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Abstract

　At Tokyo International airport, the necessity for a second ASDE site arises for surveillance of the new runway.  

However, interference became a problem, when the second ASDE was installed as  dual site configuration.  

　Then, the experimental ASDE was installed at Sendai airport and then an interference experiment was carried 

out between it and the former one at ENRI.  The interference experiment by two interfacial wave suppression 

methods （transmission timing method and stagger /defruiter function ） was carried out.  

　As a result, the interfacial wave was dramatically suppressed by the transmission timing method for delaying 

the transmission trigger from the trigger of another station in the half-cycle.  In addition, the stagger/ defruiter 

function suppressed the interfacial wave from the radar coverage outside where the suppression was impossible 

in the transmission timing method.  By the using interference rejection method of these two jointly, it was possible 

to suppress all interfacial waves. 
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１．はじめに

　東京国際空港のような大規模空港には，夜間や霧など気

象条件の悪い場合に，地上を監視するための空港面探知

レーダ（1）（ASDE:Airport Surface Detection Equipment）

が設置されている。ところが，東京国際空港の再拡張事

業により新設される予定の滑走路は，図１に示すように，

現在運用中の ASDEの覆域外に整備されるため，その

滑走路をカバーする第二 ASDEの新設を検討する必要

が生じた。

　複数のレーダを近接した状況で運用するためには，そ

れぞれのレーダの送信周波数を変えて，電波干渉が生じ

ないようにする手法が一般的な解決方法であり，航空管

制用レーダでは，東京国際空港などの大規模空港で実用

化されている空港監視レーダ（2）（ASR）がその例である。

　しかし同じ空港で運用される第二 ASDEのための新

たな電波取得は，昨今の逼迫した電波事情を考えると困

難であると考えられるため，同一周波数で二つの ASDE

の運用を可能とする干渉抑圧技術の開発を行うことに

なった。そのため，ASDEの干渉対策として二つの干渉

抑圧方法を考案した。その一つは，両者の送受信タイミ

ングをずらして干渉波を抑圧する送受信タイミング処理

で，他の方法は一次レーダのMTIブラインド速度対策

に用いられているスタガトリガ機能（3）と，二次レーダの

干渉対策に用いられているデフルータ機能（2）を組み合わ

せる方法である。

　しかし複雑なフィールド環境で発生する電波伝搬に関

する事象については机上検討では限界があるため，実際

に実験用レーダを設置し，実環境に近い状態で評価・検

証する必要が生じた。そこで，仙台空港内に実験用

ASDEを設置し，電子航法研究所の ASDEとの間の干

渉実験（4,5,6）を実施したので，その概要と抑圧効果につい

て報告する。

２．ASDEの概要

　ASDEは空港面を監視するのが目的であるので，その

最大探知距離は３kmと非常に短いが，空港内の航空機

と車両の位置確認に用いるため，他の航空管制用レーダ

と比べて距離および方位方向の分解能が非常に高い。

ASDEは表１の定格表のように，分解能を高めるため幅

20nsのパルスを，水平面ビーム幅0.3度のアンテナから，

周波数24.5 GHzで毎秒14,000回送信している。アンテ

ナが毎秒１回転するため，14,000個のパルスで360度を

監視することになる。目標からの反射信号を表示装置に

表示したとき，0.5NM離れた位置において，方位方向

に10m，距離方向に8m離れた二つの目標をそれぞれ識

別できる分解能を有している。

　図２に，電子航法研究所・岩沼分室に設置した実験用

ASDE鉄塔を示す。高さ約30mの鉄塔上にあるレドーム

内にアンテナは設置されている。図３は，表示装置に表

示された反射信号の実例で，仙台空港に着陸したボーイ

ング B767が誘導路を走行しているときのものである。

これは晴天のときの表示画面で，芝地など反射信号があ

る部分は白く，滑走路，誘導路などの反射信号がない部

分は黒く表示されている。画面中央部分の，黒く表れて

いる誘導路上に，反射信号が強い航空機が白く表示され

ている。

３．干渉実験用施設の概要

　ASDEの干渉実験には二つの ASDEが必要であり，

しかも各種の干渉抑圧機能を付加しなければならないた

め，運用中の機材では実験が不可能である。そこで，実

験用として整備されている電子航法研究所の91型 ASDE

（ENRI-ASDE）を利用し，これが設置されている仙台

空港にもう１台の干渉実験用の ASDEを仮設すること

図１　ASDE 鉄塔とアンテナ
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   項 目          定 格 等

