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Feature Articles

「国境の長いトンネルを抜けると雪国で
あった。夜の底が白くなった。」
有名な川端康成の「雪国」の一節であ

る。本州の日本海側から北海道にかけて、
雪の多い地域として知られている。雪国と
言う言葉には、雪とは対照的に何か暖かさ
がある。情緒、人情が含まれているような
気がする。
私は、その雪国に生まれ育った。子供

の頃は毎年4m位の積雪があった。昭和38
年の豪雪時には、家の周りで5～6mにもな
り、電信柱や電線をまたいで遊んだ記憶
がある。後で聞いた話だが、降雪量を毎
日積算したら、その年は29mになったそう
である。屋根の雪下ろし（実際は屋根より
も高く積雪が溜まっているので雪上げにな
る）は36回を数えた。毎日毎日、雪との戦
いである。これだけ積もると、情緒などとも
言っていられなくなる。当時、子供心なが

アンテナ着雪

VHF、UHF帯の地上テレビ放送は、波
長が60cm以上ある。空から降ってくる雪
粒子の大きさは5mm以下なので、雪粒子
に比べて波長は十分大きい。電波は雪粒
子によって散乱するが、降雪時であっても
10dBを越えるような大きな伝搬の変化は無
い。そのため、降雪時では伝搬に影響は
ほとんど無い。また、アンテナに着雪して
も、さほど受信レベルに影響は無い。その
ため、UHF帯以下の電波に関しては雪の
影響はあまり問題にならない。
ところが、BS放送になると、12GHz帯を
使うので、降雪時の減衰が問題になり始
める。そして、パラボラアンテナの面に着
雪すると影響が出てくる。BS放送が始まる
1980年代、どの程度影響があるのかを調
べるために、上司の阿部武雄先生と一緒

ら、この雪を何とかしたい気持ちがあった。
そして、大学に勤務し、電波関係の研究
をするようになって、雪との接点が少し出
てきた。ここでは、積雪と電波に関わる話
を紹介したい。なお、電波と雪氷全般に関
しては名著＊1があるので、興味のある方は
参照されたい。
雪国の生活で、身近に電波に関する事

柄に、

・テレビなど放送を含めた通信関係

・道路の除雪に関わる計測関係

などがあった。それらについて、体験談や
実測例を基に述べてみたい。

（＊1）鈴木道也、「雪氷電波・光工学」
昭晃堂、1987

【新連載】
山口 芳雄 Yoshio Yamaguchi

～（第1回）雪の性質と電波伝搬～

私は、目に見えない電波が好きだ。何年かかっても、まだ

理解できない部分もあるし、使いこなせない。手ごわい相

手であると共に、興味の引かれる相手である。

その電波の性質、特に偏波と位相を最大限に使って、何が

どこまでできるのか、をテーマとして日夜探求している

のが、私の「波動情報研究室」である。

さて本稿第一回は、積雪と電波。この季節に雪の話という

のは、季節はずれな感もあるが、「夏に雪の話も、また一興

…」ということで、お付き合いいただければ幸いである。
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＜図1＞

に新潟県湯ノ谷村にて実験をしてみた。
＜図1＞はその時の写真である。
雪の降りそうな日を選び、当時購入した

高価なアンテナ（約20万円）3個を持ち込
み、地面に設置したものである。アンテナ
の1つはパラボラの中心をえぐり取ってあ
る。運良く、その夜に大雪が降り、アンテ
ナがすっぽり雪に埋もれてしまった＜図2
＞。埋もれてしまった状態では受信機に何
も信号が入ってこないことが確かめられた。
次に、＜図3＞のように部分的に雪がか
ぶった場合もかなり受信レベルが（10dB以
上）劣化する。
受信レベル低下の原因を考えてみよう。

まず、着雪した部分の面積がアンテナに
有効に働かないことが予想できる。そこ
で、着雪した面積と同じ面積を電波吸収
体で覆ってみた。すると受信できた。パラ
ボラ面の面積が半分になっても、受信可
能であった。したがって、面積が減少した
分による減衰のためと考えていたが、それ
は間違いであった。
次に考えられるのは、積もった雪自身の

影響である。本来、パラボラ面上のどの点
からも給電点（焦点）までは同じ距離を伝搬
するように設計されている。ところが、着雪
するとどうなるか？　雪は電気的には誘電
体である。新雪の部分着雪によって（誘電
体の部分的装荷）、新たな変形パラボラア
ンテナとなってしまう。誘電体中では波長
が短縮されるので、パラボラ表面からの給
電点までの距離に対して、着雪した部分
とそうでない部分の伝搬経路差が生じてし
まう＜図4＞。そのために、焦点ぼけが起
きることになる。その結果、指向性がかな
り変化してしまうのである。さらに、雪は時
間と共に変態してゆくので、その誘電率も

厚さも変わる。したがって、時間と共にア
ンテナの受信レベルが変わっていくことに
なる。極端な例では、金属面からくる波と
着雪面から来る波が同じ大きさで逆相に
なった場合、最悪の受信状況になってし
まう。

雪の種類

雪と一言では片づけられないほど、雪

には実に多くの種類がある。子供の頃から
積もった雪や屋根の雪をシャベルで動かし
ていて、種類の多いことには知っていた
が、電波にこれほどの違いを及ぼすとは
考えていなかった（後述）。雪の種類には、
日本雪氷学会の分類表がある＜表1＞。
雪は水と氷と空気の混合誘電体のため、
その誘電的性質は水の含まれ方によって
かなり変化する。比誘電率は水が81、氷
が3.2、空気1であるので、それらの体積割

