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ゴパξ 本館

1　はしがき

　この報告書は，平成17－28年度の日本学術振興会科学研究費補助金，墓盤研究（C），課題番号17560369

fターゲット分類・識別を目指した偏波レーダ画像の新たな解析方法」の研究成果をまとめたものであ

る．

　地球環境保全のために，高精度な地球観測技術は必須である．レーダを使ったリモートセンシングは，

天候に依存しない．昼でも夜でもデータ取得ができる，広い領域を同時に計測できる，などの特長を持っ

ている．人工衛星や航空機に搭載されたレーダには，これらの特長を利用した地球環境計測手段として

非常に大きな期待が寄せられている．

　研究期間中の2006年1月24日に陸域観測衛星ALos　rだいちユが打ち上げられた，これには全備波情報

を取得できる世界初の偏波合成開ロレーダPALSARが搭載されている．従来型のレーダに比べ情報量が多

い．．また，既に飛行を行っているPi－SARも世界最高性能を誇るLband，　X・bandの航空機SARである．

　この研究の目的は，ALOS－PALSARやPi－SASRによって偏波データが取得されたとき，それを分類・識

別・判別・同定にどのように役立たせるかである．実際のデータを使って夕一ゲットと最適な分類手法

を導出することが重要なポイントになる．偏波情報の中で何が最も重要で，何がターゲットの分類・識

別に役立つかという点に重点をおき，理論展開と実験検証に関して研究を進めた．

　研究テーマは「夕一ゲット分類・識別を目指した偏波レーダ画像の新たな解析方法」であるが．従来

より，偏波情報の扱いに関して研究を実施しており，本書は基礎理論も含めてその研究結果をまとめて

いる．

　この報告書では，2章～3章で偏波とレーダポーラリメトリの基礎，4～5章は偏波利用のための偏

波行列と解析方法の概論を示し，6章～8章ではこれらの行列を使ったターゲット分類・識別方法につ

いて実例をあげて示す．6章では相関係数，7章では固有値展開，8章では散乱電力分解について述べる．

また，10章は合成開ロレーダの詳細，11章はデータ利用の前提となる偏波較正についてまとめた．これ

らの成果は今後，SAR画像解析，3次元物体のイメージング，埋没物体への応用など，さらなる発展が

期待できる．

　この研究を進めるにあたり，日頃お世話になっている新潟大学工学部情報工学科・仙石正和教授に感

謝する．お手伝いいただいた新潟大学工学部情報工学科・阿達透技官，さらに、共同研究者でもある

JAXA・森山敏文博士，そして研究室の学生諸氏，卒業生諸氏に感謝します・

　なお，研究期間中に作成したレーダ画像が次ページの発表論文［2］，［6］（IEEE　Transaction　on　Geoscience

Remote　Sensing）の表紙を飾ることとなり，また［7］は招待論文，さらに［22］はレーダ国際会議のKeynote

Speechとなったことは幸いである．
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ll研究成果

研究経過の概要

　レーダのハードウエア開発，信号処理，画像の作成，さらにそのデータ解析，ターゲットの検出や識

別は，それぞれがレーダ工学の中心をなす大きな研究分野である．この研究は偏波合成開ロレ・一一ダによっ

て得られる散乱行列データをいかに利用するかという点を考慮しつつ，航空機搭載Pi．SARデ・・H一タや

ALOS・PALSARデータでターゲットの識別を行うことを目的とした．レーダ工学の最終目的は，レーダか

ら得られる情報を使って夕一ゲツトを詳細に探ることにある．ターゲットを識別したり，分類したりす

ることも含まれる．主に偏波情報の利用方法に焦点をあてて研究を行った．

研究期聞全体を通して検討したものは以下のとおりである．

◆　偏波理論の確立（誰もが使えるように，統一された理論を構築した：本警の内容｝

◆　散乱行列の検証実験

　　（研究室でX－band，　Ku－band　Fully　Poalrimenic　aRd　lnteτ’ferometric　FM－CW　SARを開発した．実時間処理

を目指してまだ改良中である）

◆　散乱行列からターゲット情報抽出パラメータの選定

　（理論的に回転不変な4つの成分を見出した．それをPOLSAR画像分類に応用し，良好な判別方法（円

偏波相関孫数，電力分解方法）を見出している．）

◆　4成分分解方法を完成

　（従来のアルゴリズムの欠点を修正し．正しく分解が行えるように改良した｝

　概ね予想していた計画とおりに研究を進めることができた．研究室で実証実験をするために，甦界最

先端の2周波実時間偏波干渉合成欝iコレー一一ダ〈1）ual　Frequency　Fully　Poalrimetric　and　lnterferomewic　l　rM－ew

SAR）を開発中である．この開発はまだ完了していないが，200S年中には完成する見込みである．

　この報告書では，従来から進めてきたRadar　PO｝oa磁1e甘yの基礎と応用を一貫した形で報告する．

　第2章では波の偏波の扱い方，第3章は散乱行列の取り扱い方を示し，偏波とレーダポーラリメトリの

基礎を述べる．最初の定義を確立しておくことが最も重要であり，そこから派生する偏波情報などのパ

ラメータが定義されるためである．第4章ではPol頭met配SAR函像解析によくでてくる偏波行列について

示した．コヒーレントな場合と集合平均をとった4ンコヒーレントな場合のCovariance行列，　CohereneYfii

列，Ken舩ug｝爺列などである．この中で偏波情報の回転不変成分が得られる．第5章では’データサンプ

ル数に応じてどの解析方法が良いか言及した．そしてコピー一レント波の夕一ゲツト分解方法を示した・

　第6章からは集合平均のインコヒーレントなPolarimetric　SAR璽像解析に焦点を当て，相駕係数と偏波基

底を述べた．第7章では固有値固有ベクトルによる数理物理的な解析，第3章で｝aCoΨariance行列・

Coherency行列による電力分解を詳細に検討し，偏波データを4つの散乱電力成分で分解できることを示し

た．また，従来のアルゴリズムを再検討し，不具合を解消している．

　続いて第9章ではSAR画像分類，第19章ではSAR信号処理，　Fully　Poalrimetric　and　lfizerf巴rometiic　FM－CW

SARの解説を行い，　ag　11章では研究を実施する上で使用したpi－SARデータの偏波校正方法について述べ

る．さらに，第12章では散乱行列の詳細について．物理現象を数値シミュレーションによって検討した

結果を述べる．
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はじめに

第1章　序論

1．1　リモートセンシングについて

　リモートセンシングとは，航空機や人工衛星などのプラットフォームに搭載したセンサを使って，離

れた場所から観測対象（ターゲット）を間接的に測定する技術である．測定手段としては，主に電波や

光などの電磁波を利用する．ターゲットから反射または放射される電磁波を収集し，その情報を用いて

観測対象や現象に関する情報を得る技術の総称である．文献11］｛14］はリモートセンシングに関する代表

的な書籍やWebである．

　リモートセンシングの方法には，大きく分けて2つの種類がある．1つ目は測定装置から電磁波を放

射せず，夕一ゲットから放射される電磁波を受信する方法（受動型）である．ラジオメータや光学セン

サのほとんど（Spectrometer）がこの種類に入る．例えばフラッシュを使わないカメラは身近な例である．

　2つ目は，装置自身から電磁波を放射し，その反射波を測定する能動型の方法である．レーダや合成

開ロレーダ，Liderがその典型的な例であり，カメラのフラッシュ撮影などもこの部類に入る．

Passive

Optical　sensor Spectrometer

Active

SenSO「@　　　　　　　　　　　target

Lider

可視光，近赤外，他

Microwave　sensor 「adiometer Radar　SAR

マイクロ波

図1．1リモートセンシングの方法

光学センサとレーダの違い

　人工衛星に搭載された光学センサや合成開ロレーダは，地球上の表面の隅々までを映し出し，さらに

人間の入り込めないジャングルや山間部の情報をもたらしている．光学センサと合成開ロレーダでは，

同じ電磁波というカテゴリーの中で情報を収集するが，得られる情報はかなり異なる．例えぱ図12は

JERS－1によって撮影された光学センサと合成開ロレーダの画像のカラー一一L画像の例である．同じ新潟市で

も周波数（波長）による反射の違いが大きく，全く異なる情報が得られる．光学センサでは葉緑素に反

応するパンドがあり，植物の多いところでは赤や黄色で強調されて表示されるが，レーダ画像では植生

の反射が少ないので暗くなっている．代わりに，市街地からの反射が強い（赤色）．また，センサによっ

て分解能も異なるのでキメの細かさも異なってくる．

1



光学センサ画像　　　　　　　　　　　合成開ロレーダ画像

　　　図1．2センサによる取得画像の違い（JERS・1データ）

はじめに

　また，光と電波では空間の伝搬特性に違いがあり，それが最終結果の画像に反映する．最も大きな違

いは透過・減衰特性で，”光では雲を通過できないが，電波（Kuバンド以下の周波数）は通過できる”

ことが挙げられる．図1．3（NASA－JPL［10］）はその違いをよく示す画像で，同一場所を光と電波で観測し

た結果を示したものである、電波（SAR）による帯状の刈取り部分は雲の影響を全く受けずに地表の様子を

見ることができるが，光学センサOPSでは雲に覆われているために地表面を見ることができない、

OPS・

SAR　irj

opsl

図1．3光と電波の伝搬性質による違い（雲を透過する電波）

　地球上の雲は時々刻々と変化する．熱帯雨林地方ではほとんどの時間帯が雲に覆われており，観測す

る時刻に雲があるかどうかは天候次第である．したがって雲に覆われている地上のターゲットを計測す

る場合には，光学センサよりも透過能力の高いレーダの方が有利となる．

　電波にも広い周波数帯があるので，周波数を区別するためにレーダで使われている周波数帯の呼称を

表Llに掲げた．低い周波数ほど透過能力が高く，高い周波数ほどターゲットの表面で散乱しやすくなる

性質がある．また，波長に応じて共振を起こすことがある．したがって，観測しようとするターゲット

の散乱性質や伝搬媒質の特徴を調べた上で，レーダを設計したりデータを解析する必要がある．L．　C

バンドは植生などの状況判別に適していることが知られている．

合成開ロレーダは英語表現でSynthetic　Aperture　Radarであり，以後，その頭文字をとってSARと略す．
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SARの利点・特徴は以下のとおりである．

　　　・昼夜に関わらず，天候に左右されない．

　　　　　　（電波の透過特性による）

　　　・高分解能な画像が得られる．

　　　　　　・走査方向の分解能はアンテナの大きさ程度

　　　　　　・距離方向の分解能は周波数帯域幅の逆数に比例．

　　　・分解能はレーダとターゲットの距離に依存しない．

　　　　　　（高度に依存しないので，低空でも宇宙からの観測でも同じ

　一般に，光学センサは可視領域も含め人間の感覚に近い波長領域の電磁波を使うため，人間にとって

比較的理解しやすい画像が得られる．一方，レーダはマイクロ波領域⑩1～20GHz）を使うので，その画像

は人間の感覚・感性からは理解しにくい．人間はマイクロ波を感知できないので，その散乱現象の取り

扱いは完全に理論と実験にゆだねられる．

　画像のきめ細かさを表す分解能は表1」，L2に示すように人工衛星レーダで10～20rn，航空機レーダで1

～3m程度のものが得られている．一般には，互いに補完しあって正確な情報が得られるので，パートナー

として捉える方が良い．

1．2　多様なレーダ技術分野

　雲を透過する性質から分かるように電波を使うレーダでは天候に依存せず，昼夜を問わず観測が可能

である．反射波の振堰と位相が測定できるので，それらの情報を利用して高度な信号処理が可能となり，

応用範囲が広い［15］｛32］．

　レーダは一つの計測システムであり，ターゲット反射波そのものの一次的な情報や，それから派生す

るバイオマス推定など二次的な情報を得ることを目的としている、ある意味では逆散乱問題解析システ

ムとも言える．レーダは本来，距離計測と反射波の強度を測定する装置であるが，合成開口（SAR：

Synthetic　Aperture　Radar）技術の進展によって高分解能化を達成し，ターゲットを映像化するようになって

きた．最近のレーダは画像化を目的としたイメージング装置の機能も合わせ持つと考えてもよい．SAR

は以下のようなものに有効と考えられている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1．1　周波数帯の呼称

　　　合成開ロレーダ，偏波合成開ロレーダ

　　　　　　　・植生のモニタリング（森林火災も含む）

　　　　　　　・水文（洪水，土壌水分）・雪氷

　　　　　　　・海氷のマッピング，流出オイル

　　　　　　　・地質・地形変化と資源探査

　　　　　　　・湿地の観測

　　　　　　　・地図作製

　　　　　　　・安全保障関係（地震災害などの災害状況把握）

　　　干渉計（lnterferometry｝の利用

　　　　　　　・3次元地形図

　　　　　　　・氷河の変動

　　　　　　　・火山活動による変位

　　　　　　　・地震や地滑りによる地表の変位

名称 周波数（GHz）

P α3－1．0

L 1－2

S 2．4

C 4・8

X 8－125

1くu 125－18

K 18－265

臨 26．5－40

V 40－75

W 75－IIO
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はじめに

　一例として，新潟県中越地震に関するレーダ画像を図1．4に示す．2004．10．23に中越地震が発生し，

10．26と11．3に航空機Pi－sAR［37］が被災地を飛行しレーダ観測を実施した．雨天であったが2回の観測でそ

の画像差分をとると，地震直後の崖崩れによってできたダムが検出できた［39）さらに地震直後にせき止

められてできたダムがが数日の間で決壊して消滅したことも確認できた（右図）．

偏波SAR画像（10㎞by　10㎞，2004，10．26）　Color　composite　image（HH：red，　HV　green，　VV　blue）

図1．4　山古志村種苧原での天然ダム（黒い部分に水があった．11．3と10．26との画像差により判明）

　地球観測だけでなく，日常生活に身近なところでもレーダが積極的に使われ始めている．車両関係で

は速度監視レーダは十分に実用化されているが，さらに，ITS関係で自動車用の衝突防止レーダや安全走

行のためのレーダ開発が盛んである．船舶や航空機，航空管制などではレーダが無ければ航行・飛行は

不可能になるほど重要な役割を果たしている．地中探査レーダも，地雷探査，ガスパイプ，電力，電話

ケーブルの探査，遺跡探査などに応用されている．地雷除去にも活躍しつつある．これらの応用も，電

波の透過特性を利用したものであり，レーダ技術分野は広い．

1．3　偏波情報の重要性

　従来のレーダでは，垂直偏波で送信し垂直偏波で受信するなど，一つの偏波成分しか利用していない

ものが多かった．例えば，図1．5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成分

が発生する．同じ方向成分しか受信していないレーダでは，新たな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

ないことになる．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．

反射波

図15　新たに発生する偏波成分
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじめに

一一

獅?ﾉターゲットは灘な形状をしており，　21i一種の瀬で轍されている・図1・6Vこ示すように・Mる

繍で融をターゲットに当てた場合，一般に鯛の融状態となって反射波瀬ってくる魂在の技

w、tsらば酬と位相を含めて鮫2成分をin・］ることができる編波レーダでは水平偏瀕を送信し・反射

波の水鞭蹴分と軽融成分を醐こ鵬する（図L7）・この反射鰍をSHHとs・Hとする添え字

は難一送信の順に繊したもので，　s，Hはv受R－Hi2k信の反縣数鹸す・続し’てs直偏波vを送信

し、牌融成分S。．と垂直融成分Srvを取得する・このようにしてma行列［S］を得る（図1・7）・こ

のプ。セスを繰り返すことによってレーダシーンの完全なベクトノV偏灘離得ることができる・

　　　　　　　　　　　　　　　　　送信波

　　　　　　　く

　　　　　　　アンテナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ターゲット

図1．6　送信と反射の偏波状態

Tx

②

送信

H

Rx
［

↑．

艦

　　散乱行列［s］

覧1＝惣 1園

繰り返し

　　　　　　　　　　　受信　　　　　　　　　　　　　　　　繰り返し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L・：；）

　　　　　　　　　　　　　　　同時受信　　同時受信

　　　図1．7蹴行列の鵬方法（Hは緬｝こ対して押田・ri・・nt・1）・・Vはそれ睡直（V・rtica’）を表す）

散乱行列が得られると，　tW乱メカニズムを抽出することができる・そしてその散舌Lメカニズムによっ

てターゲットを識別できる可能性がある（詳細は第8章で述べる）・例えば図1・4の中幽震データの

ら山古志樋苧原地域を選び，3つの散乱メカニズムに分解してみると図1・8の結果力S得られる｛41］・」

の図は，緑：鰍散乱赤：2回反射、青：麺散乱の配色で舗した画像であるが・緑の中に赤い点で

示された箇所が家屋に該当しておりぱ物棚瞭に識別できることがわかる・
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　　　2004．10．26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004、1L4

図1．8散乱メカニズムによる3成分電力分解：体積散乱（緑），2回反射（赤）， 表面散乱（青）

図1．9光学写真

これを同地域の光学写真（図1．9）と比較すると，家屋の場所が写真よりも明瞭に判明する．このような

検出は単一偏波レーダでは不可能であり，散乱行列を取得する偏波レーダによって初めて可能になるも

のである．したがって偏波レーダは識別に大きな威力を発揮するものと期待される，
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1．4　レーダPt・・一ラリメトリの歴史

レーダPt．一ラリメト1」醐する酬の研究は195・年代にさかのぼり・Ge。rge　Sin・1・iT（195・）が彼の名前

で知られる甑行列を導いた．レーダターゲットを偏波の変換体として捉え・2x2の糠行列で表現し

た．そして，5。年代初期にオハ材州立大学のEM．　K・mu・9hはK・…9hfi　ysとして知られるレーダ継

行列を導いている．光学分野で既に蹴の概念は知られていたが・光学では物体｝こ座標の原点をおく

M。，iler行列によって理論が展開されていた．レーダに座縣の原点樋く理論の輔築によって・レー

ダの最適受信の方法など，レーダにとって適切な方向へと展開していった・この頃の理酬側面を支え

た貢囎は，　V，H．　Rum、ey，　G．　A．　D・・champs（1951）らである・鋼臼も最搬信に関してP・w・・m・t「’xとし

て知られているG，av。、　matrix4？asvている、しかレ当時レーダのハードウェアはまだ未熟でありパー

ラリメトリは依然として融されてV・ない端であった理酬には様々な方法’側面から酬されて
いたがJ．．R．、C。P，land（196・），　S．H．　Bick・1（1965），P．・Beck・n・n（1968）・特にポーラリメトリに新しい時代罐

き，　」h績の大きいのはJ．、R．、Huyn，nである．　m一した嬬を基に散乱行列とその蠕であるSt・k・酬を導

き汐一ゲットの麟や分解方法を提案してV6．　Huyn・nパラメータや端徴騙波状態がボアンカtz”一

球上でフォークの形を形成することなど噺たなページを開いた・それに続き・W・－M・　B・ern・「1ま逆散乱

問題での偏波の聾性を訴え，198・年代に入った濯論的な穂しや・拡張（D・・Guili・・A・・B・K°stinski・　1986）

が肋れてきたが，ハードウェアとしての技術も進み，次第にポーラリメトリ理論の成果が難されは

じめた．NASAのA、RSARはポーラリメトリ哺用性を難し（」・」・糊Zy1・1987）・多くの融者の注目を

引叱その結果ポーラリメトリックレーダを使った聯的・実鮒な研究が盛んになり魂在に至っ

　　　　この間，W．M．B。erned：os波の聾性を訴え続け，ワークショップ等繊年毎に離している・
ている　
。シアでのP。1、，izati。n・Ani、。t。，。py研究（A．・1．・K・・1・v）や，　Calib・ati・n（J・van　Zyl　199°・W・Wiesbeck　1991・　S・

Q㌶㌶㌶㌻1漂題募讐㌶願蕊籔≧あ分解に
よってターゲット㈱をいかに引き出すかといった分解や分類の研究が増えてきた・ターゲットの分解

では散舌L行列を直接分解する方法として，　E，Kr・g・ger（199・）の貢献がある・集合平均のC・heren・y行列の分

解では蹄値を櫛分解法としてS．・R．・Cl・Bde（1985），　W・A・H・1m（1988）らがいる・また・平均C°va「iance

行列を用いて，A．　F，，，m、n，　Durden（1992）は物理鰍モデルを基に3成分散舐デル分解髄提案した・

Van　Zy1（1992）は固有値分解とモデル分解を組み合わせた分≡提案し・さらにS・　R・　C’°udeとE　P°ttie「

㌶㌫力三㌫フ巖㌶麟㌶㌫蒜歴㌘㌶：；
璽蕊蕊霊ンターフェ。メト1」撤合わせたP・1arimetric・int・㎡・・－e⌒に研究が

行われている醐乱行列の干繍報を棚する研究で・リピートパスで蠕したデータのコヒーレ1ス

を最適化し調木の高さを齪したり，3次元イメージングを行うなどの研究に注目が集まっている・　T一

夕取得に対してもsRC．X．SARのようにマスターとスレーブの2組のアンテナで行うものや・　AL°S－

PALSAR。ように人工醒の錠した輔を使ってリピートパスによるデータ取得｝こ辮力鱗っている・

他にも，非常に数多くの研究成果や論文が発表されているが・基本的と思われるものについて年代順

に参教献として掲げた．参考文献で｝ま関連の深いテーマや翻についてまとめた・なお・全てを締

することができないため偏りがあるかもしれない点を醐りしておく・
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1．5　Polarimetric　SAR　Systemの現状：航空機SARと衛星SAR

　散乱行列を測定可能なレーダシステムをPolarimetric　SARあるいはPOLSARという．偏波情報の有用性

が確認されてから，，世界中でPOLSARシステムが進められている．ただし，単一偏波レーダと比べて装置

の多重化とその調整が必要なためコスト高になる．一般にPOLSARというと航空機や人工衛星に搭載して

運用するシステムを指すことが多い．

　地球観測SARシステムには，人工衛星搭載と航空機搭載タイプがある．　SARとしては似ているように思

われるが，飛行高度と伝搬距離の違いによって衛星と航空機システムに大きな違いが出てくる．

地上飛行高度

伝搬距離による損失
SIN

アンテナサイズ

電力

熱負荷

スペース

軌道

衛星SAR

600～700Km

非常に大

悪い

大

大（太陽光発電）

大

小

安定

航空機SAR

10Kmre度

さほど大きくない

良い

小

小

大（余裕あり）

風による動揺あり （天候による）

　単純比較すると，航空機SARは機動性が高く，実験的な試みもできる有利な状況にある．その意味で

航空機搭載SARシステムは一歩先行している．しかし，航空機では定常的な観測は不可能であり，さら

に飛行中の振動・動揺（風による影響）など避けられない問題もある．

POしAR工METF～工C　A工RBORNE　sAR　sEN50『～5
　・．1止．’蕊
　　　旦1
　　　’　　　　心　＾

　　　　AE51
　　AeroSensing（D）

GulfS†陀om　Commonder
X－Bend（HH），　P－Bond（Qu回d）

　　灘
P．L、5－80nd（Quロd）

　C，X－Bond（5ngl）

magwh－・一’・）・一竺

∨喜“　瓢

　　A工RSAR
NAsA！JPL（USA）

　　　bC8
P、し，C－Band（Quod）

‘

　　PHARUS
　TNO－FEL（NL）
CE55NA－Ci†atEon工工

　C－Band（Quad）

　巨MrSAR
　Dca5（Dκ）

　θ3Aircraft
L、C－Band（Quqd）

　　P工SAR
NA5DA！CRL〔」）

　Gu｜f5汁己am
L、x－Bond（Quロd）

　　　　　bOSAR
　　EAD5！DernierθmbH〔D）
DO　228（1989），C160（1998），　G222〔2000）

　5，C、　X－Bond（Quad）．　ko－Band（vv）

　M∈MPHZ5／AER工工一PAAftZR

　　　　FGAN（D）
　　　　丁ransal　C160
Ka，　W－Band（Quad）　1　X－Band　（QuaCl）

　　　　　　〉コ　　　　エ「tt．

　　㌔　　　コ：二　　　　　　　　　灯コ

　　　　RAAtsEs
　　　　ONEM（F）
　　　Tronsolε160
P，L，5、　C，　X，　Ku，　Kロ，　W－Bond（Quod）

itiisSi

　　RENE
　UVSQ！《工τP㈹

　Ecureuil　AS350
　5、X－Band（Quod）

　STORM
uvsQ！CETP（F）

　Merlin　工V

ε一Bond（QuodD

ミξr’

　　　　　．一dir溺

　SAR580
　con5（CA）
Convair　CV－580

C，X－Bond（Quoφ

＋CASsAR（China）、　M工T／Lincoln　Lab（USA）．　P3－SAR（NADC！ERr肌一U5A）．　Miti†a門y　systems＿．

　　　　　　　図1．10航空機搭載POLSAR　（E．　Pottier氏による）
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表1，1航空機SARの使用パンド，分解能，偏波

センサー名 国と機関 周波数帯 分解能（m） 偏波

AIRSAR USA，　NASA／JPL P，L，　C
Range：7．5，3コ5

@Azimuthl　1
Quad．　po1

SAR580 Canada，　CCRS C 6x6 Quad．　pol

ESAR Ge㎝any，　DLR
P，L，

r．X
X：2x2 P，L：Quad．　po1

Pl－SAR
Japan

iAXAINiCT

LX 3x3
P．5xl5

Quad．　po1

PHRAUS NL，　TNO－FEL C 3x3 Qロad．　pol

EMI－SAR
Demmark，

cCRS

LL 24x24
Wx8

Quad．　pol

CARABAS－H Sweeden，　FO　1 VHF 3x3 HH

RAMSES France、　ONERA

P，L，　S．C，

@X，1くu，

@Ka，　W

XlO．12xO．12

P－Ku：Quad．　pol

ja：VV，　HH

v：LR，　LL

現時点で航空機に搭載した偏波レーダは図L10のような機種がある．この中で，　AIRSARが最初に偏波の

有効性を示し，それに触発されて世界各国が次々に開発を続けてきた・日本のpi－SARも性能では世界最

高水準にある［37］．　（表1．1参照｝

　一般にPOLSARの分解能は，航空機SARで1～3m，衛星SARで10～20rn程度である．この中でPi－SARは

分解能がL－bandで3M×3M，　X－bandで15m　X　15mと世界でも最高のPolarimetric　lnterferometricレーダであ

る．L－，　X－bandで同時に散乱行列が取得可能であり，その結果を利用して現時点でもデータ利用・研究が

行われている口2］．

　2006年1月24日には，世界初のL－band　fully　polarimetric　ALOS－PALSAR人工衛星（日本）が打ち上げられ

た．人工衛星は開発期間とコストがかかるため簡単には実現できないが，日本が世界最初の偏波レーダ

を打ち上げたことは意義深い．2007年にはドイッのTerraSAR・X，カナダのRADARSAT－2（C－band）も予定さ

れている．

　最初の衛星SARはSEASATである（表12）．その有用性を引き継ぎ，各国が研究開発を行ってきたが，

今後はPOLARシステムが多く導入されていくと思われる．衛星SARの諸元については表1・2に示す・
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はじめに

表1．2　衛星SARの諸元

衛星名 国
打上時

@期
周波数

@帯
分解能（m） 偏波

SEASAT USA 1978．6 L 垣 田
snζ一A

rIR．B
USA

198LI1

P984．10

LL 40
P7

田朋

SIR－C∫X
USA
ferl皿an痴□y

1994．4

P9949
Q002．4

L，C

w
10

Q岨d．pol

uV

ERS－l

dRS－2
ESA

iggl

撃X95

CC 30

R0
VV
uV

ENVISAT（ASAR） ESA 2002 C 10
HH－VV，　HH－HV，　VV－

uH

　　JERS－1

`LOS－PALSAR
Japan

1992

Q006

LL 　　18

P0，20x30

田HH，　Quad．　po1

RADARSAT－1
qADARSAT－2

Canada
1995

Q006

CC 10

P1x9

田Quad．　pol

TerraSAR－Xl

serτaSAR－X2
Gemlany

2006

Q010

XX 33

Quad（option）

SAOCOM Argentin 2005 L 7 HH－HV，　VV－VH

TerraSAR－L　l

serraSAR－L2
ESA

2008

Q010

LL

5x9
Tx9

Quad．　pol

Cosmo1Skymed It副y 2007 X 1 HH，　VV，　HV，　VH

SarLupe Gennany 2007 X 1

EDMC Ch血a 2010 S 20 HH　or　VV

10



はじめに

1　．6　本書の構成

レーダポーラリメトリは散乱酬をもと｝こした偏灘酬ベクトル量）をセンシングに棚する輪

と技術である．鵜はレーダポーラリメド」に関して解説したものである・195・年代から・各研究者に

嶽讃漂㌶籠麓蕊；書㌫㌶雰蕊：鑑三鷲認
の理解とそれを使ったセンシング技術の向上を目的とした・世界中のradar・P・larim・try・・rnmunityで採用さ

れている融の額方法を躰に，基礎理論とターゲットの情報を引き出すための偏波行列の分解方法

に難篇ま三繋繋㌶㌶1誌行列の解説そして応用例か獺されている・　ag2－3

第12章は散乱行列のシミュレーションである．

　　　　　　漁灘難1蕊欝蒙欝灘：：榊総

　　　　　　㌧撫難膿i鍵嬬鑑蕊魏灘ま詩蕊撫濡蒸

4章、

偏波行列

の表現

5章
POLSAR
画像解析

手法

バー｝Ptd Eエア蠕

10章　SARについて
　　　　　　　　　　　ポご－’c
11章　偏波較正　　　　㌧薯
　　　　　　　　　　　：t」F．k

　　　図1．11本書の構成

灘灘i黙講ジ・

6章　相関係数

s7章　　　固有値解析

　8章　　　散乱電力分解

ターゲットの性質を探る

9章画像分類

　　　　　・・’　f；L・F・　　　　’L⊆「・
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便波の嚢現方法

第2章　偏波の基礎

　偏波とは「時間と共に変動する電界ベクトル先端の軌跡」を表している．例えば，電界の先端が直線

的に振動する波を直線偏波といい，円を描く場合を円偏波という．軌跡の形状には直線，円，だ円など

さまざまな形があり・それぞれが一っの偏波状態に対応している．この偏波状態を表現する場合，各種

の記述方法がある・この章では偏波状態を表すための数式表現や幾何学的なパラメータによる表現方法

を扱う．文献のWave　Polarimetry　｛42］一｛541も参考にされたい．

　偏波を扱う際には平面波の理解が基本となる．そこで，まずMaxweUの方程式から出発し，平面波の表

現と物理的な性質を考察する．次に，電界ペクトルを基本にした各種の偏波表現方法を述べる．

2．1　平面波

　図2．1．1に示すように，波源（送信アンテナあるいは散乱点）から遠い位置で，観測点Pにおける波の状

態を考えてみる．遠いとは，波長λに比べて距離rが十分大きいことを意味しており，観測点Pの近くで

は，等位相面が平面とみなせる状態にある．平面波とは波の等位相面が平面になっている波のことであ

る．通信や計測を行うとき，点Pの近くで波の振舞いは平面波で近似できる．したがって平面波の性質

を理解することが最も重要である．

P

図2．1．1観測点での電波の状態（局所的に平面として近似できる）

2．1、1　時間領域におけるMaxwel1方程式とベクトル波動方程式

　ax，ay，azをそれぞれx，・y，・z方向の単位ベクトルとすると，3次元空間の位置ペクトルrは

r＝xax÷yay＋za、と書くことができる．時刻tで位置rにおける電界E（r・t）と磁界H（r・t）は・

Maxwell方程式を満たす．
　　　　　　　　　　　　　　　▽xE（r，t）＝一・・　81　B（r・t）　　　　　　　　　　　｛2・i・1）

　　　　　　　　　　　　　　　▽xH（r，t）二量D（r・t）＋J（r・t）　　，　　　　　（2・1・2）

　　　　　　　　　　　　　　　▽・D（r，t）＝ρ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2・L3）
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▽・B（rJ＞＝0

偏波の表現方法

　　　（2．L4｝

ただし．Dは電束密度，　Bは磁束密度，　Jは電流密度，　Pは電荷密度である．式（2．12）の発散をとると電

荷保存の法則が導かれる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂
　　　　　　　　　　　　　　▽・」（・・ロ＋爾ρ（’・「）＝0　　　　　　　　（2・15）

　均質媒質中において，その媒質の巨視的な電気的性質は誘電率ε，透磁率p，導電率σによって記す

ことができる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　D＝EE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．主6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　石「＝Pll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2」・7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　」：：σE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2ユ．8）

式（2．L6）・（2．1．8）は構成方程式と呼ばれている．もし，不均質媒質であれば，ε，μ，σは位置の関数とな

る．また，電離層などFaraday回転を引き起こす非等方性媒質ではテンソル量となる．

　電流密度」は導電電流Jc＝σEと，波源となるsourceig流Jsの和で表わされる．

」＝Jc＋」苫＝σE＋」、 （2．1．9）

これを式（2．1．2）に代入し，ベクトル公式

　　　　　　　　　　　　　　▽×（▽xA）＝▽（▽・A）一▽2A

を利用して，式（2．Ll｝，（2．1．2）からEとHに関するベクトル波動方程式を得ることができる．

　　　　　　　　　　　▽・E一μσ誓一εμ票＝μ…盛÷孕　　　　　（2・1・1・）

　　　　　　　　　　　▽・輌σ誓一εμ票＝一▽×Js　　　　　（2・1・11）

　式（2．1．lO），（2．1．11）は厳密で汎用性のある一般式である．これを解けば，時間と位置に関する電界・磁

界が得られる．しかし，境界条件などを含め厳密に解くことは非常に難しい．また，式（2⊥10），（2．LID

を満たす時間関数としての偏波状態の表現を見い出せれば望ましいが，今までにそのような表現方法は

得られていない．そこで，ここでは波源の無い（source・free）空間での平面波の数式表現を扱う．そし

て，単一周波数で偏波状態が一意に決まる場合を考察する．　（最も単純な場合を対象とする）

2．1．2　Phasor表現を用いたベクトル波動方程式とその解

　電磁界が角周波数ωで調和振動している場合を考える．この場合，時間変化は召∫酎で表わされるの

で，Phaso譲現を用いてMaxwell方程式を簡単化することができる・Phasorとは以下に示すように時間因

子ピ倒を除いた複素量を表している．

角周波数ωの調和振動している場で，瞬時ベクトルをA（r，t）とすれば，

A（r，’〕＝A（エ，y，z，　t）＝らAx（エ，y，z，　t）＋ayAン（x・y・z・t）＋azAz（x・y・z・り （2．1．12）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M波の表現方法

