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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーダ波を送受信する複数のアンテナおよび太陽電池を備えるレーダパネルを複数連結
して単一の平板状に構成されるレーダ部と、
　地上または宇宙機と通信を行う通信部と、を備え、
　前記レーダ部は、
　複数の前記レーダパネルにより構成される板状構造体であるレーダパネルアレイと、
　前記レーダパネルを支持する側部枠体を複数、折り畳みおよび展開可能に連結して構成
される展開トラス構造物と、
　前記レーダ部の軌道修正および姿勢制御を行うスラスタ部と、
　前記スラスタ部および前記レーダ部の作動制御を行うレーダ制御部と、
を備えており、
　前記レーダ部は、コンフォーマルアレイレーダを構成しており、地球表面に向けられて
いることを特徴とする、
レーダ衛星。
【請求項２】
　前記レーダ部は、
　前記側部枠体によって支持された複数の前記レーダパネルの一辺が屈曲可能な節点で連
結され、当該節点でこれらレーダパネルが屈曲されて互いに密接されるように折り畳まれ
たレーダパネルユニットが展開されたものが、複数連結された構成であるか、または、
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　展開された展開トラス構造物を構成する複数の前記側部枠体に、それぞれ前記レーダパ
ネルが取り付けられた構成であることを特徴とする、
請求項１に記載のレーダ衛星。
【請求項３】
　展開された前記レーダパネルユニットを連結して前記レーダ部を構築するとともに、構
築された当該レーダ部を維持するサービスユニットを備えていることを特徴とする、
請求項２に記載のレーダ衛星。
【請求項４】
　前記レーダ部のカウンターウェイトであるバス部と、
　前記レーダ部および前記バス部を連結するテザーワイヤと、
を備えていることを特徴とする、
請求項１から３のいずれか１項に記載のレーダ衛星。
【請求項５】
　前記レーダパネルは、前記太陽電池で発電された電力を充電する充電器と、当該充電器
の充放電を少なくとも制御する電源制御器と、を備えていることを特徴とする、
請求項１から４のいずれか１項に記載のレーダ衛星。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載のレーダ衛星と、
　当該レーダ衛星との間で通信を行う地上通信装置と、
　当該地上通信装置を介して前記レーダ衛星の管理を行う地上管理装置と、
を備えていることを特徴とする、
レーダ衛星システム。
【請求項７】
　さらに、前記レーダ衛星または前記地上管理装置との間で通信を可能とする航空機、船
舶、および車両の少なくともいずれかを含むことを特徴とする、
請求項６に記載のレーダ衛星システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、宇宙空間から地球表面を観測するレーダ衛星と、これを用いたレーダ衛星シ
ステムとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　気象観測、災害対応、環境監視、地形計測等の目的で、宇宙空間から衛星により地球表
面を観測し、地球表面の観測情報を取得することが行われている。このような衛星として
は、光学機器を用いた光学衛星とレーダ装置を用いたレーダ衛星とが知られている。レー
ダ衛星では、地球表面に対してマイクロ波またはミリ波等のレーダ波を送受信することに
より、観測情報としての画像情報（レーダ画像）を取得する。そのため、光学衛星では撮
影が困難な状況（夜間および雲り空等の状況）であっても、画像情報の取得が可能となる
。
【０００３】
　ここで、レーダ装置のアンテナと光学機器のレンズとが同サイズであると、レーダ装置
の分解能は光学機器に比べて大幅に低くなる。それゆえ、レーダ装置が、光学機器と同程
度の分解能を実現するためには、レーダ波を送受信するアンテナのサイズを非常に大きく
する必要がある。しかしながら、宇宙空間で巨大な構造物を構築することは困難であるた
め、レーダ衛星が備えるレーダ装置としては、合成開口レーダ（ＳＡＲ）が知られている
。
【０００４】
　合成開口レーダは、衛星が軌道を周回している間に、地球表面に向けてレーダ波の送受
信を多数回実施し、受信したレーダ波を合成する。これにより、実際のアンテナが小さく
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ても、衛星の移動によって見かけ上巨大なアンテナを実現することになるので、分解能に
優れた画像情報を取得することができる。例えば、特許文献１には、干渉合成開口レーダ
を用いた、遠隔探知衛星または遠距離通信衛星が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第ＷＯ９７／０３４８０１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ただし、合成開口レーダを用いたレーダ衛星には、いくつかの問題点も知られている。
前述したように、合成開口レーダでは、地球表面の広範囲に対してレーダ衛星からレーダ
波を多数回送受信することにより画像情報を取得する。それゆえ、例えば、多数回の受信
波それぞれに時間的なずれが生じるという問題点が挙げられる。この問題点に対処するた
めには、これら受信波を合成するためには、高性能のコンピュータを用いて、非常に大き
な情報処理を実施する必要がある。また、合成開口レーダは地球表面の広範囲をレーダ波
で走査するため、そもそも画像情報にノイズが入りやすい。しかも、画像情報の時間分解
能がレーダ衛星の周回の周期に制約されるとともに、十分な分解能を得るためにレーダ衛
