフレクタ無し－送信オフ－リフレクタ設置

－送信オン－測定－送信オフ－リフレクタ除去－送信オ

ン－測定の順で３回測定を行った。図15に測定結果を示

す。

　図15より，上記３回の測定において測定開始後と測定

終了時の壁面のみの場合の反射レベルはすべて一致して

おり，再現性が見られた。そのときのレベルと送信 off

時のレベルとの差は約30dBである。しかし，図15中央

に示されているコーナリフレクタを設置した場合の反射

レベルは，３回の測定において再現性は見られない。そ

の時の反射レベルと送信 off時のレベルとの差は約25dB

から35dBの範囲となった。

　コーナリフレクタを設置したときの反射レベルのばら

つきは図12および図13に示した測定に比べ，アンテナと

被試験壁面間の距離が長く，かつ使用したホーンアンテ

ナの指向性が比較的広い（半値幅±７度）ことから，長

辺方向の壁面や床面での反射が相対的に大きくなり，測

定毎のコーナリフレクタや電波吸収体衝立の位置，角度

等のわずかな違いによる反射波経路の変化から引き起こ

されたと考えられる。したがって，図14の配置では被測

定壁面の反射特性，壁面の具体的な反射点や反射波経路

等を特定することは困難である。

3.3　電波吸収体のレーダ断面積の角度特性

　前節にて電波が無響室壁面にほぼ垂直に入射するとき

の反射特性を求めた。しかし，アンテナ，被測定物の配

置によっては壁面への電波入射角が垂直とならない場合

も多い。したがって，吸収体への電波入射角と反射性能

との関係を明らかにする必要がある。電波無響室では，

被測定物をアンテナ回転台上に設置し，測定用送信，受

信アンテナを被測定物から遠方に設置すれば，レーダ断

面積の角度特性が容易に測定できる。また，空中線特性

試験装置中のマイクロ波受信機の電力測定精度が向上し

たことから，電波吸収体等の非常に小さなレーダ断面積

を持つものも測定可能となった。そこで，無響室内で用

いられている電波吸収体について，10GHzでレーダ断

面積の角度特性を測定した。図16は測定に用いた電波吸

収体で，

　① 　４つの突起を有する40cm×40cm×60cmの電波

吸収体

　② 　10cm×10cm×22cmの四角錐突起16個を有する

40cm×40cm×30cmの電波吸収体

　③ 　高さ３cm間隔3.3cmの波状突起を一面に有する

Xバンド用60cm×60cm×５cmの薄型電波吸収体

図15　コーナリフレクタと電波無響室長辺方向壁面の電波反

射特性

図16　様々な電波吸収体

図17　電波吸収体のレーダ断面積
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である。参照用として④直径４インチ（約10cm）のア