と展開できる・一方・観測される量は実数であり．この観測量は一般的に次のように書くことができ

る．

　　　　　　　　a・　Ama　c°s（tV　t＋e…　）＋α』…（伽＋e．，）＋a、A．．…（ω∫＋θ．、）　　　｛2川）

e．，・e．，・0．、は・それぞれX，y，　Z成分の位相である．また，下添字のmはmeasuredの頭文字である．瓦戒

分のみを取り出して変形すると次のようになる．

A－・・s（ω・＋θ煤｝＝R・｛A，n．、eノ｛t°’＋e・，｝｝＝R・｛A　。，r　e　J’　e，nr　ej　to　t｝

＝R・
o（Amx…θ一＋ノA－si・　e，．，）・・酬｝＝輌硫）・…｝＝Re｛Ax・・酬｝

Re｛・｝は実数部をとることを意味している．このように，　X成分は時間因子ε」伽と複素量Axの積で表

すことができ，y成分，　z成分についても同様である．したがって，ペクトル全体としては

　　　　　　　　　　　A（r，t）＝R・｛A（・）eノ・r｝　　　　　　　（2．1．14）

ただし，

　　　　　　　A（r）＝　a．Ax＋ayAy＋a，Az　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．1．15）

　　　　　　　A．＝A．＋jAir，　Ay＝Ary＋jA炉Az＝A．＋jAiz　：複素スカラー量　　　　　　（2，1．16）

と表現でき，この4（r）をフェザー（Phasor）表現という．っまり，場のベクトルはA（r）eJ釧という複素

表現で表すことができる．Phasorは複素量であり，時間因子の項を取り除いたものである．これを使う

と，微分方程式において時間微分がりωに置き換わり，計算が簡単になる．実数表現に比べて扱いやす

い．観測量を求めるには，Phasorを使って代数解析した後にeJ°1を掛けて実部をとれば得られる．

　さて，P＝O．　Js＝0の場所では，｛2」」0），（2．1．11）はPhasor表現により

　　　　　　　　　　　▽2E（・）＋（ωコεIL－－iUtPσ）E（・）＝0　　　　　　　　（2川）

　　　　　　　　　　　▽2」H（r）＋（ω2ε1」」－」ω1」」σ）」1（r）＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．Ll8）

となる．波数kを（2．1．21）のようにおくことによって，次のヘルムホルツ方程式を得ることができる．ベ

クトル波動方程式ともいう．

　　　　　　　　　　　V2E（r）＋k2　E（r）＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．1．19）

　　　　　　　　　　　▽2H（r）＋k2H（r）＝④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛2．L20）

　　　　　　　　　　　k2　＝・ω2ε1⊥－」ω1⊥σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．1．21）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

ベクトル波動方程式の変数分離解法

　電界・磁界ベクトルの成分毎に（2」」9＞，（2．1．20）が成立しなければならない・Es成分を例にとって直角

座標系で展開すると次のようになる．

　　　　　　　　　　　▽・　E．（・）＋丘・己ω＝誓＋票＋誓袖’旺＝・　　　　（2・1・22）

この偏微分方程式を解いてみよう．E，はX，・y，・zの関数になることが予想されるが，変数毎に独立な関数

X（x），｝勉｝，忽z）からできていると仮定して変数分離を行う．E、＝Xω識）ZXz）とおき・式（2・122）に代入して

全体をEオで割れば

　　　　　　　　　　⊥∂2x（x）＋⊥塑＋⊥塑＋k2　＝o
　　　　　　　　　　　　　　　　玖y）by2　改z）∂z2　　　　　　　　　　　x（x）ax2

各項は鞭毎融立であり淀数でな｝tれば成立しないので，それぞれ鴫一略疋～（定数）とおく

と，

　　　　　　　砲∂雲）＝一疋』，吉繋＝－k3　・毒禦＝一此～　　　（2・1・23）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　此2＝た：＋阜ピ　　　　　　　　　（2・1・24）

が得られる．これより，　X（x）に対しては皇＝阜∴X（x）　＝A・　・“j　k・”　＋A　・　・jk・’（2・1・25）

となる．これらを合計してE．は次のようになる．

　　　Ex（・）＝｛A｛1｛Ale」当B・ぷB・　・jk・v・）（C・e”k・z＋Cleノ㌔〕　　（2・1・26）

　　　　　　　A｛｝，…，Ci：振幅係数

E，成分輯成分に対しても（2．1，26）と購の形式が得られる・ベクトル波動方程式（2・1・19）・（2・12°）の“

般解は，各成分の和として次のようにまとめて書くことができる．

　　　　　　　　　　　Eω＝E。exp（－」司＋E，exp（＋ノ司　　　　　　（2・1・27・）

　　　　　　　　　　　H（r）＝・H，。exp｛一司＋H，　exp｛＋jk・・）　　　　　　（2⊥27b）

ただし，　　　　　　k＝kx　ax＋ky　ay＋k，az　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．1．28）

　　　　　　　　　　　r・・xax＋y、a，＋zaz　　　　　　　　　　　（2⊥29）

　　　　　　　　　　　k・r＝kエx＋kyy＋kzz

　　　　　　　　　　　Eo，El，Ho　Hiは振幅ベクトル

　最終的に時間を含めた観測量としての瞬時電界ベクトル（波動方程式の解）は，Phasor表現にej　Wtを

掛けて実部をとれば得られる．

　　　　　　　　　　E（r，t）＝・Re｛E（・）・i・t｝＝E・（r・t）＋E－（・の　　　　（2・1・3°a）

　　　　　　　　　　　E．（・・t）・＝・R・｛E・e・p［」（ωr－b）1｝　　　（2・1・3・b）
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偏波の蓑現方法

一＝Re
o司ノ（ω醐｜｝

（2．1．30c）

　さて，この数式的な解が物理的に何を表しているのかを調べるために，数式の内容を検討してみる．
まt’・・pl」（cDt一叫のω輌1ま・位相を表している．騨のためにiE。1＝i，　kとrが剛方向とす

れぱ式｛2・130b）は…（u・t－k・｝となる・：の…（ω1叫が時間の経過と共にどのようぼ化してい

くか描いたものが図2．1．2である．

0

一1

』認
　　4

　Tt＝口r
　　2

　　T
「＝＿
　　4

t＝0

図2．12　一定位相点の時間的変化

図2．1．2の1点（●印）に着目し，その位相をθ1＝伽一krとして時間的に変化しない相対位置を調べると

孚＝o＝ω一彊 ∴書＝・＝讐匝・］

が得られる違は速度の鮒をもって・るので国の矢印のように正の肪向に速twで鞠している

ことになる．したがって
　　　　　　　　　　　呵ノ（Ut・t・一・k・r）］は馴と共｝こ正のrh一向に進搬（＋揃）

　　　　　　　　　　　exp　ii（　・・　・＋　k・）1は時間ti＃ilこ負の肪向に進む波嚇）

を表わしている．特に，このk・rの前についている符号は，偏波変換など偏波解析を展開していく場合に

聾な徽であるから鰭を要する・醗学・光学の分野では・・p巨1が最初に用いられてきたた

ぬexpP（k・・－w・）］・　exp［i（　ki　＋　Utt）1がそれぞれ＋r・－r方向｝こ進む波を表わしている［2｝・　＝学

とは逆の関係にあり，にづと考えるとよい．

　式（2．1．27）において，k・r＝kxエ＋kyy＋kz　z　＝　constantであれば，電界の位相は一定である・k・r　＝　constと

なるrは平面を表す式なので，その平面で位相は一定である．図2．13を参照．それゆえ，式（2．1．30）は平

面波を表す表現である．

図2．1．3に示すように，kを波の伝搬方向とすると，　rがro方向（kと同じ方向）で位相変化が最も大き

く，roは平面と垂直になる．この位相一定面のことを横断面（Transverse　plane）という・
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優波の表現方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k・ro

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝k・rl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝k・　r2

　　　　　　　　　　　　　　療点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2．L3　一定位相面

　損失の無い等方性媒質では，波数ペクトルkは実数ベクトルとなり，その大きさは次のようになる、

　　　　　　　　　　　え＝ω万r考＝i欝　　　　　　　　　　　　　　　　（2・1・31）

vは獺中の醐波の速度λは波長である．誓は2πの区間に轍長あるかを示しているもので・波の

数を表していると考えてもよい．波数という言葉の由来である．もし，比誘電率がεrの媒質であれば・

自由空間での値（下添字0を付けて表す〉と比較して以下のようになる．

　　　　　　　　　　　波数k＝k。斥　　　　　　　　　　　　（2・1・32a）
　　　　　　　　　　　　　　え・・＝ω隔＝鴛　　　　　　　②1・32b）

　　　　　　　　　　　位撒晋＝v＝苧是＝3鍔゜8醐　　（2・！・33）

　　　　　　　　　　　波長　λ＝λo／」τこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛2・L34）

誘電体中では，£rが1よりも大きいので，1　iv’E；倍だけ波長が短くなり，位相速度も遅くなることが分

かる．

2．1．3単一周波数のTEM波（Transverse　Electro－Magnetic　Wave）

　ここでは，自由空間における電界と磁界の関係を求めておこう．自由空間では，ε＝ε。，μニP。　，

σ＝Oが成り立つ．式（2．1．1）のMaxwell方程式にPhasor表現を使えば・

　　　　　　　　　　　▽×E（r）＝一ノωμoH（r）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2・L35）

＋r方向に向かう電界（2．1．30b）を代入すると，次の置き換えができる・

　　　　　　　　　　ax　ay　az　　　　　ax　ay　az
　　　▽X・Ee｛r）＝　澆毒妾　 ⇒　 －j・kx一ノち1－Jk・＝－jk×E・（r）＝－」ωμ・H・（「）

　　　　　　　　　　Ex　Ey　E；　　　己　Ey　E・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17



偏披の表現方法

したがって，式｛2．1．1）は kx　Eo　＝　Ut　Pu　Ho ｛2、1．36｝

と変形できる，もし，

とおけば，自由空間では

なので式（2．1．36）は

正青曙鱗鵬：単位ベクトル

lk・1＝ω・IEIi’IXI；＝鷺

正xE・＝ω器H・＝η・H・

となる．ここで，noは自由空間での固有インピーダンスである．

同様に，式（2．1．2）より k×He＝一ωεo　Eo

ηoHo×k＝Eo

lE・目η・H・1

また，▽・B＝O，▽・D＝0の関係から次の関係が得られる．

n。＝〉璽＝120π

｛2．1．37）

（2．L38）

（2．1，39）

（2．1．CO）

k・Ho＝O

k・Eo＝0

（2」．41）

｛2．1．42）

（2．1．38）一（2．1．42）の関係を図にするとee2．1．4のようになる．　E。とηoHoは大きさが等しく、互いに直交す

る．そして伝搬方向　kにも垂直である．EoとHoは伝搬方向と垂直な面内（横断面：Transverse面）に存

在しているので，TEM波（Transverse　Electro－Magnetic　Wave）とも呼ばれている．

一r（－k）方向に向かう電界（2．1．3ec）についても次式が成り立つ．

一k×Ei　＝ηo　HJ， kxηoH1　＝Ei， k・Ei　＝O， k・Ht＝e （2．L43｝

この場合も，ElとηoH，は大きさが等しく，互いに直交し，伝搬方向一kにも垂直である・図2・1・4の右図

のようになり，＋r方向に向かう波と似た配置関係が得られる．式の表示からは空間的な把握は難しい

が，図表示の方がわかりやすいと思われる．

　図2．L4のように，どちらの方向に進む波でもExHの向きが波の進行方向になっている・したがって・

平面波の基本的な性質としてrEとHは直交し，　ExHが波の進行方向である」と理解しておくだけでよ

い．そして後に述べる偏波は電界に対して定義されており，磁界に対しては定義されていない・これは

平面波のEが決まれば，必然的にHが決まるためである．
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偏波の表現方法

kxEe＝ηoHo

ηoHo×k＝Eo

　k・Eo　＝　O

　－k’Ho＝O

　　　　　　　　＋k方向に向かう波　　　　　　　　　　　一k方向に向かう波

　　　　　　　図2．1．4　平面波の電界，磁界と伝搬方向Eの関係（数式表現と図的表現）

　波の進む方向kは任意に指定できるが，z軸方向を進行方向と仮定した場合，　k＝kazとなる．そのと

き，電界E，磁界Hは図2．L5に示すように（x－y）面内に横たわり，（x－y）面が横断面になる．

　　　　　　　n・H・〈z・t）＝　a・　×E・（抽⌒｛恥岬ノ（mt－－kz））1｝　⑭

　　　　　　　一・一一　｛E・　expli（c・・t＋kz））1｝（2・1・44b）

’

’

’

d

一az
1鰯

，rザ

’x

■■一一一■■j
　　　z

図2．1．5電界・磁界ベクトルの方向
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

2．1　．4　TEM波の電力

　次に電力について考察しておく・瞬時電力はE（却）xH（r，t）である．　Poyntingの定理によれば，

PoyntingベクトルSは瞬時ベクトルE，Hと次の関係式で結ばれている．

　　　　　　　　　　　　　　S＝E（r，t）xH（r，t）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．1．45）

これに式（2⊥30a），（2⊥44a），（2．1．44b）を代入すると

　　　　　　　s（・・t）＝鴇ド…・（ωご一叫一鵬1㌫i2蹴・｛（…＋kx）　　　⑭

Tを1周期の時間とし，z＝constの面を通過する時間平均した電力密度の流れは

　　　　　　　〈s（z，t）〉＝÷‘5M醜14i2一鵬1慧2　　　　　（2．1・A7）

によって与えられる．この式から匡H・）と（E1，司の組毎に独立に電力が運ばれることが分かる・

　さて，Phasor表現を使って電力流を求めるのに都合の良い複素PoyntingベクトルPと瞬時Poyntingペク

トルSの関係を調べてみよう．まず，PhaSOi表現を使ったMaxwellの方程式から次の関係式が得られる．

　　　　　　　　　　　▽・（ExH’）＝」ω（E・D’－B・H’）－E・J’　　　　　　　（2．1．48）

＊は複素共役である．複素PoyntingベクトルPは次のように定義されている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝E「（r｝xH（r）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．L49）

Phasorを実部と虚部に分解し，各成分を実数ベクトルで表すと

　　　　　　　　　　　E｛r）＝Er＋jEi　，　　H（r）＝Hr＋∫H，　　　　　　　　　　　　　　（2・L50）

それゆえ複rk　PoyntingベクトルPは次の複素数となる．

　　　　　　　　　　　P＝ExH’”ErxHr＋E・×」Hi＋j〔E・xHr・Er×Hi〕　　　　　　　　　　　　　（2・1・51）

一方，瞬時観測量としてのベクトルは

E（r，t）＝R・｛Eω∂餌｝＝Er…（v・t－E、　si・・t・・t

H（r，t）＝R・｛H（r）ti・mt｝＝Hr…ω1－H、si・ωf （2．L52）

なので，瞬時Poyntingベクトルsは

S（r，・t）＝E，×Hr・…ω’＋E、×H、si・・Utt－
oE・×Hr＋E・×Hi）si“；ωf

（2．1．53）
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偏波の表現方法

である．PとSの表現は異なるが，　Sの時間平均をとると次の関係式が得られる．

（5叫＝÷∬5（ち・≠；｛E・xHR＋E・×叶；R・｛Exピ｝＝；R・｛P｝
（2．1．54）

つまり，瞬時Poyntingベクトルの時間平均は，複Pt　Poyntingペクトルの実部の半分に等しい．したがっ

て，積分計算をしなくとも，複素Poyntingベクトルによって時間平均した電力の流れが簡単に求められ

る．

　z方向に伝搬する平面波に対して時間平均したエネルギー流は

；剛」誤 （2．1．55）

で与えられ，電界の大きさの2乗lEl2に比例する．　Transverse面内で電界の方向は必ずしもx方向だけ

を向いているとは限らないので，X，y成分に分解すると

E＝a．・Ex＋α，」聯＝傷（烏＋」場）＋ら（阜＋凧） （2．156）

と書くことができる．これを代入して

lEl2＝ 巳烏＋α轟）＋ノ（嘱・＋α轟）

∴　lEl2＝匡12＋1E，12

2
＝（ら瓦＋α茜）2＋｛a，・E・i＋ら耳・）2

（2．157）

となり，結果的にZ方向に伝搬する平面波のエネルギーは，座標成分の2乗和で表されることになる．こ

れは，一見当然のことであるが，以後に述べるように，偏波の観点からは　IE「12は偏波基底によらない

不変量である．もし，円偏波基底で展開しても，右回り成分と左回り成分のの2乗和で表される・上記

は直角座標系で展開した表現であって，他の座標系でも展開できるが，ベクトルの大きさとしては座標

系に関わらず一定である．
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偏波の表現方法

2．2　偏波の表現方法

　偏波とは，図2・2・1に示すように空間のある定まった位置で，単一周波数の電波を進行方向の後ろ側か

ら眺めたとき・時間と共に電界ベクトルの先端が描く軌跡のことである［47］．電界ベクトルの先端の軌跡

は，一般的にだ円形となることが知られている．だ円の中には耀平なだ円，円に近いだ円，傾いただ円

など様々なものが含まれる．扁平の極限として直線や円がある．また，軌跡の回転方向もある．これら

様々なだ円を表わすのに，ellipticity　anglq　tilt　angle，　si　ze，相対位相．偏波比，　Stokesパラメータ，ボア

ンカレー－bl（Poincare　Sphere〕などが用いられている．この節では，だ円偏波を表現する際に使われるいく

つかの記号と，その定義およびそれらの関係［45］一｛54］を紹介する．

　重複になるが．偏波は電界ベクトルそのものではなく，ベクトル先端の軌跡である．だ円形の電界ベ

クトル？というような間違いをしないように注意が必要である．なお，章末の注2．1），注2．2に関連情

報を載せてあるので参照されたい．

亙山

進行方向

　　　　　拡大
　　　　　　　　　　　　　　亙山＿，癒見える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろいろな軌跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　偏波状態

図2．2．1電界の先端の軌跡

2．2．1　一般的数式表現

　平面波の電界は，Transverse面内で2つの直交成分に分解できる．この波が＋z方向に伝搬すると仮定し

て，x・yの直交成分に分解してみよう．　z方向に伝搬する場合，電界のz方向成分は存在しない・瞬時電界

ベクトルε（Z，t）は実数であり，次のように書くことができる．

ε（z，t）＝
e．（z，t）

ε　）r（z・t）

1　E．i…（ω仁虹＋φ。）

lE，1…（・・Dt・・　kz＋φ，）
｛2．2．1）

ここで，lE・1，lEylは振幅ip．　、φyは絶対位相を表わす・偏波の定義に従ってz＝0の定位置で観測

したとすると，式（2．2」）はε（　O，　t）＝ε（t）として

ε（t）＝

εx（t）

εy（t）

lExlcos（ωτ＋φx）

1E，lc・・（ωr＋φ，）
（2．2．2）

となる．各成分は
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

　　　　　　　互（日＝囚…（ω’＋州己1…tD・t…丸一1叫S加ω⇒

　　　　　　　弓ω判…（ω・＋φ，）＝1　E・　1…ω∫c・・φジ1　E・　isin　tu’sin　ip・　　（2’2’3）

である．酬位相差を　　　　δ＝φジφ・　　　　　　　（2・2・4）
とおいて，式（2．23）を変形すると

　　　　　　　｛隅1吟ω…φ，倒4⑰）C・sip・　＝1　E・　li　E・IS’nδ　S’n　t°t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E，　lsin　6…ωr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．2．5）　　　　　　　lE，1起ω・in　¢，　・一一　1　E・　1　E｛，　（t｝　sin　¢・　＝1　E・　11

糖られる．これから・in・tvt＋c・s2ω・＝1鞭って時鯛子ωrの項をi肖去すると次式が得られる・

　　　　　　　　　　罎（fL　2互鵬（のc。、δ＋∂（の＝sin・δ　　　　（2．2．6）

　　　　　　　　　　倒21’E・　H　Ey　1　　倒2

この式は健をもつ籾の耀式である．δ力糊1の値のとき齢かり易い式｝こ需する・例えば・

a　＝1　E．トrE，ト麟ω・y＝らωとおくと・次の施式になる・

　　　　　　　　　　　　　　三三ご、。Sδ＋已＝甑・δ

　　　　　　　　　　　　　　a2　　ab　　　　b2

　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　2
　　　δ考のとき　き桧＝Il傾きのないだ円の方程式

　　　　　　　さらに　a＝b　なら　X2＋y2＝a2　　：　円の方程式

　　　δ＝e，xのとき鍵躍÷瞬1＝・・’＝　±2・：螂方程式

それゆえ哨騎界ベクトルε（・）は，　OP2．2．2に示すような栖の鞭を描くことがわか6・

固
y

竃亀工亀ユー一ユユ 二㌔一　　．・■一
‘　　輪　　．

1

宮y
ε（f

　■ｵ； 、　　工

●
1

‘ z

臼

一　　竃　　唱 「一wA　1L　r」　唱輪1L　、亀　－’

i‘

図2．2．2電界ベクトル先端の軌跡

電界べcr　Nt，£（t）の回転方向は位相角の馴変化によって分かる・x軸とベクトルε（’）のなす角をΨと

すると

その時間変化は微分操作より，

　　　　εy（t）

tan　W＝　｛；（t）
（2．2．7）
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憤波の表現方法

dΨ一　　一田1剖E，1・inδ　　　（Dl　E．　il　E，｝・i・δ

百一 P　E．　12C・S2（ωr＋姻E，　12　C…（ω・＋¢y｝＝－1£ωi2
（2．2．8）

これより，

・＜δ＜πに対して薯く・仮時湘り）

一π＜δ〈・に対して薯〉・（時計回り）

（22、9a）

（2．2、9b）

となる．図2．2．3に時間と共に変化する位相角の方向を示す．図2．2．3（a）と図2．2．2の直角座標系X－y平面

では，Z軸は紙面から読者側に向き，電波は正のZ方向に進むと仮定しているので，電波の到来方向から

見ていることになる．また，図2．2．3（b）は後ろ側から見た図である．

　　　　　4Ψ

y将゜

（a）到来方向から

　　見た図

図2．2．3

　　dΨ

回転の方向

（b）進行方向後ろ

　　から見た図

　　　（左回り偏波）

　回転方向の定義は，伝搬方向の後ろ側から電界ペクトルの先端を見たときに，時間の経過と共にどち

らの方向に回るかで決めている．IEEE　Standard［47］によれば，　z＝constの面内で，時間と共に時計回りに

回転するものを丁右回り1と定義し，反時計回りに回転するものを「左回り」と定義している・図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯉
2．2．3（a）のように到来方向から見た場合は，了「＜0は時計回りで，一見すると右回りに思えるが，電波を

見る餉が逆なので，図2．2．3fO）のように左回りである．また溜〉・の場合が右回りである・

以上のことから，電界の回転方向は相対位相δ＝φジφxの符号によって区別できる・

0＜δくπ　　ならば　左回り，Left　ha皿ded　rotation　sense

一π＜δ＜0　ならば右回り，Right　handed　rotation　sense

図2．2．4にδと共に一般的なだ円偏波を示した．

偏波状態を表す電界の具体的表現は次のようになる．簡単のために，ip．＝Oとおき・δ＝奪礁＝嶋とし

ている．

一般形

fiE．1≠o・lEyi＝o

Ex（Z・t）＝倒C・S（伽一kz）

ら（z・t）＝IE，1…（ωt－kz＋δ）

ならば　水平偏波
4（z・t）＝IE・1。・s（ωf－kz）

弓（z・t）＝O

E．　1＝O・lEyl≠0　ならば　垂直偏波 £x（z，t）＝O

ら（zの＝IE，lc。・（di・t－kz＋δ）
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偏波の表現方法

δ＝φデφエ

●

δ＝」π

　　　　　　left　handed　rotation

π〉δ＞9　δヨ　9＞δ〉°

■

一一…
U・一一…Q－一

■

δ＝0

　　　，一π＜δ＜一萎　δ＝一き　一窒くδ＜°

　　　　　　right　handed　rotation

　　　　図2．2．4　一般的なだ円偏波

1　E．　1；e　o・1　Ey　1≠oの場e・

　　　δ＝0ならば互（z，t）とEy（z，t）が同相なので・正に傾いた直線偏波

　　　δ＝πならばEx（Z，t）と4（Z、t）が逆相なので，負に傾いた直線偏波

0＜δ＜冗は　　左回りだ円偏波

　　　　さらに，もしδ蠕IE．HE，1ならば・

　　　　　　　左回り円偏波　　Ex（・・r川E・1…（・tut－kz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9（Z・t〕＝－1E・lsin（t・t－kz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1　ey（z・・t）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝一ωf　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ψ＝tan　e、（z，の

一π＜δ＜0は　右回りだ円偏波

　　　　さらに，もしδ＝一知E．HE，1ならば・

　　　　　　　右回り円偏波　　　　　Ex（Z・t）＝1E．　1　COS（tO　t－kz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9（z・t）＝1　E・1・in（t・　t－kz）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎－1覧｛ii；i＝ω・

したがって，直線偏波も円偏波も，だ円偏波の中の特別な偏波状態であることが分かる．
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偏波の裏現方法

2．2．2　幾何学的パラメータによる表現

　だ円を表現するのには，幾何学的パラメータ（zaA｝を使う方が直観的に分かりやすい．幾何学的パラ

メータは，ellipticity　angleε，傾き角（tilt　angle）τ，　size　Aである．偏波はだ円を図2．25の§玉のように後ろ

側から見ることになっているが．εとτは図2．2．5，ec　22．6に示す角度であるt45］．［46］．［50］．

④㊦

図2．2．5　座標系と幾何学的パラメータ（T，　aA）

ηIEyl
y

r－’一　　’■「’一一“’
ゴr　　■■L　■■　　一　　己r　　－　　’　　“　　’　　卓　　頃戸　　’

’

A …

ξ

ε

α
わ

τ

● ハ

Z

：：

‘一・一一 早　　－ 」ロ　ー　　一　　担　　一　　一　　　　　」■　’　　工　　一

図2．2．6　だ円偏波を表すパラメータ（zaA）

Ellipticity　angleε
e＝tan・・

Q・　t・nE＝t！｝C芸≦E≦f）
（22．10）

aはだ円の長軸，bはだ円の短軸の長さである．　el1ipticityはだ円の膨らみ具合を表しており・伍nεはア

ンテナエ学で使う蹴」の逆数である．a＝bでは已芸となって完全な円を表し・b＝°ではe＝°と

なるので直線となる．符号は回転の向きに対応しており，左回りだ円偏波に対してはε＞0・右回りだ円

偏波に対してはε＜0となる．式（2．2．19）を参照．

　なお，ellipticity　angleの記号εは頭文字に対応して採用した［45］・　［46］・［50］・誘電率と同じ記号なので混
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

i司しやすい面もあるが，以後は特に断らない限り，εをellipticiry　angleとして表すものする・

Tllt　angle（傾き角）　τは，だ円の長軸とX軸のなす角度であり・だ円の傾きを表す・その範囲は

｛一：≦τ≦劉である・なお・Tilt・ng1・の頭文字に対応して・τの調を採用している坑鞠や文献に

よっては別の記号を用いたり，Or三entation　Angleと呼ぶことも多い［43］，［52］，［54］．

だ円の大きさは
A＝v「E－li“；’s’ir

（2．2．ll）

によって与えられる．A2は電力の大きさを表し，偏波情報とは直接関係しない．

　だ円偏波は，幾何学的パラメータ（Tilt　angle，　Ellipticity　angle）によって図2．2．7のように一覧表で表現す

　　　　　　　　　　　ることができる．ε＝±耳では，Tがどのような値になっても円偏波である．

45

冨

豊22・5

田　　0

畳
違

．首一22・5

封

身
田

　　一45

左回り

直線

右回り

一90　　　　　　　　　　－45　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　45　　　　　　　　90

　　　　　　　Tilt　Angle　　　．1　　（degree｝

　　　図2．2．7　幾何学的パラメータによるだ円偏波の表現

次に凄式的なパラメータ（1　E・1・1　E，1・φ・・φ，）磯何学的パラメータの関係を求めてみよう・

　図2．2．8において，ξ軸とη軸をそれぞれ長軸と短軸方向に選ぶ．この新しい座標系で，だ円偏波は傾き

のない正規のだ円となる．この座標で電界の各成分は

Eξ

£η

α・・s（ω茸＋転）

占…（①t＋φ，）
（2．2．12a）

と書くことができる．
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偏波の表現方法

図2、2．8　だ円偏波の座標軸と電界成分

だ円の方程式（22．6）からも分かるように・ξ一η軸に沿った正規のだ円では位相的にはδ＝φ，一φξ＝9とな

り，c・s｛（Dt＋φ，）＝一・sin｛ω・唾｝から次のように変形される．ただし．　iPe　｝ate対位相であり，図2．2．8に示

すように大きさの関係からa　COS　¢ξ　＝　eeとなる．

£ξ

En

ac。s（Ut・t＋転）

－b・in（c・・t＋暁｝

新しいξ一η軸はx－y軸をτだけ回転して得られるので，電界は次のように変換できる．

（2．2．12b）

£ξ

ε11

COS　t　smτ

一SlnτCOSτ

£茸

Ey
（2．2．13）

式（2．2．2），（2．2．12）を式（2．2．13）に代入することによって

a…
i紺＋φξ）＝IE．1c・s（ωr＋Φ．）…τ＋IE，1…〔伽＋φ，）・面τ

b・i皿〔CV・t＋φξ）＝国…（ωf＋φ．）・加一IE，IC・・（ωr＋¢y）C・・τ

sin．　COS関数を展開し，　sinωr，COS・Ut・tの係数を比較すれば

a…φξ＝IE．1・叫・・Sτ＋IE，1⇒・inτ

αS血φξ＝肉・i輌・・τ＋IE，lsin傷sinτ

b・醜＝國…iPx・㎞τ一IE，　IC・S卿Sτ

一わ…φξ＝iE．1・靱・inτ一IE，｛S姉…τ

相対位相δ＝φジφxを代入して整理すると，次の関係式が得られる・

（2．2．14）
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a2＋b2＝1　E．　12　＋1　E，　12（エネノレ￥一定）

ab　＝i　E．　li　E，　1・in（φ戸φ．｝”1　E・　ll　E・1・i・δ

；（倒2判りsin　2τ　”1　E・　II　E・1…2τc・・δ

偏波の表現方法

　　　（2．2．15）

　　　（2．2．16）

　　　（2．2」7）

したがって幾何学的パラメータとの関係は

tan　2τ＝

2国IE，lc・・δ

　　　　1　E．　12・・一’　1　E，　12

　　　　　　　　　　励2倒IE，1・inδ
sin　2E　：2sin　E　c°sε`・＋；・＝　　2lE．12＋｛E，1

（2．2．18）

となる．また，（2．2．12b）から，

＝A

（2．2．13）より，

　　　1：

ll］＝Re

になる．

　　a

　一b

…巨＋φの

sin（C・・t＋φC　）

（2．2．19）

C・Sε・・S oωr司
一・inε　・i・〔伽剰

＝Re

iA 鵠叫ノ⑭1｝

1揺鵠【ξト輪A惨書：1［綱rレ（wt＋　ip4）］

（2．2．20）

だから，qE引E，L卿，）と（A・ε・τ）の関係は次のよう

　　　　　　　　　　　隅：：日器劃「蒜1押　　　（2・221）

この式からベクトル
P鵠押をτだeナ回転させたものに等しいと解釈でき6・－eこif・（2・2・21）の位

相関係を調べておこう．φ＝　¢e－¢xとおいて変形すると

［ 馴吐巴劃［頴e・（eg－e・）　＝A［

　　　　　　　＝A　　　lei（e．　el）

SlnτCOS　E十］COSτSlnε

霊蕊遮無ト

（2．2．22）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の衰現方法

このペクトルの1行目は実数なので　　　　　φ一φ，　＝O

でなければならない・したがって　　　φ＝φ1調叶伽迦ε）　　　　　（2．2．23）

そUttox・ @齢＝A監㌃艦バ國　　（2・2，24）

と書くこともできる．

2．2．3　Jonesベクトルによる表現

　ここではPhasorを用いた列ベクトルで電界を表現する．式（2．2．21）のようにEoは複素振幅をもつ2次元

ベクトルであり，次の形で書ける．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　疏¶舗1：　　　　　（2・2・25）

このベクトルはttJonesベクトルttと呼ばれている．　x成分を実数化するように相対位相を使うと（2．2．24）の

形になる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　E・；1盟δ　　　一）

Jonesベクトルによるいくつかの偏波状態を図2．2．9に示す．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亭y

H＝

　　　　－－t／：．’1！iN”（o？zl」アニー一一マ’…°1b．－e－－X）

　　　　　£＝Oi　　　　r＝0　　　　　　　　！ε＝0
　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ

　　　　　　　水平偏波　　　　　　　　　　垂直偏波　　　　　　　　　　傾いた直線偏波

　　　　　　　　　el－e＋tu2吉“y　吉」」“y

　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　ε＝0

　　　　－…・一一一QzT－…一一轡一”丁
［謂　　x
　　　　　i

　　　直交する直線偏波

一そくT＜1！1　ε＝葦

　　　左回り円偏波

　　　　30

躍くτユ　　£＝－9

　　　右回り円偏波



偏波の表現方法

匿　丁＝θ

…－
潤f一一・

　　　o＜ε＜葦

　　t

左臼りだ円偏波

T＝θ＋nt2↑yE｝

　　　　　　　　　　E；

……一
ﾓ一…一一争

　　　　　　　　　　x

理く£＜Ol

　　　　　　：

直交する右回りだ円偏波

図2．2．9　Jonesベクトルによるいくつかの偏波状態

　注意点として，J加esベクトル表現には波の伝搬方向が含まれていないことである．通常は右手座標系

を仮定しているので普通のペクトル表現と同じであるが，波の後側から見る場合には座標軸の方向に注

意が必要である．

偏波比（Polarization　ratio）pによるJonesベクトル表現

　ベクトル成分の数式表現として一般に直角座標成分が用いられる．しかし，直線偏波基底（直角座標

系）だけでなく，円，だ円などの直交基底（座標系）もある．直角座標成分だけでなく，他の座標成分

で表現しなけれぱならない場合もでてくるので，ここでは座標系を考慮した偏波比によるベクトル表現

を考えよう、基底に対応して表現方法も変るので，まず任意の偏波基底（座標系〉で表すことを考え

る．互いに直交する単位ベクトル高6をもつ基底ABに対して，その電界ベクトルは次のように書くこと

ができる．

　　　　　　　　　　　　　　Eo（AB）＝EAδ＋E，　E　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．2．27）

ここで，穀とEsはペクトルの成分で，一般には複素数である．（AB）は基底を明示するために付けてい

る．これを使って偏波比は次のように定義される．

輪÷倒卿＝圃み （22．28）

δ砧＝島一克はEAとEBの位相差である・電界をこの偏波比ρABによってJ◎鵬sベクトル表現すると

耶B覗＝園拠
1

PAB
ヨ司典

R磐　EA　EA

　　　ゆ
1＋摯
　EA　EA

1

ρAfi

lEi・’e・

　　　ホ1＋ρんBρAB

1

ρALB

（2．2．29）

ただし， ｝E・　1”E・E；＋ε方場 （2，2．30）

偏波比を使ったこの表現方法も偏波状態のiつの表し方であり，コヒーレント波の解析でよく用いられ

る．任意の偏波基底変換とベクトル変換にっいては付録2．3に述べることとし，ここでは最もよく使われ

る直線偏波基底（HV）の偏波比PevによるJonesベクトルを考察しておく．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

　直線基底（HV｝で電界ペクトルは　　　　　　　　　　Ee（HV）＝EH宜＋E，ψ　　　　　　　　（2．2．31）

であるのre・偏波比ρrvは @ρ酬÷麟軒一輌剛幽　（2・2・32）

ここでrnvは図22．10に定義される角度である．

　　　　　　　囲＝Eft＋Ei・・s　7HV　　　　y（V）

　　　　　　　lE・卜E；＋Ee　・in　7．v　　（2．2．33）IEyl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E
例えば振幅が1の水平偏波の場合，Ev＝OとなるのでρHV　＝O

となり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YHV　　　　x（H）

E（HV）＝　1　fi＋・V＝ �ｧ；＝；（2・2・34・）　　IE．i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2．2．10　電界成分と角度

45e傾いた直線偏波はρHV　＝1

　　　　　　　　　　1　　　1　　1　1
　　　E（ew）＝7r＝i了1＝万1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2，2．34b）