送信周波数 24.25 ～ 24.75 [GHz] 

アンテナ出力 30[kw] ( 尖頭電力 )

パルス幅 20[ns] ± 5[ns]

繰返し周波数 14,000[pps] ± 10%

受信機雑音指数 5[dB] 以下

水平ビーム幅 0.3°

偏波面 円偏波

アンテナ利得 45[dBi]

アンテナ回転数 60[rpm] ± 10%

   項 目          定 格 等

表１　ASDE 定格表
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にした。この仮設実験用 ASDE（CAB-ASDE）は，那覇

空港 ASDEの更新により取り外された89型 ASDEを

オーバーホールして再利用したもので，図４に示すよう

に仙台空港北側の ASR/SSRアンテナ鉄塔の脇に，

ENRI-ASDEに正対するように設置した。ENRI-ASDE

と CAB-ASDEとの直線距離は1,014mである。図５に

CAB-ASDEのアンテナ設置状況を示す。仮設した鉄塔

は高さが約12mで，その上に高さ0.75mのベースリング

を設け，さらに高さ1.9mの ASDEアンテナを設置した。

　図６に CAB-ASDEの， 図７に ENRI-ASDEの PPI画

面を示す。CAB-ASDEは那覇空港に設置されていたと

きのパラメータ設定を保持しているため，STC（3）による

画面中央部の受信感度低下現象とスラントレンジ補正に

よる画像の歪み（滑走路の歪みなど）が生じている。設

定を変更すれば正常に戻るが ,現在では89型 ASDEの部

品調達ができないため，那覇空港の設定値のまま干渉実

験を実施した。

　送受信タイミング処理を用いた干渉抑圧技術方法を実

図２　ENRI-ASDE の概観

航空機

図３　ASDE 表示画面
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図４　ASDE の設置状況

 ASR/SSR ASR/SSR  ASDE ASDE

図５　CAB-ASDE の概観

STC による感度低下

スラントレンジ
補正による歪み

図６　CAB-ASDE の PPI 画面

図７　ENRI-ASDE の PPI 画面
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現するには，二つの ASDEの送信タイミングを同期さ