ルミニウム円板を電波吸収体のレーダ断面積を比較する

ために用いた。また，薄型電波吸収体は強度補強のため，

60cm×60cm×５cmの発泡スチロール板を裏打ちして

測定した。

　図17は，測定時のアンテナと被測定物配置および測定

結果である。各測定値は４インチのアルミニウム円板の

10GHzにおけるレーダ断面積の理論値 0.92m2＝－

0.37dBsm（dB square meter）を基準とした相対表示で

ある。

　測定結果から，①，②，③のすべてにおいて，入射角

０度付近でレーダ断面積が小さくなり（電波反射が小さ

い），入射角が大きくなるにつれてレーダ断面積が大き

くなる（電波反射が大きい）傾向となった。図17緑線①

の60cm電波吸収体では，入射角が±75度付近で約

0dBsmと断面積が大きくなるのは，電波が吸収体の４

角錐突起に直角に当たることによる突起からの反射と考

えられる。図17赤線②の30cm電波吸収体では，入射角

±70度付近では①の吸収体と同様の原理で断面積が大き

くなっている。図17黒線③の吸収体は，入射角が大きく

なるときの断面積増加の傾向は①，②の吸収体とは異

なっており，表面突起の形状の違いが原因と考えられる。

　なお以上の測定は，レーダ断面積がきわめて小さい物

体を対象としているため，被測定物以外からの不要反射

が相対的に大きくなり，アンテナ，被測定物等にわずか

な配置ずれがあると測定結果に大きな違いが生じた。繰

り返し測定の結果から，図17に示す電波吸収体のレーダ

断面積には，入射角0度付近において約±５dBsm程度

の誤差が含まれている恐れがある。

　しかしながら，図17から，電波無響室で採用している

電波吸収体のレーダ断面積は，入射角が±50度程度以下

では十分小さく，かつ入射角による変化も小さいことが

明らかとなった。一方，入射角が±70度程度を超えると

いずれの吸収体でもレーダ断面積が大きくなる傾向があ

るため，４インチ円板のレーダ断面積測定等の非常に微

小な物体の電波測定を行う際には，壁面への入射角が70

度を超える箇所にある電波吸収体からの電波反射を考慮

する必要がある。

　また，比較的大きな信号を取り扱う際には問題にはな

らないが，小さな反射体のレーダ断面積を測定する際に

は，回転台等を覆うために用いる電波吸収体からの反射

を考慮する必要がある。図18に電波吸収体からの反射を

低減するために追加の電波吸収体を設置した例を示す。

また，図19は，追加の電波吸収体の効果を示す例である。

この測定は，図20に示すように反射板を仰角方向に微小

に回転させて測定した。

　本測定のように，直接反射波の信号レベルが非常に低

い場合には，本来反射が最大となるべき０度方向よりも，

直接の反射波と電波吸収体衝立からの反射によるマルチ

パス成分との合成が最大となる角度でピーク値となる傾

向がみられた。図18のように追加の電波吸収体を設置す

図18　４インチ 標準反射板測定における Xバンド用電波吸

収体の設置例

図19　４インチ標準反射板の反射特性

図20　仰角特性試験概要



8 電子研報告 No.112 2004 9ENRI Papers No.112 2004

ることにより，電波吸収体からの反射を低減することが

可能となり，対象とする信号が最も強くなる０度方向に

ピーク値が測定される。

　測定において，電波吸収体台座上に反射板を設置して

いるため，仰角回転軸と反射板との距離は約１mとな

る。よって，図19の両グラフにて約0.8度で繰り返され

る振動がみられる。これらは仰角を変えることにより反

射板とアンテナ間の距離が変動し，その変動量が１波長

（３cm）に相当する場合に，それに応じて振動してい

ることがわかる。しかしながら，振動そのものを引き起

こす原因を特定するには至らなかった。

４． 94GHz ミリ波レーダを用いた電波無響室壁面の反

射特性測定

4.1　長辺方向での反射測定

　ミリ波帯の反射特性測定には当研究所が開発した94 

GHzミリ波レーダを用いた（8）（9）。FMCW（周波数変調

連続波）方式を採用した94GHzレーダでは，反射物か

らの距離に応じて，送信波と受信波をミキサで掛け合わ

せてできるビート周波数が直線的に変化し，その周波数

から反射物までの距離が測定できる。当レーダアンテナ

は直径30cmの送受信用カセグレンアンテナ２式であ

り，その利得は42.8dB，ビーム幅は±0.5度程度である。

このため，局所的な壁面反射場所の特定も容易である。

　図14の配置で，10GHzホーンアンテナの代わりに

94GHzFMCWレーダを設置し，前記のコーナリフレク

タによる電波反射を測定した。なお，レーダとコーナリ

フレクタ間の距離は24.55m， 94GHzにおけるコーナリ

フレクタのレーダ断面積の理論値は658m2である。

　図21は自動開閉ドア前面に追加の電波吸収体衝立を設

置した場合，図22はその衝立を除いて測定した場合の測

定結果である。両図ともに，上のグラフが瞬時のスペク

トラムであり，下のグラフがそのスペクトル値の経時変

化をカラーマップ化したスペクトログラムである。スペ

クトログラムの縦軸は時間，横軸は周波数であり，瞬時

の周波数成分のレベルを擬似カラー表示することで，

時々刻々と変化する周波数成分を記録することができ

る。図21，図22における黄色の筋が反射物の存在を意味

している。コーナリフレクタまでの距離は24.55mであ

り，それに相当するビート周波数は図21より472.5kHz

である。また，図22では，540kHz付近にも信号が見られ，

コーナリフレクタの位置より遠いところの反射物の存在

が確認できる。

　このように上記のレーダを用いることで，信号強度と

図21　94GHzFM-CWレーダによるコーナリフレクタの反射

特性（上 スペクトラム，下 スペクトログラム）

図22　ドア前面の電波吸収体衝立を除いた場合の測定結果

（上 スペクトラム，下 スペクトログラム）
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周波数から換算される距離によって，自動開閉ドア周辺