である．また，左回り円偏波Lを表現しようとする場合，IEEEの定義では，

　　　倒＝IE・トδHV＝φゾφH弓，ρバ」なので

　　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　　　1　　　　1　　1　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋（」）（一ゴ）ゴ＝万j　　　　　　　　（2・2・34c）　　　　　　　　　　　L（・甘V）⇒」LHC＝

同様に右回り円偏波では，ρrv　＝－jになるので

　　　　　　　　　　　R（HV）＝1＋≒）ノ：J］＝thP・1　　　　　（2・2・34d）

となる．しかし，本文では基底変換の性質も含めて，右回り円偏波（RHC）に対しては以下の表現を使う・

　　　　　　　　　　　R（HV）⇒RHC＝jlj［｛］－i±［2，　　　　　（2・2・34e）

注：IEEEの定義［6］では，（2．2．34c），（2．2．34d）のJonesベクトル表現で円偏波が表現されており・互いに複

素共役の関係にある．そこまでは正しいが，それを使った基底変換ではユニタリ行列の行列式が＋1にな

らないのでLR間の位相保持ができない．そのため位相を扱うpolarimetryでは大きな問題が生じてくる・

付録2．4参照．

　物理的には同じ偏波状態を表していても，偏波基底が異なると偏波比は異なった値となり・ベクトル

も変化する．表2、2．1にいくつかの偏波状態を示す．これらの表現は文献［54］とも整合がとれている・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32



偏波の表現方法

表2．2．！ 幾何学的パラメータ（ε，τ），偏波比ρとJonesペクトルによる代表的な偏波状態の表現

Geo磁e臨、 HV　bas途 LR　bas遮

Pol幽6印［
言でτ一　　　　　　　　　　　　●

　　　　脚EP潅i　　　　　■ 　㈱d1
　　　〔　　　　　、
o岳　：　　E　　　　‘

「㍗1 1 ●

輻 1 ■

Linear　Horizo豆tal

。i。　　　… 。i　　　…
1↓｛

一ゴ 焔g同

Linear　Vertica1

　　　1　πO　i互　　　： 　　　…oo　　　　・

@　　…

［？1 ji赤間
言 ：

：

45°Unear

・i芸　　　口 　　　：
Pi赤　　　： 一川 1i貴［｛：ll

‘ ● ■

135°Line訂

　　　：　　π
潤@i一互　　　：

一1i毒団　　　　1

1 一1 遠ﾅ閨
：

：

●

Le衰Handed
@C量斑lar

π　i一　　　　　　書4　　：　any　　　8

　　　：
vi貴　　　● 一川

・il↓1　　　：

： ：

●

斑蜻tHanded
@Cifoular

　π　　言＿＿　　：　4　：　　　　　　any 一」i毒　　　　●

司｛1
・・

：

● ■

　ところで，偏波比p＝。。となって発散してしまう場合には，解析に不便なことがある．そのような場

合，以下のようにスピナー一パラメータを使うことがある、（2．2．1）を変形すると瞬時ベクトルは次のように

なる．

cosγ
sinγε」δ

（2．2．38）

この詩で囲まれた項EIはスピナーと呼ばれる．スピナーのパラメータT，δは，ボアンカレー球（Poincare

Sphere＞kで擬波状態を指定するときにも使われる、

　また．後述するように偏波ペクトルとして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cos　E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ces　－sm’z’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝sinτc。sτ一」sinε　　　　（2・2・39）

を直接捷うこともある．こUtiまiel：（2．2．22）を用いることと同等であり，幾何学的パラメータによってJones

ベクトルを明示することが可能である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　E（HV）＝A：蒜ぱ蒜　　　（2・2・4・）

33



鷹波の表現方法

2．2．4　Stokesベクトルによる表現

　風に揺れている麦畑をレーダで観測している場合を想定してみる．レーダパルスの照射時間が長い場

合（例えば数ミリ秒の範囲），麦は揺らいでいると考えられる．反射波は，麦畑中の数多くの散乱点か

らの反射波の合計となり，その合計位相は計測時間中でもランダムに変動する．一方，照射時開が短い

場合（例えば数ナノ秒の範囲），麦畑は静止していると考えられ，計測時間内で反射波の位相は一定と

見なせる．

　揺らぎの程度は計測時間とターゲットの揺らぐ速度の相対関係に依存する．一般に計測時間が十分短

ければターゲットは静止していると見なせるので，反射波は位相のそろったコヒーレント波になり，逆

に計測時間が長い場合には揺らぎのために位相が不揃いなインコヒーレント波に近づく．したがって

レーダ反射波は位相の揃ったコヒーレント波と位相の揃っていないインコヒー・一一一レント波から成り立って

いると考えることができる．図2．2」1を参照．

　コヒーレント波をCompletely　pGlarized　wave（完全偏波）ともいう．一方，インコヒーレント波を

Completely　unpolarized　wave（完全無偏波）ともいう．両者が混ざり合っている波をPartially　polarized　wave

（部分偏波）という．

　送信にはコヒーレント波を送るが，揺らぎによってインコヒーレント波になることをde・polariZationと

いう．一方，完全に偏波した波がターゲットに当たって偏波状態を変えた場合もdepolarizationという言葉

を使うことがある．例えば，H偏波で送信してV偏波が発生した場合，　depoiarizationと言われることがあ

る．しかし，この場合，V偏波が位相が揃っていれば（コヒーレントであれば）波全体として完全偏波の

ままである．波の性質から考えて，交差偏波が発生する場合には”re－polarization‘’という言葉を使った方が

適切と思われる［5］．この点も研究者によって統一されていない状況にある．

scattered　wave

コヒーレント波

（位相が揃っている）

完全偏波

　Completely

　Polarized　wave

depolarization

づ〉　完全偏波
repolarization

部分偏波

　Paftially

　Polarized　wave

　　　　　　　　　偏波していない波
（位相が不揃い）

インコヒーレント波　　Unpoia「lzed　wave

図2．2、11散乱波位相の揃い具合と偏波度合い

　前節まで完全偏波（Cornpletely　polarized　wave）について扱ってきた．完全偏波した波とはl　E＾｛・lEe　l・

δmaが観測時間中に定数であるか，あるいは少なくとも時間に関して非常にゆっくり変動する波で・位相

がそろっているコヒーレントな波と等価である．しかし，観測時間中に位相がランダムに変わる波や部

分的に偏波した波を扱うのには今までの手法で取り扱うことはできない．完全偏波も含め・これらのす

べての波を取り扱うにはStokesパラメータを用いなければならない．　Stokesパラメータは1852年に　　Sir

George　Stokesによって創られたものである．　Stokesパラメータの利点は全ての要素が実数であり・電力

測定によって決定できることである．特に光・ミリ波のような高い周波数領域では正確な位相測定が困

難なため，波の偏波情報を得る際に威力を発揮する．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

　（a）完全偏波に対するStokesベクトル

　Stokesベクトルは9で表され，その4成分90，91，82、83がStokesパラメータと呼ばれている・単一周波数

の完全偏波した平面波では次の関係がある．

9＝

90

91

92

93

声｛2＋｝EvI2

iEH臼E・i2
2R・（ε。刷

2・lm（E・Eli）

｛司2＋1　Ev　12

1EH　I2－1Ev｛2

2i　EH　11　E・　lc。sδ

21　EH　II　E・1・㎞δ

＝A2

　　1
COS　2τces　2ε

sin　2T　cos　2ε

　sin　2E

（2．2．40）

1叫己1は，翫Eぷ分の振幅・δは端位相である品全偏波に対しては次の関係が成り立つ・

　　　　　　　　　　　　　　98＝8～＋8～＋8』　　　　　　　　　　　（2・2・4・1）

これらの成分は図2、2．15に示したボアンカレー球の直角座標成分に対応している・また，これらの物理的

な爽容は以下のベクトル変換から了解される．

　N擬波と直線偏波のベクトル成分の関係は付録2、3より

　　　　　　　賠（Eff一叫・櫛（一ノ晒）　　　（2・2・42）

なので，これから次式が得られる．

1罐当国w＋2㎞園）
肉㌔⊇（剛Evト2㎞剛
E・9；＝｝（判・ぷi・＋2昨場｝）

§tekesパラメータを持偏波戒分で表すと次のようになる．

　　　　　　　9、，　・1　E．　12＋1ε・卜｛遣・ド＋1彦・r

　　　　　　　9，　＝i　9H科E。ド＝2㎞（E・域）

　　　　　　　　－2Re｛9，Ek）冨2Re（E．E；｝

　　　　　　　　－2域E。姦｝＝iE、巨己ド
　　　　　　　92一

　　　　　　　書3－

45草．135泊捧転した薩纏偏波墓底では

　　　　　　　ε硬鵠｛Eff＋Ev｝

なので，

E正毒（－EH＋Ev）

（2．2．43）

（2．2．44）

（2．2、45）
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煽櫨の表現方法

1司2＝硫＝｝（1　E・　12＋1　E・　12＋2　R・（　E・Ek｝）

1恥1㌔恥E㎜＝圭（IE・12＋IE・1・－2Re（E・Ek｜）

輪暢（－1　E・　1・＋1　E・　1・－j2　lm（E・Eh））

が得られ，Stokesパラメータに変換すると次式が得られる．

　　　　　　　90＝1E．12＋lEvl2＝1E4s・｛1＋lE、3s・12

　　　　　　　9・　＝1　E・　12－1　E・　12＝－2R・（E・㌍叫

　　　　　　　8・＝2R・〔E司＝同2－1　E、，，・　12

　　　　　　　8・＝2㎞（E・　Ellト2㎞（E・宮El・」

｛2．2．46）

（2．2．47）

したがって（2．2．44）と（2．2．47）を使ってStokesパラメータは表2、2．2ように表現が可能である．この表より．

80は全電力を表し，偏波基底に依存しない量であることが分かる．81は水平偏波と垂直偏波の電力差，

g2は45°と135°の直線偏波電力差，83は左回り円偏波と右回り円偏波の電力差を表わしていることが

分かる．もし，91，92，83のいずれかが0でなければ，完全偏波した成分が存在することになる．

表2．2．2Stokesパラメータの表現

　　：、
ﾛT　，　、．

　　　　　　　　」　● 三劇讐1姉：へ： @　　．工暴三　　　　u　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　， ．（拓麺e垣cP垂畑甑．

80 lEHI’＋lE・1ユ 1E・ヂ1’＋IE1ヨ卵12 lE、12＋lE・ド A2

81 固2－IE・12 一2R・（醒・ヂ） 2㎞（　　■EL　ER）
A2cos　2εcos　2τ

92
2輪（E．E：） ｛E・酔12－｛E1・駅12 2R・（E、E；） 宙cos　2εsin　2τ

83 2㎞（嘱） 一2㎞（ぽ鐙） lE・ドー倒2 パsin　2ε

一方，Stokesパラメータは幾何学的パラメータとも直結しており，　S　tokesパラメータを測定することに

よって偏波状態を求めることができる．

A2＝　90

sin　2ε＝竺

　　　80

tm、2τ＝鮭

　　　91

（2．2．48）

（2．2．49）

（2．2．50）
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偏波の表現方法

電力測定による個波状態の求め方

　表2．2．2から電力測定だけでStokesパラメータが決定できることが分かる．電力の項だけを集めると，

　　　　　　　炉1司2＋IE，　12　　　　　8・＝1輪12－lE13埠

　　　　　　　8、　”1　E。　12－1　E・　12　　　9・　＝1　E・　12－i　E・　12　　　（2・2・5・1）

となる．したがって，水平偏波，垂直偏波，45°，135°の直線偏波アンテナから得られる電力と、右回

り，左回り円偏波アンテナの電力を測定することにより式（2．2・51）のようにStokesパラメータがわかり・

それをもとに次のように偏波状態が決定できることになる．

　　　傾き角（。rientati・n・angle）宇白n2τ・＝麺灌　　　　（2・2・52）

　　　膨らみ角（ellipticity　angle）齢＝・in・2Eε＝去・iガ1念　　　　（2・2・53）

　　　蹴（axial　rati。）　　号＝▲　　　　　　　　 （2・2・54）

　さらにStokesパラメータによって以下のことがわかる．

　　　電力による直繍比1山趨li編　　　（2・255）

　　　直一力差　離li吉　　　（2256）

　　　電力による円偏波比IP皿i・僻＝編…　　（2・2・57）

　　　円偏波の電力差　齢齢篶　　　（2・2・58）

1司2
lE，ド1　E、，・　121　E・3s・　i21E・　12　1　E・　i2

　　　　　　　　　　　　　　　電力測定

　図2．2．・1・2　電力測定による偏波状態の決定方法

　　：＝⇒　　？

　　　　　Polarization　S　tate

→　偏波状態の決定
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　傷波の衰現方法

（b）部分偏波に対するStokesベクトル

　インコヒーレント波（位相の揃っていない波）や部分的にインコヒーレントな波を扱う際に集合平均

が使われる．エルゴード性を仮定して時間平均あるいは空間集合平均をとってみる．次のStokesベクトル

表現で〈…〉は平均操作を示す．

9＝

（8・〉

〈91＞

〈8・〉

｛8・〉

〈iE・12）＋個2＞

〈1　E・　i2＞一〈倒2＞

2R・｛E・Eの

21m〈E・Eり

｛2．2．59）

これから　　　　〈8。＞2≧〈91＞2＋（9、）2＋｛9，）2　　　　　　（2．2．60）

が成り立つことが分かる．全電力の中にどの程度コヒーレントな成分が含まれているかを表す指標とし

て偏波度（Degree　of　Potariztion）が定義されている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（91＞主＋（8、＞2＋（＆）ユ

　　　Degree　of　Polariztion　　　　　　　DoP＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．2．61）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈9e）

Degree　of　Polariztionによる波の分類

　DoP＝1は完全偏波（Completely　pol　arized　wave）といい，完全にコヒーレントな波を表す．　Stokesパラ

メータの間には次の関係式が成り立つ．

　　　　　　　　　　　　　　　＜8。＞2＝（81＞2＋〈9、）2＋〈8、＞2　　　　　　（認63｝

DoP＝0を完全無偏波（Completely　unpOlariZed　wave）といい，完全にインコヒーレントな波となる・Stekesパ

ラメータは次のようになる．

　　　　　　　　　　　　　　　〈8。）2≠0　（81＞2＝（9、）2＝〈8、＞2＝0　　　　（2・2・64）

0≦DoP≦1を部分偏波という．測定されるほとんどの波がこの範疇に入る．部分偏波した波はコヒーレ

ント波とインコヒーレント波の和であるので次のようにも書くことができる．

　　　　　　　　　　　　　　　（81）2＋（92＞2＋〈93＞2＝q　　　　　　　　　　　　　　（2・2・65）

9＝

〈9・〉

〈91＞

（8・〉

〈8・〉

9
〈91＞

（8・〉

（93＞

十

〈9。〉－q

　　O

　　O

　　O

（2．2．66）

po1嘘ed＋unPOlariZed
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偏波の表現方法

2．25　偏波パラメータとボアンカレー球

　視覚的な偏波表現方法としてボアンカレー球がある．図2．2．13にボアンカレー偏波球を示す．数学者ボ

アンカレー（Po　incare）によって考案されたものである．球面上の一点は，ある一つの偏波状態を示してお

り，すぺての偏波状態と1対1の対応がある．球面上の点によって偏波状態が指定できる．

135

＼…’一’

’v’・

一一

45°

RHC

図2．2．13ボアンカレー球といくつかの偏波状態（上半球は左回り，下半球は右回り）

　球面上の座標を指定するにはいくつかの方法がある．今まで示したパラメータに角度2γHVとδHV，あ

るいは幾何学的パラメータ2ε，2τがある．それらのパラメータの取り方を図2．2．14に示す．なぜこのよ

うな出発点Hとパラメータの取り方をするかは，各パラメータ間の関係やStokesベクトルによる表現とも

密接に関わっており，結果的に非常にうまくできている．

　2γ＝2γ．は，赤道上の点H（水平偏波を表す）から球面上の点Pまでの大圏行路距離HPを表し，

0≦2γ≦πの範囲で球の裏側までカバーする．またδ＝δ酬＝φジφxは，点Hにおいて赤道とmのなす角度（

一π≦δ≦π）である．例えば，δ＝φy一φ．＝πノ2は左回り円偏波LHCであり，δ＝一冗ノ2は右回り円偏波RHC

になっている．

　一方，図2．2．14に示すように幾何学的パラメータ（ε，τ）については，2τがOH軸から測られる赤道上の

角度で，経度（一π≦2τ≦π）に対応する．＋Y軸に相当する角度は2τ＝90°なので，τ・45°の直線偏波を

表す．そして点Hの裏側はτ＝90°となり，この角度は垂直偏波になっている．また，2εは赤道面とOP軸

のなす角度で，緯度（一π〆2≦2ε≦rJ2）に対応している．北極は2ε＝90°（ε＝45°）でLHCを表し，南極は

2ε＝－90°（ε　・一・・45°）でRHCを表す（図2．2．16）．したがって，各パラメータの定義式と一致している．
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偏波の表現方法

　　　　　　　　　図2．2．14　ボアンカレー球（Peincare　Sphere）と幾何学的パラメータ

　スピナーパラメータγ．＝Y，δHV＝δは，幾何学的パラメータε，τと次の関係がある．　SC2，2．15より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　sin　2ε　＝・sin　2γsinδ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．2．67）

式（2．2．18）を使って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2ta皿γ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cosδ＝tan　2γcosδ　　　　　　　　　　　　　　　　（2．2。68）　　　　　　　　　　　　　　　　　　tan　2τ＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　一　tan2γ

また，逆の関係として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　sin　22ε　　　tal122τ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　、in　・　2γ＋迦・2γ＝1　　　　　（2・2・69）

sin　2　27t　cos　2　2τを両辺に掛けて整理すると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　cos　2γ＝cos　2τcos　2ε　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［2・2・70）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　tanδ＝・in　2E＝伽艶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2．2．7　1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sin　2τ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞2τcos　2γ

式（2．2．67）から（22．71）までの関係を図で書くと，結果的に図2．2．15のようになっている．

　最も特徴的なことはStokesベクトル成分（9z、，、92，83）は，ボアンカレ球の直角座標軸成分になってい

ることである・通常の球座標でX軸が81・Y軸が92・Z軸が93に対応丁る・また・幾何学的パラメー

タ（ε，τ）は，図2、2．14のように緯度，鞭を表わしており，2τが球座撫の（1）方向書一2εが0方

向に相当する．

　　　　　　　　　　　　　　緯度＝　2ε　　　　　　経度＝2τ

式（2．2．40）から

　　　　　　　　　　　　　　旦＝、。s2τc。s2ε＝、。，2γ　　　　　　　　（2．2．72）

　　　　　　　　　　　　　　90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

なので，cos　2γはStokesベクトルgがX軸となす角の方向余弦である．それゆえ，点Hから点Pまでのアー

ク距離（大圏行路距離）は，9e　＝1とすれぱHP　＝　90　（27HV）＝2γのように表せる．また，角度δは赤道面

と最大円（アーク距離方向）とのなす角度であり，XOY面とXOP面のなす角度に等しい．点PをXOZ面に

投影すれば，XOZ面上の投影点P’から作られる角度∠YOP　＝δとなる．　YOZ面で次の式が成り立つこと

がわかる．

　　　　　　　　　　　　　　t、nδ＝tan∠γOP＝隻　　　　　　　　　（2．2．73）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82

したがって，ボアンカレー球上の点Pは，同じ場所でも偏波状態の表現方法

　　　　　　　（2γ・δ）・（・≦T≦；・一兀≦δ≦π）

　　　　　　　（2T・2E）・（一；≦応器弓）

　　　　　　　（91　，　92，93），（－1≦91・92・93≦1）

によって図2．2．15のように表されることが分かる．このうち，最も分かり易いパラメータは（2τ，2ε〕と

（91，92，93）であろう．（2τ，　Ze）は全体の表記の基本をなしている・

X

2T

．．．＿2工＿＿㌔’

i92

図2．2．15　ボアンカレー一球とStokesベクトル 図2．2」6　直交偏波状態（PとQ）

　重要な点として，図2、2．16のようにボアンカレー球上にある点Pを指定すると，球の真裏の点Q（anti－

podai　point）は直交した偏波状態になっていることである．例えば，　Hの裏側はvであり．　Hとvは互い

に直交している．また，北極は，左回り円偏波（LHC＞，南極は右回り（RHC）で直交する・この直交性は球

面上のどの点でも成り立っている．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嬉波の表現方法

2．2．6　偏波ベクトルによる表現

　ボアンカレー球上で互いに直交する偏波状態が直観的にも理解できるので，改めて式の上でも直交す

る偏波状態を考えてみよう．

　再度，式（2．2．2t）をふり返ってみる．

　　　　　　　　1自：lk，1－．監ご：諜押　　　　　（z2．21）

この式から位相iPcを無視して（正確に測定することが難しいため），PolarizationベクトルPを

　　　　　　　　　　　　　　COS　T－sinτ　　　COSε
　　　　　　　P＝P（　ZT，　E）＝・inτ…τ」・inε　　　　　　　（2・2・74）

とおく．それと直交する偏波状態は，ボアンカレー球の裏側に配置しているので，

　　　2・⇒2τ＋π（τ⇒T＋そ）　　2ε⇒－2ε（ε⇒一ε）　　　　　（2．2，75）

とすれば得られることになる．したがって，直交するPolarizationペクトルPは次式で与えられる．

　　　　　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　－Sln　T　・－　ces　T　　　　cos　E
　　　　　　　P・＝P（τ＋7・一ε）＝c。、τ一、inτ一一j、in，　　　　　　（2・2・76）

　　　　　　　　　　　　Ss

　　　　　　　　　　　図2．2．17　直交偏波状態

例えば，代表的な偏波状態はPolarizationベクトルを使って以下のように表される．

水平偏波　丁＝・…£＝・⇒P＝P（…）＝ll汁；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　π　　　　　0－1　　1　　　0
直交（垂直）偏波　　　　　　　p⊥＝p（テー0）＝　10　＿ノ0＝　1

　　　　　　　　　π　　　　　π　。osτ一smτ11　ピ∫τ1
左回り円偏波　ε＝互　⇒　　　P＝P（τ・互）＝　sinτCOSτ　万ノ＝マT　j

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42

（2．2．77a）

（22．77b）

（22コ8）



億波の表現方法

敵㊥臓P・　・P　（　T＋　：・　一　lll）已：鋼甜都　（2・2・79）

これらの結果は表2．2】1のものと同じ表現であり，Jo・resベクトルとも等価である．円偏波において

ピ芦，冶μの項副ま傾き角の回転を表し，円を回転しても同じ円になるので意味をもたない・もし，

τ＝0ととれば．左回りと右回りのPelaiizationベクトルとして

£＝g
1

ノ
R＝⊥

j

l
（2．2．80）

が得られる（注2．4）．

Po㎞畑60nベクトルは次の直交（ユニタリ内積）条件を満たしている．

　ネP　・P⊥　＝’e （22．81）

嬢キ
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2．2．7部分偏波に対するCovariance行列

2　×　2　Covariance行列によって波を分類してみる．

（I」］〉◎

鱈波の表現方法

｛2．2．82）

ここで，〈…〉は時間平均，あるいはエルゴード性を仮定した空間集合平均を表す．

　　　　　　　対角項の和丁吋回〉＝（1　E・　12＞＋（1E．　i2＞＝A2＝〈9e）

は全電力を表している．また，非対角項は相互相関（Cross　¢orrelation）を表す．非対角項は一般に複素数と

なる．

StokesパラメータをCovariance行列要素によって表わせば

　　　　　　　　　　　く9・〉＝〈　　　　2EH〉＋（1　E・　12＞

　　　　　　　　　　　〈91＞＝〈lE訓2＞一〈fi　E・　12＞

　　　　　　　　　　　（9、〉＝〈Eぽ〉＋｛E・En＞

　　　　　　　　　　　〈8、〉＝j〈EHEジ〉－j〈E・Eの　　　　　　　　　　　（2・2・83）

なので，逆にCovadan㏄行列は次のようになる．

　　　　　　　〈［」］〉＝壮〉塊〉＜蕊1｜　　（2・2・84＞

　　　　　　　　　　　〈8。＞2≧〈9、＞2＋〈8、＞2＋〈93＞2

Covaiiance行列を以下のように展開して，その固有値を求めてみる．

　　　　　　　〈［」ユ〉＝［　U・］T£回』1＝λ1緬・＋λ・・u・u；T　　　　　　（2・2・85）

　　　　　　　ただL，　［　U・］＝［u1　u・）はユニダ」制

固有値は簡単に求めることができ，次式で与えられる．

　　　吟（（9・〉＋（9・　＞2＋（9・　＞2＋（島王＝卑（1＋D・P）

　　　Completely　pOlariZed　waveに対応する

　　　x2＝s（〈9・〉一（91＞w＋〈93＞・）＝卑（1－D・P｝

　　　Completely　unpolarized　waveに対応する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44

（2．2．86）

（2．2．87）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

　また，固有値を使うと，偏波度は以下のように表現でき，anisotropyとも等しくなる・

　　　　伽P＝P莞鵠艦・＝（9t＞2＋絆＋〈93＞2＝捻ir輌　　　　（22．88）

rand。mnessの齢噸す統計量のエント・ピーはH＝一書』孔ハ＝志，（2・2・89）

である．

波を分類すると以下のようになる．

◆完全にコヒーレントな波

　　　　〈1E．12＞〈lE，　12＞＝〈」らE；〉〈E・　E：〉

　　　　が成り立つのでD・t〈［」］〉＝・

　　　　λ1＝（8・＞　D・P＝1　　　　　　　　　　91

　　　　　　　　　　　H＝e　　　　λ2＝O

　　　P・in・・eXaX面鮒置する・　　　　　C。mpletely　P・1arized・wave

◆部分偏波

　　　D・t〈目＞＞0

　　　　　　　　　　　0＜DoP＜1
　　　λ1≠λ2
　　　　　　　　　　　0＜Hく1

　　　完全偏波と無偏波の混合状態であり，Poincare球

　　　　の内部に位置する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Partially　polarized　wave

◆完全にインコヒーレントな波

　　　〈1E．12＞＝〈lE，ド〉・〈ぽ〉＝（E・E：〉＝0

　　　　　　　㌔＝λ、＝卑　　鱈゜

　　　偏波依存性が全くないのでPoincare球の中心に

　　　位置する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Completely　unpolarized　w　ave

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図2．2．18　偏波の度合い
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偏波の表現方法

2．3　偏波パラメータ間の関係

　今まで，電界の振幅・位相から出発し，各種パラメータによってだ円偏波を表現してきた．表現方法

はいろいろあるが・本質的に同じものを指している．視覚的に偏波状態を捉えるには，ボアンカレー球

が最も優れている・これらのパラメータの相互関係を図2．3．1，図2．3．2に示す．

A2＝IE．12’IE，ド

　　2同IE，1・inδ

　　　iE．12＋凶2

　　21E・1倒c・・δ

　　　lE．12－lE，12

　　90　＝A2

91＝A2c・s2τ…2ε

9、　・A2　sin　2τ　C・S・2E

　93　＝A2　・in　2ε

lExl　　lEy1

8・＝lEド＋lEYI2

81＝ 曹Q－IE，12

8・＝21EEI…δ
8・＝21E・HE，i・inδ

伽2t：三㎞2T　cosδ

sin　2ε＝si皿2y　sinδ

A2　＝1　E．　12＋｝E，　12

　　　　　E

cos　2γ＝皇

　　　80

tanδ＝鮭

　　　82

A，Y，δ

図2．3．1だ円偏波を表すパラメータの相互関係

なお，偏波比と幾何学的パラメータには次の関係が成り立つ．

電界表現
EH
Ev ＝A

COS　T　－Slnτ

Slnτ　　COSτ

COSε

JSMε

｛2．3．1）

より，偏波比はellipticity，　tilt　angleを使って

ρ＝皇＝ Slnτcosε＋J　cosτSlnε　tan　T＋ノta皿ε

cosτcosε一」slnτsmε1－」伍nτ伽ε
（2．32｝

逆に

tan　2τ＝

2R・（ρ）

1－1pP
sin　2ε＝

21m〔P）

1＋lplユ
（2．3．3）
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偏波の表現方法

だ円債波にっいて，表現方法を分類すると次のようにまとめられる．

◆完全偏波した波くCompletaly　polariZed　wave）の表現方法

　　　　Complex　domain　　　Jonesベクトルによる表現あるいは幾何学的パラメータによる表現

　　　　Wave・dimension・＝・3　　　　　　Ex、Ey，δ　　　　　　A，τ，ε

　　　Real　domain　　　　　StOkesベクトルgによる表現

　　　Wave伽酬i・n＝3　〈81＞，〈8・〉，〈9・〉

◆部分偏波した波（Partialiy　pqlarized　waΨe）の表現方法

　　　C・mplex・d・main　C・variance・maUix〈国〉による表現

　　　Wave血ensi・n＝4〈IE・　12＞，〈1．　E・　12＞，〈E・　E；〉，〈E・　E：＞

　　　Rea1　domain　　　　　StOkesベクトル9

　　　W・v・・dimensi皿＝4（8・〉・〈91＞・〈92＞！〈93＞

部分傭波した波の方が記述する変数が1っ多い．
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煽波の表現方法

2章付録

2章の補足事項を以下の注2．1）一注25），および付fi2．3にまとめておく．

注2．1）　最初の定義の問題

　定義は出発点なので，最初の定義が異なると途中展開や最終表現は異なった形になる．偏波に関する

問題や混乱はそこから発生することが多い・例えば，波の表記でも工学ではexp（一井叶を使うのに対し

て光学ではexp（ikr）を使う．そこから導かれる位相の｛直は符号が異なる．それに伴って円偏波の取り方

に違いがでてくる．工学で偏波を波の後ろから見ると定義しているため，光学と異なる．さらにレー・一・一ダ

ポーラリメトリーの中でも各人が各様に定義を始め，互いに通じ合えないことがよく起こった．右回り

と左回りのどちらを基準ベクトルにとるか？また，散乱行列の要素で水平偏波と垂直偏波のどちらを先

に書くか？など．注2．4）にも関連している．

典型的な事例［44］として，以下がある．

4‘ QCircUlarly　polarized　waves　have　either　a　ri　ght－handed　or　left－－handed　sense，　which　is　defined　by◎onvention．　The

TELSTAR　satellite　sent　out　circularly　polarized　microwaves．　When　it　f辻st　passed　over　tlle　Atlantic，　the　British

station　at　Goonhillyand　the　French　station　at　Pleumeur　Bodouboth　tried　to　receive　its　signa！s，　The　French　succ㏄ded

because　their　def　nition　of　polarization　agreed　with　the　American　definition．　The　British　station　was　set　up　toτe㏄ive

the　wrong（orthogonal）POlarisation　because　their　definitlon　of　sense…was　cofitra　ry　to‘our’definition…”

from　J　R　Pierce’“Almost　Everything　about　Wa∨es”．　Cambridge　MA，　MIT　Press，1974，　pp　I　30－131

注2．2）　電波の回転方向と座標系の取り方について

　電波の回転方向について，電波の進行方向の後ろ側から見た定義（レーダ工学）と，到来方向からみ

た定義（光学）がある．数式表現では右手系の直角座標表現のために電界を到来方向から見た展開にな

らざるを得ない．通常のx．y成分で表現した場合は自動的に到来方向から見た形になる．一一．一方．　IEEEの偏

波の定義では，後ろから見た（b）の座標系で偏波を規定することになっている．この場合，数式展開から

はx成分の符号が反転し，混乱を生む原因になる．したがって，数式表現と進行方向に注意が必要であ

る．

▲

（a）到来方向（前から見る）

▲

（b）進行方向（後ろから見る）

図2．2．IA　電波の進行方向と座標軸の取り方
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

付録2．3　偏波基底の変換とベクトル変換

　レーダポー・－Aラリメトリでは直線偏波や円偏波などで様々な偏波情報・ベクトルを扱う．互いのベクト

ル情報の変換が正しく行われるためには，偏波基底の変換が確立していなくてはならない．一見分かっ

ているようで間違いやすいのが基底変換とベクトル変換である．この付録では変換について考察する．

　一般的な2つの偏波基底とその変換を考えてみよう．基底ベクトルx，yをもっ基底を（xy），別の基底

ペクトルa，bをもつ基底を（AB）とする．　x，yや　a，bはそれぞれ直交する単位ベクトルの組であ

る．例えば，（XY）基底では

　　　　　　　　　　　　　　i＝16・y＝？，・・y＝・　　　　（A2．1、1）

　　　　　　　　　　　　　　　i；　・Fl＝；？

さて，単位ベクトルa，bを（XY）基底のx，yで表現すれば，

などが劒立つ．　F，5を並べて書いたもの［？・y］は次のように行列となる．

　　　　　　　　　　　　　　　1

α（Xめ＝α1エ＋α2y

占（勘＝b！エ＋b2　y

（A2．1．2）

（A2．13）

行列形式では次のようになる．

［a・F］一［　i；・y】ll

　　　IT】＝隠

bl

b2
＝【？，y］｛T］

［T］は基底ベクトルの変換行列であり，基底変換行列と呼ぷ

　　　　　　　　　　　　　　　巨（xrY－AB）］＝㌶

（A2．IA）

（A2．1．5a）

（A2．1．5b）

記号gy→ABはXY基底によってAB基底を表していることを示す．　a　l，　a2，bl，　b2は基底（XY）を使って表

した単位基底ベクトルa，bの成分である．

　さて，一般のベクトルWは図A2．1のようにどの基底でも表現できる．

　　　　　　　　　　　w＝α1a＋％b＝β1　x＋β2ツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A2．1．6）

ここで，al，偽はWを（AB）基底で展開したときの成分であり，β，，β2はwを（XY）基底で展開したときの

成分である．我々はベクトルを表現する際に基底ベクトルの成分を使って次のように表している．
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纏波の讃現方法

図A2．1ベクトルの基底と成分

　　　　　　　　　α1　　　β1
　　　　　　　w＝　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　β2
　　　　　　　　　　　（AB）

　　　　　　　α1
　　　w幽＝eq・あるいは

（Xb

w〔Xb＝

β1

β2

｛A2．1、7）

（A2．1．8）

そこで基底も含めて（A2．1．6）のwを行列表現すると

w；
m盲，司 ＝1司覧 （A2．1、9）

（M．　1　．4）を用いれば

w－
m1’　・　5i“］ αrbl

a2　b2

α1

（M．1．10｝

したがって，ベクトル成分の間には次の関係が成り立つ．

　　　　ll服＝負ほ＝［認1；1・：＝［T］一’lll　（－1）

つまり，AB基底のベクトル成分α1　，　ChはXY基底のベクトル成分β，，β2と［　T］’tよって与えられる．こ

のベクトル変換行列を［U］としよう．

　　　ベクトル変換行列　　　　　　　　　　lU］　・1　T］’1　　　　　　　　　　　　　　　（A2・1・12）

基底（AB）で表現したベクトルをE（AB），（XY）基底のベクトルをE（Xbと記すことにすれば，

　　　　　　　　　　　　　　E（AB）　＝［　T］’IE（Xb　＝［　U】E（Xb　　　　　　　　　　｛A2・1・13｝

によってベクトル成分変換が行われることになる．この式は，左辺醍（AB）成分が右辺の基底（XY〕成分

で表されることを意味している．逆に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　E（X　Y）　＝1　T］　E（AB）　　　　　　　　（M・1・14）

は，E（X巧の成分が基底（AB）の成分で表現されることを示している・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