＜図2＞ ＜図3＞

＜図4＞

＜表1＞
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れている水蒸気が凝結して積雪の最下部
に発達する。大きな霜の結晶ができるが、
空隙も多く、もろい。

媒質としての雪

電波から見ると雪は混合誘電体である。
その比誘電率は複素数であり、ε∗ = ε′− j ε′′
のように実数部と虚数部を持つ。実数部
ε′ は2～3以下で、電波の波長短縮率はそ
の平方根に逆比例する。一方、虚数部 ε′′
は、電波の減衰に関係し、新雪～湿り雪～
ざらめ雪に対して0.00001～0.1程度にな
る。比誘電率の値によって、電気的な性質
はかなり変化するので、雪と電波の関係を
調べる際には、比誘電率を求めることが大
事になってくる。
今まで、雪の比誘電率に関して多くの

研究があり、雪の密度や含水率（どれだけ

合で変化が大きくなることは予想されるで
あろう。大まかに言って、北海道の雪と日
本海側の雪では、密度が3倍くらい違い、
日本海側の雪は湿っている。その結果、日
本海側の雪では電波の減衰も大きくなる。
①新雪

積もったばかりの雪の密度は0.03～
0.1g／cm3 程度で、結晶の集合体である。
しかし、時間と共に結晶の先のとがった部
分が蒸発して丸みを帯びてくる。温度にも
依存するが、数日後には結晶構造が崩れ
る。それまでの期間の雪を新雪と言う。
②こしまり雪

新雪が変化した状態で、気温が低く全
く解けなくとも結晶構造がなくなり、粒状や
柱状の氷の粒が縦横につながり合った状
態をいう。軽くて柔らかい新雪が縮んで少
ししまった状態の雪を指す。
③しまり雪

こしまり雪がさらにしまるときめの細かい
（0.3～0.6mm）氷の粒がつながった状態に
なる。大雪の時に、一様なしまり雪が作ら
れ、深い積雪では、しまり雪の層が堆積す
る。密度は0.4－0.5g／cm3 にもなり、スコッ
プの先もたたない状態になる。
④ざらめ雪

新雪やしまり雪に含まれていた水分が、
冷え込みで再び凍結すると大きな粒ででき
たざらめ雪になる。大きさは1～3mmの粒
である。
⑤こしもざらめ雪

積雪が少なく気温の低い地方で、積雪
内部に霜の結晶が成長することが多い。
結晶はさほどはっきりした形ではないが、
しもざらめ雪より密度が高い。
⑥しもざらめ雪

積雪深が少なくなり、外気が冷え込むと
積雪内部の温度勾配が生じ、内部に含ま

＜図5＞ ＜図6＞2月の積雪 ＜図7＞3月の積雪

＜図10＞＜図9＞＜図8＞
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水分として含まれているか）をパラメータ
とした実験式が導かれている。
乾いた雪の最も重要なパラメータは密度

ρs で、比誘電率は実数のみとなり

   

にて与えられている。また、湿雪では密
度 ρ

s
 と含水率 m

v
 が大きく影響する。

   
   

   

  

そこで、実際の積雪でどのようになって
いるかを観測してみた。＜図5＞は積雪層
で含水率を測っている時の写真である。
薄い層がいくつも重なり合って積雪が形成
されている様子が分かる。
測定の結果、＜図6＞に示すように1月

～2月中は層ごとに温度も密度も違い、そ
れが保たれている。外気が低い場合は、積
雪は断熱材の役割も果たしている。一方、
3月の融雪期になってくると、積雪層全体
に渡って温度がほぼ一定となり、密度も
0.4g／cm3 近くになってくる＜図7＞。さらに
融雪が進み、4月に入ると上層部から毎日
10cm程度づつ解け、解けた水が積雪中を
下るときに道ができる。その道を「みずみ
ち」（水道）という。水道がランダムにできる
ので、融雪期の積雪は非常に不均質な媒
質となる。

埋没物の探査の必要性

さて、豪雪地帯では一晩で1m位の積
雪量があることもある。朝になるとその量の
多さに驚くことも多い。そして雪によって埋
没するものが多い。例えば、路面、ガード
レール、車、・・・。毎日の生活に道路の確
保は欠かせない。雪に埋もれた車の場合
は位置が分かっているので、自分で掘り
起こすが、運転となると、路面が除雪して
あることが必要になる。その道路の確保に

著　者　略　歴

山口 芳雄（やまぐち よしお）
1976年 新潟大学卒業
1978年 東京工業大学大学院修士課程修了

新潟大学助手
1988年 イリノイ大学在外研究員
1995年 新潟大学工学部教授
工博、IEEE Senior member
著書／偏波（ポーラリメトリック）レーダの

基礎と応用、
電波伝搬ハンドブック（共著）など

ロータリー車・ラッセル車など除雪車が出動
する。その運転手は、あまりの積雪のため
に道路の境界が分からない。除雪車の使
命はガードレールすれすれに除雪して、道
路をできるだけ広く確保することである。
ガードレールに接触すれば、機械もガード
レールも壊れてしまう。ガードレールに近づ
きすぎても、離れすぎてもいけない。感に
頼って運転する事になる。そして、経験を
積むうちにその地域の除雪車のベテランに
なっていくが、できる限り正確に埋もれた
ガードレールの位置を知ることが望ましい。
位置の高精度な検出が必要である。
ある日、道路で倒れて死亡してしまった