星に対して高精度の航法が要求される。
【０００７】
　加えて、合成開口レーダでは、移動する物体を、地表（地形等のように静止している観
測対象）を検知する場合と同程度の分解能で検知できないため、移動する物体を観測対象
にできない。例えば、地球表面のある領域の地形または海洋状況、気象、もしくは環境等
が観測対象であれば、このような観測対象領域は実質的に移動しない観測対象となるため
多数回の受信波を合成することにより解像度を上げることができる。しかしながら、船舶
または航空機のように地球表面またはその上空を移動する物体は、多数回の受信波を受信
する間に移動してしまうため、合成により解像度を上げることができない。そのため、合
成開口レーダでは、移動する物体を十分な分解能で検知することが困難となる。
【０００８】
　このように、従来のレーダ衛星では、観測対象領域の表面（地表面または海表面）ある
いはその上空（空中領域）を移動する物体を観測することができない。そのため、地上ま
たは海上という広い領域を概観的かつ長期的に観測することは可能であっても、当該領域
を空間的かつ短期的に観測することはできなかった。
【０００９】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであって、宇宙空間から地球表
面からの観測情報を取得する際に、移動する物体も含む、より詳細な情報を取得すること
が可能なレーダ衛星およびこれを用いたレーダ衛星システムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係るレーダ衛星は、前記の課題を解決するために、レーダ波を送受信する複数
のアンテナおよび太陽電池を備えるレーダパネルを複数連結して単一の平板状に構成され
るレーダ部と、地上または宇宙機と通信を行う通信部と、を備え、前記レーダ部は、複数
の前記レーダパネルにより構成される板状構造体であるレーダパネルアレイと、前記レー
ダパネルを支持する側部枠体を複数、折り畳みおよび展開可能に連結して構成される展開
トラス構造物と、を備えている構成である。
【００１１】
　前記構成によれば、折り畳みおよび展開可能な展開トラス構造物により、複数のレーダ
パネルで構成されるレーダパネルアレイが支持されることにより平板状の大きなレーダ部
が構成されている。それゆえ、打ち上げ時にはレーダパネルアレイを折り畳んでおき、宇
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宙空間でレーダパネルアレイを展開することにより、大型のコンフォーマルアレイレーダ
を宇宙空間で構築することが可能となる。これにより、例えば移動する相対的に小さな物
体も観測対象とすることができるので、宇宙空間から地球表面（地表面および海表面）だ
けでなく、その上空を含む領域（空海領域）において移動する物体を含めたより詳細な観
測情報を取得することが可能なレーダ衛星を提供することができる。
【００１２】
　しかも、レーダパネルアレイを構成するレーダパネルの数を調整することで、レーダ部
の大きさも調整することができる。さらに、レーダ衛星のレーダ部が複数のレーダパネル
により構成され、各レーダパネルは複数のアンテナを備えているため、一部のアンテナが
故障したとしても、レーダ性能への影響を抑制または回避することができる。また、レー
ダ部が多数のレーダパネルで構成されるため、一部のレーダパネルが故障しても補給品に
交換することもできる。それゆえ、レーダ衛星の冗長性を優れたものとすることができる
。
【００１３】
　前記構成のレーダ衛星においては、前記レーダ部は、前記側部枠体によって支持された
複数の前記レーダパネルの一辺が屈曲可能な節点で連結され、当該節点でこれらレーダパ
ネルが屈曲されて互いに密接されるように折り畳まれたレーダパネルユニットが展開され
たものが、複数連結された構成であるか、または、展開された展開トラス構造物を構成す
る複数の前記側部枠体に、それぞれ前記レーダパネルが取り付けられた構成であってもよ
い。
【００１４】
　前記構成のレーダ衛星においては、前記レーダ部の軌道修正および姿勢制御を行うスラ
スタ部と、前記スラスタ部および前記レーダ部の作動制御を行うレーダ制御部と、を備え
る構成であってもよい。
【００１５】
　また、前記構成のレーダ衛星においては、前記レーダ部のカウンターウェイトであるバ
ス部と、前記レーダ部および前記バス部を連結するテザーワイヤと、を備える構成であっ
てもよい。
【００１６】
　また、前記構成のレーダ衛星においては、前記レーダパネルは、前記太陽電池で発電さ
れた電力を充電する充電器と、当該充電器の充放電を少なくとも制御する電源制御器と、
を備える構成であってもよい。
【００１７】
　また、前記構成のレーダ衛星においては、展開された前記レーダパネルユニットを連結
して前記レーダ部を構築するとともに、構築された当該レーダ部を維持するサービスユニ
ットを備える構成であってもよい。
【００１８】
　さらに、本発明には、前記構成のレーダ衛星と、当該レーダ衛星との間で通信を行う地
上通信装置と、当該地上通信装置を介して前記レーダ衛星の管理を行う地上管理装置と、
を備えるレーダ衛星システムも含まれる。
【００１９】
　前記構成のレーダ衛星システムにおいては、さらに、前記レーダ衛星または前記地上管
理装置との間で通信を可能とする航空機、船舶、および車両の少なくともいずれかを含む
構成であってもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明では、以上の構成により、宇宙空間から地球表面の観測情報を取得する際に、移
動する物体も含む、より詳細な情報を取得することが可能なレーダ衛星およびこれを用い