せる必要がある。しかし ENRI-ASDEと CAB-ASDEと

の間に信号回線を敷設できなかったため，CAB-ASDE 

側で ENRI-ASDEの送信パルス信号を受信し，擬似的に

ENRI-ASDEのトリガ信号とアンテナ角度信号を作成し

た。そしてこの擬似トリガ信号を基に，CAB-ASDEの

受信タイミングを ENRI-ASDEに同期させた。さらに，

送信タイミング周期を各スイープ毎に変動させるスタガ

トリガ機能，スイープ間相関がない干渉波を抑圧させる

デフルータ機能を追加した。図８にこれらトリガ関係の

制御をおこなう信号変換装置の外観を示す。ENRI-

ASDEの信号は，図右側上部に示す小型のホーンアンテ

ナを用いて受信した。

　干渉波の影響を考えるとき，大きく影響するのは受信

機の入出力特性である。図9に測定した両者の入出力特

性を示す。黒丸が ENRI-ASDEを，黒三角が CAB-

ASDEの入出力特性を表している。ENRI-ASDEの場合，

目標検出用に調整しているため反射信号強度が約

-70dBm以上に大きくならないと表示しないように設定

されている。これに対し，CAB-ASDEは那覇空港に設

置されていたため ,目視で空港が明瞭に表示されるよう

に調整されており，－80dBm以下でも表示される。今

後整備される ASDEは目標検出処理（7）が標準となるた

め，ENRI-ASDEと同様な入出力特性に調整するべきで

あるが，今回は干渉波がより強く現れるように那覇空港

の設定を保持した。したがって，ENRI-ASDEでは目標

として検出されないようなレベルが低い信号でも，

CAB-ASDEでは強く表示されることになる。

４．送受信タイミング処理による干渉波抑圧

4.1 タイミング処理の概要

　現在運用している ASDEは71.4μsの繰返し時間で送

信しており，その後半約1/2の時間は ASDEの理論的覆

域である3NM以遠であるため，実際には図10に示すよ

うに，他チャンネルの調整用に受信信号をマスクしてい

る。この受信信号をマスクしている時間内に他の ASDE

局が送信すれば，覆域内にある反射物体からの反射信号，

すなわち干渉波の大部分は，受信マスクをかけている時

間に到達するため干渉波の大半は抑圧される。

　ASDEの認められている送信繰返し周期は14,000pps

±10%（12,600pps～15,400pps）である。したがって，

上記周期から換算する送信繰返し時間の許容される範囲

は，71.4μs±10％（64.9μs～79.4μs）となる。

　ASDEの理論的覆域は R＝３NM（３× 1,852m＝

5,556m）であるため ,光速：C＝３×108 m/s，繰返し

時間：Tとすると

　R ＝ C・T/2

図８　信号変換装置の概観

ホーンアンテナ

図９　受信機の入出力特性
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図10　現在運用中の ASDE の送受信タイミング
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　T＝２R/C＝２×5,556/3×108＝37.04μs 

　となり，２局が干渉波を抑圧するようにタイミング調

整して送信すると，現在許容されている送信繰返し時間

の最大の送信繰返し時間79.4μs以内で対応できること

がわかる。このときの２局の送受信タイミングを図11に

示す。サイト１では送信後37.04μsから受信マスクをか

け，それと同時にサイト2で送信する。サイト２の送信

パルスによる干渉波の大部分は，サイト１の受信マスク

の設定時間内にサイト１に到達するため，これらの干渉

波はサイト１では受信されない。同様に，サイト１から

の干渉波も，サイト２では受信マスクにより抑圧される。

4.2　受信タイミングが非同期のときの干渉波

　二つの ASDE局が近接して設置された場合にどのよ

うな干渉波が生じるか，干渉波が出易い CAB-ASDE側

で観測した。そのときの PPI表示画面を図12に示す。干

渉波が円弧を描きながら移動していたが，自局の反射波

の中に埋没するため，目視で干渉波の存在を確認するの

は困難であった。しかし CAB-ASDEはアンテナの東側

に樹木による大きな遮蔽領域があり，その部分に干渉波

が現れると容易に確認できた。図12の例は，この干渉波

が遮蔽領域に現れたときの写真である。

　自局の反射波を表示した状態で干渉波を調査するのは

困難なため，干渉波を観測する局側では送信せずに受信

波だけを表示する方法で干渉実験を実施した。最初に，

干渉波が現れやすい CAB-ASDEの送信を止め，ENRI-

ASDEからの干渉波を表示させた。図13はそのときの

PPI画面で，８スキャンすなわち８秒間，シャッターを

開いて撮ったものである。このときの指示器の表示範囲

は３NMである。CAB-ASDEと ENRI-ASDEのアンテ

ナは相互に関係なく回転し，受信タイミングも ENRI-

ASDEのトリガと非同期に設定したときの干渉波であ

る。直接波と考えられる強い信号が，スパイラル曲線の

ように円弧を描きながら，徐々に外側から内側に向かっ

て移動した。干渉波が外側から内側に向かって移動する

のは，ENRI-ASDEの送信タイミングと CAB-ASDEの

受信タイミングが多少異なるため，CAB-ASDEのトリ

ガと干渉波の到達時間差が徐々に小さくなり，このよう

図11　デュアル ASDE の送受信タイミング

干渉波

図12　CAB-ASDE における干渉波

（ENRI-ASDE とは非同期）

図13　CAB-ASDE における干渉波

（ENRI-ASDE とは非同期，８スキャン重ね撮り）
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な現象が発生しているものと考えられる。