人がいた。その上に大雪が降り積もり、
ロータリー車は認知することができず、雪と
死体を一緒に吹き飛ばすということが起き
た。とんでもない埋没である。あらかじめ、
路面上に埋もれた埋没物を検知できるよう
にすることが必要である。
また、ニュースに出てくるように雪崩が
発生して建物を押しつぶしたり、人を巻き
添えにしたりする事も多い。
このように、生活に密着した事柄でも埋
没物検出の意義は大きい。
そこで、大学でできる研究として、（お金

儲けには全くつながらない研究であるが）積
雪中の埋没物体の検出を行ってきた。
最初に、音波・超音波も考えたが、外部

からのノイズが大きく、さらに、雪のような空
気の多く含む媒質では十分な効果は得られ
ないことが分かった。次に、電波の利用を
考え、検討してみた。積雪中にどの程度、
電波が伝搬できるのか？　減衰はどの程度
になるのか？　全く見当がつかなかった。
積雪中の伝搬特性を測るには、＜図8

＞に示すようなアンテナを移動させて電界
強度を測定していけばよい。
＜図9＞に富山県立山での積雪中電波

伝搬実験の様子を示す。数年間、阿部先
生・学生さんと一緒に同様な実験を繰り返
し、＜図10＞のような結果を得た。
周波数を変えて、モデル化した積雪層

での計算値と実験値をプロットしたものであ
る。雪の誘電率は、測定から得たものであ
り、多層構造の中で電波がどのように減衰
していくかを示している。周波数が高くなる
ほど、急激に減衰していく様子が分かる。

このデータを基に、減衰の周波数特性
を示したものが、＜図11＞である。
含水率が大きくなると実線のように急激

に減衰が増える。そして、周波数が高くな
るにしたがって急に減衰する。この結果
が、電気的にも日本海側と北海道の雪の
違いとして現れる。日本海側では気温が
高く、湿り気が多いので、含水率が大きい。
電波で、埋没物体を検出しようとする場

合、どの程度の深さまで可能であるかは＜
図11＞の結果からおおよそ判定できる。低
い周波数ほど深くまで届く。しかし、低い
周波数ほど波長が長くなるので、そのため
のアンテナは大きくなる。さらに、位置精度
を正確に分解能よく検出するためには、
1GHz位の周波数帯域を使う必要が出てく
る。周波数帯域を保ちつつ、雪の性質を
考慮して深くまで使える電波は、おおよそ
1～2GHzとなってしまう。
そこで、この周波数帯を選び、積雪中

埋没物体探査レーダを開発した。次回に
レーダ関係のお話をしたい。

＜図11＞
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【連載中】
山口 芳雄 Yoshio Yamaguchi

～（第2回）積雪中埋没物体探査レーダ～

前回に引き続き、積雪中の埋没物体探査を目的とした

レーダ関係の話をしようと思う。湿った雪（およそ含水率

は3％以上）でも、乾燥した雪でも、雪の種類に関わらず埋

もれた物体を探査できるレーダを作ろうと考えた。そし

て大学で作れるレーダは何か？、と1985年頃に考えた。

実測結果から使う周波数は、積雪中の減衰実測値をもと

に1－2GHzが適当と考え、その周波数帯を選んだ。レー

ダについて我々は全くの素人であったので、レーダ方式

を検討してみた。

埋没物探査では1～3mと非常に近い距
離にあるターゲットを検出する。従来のレー
ダのように数キロメートル先のターゲット検
出とは状況が異なっている。よく知られて
いるようにレーダの原理は、パルス状の電
波を送信し、ターゲットから跳ね返る反射
波の強度を測る、そして反射波の戻るまで
の時間を測定する装置である。電波の速

度は空中では毎秒30万kmであるから、電
波の往復時間を測ることによって、ター
ゲットまでの距離を求めている。＜図1＞
に示すように、距離Rだけ離れているター
ゲットまでの電波の往復時間τは、

（1）

となる。この往復時間を遅延時間という。
例えば、15km先のターゲットでは、遅延

時間は、

となり、1.5m先のターゲットでは、

となる。

大まかな計算であるが、埋没物のように
1～3mとレーダから近いターゲットでは、少
なくともナノ秒（10-9秒）位の時間精度をもつ
レーダでなくてはならない。このようなナノ
秒の時間領域で動作するレーダ作ることは
非常に難しい、そして高価である。あきら
めて、他の方法を検討していたらFM－
CWレーダ方式が最も簡単にできるであろう
との結論になった。（この選択が後にいろ
いろな結果がでてくる元になった。他の人
があまり行っていない事を選んで良かった
と考えている。）

FM－CWレーダ

FM－CWとはFrequencyModulated-
ContinousWaveの頭文字をとった略称で、
字のように周波数変調した連続波を使う。
＜図2（a）＞にレーダアンテナから放射され＜図1＞

τ= 2R
c

=10-4=100μs
15×103×2
3×108

=10-8=10ns
1.5×2
3×108
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る電波の時間と周波数の関係を示す。時
間の経過と共に周波数が直線的に高くなる
信号である。周波数と時間が比例している
ことが重要で、このように送信信号に何ら
かの形を持たせた信号を変調信号という。
＜図2（b）＞は（a）に対応する時間領域で
の波形である。時間が進むにつれて周波
数が高くなり、音声でいえば低音から高音
に移ってゆき、鳥のさえずりに似ているこ
とから＜図2（b）＞の信号はチャープ信号と
も呼ばれている。
＜図2（b）＞の送信波をアンテナから送り