たレーダ衛星システムを提供することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【００２１】
【図１】本発明の実施の形態１に係るレーダ衛星の基本構成例を示す概略斜視図である。
【図２】図２（Ａ）は、図１に示すレーダ衛星のレーダ部の要部の構成例を示す概略斜視
図であり、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）のＩ－Ｉ線の矢視部分断面図である。
【図３】図１に示すレーダ部のレーダパネルアレイおよびレーダパネルユニットの構成例
を示す概略平面図である。
【図４】図１に示すレーダ衛星の制御構成の一例を示す模式的ブロック図である。
【図５】図４に示すレーダ衛星のレーダパネルの構成例を示す模式的ブロック図である。
【図６】図５に示すレーダパネルが備えるレーダセルの構成例を示す模式的ブロック図で
ある。
【図７】図４に示すレーダ衛星のレーダスラスタ部の構成例を示す模式的ブロック図であ
る。
【図８】図１および図４に示すレーダ衛星を用いた地球表面の観測の一例を示す模式図で
ある。
【図９】本発明の実施の形態２に係るレーダ衛星システムの構成例を示す模式図である。
【図１０】本発明の実施の形態２に係るレーダ衛星システムの他の構成例を示す模式的ブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下では
全ての図を通じて同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明
を省略する。
【００２３】
　（実施の形態１）
　まず、本発明に係るレーダ衛星の基本構成の一例について、図１～図３を参照して具体
的に説明する。
【００２４】
　［レーダ衛星の基本構成］
　図１に示すように、本実施の形態に係るレーダ衛星１０は、レーダ部２０、バス部３０
、テザーワイヤ１１等を備えている。レーダ部２０は、レーダパネルアレイ２０１および
展開トラス構造物２０２により構成されている。レーダパネルアレイ２０１は、複数のレ
ーダパネル２１により構成される単一の板状構造体であり、展開トラス構造物２０２によ
り支持されている。図２（Ａ）に部分的に示すように、展開トラス構造物２０２は、レー
ダパネル２１を支持する側部枠体２０４を折り畳みおよび展開可能に連結した構造物であ
り、例えば金属製または複合材料製（ＣＦＲＰ等）のパイプ材およびヒンジ部材（連結部
材）等により構成されている。また、レーダ部２０には、レーダスラスタ部４０、通信／
制御部５０、サービスユニット５１、補給機５２等も設けられている。
【００２５】
　図２（Ａ）に示すように、１枚のレーダパネル２１の長手方向を縦とし、その直交方向
を横方向としたときに、図１に示す構成例では、レーダパネルアレイ２０１は、縦６枚お
よび横１２枚の合計７２枚のレーダパネル２１により構成されている。図２（Ａ）に模式
的に示すように、レーダパネル２１には、複数のレーダセル２２が設けられている。
【００２６】
　レーダセル２２は、図２（Ｂ）（図２（Ａ）のＩ－Ｉ線矢視方向の部分断面図）に示す
ように、アンテナユニット２６、太陽電池２４１、バッテリ２４２等を備えている。アン
テナユニット２６は、パッチアンテナ２６０および送受信ユニット２６１等を備えており
、パッチアンテナ２６０は、パネル基板２１１の裏面（図２（Ｂ）の下面）に設けられて
いる。太陽電池２４１は、パネル基板２１１の表面（図２（Ｂ）の上面）に設けられてい
る。また、バッテリ２４２および送受信ユニット２６１は、太陽電池２４１およびパネル
基板２１１の間に設けられており、バッテリ２４２、送受信ユニット２６１およびパッチ
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アンテナ２６０は、裏面側に設けられるパネル配線２１２により電気的に接続されている
。太陽電池２４１も、図２（Ｂ）には図示しない配線によってバッテリ２４２等に接続さ
れている。
【００２７】
　パッチアンテナ２６０は、レーダ波を送受信するレーダ部２０のアンテナであり、その
具体的な構成は特に限定されず、マイクロストリップラインを用いた公知の構成であれば
よい。また、レーダ部２０のアンテナとしては、パッチアンテナ２６０以外の公知のアン
テナを用いることもできる。
【００２８】
　太陽電池２４１は、レーダ部２０、レーダスラスタ部４０、および通信／制御部５０等
に電力を供給する。バッテリ２４２は、太陽電池２４１で発電された電力を充電する充電
器であり、図２（Ｂ）には図示しない電源制御器により充放電が制御される。したがって
、太陽電池２４１、バッテリ２４２および電源制御器によってレーダ電力供給部２４が構
成される。なお、太陽電池２４１およびバッテリ２４２、並びに、電源制御器の具体的な
構成は特に限定されず、公知の構成のものを好適に用いることができる。また、アンテナ
ユニット２６およびレーダ電力供給部２４を含むレーダセル２２の詳細については後述す
る。
【００２９】
　図１および図３に示すように、レーダパネルアレイ２０１は複数（本実施の形態では７
２枚）のレーダパネル２１により構成されるが、図３に示すように、レーダパネル２１は
、予め複数枚が連結されたレーダパネルユニット２０３を構成している。個々のレーダパ
ネル２１は側部枠体２０４で支持されている。図３に示す例では、レーダパネルユニット
２０３は、２枚のレーダパネル２１を縦方向に連結した構成となっているが、これに限定
されない。すなわち、レーダパネルユニット２０３は、側部枠体２０４によって支持され
た複数のレーダパネル２１の一辺を屈曲可能な節点で連結し、この節点でこれらレーダパ
ネル２１を屈曲させて互いに密接するように折り畳むことが可能であり、かつ、折り畳ん
だ状態から展開可能に構成されていればよい。したがって、レーダパネルユニット２０３