　次に，ENRI-ASDEの送信を止め，ENRI-ASDE側で

CAB-ASDEからの干渉波を観測した。図14は ENRI-

ASDEの PPI画面で，図13と同じ撮影方法で写したもの

である。CAB-ASDEと同様な直接波による干渉波が現

れているが，全体的に干渉波が少ないことが分かる。こ

れは第３節で述べたように受信機の入出力特性の差によ

り生じた現象と考えられる。

4.3　受信タイミングを同期させたときの干渉波

　CAB-ASDEを送信せずに，ENRI-ASDEの送信タイミ

ングに同期させる干渉実験を実施した。このとき ENRI-

ASDEの送信間隔は，図15に示すように78μsに設定し

た。このときの受信波は，CAB-ASDEが ENRI-ASDE

と1,014m離れているため3.4μs遅れて到達する。しか

し受信マスクは送信間隔の後半に設定されているため干

渉抑圧機能は働かず，ENRI-ASDEの反射波が干渉波と

して受信されることになる。

　その結果を図16に示す。これは図13と同じく８スキャ

ン，シャッターを開いて撮ったものである。この写真の

撮影タイミングは，干渉波が強く現れるときのもので，

仙台空港の西側（図の左側）からの反射波が表示されて

いる。特に強く現れたのが，仙台空港西側に設けられた

高速道路による反射波である。これは約1分，すなわち

アンテナが約60回転する間に一度発生する現象で，両局

のアンテナが同一方向に向いたときに生じたものと考え

られる。

　ENRI-ASDE側で観察した CAB-ASDEによる干渉波

の画面を図17に示す。ENRI-ASDEでは CAB-ASDEで

発生したような間欠的に強く現れる干渉波は認められな

かった。現れた干渉波は CAB-ASDE方向のみで，これ

は直接波により発生したものと考えられる。

4.4　受信タイミングを半周期遅らせたときの干渉波

（デュアル化した場合のタイミング）

　実際に ASDEをデュアルサイト化して運用するとき

干渉波

図14　ENRI-ASDE における干渉波

（CAB-ASDE とは非同期，８スキャン重ね撮り）

高速道路

図16　CAB-ASDE における干渉波

（ENRI-ASDE と同期，８スキャン重ね撮り）

図15　ENRI-ASDE と CAB-ASDE を同期させたときの送受信タイミング
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のタイミング ,すなわち ENRI-ASDEの送信から半周期