　以上のことから
　　　　XY　。e　ABへのベクトル変換は　　E（AB）＝1　TI　”E（X｝）＝｛U］E（Xb　　　（A2・1・15・）

　　　AB⇒xyへのペクトル変換は　　　　E（Xb　＝［　T］　E（AB）　　　　　　　　　　　　（A2」・15b）

　　　xy⇒ABへの基蛭換は　　IE・F］・F・Y］［T］　　　　（A2・1・15・）

によって与えられることが分かる．

　さて，｛T｝と［u］は実数行列か複素行列かによって直交行列，ユニタリ行列でなければならない．ユ

ニタリ行列の条件は

もV，実数酬であるなら，　IT］”・IT】T　　【U］”1　．，　［　u】T　　（A2・1・16a）

　　　樵行列であるなら，　｛Tj　”　1＝【　Tl　’T＝［　T］t［σr1＝［ul”・・｛u］†　（A2・1・16b）

である．添え字Tは転置を表わし，†＝＊Tは複素共役転置である．

◇偏波比を使ったユニタリ変換行列

　偏波比ρを使って具体的なユニタリ変換行列｛T】と［U］を求めてみよう・基底ベクトルも含め・ベク

トルはどの基底でも表現できるから，単位ベクトル盲，万を基底（XY）によって表現すれば，次のように

なるt

　　　禰噺蒜；F（xy）－12；＝農・；　（A2・2・1）

ただし．

　　　弓判蛯rい皇粋φ・¢’　＝¢by－　ip　b＃

言，書1ま墓交墓舞ベクトルで，次の条件を満たす必要がある．

　　　　　　　　　　　ia’　1－1　sL　1－1　　」E’†S＝・　　　　　（A2・2・2）

内積｛ユニタ彗穣｝の定義から

　　　書］巖同‖鑑差）諾鳥ぷ）＝・

し繍って，　　　　〆＝三　　　　　　　　（A2・2・3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ

bは次の表i現になる．
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掴波の衰現方法

　　　　　　　T　（Xb＝1樹（）1）〔；）＝騰（那

　　　　　　　　　　　・・Vti：i：1；：｝ieiipb．（耐’r＝ピ鷲πT

それゆえ，基底（XY）から（AB）への基底変換行列は

　　　　　　　回＝詣蕊’ご纏1∫）

となる．ベクトル変換行列は

　　　　　　　［u］＝団工毒」㍍篇1

位相成分φax，　¢b、，φは別の位相表現に置き換えても一般性は失われないので，

　　　　　　　　　　　φ石1其＝φ1　　・　　φbエ＋φ＋π＝φ2

とおけば基底変換行列【T］とベクトル変換行列［ロ］は，偏波比ρを使って一般に

　　　　　　　　　　　　1　eJ　ip・　一　P’　・j　ip2
　　　　　　　［T］＝
　　　　　　　　　　両「ρ・」φ1ej・¢2

　　　　　　　　　　　　1　召一ゴφ1ρ’e’i　iPi
　　　　　　　｛u］＝
　　　　　　　　　　∨「1：ご万万；　一ρεゴφ2　εづφ2

と書き表されることになる．これらの行列はユニタリ行列の条件

　　　　　　　［T］’T＝［T］“1，　　［Tr　7［T】＝回，

を満足しているが，行列式に関しては

となっており，位相がでてくる．ユニタリ変換によって位相が正しく保持されるためには

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！d・，IT］1－i

d・t［Tl＝小＋φ・）　det［U卜・一・1（φ1＋φ・）

　　　d・t｛［u］｝＝d・t｛［T】｝＝1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

でなくてはならない．そのためには，　　　　　　　　φ1＋φ，＝2冗　　　　　　　　　　　　（A22・12）

が必要であり，ip2＝2π一φ，を代入すると以下の形式となる．

　　　　回＝毒㌦一烈嵩・1で傷　（A2・2・13a）

　　　　［ul＝＃．：1㌶盛＝論εごふ語　（A2213b）

これから，位相φ，を決めれば，偏波比による変換行列を求めることができる．通常，HV成分で式展開や

測定を行うことが多い．そこで，幾何学的パラメータを使った式（22．24）を参照し，

　　　　　　　　　　　画＝α＝伽’1（tan・r・tan・E）　　　　　　　　　（A2・2・14）

を採用する．その結果，偏波比ρを使って新しい基底の単位ベクトルa，bは，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ　　　　a（X｝r）＝IZ；マ歳言；・τ㈲＝1；＝蒜言⌒f　　（A　5）

と表現でき，xy⇒Aβへの基底変換は

蹴換行列 @叶詣・ば㍍　　　（A2・2・16a）

ベクトル成分の変換は　　　　E（AB）＝［T］’1E（Xめ＝［U］E（Xb

　　　　　　　　　　　　　　E（Xb＝［T］E（AB）

ベクトル蜥パ・ト毒㍑訂　　　（A－）

によって行うことができることがわかる．この変換を用いることによってどのような偏波基底へのベク

トル変換も可能となる．

　直線偏波成分を任意基底（AB）の成分に変換するベクトル変換は次の形になる．

（A2．2．17）

◆直線偏波から円偏波への変換
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ff波の表現方法

螂円蹴対しては・＝融国なの“（Y・　P＝j・　a＝tan”
itm・緋・である・今までの手順

を確認する意味で以下に繰り返して記す．古い基底σ（Y）を直線基底（HV）とし，新しい基底（AB）を円偏波

基底（LR）とする・円偏波基底の単位ベクトルLとRは（A2．2，15）より次のように書くことができる．

　　　τ（，HiL・1）；告£；1＝昂　fi　（HV）＝詩£－r＝司｛

基噸行列は
@　［T　ll・…，　＝［　’z（助・盲（Hヰ士；｛

ベクトル変換行列は @　［　ullH・－ugo　＝［Tl†市』了

例えば，円偏波基底の単位ベクトル同士を直線偏波基底から円偏波基底に変換してみる．

　　　　　　　　　　　τ（L・R）・＝［u］z（HV）＝吉↓丁毒；＝｛；＝；

　　　　　　　　　　　fi（ta）＝［u】正醐＝吉↓丁吉｛－s　l＝1

逆に

　　　　　　　　　　　τ醐＝［ur’z（ra）＝吉｝｛詳吉｝

　　　　　　　　　　　烹（醐＝｛u］”　k（皿）＝吉｝｛？＝吉｛　　（A2・2・・1・8）

したがって，直線偏波と円偏波のベクトル成分問には次の関係が成り立つ．

　　　　　　　　　　　　ξ＝毘マ覧＝託㌫　　　（A2・2・19）

◆45°，135°直線偏波基底への変換

ρ＝1・　Ct＝t・n”
it・n・tm9）＝・より

変換行列［Tト都lh1鵠

ベクトル成分変換隠鵠ぶ

h1　［u

EH　　l　EH＋Ev
Ev　～巨　一EH＋Ev

】＝万一一　11
1 1 1

（A2．220）

（A2．2．21）

（A2．2．22）

（A2．2．23）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波の表現方法

注2．4）円偏波の基底ベクトルの順序（LRか既か？）

　円偏波の基底ベクトルの順序としてLRを使うべきかRLを使うべきか混乱しやすい点である・もし・

RLの順でRを先に定義したとすると，ρ＝一ノなので（A2．215）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　1　　　　　1　　　1　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　R＝1＋（－j）（，i－」＝万一」

したがってそれ臓するJZ’はτ＝rt（う減’（件却

となる．基底変換行列は　　［脚】惰」」了・　D・4T】＝1

この齢ベクトル変換は　評吉｝｛詐毒麟1

となる．LRの順に定義するものと比べ，　jの符号分だけ位相が変わることが分かる．

これから，例えばE，　EEの2次酬髄作ると　E，　E；　＝　EhEv－S（E；＋Ee）

となり，LRの順のものと同じ結果が得られる．位相も保持されているので，どちらでもかまわないが，

本文では世界中のPolarimetry　communityでよく使われているLを先に定義するLR基底を採用した．

なお，・EEEで使われている円偏波の単位ベクトル…司｝1一託

を最初の定義としてしまうと　　綱＝吉1↓　1刺＝都；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　De4T］　＝‡j≠1

となる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　1j　EH＿1　EH＋ノEv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EL
ベクトル変換は　　　　　　　　　　　　E，＝万　1－j　E，＿万E耐ゴEγ

である、これからE，　EZは　　E，EE－ll〔E祠一」輌

となり，前の結果と異なってくる．

そして，位相も変わってしまう．散乱波の位相は重要な量である．さらに次の変換（散乱行列の基底変

換）になると位相保持が問題となってくる．位相情報を使うPolarirnetryでは上記の組を使うべきではな

い．
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〆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嬉波の表現方法

注2．5）Axial　Ratio

　アンテナから放射された電波が円偏波になっているかどうかを調べるために，軸比｛Axial　Ratio）が用い

られている．これはだ円の短軸と長軸と大きさの比である．

　　　　　　　　　　　　　　醐輌＝号＝201・9号剛

　　　　　　　　　　　　　　1＜A」R＜co

この定義は，既に出てきたEllipticity　angie　Eと直結している．

　　　　　　　　　　　　　　号＝誌＝・・tε

この値が3dB程度までの範囲を円偏波とみなす場合が多い．しかし，具体的に計算してみると，

　　　（AR＝Odi）　⇒　　　I　tanε1＝1　　⇒　　ε＝±45°　完全なる円偏波

　　　（AR＝3dB）⇒1輌1竜⇒ε＝±35・27eしたがって，　tc・＝±7・54・

この範囲をボアンカレー球で見ると，おおよそ図A2．2のように平面で球を切断した円周より北極側や南

極側（40°程度の円錐に含まれる球の表面）を円偏波と見なしていることになる．本来，円偏波は完全

な円偏波であって，そこから離れれば異なる偏波状態と考えるべきであろう．

　　　　　　RHC

図A2．2　軸比3dB以内の領域
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第3章　レーダポーラリメトリの基礎

　レーダは電波を使ってターゲットまでの距離を求め，反射波の強度によってターゲットの検出を行う

装置である．レーダに関する書籍や文献は非常に多く，全てを網羅することは不可能なので関係の深い

もの［15］一｛41］を参考文献として掲げた．図3．1．1（a）のように送信アンテナと受信アンテナが同じ位置にある

ものをmonostatic　radar，（b）のように異なる位置にあるものをbistatic　radarという．　monostatic　radarがよく使

われる理由は，夕一ゲットの位置による位相変化が最も大きいためである．例えば図3．1．1で黒いター

ゲットがグレーの位置まで動いたとする．R方向にMだけ動くと，　m。nostatic　radarでは伝搬距離変化は

2N？となる．一方，　bistatic　radarではそれよりも変化が小さい．この伝搬距離変化はレーダ信号の位相に

直接比例する重要な量である．そのため本文でもmonostatic・radarを扱う．

M／　　　　　，曇・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

（a）monostatic　radar　　　　　　　　　　　（b）bistatic　radar

　　　　　　　図3．Llレーダと夕一ゲットの位置関係

　この章では，偏波レーダによる受信電力表現と偏波状態による電力変化の理解を目的とする．従来か

ら使われている電力表現が偏波レーダではどのように表現されるか，また，偏波によってターゲットの

受信電力がいかに変化するかという点が主眼である．最初に，レーダ概説，レー一ダ方程式，電力の表現

を説明する．次に偏波状態による電力の取り扱いを厳密に行うために，基本となる相反定理，受信電

圧，散乱行列，偏波受信電力を示してゆく．送受信の偏波状態によって受信電力が変わるので，それを

利用し，ターゲットの特徴的偏波状態を求めることができる．その特別な偏波状態を使えばそれに対応

した偏波フィルタリングが可能となる．レーダポーラリメトリは散乱波の偏波情報の利用技術であり，

散乱行列を基に偏波情報を使ってターゲットからの電力を求めたり，検出，識別，同定，分類などを行

う手法・技術の総称である．

3．1　レーダ概説

　レーダによる距離計測はパルスの往復時間から決める．Rだけ離れた夕一ゲットまでの往復距離は2R

である．電波の速度はc　＝　3×　108　rrYsなので，往復に要する時間（遅延時間ともいう）は

τ＝2丞

　　c
（3、1．1〕

となる．これより距離Rを求めることができる．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーダポーラリメトリの基礎

　反射波の電力計測について

　ターゲットに電波が当たると，いろいろな方向に散乱が生じる．散乱はターゲットの形状，材質，波

長に対する大きさ，周波数，入射角，偏波など各種パラメータに依存する複雑な現象である．レーダに

戻ってくる反射波の電力について，通信の場合と比較しながらレーダ方程式を見てみよう．ここでは反

射係数が与えられているものとして議論をすすめる．

3．1．1　Frissの伝達公式とレーダ方程式

　図3．1．2のように2つのアンテナが対向しているときに，電力の観点からアンテナ2に受信される電力

を考える．ただし，2つのアンテナは距離rだけ離れているものとし，波長に比べて距離が十分大きいも

のとする．

丸、＝響

隠Aq
図3．1．2ante皿a＃2の受信電力（通信の場合）

無指向性のアンテナ＃1から送信電力P，の電波を放射した場合，距離rにおける電力密度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　　　　　　　　　（3．1，2）

となる．

　もし，アンテナ＃1が指向性を持っているならば，その指向性利得とアンテナの効率を掛け合わせた利

得をGiとして，距離rにおける電力密度は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繋　　　　　　　　　（3・1・3）

と表される．アンテナ＃2の有効面積をA　。2とすれば，アンテナ2への入射電力は次のようになる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鵠A已

アンテt＃2の有纐馳已はその禾螂、とA泣際

（3．L4）

（3．1．5）

の関係で結ばれているので，アンテナ＃2の受信電力P，は

旦＝鵠漂＝（嘉rG、G・君
（3．1．6）
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となるtこれがよ櫓られているF・issの伝達公式である樋信や放送では勧は距離に対してr’2で減

少する点に特徴がある．

次に図3．L3のようにアンテナ＃2の位置にターゲットが置かれているレーダ計測の場合を考えてみよ

う．

君　antenna＃1

ga㎞

G，

嬬器σ

皿

興σが波源の電力

　　　　　　　　　　　図3．1．3monostatic　radarでの配置

ターゲットによっていろいろな方向に電波が散乱されるが，その指向性を考慮した有効反射面積をσと

おくと，電力的には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霊σ　　　　　　（3・1・7）

が新たな波源となる．この電力波源から放射される電力密度は，アンテナ＃1の位置において次のよう

になる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥堅互σ　　　　　　　　（3．1．8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4π　r24π　r2

アンテナ＃・の有効面積は昨悟なので，受關力Prは次式で与えられる・

　　　　　　　　　　　［EliEZiii！iiliZ　　　（3’1’9）

これがレーダ方程式で，電力的に見たレーダの基本式である．電力が距離に対してブ4の割合で減少す

る点に特徴がある．通信の場合と比べて受信電力が小さくなる．そのため，レーダでカバーできるエリ

アは制限される．r’4の距離依存性は原理上さけることはできないので，遠い距離にあるター‘一一ゲットを

検出するために遠方ほど受信機の感度を高くするSTC（Time　Sensitivity　Control）技術が使われている．
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3．1．2　最大探知距離

　どれくらい遠くのターゲットを検出できるか？ということは興味のある事柄である．これはレーダの

最大探知距離と呼ばれており，その距as　rm、、tは受信機の最小検出電力S．i，によって決定される．式（3．1．9）

でP．　＝　S．i”とおいて次式のようになる．

rmax＝

λ’G語

（4π）3s。、， o

±

（3．1．10）

この式から分かることは，送信電力を2倍にしても21t4＝1，19となり，約20％しか探知距離は伸びないこ

とである．したがって電力を増やしても大きな貢献はしない．

　もし，伝搬媒質に損失があれば，探知距離はさらに指数

関数的に減少する．地中レーダなどではこの点が大きな難

題で，レーダによる深い地中での探査は難しい．

　参考のために，損失媒質での送信電力と最大探知距離の

関係を図3．IAに示す．損失媒質中では，

E＝Eo　e’a「

となるので，受信電力は

れ＝ ｼ…i等σ （3．1．11）

となる．自由空間に比ぺてさらに指数関数的に減少する．

右図から，例えばσ＝　O・03　m2のターゲットに対して

一30dB＝1mWの電力を送信した場合，純水ではrma＝1mと

なるが，電力を10倍して10皿Wに増加してもr．．　＝　1．2m程

度である．また，同じ10mWでも媒質が異なると探知距離

が大きく変わってくることが分かる．

探知距離が最も大きいのは自由空間中である．

　ii§

lil

…－1。

ぷ
：二ll

li§

還
　　　0　　2　　4　　6　　8　　10

　　　　　　　　r，nax［m］

図3．1・．4　最大探知距離と電力の関係

3．1．3　レーダ散乱断面積（RCS｝

　さて，レーダ方程式についてもう少し詳しく見てみよう．ターゲットに関する全ての情報はσに込め

られている．その他の項目はレーダシステムに関連し，夕一ゲットの情報は含まれていない・

　どのレー一ダで測定しても同一のターゲットからは同じ反射強度が得られなくてはならない・距離や

レーダの送信電力に関わらず，ターゲット固有の大きさを表す必要がある．そのために何かの基準が必

要となる．そこで，このσを次式のようにレーダ散乱断面積と定義し，Radar　Cross　Section　（RCS）と

呼ぶ．
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　　　　　　　　　　EF（a司
σ＝σ（e，甲｝＝・lim・4nr2

（3．1．12）

ただし，Eiはターゲットへの入射電界，　ES｛θ，　Q）は散乱電界を表す．　e，　rpは球座標成分である・

＼

後方散乱

〆 ＼

前方散乱

図3．1．5　前方散乱と後方散乱

　σ｛　e，　rp）はターゲットに入射したエネルギーがどの方向にどれだけの強度で散乱するかを表してい

る．この形式はアンテナの指向性利得の定義と類似しており，入射電力を全方向に均一に放射した場合

と比べて特定の方向に放射される電力の比を表している．あらゆる方向に散乱される電波の中で，図

3．1．5に示すようにレーダに戻ってくる波を後方散乱波という．後方散乱はmonostatic　radatが対象とする方

向と同じであるから，後方散乱とmonostatic（送信受信の位置が同じ）とは同じ意味合いで使われる．

表3．1．1　レーダ散乱断面積：RCSσ

種類 RCS 備考

口b
　a

日〕α

禽b

大きな球

円板

4π3a2

πa2

丁
　1i（4αsinθ1λ）
2
　4a　sinθノλ

2

長方形板

a＞〉λ

4π　a2b2 sin（27tb　sinθ1λ）

cos2　e　　正面に対する

　　　　　入射角0

円柱

λ2 2T：bsinelλ

2

2π　at2 sin（2πd　sin　Oノλ）
2

COS2　e

Square　side　trihedraE

corner　reflectOr

λ 2冗lsinθノ

12π　a“

λ2　　（max）

4πa‘
万　（rn・ax）

COSθ

Triangle　side　trihedral

comer　refl㏄tor

Dihedral　comer

reflector

8π　a2b2

　λ2　　（蜘x〕

波長に比べて十分大きい代表的な金属ターゲットの後方散乱RCSは表3．1．1のように表される．
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　3面コーナーリフレクタは他の夕一ゲットと比べてRCSが最も大きく入射した方向に反射波を返すの

で，レーダの受信電力較正用ターゲットとしてよく使用される．3面コーナーリフレクタのRCS値を図

3．1．6に示す．金属面の形が正方形の場合とそれを半分にした直角三角形の場合の比較であるが，Lパン

ドではlOdB近くも大きさが異なる．

iiE

早
co

o
江

40

30

20

10

0

O．1 0．4 0．7 1

Size　a（m）

13

図3．1．6　3面コーナーリフレクタの後方散乱断面積　　（f＝1．24　GHz）

　波長に比べて大きな金属球のRCSはπa2となる．球を投影した円の面積に等しい．球は偏波依存性が

無いため，偏波レーダの較正用ターゲットとしてもよく使用されている．なお，同じ大きさの球でも材

質の違いにより後方散乱断面積が異なってくることに注意が必要である．πa2で正規化したRCSを図

3．1．7に示す．誘電体では後方散乱が小さくなり，完全誘電体では不規則な変化をする．

10

巴　1

§

還0．1
巨

2

0．01

O．OO1

0246810121416　　　　　　　2πα

　　　　　　　丁

図3．1．7　　材質の違いによる正規化後方散乱断面積　　（nは屈折率）

乎くく1の徽はレイリー散乱鰍と呼ばれ蹴断面積はλ4砒例する波長砒べて小さなター

ゲットの計測に利用され，雨滴サイズなどを計測する際に利用されている．
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3．1・．4　分布ターゲットの後方散乱断面積

　ターゲットがレー一ダ分解能より大きく広がりを持つような場合には後方散乱断面積の定義が難しくな

る．地表のように面上に広がっている場合，さらに雲などのように体積分布を持つ場合など，受信電力

はターゲット分布によって大きく変化する．また，アンテナのビーム広がりもレーダシステムによって

異なる．そこで，レーダで照射している面内（Footp血t）に存在する個々のターゲットの散乱断面積を次の

ように表す．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σi△tl，　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．1．13）　　　　　　　　　　　　　　　　　6i＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△Ai

ここで，△A，はターゲットの面積（Foot　pri　lt，例えば地表での照射面積）である．そして，正規化散乱断

面積σoを単位面積あたりの散乱断面積の平均で定義する．

u・＝

qUi△A，〉

（3．1．14）

この値はsigma　zeroと呼ばれ，単位は｛m21m2｜となるので，無単位の値となる．もし，照射面積中でP，，

Gt，rが一定と見なせるような場合は，σ＝　60　Miである．その結果，分布しているターゲットからの受

信電力を想定すると，レーダ方程式は

P＝

（3．1．15）

となる．この式が実際に最もよく使われるレーダ方程式である．σoは面積で正規化された後方散乱断面

積であり，分布ターゲットの比較によく用いられる．

1＞．

　　言if：、

ギr

Area　A

　　　△A，

differential　area

分布ターゲット

図3．1．8分布ターゲットからの後方散乱断面積
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3．1．5　偏波による散乱依存性

　電力表現による散乱の問題点は，電界の方向が考慮されていないことである．例えぱ　図3．1．8のよう

に金属格子に水平と垂直偏波の電界を当てた場合、垂直偏波では大きな反射が得られるが，水平偏波で

は通り抜けてしまい，反射は得られない．また，図3．L9のように斜めの線状物体に入射した電界に対し

て，直交する成分が新たに発生するが，Pt－一偏波のレーダではその直交成分を取り逃がしてしまい，散

乱断面積がターゲット角度によって変わってしまう．本来は直交する散乱波成分があり，それを受信で

きるレーダであれば，全体として一定の散乱断面穣を得ることができる．そのため，偏波（あるいは電

界の振動方向）を考慮した定式化が必要となる．

垂直偏波

金属格子

水平偏波

図3．1．8金属格子による反射の違い

入射電界の向き

斜めの線状物体

反射波

　新たに発生

t　mE・・li

図3．1．9　新たに発生する偏波成分

　偏波依存性を取り入れるために，RCSにP，　qを偏波方向（horiz皿旬＝h方向，　vertical＝v方向）を表す添え

字として割り当て，σreを使うことが考えられた．

σP9＝σpa（αΦ）＝メ融4πr2
E，（e，Q｝

E；

2

（3．1．16）

例えば，q＝v，　P＝hの場合，σhvはv偏波を入射したときにh偏波成分の散乱電力の大きさを表す・そ

の結果，以下の式のようにσha，6hv，σvh，σwの電力反射係数が得られる・

pt

pj ＝K
m9：：：1 PL

P
K：constant （3．1，17）
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そのRCSを測定することによって，ターゲットの偏波依存性をある程度は調べることができる．しか

し，それでも電力値のスカラー量のみである．位相成分は精度良く測定することが難しいこともあって

従来は不可能であったが，最近は技術の進歩に伴ってそれが可能になっている．

　散乱現象を取り扱う基本成分は電界である．電界には振幅のみならず位相成分も含まれる．位相成分

はターゲットの認識に重要である．電界の振幅のみ，あるいは電力のみの取り扱いでは，十分な情報が

得られない．そこでレーダ方程式を電界の各偏波方向の振幅と位相まで立ち戻って，再構築が始められ

たのが1950年代である．そして1980年代になりNASA－JPLの航空機搭載のポーラリメトリックレーダ

卍RSARによって偏波情報の有効性が実証されて急速に発展を遂げている．

　ここでは，電磁界の基礎から出発して，電界のベクトル成分（偏波）に焦点を当てた次の形式を詳し

く考察する．なお，定数Kは偏波に無関係なため省略することがある．

14＝疏1癬㌃麟1匡 （3．1．18）

はじめに基本的な相反定理から出発し，偏波の概念を取り入れた受信アンテナに誘導される電圧の表現

式を導く，また，散乱行列，レーダポーラリメトリの基本式を示し，偏波によってレーダ方程式が拡張

されることを示す．さらに，偏波状態によって受信電力がどのように変化するか？ターゲットと偏波

チャンネルごとに具体例で示す．
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3．2　相反定理

　図3・2・1に示すように・線形で均質媒質中に置かれた電流源と磁流源（J．　Ml），（」2　，　Mユ｝の2組のソース

と場の関係を考えてみよう．これらのソースは各々Maxwell方程式を満たす．

　　　　　　　　　　Surface　S

　　　　　　　　　　　　　　ピつ覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　M，　　　　　　　　　　M2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3．2．1　ソースと場

　　　　　　　　　　　▽×Hi　＝J，　＋j　UtεEi　　　　▽×El　＝一鼻f1－」ωμH1　　　　　　　｛3．2．1）

　　　　　　　　　　　▽xH2＝」ユ＋」岱εE2　　　　　　　　　　▽×Eユ＝一』ぜ2一ノωpH2　　　　　　　　　　　　　　　（3．22）

Ji，」M，によってEi，Hiが生じ，　J，，」M，によってE2，　H2が生じるものとする．ベクトル公式

　　　　　　　　　　　　　　　▽・（AxB）＝B・▽xA－A・▽xB

を使うと（3．2．1），（3．2．2）から

　　　　　　　一V・（El×H・－E・×Hl）＝E1・」碕J1÷H・・M・－H1・賦　　　　（32．3）

この式を積分形で表せば

　　　　一∫∫（El　×・H2－E・×Hl）・n・as＝∫∫∫㊤・－Eゴ」1＋刷一遅1・叶　　鞠

となる．この式はLorentzの相反定理と呼ばれている．

　もし，領域V内にソースが無ければ，式（32．4）の右辺が0となるから

　　　　　　　　　　　　　　　∫∫（El　×・H・　・一・E・・×Hl〕・n・dS・＝o　　　　　　　（3・2・5）

一方，ソースがあっても面Sを無限遠に拡張すれば，式（3．2．4）の左辺は消滅し，その結果

　　　　　　　　　　　∫∫∫（Ei・Jz－Hl・M・）d・＝∫∫∫（E・・J・－HゴMi）dv　　　　（3・2・6＞

が導かれる．この式（3．2．6）は互いのソースによる場の結合を表している．この結合関係のことをReactien

と呼び，左辺，右辺をそれぞれ

　　　　　　　　　　　　　　　〈1・2＞＝∫∬（Eピ」・一且1・〃・）d・　　　　脚

　　　　　　　　　　　　　　　く2・・1）＝∫∫∫（EガJ「H・・Mt）d・　　　　　　　（3・2・8）
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と記す．この表記を使うと相反定理は単純な関係式となる．

　　　　　　　　　　　　　　（1，2＞＝（2，・1＞　　　　　　　　　　　（3．2．9）

これは，ソース2による場1へのReactionと，ソース1による場2へのReactionは等しいことを意味してい

る．

　この相反定理を使ってアンテナに流れる電流と，もう一つのアンテナに生ずる電圧の関係を考えてみ

よう，簡単のため，磁流源が無い（Ml＝M2＝O）とする．考察の対象は，図3．2．2のような無限に広い空間

におかれた2つの電流源Jl，」2と，それらによる場El，E7である．

〈1・2＞＝∫∫∫　E，　・　J・　dv

の体積積分を変形すれば，」，における線積分に

置き換わる．

∫J∫E，・」・　d・　＝∫　E，・…dL

これから，次の式が導かれる． 図3．2．22つの電流源と場

　　　∫E，・1・dL＝・・∫E，・dL＝イ・v・，1

　　　　　　　　　∴〈1・2｝＝nv　Ei　・」・　dv　一∫Ei・1・　dL　＝・・∫　E，　・　dL　＝一・・V・，1　（3・2・1・）

％1は」、の場所において電界E、を積分して得られる値で，ソース2に生ずる開放電圧である．同様に

　　　　　　　　　　〈2・・1＞＝∫∫∫　E・　・J・　d・　＝∫E・・i・　dL＝i・∫　E・・dL＝－ll　v12　　　（3川

Vmは電界E2によってソース1に生ずる開放電圧である．したがって次の等式が成り立っ・

〈1，2｝＝〈2，1＞⇒ （3．2」2）

　もし，11　＝12とすれば，V2，　1　＝　Vl　，2となり，誘起される電圧は等しいことになる・これより・電流源を

アンテナに置き換えて，J，をアンテナ1，」，をアンテナ2とし，同じ大きさの電流を交互に流したとす

れば

　　　アンテナ1→　　Eiが発生　　　→　　　アンテナ2に生ずる開放電圧V2，1

　　　アンテナ2→　　E2が発生　　　→　　　アンテナ1に生ずる開放電圧Vlユ

が等しくなることになる．物理釣には2つのアンテナを対向させて送受信したとすると，同じ大きさの電

流を送信アンテナに流せぱ，受信アンテナに生ずる電圧は等しくなることを意味している・
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3．3　受信電圧

　ここではアンテナに生ずる受信電圧の表現を考察しておく．図33．1のように2つのアンテナにi司じ大

きさの電流∬を流せぱ，放射電界は次のようになる．

　　　　Antenna＃1

＜ぞ：二1：二：：：二三キ

　　　図3．3、1　2つのアンテナのベクトル実効長と放射電界

β＝禦牛
，

　　　Antenna＃2

　　　　∫
E「 @　司悟一

E・＝U竿L

v2．1

（3．3．1）

hはアンテナ＃1のベクトル実効長，Lはアンテナ＃2のベクトル実効長である．もし，長さLの微少ダイ

ポールなら，L＝Lsineaeとなる．ベクトル実効長はそのアンテナから見た電界ベクトル（偏波）を表し

ている．（3．3．1）の放射電界が互いのアンテナへの入射電界となる．

　次に，E’によりアンテナ＃2で生ずる開放端電圧V2．1は

v・．1　＝一　Jn　E’　’　di＝肌＝禦竿白・L
（3．3．2）

と表すことができる．一方，相反定理からアンテナ＃1に生ずる電圧と等しい．

Vl，、＝El・h＝ 噤x≠励 （3．3．3）

座標系に着目して式（3．3．3）の表現をみてみる．Eiはアンテナ＃2から放射されたベクトルなので，その原

点は＃2にある．このE「’をアンテナ＃1から見た表現に変更したい（座標系をアンテナ＃1に統一したい）．

アンテナ＃1の座標成分で表す場合．図3．3．2のようにae＝ae，，a中＝　一一　a¢，なので

　　　φ

Antenna＃1

y

図3．3．2　2つのアンテナの座標系
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E’＝
Ee・

Ee’

副牡

一　Ee’

Ee・

at　tl

となる・また，伝搬方向が逆なので，このJonesベクトル全体の複素共役をとる必要がある．

（3．3．4）

Ei．
一・Eφ’

Ee・

αr岨

（33．5）

これによって＃1を原点としたJonesベクトル表現となる［54工．しかし，この表現は厳密であるが，後の式

展開にとって複雑になる．代わりに（3．3．4）の表現を

Ei＝
Eφ

Ee
Ut　＃1

一　Eφ’

Ee・

at　＃1

Eφ’

Ee・

mn

（3．3．6）

と置く・これは入射電界を単に＃1の座標成分に置き換えただけであり，伝搬方向はアンテナ＃1に向かう

方向のままである・Jonesベクトル表現には伝搬方向が含まれていないので，（3．3．6）は入射してくる電界

Eiを＃1の座標系で見ていると考えればよい．なお，この表現を使っても最終的に必要な電力は変わらな

い（6節でも述べる）．（3．3．6）の表現を使うと，アンテナ＃1の受信電圧は

（3．3．7）

と書くことができる．

　式（3．3．7）から分かるように，受信アンテナの開放電圧はそのアンテナが送信として働くときの実効長h

と入射電界Etにのみよって決まる複素スカラー量である．もし，　hもEiも互いに直交したベクトルであ

れば，開放電圧は0となり，互いに複素共役であれば，最大電圧が発生する．

　hは偏波を扱う上で重要なベクトルで，アンテナから生ずる偏波の状態を表していると考えてよい．

注意すべき点として・hもEiも同じ座標系で定義されていること，および誘導される開放電圧は内積の

形式をしているが・複素共役の内積ではないことである．そのため，次の形式に書き改めた方が混乱は

少ないように思われる．

γ＝ばE’＝he　Ee＋hφ　Eφ
（3．3．8）

Tは転置を意味している．

　受信アンテナに生ずる電圧がわかれば，その受信アンテナに付けられた整合負荷R．に供給される電力

Pは電気回路理論から導かれるように

P＝ ﾎw’＝歳川2 （3．3．9）

で与えられる．
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3．4　散乱行列

　偏波レーダは・まず送信アンテナから水平偏波の電波を夕一ゲットに送り，水平偏波と垂直偏波の

アンテナで同時に散乱波を受信する．次に，垂直偏波の電波を送り，水平と垂直で同時受信する．これ

によって偏波散乱特性を取得する．この偏波特性を表すものがSinc垣ir散乱行列である．図3．4，1はレーダ

とターゲットの座標系配置を示している．座標系の取り方として，FSAは前方散乱に適しており，　z軸

が波の進行方向と同じである・BSAはbistatic散乱で，送信Rxと受信Rxの位置が異なる．　MonQstaticは後方

散乱波を扱い・TxとRxの位置が等しい．通常のレーダは送信座標系くx1，y，、z、｝と受信座標系（x3、y3．z3）

が同じmonostatic形態が多い・1つの座標だけで済ませられれば計測に都合がよい．　mo皿ostaticはbistatic構

成の中でRxの位置とTxの位置を重ねたものと考えてもよい．

　　Yl

　　　　　　≠
〔レ！
　Tx　Zl

ノ

　　　　　　　晃．

　　　scatterer1⑭

　　　　　！！　’

　　　　1　　／　　　　Rx
r　　11　　　ノ

　1　　　　　　’
　ノ1　　　　　　　’　「

’

記att一Dscatterer⑳
1〆 @’

　　　　1　　　’
　r11　　　’
　11　　　　　Jr
1　　　　　　　　’

　　　　　　　　　　　　　　x3　　　z3
FSA
　　　　　　　　　　　BSA　　Rx

　　　図3．4．1偏波レーダとターゲットの座標系配置

　　　　　　　　∫
　　　　　　　　’
　　　　　　　’
　　　　　r　ノ
　　　　　　ノ
　　　　　　’
　　　　　　
　　　　　，　Monostatic
　　YIY3　t

　　Tx　Rx

前方散乱（Forward　Scattering　Aligrmient），　B　istatic　scamering　Alignment，

　　　後方散乱（Monostatic　Scattering　Alignment）の比較

散乱行列の定義

Txの送信電界をJonesベクトルで表すと， Et＝
EエI

Ey1
（3．4．1）

これが距離rだけ伝搬し，ターゲットへの入射波となる． E’＝�K （3．4．2）

そして，ターゲットに当たり，散乱する．ターゲットでレーダ側に向かう後方散乱波は次のように変換

される．

ES．
E』

E；

A山1A　flyl

A劇Ay2yl

Exl

Ey1
（FSAによる表現） （3．4．3）

これがレーダに向かって伝搬することになる．伝搬の向きは送信と逆である．この波を受信座標系

（エ3・，・Y3・，・z3）で表現すると
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E∫＝
ES
E』