は、３枚以上のレーダパネル２１で構成されてもよいし、縦方向ではなく横方向に連結さ
れてもよい。
【００３０】
　レーダパネルユニット２０３は、展開前には図３に示すパネルコンテナ５３に折り畳ん
だ状態で収容されている。そして、パネルコンテナ５３から送り出されたレーダパネルユ
ニット２０３は図３に示す展開装置５４によって展開され、図１および図３に示すサービ
スユニット５１によって他のレーダパネルユニット２０３に連結される。これにより、複
数のレーダパネル２１が連結された板状の構造体（レーダパネルアレイ２０１）が構築さ
れる。このとき、個々のレーダパネル２１は、それぞれ側部枠体で支持されているので、
展開して連結されたレーダパネルアレイ２０１は、複数の側部枠体２０４を連結した展開
トラス構造物２０２によって支持されることになる。なお、サービスユニット５１は、レ
ーダパネルアレイ２０１すなわちレーダ部２０を構築するだけでなく、構築されたレーダ
部２０の維持も行う。
【００３１】
　したがって、レーダ衛星１０の打ち上げ時には、複数のレーダパネルユニット２０３を
折り畳んでパネルコンテナ５３に収容しておく。宇宙空間に搬送された後には、パネルコ
ンテナ５３からレーダパネルユニット２０３を送り出して展開装置５４により展開して、
サービスユニット５１でレーダパネルユニット２０３を連結する。なお、１個のパネルコ
ンテナ５３に収容できるレーダパネルユニット２０３の数は限定される。そこで、複数の
パネルコンテナ５３を連ねてコンテナセットを構成すれば、多数のレーダパネルユニット
２０３を宇宙空間に搬送することができる。これにより、大型のコンフォーマルアレイレ
ーダ（レーダ部２０）を宇宙空間で構築することができる。
【００３２】
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　例えば、１枚のレーダパネル２１が縦７ｍ×横３ｍのサイズであれば、レーダパネルア
レイ２０１が図１に示すように７２枚のレーダパネル２１で構成されれば、４０ｍ級のレ
ーダ部２０（縦４２ｍ×横３６ｍ）を宇宙空間で構築することができる。４０ｍ級のレー
ダ部２０であれば、その開口面積が約１，６００ｍ2 となるので、そのレーダ反射断面積
（ＲＣＳ）を非常に大きくすることができる。これにより、例えば、地球表面の上空を移
動する小型の航空機等も観測対象として検知することが可能になるので、地表面または海
表面（地球表面）だけでなく、その上空も観測することが可能となる。その結果、空海領
域（地球表面およびその上空等）からより詳細なレーダ画像（観測情報）を取得すること
ができるので、レーダ性能は格段に向上することになる。
【００３３】
　なお、本発明に係るレーダ衛星１０においては、レーダ部２０は、前述したように、側
部枠体を含むレーダパネルユニット２０３を展開したものを複数連結する構成に限定され
ない。例えば、展開された展開トラス構造物２０２を構成する複数の側部枠体２０４に、
それぞれレーダパネル２１が取り付けられた構成であってもよい。この場合、各レーダパ
ネル２１は、図１または図３に示すサービスユニット５１により、個々の側部枠体２０４
に対して取り付けられればよい。
【００３４】
　つまり、本発明におけるレーダ部２０は、複数のレーダパネル２１により構成される板
状構造体であるレーダパネルアレイ２０１と、レーダパネル２１を支持する側部枠体２０
４を複数、折り畳みおよび展開可能に連結して構成される展開トラス構造物２０２と、を
備えている構成であればよい。
【００３５】
　サービスユニット５１、パネルコンテナ５３、および展開装置５４の具体的な構成は特
に限定されないが、本発明では、サービスユニット５１およびパネルコンテナ５３として
は、（１）日本国公開特許公報・特開２０１４－１８４８１２号公報および（２）日本国
公開特許公報・特開２０１４－１８４８１３号公報に開示される構成を採用することがで
きる。また、展開装置５４として、上記（１）および（２）の公開特許公報に加えて、（
３）日本国公開特許公報・特開２０１２－１３１４５８号公報に開示される構成を採用す
ることができる。このように、宇宙空間において複数のパネルを大型の板状構造体に構築
する技術は、上記（１）～（３）の公開特許公報に記載されているので、これら公開特許
公報の内容は、本明細書で参照することにより本明細書の記載の一部とする。
【００３６】
　バス部３０は、テザーワイヤ１１によりレーダ部２０に連結されている。テザーワイヤ
１１は、レーダ部２０の取付け部分からそれぞれバス部３０に向かって延伸している。図
１に示す構成では、取付け部分から延伸するテザーワイヤ１１が一つにまとまってバス部
３０に連結している。なお、取付け部分から延伸するテザーワイヤ１１は、１本のワイヤ
であってもよいし２本以上のワイヤで構成されてもよい。また、テザーワイヤ１１の具体
的な構成は特に限定されず、複数の細いワイヤによって形成されたステンレスワイヤ、あ
るいは、薄いテープ状のワイヤ等のように公知のワイヤ材料を好適に用いることができる
。
【００３７】
　バス部３０は、レーダ部２０のカウンターウェイトとして機能し、前記（１）および（
２）の公開特許公報に記載されているように、パネルコンテナ５３をバス部３０として利
用することができる。レーダスラスタ部４０は、レーダ部２０の周囲に複数設けられ、レ
ーダ部２０の軌道修正および姿勢制御を行う。本実施の形態では、図１に示すように、矩
形状のレーダ部２０の四辺のうち横方向の二辺に、それぞれ２機ずつレーダスラスタ部４
０が設けられている。なお、図１に示す状態では、図中手前の辺における１機のレーダス
ラスタ部４０が補給機５２により隠れた状態となっている。また、バス部３０およびレー
ダスラスタ部４０の具体的な構成については後述する。
【００３８】