遅らせて CAB-ASDEが送信するタイミングで受信した

場合の干渉実験を実施した。このときの送受信タイミン

グを図18に示す。ENRI-ASDEの送信間隔が78μsのた

め，CAB-ASDEの送信トリガは39μs遅れて発生してい

る。これに対し，受信マスクは３NM分の37.04μs遅れ

から次の送信トリガまでかけられている。

　CAB-ASDE側でこの状態を見ると，ENRI-ASDEの送

信より1.96μs前から受信マスク機能が働き，送信トリ

ガまで ENRI-ASDEからの干渉波を抑圧する。その後，

自局の送信波による反射波を受信するため，37.04μsま

で受信マスク機能を解除する。このため ENRI-ASDEか

ら３NM以上遠方の反射物体からの反射波を干渉波とし

て受信してしまうが，遠方からの干渉波はその伝搬距離

が長くて減衰が大きいため，受信マスクに抑圧された近

傍の干渉波よりレベルは小さくなると考えられる。

　図19に，この送受信タイミングにおいて，CAB-ASDE

で受信した干渉波の実例を示す。これは図16と同じく，

干渉波が１分毎に大きくなる瞬間を狙って８スキャン撮

影したもので，CAB-ASDEの北西側に設置されている

ASR/SSR鉄塔の方向に干渉波が現れている。この現象

は，ENRI-ASDEからの送信波が隣接した ASR/SSR鉄

塔に当たり，その反射波がさらに遠方の反射物体に当た

り戻ってきた反射波が再度 ASR/SSR鉄塔で反射したも

のを受信したと考えられる。この方向に干渉波が現れる

現象は約１分間毎で，これは ENRI-ASDEと CAB-

ASDEのアンテナ回転数が微妙に異なり，ある時刻に両

者のアンテナビームが ASR/SSR鉄塔に向いたとき干渉

波が強く現れ，その後徐々に両者のアンテナの向きが合

致する方向が変わり，約１分後に再び ASR/SSR鉄塔に

両者のアンテナが向くためと考えられる。さらに，この

鉄塔による干渉波が時々著しく大きくなることがある

が，この現象は ASR/SSRアンテナが同一時刻に反射し

易い方向を向くことにより，強い干渉波が生じるものと

��������

図17　ENRI-ASDE における干渉波

（CAB-ASDE と同期，８スキャン重ね撮り）

 干渉波 干渉波 干渉波 干渉波

図19　CAB-ASDE における干渉波

（ENRI-ASDE から半周期遅れ，８スキャン重ね撮り）

図18　CAB-ASDE を ENRI-ASDE から半周期遅らせたときの送受信タイミング
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考えられる。CAB-ASDEでは，このように約１分間隔

で同じような干渉波が繰り返されている。この繰り返し

時間内に，どの程度干渉波が現れるか調べたところ，60

スキャン中約７スキャンだけ干渉波が認められた。しか

も，この干渉波はほとんど孤立点であり，帯を引くよう

な干渉波は１スキャンのみであった。図20に，CAB-

ASDEと ASR/SSRの位置関係を示す。

　ENRI-ASDE側で受信した CAB-ASDEからの干渉波

を図21に示す。この写真で明らかなように ,受信機特性

の異なる ENRI-ASDEでは干渉波の発生を確認できな

かった。

５．スタガトリガ /デフルータ機能

　送受信タイミング処理法によりほとんどの干渉波は抑

圧可能である。しかし図22に示すよう，CAB-ASDEか

らの送信波による理論的覆域３NM以遠の反射物体の反

射波は，ENRI-ASDEの受信マスクの設定時間より遅れ

て到達するため，受信マスクの抑圧効果が得られない。

このような干渉波を抑圧するには，後述するスタガトリ

ガ /デフルータ機能が必要となる。

5.1　スタガトリガ機能

　前述のように ASDEの覆域外の反射物体からの干渉

波はタイミング処理では抑圧不可能である。このような

遠方からの干渉波を抑圧するには，スタガトリガ機能と

デフルータ機能の組み合わせが有効である。図22に

CAB-ASDEからスタガ送信し，ENRI-ASDEでは一定周

期で送受信するときの送受信タイミングを示す。これは

0.2μs，すなわち30m間隔で交互に送信タイミングをず

図20　CAB-ASDE から見た ASR/SSR アンテナ

ASR/SSR

CAB-ASDE

図21　ENRI-ASDE における干渉波

（CAB-ASDE から半周期遅れ，８スキャン重ね撮り）

図22　スタガ時の干渉波の発生状況（２スタガ送信）
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らす２スタガ送信時の送受信タイミングである。CAB-