からの反射を特定できた。

4.2　壁面反射箇所の特定

　今回用いた94GHzミリ波レーダで20～30ｍ離れた目

標を観測するとき，レーダアンテナの半値幅が±0.5度

程度であることから，強い電波照射領域の半径は約20～

30cmとなる。したがって，このレーダを用いると電波

反射の強い場所の特定とその部分での電波反射量を調べ

ることが容易になる。図23は，ミリ波レーダを用いた電

波無響室内各部の測定箇所とレーダの設置位置である。

図23に示す各測定点について，4.1と同様，94GHzレー

ダを用いてビート出力を測定した。そのスペクトルの中

から最大値を示す周波数を用いて距離を換算した。

　最初に，レーダを用いた距離推定のための係数を求め

るためにコーナリフレクタを用いて３箇所，距離を変え

ながらレーダによるビート周波数を測定した。それと同

時にその横に設置したレーザ測距装置（RIEGL 

LD90-3800）を用いた距離測定を行った。それらの３箇

所の測定値を参照値とし，反射物までの距離 x［m］と

ビート周波数 fb［kHz］との関係を一次近似すると式１

で表せる。

　x＝0.0519 fb－0.0109 ⑴　

　図24にビート周波数と反射物までの距離の関係を示

す。図中の黒丸は式１の推定に用いた参照値であり，実

線は式１の直線である。また，図24の白丸は図23の各測

定点において得られたビート出力のピーク周波数（図21

参照）をこの一次近似曲線上にプロットしたもので，こ

れにより各測定点までの距離が得られる。

　表２は図23中の各測定点についてそれぞれのスペクト

ラムのピーク値から受信電力振幅の絶対値，ビート周波

数，および式１を用いて換算される距離の一覧である。

　測定点１，２および６の部分で強い電波反射が観測さ

れた。これらのうち，１および２は大型自動ドアの縁部

分にあたる。大型自動ドアは全面に電波吸収体を敷き詰

め，図１に示すように電波無響室内の壁面から約２m

奥に設置されている。しかし，図25に示すようにドア開

閉時におけるドア表面に張られた電波吸収体の物理的干

渉と電波吸収体同士の摩擦の軽減のためドアの縁に約３ 

cmの金属露出部がある。そのために強い反射波が受信

されている。測定点１から３の結果は，ドア周囲におい

て相当の反射が生じていることを示している。これらの

反射は前述の金属の露出部により生じているため，それ

らを全体的に覆うように電波吸収体を設置することによ

り，反射波を低減することができた。

　次に測定点４の結果から，内壁の隅からの反射波が測

定された。これらは図26に示すような，隅の空間を埋め

るために設置された50cm×52.5cm×652cmの直方体電

波吸収体と側面の電波吸収体突起からの反射の合成によ図23　電波無響室壁面の測定点

図24　ビート周波数と反射物までの距離

表２　各場所における反射電力
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る影響である。

　サイズは異なるが，同様の処置を天井にも施している

ことから，測定点４と同様の現象が確認されている。立

方体に近い形状の電波無響室においては，隅にブロック

上の吸収体を設置しても，それらの反射面が直接観測点

に直交するほどの角度は生じない。しかし，当電波無響

室のように一方向に長い構造を有するものにおいては，

その隅におかれたブロック状吸収体の面が観測点と直交

に近い角度となることから上記のような反射が発生する

と考えられる。

　また測定点５，６の結果から側壁面からの反射も確認

した。これら反射点は一定箇所で検出され，観測点を前

後に移動させる場合，それに応じて反射点も前後に移動

することが確認された。この強い反射が生じる場合の

レーダアンテナと電波吸収体の配置状況を図27に示す。

　この電波反射は電波吸収体先端の四角錐突起斜面と入

射波とのなす角が90度に近い位置で生じていることが分

かった。電波無響室では，一般に電波吸収体での電波吸

収に加えピラミッド状突起による電波散乱効果も利用し

て所定の性能を得ている。しかし，ミリ波帯ではここで

使用したレーダのように電波照射範囲が著しく狭くなる

場合が多く，この散乱効果が小さくなる。すなわち，こ

の側壁面からの強い電波反射は電波吸収体突起の形状に

起因していることになる。この反射波の影響を避けるよ

うに測定機器を配置することにより，それらの影響の低

減が可能であることが確認された。

　なお，レーダを水平方向に回転させて測定した場合に