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　通信／制御部５０は、レーダ衛星１０を構成するレーダ部２０、バス部３０、レーダス
ラスタ部４０およびサービスユニット５１のそれぞれと通信可能であるとともに、レーダ
衛星１０から見て外部、すなわち地上または他の宇宙機等と通信可能に構成されている。
また、通信／制御部５０は、レーダ部２０、バス部３０、レーダスラスタ部４０およびサ
ービスユニット５１の作動を制御する。通信／制御部５０の具体的な構成は特に限定され
ず、宇宙機の分野で使用可能な公知の制御機器および通信装置等を挙げることができる。
通信／制御部５０による作動制御および通信については後述する。
【００３９】
　補給機５２は、レーダスラスタ部４０に対して化学燃料を供給する。レーダスラスタ部
４０は、この化学燃料を消費して作動し、レーダ部２０の軌道修正または姿勢制御を行う
。補給機５２の具体的な構成は特に限定されず、宇宙機の分野で公知の構成を好適に用い
ることができる。
【００４０】
　［レーダ衛星の制御構成］
　次に、レーダ衛星１０の制御構成について、図１～図３に加えて図４～図７を参照して
具体的に説明する。
【００４１】
　前述した通り、図２（Ａ）および図４に示すように、レーダ部２０は、複数のレーダパ
ネル２１を備えており、各レーダパネル２１は複数のレーダセル２２を備えている。各レ
ーダセル２２は、図５に示すように、レーダ通信器２３、レーダ電力供給部２４、信号処
理器２５、およびアンテナユニット２６等を備えている。レーダ通信器２３は、通信／制
御部５０との間で通信を行うものであり、信号処理器２５に接続されている。信号処理器
２５には複数のアンテナユニット２６が接続されている。
【００４２】
　アンテナユニット２６は、前述した通り、パッチアンテナ２６０および送受信ユニット
２６１により構成されているが、送受信ユニット２６１は、図６に示すように、送信増幅
器２６２、受信増幅器２６３、および送受信切替器２６４等により構成されている。送信
増幅器２６２および受信増幅器２６３は並列して信号処理器２５および送受信切替器２６
４に接続されており、送受信切替器２６４は、送信増幅器２６２および受信増幅器２６３
に加えてパッチアンテナ２６０に接続されている。
【００４３】
　パッチアンテナ２６０からは地表に向けてレーダ波（送信波）が送信されるとともに、
地表で反射されたレーダ波（受信波）を受信する。信号処理器２５は、レーダ通信器２３
を介して通信／制御部５０から入力される送信波発生指令に基づいて送信波を生成すると
ともに、受信波を画像生成用情報に変換してレーダ通信器２３に送出する。画像生成用情
報は、レーダ通信器２３を介して通信／制御部５０に出力され、地上または他の宇宙機に
送信される。送信増幅器２６２は、信号処理器２５で生成された送信波を増幅して送受信
切替器２６４を介してパッチアンテナ２６０に送出する。受信増幅器２６３は、パッチア
ンテナ２６０で受信した受信波を増幅して信号処理器２５に送出する。送受信切替器２６
４はレーダ波の送信および受信を切り替える。
【００４４】
　信号処理器２５および送受信ユニット２６１（送信増幅器２６２、受信増幅器２６３、
および送受信切替器２６４等）の具体的な構成は特に限定されず、レーダ装置の分野で公
知の構成を好適に用いることができる。また、レーダ通信器２３は、宇宙空間において通
信／制御部５０との間で通信可能な構成であれば特に限定されず、宇宙機の分野で使用可
能な公知の通信装置等を好適に用いることができる。また、通信に用いられる電磁波も特
に限定されず、公知の電波であってもよいしレーザ光等を用いた光通信であってもよい。
【００４５】
　なお、前述したレーダ部２０の構成は、一般的なレーダ装置の構成と同様であるが、レ
ーダ部２０の具体的な構成はこれに限定されず、公知の他のレーダ装置の構成であっても
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好適に用いることができる。
【００４６】
　また、図５に示すように、レーダセル２２はレーダ電力供給部２４を備えている（図２
（Ｂ）参照）。レーダ電力供給部２４は、前述した通り、太陽電池２４１、バッテリ２４
２、および電源制御器２４３を備えており、レーダ通信器２３、信号処理器２５、アンテ
ナユニット２６等に電力を供給するとともに（図５におけるブロック矢印参照）、後述す
るように、レーダスラスタ部４０および通信／制御部５０にも電力を供給する。
【００４７】
　バス部３０は、図４に示すように、バススラスタ３１、バススラスタ制御器３２、バス
通信器３３、およびバス電力供給部３４等を備えている。バススラスタ３１は、バス部３
０の軌道修正または姿勢制御を行うものであり、宇宙機のスラスタとして公知のものを好
適に用いることができる。
【００４８】
　バススラスタ制御器３２は、バススラスタ３１の作動制御を行うものである。バス通信
器３３は、バススラスタ制御器３２に接続されるとともに、通信／制御部５０との間で通
信を可能とするものである。バススラスタ制御器３２およびバス通信器３３の具体的な構
成は特に限定されず、宇宙機の分野で使用可能な公知の制御機器または通信装置等を好適
に用いることができる。通信／制御部５０からの作動制御指令がバス通信器３３を介して
バススラスタ制御器３２に入力されると、この作動制御指令に基づいてバススラスタ３１
が作動する。
【００４９】
　バス電力供給部３４は、バススラスタ制御器３２、バス通信器３３等に電力を供給する
ものであり（図４のブロック矢印参照）、太陽電池３４１、バッテリ３４２、および電源
制御器３４３等を備えている。その基本的な構成は、レーダセル２２が備えるレーダ電力
供給部２４と同様であるので、具体的な説明は省略する。