ASDEは78.0μsで送信した後 ,次の送信は78.2μsで送

信し，この送信タイミング間隔を繰り返す。これに対し，

ENRI-ASDE側は78.1μsの等間隔で送受信を行う。

　CAB-ASDEから送信された信号による反射波は，同

一の反射物体から反射された場合，CAB-ASDE側では

一定の伝搬遅れで受信される。例えば，図に示した赤い

ASDEの覆域外からの反射波は，常に送信トリガとの時

間差が tとなる。この反射波が ENRI-ASDEで受信され

ると，スタガトリガ効果のため周期ごとに送信トリガと

の時間差が変化する。この例では，CAB-ASDEが

78.0msで送信すると時間差は t1となり，78.2μsでは t2

となる。

　今回の干渉波抑圧実験には，２種類の送信間隔を繰り

返す２スタガと４種類の送信間隔を繰り返す４スタガが

動作可能なように実験装置を製作した。またスタガ幅は，

0.2μsすなわち30mと0.4μsすなわち60mが選べるよ

うにしてある。

　ENRI-ASDEから 0.4μs４スタガで送信し，CAB-

ASDEでは受信のみにしたときの干渉波を図23に示す。

これは干渉波を強調させるために CAB-ASDEを ENRI-

ASDEに同期させ，空港西側にある高速道路方向に強い

干渉波が現れたときのもので，８スキャン分重ね撮りし

ている。高速道路からの干渉波の部分拡大図を左上部に

示す。右上部に示した一定周期で受信したときの拡大図

と比較すると，スタガトリガにより放射方向に１スイー

プ毎に表示がずれているのが認められる。

5.2　デフルータ機能

　ASDEはアンテナ１回転で14,000パルス送信し，アン

テナのビーム幅が0.3度であるため，小さな反射物体で

も数十スイープ以上は反射信号を戻す。このため目標か

らの反射信号は，スイープ間で大きな相関が見込まれる。

したがって，スイープ毎の信号を距離方向にレベル比較

し，スイープ間で相関がとれない信号を干渉波として消

去すれば，干渉波を抑圧することが可能となる。このよ

うな干渉波抑圧機能をデフルータと呼び，図24にデフ

ルータ機能の概念図を示す。上段の信号は１スイープ前

の受信信号を，中段は現在の受信信号を，そして下段の

信号がデフルータの出力信号を表している。自身の送信

パルスによる反射波は，スタガトリガ時でも常に同一の

距離に現れるが，干渉波はスタガトリガ効果でスイープ

毎に発生距離が変化する。この概念図では，１スイープ

前の受信信号は送信トリガより t1遅れて干渉波を受信

しているが，最新の受信信号の場合 t2遅れて受信して

いる。この両者を比較すると，自身の反射信号は同一距

離で比較すると同等の信号レベルを有しているが ,干渉

波は他のスイープ信号のレベルと大きく異なることにな

る。レベル差が大きい場合，干渉波と認識しそれを消去

すれば，干渉波を抑圧することが可能である。

　図25にデフルータの構成図を示す。まず受信機からの

受信ビデオ信号を A/D変換してディジタル化する。次

にその信号をビデオメモリで１スイープ分記憶，すなわ

ち１スイープ遅延させる。この遅延させた受信信号と最

新の受信信号を，比較回路でレベル比較をおこない，干

図23　スタガ動作時の CAB-ASDE 干渉波

（ENRI-ASDE と同期，８スキャン重ね撮り）

一定周期受信（図 16の拡大図）

ビデオメモリ

消去

比較

D/AA/D

図25　デフルータの構成図

t2

t1

最新の受信ビデオ

１スイープ前の
受信ビデオ

デフルータの
出力ビデオ

干渉波（スタガにより
スイープ毎に位置が変化する）

図24　デフルータ機能の概念図
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渉波と認識した場合その距離（レンジビン）の信号を消

去する。その後 D/A変換で再びアナログ信号に変換す

る。

5.3　スタガトリガ /デフルータ機能の効果

　デフルータ機能の効果を確認するため ,CAB-ASDEア

ンテナを ENRI-ASDEに正対させて固定し，ENRI-ASDE

の送信タイミングに一旦同期させ，さらに同期した

CAB-ASDEのトリガに遅延をかけて干渉波を見やすい

場所に強制的に発生させて干渉抑圧実験をおこなった。

　干渉波は，図26に示す黄色の円形内，すなわち滑走路

Bと誘導路 B4との交差点に強制的に発生させた。干渉

波と対比させるため，干渉波が発生する場所の隣に図27

に示す車両（ランドクルーザ）を停車させた。そのとき

の ENRI-ASDEの受信信号の３D表示を図28（a）に示す。

図の中心部は滑走路と誘導路の交差点で滑らかなため ,

反射信号がほとんどないが，周辺は芝地からの強い反射

信号に囲まれている。

　車両を停車させた状態で干渉波を発生させたときの受

信信号を図28（b）に示す。この反射波は CAB-ASDE

の直接波により発生したものと考えられ，その信号レベ

ルの強さは車両の反射波に匹敵している。

　スタガトリガ機能を稼動させたときの信号を図28（c）

図26　実験実施区域
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図27　実験用車両

図28　スタガ /デフルータ機能の効果
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に示す。図で明らかなように，ENRI-ASDE自らの反射