出し、距離R 1にある物体に当てると、反射
してレーダに戻ってくる＜図3＞。どの周波
数でも速度は一定だから、反射波の時間
と周波数の関係は＜図3（a）＞のように少
し右側にずれる。そのずれの値は電波の
遅延時間τ1である。次に、遠い距離R 2に
ある物体からの関係を調べると＜図3（b）＞
のようになり、遠ければ遠いほど遅延時間
の大きな反射波となる。ここで注目したい
点は送信波と受信波の周波数差である。
時間と周波数が比例しているので、遅延
時間が周波数差に比例する。差の周波数
をビート周波数f bとし、掃引時間Δt 、掃
引周波数幅Δf とすると

（2）

の関係がある。Kは定数。εr は電波の伝搬
媒質中の比誘電率であり、空気中では1と
なる。したがって、ビート周波数f bを計測
すれば遅延時間が分かり、遅延時間が分
かれば式（1）の関係から距離Rが分かって
くる。これがFM－CWレーダの概念的な動
作原理である。

レーダの距離計測原理

それでは、ビート周波数f bを測る方法を
示そう。FM－CWレーダから得られる出力
信号は＜図3＞の最下段に示すような時間
領域の波形である。この時間領域の波形
から周波数成分を取り出す方法として、よ

く知られたフーリェ変換がある。フーリェ変
換は時間領域の情報と周波数領域の情報
の橋渡しをするもので、時間と周波数に1
対1の対応関係がある。掃引時間内で離
散フーリェ変換（DFT）を行うと周波数スペ
クトラムは式（3）のようになる。この離散
フーリェ変換（DFT）は高速フーリェ変換ア
ルゴリズム（FFT）を用いて、パソコンや専
用のボードで極めて高速に計算することが
できる。

（3）

式（3）のの大きさを描くと例えば＜図4＞
のようになり、ビート周波数 f b1、f b2 に対応
しているところにピークが得られる。＜図4
＞では2つのターゲットがあると仮定してい
る。ピークをもつ周波数軸上の位置（横軸
の位置）がターゲットまでの距離に対応して
おり、メインローブの高さ・大きさは反射波

の強さに対応する。メインローブの幅は周
波数幅が広いほど鋭く、周波数幅が狭い
ほど拡がる。なお、メインローブの隣はサ
イドローブと呼ばれ、小さいほど望ましい。
＜図4＞の距離と反射強度の情報が得ら

れれば、FM－CWレーダも時間領域のパ
ルスレーダと全く同じ役目を果たしているこ
とになる。時間領域で考えても、周波数領
域で考えても、基本的な原理は同等であ
る。ただし、FM－CWレーダのハードウエ
アは、＜図5＞に示すように単純で安価で
ある。基本パーツは高周波部分の掃引発
信器と方向性結合器あるいはパワーデバイ
ダ、アンテナ、及びミキサーだけである。ミ
キサーからの出力は、中間周波数帯（数
kHz）になっているので、その後の信号処
理は直接パソコンで操作できる。ミキサー
出力からパソコン出力までの回路は変更し
ないで、送受信のマイクロ波周波数を変え
ることも可能である。（どのような周波数に
も直ぐに対応できる。）
さて、＜図5＞のようなFM－CWレーダ
装置を作成・改良し、積雪のある実験現場
に持ち込んだ。最初の実験として、どれく

＜図2＞

＜図3＞

周
波
数
�

振
幅
�

時間　t

(a)

(b)

f2

f1

＜図4＞

＜図5＞
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τ= 2R
c
√εr = Δt

Δf
= f b ∝K f b

Sb( f )=B g exp ( j 2π f 0 τ)
sin[π( f -f b )Δt]
π( f -f b  )Δt
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らいの深さまで検出が可能かどうか？を検
証した。
＜図6＞にアンテナから数センチ間隔で

金属物差しを積雪中に挿入し、どの位置
（深さ）まで検出できるかを調べている様子
を示す。また、検出結果の左上から右下に
出ている線は、レーダ検出が可能であっ
たことを表している。縦軸はレーダによる
探知距離で、横軸が実際の距離である。
レーダによる検知距離では、雪の誘電率
のため、式（2）の関係から実際の距離と異
なる。また、積雪層ごとに誘電率の値が異
なるので、＜図6＞の傾きが異なっている
ことがわかる。逆に、この傾きから誘電率
を推定することができる。
実は、＜図6＞の結果を得るまでには、

数年もかかっている。全て手作りのレーダ
のため、初年度は氷点下の温度によって
パソコンそのものが動作しなくなり、検出ど
ころの状況ではなかった。アンテナも手作
りであり、特にコネクター部分の不具合が
システム全体に影響を及ぼした。また、積
雪・降雪は自然現象なので、人間の都合
に合わせて雪は降ってくれない。学生の
卒業論文・修士論文発表会の直前になっ
て雪が降り始めたり、あるいはレーダ改良
中で身動きができない時に大雪が降ってき
たり、実験に出かけるにはかなりの要因が
重なりあってくる。車の確保、宿の調整、パ
ソコンのトラブルなど非常に多くの事がある
ので、実際の現場にて期待する結果を得
るまでには、想像以上の困難がある。その
ために、些細なことであっても、良い結果
が得られたときは、うれし涙が出てきそうに
なる。

ガードレールの検出
（実時間レーダ）

雪中埋没物体のターゲットの1つとして、
ガードレールがある。第1 回（S A W S
2001Summer）にも記したように、除雪車
を想定して、ガードレールの検出を試み
た。積雪地の道路の壁は＜図7＞のように
なっている。ガードレールはおよそ50cm程
度に埋もれているが、それを車に乗車しな
がら検出できるようにレーダを改良して、
走行した。改良したレーダでは信号処理

V

H
z

Scanning direction

Snow

Target1

Imaging
plane

Rec.
Tr.