∫劇　∫坦y1

3y3エ15y3yl

Ex）

Eyl （BSAによる表現） （3．4．4）

と書くことができる・このESのJonesベクトル表現は式（3．3．6）と同じ意味合いをもつ．送受信の座標系が

等しいので，Xl＝x3　＝x，γ1　”y3　＝y，Zt　＝　z3　＝Zとして，上記の2×2の行列を

fsl＝ s．s．

s．s”
（3、45）

とおき・これをSinclair散乱行列という［55］・これがレーダ座標によって定義される散乱行列である．偏波

特性に着目して定数項を無視し，単に

Eエ＝［s］Et ’（3．4．6）

と紀述することが多い．なお、FSAによる行列｛A］はJones行列［50］と呼ばれており，散乱行列とは1行

目の成分の符号が異なる．

　散乱行列要素は複素数で，互いに独立な量である．Bistatic散乱では4つの複素数要素となるが，

monostatic散乱の場合にはS．　＝　S．となるため3つの複素数要素となる．　S，．＝　Sryとなる理由は，相反定

理から導かれる．送信電界に添え字tを，受信電界にrを付け，定数項は除いて受信アンテナの開放端

電圧を表現すると次のようになる．

受信アンテナの開放電圧は

　　　　　　　　　　　　　　γ＝司刷競ξ　　　（3・4・7）

送信アンテナと受信アンテナを逆にしたら，受信電圧は

v＝
m　El　E；］：ゴ枠

　　　　　　　yx　　yy

h；

hJ
（3．4．8）

この2つの電圧は相反定理により等しくならなければならない．そのためには

Sy．　＝　Sry
（3．4．9）

が成り立つことが必要である．この関係がmonostatic　radarによる散乱行列あるいは後方散乱行列の条件と

してよく使われる・ただし，伝搬媒質がFaraday回転をもつような非等方性媒質では，この条件は成り立

たない．

　図3・4・　1にレーダから見た散乱メカニズムと散乱行列の例を示す．座標系としてxを水平方向（H：

Horizonta1），　yを垂直方向（V：Venical）とおいている．アンテナから出た電界がターゲットによって向き

が変わる様子を示しており，同じ向きは1，逆向きは一1として散乱行列に反映されている．金属表面では

電界の接線成分が0という境界条件を満たさなければならないので，その点を考慮すると偏波による電

界の向きが了解できるであろう．

　散乱行列要素で通常はHH成分が正の実数となるように相対表示する．行列全体に掛かる位相量はアン

テナとの距離によって変化するために無視することが多い．その意味で，要素間の関係だけが重要な意

味をもっている．散乱行列はこのようにHH成分を基準としたターゲット固有の偏波散乱特性を表す．図

3．4．2に基本ターゲットの散乱行列を示す．
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　　　　　　　水平ダイポール

　　　　　ViH

《）ゾ
　　　　　　1

平板

2面コーナー

リフレクタ

　　一H

●一一 揶鼈鼈鼈

一一一一¥一レ
　　H

　　一H

●一一 D一一一一

一一一一 S一一）
　　H

三ギと二

　　　　H

　　　　　レーダポーラリメトリの基礎

　　　HH成分
　　　　〆

●　1←6　8｝⇒｛68）

　　　　　’
　　　　　　　　相対散乱行列
　　　W成分

HH成分
　〆

【

一互　0

　0－1

　　’

W成分

’一
Fこi－一一一

一斗…づ

電界の向き　側面図

1⇒［↓？】

　　相対散乱行列

金属面で

接線成分が0のため

電界の向きが変わる

　1　0
　0　＿1

相対散乱行列

図3．4．1　レーダから見た散乱メカニズムと散乱行列の例

　　　　　　　　H－Dihedral　CR

ｸ（　；∴
V－Dihedral　CR

@　　－1　0

@　　0　1

Horizo醐1　Dipole

w；81

Venical　Dipole

@　　問

図3．4．2基本ターゲットの散乱行列
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3．5　レーダポーラリメトリの基本式

今まで述べた項自を偏波情報に着目して，図35．1の偏波レーダに対応させると次のようになる・

　　　　　三÷…：三｛§

　　　：②一4｛江’

　　　　　　　　Rx　　　h

図3．5．1偏波レーダの送信．受信，散乱行列の関係

レーダに座標原点をとり，送信電界をEtとする．　Etはターゲツトによって散乱され，散乱波は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　E’＝（S］E’　　　　　　　　　　　　　　　　（3・5・1）

によって表される．｛slはターゲットの散乱行列であり，2×2の複素数行列である．｛S］はターゲット

によって異なる値をとり，後方散乱の場合は，非対角成分が等しくなる．（3．5．1）より，［S］は偏波の変換

体と捉えることができる．また，ESによって散乱波の偏波状態が復元できる．

入射するESによって受信アンテナに誘起される電圧は

V＝hTES （3．5．2）

となる．添え宇Tは転置，hは受信アンテナが送信アンテナとして動作するときのベクトル実効長であ

る，その結果，受信電力Pは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　P＝γゾ＝1　vl2＝1　h　’ES　12　　　　　（3・5・3）

で与えられる．これらがレーダポーラリメトリの基本式である．

3．6　受信電力の表現

　次に，偏波レー一ダの受信電力について考察する．受信電力は，散乱波ESと受信アンテナの偏波状態h

に依存するtそして散乱波ESは送信電界Etによって変化するので，独立変数としてEtとhがあること

になる．これらを偏波比やStokesベクトルによって表してみよう．

3．6．1　偏波受信電力

送信電界を正規化したJonesベクトルを使って書くと

　　　Ex
Et＝
　　　Ey

＝論［； （3．6、1）
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これがターゲットへの入射電界になり，散乱波は，

ES．
E；

＝国E’ }繹討；1 （3．6．2｝

となる．EtもESも同じレーダ座標系で定義されている．もし，摺3．6．1のように無限平板に向かって左

回りの円偏波（P＝1）で送信したとすれば，散乱波は同じ回転方向の円偏波で戻ってくる．この回転方向

は電界の境界条件と，時間経過による電界の向きから了解できる．

eye

（）

ES

図3．6．1送信と受信の偏波

電界をJoens　V㏄torで表すと

Et＝　　　1
　　　　　　　　咋　　　1＋（j）（ノ）

！

」

＝司｝】
1。HC （3．63a）

E・・ls】・・＝，E［6？1 1

」

＝⊥

a
l
J

（3．6．3bハ

ここで注意すべき点はESの表現である．回転方向は送信波と同じ向きであるが，伝搬方向は逆なので，

偏波の定義からすると右回りとなる．式〔3．3．6）で述べたようにESを単にレー一一ダ座標からみたJenesベクト

ルとしておく．

　我々はESを左回りのアンテナでは受信できず，右回りのアンテナで受信できることを実験的に知って

いる（雨滴は同じ回転方向の円偏波アンテナには受信されない．球状の雨滴と平板は同じ形の散乱行列

をもつ｝．そこでレーダポー・・一・一ラリメトリの電力表現（3．5．2），（3．53）を確かめるために，受信アンテナの偏

波を送信アンテナと同じにとり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．6．4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　h＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vfir　Ffi“ii’P

とおく．左回りの円偏波アンテナで受信した場合P＝jより，受信電圧・電力は次のようになる・

v＝み丁告㈲21口］ 1

」
＝0　　　　∴　P＝0 Min． （3．6．5a）
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右回りの円偏波アンテナで受信した場合，

γ＝吉＝聞2｛」・1間＝ノ

となり，これらの結果は実験的事実と一致する．

　直線の水平偏波で金属板に送受信した場合も同様に

v＝li・・ll↓？問言1

∴P判ノ12＝1

∴　P＝1 Max．

Max． （3．6．5b）

（3．6．6a）

送信が水平，受信が垂直では

γ＝［・・1｝［↓？1［↓｜＝・
．・DP＝O Min． （3．6、6b）

送信が水平，受信が右回りでは

v＝
o⊥疫｝［」・　1｜［6♀1［6］＝毒 ∴・＝｝ （3．6．6c）

となり，すべて実験的事実と一致する．

なお，ESを式（3．3．5）のようにレーダ座標で厳密に記述した場合［54］，

・座標のreversal H成分の反転で

・伝搬方向のreversal　：複素共役で

［甘？1E・＝甜？｜1｝1＝記11

Es⇒
i問習1＝士目

となる．この場合，上記で求めた電圧γの位相が180e回転する．しかし，電力Pは同じ値となる．した

がって電力を扱う限り，式（3．6．2）のように散乱波ESを単にJonesベクトルとして考えても差し支えない・

3．6．2 偏波比および幾何学的パラメータによる偏波チャンネルの受信電力

　さて，偏波レーダでは送信の偏波状ma　Et，受信の偏波状態hが独立変数で・その組み合わせは無限通

りある．その全てを網羅することはできないので，1つの独立変数で扱える次の3つの仮想的偏波チャン

ネルを考える（図3．6．2）．
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　　　　　　イ

X－Pol．p　x　イ

　　　　pmイ
Matched－Pol

＼

ツ

target

図3．62　3つの偏波チャンネル

1）送信と受信が同じ偏波チャンネル（Co－Polarization　Channel）h＝Et

　このCo－Pol　Channelでは，送信と受信が常に同じ偏波状態をとることを仮定する．そのため，受信アン

テナの偏波状態hをh＝E「とする．電界を表す方法は，偏波比pによるもの，あるいは幾何学的パラメー

タによるものがある．Co－Po1・Channelの電力P’は次の表現になる．

P・＝ P　E・T［51E・卜国2＝

叶…ε・」・in　E］

［1・　P　］ls▲

1＋PP’

COSτ　smτ

一SlnτCOSτ

l

P

コ

（3．6、7）

（3．6．8）

2）送信と受信が直交する偏波チャンネル（Cross－Polarization・Channet）h＝El

　受信アンテナの偏波hが送信偏波と常に直交する偏波チャンネルで，Cress－Pol　Channe1あるいはX－Pol

channelと書く．⊥は直交を意味する記号である．

P・＝
P　El’［s］E・　12＝1　v．　12”

V．＝
m…ε・－」・inε1

［P㌧一11［5］

1＋PP’

一smτCOSτ
一　COS　T－Sln’1’

［sl

1

P

2

COSτ　　一SII1τ

Slnτ　　COS」T

COSε

Jsmε

（3，6．9）

（3．6．IO｝

3）散乱波電力を受信するチャンネル（Matched－Polarization　Channel）　h＝Es＊

散乱波の電力すべてを受信するチャンネルを想定し．h＝ES＊としたMatched－Pol　Channelも考えられ

る．

P・＝
i［s］E・）’T［slEt

2

Vm＝
mC・・ε・－」・inε1

い・P「［5rT［sj

　　　阜1＋PP

COSτ　　Slnτ

一smτCOSτ

1

P

2

［s］’・｛s］巴劃1劃

（3．6．11）

（3．6．12）
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3．6．3　Stokesベクトルによる偏波チャンネルの受信電力表現

　今まで，コヒーレント波表現として散乱行列による受信電力を導いてきたが，散乱行列の平均を取っ

たり，統計的な性質を調べる際にそのまま散乱行列を使用することはできない・複素数の直接加算はで

きないためである，一方，2次統計量要素をもつStokesベクトルやMuellei行列による表現なら集合平均化

ができる．そこで，ポーラリメトリの基本式をStokesベクトルやMueller行列による表現に置き換えてお

くことが必要となってくる．まず，Jonesベクトル表現を使った散乱方程式（35．1）から出発する・

E；

＝ls］
E：

ぢ

s．　Sry

Sy’x　Srv

E：

写
（3．6．13）

これを展開して，次の形式が得られる．

E芦㌻

E芦㌻

E：E㌻

ぢE㌻

＝［司

E：E：°

E掲’

E：Eブ

E；E∫

（3．6．14）

ここで，

lw］＝

s．　sk　s．　sb　s．sb　s”sh

　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　ホ
5｝，x　s）cr　5）ワ∫）伊Syr　s｝ワs”　SPt

　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　オ　　　　　　　　　　　　オ
s．＝　SYx　s．3）ワs．s｝伊Sry5）cr

s．　sk　s”　sb　s．sb　s”sk

（3．6．15）

　さて，完全に偏波した波に対して送信，散乱，受信を表すcoherencyベクトルを次のように定義する．

添え宇tは送信，sは散乱rは受信に対応している．このペクトルは光学の分野でよく用いられており，

前方散乱を仮定している．

」，＝

耳E∫
EJ　EJ’

已E㌻

E；Eゴ

，　Js＝

写」ぽ

写琢＊

琢E㌻

E芦㌻

，　Jr＝

力．履

みみ章

㌣カェゐ｝

h，尼

（3．6．16）

偏波散乱方程式（3．6．14）は

J，　＝　［　vv］J∫ （3．6．17）

と等価になる．受信電力Pは

P＝1みTE・12＝1ぽ＋刷2＝・JrJs＝Jr［W］晶
（3．6．18）

Tは転置を表す．Stokesベクトルもcoherencyベクトルを使って
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　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　り　　　　　　　　　Ex　Eエ＋Ey　Ey

　　　　　　　　　　　オ　　　　　　　や　　　　　　　　　Er　El’Ey　Ey
　　　　　　　9＝
　　　　　　　　　E．E；＋E」E：

　　　　　　　　」（E．E；－EyE；）

と表現できる．ただし［R］は

　　　　　　　　　　　1　1　0　0

　　　　　　　［R】＝；㍊？？

　　　　　　　　　　　0　0　j－J

である．したがって，

l　I　O　O

1－10　0
0　0　1　1

00ゴーj

E．Ei

EE’
y：

己Ey
E，E；

IR］”＝圭

＝ER］J

　　　　　　　　　　　　　　9，＝［R］J，，　　9s＝［R］Js，

　　　　　　　　　　　　　　」，＝［R］’19，，」，＝［Rr19∫　　　t

Mueller行列は，　Stokesベクトルの前方散乱過程を結ぶ関係で用いられており，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，＝［M］9t

次の関係を使うと

　　　　　　　Js＝〔W］Jt，［R］　－i　9，　＝［W］［R］－19，，9，＝［R］［W】［R］”9t

Muelier行列［M］は，散乱行列の要素をもつ［W］で表現できることになる．

要素は，

［M］＝［R］［w］［Rユー1＝

づ（1副2＋1s・12＋1

づ（国2－is・12＋l

MO、＝R・（s．sb＋5鵡）

mo3＝lm（S晶＋S．sb）

Mlo－：

p（ls－12＋1Sry　12－1

吋（国2一国2－l

m、2＝Re（s．sb一副

M1，＝加（s．sb－8晶）

ng．＝Re（s．　s．＋晶）

Sn

Syx

1　1　0　0

1－10　0
00　1－－」

00　1j

　gr＝［R］Jr，

　MOO　MOI　MO2　MO3

　MIO　MII　M12　M13

　輪咋1咋2晦
　M30　M31　M32　M33

12＋1引り

12一国2

sμ12－lsrv

s，。　12＋15”

12

12

（3．6．19）

（3，620）

（3、6．21）

（3．6．22）

（3．6．23）

（3，6．24）

（3．6．25a）

（3．625b）

（3．625c）

（3．625d）

｛3．6．25e）

（3．6．25fi

（3．6．25g）

（3．625h）

（3．6．25i）
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m，1＝Re（5品∫刷

eq，＝Re｛s．s”＋嘔）

胡、，＝㎞（議＋㌶）

励va・＝一㎞（5己＋s．sb）

脚31＝－lm（s．s∴一∫刷

M3、＝一㎞｛s．　s；－s，．sb〕

M33＝R・（ぷ晶一3議）

（3．6、25」）

（3．6．25k）

（3．6251）

（3．6、25m）

（3．625n）

（3．6．250）

（3．6．25p）

それゆえ，StokesベクトルとMueller行列を使った受信電力表現はつぎのようになる．

P＝」間晶＝（［R祠T囲［噛

＝gr（［Rr1）T（剛R］）［W］［RT1＆＝9ノ（［R］－t）T（［R　］’1）［川＆

　1　T
＝互9r

1　0　0　0

0　1　0　0

0　0　1　0

0　0　0－1

［M］9、＝｝gT［K］9，
（3、6．26）

ただし，【K】はKennaugh行列と呼ばれMueller行列とは次の関係で結ばれている．

［κ］＝

1　0

0　1

0　0

0　0

0　0

0　0

1　0

0－1

岡 （3．6．27）

Muellei行列は前方散乱の行列であり，　Kennaugh行列は後方散乱の行列である．後方散乱ではSy．＝S．な

ので，Mueller行列の要素間には次の関係が成り立つ．

Me1＝Mlo・Mo2＝M20・MO3　＝　一一　M30　，　M12　＝”M21・M13　＝一　M31・m2ヨ＝－M32 （3．6．28）

が成り立つ．その結果，Kennaugh行列は実対称行列となる．

［K］＝

止oo北Ol㌔え03

kto　kti　kt2　ki3

ちo此21北22㌔

ksu　k31　k32　k33

輪
Mo1

輪
Mo3

Mol　mm　MO3

Mll　M12　M13
M12　η培　　η』

M13　m23　－一　M33

（3．6．29）

これら10個の実数要素のうち

koo＝k11＋k22＋k33　（Moo＝Mn＋M22　一　M33） （3．6．30）

が成り立つので9個の要素が独立である．以上をまとめてKennaugh行列を散乱行列要素で表すと次式にな

る．散乱行列要素で直接表示した方が間違いが少ないと思われる．
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国＝

Is・・12＋21　s．　12＋ls，v　12

　　　2

1与ドー15副2

1s．．卜15”ド

2

R・
o〔s・＋s・）s5｝

Im
o〔s・　一　s・　）　sh｝

　　　　　2
1∫・卜21∫．12＋15”｛2

2

Re
o（s・＋5”｝s二｝lm｛｛s・－s・）sb｝

R・
o（s・・一・s・｝sk｝lm｛（s・＋Svr｜sb｝

R・
o（s・－s・・）sb｝ls・・，12＋R・（刷Irn（s．　s”）

Im
o（s・＋s，，｝sb｝　im（　S・　sb）IS．12－R・（S．　S”）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．6．31）

次に，StokesベクトルとKennaugh行列による後方散乱受信電力を導いておこう．偏波比の場合と同様に

3つの偏波チャンネルを考える．

1）送信と受信が同じ偏波チャンネル（Co－Polarization　Channel）h＝Et

　Co－Pol．チャンネルに対して，送信Stokesベクトルと受信Stokesベクトルが等しいのでg．＝gtとなり，

（3．6．26）と同じ式となる．

ただし，

pc＝
Ggr

［κ］，＝

1　0　0　0

0　1　0　0

0　0　1　0

0　0　0－1

1　0　0　0

0　1　0　0

0　0　1　0

0　0　0－1

EMI　9、　一　11　gT［K］．9t

凹

2）送信と受信が直交する偏波チャンネル（Cross－Polarization・Channel）h＝El

（3．6．32）

（3、6．33）

　Cross（X）－polarization　Charmelでは，送信Stokesベクトルと受信Stokesベクトルが直交している．ボアンカ

レー球上で見ると分かるように，送信Stokesベクトルに対して受信Stokesベクトルは球の真後ろに位置す

る．そのため，

　　　　　　　　　　　　　　9・＝（1・・9・・8・・9・）T　　　　　　（3・6・34）

とすると　　　9，＝（1・－91・・一・9・・－83）T　　　　　（3・6・35）

となる．行列で書けば

1

←g1

’92

－93

1

0

0

0

0

－1

0

0

0

0

＿1

0

0

0

0

＿1

1．

91

92

83

であるから，
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ただし，

px－ pgr
　1　0　0　0
　0　－10　0
　0　0　－10
　0　0　0　1

　　　　1　0　0

［κ】x；二1』

　　　　0　0　0

［M］9、　＝圭9、T　［　K］．9t

0

0
0
正

間

3）散乱波電力を受信するチャンネル（Matched－Polarization　Channel）　h＝Es＊

成分g6を受け取ることになる．これは送信StokesベクトルとMuel　ler行列の成分で書くと

　　　　　　　pm＝1γ12＝IEs　12＝9；＝moo＋MOI　X：＋MO2　X2＋me3・X3

したがって，形式的には次のように行列表現できる．

　　　　　　　　　　　　　　　1000
　　　　　　　　　　　告grl：：：［M］9，＝97［K］．9r

　　　　　　　　　　　　　　　OOOO

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000
　　　　　　　　　　　　　　［K］m＝：：：1岡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0000

なお，

　　　　　　　　　　　　　　［K］　nt　’SIK］c＋▲国．

が成り立つので　　　　　　　PM＝pc＋px

（3．636）

（3、6．37）

Matched－pol　Channelでは，散乱波のもつエネルギーを全て受信する．そのため，　Stokesベクトルの第1

（3．639）

（3．6．40）

（3、6．41）

（3．6．42）

（3．6．43）

この式から，Matehed－Polチャンネルの電力は，　Co．Pol．とCrOss（X）－Pblチャンネルの電力和で表現できるこ

とが分かる．
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3・7　各種ターゲットからの偏波チャンネルの受信電力例

　　　　　　　　　　一一　Polarization　Signature－一

前節で求めたように偏波受信電力はJ加esベクトル，　Stokesベクトルを使って表すことができる．

P＝川吋訂［s】耳 あるいは P＝
¥gTlK】9，

ここに・hは受信アンテナの偏波状態・［slは散乱行列，　E，は送信偏波状態である．また，｛K］は

Ke皿augh行列・9・は送信Stokesベクトルである．幾何学的パラメータを使って送信偏波を

Er＝
COSτ　一sinτ

sinτ　COSτ

cos　E

jsinε
あるいは 9t＝

とすれば，Co－PolチャンネルやX－Po1チャンネルの受信電力を求めることができる．

　一旦［S］や［K】が与えられれば，人為的に送受信の偏波状態（τ，ε）を変化させて電力を再計算す

ることができる・この節では［S］や［K］によって電力パターンがどのように変化するか見ておこう．こ

の電力図は，偏波シグネチャ（Polarization　signatUre）と呼ばれている．

　図2．2．8に対応したTilt　angle　TとEIIipticiry　angle£を変数にとり，電力を高さによって表示した3次元グ

ラフを次に示す．Co－Pol，　X－Polチャンネルの電力パターンが描かれている．　T，Eの目盛りの取り方は文献

によって違いがある．この例では，水平偏波Hが2次元平面の中心になるようにしている．

　図の見方として，平板，球，3面コーナーリフレクタの例を見てみよう．Co・Polチャンネルではε　＝eの

ときに電力が最も大きくなっている（山脈の頂上になっている）．ElliptiCity＝Oは直線偏波を表してお

り，どのような傾き（Tilt　angle）の直線偏波を送信しても反射波は同じ傾きの直線偏波で返ってくるの

で，送信と同じ偏波状態で受信することによって常に最大の受信電力が得られる．また，右廼り円偏波

（£＝－45）で送信した場合，左回り円偏波が反射されるので，同じ右回りの円偏波受信チャンネルの電力

はOとなる．左回り送信，左回り受信でも受信電力は0となる．その結果，3次元形状としては山脈のよ

うな形となる．

　X－Po1　チャンネルでは，送信と直交した偏波状態で受信するので，円偏波で送受信した場合，　Co－Pol

チャンネルとは逆に最大電力が得られる．また，直線偏波を送信した場合，反射波は同じ傾きの直線偏

波で返ってくるので，それと直交した直線偏波で受信すれば，受信電力は0となる．したがって，3次元

形状はCo－Polチャンネルとは逆の形状になる．

　なお，この3次元表示の利点は，一見して形状認識ができることである．慣れてくると形によってど

のような夕一ゲットかが判別できるようになる．また，偏波校正の正確さも形状によって判断できる．

逆に欠点は，3次元であるが故に’1，εの出発点の値の取り方に違いがあると，形状パターンを誤認識し

てしまうことがある．また，図の投影方向が異なると形状が変化して見えたり，極値におけるTilt　angle．

Eiiipticiry　angleの値が判別しにくいことである・そのため・最大値におけるTilt　・　Ellipticityを読みとろう

とする場合には，2次元平面を使って，電力値をグレースケールで表す方法が用いられる．
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［s］一［ム．9】

Pc Px
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［s］一［；8］

Pc PX

Vertical　Dipole

［s］一［8「i「］

Pc Px

Co－Pol　Channel X－Pol　channel
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レーダポーラリメトリの基礎

3．8　受信電力と特徴的偏波状態（Characteristic　polarization　State｝

　Poiarizati加signature｝ま，偏波状態によって受信電力がどのように変化するかを表したものである．　Co－

PolチャンネルとX－Po　lチャンネルの2つの偏波チャンネルのsignatureを描くと，例えば図3．8．1のように山

の頂点や谷底などいくつもの停留点があることが分かる．これらの停留点の位置（tilt　angle．　ellipticity

angleの位置）はターゲツト固有のものであり，これらをターゲットの特徴的偏波状態　（Characteristic

Polarization　State：　PS）と言う．

Co－Pol　Channel

　O，S

iひ6

e，α4

膓o．7

v　☆

×・P

X・Pol

声　　吻　　　Co．Pol　null

Co－Pol　max

o．8

0．fi

o．9

0．～

b

ddle，

eXtremum

図3．8．1Polarization　signatureと特徴的偏波状態

　（電力の極値を与える位置＝特徴的偏波状態）

PSが分かるとその偏波状態による特別な偏波フィルタリングが可能である．そのPSを通じてターゲッ

トの電力を再評価することができる．例えば受信電力が最大になるような偏波状態，最小になるような

偏波状態，また，2つのターゲットのコントラストを最適化する偏波状態など，様々な偏波状態を使って

電力を再計算し，再度受信電力のイメージングをすることができる．つまり偏波という色眼鏡で見るこ

とができる．
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レーダポーラリメトリの基礎

　この節では特徴的偏波状態について説明する．39節ではそのPSを使ってターゲットの強調，消去など

レーダポーラリメトリの利点を最大限に生かした具体例を示す．

3．8．1特徴的偏波状態数と互いの関係

図3．8．1のPolariZation　signatureで，矢印で示した極値の数を調べると

最大値

鞍部点

零点

最大値

鞍部点

零点

Co－Pol　maximum　（＝　X－Pel　nul1）

Co－Pel　saddle　　（＝　X－Pol　null）

Co－Pol　nulls

X－Pol　maximums

X－Pol　saddles

X－Pol　nuSls

1個

1個

2個

2個

2個

2個

合計10個存在する．これらの中で，Co－Po1　maximumとC。－Pol　saddleはX－Pol　nullsと同じ位置になってい

る．重複点を考慮すると，理論上はターゲット毎に合計8個の極値の配置があることになる．ただし，

夕一ゲットによってはこれらの8つの極値のうち縮退している場合もあり，実際の数は夕一ゲットのタ

イプに依存する（8個以下である）．

　これらの極値の位置は散乱行列（ターゲット）固有のものであり，特徴的偏波状態と呼ばれる［｝．これ

らの特徴的偏波状態をボアンカレー球上に配置すると図3．8．2のようになる（詳細は付録参照）．

Co－Pol　max

X－Pol　null

X－Pol　max

　　　　　　X＿Pol　sat　ldle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CO　一　Pol　saddle

図3．8．2　ボアンカレー球上での特徴的偏波状態の配置（Polarizati加Fork）

　興味深い点はCo－Po1の形状である．　Co－Pol　max，　saddle，　nullsはフォークの形を形成しているので・

HuynenによってPolarization　Forkと呼ばれた［60工・この図から・2つのCo－Pol　nullが求められれば・saddle

が決まり，その真裏側にmaxが位置するので，他の偏波状態は求められることが予想されるであろう・し

たがって，Co．Pol　nullsの果たす役割は大きい．
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レーダポーラリメトリの基礎

3．8．2特徴的偏波状態における受信電力

特徴的OSW状態を求めるには，散乱行列を対角イヒした上で電力の鮪を探せぱよい・まず・　Eilt展開を

簡単にするために散乱行列を対角化する・

［s・in、　］＝ λiO
O　λ2

1λ，1gei　O

ol7L，Yh
（3．8．1）

ここで，λiとλ，は複緬縮で，1λ1日叫である
　次に，この固有値と新たな変数の偏波比ρを用いて偏波チャンネルの受信電力の停留点を探す．受信

電力は次式で与えられる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
C“P。1、Chame｝　p・＝liPρP1㌔£，1；1　　　（3・8・2）

X，Pol　chan匡1d px＝

［P’一□λ、o

1＋Pρ゜ 0　λ2

B］

2

（3．8．3）

これから停留点を探し
蕃＝・

，

∂px
　　＝OTp

（3．8．4）

により偏波比（特徴的偏波状態）が導かれる［68］．

v＝
F（袖｝

を使って整理すると，特徴的偏波状態，受信電力，偏波比は表3．8．1のようにまとめることができる．固

有値表現ρ（λ）だけでなく，実際に測定に使うHV基底で特徴的偏波状態ρ（HV）を表現した方が便利なこ

とも多い．現実に興味のある偏櫨状態は偏波チャンネルの最大電力を与えるもの（Co－Pol　Max），最小電力

を与えるもの（Co・Pel　Nutts｝である．
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表3．8」 特徴的偏波状態と受信電力

騨：i：讐1懸’　　1　　’、　タ咋　’一□’”七亭・勺

｢、…．

�A．蝋1⊇：’…ユ螺璽ゼ詣元　・・レ｝㌦・ζ〔’≒

已：1・1’ご．．15　，〔i

1　　’濫：　　　・・亨　・　　　　　L

@　　　　　鷲゜　．
，．∵1 閨D二難羅：i

Co－Pol　Max
1λ11’

0
一8±82＋4国2

Co－Po1　Saddle 同ユ oo
刎

2Co－Pol　NuUs 0

1’2

@　」加　‘ 一5肝±5斎一5月w

@　　　　　w

2X－Pol　Maxs
1（固＋国）ユ 土」εノ2”

2X－Pol　Saddles 4（国一叫 ±ε」2”

2X－Pol　NuHs 0 0　。。
一E±B2＋4門2
@　　　　鍋

固＝認＝1λr　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　Ψ＝－　　　　　　　　　　　　　　　4

　　　　O

@　lλ・1沸

iφ1一φ・）

　　　申　　　　　　　　　　■

`＝5朋5HV＋∫HV　8w

N＝15朋12－15wド
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーダポーラリメトリの基礎

3．9　電力の偏波フィルタリング

　この節では特徴的偏波状態を使って電力の偏波フィルタリングを考える．いわゆる偏波フィルタをか

けることを考える．POLSAR画像の中で特定のターゲットを強調して画像化したいことがある．そのよ

うな場合にどのような偏波フィルタを選べば良いか？その答えが特徴的偏波状態である．

④○

◎⑯

　　　　　　　　　　　図3．9」　どの偏波状態を選んで見る？

　特徴的偏波状態も数多くあるが，実用上よく使う偏波状態は最大電力を得るCo－Pol　Maxと最小電力の

Nu11である．そこでこれらの偏波状態に着目してみる．

　CかPol　Max，　X－Pol　nullについて

　Co．Pel・MaxはX．．Pol　Nullと等しいので，　P“＝Oからその偏波比を求めることができる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　・・＝19i’lli3Si“－1・］繍；＝一』＋S畷朋〆一ρ3w　2＝・　（3．9．1）

その根をρ、mn　，　Pmtaとすれぱρ＿＝ρ司、＝－B 梹｣＝－B±芸＋41A12　（3．9，2）

ただし，　　　　A＝　sk．　S．・＋sin　Sw　B＝15司2－1Sw｛2　C＝－A’　（3．9・3）

　Co・Pol　nullについて

Co・Pol　Nullを求める問題は，　p　e＝Oの偏波比を求めることと等価である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　P』鼎瀦；：IEt．u！H＋21鵠≡2＝・　　（3・9・4）

その根をふ烏、とすれば　偏烏、＝㌔±鷺一SHHSvv　　　（3・9・5）

である．
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レーダポーラリメトリの基礎

偏波比が求められたら，その偏波状態を使って，全てのピクセルに対して

pe＝

［1ρ1

1＋ρρ白

SHH　Srv

Sev　5w

Ill
2

， px＝
四オ。町3肝
1＋ρP° Srv　Sw

Ib］

2

によって勧を再計算するその偏蹴態の形状を知るにla，偏波比磯何学的パラメータEIIipticity，

丁ilt　angleに変換すればよい．

tan　2τ＝
2Re｛P）

1－－lpl2’
sin　2ε　：

21m｛P）

1＋Ip　12

3．9．1　2本のワイヤイメージ例

　図3，9．2に示すように線状のターゲット2本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

して偏波イメージングを行ってみた［80］．

測定条件

掃引周波数　　　　　　8．2－9．2GHz

アンテナー物体間の距離　　70㎝

走査間隔

走査点数

測定偏波

15㎝
64×64点

W，HH，　VH

図3．9．2ターゲットの配置

　ここでは線状ターゲットとして，長さ50cm，6mmφのアルミ棒を用いた．　X（H）方向に対してターゲッ

ト1は一30°，ターゲツト2は60°傾いている．HV基底での2次元合成開ロ処理結果を図3．9．3に示す．この

図は，散乱行列要素による電力を白黒の濃淡によって表したものである．田ではターゲット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，－VVに比べて

強度が小さい．また，Spanは全ての電力和なので偏波の向きに関わらず2つのターゲットがよく現れてい

る．
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1「 fザ” 謔P”‘’”t”．．．’－　’，／．’－“．．v．’「tt㌧．叉’・．〔弓

HH、　　　　　．・

　　　　　　　　　　　’・L

1．．tttL．

ノ
、ぷ

ぐT∵，．㌦．；三1；．’t：‘「㌘・”E－’『『‘∵『’『’『

：HVltt

ミ・　　’　』　、』．　』ピ・

羅1・蕊○．滋心

蓼翻黛lii；墾

　　2次元合成開口処理結果

　　レーダポーラリメトリの基礎

［w∵「　○’
i

L．．瀞認鎗1．．、．

　　　　　　　　　　　　　　図3．9．3

ターゲットの中心部の散乱行列を取り出すと，次の値が得られた．

・一ゲ・ト1・対・て・［・（剛・霊；ξ詔留．認闘゜㌫，

・一狗・・に対・‥・畦［；：；男1謬；：；聯8：；19；

これらを基に，2次元のPolarizatio皿signatureを作ると，次の図のようになる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（冒・・

9

自　0
亘一13．1

・H

身，45
　　　　＿ge　　　　　－28．2　　　　0　　　　　　　　　　　　90

　　　　　　　　　Tilt　angle（degr㏄）

　　　　　　　　　　target　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　図3．9．4

　ターゲット1に対するCo－pol　Maxのパラメータは，

ターゲット2に対するパラメータは

である．これらのTilt

Ellipticity・angleもO°に近い値である．
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レーダポーラリメトリの基礎

なお，ターゲットに対するCo－pol　Maxの複素偏波比をρ），Co－pol　Extremumの複素偏波比をρ2とする

とtこれらは互いに直交することが理論的に分かっている．その条件は

　ホρ1ρ2　＝一　1

である．そこで，実際の測定で用いた2つのターゲットは互いに直交した形で配置されているので，理

想的な場合を考えると，ターゲット1に対するCo－pol　Extremumは，ターゲット2のCo－pol　Maxとなって

いると考えられる．すなわち，各ターゲットのCo－pol　Maxのときの偏波状態は直交しているはずであ

る．実験値を用いるとそれらの関係は，

ρ1＝　1．822＋j　O．435，ρ2＝－0．498－j　O．294

ρrρ；＝－LO34＋jo．316＝－1

となった．厳密には理論値を満足していないが，－1に近い値である．測定系の誤差を考えれば妥当な値

であると思われる．

　図3．9．5に各ター一一ゲットのCo－pol　Maxイメージを示す．ターゲット1が最大となるように偏波を合わせ

たときはターゲット1が強調され，それに直交しているターゲット2は抑制されている．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は抑制されている．これら