信号は図28（b）と同じ形態のままであるが，CAB-

ASDEによる干渉波はスタガトリガ機能により信号が分

割されている。スタガトリガ機能でスイープ間の相関を

なくした信号にデフルータ処理を行うと ,図28（d）の

ように干渉波を抑圧することができた。３D表示では干

渉波の消え残りが認められるが，信号レベルが低いため，

表示装置上では干渉波は目視不可能で問題は生じない。

この例は0.4μs（60m）間隔で交互に送信タイミングを

ずらず2スタガで送信しているが，図でみると３分割さ

れている。これは CAB-ASDEのトリガを，CAB-ASDE

サイトで受信した ENRI-ASDE信号から作成しているた

め，実験用に試作した信号変換装置の処理がときどき誤

動作を起こし，タイミングが狂うためである。しかし，

実際に空港で運用する場合は，トリガ信号をケーブルを

用いて直接伝送するため，このような問題が発生するこ

とはない。

　次に，正常な信号と干渉波とが重畳したときの干渉波

抑圧性能を確認するため，車両の反射波と干渉波を同一

の場所に発生するように設定して同様の実験を実施し

た。まず車両を干渉波の予想発生位置に停車させ信号を

取得した。そのときの３D表示を図29（a）に示す。そ

して，この状態で干渉波を発生させたときの信号を図29

（b）に示す。車両による反射波だけのときと比べて，

干渉波の重畳により信号範囲が距離方向に拡大してい

る。

　この状態の干渉波信号にスタガトリガ処理を施したと

きの信号状態を図29（c）に示す。車両による反射波は

ENRI-ASDEのトリガに従っているため，スタガトリガ

処理による変化は認められないが，干渉波はスイープ毎

に距離方向に分割されている。図29（b）では干渉波と

車両とを区別することは不可能であったが ,これにより

車両の反射波が顕在化した。さらにデフルータ機能を働

かせたときの信号状態を図29（d）に示す。スタガトリ

ガ /デフルータ機能により干渉波は信号強度が小さな消

え残りを除いて消去されている。このように，目標の反

射波と干渉波が重なった状態でも，スタガトリガ /デフ

ルータ機能は正常に働き，干渉波に埋もれた目標信号も

図29　スタガ /デフルータ機能の効果（車両と干渉波が重なった場合）
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抽出することが可能である。

　図23の CAB-ASDEで受信した4スタガ状態の信号に，

デフルータ機能を稼動させたときの PPI写真を図30に

示す。デフルータを稼動する前には現れていた干渉波（図

23）が，デフルータを稼動させると図30に示すようにほ

とんど抑圧された。一部干渉波が残っているが，このス

タガトリガ機能 /デフルータ機能は送受信タイミング処

理で抑圧できない遠距離からの干渉波を抑圧するのが目

的であるため，両処理を併用して運用すれば，このよう

な干渉波の消え残り問題は発生しない。

６．むすび

　東京国際空港に新設される予定の滑走路を監視するた

め，第2ASDEを設置する必要が生じた。しかし，ASDE

をデュアルサイト化すると相互干渉が問題になると考え

られたため，仙台空港内に実験用 ASDEを設置し，電

子航法研究所の ASDEとの間で干渉実験を実施した。

　干渉波を抑圧する方法として，送受信タイミング処理

方法とスタガトリガ機能 /デフルータ機能の二つの対策

を考え，それらの機能を ASDE装置に追加した。そして，

これらの対策方法が干渉波抑圧に効果があるか否か，干

渉実験を実施した。

　その結果，送受信タイミング処理方法では，送信トリ

ガを他局のトリガより半周期遅らすことで，干渉波はほ

とんど抑圧することができた。特に，目標検出用に調整

された入出力特性を持つ ENRI-ASDEでは，干渉波を目

視できないほど抑圧効果が得られた。

　送受信タイミング処理では抑圧不可能な覆域外からの

干渉波を抑圧するスタガトリガ /デフルータ機能は，直

接波で発生した干渉波を対象とした実験において顕著な

効果が認められた。

　これら二つの干渉抑圧法を併用することにより，仙台

空港での干渉対策実験では，すべての干渉波を抑圧する

ことができた。

　これらの干渉対策を施したデュアル ASDEが飛行場

管制に使用できるか否か，管制官2名と管制技術官3名に

よる評価を実施した結果，デュアル ASDEは飛行場管

制に十分使用できることが確認された。
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図30　デフルータ動作時の CAB-ASDE 干渉波

（図23の写真と同一条件）