＜図6＞ ＜図7＞

＜図8＞

＜図9＞

＜図10＞ ＜図11＞
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専用のDSPのおかげで、毎秒50スナップ
ショットのレーダエコーを表示できるように
なった。
＜図8＞はその測定結果の一例である。

右側に向かって電波を出し、雪に覆われ
た橋の欄干（ガード）の様子を調べたもので
ある。一番左（a）は欄干全体が雪に覆われ
た状態、中程（b）は一部を除雪した状態、
右側（c）は全て雪を取り除いた状態の結果
である。湿った雪に覆われているため、雪
面からの反射も受信されている。その結
果、雪面とガードレールの両方の反射が入
り交じったエコーが観測されていが、ガー
ドレールが埋もれていることは確認できる。
雪を取り除いた状態では、ガードレールの
みの反射となり、分かりやすい。このよう
な検出も時速30－40km位まで実時間に
て、距離分解能約15cmで行えるように
なった。

合成開口FM－CWレーダ
による埋没物探査

さて、高分解能な埋没物検出をするた
めに、FM－CWレーダを合成開口レーダと
して動作できるよう工夫を施した。合成開
口法は方位方向（電波の進行方向と直角
な方向）の分解能を高めるための技術で、
人工衛星や航空機のパルスレーダでもよく
用いられている方法である。＜図9＞のよ
うに1つのアンテナを空間的に順次配置し、
個々のアンテナの信号を合成することに
よって、あたかも大開口アンテナを実現
し、ビームを等価的に鋭くする方法である

（大開口アンテ
ナほどビームが
鋭い）。ビーム
が細くなれば、
細くなっただけ
分解能が向上
する。
この合成開
口法を積雪中
の埋没物体検
出に適用して、
＜図10＞に示
すような金属棒
を水平に挿入し
た状態で探査
してみた。積雪表面でアンテナを2次元的
に走査するので、等価的に大開口
（120cm×120cm）のアンテナで積雪内部
を計測することになる。さらに、アンテナか
ら放射される電界の向き（偏波）を組み合わ
せ、HHは送受信とも図10のH方向、HVは
送信がHで受信がV、VVは送受信ともV方
向でデータを取得した。
＜図10＞のimaging planeでの実開口

イメージを＜図11＞の最上段に、また、対
応して合成開口イメージを中段に示す。こ
の2列の画像を比較して、合成開口イメー
ジの方が遙かに分解能が向上していること
が理解できる。このようなimaging planeを
深さ方向毎に作り、それを重ね合わせると
3次元イメージができる。その結果、レーダ
で見た積雪の内部構造が立体的に把握で
きる。ターゲットの金属棒の位置がはっきり
映し出され、そして、偏波毎のイメージに

違いが分かり、物体の情報を引き
出せる可能性も了解できると思わ
れる。なお、地表面近くの不均質
な積雪からも反射が起こっている
ので、地面の近くではクラッタも見
られる。
雪崩で人が埋まった場合でも、

作成したレーダで検出できるかどう
かを確かめるために、私自身が
ターゲットになり、模擬実験を行っ
てみた。＜図12＞に状況写真を、
＜図13＞に検出結果を示す。3月
の湿った雪のため、積雪内部の不
均質が著しく、合成開口レーダの

効果はあまり現れていないが、人体からの
エコーを捉えており、あまり深くない限り検
出は可能であることが分かった。
以上、大まかに積雪中埋没物体の検出

のために作成してきたFM－CWレーダと
その実験結果を述べてきた。FM－CW
レーダは近距離のレーダに適しており、合
成開口処理が可能、レーダポーラリメトリも
適用可能、さらに、遠いターゲットの信号を
増幅するTime Sensitivity Controlの機能
も付け加えることができる。また、ほとんど
の信号処理がパソコン上でできるのでメ
リットが大きい。これらの特徴を生かして、
積雪中だけでなく、地中レーダ・自動車用
レーダへも適用可能である。
次回は、レーダポーラリメトリ：偏波を利

用したレーダセンシングについて述べる予
定である。
謝辞：これらの積雪での実験は当時の学生
さん（丸山君、三本君、森君、森山君ほか
大勢）と一緒に行ってきたものであり、その
努力・協力に感謝します。特に、吹雪の中
で震えながら、きれいなレーダエコーに感
激したことが昨日のことのようです。

著　者　略　歴

山口 芳雄（やまぐち よしお）
1976年 新潟大学卒業
1978年 東京工業大学大学院修士課程修了

新潟大学助手
1988年 イリノイ大学在外研究員
1995年 新潟大学工学部教授
工博、IEEE Senior member
著書／偏波（ポーラリメトリック）レーダの

基礎と応用、
電波伝搬ハンドブック（共著）など

＜図13＞

＜図12＞
雪崩で埋まった状況を実演中？の筆者
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Feature Articles