【００５０】
　レーダスラスタ部４０は、図７に示すように、レーダスラスタ４１、レーダスラスタ制
御器４２、およびレーダスラスタ通信器４３等を備えている。レーダスラスタ４１は、レ
ーダスラスタ制御器４２の作動制御により、レーダ部２０の軌道修正または姿勢制御を行
う。レーダスラスタ４１の具体的な構成は特に限定されず、バススラスタ３１と同様に、
宇宙機のスラスタとして公知のものを好適に用いることができる。
【００５１】
　レーダスラスタ制御器４２は、レーダスラスタ４１の作動制御を行うものである。レー
ダスラスタ通信器４３は、レーダスラスタ制御器４２に接続されるとともに、通信／制御
部５０との間で通信を可能とするものである。レーダスラスタ制御器４２およびレーダス
ラスタ通信器４３の具体的な構成は特に限定されず、宇宙機の分野で使用可能な公知の制
御機器または通信装置等を好適に用いることができる。通信／制御部５０からの作動制御
指令がレーダスラスタ通信器４３を介してレーダスラスタ制御器４２に入力されると、こ
の作動制御指令に基づいてレーダスラスタ４１が作動する。
【００５２】
　前述したようにレーダ部２０を構成するレーダパネル２１には、レーダ電力供給部２４
を備えているが、図７のブロック矢印に示すように、このレーダ電力供給部２４は、レー
ダ部２０に対してだけでなく、レーダスラスタ部４０および通信／制御部５０に対しても
電力を供給する。電力供給経路は特に限定されず、公知の手法でレーダ電力供給部２４の
太陽電池２４１または充電器であるバッテリ２４２と、レーダスラスタ部４０または通信
／制御部５０を電気的に接続すればよい。
【００５３】
　通信／制御部５０は、図４に示すように、レーダ部２０、バス部３０、レーダスラスタ
部４０およびサービスユニット５１等と通信可能に構成され、これらの作動を制御する。
前述したように、通信／制御部５０は、地上または他の宇宙機等と通信可能に構成されて
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おり、地上からの制御によりレーダ部２０、バス部３０、レーダスラスタ部４０およびサ
ービスユニット５１等の作動を制御することができるとともに、予め図示しない記憶部に
記憶されているコンピュータプログラム等によりレーダ部２０、バス部３０、レーダスラ
スタ部４０およびサービスユニット５１等の作動を制御することができる。
【００５４】
　なお、本発明に係るレーダ衛星１０は、レーダ部２０、バス部３０、レーダスラスタ部
４０およびサービスユニット５１以外の構成を備えていてもよく、通信／制御部５０は、
これら以外の構成の作動を制御することができる。例えば、図１に示す例では、レーダ衛
星１０は補給機５２を備えているが、通信／制御部５０は、この補給機５２の作動を制御
するように構成されてもよい。さらに、通信／制御部５０は、通信可能な他の宇宙機の作
動を制御するように構成されてもよい。
【００５５】
　［レーダ衛星による観測］
　前記構成のレーダ衛星１０による地球表面およびその上空の観測（空海領域からの情報
の取得）について、図８を参照して説明する。図８において一点鎖線で示すように、レー
ダ衛星１０は、例えば高度５，０００ｋｍの軌道Ｏｓを周回している。図８において破線
の双方向矢印Ｃ１で示すように、レーダ衛星１０は、通信／制御部５０により地上と通信
可能となっている。
【００５６】
　通信／制御部５０は、予め記憶されているコンピュータプログラムまたは地上から受信
した指令に基づき、レーダ部２０に対してレーダ波を送信するように作動指令を出力する
。レーダ部２０は、多数のレーダパネル２１により構成されるコンフォーマルアレイレー
ダである。そのため、レーダ部２０では、通信／制御部５０からの作動指令に基づき、レ
ーダパネル２１の裏面に設けられる多数のパッチアンテナ２６０がデジタル制御され、送
信されるレーダ波（送信波）の位相が制御される。
【００５７】
　これにより、多数のパッチアンテナ２６０からの送信波が合成されて、図８で網掛けの
領域で示すように、レーダ部２０の大きさに応じた合成送信波が照射されるので、この合
成送信波により地球表面（およびその上空）が走査される。地球表面およびその上空から
反射された受信波は、多数のパッチアンテナ２６０で受信され、信号処理器２５で画像用
情報に変換処理されて通信／制御部５０に出力される。通信／制御部５０は、得られた画
像用情報を地上に送信し、地上では、受信した画像用情報に基づいて地球表面およびその
上空の画像情報（レーダ画像）を生成し、表示装置等に表示する。
【００５８】
　ここで、レーダ部２０および通信／制御部５０の駆動電力は、レーダ部２０が備える太
陽電池２４１により賄われる。また、レーダ部２０には、充電器であるバッテリ２４２を
備えているので、レーダ衛星１０が地球の影に入った場合でも、バッテリ２４２からの電
力によりレーダ部２０および通信／制御部５０を作動させることができる。例えば、図１
に示すような４０ｍ級のレーダ部２０であれば、全ての太陽電池２４１の発電能力として
約４００ｋＷが実現可能であるので、レーダ衛星１０に必要な電力はレーダ部２０により
十分に確保することができる。
【００５９】
　また、レーダスラスタ部４０の作動も通信／制御部５０により制御することができるの
で、地上から送信される指令により、レーダ部２０の軌道修正または姿勢制御を行うこと
ができる。同様に、バス部３０についても、通信／制御部５０により軌道修正または姿勢
制御が可能となる。なお、バス部３０の電力については、図４に示すように、バス電力供
給部３４により賄われる。
【００６０】
　特に、本発明に係るレーダ衛星１０では、レーダ部２０を構成するレーダパネルアレイ
２０１が多数のレーダパネル２１により構成され、個々のレーダパネル２１には多数のレ