おいて，側壁面の反射は若干観測されるが上記以外の点

におけるレベルはノイズレベルと同様の－50dBm以下

であったことから，それ以外の点での反射はほとんどな

いといえる。

　以上より，当電波無響室内において，自動ドア周辺の

金属露出部の影響，および壁面の電波吸収体の影響を特

定することができ，該当する電波経路上に追加の電波吸

収体衝立を用いること，測定機器の配置を変えることに

よりそれらの影響を低減し，必要な吸収性能を得ること

ができることが確認された。

５．今後の活用に資する電波無響室の測定事例

　電波無響室を利用した研究における測定事例を紹介す

る。

5.1　ミリ波アンテナ放射特性測定

　ミリ波帯におけるアンテナの放射特性の測定例を図28

に示す。ここで示されたビバルディアンテナは，当研究

所と共同研究を行っている仏国ニース大学が障害物探知

ミリ波レーダ用として開発したものである。この図によ

りアンテナ放射特性，94GHzホーンアンテナとの比較

によるアンテナ利得等が明らかとなった（10）。

図25　ドア付近の金属露出部

図26　電波無響室内壁角の処理

図27　強い壁面反射が生じるときの配置状況
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5.2　電子機器の電磁放射測定

　電波無響室のシールド特性を利用して，市販の電子機

器の電磁放射測定を行った結果を図29に示す。

　図29は2.4GHzの無線 LANシステムの無線周波放射

妨害を示すグラフである。このグラフは，無線 LAN機

器の前後，左右，上下からの放射レベルをそれぞれ測定

し，最大値を選んで表示したものである。グラフには航

空機搭載航法計器について米国航空無線技術協会

（RTCA）が定める電磁放射の許容値も同時に示してあ

る（11）。２MHzから50MHzの低い周波数領域，および無

線 LANで使用している2.4GHzにおいて，許容値を超

える電磁放射が検出された（12）。

5.3　今後の活用計画

　電波無響室は上記以外にも当研究所の多くの研究で活

用されている。今後は，種々の共同研究，受託研究等で

も，ミリ波帯における電波天文用アンテナの測定，航空

機の着陸を模擬したスケールモデル実験，レーダ断面積

の測定等の実験が計画されている。

６．まとめ

　平成14年３月に竣工した電波無響室の基本性能，計測

装置および新たな特徴等を紹介した。

　電波無響室の壁面反射特性について，10GHzと

94GHzでの測定をもとに検討した。

　まず，10GHzの壁面反射測定によって壁面用電波吸

収体の電波吸収特性は非常に良好であることを示した。

しかしながら，10GHzのレーダ断面積測定によって，

電波無響室長辺方向で測定した場合において壁面からの

反射波の存在が確認されたが，それらの反射源を特定す

るには至らなかった。

　レーダ断面積が小さい物体の測定等では，相対的に無

響室壁面等からの反射が大きくなるため，壁面への電波

入射角を注意する必要があることを示した。しかし，追

加の電波吸収体衝立等を適切な位置に配置することで，

より良い測定環境が実現できることが分かった。

　次に，94GHz FMCWレーダを用いた測定では，自動

開閉ドアの電波吸収体の物理的な干渉と電波吸収体同士

の摩擦を避けるために設けられたドア縁部のわずかな隙

間から電波の反射があることが観測された。また，電波

無響室壁面に設置された電波吸収体の表面からの反射も

観測され，電波無響室内の反射波生成箇所を詳細に特定

することが可能となった。　

　さらには，電波無響室を活用した測定事例として，94 

GHzビバルディアンテナの放射特性と 2.4GHz無線

LANシステムからの電磁放射特性を紹介した。

　今後の課題として，頻繁に使用される1GHzから

10GHzの低い周波数における局所的な電波反射を測定

できるような手法を検討したい。

　最後に，このような大規模な６面電波無響室は国内に

少ない貴重な研究資源である。当研究所では所内の研究，

共同研究による利用，また受託研究による所外の利用も

進めている。さらには，当電波無響室の外部への時間貸

し出しを検討している。関係各位の利用を期待している。

その意味で，本報告で得られた知見が活用されることを

望む。

　基本的な電波無響室の使用手順を付録として添付した

のでご活用いただきたい。
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参考　レーダ断面積と遠方界条件