【最終回】
山口 芳雄 Yoshio Yamaguchi

～（第3回）レーダポーラリメトリ～

レーダポーラリメトリという言葉をご存知だろうか？

これは、レーダ計測に電波の偏波情報を積極的に利用し、

ターゲットのより詳しい情報を得ようとする手法であ

る。既存のレーダの多くはベクトル中の一成分（例えば垂

直偏波）しか利用していない。しかし、そのベクトル量（偏

波情報）を全て計測すれば、ターゲットに関する様々な情

報を引き出せるのではないかという考え方である。

従来のレーダでは、例えば垂直偏波（大
地に対して垂直方向に電界を振動）で送信
し、垂直偏波で受信するという一つの偏
波成分しか使っていないものが多かった。
＜図1＞のように斜めの線状物体に電波を
当てると、反射波には新たに直交（水平方
向）成分が発生する。垂直方向成分しか
受信しないレーダでは、新たな（水平方
向）成分は無視していることになる。電波
はベクトル量であるにもかかわらず、このよ
うに既存のレーダはベクトル中の一成分し
か利用していないものが多かった。その
ベクトル量（偏波情報）を全て計測すれば、
ターゲットに関する様々な情報を引き出せる
ことが想像できる。
一般にターゲットは複雑な形状をしてい

たり、各種の材質で構成されている。＜図
2＞に示すように、ある向きの偏波で電波
をターゲットに当てた場合、反射波の偏波
状態は一般的にだ円となる。現在の技術

では、振幅と位相を含めて直交2成分を測
ることができ、完全にベクトル的な偏波情
報を得ることができる。そして、反射波の
だ円偏波状態を測定することができる。
送信波の電界ベクトルをE t 、反射波の

電界ベクトルをE S とすると、それらは散乱
行列［S］を介して次のように結びつけられ
ている。

（1）

この式で定数項は省略している。この
ベクトル関係式を、水平方向をH、垂直方
向をVとして成分に分けて書くと

（2）

ただし、散乱行列［S］は、

（3）

（4）

で与えられ、複素数を要素に持つ2×2の
行列である。要素のSHV はV偏波で送信し
たときにH偏波で反射される複素反射係数
を表す。レーダポーラリメトリは、この散乱
行列をレーダセンシングに利用する理論と
技術である。

散乱行列の応用

さて、散乱行列［S］ が計測されたら、何
ができるであろうか？　現時点では以下の
ことが挙げられる。

■散乱行列要素の振幅と位相による

　イメージング

E S ＝［S］ E t

S HV ＝｜S HV ｜exp( jϕHV )

E S H
E S V

＝
S HH S HV
S VH S VV

E t H
E t V

[S(HV)]＝
S HH S HV
S VH S VV
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送信と受信の位置が同じレーダでは、
SHV ＝ SVH となる。この性質はほとんどの
レーダに当てはまる。散乱行列全体の絶対
位相の取得は難しいので、例えばSHH が
実数となるように正規化したとすると、散
乱行列で独立な成分は以下の5個となる。

｜SHH ｜ 、｜SHV ｜、｜SVV ｜、φHV 、φVV …5個

これから派生する電力は、

｜SHH ｜2 、｜SHV ｜2 、｜SVV ｜2

などがある。これらの要素で画像化した具
体例を見てみよう。
＜図3＞は、研究室で自作した合成開

口FM－CWレーダを使って散乱行列を取
得したときのターゲットの配置図である。金
属板（plate）を3枚、2面コーナーリフレクタ
（diplane）を7個、線状ターゲットを1個置い
てある。また、diplaneは角度を変えて配置
している。図の配置に対して横軸を水平
方向H、縦軸を垂直方向Vとする。送受信
ともHHでイメージングすれば、plateと0
度、90度のdiplaneからのエコーが映るは
ずである。また、VVで見た場合には、線状
ターゲットも映ると予想される。さらに、45度
傾いたdiplaneはHH、 VVイメージには現
れずに、HVイメージだけに現れることも予
想される。64点×64点でアンテナを走査し
て散乱行列を取得し、それをもとにイメー
ジングした結果（｜SHH ｜2 、｜SHV ｜2 、｜SVV ｜2）を
＜図4＞に示す。
最も小さなdiplaneからは反射強度が弱

く受信できなかったが、＜図3＞の配置か
ら予想されるとおりにイメージングできてい
ることが分かる。
なお、Span＝｜SHH ｜2 ＋2｜SHV ｜2 ＋｜SVV ｜2は

偏波に依存しないイメージで、ターゲットか
らの全散乱電力を表している。

■他の偏波基底での各要素（振幅と位相）

直線偏波のHVだけでなく、円偏波で見
たらどうなるか？といったことも散乱行列の
変換によって可能になる。一旦、散乱行列
が取得されれば、数学的に他の偏波基底
へ変換が可能なので、任意の偏波基底で
五つの独立要素を調べることができる。

＜図1＞新たに発生する偏波成分

＜図4＞合成開口FM－CWレーダ偏波イメージング実験結果

＜図3＞ターゲット配置図

＜図2＞送信と反射の偏波状態
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V ＝hT［S］ E t

P ＝｜V ｜2＝｜hT［S］ E t ｜2

■偏波シグネチャ　

　（受信電力合成とその視覚化）

ターゲットから反射されてきた電波をアン
テナで受信すると、アンテナでの受信電
圧と受信電力は次の形で与えられる。

（5）

（6）

ここで、h は受信アンテナが送信アンテ
ナとして動作したときのベクトルで、［S］は
散乱行列である。［S］はターゲットの偏波
散乱特性を示し、レーダパラメータ（周波
数、入射角、aspect角、偏波状態、等）と
ターゲットパラメータ（大きさ、形状、材質、
等）の関数である。あるパラメータのもとで
散乱行列が取得された後に、我々がコント
ロールできるのはE t とhである。そこで、＜
図5＞のようにhに対して、送信と同じ偏波
状態のチャンネルをCo-Pol、送信と直交
する偏波チャンネルをX-Polとして偏波チャ
ンネルを考える。