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ーダセル２２が設けられ、各レーダセル２２には、数万～数百万個のパッチアンテナ２６
０が設けられる。例えば、図１に示す４０ｍ級のレーダ部２０であれば、約２６万個程度
のパッチアンテナ２６０を備えることができる。それゆえ、数個～数十個のパッチアンテ
ナ２６０が故障したとしても、レーダ部２０の性能にほとんど影響を及ぼすことがないた
め、レーダ衛星１０の冗長性を優れたものとすることができる。
【００６１】
　また、本発明に係るレーダ衛星１０では、レーダパネルアレイ２０１（レーダ部２０）
を構成する多数のレーダパネル２１のそれぞれを、サービスユニット５１により交換する
ことができる。例えば、任意のレーダパネル２１において複数のパッチアンテナ２６０が
故障した場合、地上から補給品のレーダパネル２１を輸送し、地上からの制御により通信
／制御部５０を介してサービスユニット５１を作動させ、任意のレーダパネル２１を補給
品のレーダパネル２１に交換することができる。したがって、サービスユニット５１によ
るレーダ部２０の維持には、レーダパネル２１の交換も含まれる。
【００６２】
　さらに、前述したように、より多くのレーダパネルユニット２０３を宇宙空間に搬送し
て連結することで、より大型のレーダ部２０を構築することができる。それゆえ、１機の
レーダ衛星１０により非常に広範囲の地球表面およびその上空を観測することが可能とな
る。さらに、図８に示すように、赤道軌道を周回するレーダ衛星１０Ａと、極軌道を周回
するレーダ衛星１０Ｂとを運用し、図８において破線の双方向矢印Ｃ２として示すように
、レーダ衛星１０Ａ，１０Ｂとが相互に通信可能となれば、地球の全表面およびその上空
（地球の全ての地表面および海表面、並びにその上空領域を含む全空海領域）を観測する
ことも可能となる。また、例えば高度５，０００ｋｍあるいは１０，０００ｋｍ等の中軌
道でレーダ衛星１０を周回させた場合、例えば２～３時間で天空を横切りながら地球表面
およびその上空をレーダ部２０により走査することができる。そのため、さまざまな角度
で地球表面およびその上空を観測することが可能となり、より高い観測能力（レーダ性能
）を実現することができる。
【００６３】
　さらに、本発明に係るレーダ衛星１０は、前述したように、レーダ部２０、バス部３０
、レーダスラスタ部４０およびサービスユニット５１以外の構成を備えていてもよい。そ
れゆえ、例えば、レーダ衛星１０としての機能を実現する以外の構成、例えば、可視光ま
たは赤外線等を用いたセンサもしくは観測システム、その他の情報収集装置、その他の通
信機器等を備えてもよい。これにより、本発明に係るレーダ衛星１０は、「レーダ衛星」
としてだけでなく、さまざまな観測機能を有する「宇宙大型プラットフォーム」として用
いることができる。
【００６４】
　このように、本発明に係るレーダ衛星１０は、レーダ波を送受信する複数のアンテナ（
例えばパッチアンテナ２６０）および太陽電池２４１を備えるレーダパネル２１を複数連
結して単一の平板状に構成されるレーダ部２０と、地上または宇宙機と通信を行う通信部
と、を備え、レーダ部２０は、複数のレーダパネル２１の一辺を屈曲可能な節点で連結し
、当該節点でこれらレーダパネル２１を屈曲させて互いに密接するように折り畳んだレー
ダパネルユニット２０３を展開したものを複数連結することにより構成されていればよい
。なお、本実施の形態では、通信部は、通信／制御部５０として制御部と一体化している
が、通信部と制御部とが別体に構成されてもよい。
【００６５】
　このような構成によれば、展開されたレーダパネルユニット２０３を連結することによ
り平板状の大きなレーダ部２０が構成されている。それゆえ、打ち上げ時には複数のレー
ダパネルユニット２０３を折り畳んでおき、宇宙空間でレーダパネルユニット２０３を展
開して連結することにより、大型のコンフォーマルアレイレーダを宇宙空間で構築するこ
とが可能となる。
【００６６】



(12) JP 6550073 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

　これにより、合成開口レーダを用いることなく、宇宙空間から地球表面およびその上空
の観測情報を取得することが可能なレーダ衛星１０を提供することができる。特に、レー
ダ部２０は、地球表面（地表面および海表面）またはその上空を移動する物体も観測対象
とすることができるので、宇宙空間から地球表面およびその上空（まとめて空海領域）の
より詳細な情報を取得することができる。また、レーダ部２０から得られた情報を種々の
情報処理で加工することにより、さまざまな観測情報を取得することができる。さらに、
レーダ部２０以外の観測機器を備えることで、レーダ画像以外の観測情報も得ることがで
きる。
【００６７】
　しかも、レーダパネルユニット２０３の連結数を調整することで、レーダ部２０の大き
さも調整することができる。さらに、レーダ衛星１０のレーダ部２０が複数のレーダパネ
ル２１により構成され、各レーダパネル２１は複数のアンテナを備えているため、一部の
アンテナが故障したとしても、レーダ性能への影響を抑制または回避することができる。
また、レーダ部３０が多数のレーダパネル２１で構成されるため、一部のレーダパネル２
１が故障しても補給品に交換することもできる。それゆえ、レーダ衛星１０の冗長性を優
れたものとすることができる。
【００６８】
　（実施の形態２）
　次に、前述したレーダ衛星１０を含む本発明に係るレーダ衛星システムの代表的な一例
について、図９および図１０を参照して具体的に説明する。
【００６９】
　図９に示すように、本実施の形態に係るレーダ衛星システム１００Ａは、レーダ衛星１