の結果は，偏波のFilteringの性質がよく表れた結果となっている．

　　　　　　　　　　灘懸難

　　　　　　　　　　　灘翻

図3．9．5各ターゲットのCo－po1　Maxイメージ
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3．9．2　受信電力のコントラスト強調　・・偏波を使った強調

　レーダ画像の中で着目する2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・あるいは

Aだけを見たい場合，今まで述べた偏波フィルタをかけることができる・図3．9，6にその考え方を示す・一

方はターゲット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．ターゲットを最大化する偏波状態を使ってフィルタリングを行なうものとは少し

手法が異なる．

Fully　Polarimetric　SAR　Image

●　　■

燕撃堰f　中

B

［S］

　　　●　　　　　．　　　・

高≠?撃高撃嘯高〟

@　A

Two　Targets

○）塞（

図3．9．6偏波フィルタリングの考え方（ターゲットAの強調）

　そこで，クラッタ・ノイズなどの不要なピクセルから得られる電力と，こちらが希望するターゲット

の電力を用いて，次式のように偏波によるコントラストを定義しよう．希望する夕一ゲットに添字1，ク

ラッタなど不要なターゲットに添字2を付けて表すとすれば，受信電力の比は次のようになる．

（3．9．6）

これを偏波コントラスト強摘ファクター（polarimetric　contrast　enhancement　factor）と呼ぼう・3つの偏波

チャンネル毎にコントラストファクターを定義することができる．

C。．P。1Ch蜘d，C・＝eLF＝

　　　　　　　　　P；

E『［∫］IEt

E『13］2Et

2
　9tT［K］　，，1　9t

9，T　［K1　，，29t

（3．9、7）

X．P。1Ch㎜。1，C㌔璽＝

　　　　　　　　　P；

Eユ1∫LEt

E五｛3］2E，

2
　9，T　［K］xi　9t

grlκL、＆

（3．9．8）

M。t、hed、Channel、cm2巳＝

　　　　　　　　　　P『

EIT［G］1E，

E；T［G］2E，

2

9∫［K］，。，　1　gt

9，T　［K］　．K　2　gt

（3．9．9）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レーダポーラリメトリの基礎

コントラストを最適化することは，cが最大となる偏波端を選ぶことであり，そのesw状態で．再

びイメtnジングを行えば最もコントラストのよい画像が得られる．完全偏波（コヒーレント波）の場

合・これに対応する偏波状態は、いわゆる不要なピクセルのNuU　Polarization　Stateで，これによって，不

要なターゲットを消すことができる・水中にある物体を見たいときに水面からの反射で見にくい場合，

カメラで偏光フィルターを使うと，よく見えるようになることと本質的に等価である．

　図3・9・7にNASA　JPLのAIRSARが取得したポナンザ河流域の偏波画像を示す［81】．偏波チャンネル毎に

よく使われる固定偏波（水平偏波，45度の直線偏波，左回り円偏波）での電力を図3　．9　．7　i：示した，Co．

Pel　ChannelやX－Pol　Channe1では，偏波状態による画像の違いが大きい．　Ce－Pol　Channelでは水平偏波（H

）が最も明るく，45度ではコントラストが良くない．X．Pol　Cha皿nelは交差偏波を受信するチャンネルに

相当し，画像としては最も暗くなっている．しかし，45度ではコントラストが非常IC良くなっており，

このチャンネルの重要性も理解される・Matcbed　Pol　Chame1では，全ての散乱波電力を取得するので全体

的に明るくなっており，送信偏波状態にあまり依存しないことがわかる．

　典型的な偏波状態を仮定してチャンネル毎に画像を作成し，チャンネル毎の画像の明るさを比べる

と・その値（電力値）は表3・9．1のようになっている．ただし，比較のために，水平偏波送僧によるCo．

Pol　Channelの画像の電力値で正規化してある．この表からもわかるように，　Matched　Pol　Channe1の画像が

電力が大きく，X・Pel　Channelが最も暗い（電力値が少ない）．しかし，画像のコントラストと云う点で

は，一概にどのチャンネルが良いとは言えず，次に述べるコントラスト強調が画像の分類やターゲット

の識別に役立っ．

表3．9．1　3つのレーダチャンネルにおける平均電力値

購　　　、、、　’績・』・片定　　　謬憾　　　　’・一董　　　　　　　　　　　　㌧．．、1　　、璽　　　　　　　　　　　　　　　　w

羅
、、、題・顯劇　‘逼 1．00 0．14 L14

u　　　　　v醐剤 0．73 0．14 0．88

45且血畑 0．54 0．48 LO1
、　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

@　　　135恥e｛迂 0．53 0．48 LO1

’Leff　H知ded硫間1紅　　　　　、マ

0．63 0．39 LO2

斑酔t撫醐Ckc画 0．61 0．39 Loo

　偏波フィルタリングで着目したターゲットは，ポナンザ河流域の森と河原である．この2つのター

ゲットの偏波状態がどのようになっているかを調べるために，約40ピクセルからKennaugh行列の平均値

を求め，

River　side ［K］1＝

2．5903　　　0．3716　　0．0391　　0．0060

0．3716　　　2．0150　　　0．0426　－0．0274

0．0391　　　0．0426　－0．9294　－O．1669

0．0060　－0．0274　－0．1669　　1．5047

Forested　area
｛Kl，＝

：iiiii撚：i鱗矧
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H－H

45－45

　　L－L

Co＿Pol　Channel

H－V

45－135

　L－R

X－Pol　Channel

H

45

　　LHC
MatcheCl　Pol　Cha皿el

図3．9．7偏波チャンネルごとの電力イメージ
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45

0

一45

一90 0

River　side’s　signature

90

Co－Pol　max　image　for　river　side

45

一45
一90

45

一45

0 90

Contrast　signature

Max　contrast（river　side／forest）

Min　contrast（river　side／forest）

図3．9．8　Contrast　signature　in　the　Co－Pol　channel
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一45

　－90
0

River　side’s　signature

90

2

1．8

1．6

1．4
≧

1．2

1

0．8

0．6

0．4

0．2

0

X－Pol　max　image　fbr　river　side

45

一45

　－90

45

0

一45

0

Forest’s　signature

90

0，9

0．8

0．7

0．6

0．5

0．4

0．3

0．2

0，1

Contrast　Sigrlature

Maxωver　side／forest）

Min（river　side／fbrest）

図3．9．9Contrast　signature　in　the　X－Pol　chamel
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45

　　0

－45
一90 　　　　　　　0　　　　　　　　　90

River　side’s　signature

7

6

5

4

3

2

1

M－Pol　max　image　for　river　side

45

一45
一90

45

　　0

－45

0 90

1．4

135

1，3

1．25

1．2

1．15

1、1

1．05

Max（river　side／fbrest）

Contrast　signature

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Min（river　side　／　forest）

　　　　　　　図3．9．10Contrast　signature　in　he　M－Pol　channel
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レーダポーラリメトリの基礎

なる値を得た．これを基に，Co－pol，　X－po1，　M－polチャンネルの画像を比較した・Polarization　signatureと共

に最大・最小コントラストを与える偏波状態でイメージングした結果を図3．9．8－3．9．10に示す．森と河原

のsignatUreの割り算からコントラストsignatureが導かれる．最大コントラストを与える偏波状態と最小点

の偏波状態がわかる．これらは個々の夕一ゲットの特徴的偏波状態ではない．つまり希望するターゲッ

ト（河原）の最大値を与える偏波状態がコントラスト最大ではないことが分かる．図3．9．8－3．9．10を観察

すると偏波フィルタリングの効果の違いがよく理解できると思われる．

　なお，Mueller．　Kennaugh行列とStokes，　Ke【maughベクトルを使う方法以外にも，　Covariance行列を使う

強調方法もある［77］．

3．9．3　偏波による消去…　　クラッタの抑圧

地中レーダへの応用

　地中レーダは，地中に埋没した遣跡，遺構，パイプ，ケーブルなどを地表から検出することが目的で

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，表面でアンテナを走査し，深さ方向の情報を得るため，

レーダ画像としてはいわゆるB－Scopeとなる．これ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示す．

　新潟大学内の砂地で金属板を埋め，350－1000MHzで動作する合成開口偏波FM－CW・レーダを用いて探査

した［82］．HV基底の検出結果を図3．9．11に示す．

　これらの図から分かるように，地中探査レーダでは表面からのクラッタが大きい．そこで，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3．9．12にその結果を示す．

　Co－Pol　Maxではターゲットが強調されていることが分かるが，そもそも地中探査では，最初からター

ゲットの情報（深さや大きさ）が未知である．その情報を知り得た後に偏波強調することはできるが，

事前にはターゲヅ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

偏波とは言えない．レーダ探査する場合，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．この

点は，従来から地中レーダで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．

HH
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把
f　「

㎞m㈹函r醐ト翻［Cllls

図3．9．16

H。gll。。検。結果

　　　　　　11B
§

A　［1．　　　　　　　　　　　11ウ11り

、、、金属元。。。一，。1、Maxイメ．ジ　　，、、地表面。。6L，。1。。11イメ．ジ

　　　図3．9．17　偏波フィルタリングイメージ
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第4章　偏波行列の形式

偏波行列

　POLSARシステムでは散乱行列が取得される．偏波解析では散乱行列そのものよりも〈SvvsllH＞などの2

次統計量を要素とするCovariance行列，　Coherency行列，　Ke皿augh行列，　Mueller行列などを使うことが

多い．これらの偏波行列は図4．1や図4．2のように散乱行列［S］から導くことができる．Covariance行列［q

は電力に関連した物理的な要素から成っている．一方，Cgherency行列［Tユは散乱メカニズムの表現と同時

に直交性など数学的な利点をもっている．Kennaugh行列［K］は実数行列のため扱いやすい特徴がある、こ

れらの行列はターゲット分類や固有値解析，偏波シグネチャなどそれぞれの利用目的に応じて使われて

いる．他にも円偏波基底での行列や類似した形の行列があり，一ロに偏波行列といってもさまざまな種

類のものがあるので，本書では図4．1に示す代表的な偏波行列を扱うことにする．

偏波解析で使われる行列

　　　　　　　3×3

2次統計

…糠数難／
　　　国

Scattering　matrix

　　複素数要素

Covanallce　matnx

Coherency　matrix

　　　　　　　　　　　　某竺）1

＼目購「灘襲iii鱗i

　　　　　　　　　　　　　い・．；

　　　　　・鍵絃纏i蒸懸裁云潔

図4．1各種の偏波行列

　この章では，図4．2のように散乱行列から出発し，その基底変換，そして散乱行列と等価な散乱ベクト

ルを使った各種のCovariance行列やCoherency行列の生成，互いの関係などを示す．これら行列の平均値

を求めると，行列形式に関わらず偏波情報として4つの独立パラメータ（回転不変量）が導かれる．理

論的な偏波行列の平均化は，確率密度分布を考慮した角度積分によるものであり，平均化行列にようて

後の実測値との比較が可能となる．

散乱行列 散乱ベクトル

　　　　　　　　　　　　　　　knv　　任意基底への変換

　　　　　　　　　．t京　’　　　　　　　　　　　　　　　kta

kp

平均化

〈・晶）・〈［・（⇒醜底…var・ance行列

〈髭。ぬ，〉・〈［c（xn］〉

〈k，，kh〉・〈［・（乙R）ユ〉

〈μし〉＝〈［T］〉

一〈［M］〉〈［κ］〉

45°回転したXY基底の
Covariance行列

円偏波基底のCovariance行列

Coherency行列

Mueller行列，　Kennaugh行列

図4．2　各種の偏波行列の生成過程

101



偏波行列

4．1　散乱行列データの記録

一般に・航空機やAxreElこよって作られるP・LSAR噸のデータは図4．1．1のようになっている．

P°LSAR｝S飛行（・・im・th）方向頒横斜め下方向に向けてパルスを照射し，散乱行列デー．．，、、夕を鵬するSid。

Looking　Radarである・偏波方向は図に示すように，電界が地面に対して水平になっているものをH

（Ho「izontal）偏波それに対して垂直なものをV（Vertical）偏波と定義している．

パルスはピーム内で同心円状に広がる・斜め方向を・1・nt，ang訪向といい．パルス酬波数繍幅をB

とするとレンジ分輪（分解できる最小蹴）は毒となる．それを地上に投影すると謝角θに応じて

毒論の長さとなり，対応する趾蹴分解能力s変わるぱい方では短くなり，近い方では長くなる．

図4」・1のように・・い・・…の麟に対応する散乱行列がピクセJレに記録される．なお、ピクセルの長

さは必ずしも地上レンジ分解能と等しくないが，簡単のために等しいと仮定しておく．

range　resolution

、、聾輪

　　　簿・ほ鱈，・，二三’・、・．

毒

PolariZation

よ　Vertical　＝　V

　Horizonta1＝H

　　　　　　　　1
～、Si　i　siant’ange

滋銚・磐
　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉si（θ　gr・und・rang・

nea「一一→一一→一＿芦far
＃1

　　＃2
§

．§＃3
嵩

＃n

［s、1（・1）｝ ［3，1（・、）1 ［s，1（・、）1

［Sn（ri）1 ［5，、（・、）】 13，、（刈

［5、、（・1）】 ｛3、，（・、）】 ［鼻，ω］

［3柚（rl）］ ［s細（・，）】 ［s伽（・，）］

ground　range

図4．1．1　レンジと散乱行列データ

さて，取得された散乱行列の位相に注目してみよう．同じレンジr1でaz・imuth方向に並んだ

［s，1（r1）1 ［Sn（r1）1 ［s、3（rl）1 15勒（・1）］

に対して，伝搬距離2r！による位相は同じである．しかし，　rl，r2，r3の距離方向に並べられた

［s，1（rz）】 ｛s，1（・、）】 Is，1（刈
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偏波行列

は伝搬距離が異なるので，その位相は伝搬距離に応じて変化する・この位相の様子を複素平面上に描い

たものが図4．1，2である．

例えばr、で　　［S、：（rl）1の成分の振幅と位相が1∫剖∠（1・・P，H酷レ甲㍗

であったとすると，位相甲㌍，｛P罪は図4，2に描いたOと●の場所に位置する．

r2の位置では
［S桿1（r2）］の成分 18剖∠轍　ls川∠甲㌢

となり，伝搬距離位相の変化により甲6『と甲㌢はrtの場合とは異なる場所に配置してしまう・

甲解一醐t

（P　－（P

is　stable

　　　　15剖∠（P　gy
｛s，1（rl）］

［s，1（r、）1

13川∠紺

1瑠1∠岬

｛5川∠甲㍑

図4．L2　複素平面上の位相の位置関係

このことから，レンジ方向の散乱行列の要素を直接加え合わせると，同じターゲットからの散乱行列で

も全く意味がなくなることが分かる．異なるレンジの散乱行列の直接加算ができないのはこのためであ

る．

　一方，その位相差φ禦一甲㌢は賭杜甲㍗に近い（理想的には同じ〉値をとる．レンジに関わらず安定し

た値を与える．この位相差は基本的な偏波情報なので，ターゲットの分類や識別に重要な役割を果たす、

通常はこの位相差を保持するように，次の相対散乱行列［S　1，et。tiveの形で保存される．

［s（HV）］＝ 1ば元：ejrpHH［s］π励。＝・ノep　HH

｛s］re、ati昭＝

　　1∫朋l　ISHvie」｛甲脚一甲朋｝

Is，H　I・」〔甲VH・甲朋）ISw　l・J（甲vv…ep朋1

　　　1　SH．1　　15司e」㎎〔5；H嗣

1　SH．　1e’　ar・（sh．　s．．｝1　s，，　1ej　・・g｛shH　s・・｜
（4．1）

相対散乱行列（4．1）ではSHH成分が実数となるように，行列全体に（p朋の位相分を差し引いていると考え

てよい．相対散乱行列の利点は，レンジによる位相差が無くなり，レンジに関わらず偏波特性が保存さ

れることである．なお，逆に同じレンジにあるターゲットの位相に関してはターゲットが異なっていて

も，その差はSHHには現れない．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波行列

4．2　散乱行列の基底変換

この節では任意の偏縫底における蠕酬の表現式eas出する．鶏のレーダ齪ではHV基底がよ

く使熱るが諏得した散乱行列を円融基底で見たらどうなるか，あるいは45・鮒た直繍縫底

ではどっなるかといった散乱行列の変鮭糠する．醜底がよく使われる融｝ま誼線轍アンテナ

が作りやすいこと・喘域にわたって偏波特性を保ちやすい叱蹴融として直繍披が理解しや

すいこと・などのためである・さらに・　HV基底で散乱行列を鞭しておけ｝ま，以下に紺よう馳のes

波基底へ変換が可能なためである．

　HV直線偏波基底で電圧方程式は

　　　　　　　　　　　レ（HV）　＝E・（HiiiC＞T［S（HV）　］E・（H・v）　　　　　　（4．2，1）

もし・任意の新しい偏波基底（AB）で測定したとすると，電圧は不変なので上式と等しいはずである．

　　　　　　　　　　　V（AB）＝Er（AB）「［S（AB）］E，（AB）＝V（HV）

E（AB）とE（鋤の間には基底変換行列［T］を介して次の関係が成り立つ（第2章付録参照）．

　　　　　　　　　　　E（HV＞＝［T］E（AB）

　　　　　　　∴　v（HV）　＝El（AB）ア｛T］7［s（H”v）1［T］E（AB）＝v（AB）

したがって，新しい基底での散乱行列は次のように変換される．

［∫鍋1＝［T］T［s（醐】ET］＝㍑lll

（4．2．2）

（4．2．3）

（4．2．4）

（4，2．5）

具体的には，基底変換行列［Tl（A2．2．16）を使って次のように書くことができる．

8組亀且

逅?轤a且

　　1＝ ε」α　0

O　ε－∫α

ノα　0

O　e’」α　　t戟{ρρ

1　ρ

黶Y　1

5瑚5HV

T冊5w

1　・ρ゜

ﾏ　　1
（4．2．6）

　後方散乱の場合，SHV＝SVHなので，その要素は次のようになる．

　　　　　　　　　　　SM＝tht’bUp’（SHH＋2輪＋ρ2Sw）　　　（4・2・7・）

　　　　　　　　　　　s・・＝tht’2‘xp・（P’2s朋一　2　P’s・・v＋Sw）　　　（4・2・7b）

　　　　　　　　　　　Sne＝1＋｝ρ●　ρ∫w－・P’SHH＋（1－Pρ’）Snv　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4・2・7c）

このことからHV基底の散乱行列が分かれば，この変換によって任意の偏波基底での散乱行列を知ること

ができる168］．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏波行列

　例えぱP＝ノの偏波比をとれば，Ct　”　tan’　1（撫τ㎞ε）＝0なので，ただちにLR円偏波基底の散乱行列が

樽られる．

　　　　　　　［s（剛＝靴㍑＝去｝｛1詩㌃｝｛

　　　　Su＝S（SHH・一・Svv＋2」　s・・　），Sm＝s・＝S｛SHH＋Srv）・　s・＝9（5w－∫朋＋2司

また，｝IV基底を角度θだけ回転したhv基底では，　P＝tan　e，a＝Oとなるので’

　　　　　　　［s（e）1＝1熟＝鶉㌶　㍑㍑1ご1謂

θ＝45°としたXY基底ではP＝1，α＝0であり，式（4．2．9）の散乱行列は次のようになる・

　　　　　　　ls（Xb】＝㍑㍑＝去．1、｝㍑1㌃　；T

　　　Sxx＝▲（SHH＋Sw＋2s・），s・・＝S（5w－5・Hい＝；（s・・＋Srv－2s・）

固有基底の散乱行列

べばよい．式（4．2．7）のSAB＝O　raたす偏波比は次式で与えられる．

　　　　　　　　　　　　　－B±両τ一一B±B2＋41Al2
　　　　　　　　　　　ρ1、2＝　　　　　2A　　　　　－　　　　　　2A

ただし，　　A＝　S；fH　SHv＋∫碗鵬∋5∋2－ISvv　12　，　c＝－A’

したがって固概へ変換する行列は1　T］　＝　vri”　：1；ir　：i語

となり．式（4，2．5）より［S（AB）1は対角化されて次の固有値行列となる・

　　　　　　　　　　　［5㈹1⇒㌣51B＝㌔£，＝［　s・，・　1

　　　　　　　　　　　λ1＝SM（P1）＝1＋；1ρ1（∫朋＋2　P・Srv＋ρ㍉

　　　　　　　　　　　λ・：SBP（P1）＝1＋hti（ρ：2S朋輌＋S叫

（4．2．8）

（4．2．9）

（4．2．10）

固有基底は散乱行列が対角行列となる偏波基底である．そのため，非対角項を0にする偏波比pを選

（4．2．11）

（4．2．12）

（4．2．13）

（4．2．14）

（4．2．15a）

（4．2．15b）
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4．3散乱ベクトル

行列定式化の際にべ外ル表記の方力szzeomいので醐舗列を等価なベクトルt：Kgmえた蹴

ベクトルkLが作られている・　kLの添え字Lはhe・i・・graphic（順に並べた）の頭文字であり、偏灘底に

よってkH・・　k・・　・　km　tsどがある・ここでla・M・n・s・ta・ti・cを雌してs。．、＝、s，uとおくと，前節の結果を用

いて散乱ベクトルは次のようになる．

◆HV基底の散乱ベクトル

◆θの角度回転したhΨ基底の散乱ペクトル

kew＝

SHH
v：r　s．

Sw
＝kL （4．3」）

　　　　　　　Shh　　c・s2　e　E・i・θ…6　・in2　e　SHH
　　　　左加＝野＝一疫：i謬゜sθ一㌶。、6π罐θ㌘軸　（4・32）

　　　　　　　　　　　　　cos2θ　　　vliZ　sinθcos　g　　　si皿20

　　　　　　　［U・］＝一璽塁゜s㌦：㌶、θ触2；・6・ユニタ1」回転行列

　　　　　　　Det［Ue］　’　1

◆45°回転のXY基底の散乱ベクトル

　　　　　　　㌔＝…汁耀薦鮎構‡糾臓　（4・3・3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO　1
　　　　　　　　　　　　　　　四＝±f僻1ユニタリ行列

　　　　　　　　　　　　　　　Det　［Unr］　＝　1

◆円偏波LR基底の散乱ベクトル

　　　　　　　　　　　s“　　　SHH’Sw＋ゴ2s・・　　1in－1　SHH
　　　　　　　k・za＝π5品→jn（s。H＋Sw｝＝｝」π・」a　ns．　1＝［u，］k、　（4．3．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－1jJΣ1　　5w　　　　　　　　　　　SRR　　　　　　　　　　　　　　　　Svザs．．　＋　j　2s，．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ノ花一1
　　　　　　　　　　　　　　　［u。］　－SI　」V：i・」π：ユニ列行列

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1jJ71

　　　　　　　　　　　　　　　Det［Uc］　＝1

　これらの散乱ベクトルは全て丸に行列式が1のユニタリ行列を掛けたものであり，どの散乱ベクトル

も数学的には等価である．散乱ベクトルの第2要素に汀が付け加えられているが，これはベクトルのノ

ルムが散乱行列のSpanと等しくなるようにするためである・これによって散乱行列との同等性が保証さ

れる．

　　　　　　　　　　　lk，　12＝IS　．。　12＋215副2＋1　Svv　12＝Span［S］　　　　　（4．3．5）
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なお，kHV，kxr，k　zaは後に述べる各種Covariance行列を構成する基本ペクトルになる・

◆Pauli散乱ベクトル

　同様な散乱ベクトルとしてPauli散乱ベクトルk　pが定義されている．添え字PはPauli・basisの頭文字であ

る．散乱行列とPauli基底行列の積のTraceとり，次の形になる［112］．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T
　　　　　　　此，＝赤T・ace（［s］σ・）・　T・ace｛｛　s　］　6・　）・　T・ace（国σ・）　　　　　　（4・3・6）

　　　60，σ1，62　：Pauli　basis　matrix

σo＝
10
0　1

，σ1＝
1　0

0－1
，62＝

0　1

10
（4．3．7）

この散乱ベクトルkpは次式と同等で，　Coherencyベクトルとも言う．

散乱ベクトル　kp k・＝
SHH＋Sw
SHH　－SVV

　2Srv

（4．3．8）

このベクトルのノルムも散乱行列のSpanと等しい．　SHH＋Swは奇数回反射，　SHH　一　Svvは偶数回反射の散

乱メカニズムを表している．

　なお，kpとk，との間にはユニタリ変換の関係がある．

克・＝ﾔ
SHH＋5w
SHH　一’　SVV

　2Srv

＝⊥
万

1　0　1
1　0－1
0》宮0

SHH
VIr　s．

Sw

＝［u。］kL （4．3．9）

［　u，　1”去

D・t岡＝1

1　0　1
1　0－1
0硫Σ0

ユニタリ変換行列

表4．3に各種偏波基底の散乱行列と散乱ベクトルを示す．この表からも散乱行列と散乱ベクトルの等価性

が分かる．
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表4．3各種偏波基底での散乱行列と散乱ベクトル

一　　　HV 　　　X￥1
|－1■■一

・　　・　　LR

一一一一一一一一一一一一一一
［8（剛i㌔　　　　： 　　　　▼■、

m3（剛，i青汀一

@　　　：

［3剛「A“　　　　：

虎P

Plate，　Sph¢re

　　　　1
ｩ園　　　　： 　　　　：

秩ｫ？］ilil　　　　：
　　　　：

m1　i
0ゴπ0

π00

Dihedral　CR

問i固　　　　： 問i　　　　： 〇－」Σ0 時固　　　　： 0π0

H－Dipole

1占8］i　1　　　　： 麦嘩　　　　　：
1一厄1 　　　　　：

p圓i±　　　　　…
1」冗一1

±日

V－Dipole

　　　　：
P81｝ii‖　　　　： 　　　　：

獅a｝li去　　　　：　　　　　：
1⑫1

｝1フ癬　　　　　…

Le丘一helbζ

　　　　：
p【川i竃　　　　：

1」厄一1 　　　　　：

p国i去
ノ．厄一J

問i固　　　　：

⊥⑫

01」

斑9ht－helix

去圓i｝　　　　…
毒一1 　　　　　：

o囲i｛
一」．π」 　　　　：

P；llilil　　　　：

⊥π

01－」

4．4　データの偏波平均化行列

　POLSARデー一タでは，　SvvsiHのように要素と複素共役の積の形式でデータ保存することが多い．複素

共役をかけることによって位相誤差が打ち消され，同じ要素同士なら電力を表すことになるので，その

集合平均はノイズに強い特徴がある．この形式は2次統計量を表しており，各種偏波行列の構成要素になっ

ている．前節の散乱ベクトルを使ってCovariance行列，　Coherency行列，Ke皿augh行列が作られる．デー

タの平均化行列を作ると次の表現になる．添え字の＊は複素共役，†は複素共役転置，（・〉は平均化し

た行列や値を表している．

◆平均化Covariance行列

HV基底
〈［c｝〉「v→：1：k．k9・＝

〈s。。　s　、H＞π（s．．　sh，〉〈∫。。5三〉

刈rΣ『 iSnv　3：H＞　2〈SHV　5三＞　n（Sew∫㌦〉

〈∫w5叫　π〈5w編〉（s，．　sw　〉

（4A．1）

右肩に付けた添え字のHVは偏波基底を明示するためのものである・他に円偏波基底のLRや、45°傾いた
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直線偏波基底XYがある．

　　　LR基底

　　　XY基底

〈｛c▲＞x「・AΣk．kl．

〈【cl＞皿＝蓋£㌔砧

（4．42）

（4．4．3）

◆平均化Coherency行列

〈［T］〉＝sΣk。肩＝き

　　〈SHH＋s・・　12＞〈（　SHH＋Sw）〔5－∫w｝ウ〈2　sin（5朋＋5w｝〉

〈（SHH・一一・Svv）｛SHH＋s・・　）’〉〈SHH　－Svv　12＞〈2　sin｛SHH　一一　SVV）〉

〈25肝（5－＋Swr＞〈2S・（3－3の　く41S・・1う

（4A．4）

◆鞠化Kemaugh行列〈国〉＝

〈1s・・12＋21SH・12＋1s・12＞

　　　　　2　R・〈（　SHH＋s・）slP＞

〈酬2一寧ド汕輪く（　SHH　－SVv）叫

〈15朋P岡2＞

　　　　2
〈1’　SHH　12－1　Svv　12＞

2

R・
q（SHH＋Srv）sin＞

Im
q（SHH－Svv｝slv）

R・
q（SHH・一・s・v｝s：・＞

Im q｛S朋＋Sw｝5叫

〈1副2＞＋R・〈5HH5の

　　Im（S鼎5紛

㎞〈（5－∫小緬＞

Im
q〔SHH＋Sw）slv＞

Im〈5珊Sの

〈lSev　l2＞－Re〈5πH5㍍〉

（4．4．5）

CovarianceとCoherency行列は3×3のエルミート行列であり，対角成分が実数のため，独立要素として

は合計で9個となる．一方，Kennaugh行列は4×4の実対称行列であり

のように思われるが，

　　　　　　　　　　　　　　　koo　＝kn＋k22＋k33

が成り立つので，独立要素はやはり9個である．

の独立要素が含まれていることが分かる．

その中で独立要素は4＋3＋2＋1＝10

　　　　　　　　　　　　（4　．4．6）

したがって形式は異なってもどの偏波行列にも9個の実数
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4・5平均化Co∨ariance行列の理論値

ここでは平均ltK　…ri・nce行列の理論値を求めよう．理論的な平均化では臆角度に嚥した散乱行列．

散乱ベクトルから2次繍醒素を求め，それを触分布にしたがって積分する方蛙とる（図4．5．1＄

照）・各要素についてこの作業を繰り返し，最終的な平均化Covarian㏄行列を構成する．

　　　　角度θの臨　 散乱ベクトル

　　　　　＼〆τl　k、．＝［u、］k、　　聡的な平均化
　　　　　　N　　　　1

　　　　　　　’・1　　　↓
　　　　　　　　1”、【C（9）］＝k、、kiv⇒〈｛C（・）ザ∫rq・）lp（θ）dθ

　　　　　　　　l　　C・variance行列

　　　　　　　　1　　　　［∫醐］⇒15釧　　　　2次紺量を回転して平均することに継

　　　　　　　　　　　　　　　図4．5．1　数学的な平均化

4．5．1HV偏波基底の平均化Co∨ariance行列

ま3r・式を簡単にするために・　［∫醐ト1：織＝［副　　く4．5．1al

とおき，HV基底の要素と小文字a，　b，　cを同じ意味で使う．回転前の散乱ベクトルは

　　　　　　　　　　　　　　　kL＝　　晶c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．5，lb）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

となるので，角度θだけ回転したCovariance行列は

　　　　　　　［C（0）HC（加）］＝丘志＝［U、］刷［び，1㌧［び、］［C（一剛［U，］t　　　（45，2）

にて与えられる．したがって平均化Covariance行列の理論値は次の式となる．

　　　　　　　　　　　〈［C（θ）▲〉肝イπ［C（・）］P（θ）d・＝〈［C伽）】〉　　　蹴

これからく［c（・）ザの要素を勅ると以下のようになる・この計算は大変であるが試（4．2・9）から直接

導出してもよい．

　　　〈1　S・・　12＞＝1　a　121，＋lb　12　・・＋ld2∫・＋2R・いり1・＋2　R・　（a　・’）　1・＋2R・〔bcり1・　（4・5・4al

　　　〈1s，v　12＞＝1　a　12　・・　＋1　b　12　1i＋1・121・＋2R・＠り1・－2R・（acり・・－2R・｛b　・’）　・・　仏5紬）

　　　〈1　Shv　2〉」≒α12訓・∫，＋Re　（　c’（　b一小　　　　（4．5．tC）

　　　〈s．　sX＞＝（目2＋｝　b　12）　1・　－1　・　12　13＋αピ11＋蒔1・＋恒一α・り1・＋〔a“・　一　b／d）　16　　（4・5・4d＞

　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ

　　　（Shh　siv〉＝捏≒ゴ1，尋占…ゴ∫、＋津f°i3＋a・c’・1i。＋b　・’　ig＋1・　12　1・　　　　　（45！回
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ただし，

〈s、，　s；〉　与∫、＋占与∫，一ピ与9i，＋・ガ∫，＋ガc耐・｛2　ls

〈s；、3w＞＝〈s枯5の゜，〈sM　s，．〉＝〈s、、　s；．〉申，（s；．・s．〉＝〈s、．　sx＞’

∫1＝
秩E…θP（θ）de・・

∫イ・in22θP（θ）d・，

∬イ・…θ・in2ep（θ）de　，

1・＝　」。2”　c…2・P（θ）de・，

∫・＝

s・in・e・・s2ep（θ）de　’，

p（θ）は確率密度関数，あるいは角度分布関数である．

工P（θ）de＝1

占＝工・in4θ河θ）4θ

←f。㌔in・θ・…θρ（θ）46

∫・＝
?B㌔n2θ・in2θρ（θ）4θ

∬・＝
x㌔i・2e…2θρ（e）4θ

11イ・…θ…2・P（θ）ゴθ

（4．5．4fi

（4、5．49）

（4．5．5）

（45．6）

どのような角度分布しているかによって，平均化Covari　anoe行列の形が変わってくる．これは夕一ゲット

の分布形態に関連し，できるだけ現実と一致した分布を採用することが望ましい．想定される分布を考

慮して以下の3つを取り上げる（図4．5．2）．

P（θ）＝嘉，

一様に分布

p（e）＝

　　　垂直成分が多い　　　　　　　水平成分が多い

（4．5．7）

（6場・・sO

．θ＝O

H

P（θ）＝毒

　　　　　　　　θ⊥晋

図4．5．2　確率密度関数（角度分布関数）の例

◆鋼晶の場合

確率密度関数を一様と仮定した場合，式（4．5．5）の積分項は以下の数値になる．

・1＝・・＝書 ・，　＝・・　＝s ∬、＝1
Is＝16　＝　ls＝0 ∬，＝一去　1、。＝t （45．8）
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こ栃の値を式（45・4）に代入し，整理すると鞠化C。varian。，行列の要素は鞠な形になってくる．

　　　　〈IS・・　12＞＝〈剛＝1【・＋bl2＋ま自小剛＋姻・実数　（4．5．9、）

61當1㍑1；一オ1α一占ドlld、　：：1：：：：

　　　　〈Shl・　S；v＞＝〈S・・　S；　〉　＝＋S，m｛c・（　a－b）｝　　　　硫数　（4．5．9d）

　　　　〈SM　S・・　〉＝〈　S；・　S・〉＝－Slm｛・・（a－b）｝　　　　櫨数　（4．5．9，）

　　　　T・ace（［C］〉＝〈1　S・・　12＞＋2〈IS、，　12＞＋｛ISvv　1・〉＝1　a　1・＋lbl2＋21，ド＝輌｛S］（4．5．1。）

る：れら嚇で共通に現れる項はla＋bl2・la・・bl2・　1・12・㎞｛c’（　a－b）｝であることがわか

◆p（θ）

　積分項（4．5．5）は以下の数値になる．

　　　∬1＋∬・＝∬鵠・1・＝含・∫・＝・・＝1・＝・・1・＝昔，1、＝一吾．li。＝壱

これらの値を式（4．5．4）に代入し，整理すると平均化Covariance行列の要素は次の形になる．

　　　〈1　S・・　12＞＝含1α12＋昔1わ12＋含1・12＋昔R・（ab’）

　　　〈1　Sw　12＞＝含1司2＋音1わ12＋苦［・12＋青R・（・bり

　　　〈18加12＞＝昔1α一占12＋昔1・12

　　　〈s・h　s；v　〉＝含（回2＋1　b　12－・’41・1り＋昔識含・ガ　撒

　　　く∫励副鵠・｛ガーαり情・’・竜凸　　　　麟数

　　　〈Sh．　s；，〉鵠己（α叫＋持申・音ゴ・　　　複轍

◆p（
|θ噸その場合

積分項（4．5．5）は

　　　∬1＋昔，∫、＝含・1・＝含，…＝1・・＝・s　＝・・∫・＝もト吉・∫1・＝音

なので，平均化Covaria血ce行列の要素は次のようになる．
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（4．5，11）

