
マルチスタティックレーダ（MSPSR）は、一次レーダ
（PSR）を応用した新しいレーダ技術です。通常、PSRは
送信機と受信機が一体となったシステムとなりますが、
MSPSRは送信機と受信機を分離した構成となります。

MSPSRは以下の特徴を備えています。
‒ 現用のレーダを減らすことができる
‒ 更新率が向上する
‒ 現行レーダの監視覆域を拡大できる
‒ 航空用電波以外も利用できる（地上ディジタル放送波、

AM/FM、GNSSなど）
‒ 他の監視システムが機能しないときのバックアップシ

ステムとできる
‒ 空港面監視への応用

この研究は、世界的にも始まったばかりで、まずは民間
航空に利用できるかどうかを検討する必要があります。

上述したように多くの潜在能力を秘めており、MSPSRの
実現は管制業務の負担軽減なども期待ができます。また、
航空分野に限らない多くの分野への応用が可能となりま
す。

A multi-static primary surveillance radar (MSPSR) is a 
new radar technology of which is the conventional 
primary surveillance radar (PSR) alternative. In general, 
the PSR has a transmitter unit combined with a receiver 
unit. On the other hand, the MSPSR operates with 
separated transmitters and receivers.
Characteristics of the MSPSR are summarized as 
follows:
‒ Reduction of the present radar
‒ Improving the update rate
‒ Expanding coverage area of the conventional radar
‒ Use of various radio signals (digital terrestrial 

television broadcasting, AM/FM, GNSS and so on) 
‒ Backup system in an emergency
‒ Application to airport surface surveillance

This study has just started all over the world. We need 
to investigate whether the MSPSR is useful for civil 
aviation.

As mentioned above, there are many potentials in the 
MSPSR. It enables the traffic controllers to reduce a 
burden of work. Moreover, its technologies are expected 
to apply other industries.
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光ファイバ無線（RoF）技術を利用したパッシブPSRの開発を
進めています。本システムの特徴は、RoF技術を利用するこ
とによって、送信信号を減衰なく遠方まで伝送し、受信機側
の測位計算を簡単化したことにあります。右図は開発したシ
ステムで得られた移動する航空機を示しています。

We have been investigating the passive PSR system by the
radio-over-fiber (RoF). The proposed system can easily
compute the moving target positions at the passive
receiver by the RoF. Right figure shows the moving aircraft
detected by the proposed system.

航空機検出率の数値シミュレーション
Numerical Simulation of Aircraft Detection Rate

MSPSRは複数の受信機での受信信号で航空機の位置を推
定します。受信機の配置を最適化するために、電波伝搬の
高速広域シミュレーションを開発しました。右図はシミュレー
ションによって求められた地域ごとの検出率であり、受信機
設置時の推定検出率が求まります。

The MSPSR system uses several receivers for detecting
the aircraft. In order to receiver arrange, we developed the
wide area fast time simulation method for the radio wave
propagation. Right figure shows detection rates of aircraft
model flying above Tokyo bay. It is shown that detection
rates vary depending on the locations.
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光ファイバー接続型パッシブ一次レーダ
Optical Fiber Connected Passive Primary Surveillance Radar

地上ディジタル放送波による航空機測位手法
The Method of Aircraft Positioning by Digital Terrestrial Television Broadcast
地上ディジタル放送波は、MSPSRで利用される信号の一つ
として注目されています。当所は、移動物体からの遅延信号
を簡単に推定する方法を採用した航空機測位システムを検
討しています。右図は、東京湾周辺で実施した実験結果で、
航空機の移動に従い、直接波に対する航空機からの遅延信
号が検出されている様子を示します。

Digital Terrestrial Television Broadcast (DTTB) is one of
the promising sources for MSPSR. ENRI proposed the new
system concept that easily estimates the signal delays from
aircraft. Right figure illustrates the experimental result
which indicates the signal delays from aircraft against the
directed waves.