　無限遠の波源から面積 Aの導体円板に入射角０ で゚入

射する（垂直入射）波長 λの電波によるこの円板のレー

ダ断面積 σは，次式で与えられる。

　  （a1）

　一般に電波無響室内の測定では，波源を無限遠と見な

せるほど遠方に置くことは困難である。しかし，次式が

満足できる配置で測定したとき，その結果は式（a1）の

理論値に対し２%以内の誤差となる（7）。

　  （a2）

ここで，dは被測定物の大きさ，rは波源と被測定物間

の距離である。

　第３章3.2.1の場合，d＝0.18m，λ＝0.03m，r＝５m

であるため，条件を満足する。
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（付録　１）

無響室の基本的な使い方

Ⅰ．電波無響室の開け方

　１．守衛所にて鍵を借りてくる。（帳簿に記入する）

　２ ．無響室玄関ドアの右側にある警備用ボックスを開

けて，警備を解除する。

　　方法

　　２－１ ．付随しているバーコード付のプラスチック

キーのバーコードを左側になるようにもつ。

　　２－２．キーを差し込む。

　　２－３．キーを一定速度で抜く。

　　２－４ ．「警備を解除しました」という音声が聞こ

えた。→次へ

　　　　　　 「ピー」という警告音が聞こえた→２－１．

からやり直し。

　　２－５ ．付属の金属キー，もしくはカードキーにて

開錠して中に入る。

　　　２－５－１．カードキーの使い方

　　　　　　　　 警備ボックス上にあるスロットに差し

込んで抜くと開錠する。

　　２－６．このままではドアが自動的にロックされる。

　　　　　　 玄関入って右側の第４実験室洗面台横の壁

にあるボタン「連続開錠」を押すと OK。

　　２－７．鍵は名前札横のフックにかける。

　３．電源盤を ONにする。

　　３－１．第４実験室電源盤

　　　　　　 青いテープで「常に OFF」と書かれたス

イッチ以外のすべてを ONにする。

　　３－２．玄関左手廊下の電源盤

　　　　　　主電源を ONにする。

　 （これを入れないとルータ電源が入らないためネット

ワークが使えない。）

　４．可動式床を使う場合

　　４－１ ．玄関正面メインテナンス通路右手奥のコン

プレッサーの「運転」ボタンを押す。

　　４－２．５分ほど待つと使える。

　　４－３．待ちたくない時

　　　　　　 電源を入れる際に“運転切り替え”ボタン

にて「ドライヤ先行運転」から「ドライヤ

同時運転」へ切り替えるとすぐに使える。

　５．東側大扉あたりに空気漏れの音が聞こえる場合

　　５－１ ．工作室横のコンプレッサー横のコックを一

時閉める。

　　５－２ ．コンプレッサーの圧力が0.5MPa程度に高

くなったところでコックを開く。

Ⅱ．電波無響室の閉め方

　１．電源を落とす。

　　１－１．第４実験室電源盤

　　　　　 常に ONと書かれたもの，赤いキャップの

あるもの以外すべてを OFFにする。

　　１－２．玄関左手電源盤

　　　　　主電源を OFFにする。

　２．連続開錠を押し，OFFにする。

　３．第４実験室の電気を消す。

　４ ．玄関内側の警備パネルの“ループ "ボタンを押し，

「正常です」と聞こえたら OK。

　 （“・”が表示され画面が動かない場合はもう一度“ルー

プ "ボタンを押す。）

　５ ．鍵を手で開けて出ると，勝手に閉まる（鍵を忘れ

ないように）。

　６ ．玄関外の警備ボックスを開けて警備を始める。

　　方法

　　６－１ ．付随しているバーコード付のプラスチック

キーのバーコードを左側になるようにもつ。

　　６－２．キーを差し込む。

　　６－３．キーを一定速度で抜く。

　　６－４ ．「警備を開始しました」という音声が聞こ

えた。　→　OK

　　　　　「ピー」という警告音が聞こえた。

　　　　　　→　６－１．からやり直し

　７．守衛所に鍵を返す。（帳簿に記入する）

Ⅲ．基本的なアンテナパターン測定の方法

　測定機器の準備

　１ ．計測用装置を接続する。（付録３の接続図参照のこと）

　２．無響室内にある設備に電源を入れる。

　　２－１ ．Agilent 83621 ローカルオスシレータ（回

転台の下，右下）

　　２－２ ．Agilent 85309 LO/IF分配器（回転台の下，

右上）

　　２－３ ．場合によってMI-4192回転台制御器電力増

幅器（回転台の下，左奥）

　　２－４．Agilent 83630Bシグナルジェネレータ

　　２－５．GPIB変換器

　３．計測室内にある機器に電源を入れる。

　　３－１ ．Agilent　8530Aネットワークアナライザ，

マイクロ波受信器（計測台右上，下）
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　　３－２．MI-4192　回転台制御器（計測台左下）