（4、5．12a）

（4．5．12b）

（45．12c）

（45．12d）

（45．12e）

（4．5．12fi

（4．5，13）
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〈15赫｛2＞＝農｛al±＋念ibド＋蓋lcド＋告Re（abつ

く15卯｜汀＝含｛al2÷・轟ibf＋舎1‘ド＋告Re（αピ）

〈ls、．　12＞＝墨α一bl2＋昔1・12

〈Shh　s二〉＝含（回2＋1占図・1り＋9ゴわ＋昔αピ

〈SM　s；v＞＝昔・（ガー正）＋昔αビー吉占ピ

（s・，　s；〉＝含♂（a－－b）＋書ガ・一吉・a’

（4、5．14a）

（4．5．14b）

（4．5．14c）

（4．5．14d）

（4．5．14e〕

（45．14f）

　式（45、9），（4．5．12），（4．5．14）はどのような散乱行列であっても，対応する平均Covariance行列を算出できる

基本式である．

　表4．5に代表的なターゲットの平均化CoΨariance行列を掲載した．

　散乱行列と平均化Covariance行列を比較して分かることは，平均化Covariance行列の不変性である．例

えば，水平ダイポールと垂直ダイポールでは同じダイポールであっても方向が異なれば，散乱行列の形

が変わる．しかし，平均化Covariance行列では同一である．集合平均値では向きによらず同じ形になる．

したがって集合平均値を調べることによって，ダイポールの集合かどうかを判定できることになる．こ

のことは航空機レーダや衛星レーダでターゲットを識別する際に非常に重要となってくる．

　なお，確率密度関数の違いによって平均ftCovariance行列は異なってくるが，それでも比較的近い値を

とっていることも分かる．したがって，この平均化Covariance行列は理論的参照データとして使うことが

できる．
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表4．5代表的なターゲットの平均化Covariance行列
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4．5．2LR円偏波基底の平均化Covariance行列

　円偏波基底はレーダやターゲットの回転に依存しない基底であろうことは直観的に予想される．そこ

で円偏波基底Cova幽nce行列を調べておくことは意味があると思われる．　HV基底と同様に理論値を調べ

ておく．

角度回転した散乱ベクトルを円偏波基底で表現すれば次式となる．

km（θ）＝［u，1［u，］kL
（4．5．15）

したがって偏偏波基底のCovanance行列は次のようになる．

｛qθ）］胡＝田間丑、刷u、］†回†

　1　s、．c（θ）ド

MS，L（θ）s三乙（θ）

3却？（6）SLL（θ）

苫∫1」L（θ）Sln，L（θ）

21　s，、⑥12

nSR，（θ）sa‘（θ）

Si」L（0）S凪配（θ）

n　s，，（θ）sl～（θ）

1s，，（6）ド

（45．16）

ただし，

Sza聞＝±〔a－b＋」2・）〆白＝3ユび・2e

5品（θ）＝1｛a＋b｝＝Sm

SRn（θ）＝S（b－a＋」2・）ei2°＝∫。。8・2e

（45．17）

確率密度関数p（0）が一定として，角度積分を行うと平均化Covariance行列は次の対角行列になる．

（45．18）

　このように円偏波基底の平均Covariance行列は単純な対角行列であり，対角要素は固有値になっている

ことがわかる．したがって，固有値解析には都合がよい．

一”・独立変数の数はこの固有値の3つであり・他の偏波行列より1つ少ない・　IM｛c’｛a－b）｝はこ

れらの固有値を展開することによって導出できるが，explicitな形で現れないために分解・分類などには

あまり適していない．
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4．6　平均化Coherency行列の理論値

Ceherency行列には数学的な直交性があり，同時に散乱メカニズムも表しているので有用な行列である．

Covariance行列の場合と同様に散乱ベクトル輪を利用して平均化Coherency行列を求めておく．

　回転前の散乱ベクトルをk，，回転後の散乱ベクトルを輪（e）とすると次のように書くことができる．

　　　　　　　k・＝去㌶　此・（θ）＝飛欝

これらの散乱ベクトルの関係は，式（4．2．9）と次の回転行列にて簡単に表すことができる．

　　　　Shh＋Sw　　　　1　　　0　　　0　　　SHH＋5w

　　　　㌔lw＝　1端瓠：鵠85〃㍍lw　　⇒　kp（o）＝「Rp（e）｝k・

ただし・［R・　（e）　］　＝i蕊蕊・回転行列

したがって・臨後のC・he・・n・yfi列I　T（e）］は回転行列［Rp（θ）】を使って次のように表される．

　　　　　　　　［T（θ）1；k・（e）　k＄（θ）＝［R・（・）1刷［R，（θ）HR，（θ）］間Rメ6）r

　ここでも3種類の角度分布関数を考慮して，角度θについての積分平均化を行ってみる．

　　　　　　　　　　　〈［T（θ）］〉＝r［T（e）］P（θ）ゴθ

◆P（θ）＝止の場合

　確率密度関数が一様と仮定した場合，平均化Coherency行列は次の表現式となる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　去Ia＋bI2　　　0

　　　　〈［T（0）］〉＝止∬π［T（0）］de＝　o　tla－bl2＋1・12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　－」㎞｛c’　（　a－b｝｝

　　　　　　　T・a・・〈［T（・）】〉＝】al2＋lbl2＋21・12＝輌［∫］

この形式から，C・h・・en・y行列でもla＋b　］2，la－b　12，1・12，

なっていることがわかる．これらは重要な偏波指標となる．

◆P（0）－S・ine，P（e）”Sc・se噛合

　　　0
ノ㎞｛ピ（α一占）｝

kla一列ユ＋lcl2

｛4．6．1）

｛4．6．2）

｛4．6．3）

（4．6．4）

（4．6．8）

（4．6．9）

｛4．f［1奪）

Im｛・’｛⇒｝の尋つ灘立要素と

平均化Coherency行列の導出は複雑になるが，以下の式を導くことができる．分霜関数のsin．　cos誌鶉わち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll6
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ず同じ形式となる．

〈IT（e）1＞＝

　　きla＋bl2

－↓（a＋b）’〔a一司

　一｝c｛a＋b｝’

　一1（・＋の（召一吋゜

　藷1α一b｛2＋tS61・1’

吉・｛α一吋’一昔・’｛α一わ｝

　　　一｝ピ〔α＋の

舌・’｛α一占｝一昔・（a－b）’

告1α一bド＋醤1・12

T・ace〈IT（θ）］〉＝lal2＋lbl2＋21・12＝Spanlsl

（4．6．　11）

（4．6．12）

　これらの行列を基に，表4．6に代表的なターゲットの平均化Co　he　re　nc　y行列を掲載する．平均化

Coherency行列ではHelixとPlate，　Sphereは分布関数に関わらず同じ形になる．　DipoleやDiplane←Dihedral

cerfier　reflector）では分布関数によって異なる値をとるが，数値的には近い値であることが分かる．

表4．6代表的なターゲットの平均化Coherency行列
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なお・C・h・・e・cy行列で0麟と・・n・－ze・・要素xの醐形態によって次のように名前が鮒られている．

　　　　Reflecti°n・symmetry　R。tati・n・Symmetry　　AZimUthel　symmetry

　　　　（P］〉＝11i！　　　　il；　　　　ii！

4．7　平均化Kennaugh行列の理論値

触臨した散乱行列から導かれるコヒーレントなK・nn・9h行列を［K（θ）1とすると次の式となる．

　　　　　岡2＋21量12＋ls・・　12国ユ；1礼1㌦｛⑭州〔∫鮎剛

［K（0）］＝『12岡2－21警12＋岡㌦｛ぷ｝lm｛（畔｝

　　　　　　　R・｛｛∫⇒晶｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　R・｛〔S・h・一・S・｝S；v｝1　S・・　12＋R・（S・・　sX）Im〔Shl・　S；）

　　　　　　　Im｛〔S・・　一　S・　）　S；，｝Im｛〔SM＋S・｝S；v｝　Im　（　Shh　S“　）1∫恥トR・（Shh　S；v）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4．7．1）

一様な麟分布を想定レ　　〈［K（θ）］〉＝班［κ帥θ　　　（4，7．2）

によって平均化Kennaugh行列を求めると次式のようになる．

〈IK（θ）］〉＝

S（門2＋2」cl2＋lb12）

　　　　　　0　　　　　　⊥
　　　　　　　　　　　　　4

　　　　　　0

Im
oc’｛a－b）｝

　0　　　　0

1a＋bl20
0　去ia＋b　12

　0　　　　0

Im｛c’（a－b）｝

0

0

1　・　12－一　Re｛ab’｝

（4．7．3）

　平均化Kennaugh行列は4×4の実数行列であるが，0要素が大幅に増えるために意味をもつ偏波パラメー
タはla＋b12，1・12，　R・｛a’b｝，　lm｛・’（a－b）｝の4っだけになる・

なお，　　　R・｛α叶十＋b12－la－b　12）

なので・c・⊇ace，c・he・ency行列の場合と同様にl　a＋b　12　・1　a・b　12，1・12　，　lm｛・＊（a－b）｝を独立な

要素としてとらえてもよい．
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4．8基本ターゲットの平均化偏波行列

　一様分布を仮定した代表的なターゲットの平均化Covarlance行列，　Coherency行列，　Kennaugh行列を表

4．8に示す．どの行列も対角成分の和が1（7raee＝1）となるようにしている．また，　Trace＝1は総電力が

1であること意味している．

　これらの行列を見比べて，どの行列を用いてどのようにターゲット分類するか考えることは興味のあ

ることである．これらの行列は，ターゲット分類における重要な理論的参照行列となっている．

表4．8代表的な夕一ゲットの平均化偏波行列　（－race＝1）

Target

Covaria垂ce　matrb［

q｛αe）1〉・

Coherency・na臨

ｭ［τ杣」
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1　づπ一1
m〃　　2　－j寝
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12
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O　1一ノO　j　1
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1　0　0－1
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O000－100　1

斑ght－he撫
⊥4

　1　」π　一1
黹m47　2　ノ」互

黷P一ノπ　1

上2
0　0　0
O　1　／0－j1

ユ2 1001O000O000P001
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4．9　偏波行列の相互変換

今までの偏波行列の関係とその変擬図示すると，図4．9」のようになる．互いの行列力Sユニ列変換

で結ばれており，散乱行列が与えられればどの行列でも直ちに導くことができる．

Covariance行列とCoherency行列のユニタリ変換

　CoΨarianc♂〒列とCoherency行列は3×3の複素数行列であり，4．3節で述べた散乱ベクトルを使って以下

のようにユニタリ変換で互いに変換可能である．

　　　　　　　　　　　［c（HV）］＝輪婦・，［T］＝此，婦　　　　　　　　　　　　（4．9．i）

　　　　　　　　　　　k・＝［　u・］k　HV　I　u・　］＝S；》÷　　　　　　（4．9．2）

　　　　　　　∴［T］＝刷＝［U，］砺刷U，1㌔｛U川C（瑚1囲†　　　（4．9．3）

［U，］はユニタリ行列であり，　D・t｛　U．］＝1だから，数学的にはC。variaficeti列とC。h，，e。cy行列は等価

であることがわかる．したがって，含まれる情報は等しいと考えてよい．

HVとLR基底Covariance行列のユニタリ変換

　　　　　　　　　　　［C（『＝隔鴫，［C（ta）］＝㌔誌　　　　　　（49．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ij亮「－1
　　　　　　　　　　　k・・　＝［　U，］k・・，　［U．］＝｝ljn・」VII　　　　（4．9．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－U厄1

　　　　　　　∴［C（LR）1＝此晶＝［　U。］k　。。　kt。。［U．　］t＝回［C（HV）］［U，　］†　　（4．9．6）

この関係式から，直線偏波基底のCovarian㏄行列と円偏波基底のCovariance行列は等価である．

Mueller，　Kennaugh行列と他の偏波行列の関係

　散乱行列からMueller，　Kennaugh行列を導く方法は，第3章に示したとおりである．逆に戻す方法は2次

統計量を求めておき，相対散乱行列要素に代入すればよい．
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モで1一㍍か””1’iii、一・i．・

　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　　　Sc甜ering　vector

　　　　　　　↓c・herency

matrix

＝［u。］〈｛c　（hrv）］〉［　u。］†

詫三1” @　　IiR　c圃崎邸is

　　i鞠L→｛5畔蕊
灘幽　　　＝圭；｛［剛｝｛

　　　　　↓Sca鵬血g＿↓

　　　　　↓C・v㎞㏄ma垣・↓

→
　　　　　　HV　basis

Unitary、tr、nsfe，mati。n・matrix　回＝去

　　図4．9．1偏波行列の基底変換関係

＝聞〈［c（珊」＞1　　　　u。1†
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

4・1　O　Bistatic　radarの偏波行列とパラメータ

　送受信の位置が異なるbistatic　radarでは散乱行列の要素がすべて異なる．

　　　　　　　　　　　　　　　国＝1鷲Shv≠s，、

式展開を簡単にするために・　　国＝圃

とおいて散乱ベクトルを導くと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T
　　　　k・＝T・ace　（　［　s　］　6・）・輪・（［s］　6i｝・　T・ace（［∫］σ、｝，　T・ace｛｛s］σ3）

ここで，展開基底行列として

　　　　　　　σ・＝；：σ・＝？8σ，＝：；σ3＝1？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aを選べぱ　　　k・hv＝（S・・　S・，　S。h　S．．）T＝IE

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

また，Span＝1のPauli基底をとれば，

6・＝g69　ぴ＝毒1∴　砺＝毒？6　句＝晶■

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a＋b
　　　　　　　喘（s・・＋s・s・・－Sw－Shv＋s・hノ（s・・　一　s・h））T＝去㌶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」（c・　d）

となる．これからCoherency行列を作ると

　　　　　　　　　　　　　　　　2Ao　C一ノD王「＋jG　L－」・K
　　　　　　　［T］＝〈た，畦〉＝：亡］8芸烙～1」『8二翌

　　　　　　　　　　　　　　　　L＋jKM＋jN　J－jl　　2且

が得られ，16個のパラメータが出現する．

　　　bistatic　parameters　2AO，2A，　BO＋B，　BO－B，　C，　D，　E，　F，　G，　H，1，　J，　K，　L，　M，　N

　　　monostatic　parameters　2AO，　BO＋B，　BO－B，　C，　D，　E，　F，　G，　H

嬬波行列

（4・10．1）

（4．10．2）

（4．10．3）

（4．10．4）

（4．10．5）

（4．10．6）

（4．10．7）

（4．10．8）

これらのパラメータはHuynenによって命名されたもので，その内容は表4．10．1に示すとおりである．また，

Kennaugh行列でも同じパラメータで記述することができる．
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A。＋Bo＋A　C＋1
　　cイ　Ao＋B－A
　　H－N　　　　E。、K

　　F‘－L　　　　G－M

　　　　　表4．10，1

　H＋ノV　　　F＋L

　E＋K　　　G＋M
Ao－B－A　D＋J

D一ノ　ーA。＋B。－A

Bistatic　vs　monostatic　parameters

Huynen
oarameter

Bistatic Monostatic Note

2Ao ±1・＋占r ⊥2

1・＋bi2
Generator　or　target　symmetry

80＋β
⊥2

α＿占
2 ⊥2

ロ＿b
2

Generator　of　target　Non－

@　　　　symmetry

80一β
⊥2

c十d
2

21・」2
Generator　of　target　irregularity

C
↓（1α12一川り ÷／α12－lbl〕

Generator　of　target　global　shape

@　　　　　　　　（1inear）

D Im｛αガ｝ Im｛αピ｝ Generator　of　target　local　shape

@　　　　　　（curvamre）

E 去R・｛⑭’⑭｝ R・㍍一占）｝ Generator　of　target　local　twist

@　　　　　　（torsi皿）

F
；Im｛　　　　　　（c＋め（a－b）｝

Im｛・』）｝ Generator　of　target　global　twist

@　　　　　　　（helicity）

G
；㎞｛（・＋の゜（α＋占）｝

Im両＋b）｝ Generator　of　target　local

@　　coupling（Glue）

H
去R・｛（・＋胡’（α＋旬｝

R・極＋占）｝ Generator　of　target　globaI

@coupling（Orientation）

∫
｛R・｛ノ（・一胡（・＋の’｝

」
一去lm｛ノ（・一胡¢＋の゜｝

κ
一｛lm｛」（・一め（α＋占ブ｝

　　BistatiC　scattering　matrix

早∞g靴⇒1；

@　　FOr　InOnOStatiC　CaSe，

@　　　　　　　c＝dム
去R・｛」（ひめ⑭’｝

Not　AΨailable

M
；R・｛」（・一胡（a－b）中｝

8・＝ 祉ｿ一わ2＋去1・＋412

a＝⊥α＿占　　　4

N
一去lm｛　　　　　　　　　　　●ノ（c一胡（a－b）｝ 2一去1・＋4ド

祖
12

一1・・412
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POLSAR　data　anaiy§is

第5章　偏波データの解析

偏波レーダでは観測された散乱行列から散乱メカニズムを引き出し，その散乱メカニズムから夕一ゲッ

トを推定することができる・夕一ゲットを推定する逆問題はリモートセンシングの根幹をなすものであ

り非常に重要なテ　マである・偏波レーダの利用目的は，偏波情報を利用していかに希望するターゲッ

トを識別したり，分類したりするかという点にある．これらはレーダ分野で

検出①etectien） 同定（ldnetification）　分類（Classification）

と呼ばれている・Polarimetryでは散乱メカニズムに分解することから，分解あるいはDecompositionとも

呼ばれている・偏波レーダを使えば単一偏波の場合よりも利用できる情報量が増える利点がある．しか

し，どのような指標を用いたら分類・識別・同定に最も都合がよいか未知な部分も多い．対象とするター

ゲットに固有の現象もあるので，それを探し出すことも大きなテーマである．従来から一般的に行われ

ている方法として

・数学的手法（相関係数，固有値など〉

・物理現象にfittingする方法（散乱メカニズムの利用）

・両者を組み合わせた方法

などがある．以後の章では，偏波データの解析方法を考察する．具体的な内容に入る前に共通的な事柄

を述べる．

データの種類

　偏波レーダで取得される基本データは散乱行列である．その中で例えばレンジプロフ4　一一ルの1次元デー

タ，POLSAR画像のような2次元データ，あるいはレンジデータを時系列に組み合わせた2次元データ，

さらに埋没物体の3次元イメージングのような3次元デ・・一・…タがある．ここでは主にPOLSAR画像の2次

元データを考察する．POLSAR画像解析と2次元偏波データ解析は同じ意味で使う．

偏波成分の表紀と配色

　POLSAR画像では挺のように一つの画素（pixel）に散乱行列，あるいは対応する偏波行列が入っている．

Fttlly　Polar三metric　SAR　Image

pixeI

　　　　　　　　　　　　　Color

　　　　　　　SHH　⇒HH　　Red

　　　　　　　Sew　⇒HV　　GTeen

　　　　　　3w⇒W　BIue

図5．1POLSAR画像のデータ

散乱行列要素　｝；｝ISHHなどと表す必要があるが，成分同士の関係では添え字だけを取り出し，朋などと書

くことも多い．　　　SHH⇒朋　　　　　Snv⇒Hy　　　　　Sw⇒W
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POLSAR　data　analysis

また酒像として赫する際に薄一融｝砒べてeSW・fiが多いので，単にグレースケ→レ鮒で表

示することはできない編蹴分を色分けしたカラ樋像が使われているtカラー餓するときに喘

波成分に対して

　　　　　　　HIH　I　Red（R）　　HV・G・㏄・（G）　　VV・Blue（B）

　　　　　　　HH－VV　I㈹　　　HV　I（G）　　　HH＋VV・（B）

のように配色するのが一般的であるこのRGBの色割当てが世界的に共通に使用されているので，この

配色にしたがった方が無難であろう．

偏波データサンプル数と解析方法

　SAR画像解析でははSp㏄kleノイズ低減のために，ピクセル値の平均によってその領域の代表的な偏波

情報を得ることが多い・有限と無限のサンプル数の違いによって独立な情報量が変化するので適切な解

析手法を選ぶ必要がある．例えば，サンプル数が1っの場合は，ピクセル値1つに対応した偏波解析とな

り・コヒーレントな解析手法が必要である．サンプル数が多くなるにしたがってインコヒーレント成分

が増加し，インコヒーレントな解析が必要となる．集合平均では有限個のサンプルしか扱うことができ

ないので，このサンプル数もデータ解析では意味をもってくる．十分に多くのサンプルをとれば，中央

値の定理より理論平均とデータ平均は等しくなると予想されるが，データ平均でピクセル数を多くとる

ことは分解能を劣化させることにっながる、さらに，ピクセル内に異なる偏波特性のターゲットが多く

含まれている場合には，何を平均しているか不明になることもある．したがって実験データを見ながら

考察することが肝要と思われる．図5．2に解析方法のイメージを示す．

データ平均化では，〈s。．Sh．〉のような齢L行順素の2次統糧を扱い，単に平均をとるだけでよい．

理論平均は回転による平均である．第4章に示したように，よく使われる偏波行列にはCovariance行列，

Coherency行列，　Mueller行列などがある．データ平均によって偏波行列に含まれる独立情報は9個となる．

理論的な平均からは，回転不変成分として4個になる．ピクセルを平均する過程で独立要素が9個から4個

に減少してゆくことになる．図5．2のようにサンプル数と対応する偏波行列の比較によって，偏波情報を

解析したり抽出することが多い．

　さらに，どのような偏波行列を使うかによって，偏波データの解析方法も変化に富んでくる．偏波デー

タの共通特性として，偏波によるターゲットの散乱メカニズムの違い，そして，自然植生などのターゲッ

トではReflection　Symmetryが成り立つ点を考慮する必要がある．

　この章では，まずコヒーレント（ピクセル毎）の散乱メカニズムの分解方法を考察する．散乱行列の

直接比較による散乱メカニズムの導出とCoherency行列による散乱メカニズムの導出方法を紹介する．ま

た，6章から8章に今までに行われてきたPOLSAR画像解析の代表的な方法を紹介する．
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Data　averaging N　samples

↓ Theoretical　expansion ↓

回
〈［T］〉＝Je［T（θ）］P（θ）de

コヒーレント解析 インコヒーレント解析

相関係数　　固有値，エントロピ　　散乱電力分解

学的　　　　　　　　物理的

偏波データ　　　　　　　　　偏波行列，偏波ベクトル

@　　　　　　　　［S］，k，〈［C］〉，〈［T］〉，〈［K］〉

､通する特性　　　（回転不変な偏波情報は4個）

E散乱メカニズム
E自然植生ではRenectlon　Sylnmetryが成り立つ

@　　　　　　　　〈SHH　SiiV〉《5w5編〉－o

検出，同定，分類

図5．2POLSARデータの解析方法

散乱メカニズムのコヒーレント分解

　一つの散乱行列から得られる実数の情報量は5個である．散乱行列の2次統計量としてはCovariance，

Coherency行列要素などで示されるように9個存在する．そこで，散乱行列の5個あるいはCoherency行列

の9個に対応するしたコヒーレント分解を考える．データとしては一つあるいは数個の散乱行列を対象と

する・実開ロレーダで数ピクセルのデータを解析する場合に都合のよい手法である．
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5．1　円偏波散乱行列の3成分分解

　　　　　　　　　　　　　POLSAR　data　analysis

（Ks，　Kd，　Kh：by　E．　Krogager）

金属ターゲットを想定した鰍行列の麟分解法がある．鋸ターゲットとは字のごとく鋸ででき

ているバーaドターゲットを指し・灯物体を想定している・　199・年はじめにデンマークのEK，。9、g，，氏

によって考案された分解方勘4］で・散乱行列を円融基底に変換し，散舌Lモデルとの対比により分解

する分解法である．

散乱行列自体は偏縫底によって変イヒする．　HV基底で瀧したターゲットの散乱行列はm偏灘底

で測定したものと異なる・また，図5」Jのようにレーダビーム内でターゲットカt回転したら調じew9

底の中でも要素の値が変わる・どのような基底が分解に便利か，まず，HV基底と円偏波基底での形式上

の違いを再度見てみよう．既に偏波平均行列の章で示したように基本夕一ゲットの散乱行列は表のよう

になる．

v
■

’
’

’

’
’ θ

’、

’
’

’

’ H’

target

図5．1．1回転したターゲット

表5」．1散乱行列の表現方法の違い（HV：LR）

Sca仕ering

高≠狽窒奄

・・

E匙　こ・　　cト　　　　　　　　　　　　　，“’

　　　c蝕6嘔】嚥

C、　，駈鯨一・無趣
τ

C血cular　1舵L

~3厄．

?]

Plate，　Sphere
1％1

Dihedral　CR

cos　2θ　一sin　2θ

黷唐奄氏@20－cos　2θ

松一畑　　0

@0　＿θ畑

e畑　　0

O　＿e一幽

Dipolew丘e

・・s2θ一去sm2・一去・in2θ・in2θ

⊥2

ε“燭
上2

e」28 @一ノーノー〆鵠

Left．helix

ε」29

Q

1Jj　－1 0　　0
O　＿已坤

ε」ユ6@0
O　　0

斑9ht－helix

ピ∫29

@2
1一ゴ

[ノー1

ε一ノ2白
O0　0

0　　0
O　＿ε一堺

　直線偏波では，球や平板は全く角度依存性が無い．Helixは全体の位相が変化するのみである．一方，

方向性をもつ線状ターゲット，Dihedral　corner　reflector（diplane）では要素の変化が著しい．レーダから観測

したとき，ターゲットがどのような角度に配置されているか不明なので，ターゲットの識別・分類には
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POLSAR　da｛且analys已

角度に依存しない基底をとる方が望ましい．

　円偏波では，角度回転による要素の振幅変化がない回転不変な性質を備えている．重要な点は，要素

の大きさ（i　or　O）比較によってターゲットを分類できる可能性である．そこで，散乱行列の要素の大きさ

のみに着目し，散乱行列を分解するアルゴリズムを考える．

5．1．1　散乱行列の直接分解 基本3成分（sphere，　diplane，　helix）分解

散乱行列は一般に

［s（剛＝
SHH　SHV

Snv　Sw
a　c

c　b

s＋d　　c

c　s－d
（5．1」）

のように書くことができる．この散乱行列をPauli　matrixによって次の形に分解してみる．

HV基底
SHH　SHV

SHV　Srv

s＋d　　c

c　s－－d

　一般

＝s
10
0　1

＋d 1　0
0　－，　1

sphere，　plate　　diplane

十c
0　1

10
others

（5．1．2a）

XY基底
Sxx∫xy

Srx　sγy

ぷ＿‘　ゴ

ゴ　s＋‘
＝s

10
0　1 一c

1　0

0＿1
＋d

0　1

10
（5．1．2b）

LR基底
s」［↓Sca

SRL　SRR

d＋ノc　Js
／s　－d＋ノc

＝ゴc 10
01

＋d
1　0

0＿1
＋」5

0　1

10
（5．1．2c）

となる．これらの式を比較して分かることは，どのような基底でも同じ形の直交行列が出現することで

ある。これらの基本行列はPauli　matrixと呼ばれ，次のように定義されている．

60＝
10
0　1

，　61＝
1　0
0－一　1 ， σ2ニ

0　1

10
（5．1．3）

Pauli　matrixは互いに直交条件を満たしているので，直交展開に使えることを示している。直交分解して

おけば，分解のuniquenessは保証されるであろう。

　そこでKrogager，　Czyzらは，円偏波基底を使い散乱行列を次のようにsphere，　diplane，　helixの3成分に分

解した．　（残念ながら，展開行列はPauli　ma仕ixそのものではない）

［s］＝e」ip

oe」ep・　K・　［　s　］sphere＋Kd［s　］dip・ane＋Kh［5」｝

Sphere Diplane Helix

（5．1．4）

図5．1．23成分モデル
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POLSAR　d且ta　a血由ysis

LR基底では，右回りHelix成分を含む夕一ゲットに対して，

［s（ta）］＝　・j・・　（　・j…　K・

＝　e∫rp

0／

jo ＋Kd
eずθ一2，e＋Ki

（κd＋κi）ε一」2θ　」κ、幽

　ゴK∫　ei伊・　　　－Kd　ej　2e

e－i2e　O

O　　O

｝

（5．L5）

また，左回りHelix成分を含むターゲットに対して，

［s（ta）］一

o幽賦

＝ε∫甲

0ゴ
ノ0

＋Kd
ε一」2θ　0

　0　＿eJ　2θ

Kd召一∫29　　　　」κ、　e∫ψ・

ノK，典　　一〔κd＋κi）・」・・

＋κ1 0　　0
0　－．　ei　2e

｝

（5．L6ハ

係数K。，　Kd，　Khはそれぞれsphere，　diplane，　helixの散乱行列に対する寄与を示す．そして，

Ksはターゲットでの奇数回反射成分の大きさ

Kdは偶数回反射成分の大きさ

Khは直線偏波を円偏波に変える（Helix）成分の大きさ

を表す．θはターゲットの回転方向角であり，伊は絶対位相，q、はdiplane．helix成分に対するsphere成分の

変位位相を表す．これを一般的な円偏波の散乱行列に対応させる．

［s（u？）　］＝

lSu　1eノ甲皿

lSza　l召」qm

この要素を比較して，

　　　右回りHelix
　　　1　Su　1・」rPa＝（Kd＋κi　）　ej｛　pt－2e］

　　　】　Sm　l　eiePm＝K，　・」〔中蝿＋9｝

　　　15∋εノqRn　＝　Kd　ej｛伊・2e・・｝

一1已司

左回りHelix
1　Su　1　ejiPu＝Kd　ei｛OP－2θ｝

1s、，　1　eノ伊va＝K、　ei（M・¢s＋き｜

ls、，R　l・jePRR・＝〔κd＋κi）ej〔e・2θ・・｝

（5．1．7）

右回りHelix，左回りHelixを統合してKs，　Kd，　Khは以下のようになる．

κ，＝15ロトκ4＝15貼1，κ；＝15砧1－1∫RRlカrl∫山＞1∫貼1

κ、＝15鎮1，κぜ＝1∫凪1，κH3賠H5品1　カrl5・・1＞ls∋
（5．1．8）

角度は
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POLS　AR　data　analysis

θ＝去（伊朋一qu一π）

ψ＝圭（qtt＋（1・RR－　z｝

ψ、＝ψr去（ψu＋qRR）＋π

（5．1．9a）

（5，1．9b）

（5．1．9c）

　このようにして得られたKs，　Kd，　Khを，表5．1．2と比較することにより，夕一ゲットを分解することがで

きる．ただし，ワイヤ成分に対しては

［s］・’㎎＝±（［s　］diplane＋1∫］輌，〕

（5，1，10）

のようにsphere，　diplane成分の寄与がが50％ずつである．

表5．1．2　K、，Kd，Kh成分と基本ターゲットの関係

κ∫ κd κ占

Sphere，　Plate，

@Trihedral
1 0 0

Corner　renector，

@Diplane
0 1 0

W悟，線状物体 0．5 0．5 0

ぽt＞Heli・ 0 0 1

方向角について

　方向角が重要である夕一ゲツトとしては，Corner　reflector（Diplane），Wire，線状物体がある．　Corner

refleCtorについては，　goe回転したターゲットに対して，絶対位相が180°異なる同型の散乱行列が得ら

れる．現在のところ絶対位相を考慮することは困難であるため，Corner　reflectorの方向角は正しいか若し

くは9ぴ変化した角度として現れてしまう．

［　s　］、、p、、ne　（e｝　＝ 召」2θ　0

0　e－」　2e （5．Lll）

［　s　］、、p、ane（，．耐
巴∫2〔θ＋吻　　　0

　0　　e－」2（e＋脆｝

e／2e　O
O　e－」　2e

（5．1．12）

　Wireについては，3成分分解法によりSphere成分とDiplane成分に分解されてしまう．このため，　Comer

refiectOrと同様に正しいか若しくは90°変化した角度として現れてしまうが，　Sphere成分とDiplane成分の

位相差がゼロという条件，すなわちψs＝Oを強制的に指定することにより，正しい角度が得られる．
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POLSAR　d旦ta　analysis

5．1．2　分解アルゴリズム

　散乱行列の分解アルゴリズムは，要素の大きさを基本として図5．1．3のように行うことができる．これ

は成分の大きさに着目して分類していく方法で，演算時間がかからずに実時間で行える利点がある．

　このようにして分解された散乱行列と・その構成要素のKs，　Kd，　Khから，求めたいピクセルを

Ki

Ks＋Kd＋Kh
〔i＝s，　d，　h）

（5．1．12）

の割合で評価する．もし，ある特定の要素が80％を越えているようなら，それで代表する方法である．

κ、＝1∫∋

yeS　　　　　　　　　　　　no
@　　　　l5∋＞15、Rl

　　κ、＝15，R1

�P∫此Hs照1

　　κ、＝1∫」

ﾈ；＝臨H5江1

κ1

κ、÷κd＋κh

ﾆ＝4（ψrψrπ｝ψ＝1（ψ・＋孕・・一π）ψ。＝ψr圭（ψ江＋輪｝＋π

（匡＝晶占｝

Mapping　to　basic

Pget　Ks，　Kd，　Kh

ee5．1．3　円偏波基底での散乱行列分解アルゴリズム

5．1．3　各種ターゲットの分解結果

　複数のターゲツトを並べ，FM－Cw　POL　SARで散乱行列を取得した後に分解・認識を行ったll16］．ター

ゲットの配置は図5．1．4に示すとおりである．奇数回反射するタV・一一ゲットとしてPlateを2種類，偶数回反射

するターゲットとしてCorner　reflectorを4種類，図に示すような角度で配置し，　Wireの様なターゲットと

して線状物体を1個配置した．この線状物体とは，1（iCm×8cmで厚さlmmのPlateを垂直に立て，8mm間隔

で！O枚並べたものである．分解結果全体と成分毎の結果を図5⊥4に示す．これらの図より非常によく分

解・分類できていることが分かる．
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diptane

（10×10cm2、9吟

diplane　　　　　　d三plane

　（4×4CM2，0《）　　（8x8cm2．0『）

夕一ゲットの配置

o「P■ ■白F■

分解結果全体

■v■■

1100％

50％

0％

図5．1．4　3成分分解結果

Wireタ・一ゲットの方向角を求めるため，線状物体を3個，図5，15（a）の様にそれぞれ90∵4託45°に配置

して測定を行った，オリエンテーション角の測定結果を図5．i．5（b）に示す．3つの線状物体の方向角がほ

ぼ正しく認識されていることが分かる．

線状物体（9ぴ）

　　　‘線状物体（45°）

図5．1，5（a）ターゲット配置図 図5．15（b）認識した角度
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POLSAR　d紅a紐alysis