（7）

（8）

E tの偏波状態を変化させて電力を求め
たものが偏波シグネチャで、一例として、
＜図6＞のようになる。3次元表示である
が、高さ方向は電力値、2次元平面上の変
数は、＜図5＞に示すだ円の傾き角（tilt
a n g l e：τ）とふくらみ具合を表す角度
（ellipticity angle ：ε ）である。Tilt angle
τ 、 Ellipticity angle ε の各値に対して、
Co-Pol、Cross-Polチャンネルでの電力値
が描かれており、全体として電力パターン
になっている。このパターンからターゲット
の特徴を得たり、あるいはレーダ自身の偏
波校正を行うことができる。ターゲットに
よって、このパターン形状に大きな違いが
現れてくる（1）。そして、見慣れてくるとパ
ターンによってどのようなターゲットかが分
かってくる。また、＜図6＞には電力の極値
（停留値）も示している。

Co-Pol(h＝Et ) P C＝｜E t T［S］ E t ｜2

X-Pol(h＝E t ) P X＝｜E t┴T［S］ E t ｜2

＜図5＞偏波受信電力

＜図7＞ターゲットの配置

＜図6＞偏波シグネチャ

?
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これらのシグネチャで、極値の数は
Co-Pol maximum（＝X-Pol null）　1個
Co-Pol saddle（＝X-Pol null）　1個
Co-Pol nulls　2個
X-Pol saddles　2個
X-Pol maximums　2個
X-Pol nulls　2個

合計10個存在する。これらの極値の位置
を調べると、Co-Pol maximumとCo-Pol
saddleはX-Pol nullsと同じε とτの位置
になっている。この重複点を考慮すると理
論上はターゲット毎に最大8個の極値があ
る。ただし、これらの8つの極値のうち、ター
ゲットによって縮退している場合もあり、実
際の数はターゲットのタイプに依存する（8
個以下）。これらの極値の位置（ε とτの
位置）はターゲット固有のものであり、ター
ゲットの特徴的偏波状態（Characteristic
Polarization States） と呼ぶ。この偏波状態
はターゲットの偏波フィルタリングやイメージ
ング、認識・同定に役立てることができる。

■特徴的偏波状態の利用　

特徴的偏波状態を使ったイメージング実
験を紹介したい（2）。合成開口FM－CW
レーダを用いて、＜図7＞に示すように、2
本の線状のターゲット（長さ50cm、 6mm φ ）

を直交するように配置し、XYテーブルにて
アンテナを走査してイメージングを行って
みた。
H（X）方向に対してターゲット1は-30度、

ターゲット2は60度傾けてある。HV偏波基
底での2次元合成開口処理結果を＜図8
＞に示す。受信電力の強さをカラーによっ
て表したものである。この図は、従来よく
用いられている固定偏波の画像である。
HHではターゲット1がよく見え、VVでは
ターゲット2がよく見えている。また、HVで
は互いに直交した偏波なので、HH、 VVに
比べて強度が小さい。
ターゲットの中心部の散乱行列を取り出

したところ、
ターゲット1に対して、

ターゲット2に対して、

であった。これらを基に、2次元偏波シグネ
チャを作ると、＜図9＞のようになる。（ここ

では、EllipticityとTilt angleの位置がよく
分かるように2次元で書いてある。そして、
グレースケール表示で、白は大きな電力
値、黒は小さな電力値に対応させている。）
ターゲット1に対するCo-Pol Maxでの偏波
状態は、
Tilt angleτ ＝ -28.2°
Ellipticity angle ε ＝ -13.1°

ターゲット2に対するCo-Pol Maxで偏波状
態は、
Tilt angleτ＝ 62.3°
Ellipticity angle ε＝ 5.6°

である。これらの偏波の傾き角は、配置し
た各ターゲットの角度（－30度、＋60度）に
ほぼ対応しているのがわかる。
＜図10＞に各ターゲットのCo-Pol Max

偏波状態で見たときのイメージを示す。送
信電界ベクトルをターゲット1のCo-Pol Max
偏波を合わせたときはターゲット1がより強
調され、それと直交しているターゲット2は
抑制されてくる。逆に、ターゲット2に偏波
を合わせたときは、ターゲット2が強調さ
れ、ターゲット1は抑制される。これらの結
果は、偏波のフィルタリングの性質がよく
表れた結果となっており、ある特別の偏波
状態で再度、画像のイメージングの行える
点がレーダポーラリメトリの利点である。

[S(HV)]1＝
－0.7656 －j 0.0902 0.3529 －j 0.1807

0.3529 －j 0.1807 －0.2056 ＋j 0.2405

[S(HV)]2＝
－0.0640 －j 0.4191 －0.2378 ＋j 0.2607

0.2378 －j 0.2607 －0.0961 ＋j 0.8162

＜図8＞2次元合成開口処理結果

＜図10＞各ターゲットのCo-Pol Maxイメージ＜図9＞偏波シグネチャ
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■受信電力のコントラスト強調