　　３－３．測定用 PC（計測台横）

　 　無響室内設備のすべてに電源が入っていないとネッ

トワークアナライザがエラーを表示する。

　４ ．測定用 PCにユーザ名“ENRI”，パスワード無し

でログインし，測定用プログラム TY21AMを用い

て制御する。

　 　このアプリケーションの基本的な使い方は付録2を

参照すること。

Ⅳ．データ処理アプリケーション TY21AOの使い方

　１．ソフトウェアの起動。

　２ ．ファイル（F）ー開く（O）にてディレクトリ，およ

び該当のファイルを選択するとグラフが表示される。

　いろいろな機能

　１．ノーマライズ

　１－１ 　ツール（Ｔ）－オプション（p）－オフセッ

ト（O）を選択する。

　１－２ 　角度，振幅に対しての操作を選択後 OKボタ

ンを押す。

Ⅴ．回転台制御器の操作方法

　１ ．計測室モニター左側下段の機器の電源を入れて起

動。

　 （これだけで OK。たまに計測室内の電源が切れてい

るときがあるので注意。）

　２ ．矢印キーにて動かす軸を選択する。（初期値は

Lower Azimuth）

　３．単に動かす場合

　　　モードの初期値は Velocityになっている。

　　３－１ 　正転　ジョグダイアルを反時計回りにまわ

す。

　　３－２ 　逆転　ジョグダイアルを時計回りにまわす。

　　３－３ 　停止　ジョグダイアルを調整し右上に表示

される速度を0.00にする。

　その他10キーにて数値入力して

　４．任意のポジションに動かす場合

　　４－１ 　画面右のモードキーを押し positionを選択。

　　４－２　10キーで数値入力し，Enterキーを押す。

　　４－３ 　正しく入力されたのを確認しGoキーを押す。

Ⅵ．床の動かし方

　１．コンプレッサーの運転を開始する。

　　Ⅰ .無響室の開け方４．を参照。

　２ ．無響室西側の隙間，および回転台後ろの隙間に詰

めてある電波吸収体をすべてはずす。

　　 　はずさなくても動くはずだが，たまに周囲のどこ

かで引っかかるため。

　３ ．可動床15枚の残りスペースにあるアクリル板２枚

をはずす。

　 　これが可動式床のスイッチになっている。２箇所に

取り付けられたセンサに注意すること。

　４．スイッチをみる。

　　４．１ 　床の操作ボタン FORWARDと BACKとも

に緑に光っている場合→５へ

　　４．２　BACKのみ光っている場合　→６．へ

　　４．３　FORWARDのみ光っている場合　→６．へ

　　４．４　全く光っていない場合。　→６．へ

　５ ．緑のボタンを押して，回転台を前（FORWARD），

もしくは後（BACK）に移動させる。

　６ ．ボタンが光らない場合は，残りスペースにどちら

かの可動式床がずれて入り込んでいる。

　 　そのあたりを動かしてきちんとスペースを確保する

ことで光る。

Ⅶ ．トラブルの際には（既知のトラブルシューティング）

　　ネットワークアナライザに ERRORが出ている。

　 ―ネットワークアナライザの電源を一度 offして再度

順番どおり入れなおす。

　 　（起動時にすべての機器に電源が入ってないとうま

く起動しない。：機器の仕様です。）

　それでもだめな場合

　　次の事項を確認する。

　　　１．計測室内のすべての電源

　　　２．測定機器の結線

　　　確認後電源を入れなおす。

　 　回転台が暴走して測定が中断，まったく動作せず測

定が中断した場合

　―回転台の軸の設定が間違っている。

　１．回転台制御器にて異常のある軸を選択する。

　２．画面右側上から４番目の "Configure Axis"を押す。

　３．画面下左から２番目“Next Panel”を押す。

　４ ．画面上側に“BCD Output Configuration”が表

示されている画面にて

　　４－１ 　画面左上から 1番目の“Enabled”が

“Enabled”（アンダーバー）になるように
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ボタンをおす。