０、地上通信装置１２、および地上管理装置１３を備えている。図９に示す例では、レー
ダ衛星システム１００Ａは４機のレーダ衛星１０を含むが、レーダ衛星１０の数はこれに
限定されず、４機未満（１～３機のいずれか）であってもよいし、５機以上であってもよ
い。
【００７０】
　地上通信装置１２は、レーダ衛星１０との間で通信を行う公知の通信装置であり、図９
に示す例では、レーダ衛星システム１００Ａは模式的に２機の地上通信装置１２を図示し
ているが、実際には多数の地上通信装置１２を構成されている。地上管理装置１３は、衛
星管理部１３１およびレーダ管理部１３２を備えており、地上通信装置１２を介してレー
ダ衛星１０と通信を行い、レーダ衛星１０の管理を行う。レーダ衛星１０は、宇宙機であ
る「衛星」としての機能と、宇宙空間に所在する「レーダ装置」としての機能とを有して
いるので、レーダ衛星１０の「衛星」としての機能は衛星管理部１３１により管理制御さ
れ、レーダ衛星１０の「レーダ装置」としての機能はレーダ管理部１３２により管理制御
される。
【００７１】
　なお、地上管理装置１３の具体的な構成および管理制御方法については特に限定されず
、宇宙機または地上レーダ装置の分野で公知の構成および管理制御方法を用いることがで
きる。
【００７２】
　また、本発明に係るレーダ衛星システムは、さらに他の構成を含んでもよい。例えば、
図１０に模式的なブロック図として示すように、本実施の形態に係る他のレーダ衛星シス
テム１００Ｂは、レーダ衛星１０、地上通信装置１２、および地上管理装置１３に加えて
、航空機１４、船舶１５、および車両１６、並びに、レーダ衛星１０以外の他の宇宙機１
７を含んでいる。例えば、航空機１４、船舶１５および車両１６が、レーダ衛星１０また
は地上管理装置１３（地上通信装置１２）、もしくはその両方と通信可能に構成されるこ
とで、空海領域の観測により得られた各種情報を、航空機１４、船舶１５、および車両１
６の管制に利用することができる。
【００７３】
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　また、他の宇宙機１７としては、宇宙ステーションあるいは他の衛星等が例示されるが
、これら他の宇宙機１７と、レーダ衛星１０または地上管理装置１３もしくはその両方と
通信可能に構成されていれば、レーダ衛星１０により得られた各種情報を宇宙開発にも活
用することができる。
【００７４】
　ここで、レーダ波に対して通信用に変調信号を加えることで、レーダ波による通信（レ
ーダ通信）が可能であることも知られている。それゆえ、レーダ衛星１０から送信される
レーダ波を利用して、航空機１４、船舶１５、車両１６および他の宇宙機１７との間で通
信を行うことも可能となる。レーダ衛星１０を用いて通信が可能となれば、レーダ衛星シ
ステム１００Ｂは、一般通信に適用することができるだけでなく、災害等の非常事態が発
生したときの非常時通信にも活用することができる。
【００７５】
　また、前述した通り、図８に示すように、赤道軌道を周回するレーダ衛星１０Ａと極軌
道を周回するレーダ衛星１０Ｂとを運用することで、地球の全表面を観測することが可能
となる。そのため、本発明に係るレーダ衛星システム１００Ｂは、特に、地球上の広範囲
を移動する航空機１４または船舶１５の管制に有効である。
【００７６】
　さらに、本発明に係るレーダ衛星１０は、気象観測、災害対応、環境監視、地形計測等
の目的で空海領域を観測する分野に有効に用いることができるが、レーダ衛星システム１
００Ｂのように、航空機１４または車両１６を宇宙空間から管制できれば、災害監視、災
害の復興支援、あるいは防衛分野にも活用することができる。例えば、ある地域で災害が
発生した場合に、当該地域をレーダ衛星１０で観測しつつ、レーダ衛星１０を介して地上
管理装置１３により災害発生地域における航空機１４または車両１６の管制を行うことが
可能となる。
【００７７】
　なお、本発明は前記実施の形態の記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示
した範囲内で種々の変更が可能であり、異なる実施の形態や複数の変形例にそれぞれ開示
された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲
に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明は、宇宙空間からレーダにより地球表面だけでなくその上空も観測する分野に広
く好適に用いることができる。
【符号の説明】
【００７９】
１０，１０Ａ，１０Ｂ　　レーダ衛星
１１　　テザーワイヤ
１２　　地上通信装置
１３　　地上管理装置
１４　　航空機
１５　　船舶
１６　　車両
２０　　レーダ部
２１　　レーダパネル
２２　　レーダセル
２３　　レーダ通信器
２４　　レーダ電力供給部
２５　　信号処理器
２６　　アンテナユニット
３０　　バス部



(14) JP 6550073 B2 2019.7.24

10

20

３１　　バススラスタ
３２　　バススラスタ制御器
３３　　バス通信器
３４　　バス電力供給部
４０　　レーダスラスタ部
４１　　レーダスラスタ
４２　　レーダスラスタ制御器
４３　　レーダスラスタ通信器
５０　　通信／制御部（通信部）
５１　　サービスユニット
１００Ａ，１００Ｂ　　レーダ衛星システム
２０１　　レーダパネルアレイ
２０２　　展開トラス構造物
２０３　　レーダパネルユニット
２０４　　側部枠体
２４１，３４１　　太陽電池
２４２，３４２　　バッテリ
２４３，３４３　　電源制御器
２６０　　パッチアンテナ（アンテナ）
２６１　　送受信ユニット

【図１】 【図２】
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