　（偏波を使ったターゲット強調）

＜図11＞のようにレーダ画像の中で着
目する二つのターゲットA、 Bがあるとき、A
をBに対して強調したい場合がある。この
ようなときに偏波レーダ画像なら、偏波フィ
ルタリングを使って受信電力のコントラスト
強調を行うことができる。＜図11＞にその
考え方を示す。一つはターゲットAの最大
化をねらうもの、他方はターゲットBを消し、
結果的にターゲットAのみを残すものであ
る。後者は、例えばクラッタに埋もれたター
ゲットを検出する場合や、埋没物体の検出
等に大きな威力を発揮する。

■偏波を使ったターゲット消去

　（地中レーダへの応用（3））

地中レーダは、地中に埋没した遺跡、遺
構、パイプ、ケーブルなどのターゲット検出
が目的である。レーダ探査を行う場合、航
空機や人工衛星と異なり、広い領域を平

面的にマッピングすることは難しい。地中
レーダや雪中レーダでは、まず、表面でア
ンテナを1次元走査し、深さ方向の情報を
得る。レーダ画像としては地中を縦に切っ
た断面を見ることに相当する。ここでは、あ
る測定ラインに沿って測った断面画像につ
いて偏波画像の利用について考えよう。
大学内の砂地で金属板を埋め、250－

1000MHzで動作する偏波合成開口FM－
CWレーダを用いて探査した。検出結果を
＜図12＞に示す。
＜図12＞から分かるように、地中探査

レーダでは表面からのクラッタが大きい。ク
ラッタによって希望するターゲットが埋もれ
てしまうこともある。VVイメージではほとん
どターゲットの反応が出ていない。通常で
は、＜図12＞の表示がよく用いられるが、
さらに一歩進めた偏波フィルタリングを行っ
てみよう。そこで、前節のコントラスト強調
の考え方に従って、ターゲットを最大にす
るCo-Pol Maxと、地表面を消すCo-Pol

Null偏波状態を用いて、再度イメージング
を行った。＜図13＞にその結果を示す。
Co-Pol Maxではターゲットが十分強調さ

れていることが分かる。しかし、地中探査
レーダでの問題点は、最初からターゲット
の情報（深さや大きさ）が未知であるという
ことである。その情報を知り得た後に強調
することはできるが、一般にはターゲットの
情報は分からない。その意味で、ターゲッ
ト最大のCo-Pol Maxが必ずしも最適な偏
波状態とは言えない。レーダ探査する側と
して既知のものは地表面である。したがっ
て、最初から地表面の反射を打ち消す偏
波状態を用いることにより、地中内部が最
もコントラスト良く見えるようになる。（＜図
13（b）＞のエコーは小さく見えるが、増幅
は可能である。）この方法は、従来から問
題であった地表面クラッタの抑圧が可能と
いうことを意味し、偏波利用の最も寄与で
きる点である。

＜図11＞偏波フィルタリングの考え方（ターゲットAの強調）

＜図15＞金属パイプの検出状況

＜図14＞金属板の検出状況

＜図12＞HV基底での検出結果 ＜図13＞偏波フィルタリングイメージ
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著書／偏波（ポーラリメトリック）レーダの

基礎と応用、
電波伝搬ハンドブック（共著）など

地中レーダでのさらなる応用（3）

それでは、偏波レーダで地中に埋もれ
た金属板と金属パイプを区別して検出でき
るであろうか？　散乱行列を使って二つの
ターゲットを区別できるであろうか？
地中は損失媒質で不均質であり、レー

ダ探査はなかなか難しい問題であるが、
＜図14、図15＞のように金属板と金属パ
イプを埋めて偏波による識別を試してみ
た。媒質、アンテナ、システムそれぞれに
問題点はあるが、まずは散乱行列を取得
した。
検出結果は＜図12＞と同様に、地表面

近くのクラッタが非常に大きく、ターゲットの
エコーが非常に小さい（図面省略）。
そこで、偏波レーダ画像からこれらター

ゲットの存在すると思われる位置で数10個
の散乱行列を取り出し、散乱行列から導
かれる以下のanisotropy係数qを調べて
みた。

anisotropy係数qは、散乱行列を対角
化し、その固有値  λ1、 λ2 から導かれる
値である。偏波基底によらず、robustな指
標であり、 q ＝0 は偏波依存性の無い平板
のようなターゲット、 q ＝1 は偏波依存性の
大きい線状ターゲットなどを表す。測定結
果からは＜図16、図17＞のようになった。
金属板からは0.2に近い分布が得られ、パ
イプからは0.9に近い分布が得られている。
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したがって、q は埋めたターゲットの特徴を
捉えていることが分かる。
偏波シグネチャを作ると、金属板、パイ

プともそれぞれ＜図18、図19＞のように
なった。このパターン形状から平板と線状
物体であることも再確認される（1）。地中
レーダでは、このようにいくつかの偏波パ
ラメータを協調して使うことにより、物体識
別の精度が向上する。
以上、レーダポーラリメトリに関して、散

乱行列を使った画像やその応用の一端を
理解していただけたのではないかと思う。
ポーラリメトリはすべてのレーダに関連す

る技術なので、地球環境計測用の人工衛
星・航空機搭載レーダにも応用できる。
ポーラリメトリによって、例えば地表状況の
詳細な把握が可能になるので、今後の
レーダ計測には必須の技術となろう。
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＜図19＞金属パイプの偏波シグネチャ＜図17＞金属パイプのanisotropy係数

＜図18＞金属板の偏波シグネチャ＜図16＞金属板のanisotropy係数