　５ ．"Next　Panel” と“Exit”を押して最初の画面に

戻る。

　回転台に FWDLMTもしくは REVLMTが出た場合。

　―測定条件の回転方向を変更する。

　　IV ．回転台制御器の操作方法を参照の上，リミッ

トが出なくなるまで逆方向に回転させる。

　同じ条件でデータが1dB程度変化する。

―結線がゆるんでいます。

（付録　２）

計測アプリ TY2100AMの使い方

アプリケーションの起動

デスクトップのアイコンをクリックすると起動する。

測定機器の設定

１．［条件（C）］の［機器構成（Z）］を押す。

２．ダイアログの中の［レシーバ］タブを押す。

３．HP8530Aが表示されていることを確認し［詳細］

ボタンを押す。

４．中身をチェックする。

　ソース２マルチプライヤ設定の分母を

マイクロ波測定の場合　１

18GHz～26GHz測定の場合　３

ミリ波測定の場合　　　18

　　と設定する。

５．［設定転送（T）］ボタンを押す。

６．［OK］ボタンを押し，ウインドウを閉じる。

データ保存領域の設定

１．［ファイル］-［初期ディレクトリ］を押す。

付図１　アプリケーション画面の一例

付図２　機器構成ウインドウ（ポジショナ）

付図３　機器構成ウインドウ（レシーバ）

付図４　詳細設定ウインドウ
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２．データファイルを保存するディレクトリを指定する。

“c:\Documents and Settings\ENRI\デ ス ク トップ

\data\***”）

　と指定する。

自動測定の方法

１．［条件（C）］―［自動測定条件（A）］を押し，ダイ

アログを開く。

２．ダイアログの中の［スキャン軸設定］タブを押す。

対象軸　Upper Azimuth

開始角度　－180

終了角度　180

角度間隔　1

スキャン方向　forward　

もしくは　reverse

（回転台の方向を確認後適切に設定すること）

速度数値　1

（速度数値が８を超えるとエラーになる。）

リトレース　on　

もしくは　off

（往復測定をするか，しないか）

３．ダイアログの中の［レシーバ設定］タブを押す

　周波数リストの行を選び，数値入力する。周数単位は

右上の選択肢の中から選ぶ。

　送信電力を変更する場合は詳細ボタンを押し，開くダ

イアログに数値入力する。

４．ダイアログの中の［データ設定］タブを押す。

　どの情報を描画するのかを選択する。（通常振幅のみ

でよい。）

　ここで必ずデータ保存用ディレクトリを設定する。

　データはここで指定したディレクトリ内に“振幅

付図８　自動測定条件ウインドウ（データ設定）

付図７　自動測定条件ウインドウ（レシーバ）

付図５　ディレクトリ設定ウインドウ

付図６　自動測定条件ウインドウ（スキャン軸）
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000.saa”，“位相000sap“等として作られる。

　それぞれの数字は先に指定した周波数リストの上から

順に000～とつけられ，事前指定はできない。

５．測定（M）の自動計測開始（A）を押せば測定開始。

（付録３）

空中線特性試験装置について

　付図９に測定系統のブロック図を示す。

付図９　測定系統図

　必要最小限の機器を用いた測定機器結線方法について付録3-1から3-3に測定周波数毎に記したので

ご活用いただきたい。
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（付録3-1）計測システム結線図（Lバンド周辺：0.5-3GHz）

（付録3-2）計測システム結線図（マイクロ波帯：2-26.5GHz）
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（付録3-3）計測システム結線図（ミリ波帯：75-110GHz）