5．1・．4　他の分解法との比較

　Ks，　Kd，　Khをew基底成分で書いてみると，

　　　｛s（HV）］一［f　s］⇒［s（剛＝1：㍑＝｛㌶；㍑2

これから次のことが分かる．

　　　Ks＝ISm　1－－51a＋bl：奇数販射，1回反射麺散乱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　散乱ベクトル成分と等価．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　通常，この項は最も大きな値をもつ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Coherency．　Covanan㏄の場合に近い．

　　　K・　－1　S・・　1＝　S1　a－b＋ノ2ClあるV・はκ、＝1∫，，1＝｝lb一殉∋・2唖射

　　　　　　　　　　　　　　この2乗は集合平均行列の固有値に等しい．

　　　　　　　もL，　・＝・ならκ・引α一blとなり，散乱ベクトルと等価になる．

　　　　　　　図5．1．4の実験結果はこの場合に該当している．

　　　　　　　しかし，c≠0の場合は2回反射成分としては少しおかしい．

　　　　　　　集合平均をとれば，固有値に対応していることになる．

　　　Kh－±1｝a－b＋」2cl－lb－a＋j2松ll　・Helix散舌L

　　　　　　　もし，c＝OならKh　＝Oとなる．図5．1．4の実験結果はこの場合に該当している．

　　　　　　　もし，c＝0なら集合平均CoΨarian㏄行列固有値の差に似ている．

　　　　　　　〔）L，・PL・・x3）＝（Sla＋b　12・tl　a－b＋」丘1ユ・去1□批1り

　　　　　　　の大きさ順になっているであろうからAnisetropyに関連していることになる．

　したがって，Ks，　Kd，　Kh分解法を集合平均に適用すれば，円偏波基底での固有値解析とほぼ同等の解析

となる．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POLSAR　data　analysis

5．2基本ターゲットによるCoherency行列の4成分分解
　　　　（Plate，　Diplane，　Wire，　Helix）

水平方向から角度θだけ回転した基本夕一ゲットのCoherency行列は表5．2．1のようになる．

　　　　　　　　　　表5．2．1角度回転した夕一ゲットのCoherency行列

Scatte加g　ma垣x

@　　15（θ）1

Sca杜eHng

@vector
zθ）

Coherency　matrix
@　　［T（o）1

Plate
⊥拒

200

100O00O00

cos　20　－sin　2θ

黷唐奄氏@2θ　一cos　26
π

　　O

モ盾刀@20

|sin　2θ

0　　　0　　　0
@　　　　　　　　　　　sin　4e

Diplane

0　＿

O　cos22θ＿
@　　　　sin　4θ

@　　　　　　2

　　　2

唐奄獅Q2θ

・・s26－
p・in　2θ一±・in　2θ・i・’・

⊥π

　　　1

モ盾刀@2θ

黷唐奄氏@2θ

1互

　　1　　　cos　2θ　一s｛n　2θ

モ盾刀@2θ　cos229＿sin　40Dipole，

@w口e
一sin 2θ一si垂Sθ

　　　2

唐鴻?Qθ

Left　helix

εノ29 1　／

v　－1

ε」2θ

ﾎ
上2

0　0　0
O　1－」
n　J　I

ε一」2θ e一ノ29

Rig血t　helb［ 2

1　一ノ

[ゴー1 π

0　1一ノ

ユ2
0　0　0

O　1／
O一ゴ1

この表から各Coherency行列を取り出し，分解における展開行列とする．

　　　　　　　　　　　　　0　0　0
He撤　　　［T　］、，，．一｝Ol‡ノ

　　　　　　　　　　　　　0±ゴ1

　　　　　　　　　　　　100
Plate@　　　　　　　lT　lp・a・e－　8　8　8

　　　　　　　　　　　　　　0　　　0　　　0

Dipl・n・　1　T　1、iptane　＝…s・2甲一si弩4甲

　　　　　　　　　　　　　　・－si学甲・in・2甲
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集合平均値とも等しい

集合平均Coherency行列とも等しい

《pは水平方向からの回転角



wire ［丁］嶋＝±

　i　　　　cos　20　 －si】020

…2…s22θ一si ﾁ6
－・in・2e－si S4°・in2　2θ

　　　　　　　　　　POLSAR．　data　analysis

Oも水平方向からの回転角

これらの線形和が実測値に等しいとおく．

　　　　　　　　　　　　　　s〈1　s・・＋Sw　12＞　s〈〔SHH＋5w　x∫朋・一　Sw　）’〉〈〔SHH＋Sw）5緬〉

　　　　〈IT］＞ev＝1s〈（s－∫Wx5・・＋∫w｝’＞s〈1∫－Svv　12＞〈（∫－Sw）sin＞

　　　　　　　　　　　　　〈Srv〔s朋＋Sw〕中〉　（Sew（SHH－Srv〕’〉（2i　s・・　12＞

　　　　　　　　　＝Ps［T　lpt。，e＋Pc｛TL，江＋Pd［T　］dip、a。e＋P．　1　T］wi，e

一」r』

mt…§§1＋！… 0

0

0

0　0
1手」

±ゴ1

　Pw
＋丁

　1　　　　cos　2θ　一sin　2θ

…2θ…’2θ一si L4θ

一・in・2・－si垂S°・in2　2e

＋Pd

0

0

0

　0　　　0
・…2甲一si tΦ

一竿・i・2　2rp

（5．2．1）

ただし，〈〉は集合平均であり，数ピクセル分あるいは1ピクセルのみを対象としてもよい．また，

P，，P．，　，Pwは展開係数で直接電力寄与を表す。式（5．2．1）の要素を比較し，次式が得られる。

Tn・　　　｝〈i　SHH＋s　・v　12＞＝Ps＋豊　　　　　　　　　　　　　　　（5．2．2）

Ti・・
@s〈〔s・H＋5wx∫－5w）’〉＝誓…2θ

T21・
@↓〈｛∫一＋　s・・　）’（　SHH’　一　・S　int）巳c・s2e

　　　　　　　　　⇒Re〈〔SHH＋S・v）〔SHH“S・・）’〉：P・　c・s2θ，　Im〈SH，・stht＞＝・とみなす・

　　　　　　　　　　　　　⇒〈ISvv　12＞一く酬2トP．。・・2θ　　　　　（5．2．3）

T13・　〈sin（s・H＋∫w｝〉＝一争・in　2e

T31・　〈SHV〔SHH＋Sw〕’〉＝一与sin26

　　　　　　　　　⇒　R・〈2・slV〔SHH＋Sw）〉＝－P・・in・2・lm　（sW（SHH　＋Svv）〉＝・と見なす

（5．2．3）．（5．2．4）より P．　：R・・
q｛SHH　＋　S・・　）（SHH　一一　S・・　）’〉＋Re2（2　slV（SHH　＋Svv　）〉

。。S2；＝〈13∋2＞一〈1　S・’・　12＞これからwir，の傾きθが得られる

Pw

（5．2．4）

（5．2．5）
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POLSAR　data　analysis

・一吹i緋く剛｝ （5．2．6）

（5．2．2）より
培〈1・s・…パ2＞一芸

（5．2．7）

Tn：

T32：

（slV〔SHH－Svv）〉・誇一争・・4θ一芸…4rp

〈SHV〔・・一・・ド〉・±・芸一芸・・4θ一争・輌

虚部より
Pc・im〈2・k（…－s・・）＞

　　　　＞

（5．2．8）

㎞〈S：v〔・・一・・）・・な・R・9ht－h・li・㎞〈sb！（・・－S・）〉・・な・Left－・・1ix

実部より ・・
qsin〔SHH－Svv）〉＝一芸・i・　4e　一　’L…4rp

（5．2．9）

T2：

T33　：

9〈1・一・・12＞・芸・芸・…2θ・Pd・…2・

〈・｜・。・り一芸・芸…22e・P，・・n2　2・・

Tn　＋　T33
i〈｜・一・・12＞・〈・1・〃・12＞・吟・Pti

培〈1・一・・12＞・〈・1’・・…12＞－Pe一芸
（52．10）

したがって，図5。2．1のような分解アルゴリズムを作成することができる．

　この手法による分解結果を図5．2．2に示す．この図は研究室で作成したFM－CW　POLSARにてデータを敢

得し，合成開ロ後に分解を施したものである．電波暗室でCalibratio皿を行い，基本ターゲットの散乱行列

を取得し実時間で表示した結果である．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

Sphere wire
dipla皿e

図5．2．2　分解結果

また，ワイヤターゲットの角度も数度の誤差範囲で取得できている．
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P。　＝
Im〈2・SIP（SHH－SVV）〉

im
q2　sin（SHH　－SVI，　）〉

　　　　　POLS　AR　data　ana　lysis

＜O　　Left　helix

＞ORight・h・1｛・

P・・＝
r可；副（SHH　－SVV　）’〉＋R・・〈2・Skv｛5副「

P．＝O

yes

no

θ＝去一似〈』r＞一〈1s・v　12＞）｝

No　wire

9＝O

R・ q2輪〔SHH＋Sw）＞〉・e＝・

　　　　　　　　　　　　　　＜0　θ＝＿0

P。＝s〈i　SUH＋Sw　12＞一争

Pd＝±〈15－5wl2＞＋＜21∫・・12＞一弓

Pd＝0

yes

no

‘P－lt，・・－1

2〈IS．・1ユ〉一誤酬・in　2・

2〈ISHH－S・・12＞ナ互吾・…29

口

Pc

図5．2．l　Coherency行列にょる散乱メカニズムのcoherent分解

138



相関係数

第6章　偏波相関係数

　AIRSARやSIR－C／X－SARの観測による実験的事実として，　Lバンドの周波数帯では平地の草木や自然植
生・森林の領域で〈SHHS；rv＞＝〈Svvs　in＞＝Oとなることが知られている．つまり，2次統計量S．．shvや

SvvShvの集合平均は0となる．この現象はReflection　Symmetryと呼ばれており，　SHHS；｝vの位相がランダ

ムに出現し・その合計がoになるため｝こ起こる現象である・そこで，〈s．．sk．〉やく邸叫の噸を作

ると自然植生の場所では暗く映る．したがって，平地の画像で暗く映っている領域は主に植生と捉えて

もよい．このように2次統計量から直接ターゲットの識別が行える場合がある．

　そこで，ターゲット識別の偏波指標として2次統計量に直結した相関係数が考えられる．複素信号の信

号処理では相関やコヒーレンスといった概念がある．複素信号31（x），s2（x）では，次の恒等式が成り立

つ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　f．b　・，（x）　・；（x）　dU≦f．’1・・（x）　12dU　」．b1・、（x）12．　　　　　（6．・．1）

この恒等式から

0≦

方ω・；ω＃

∬1刷ユ血∬」s2（x）12．
≦1 （6．0．2）

となる．そこで，複素信号Sl（x），

レンスを定義できる．

Y＝

s2（x）を散乱行列要素に置き換え，偏波相関係数あるいは偏波コピー

〈Sl　s；〉

〈s1　sl＞〈s、　si＞
（6．0．3）

〈・〉はデータの集合平均，＊は複素共役を表す．相関係数は2つの量の関連度合いを示し，互いに同一

ならば相関係数は1となり，全く似ていないならば0となる．

　ここでは，ターゲット分類に役立ちそうな相関係数について考える．この式の表現のように，相関係

数とCovahance行列要素は直結している，　Covariance行列は物理的な要素から成っているので考察しやす

い利点がある．

　Covarian㏄行列にはHV基底だけではなく，45　e傾いた直線

偏波基底，円偏波基底などもある．どの偏波基底の相関係数

が夕一ゲット情報を得るのに優れているであろうか？偏波基

底の数は無限にある．ボアンカレー球の中心を貫く直線が1

つの偏波基底に対応するので，ここでは3つの座標軸に対応

するew基底45°傾いた直線偏波基底（XY基底），円偏波

LR基底を考察する．

　偏波基底や要素を含めた相関係数を明示するために次の形

で偏波相関係数γxr－　ABを定義する．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相閥係数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈s．，　sk＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈s。，　s：，s．e　sle＞　　　　　　（6・o・4）

添え字X・γ・A・8はH，　V，　L，　R，　4S°，135°など基底要素である．

6．1　HV基底Covariance行列と相関係数

　HV基底の集合平均Covariance行列は次のとおりである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈s・・　sk．＞n｛s．．　sh，〉〈5縮∫の

　　　　　　　　　　　〈【cl＞「v＝・，t：E’〈s．．　sk．＞2〈s。。　s　、V＞咋冊5の　　　（6．1．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Sw　Sh。〉π〈Swsin＞（5w　8叫

　このCovarbnce行列を相関係数によって表してみよう．要素同士の関係を調べるためにHH偏波の電力

（散乱断面積）

　　　　　　　　　　　　　　　σHH・＝〈s朋3叫＝＜1∫∋2＞　　　　　　　　（6．1，2｝

によつて正規化す…力比を ﾑ1；｝一三R　（6・1・3）

とおき，各偏波間の複素相関係数を次のように定義すると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く∫朋∫の
　　　　　　　　　　　’YHH－w＝Cor（HH，　w）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6．1．4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈∫。。∫副〈s．，sw＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈∫朋∫㌫＞
　　　　　　　　　　　YHH－HV　＝　Cor　（HH，却の＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6．1．5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5朋㌦（s．　slv＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈s．　slv＞

　　　　　　　　　　　Tw＿nv＝Cor（VV，・占nノ）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6，1．6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈5w∫三（s。．　sin

鰍的iこc・Ψari・nce行列〈［c1〉｝ま欄係数と電地によって次のように表現できる．

　　　　　　　〈［醐」蕪隠：⇒　　一

この形式から，非対角項の’YHH－nv，”YHH　一　vv，y．．wが偏波相関係数になることが分かる．
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Refiecti皿Symmetry条件の下では，　Covariance行列は次の形になる．

（｛c剛〉＝σ朋
　　1　　　　0　　躍γ聞．w

　O　　　　2e　　　　O

糎丁緬．w　　O　　　　8

（6．L8）

R・fiecti・n　Symm・try条件が成り立つ自然ターゲットに対しては，8とeの勧比とく5朋5のが瀧でき

ればCovariance行列が決定できる．そして相関係数’VHH－　vvを直接導くことができる．その結果，8とeや

’YHH－vvの偏波指標をターゲットの分類に用いることができる．画像処理では散乱行列要素を直接平均化

するだけの簡単な演算で行える利点がある．

　この性質に基づいて物理的・数学的な散乱電力の分解モデルも構成されている［119］．しかし，
R・flecti・fi　Symm・t・y条齢寸劒立たない場合《s．．sZnt＞≠司∫晶，〉≠・），別の指標を考え出す必要

がある．例えば，SARの飛行パスと平行な市街地の場合には道路と壁面の2面コーナーリフレクタ構造か

ら大きなRCSをもつ散乱波がレーダに戻ってくるが（強度での識別には都合がよい），建物の向きが

SAR飛行パスと平行でないとレーダに戻ってくるRCSは小さい（強度での識別には不都合となる〉．そ

して，小さなRCSの中で交差偏波成分が相対的に大きくなり，その結果として
く5朋叫≠e，・〈　S．，slV＞≠・がでてくる．これらの散乱特性は馴界geftEtYiこ予想されることであるが，

SARの飛行方拷が変わると検出に閲題が生ずることになる．コンクリートで作られている建物は典型的

な人工物であり，これらのターゲットが検出できなくなることは実際上望ましくない．そこで，

RefiectiOft　Symmetry条件が成り立たない場合でもCovariance行列の基底を変えて有効な指標を探すことが

重要である．そこで，各種の偏波基底で相関係数を調べてみる．

6．2　汚偏波基底の相翼係数

円編波基底のCevariance行夢蓼（4．5．16）から相襲係数は以下のようになる．

◆ 乍工．鯉＝i㌔．賠レ転．，，＝

〈41　s，・，・　12－1　s・・－s・・　12＞一ゴ4Re〈SH・’（s－5w）〉

〈ls－8w＋司2＞〈15－Syv　－」　2sivv　1　2＞
（6．2．1）

◆

　　　　　一1rPa－na　＝　ua

4Re
qSHV’　（　SHH　一　SYV｝〉

〈ls－3wP4｛5肝　2＞

￥、、．v，　nl　￥tt．扇∠輪㌍

〈一ノ（s一鍋鮒小一＋Sw）’〉

〈｛輸一3w＋司2＞〈｝』＋s・　12＞

〈ノ（3朋＋Svy　）（　s・・　一　SHH　＋　）’　2s・・　）’〉

（6．2．2）

◆ γu？一　Rn＝｝Y．．癬1∠箏ぽ㌍
（1　SHH　＋　Svv　12＞〈1　Svv　一　SHH＋」2s・・　12＞

エ（6．2，3）

（6．2．4）

王41



相腐係数

Reflection　Symmetryes件が成り立つ場合には，相関係数は次式になる．

◆

◆

’Yu－　RR　＝

〈41　SH・　12－1　SHH　一　Svv　12＞

〈4剛輪一3w1

Y江．m＝1γ江．∋∠tPu．・ue・”

実数 軌』朋＝Oerπ

ぐ2　im　（sh・Svv　）－j　（1　SHH　1・　－1　S・・　12｜〉

〈SHH－s・　12＋41副くSHH＋s・　i2〉

〈2・lm（sk・s・・）－j〔剛訂）〉

（6．2．5）

◆
Vta．・・－1　v，．，．．，，，　1∠rPue．R，・＝

（1　SHH　一・・一　Svv　12＋41輸12＞〈i　SHH＋s・v　12＞

（62．6）

（6．2．7）

Refiection　SymmetryとNon　Refiection　Symmetryの場合を比較すると，式（6．2．1）のYne－uでは興味ある事柄が

わかる．（SHHSin〉・r〈s。，sin＞＝・の場合γ＿は実数となる．もしY朋．此を糠平面上にプ・ットす

れば実軸に位置することになる．一方，Non　Refiection　Symmetryの場合では，　rPu．　RRはii4　O以外の値を

持ち，実軸以外に位置する．したがってTa．neが実軸にあるかどうかで夕一ゲットを区別できる可能性

がある．

R・〈・’（a－b）〉≠・の夕一ゲットと｝まどのようなものであろうか？㎞〈shv（SHH・一・Svv）〉はヘリックス臓

当する夕一ゲットであるが，Re〈c’（a－b）〉に該当する基本夕一一ゲットは角度回転したDiplaneとwireであ

る．これら2つの夕一ゲットの特徴は偏波依存性が強いことである．これらのターゲットが絡み合った

場合は複雑な散乱過程となることが想像できる，もしγrm，uが複素数となる場合，十分多くのデータ平

均をとると0に収束してゆく．その収束過程で’Yt．t　．　RRの位相角は重要な偏波指標を提供すると考えられ

る．

　なお，Vu．m，γu．RRについてもReflection　S　ymmetryとNon　Reflection　Symmetryの場合を比較すると，

位相項に共通に現れる値として15∋2－15訂と21m（ぷのがある．

（Pa．m　＝　tan－i

〈1　SHH　12　一一1　svv　12＞

2㎞〔sh．s．｝
＝一｛PLR－RR （6．2、8）

この位相角はReflection　SymmetryでもN凹Refiection　Symmetryでも出現している．値に多少の違いはでて

くるが，ターゲットを識別するほどの指標にはならないであろう．

以上の考察より，（6．2．2）の位相

4R・
qslV（S朋一Sw）〉

〈1　SHH－Svvドー41s・「Φ　 （6．2．9）
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laReflection　SymmetryとNon　Refiection　Symrnetryを区別する興味のある値であり，　Yu．neは複雑な散乱を

起こすターゲットに対してSensiti∨eな指標であろうことが予想される．また，この位相を利用して斜面

の傾きを検出できることが報告されている［145］一［149｝．ただし，このパラメータはCovarian㏄行列の非

対角成分なので，電力とは直接関係しない．

6．3　45。一・135。直線偏波基底の相関係数

　HV偏波基底を＋45°傾けた直線45°－135°基底をXY基底とする．

から相関係数は以下のようになる．

このXY基底の平均化Covariance行列

◆
yx・．n，＝1　’yxx－vy　1‘e　（pxx－・　vy＝

◆ Yxx－xy”

〈1㌔＋3W卜415酬12＞一ノ4㎞〈SI；V　（　SHH＋Sw）〉

　　　　　　　　〈1∫撒＋∫W＋as・・　12＞〈1　s・・＋∫w－∬叫2＞

　　　　　　　4㎞〈sin（SHH＋Sw｝〉

甲詳汀＝tan－1
　　　　　　〈4岡2－」SHH＋Svv　12＞

　　〈〔5朋＋Sw＋as小一SHHジ〉

〈1輪＋Sw＋as・・　12＞〈1Sw－SUH　12＞

〈（SHH＋s・　一　2s・　）（s・－s朋r＞

（6．3．1）

（6．3．2）

◆ yrv。xr＝
〈1　SHH＋Sw－as・・　12＞〈15　輪1’〉

（6．3．3）

（6．3．4）

　電柱や，ビル角の垂直エッジ稜線など，垂直に立っているワイヤと見なせる構造に対して，γxx．rvの

振幅は1に近いと予想される．また，c＝0ではどの相関係数も実数となる．しかし，　c≠0の散乱特性を

示す構造では，どの相関係数も0にはならないことが分かる．

Reflection　Symrnetry条件では

7xx．xr　＝

Yxx一γγ＝
　　　　　〈i5朋＋s・・　12＋41刷2＞’

〈ISvv　12－－1　SHH　12－j2　im（sh・　s・・）〉

〈1　S・・＋5Wr－41　S・　12＞

rPxx－　rv　＝　O

　　　　　一1｛Pxx－xy　＝　tan

21m（S：．　S，，〉

（6．3．5）

〈1　S・・＋S・　12＋41　S・vv　12＞〈IS朋“一　Sw　12＞
， 〈1　SHH　12　一’1　Svv　12＞

（6．3．8）

臨レーダ醜ではISぽw　P＞41　s・　12が成り立つので，　Yxx．rvの値｝まほぼ1に近くなるであ

ろう．　（ほとんどのターゲットで1に近いと言うことは，逆にターゲットの区別ができないであろう）
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6．4　解析に適した相関係数

偏波基底によって相関係数の表現は異なる．ここでは任意偏波基底における相関係数表現を示してお

く・それには式（42．7）に示した偏波比による散乱行列要素を使えぱよい．

TM－BB＝

〈s。、　s；B）

ただし

（s川　sk＞〈s。，　s；，｝

s　1i告〔∫朋一刷』「三芸（〆㌔一2〆Sew＋Sw）

P＝ 堰♂T鑑i｝器 α＝畑1 i白n伽ε｝

（6，4．1）

（6、4．2）

（6．4．3）

evk｝i，　HH－VV基底ではCt＝。，P＝。なので　輌＝（s：・　s・・〉　卿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く1嗣2＞〈15wD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈41∫調』－3W　12＞づ4恥（SHV’（SHH－Sw｜＞

LL－RR基底ではCt　＝O，　p＝ノ　　Yu．RR　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6．4．5）

XX一汀基底ではα＝0，　P＝1　　Txx－｝rv　＝

〈1　SHH　一　Svv　＋j　2sHv　12＞（1　SHH　・・－s．．－j2sHv　12＞

〈1輪＋S・　12－41　S・　12＞－j41m〈sh，　（　s．．＋∫w｝〉

〈1　SHH＋Sw＋zsr．，　i2＞〈1　SHH＋s・・－zs・・v　12＞
（64．6）

などが導かれる．また，（6．4．2）を使ってqεをパラメータとした相関signatUreを描くこともできる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5㍍〔SHH　一　Svv　　　は含まれていないが，

化サイズ（マルチルック数）を大きくとると位相｛Pu，　一　RRは0かπになる．甲跳汀は0になる．逆に考え

ると，それ以外の位相角をもつ（複素数の）相関係数が計算結果として生じたら，その領域はNon－

Refiection　Symmetry　targetであるといえる．したがってrP　a．　nRと（P　xx　．　yvが0，πかどうかで判定できる可

能性がある．なお，他にもCoherency行列要素などの相関係数も考えられる．　Covarian（x　ti列とCoherency

行列にはユニタリ変換が成り立つ．

　　　　　　　　　　　〈IT］〉＝｝還÷〈［C］＞i』1…　　　（6・4・7）

　前節までどの偏波基底が最も解析に都合がよいか？という観点からHV，　LR，　XYの偏波相関係数を鯛べ

てきた．これらの相関係数表現には4章で導いた偏波独立要素が関わっている．その組み合わせの中で
特に興味のある囎はrPu－・mである・〈1』－Svv　12－41　SHv　12）が正の値か負の値になるかはターゲット

の散乱酬に大きく鯖する・独立蘇のlm〈　）＞

4R・
q　）〉はR・flecti・nSymm・t・’yに近づくにつれて・に収束する・R・flecti・nSym綱では平均

表現方法に違いはあるが，これら2つの平均行列は同じ情報を持っているので，ここまでにしておく．
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6．5　POLSAR画像解析例

　各偏波基底による相関係数に着目して，POLSAR画像を出力してみた．使用したデータは新潟市鳥屋

野潟地域のL－band・Pi－SAR　dataで，　window　sizeは7×7である．まず，図6．5．1に各相関係数の振幅画像を

示す．

Color　composite

iγ・・．・，・1

IHHI

IHVI

lWl

Correlation

Coefficient

　L・band

Pi－SAR　data

　Toyallo，

Niigata，　Japan

fi　y・・．R・1

1　VHH．　w　l

1　y…v・，　HH－vv　1

図65」相関係数の大きさによる画像

1　・EH．v，　1と1・朋．魎．・1の画像｝ま比蜘近く・1・一国・⇒カミ似て・る画像となることが分かる・

1　YHH．v，　［は全体的にノイズ・ような印象がある・1・・一一1は人工髄物の場所で大きな値をも・て

いる．また．lYtL．RR　lは水面など単純な散乱ターゲットで大きな値をもつように見える．

　どの相関係数が最もターゲットを識別しやすいかという点を念頭に図6．5．2に示すBox領域を抽出し，ター

ゲット毎の相関係数値を算出した．ターゲット毎に値が異なる方が都合がよい．理論から予想されるよ

うに円偏波相関係数が最もターゲット毎に敏感に反応していることがわかる．
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図65．2ターゲヅトによる相関係数値の変化
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平均化サイズと相関係数

　レーダによって地上分解能は異なるので，どのくらいの集合平均（window　size）をとるべきか未知の部分

もある・Pi－SARはL－bandで3m，　AIRSARでは10m，　ALOS－PALSARでは20mの分解能である．同じ数だけ使っ

て相関係数を算出しても地上をカバーする面積が異なる．そこで，最も分解能の高いPi．SARデータを選

び地上の距離に換算して相関係数の大きさの変化を調べてみた．図65．3に相関係数と地上分解能（集

合平均サイズ）の関係を示す・この図から，地上分解能として15－20M以上あればよいと考えられる．あ

まりに大きなwindow　sizeをとると高分解能のレーダの利点も失われることになる．

O，B

云

曇゜’6

吉。．4

旦

　　o．2

　　0，8

ス
臣

　　O．6ゴ

盲

巳　o・4

A

C

D

E

02

芸・．8

？

臣住6
匡

ホ・4

董。、

＿　 α8

か・
藁

盲o．4
旦

　　02

　　　　F

　　　　G

　　　　H

td・｛がr口 @　1

IO　　　　　15　　　　　20　　　　　25　　　　　30　　　　　35

　　　　（｝round　Range［m］

図65．3　地上分解能と相関係数
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　次に，相関係数の位相（PRR．U，（Pxx－rrに着目してPOLSAR画像の解析を行ってみた．使用したデータ

は，X－band　Pi－SAR　imageデータセット（Data　No．6012）であり，新潟市西部の領域である．このデータに

は新潟大学やその周辺が含まれている，家屋や大学の建物の向きはSAR飛行パスと斜めに傾いており，

数多くの人工物体があるが，レーダ画像にはさほど強く映らない．図65．4に散乱ベクトルを基にしたカ

ラー合成画像を示す．右下半分が大学である．また，着目する大学内の各相関係数の位相イメージを示

す．

　　　　　sln（PHH＿レγ Sln〔PU－ne si1〔Pxx－rr

図6．5．4　相関係数の位相によるイメージ

　これから，円偏波相関係数のsin甲仏一RRの画像が最も適切であることが分かる．筆者らにとってこの地

域の地形や建物などはよく分かっているので，次に図65．5の中に囲った領域A，B，　C，　Dで9＊9のwindowで

円偏波相関係数の値を調べてみた．図6．5．6にその結果を示す．これらの領域は

：ig

闘

鶉

↓

図6．5．5新潟大学周辺のX－band　Pi－SAR画像

Box　A　住宅地（Non－Reflection　Symrnetry領域）

Box　B　松林（Reflection　Symmetry領域）

Box　C　日本海（Reflection　Symmetry領域）

Box　D畑と松（Reflection　Symmetryを持つ領域）
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に対応している．図6．5．6から分かるように，夕一ゲット毎に相関係数が集まっている特徴が現れている．

そして，住宅地（人工物）では予想されるように（PRR．LLが0やπから離れているt

∫

一1
1

　　　　　　づ

図65．6　円偏波相関係数値の分布

そこで，図65．6を基準に一2π≦tPu－ma≦iπの範囲にはいる9＊9の集合平均を白，それ以外の場所を黒とし

た2値画像を作成し，図65．5にoverlayした結果を図6．5．7に示す．

・・5．・・ve・1・y…g…（P，，．．LL　andt・・g・・vec…〔－2・≦・u－RR≦lt・〕

これから，建物（人工物）が良く検出されていることが分かる．大学の建物の向きはSAR飛行方向と斜

めになっており，RCSが小さくても検出できていることが分かる．

　この結果の妥当性を確かめるために，図65．5に引いたpath　A，　B，　Cに沿ってsin〔φ．，u）を調べてみた．図

65．8にその値と実際の地表との関係を示す．
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図65．8Phaseと実際の地表との関係

sin　rPLL．RRは建物の位置では1に近づき，グランドや道路では0に近い値をとっている．　SARの飛行方向が

斜めになっていても人工物体では大きな値をとることから，位相情報の有用性が確認できる．

　2003年8月20日のPi－SAR　X－bandデータについても円偏波の相関係数を特徴ある領域毎に出力してみた．

図7．5．9のBoxで囲んだ領域に対して，円偏波相関係数を複素平面上にプロットした結果を図75，10，　図

7．5．11に示す．Refiecti。n　Sy㎜e仕y条髄満たすA－Eでは負の実軸近くに集まっていることが分かる．一

方，Pi－SARの飛行経路に対して斜めになっている（傾いている）人工物体や住宅地では，円偏波相関係

数が様々な値をとり，集中していないことが確認できる．

一一一一P卿 解析領域

観測日時

入射角

偏波

周波数

画像サイズ

新潟大学周辺

2003年8月20日

24．4～40．2［degree］

HH　HV　VH　VV
9．55［GHzJ　（X－band）

4000×4000　　（pixel）

ピクセルサイズ1．25×12S［m］

平均化サイズ　10×10（pixeD

パッチサイズ　4eo×200（piXel）

図6．5．9Pi－SAR　X－band　image（2003．．820）
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　　　　　　　　　　　　　　　　／：糎i∵：：「j’．．・・flec…nSymm…y
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　　図6．5．10・Refiection　Symrnetry条件を満たすターゲットの円偏波相関係数の分布

…　　剛，

　　　　　　　　嘩なじ1
・：：二齢を

　　　．傾・き

．，■

Non－refl㏄tion
Symmetry
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　　F－J

図6．5．1　1　Reflection　Symmetry条件を満たさないターゲットの円偏波相関係数の分布

6．6　円偏波相関係数の応用例

人工物体の検出について
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　人工物検出のために，Refiection　symmetryを満たさないターゲットの円偏波相関係数を出力してみた．

図6．6．1に出力結果を示す。

1・p、，．，．1く7π ltp。。一．1＜2π

｛γ．－z、1・0・96

1・P．，一，，i・えx

1γ，、．al・0・96

1σ剖〉－3・dB

lσ副〉一・23・dB

図6．61人工物の検出方法

lrp，，一，．1・2・の条件輔たす樹目画像，さらにiγ・・．・Ll…96の条件でもよいとした画像，また，　RCSを

考慮して1σ6’”1＞－3dBあるいは1σ副〉－23　dBの条件を入れた画像を示している．　OR条件の数が多くな

るにつれて，検出量が多くなっているが，感覚的には2番目のものが良好に行えている印象がある．

植生などの検出について

既に述べたように，Reflection　Symmetry条件

が成り立つ場合，円偏波相関係数は次式になる．

〈SHHsPv＞＝〈S，，sp．〉＝O

γza－RR（0）＝

〈・［・12－1・－b12＞

〈・1・1’＋1・め

もしも，Refiection　symmetry条件だけで円偏波相関係数を比較したらどのようになるか？という考え方も

でてくる．そこで，Y江．RR（0）で正規化した相関係数を定義する［1301．

，　1　ya．。，1

γu－Rft＝ ﾁza－R，（o）＝

〈・1・12－1・－b　12＞つ畔〔a－b）〉〈・1・12＋1・－bl2）

（1・－b・j2・12〉〈1・一叫〉〈・1・12－1・一叶2＞
（6．6．1）

Reflection　symmetry条件が成り立つ場合は，．立．RRは1になるはずである．また，成り立たない場合は，

図6．5．11からも類推されるように，Yl．．．，は1より大きくなるであろう．したがって，全体として1より

大きい値をもつであろう．

　このパラメータyL．maで画像を作成してみると，図6．6．2のようになる．　L－bandとX－・bandでかなり異なっ

た結果になり，散乱メカニズムが異なることがわかる．そしてL－bandではこのパラメータも人工物体（特

に飛行パスと斜めになっている市街地など）の検出に有効ではないかと推察される．
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L－band X－band

図6．6．2　L－band，　X－bandの相関係数Y己．RRの画像

なお，経験的に森林や植生領域では交差偏波成分が相対的に大きいことが分かっている．そこで，植生

領域の検出を考慮して，理論的な根拠は無いが数式を少し変形する．植生領域では相対的に交差偏波成
分が強いのでla－b　12⇒1a－blla－・iと変えてみ・．

γ此．RR（0）＝

〈・剛・－blla－・1＞

　　　1　Vu．，，　1

γu－RR＝
ﾁL．，，（o）

〈・1・1・1・－blla－・1＞

〈・1・12－1・一・12＞一畔（・一・）〉〈・1・12＋1□II・一・1＞

〈1a－・・…　12＞〈1a－・一…12＞〈・1・12－la一訓α一cl＞

（6．6．2）

（6．6．3）

Pi－SARデータで検討した結果，（6．63）の値は植生領域を非常によく検出していることが分かった．以下は

新潟市小針地区の海岸線の松林である．
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第7章　固有値解析

　数学的にみるとCoΨariance行列，　C白herency行列は正定値のヱルミート行列である．そのため固有値・固

有ベクトルによって展開が可能である．一般的なエルミート行列の固有値は物理量と直接対応しない

が．Cevariance行列，　Coherency行列の場合には固有値は電力に対応している．互いにユニタリ変換可能な

ため，どちらの行列を使っても固有値は同じ値になる．また，各固有値に属する固有ベクトルは互いに

遠交し・散乱メカニズムを表す・集合平均を取らないコヒーレント行列の場合はrank＝1であり，集合平

均（データ平均）を取った場合はrank＝3となる．集合平均のCoherency行列は固有値の数に応じて3つ

の成分による直交分解が可能である［112］．

　固有値・固有ベクトル解析には数学的な普遍性がある．例えばPOLSAR画像解析で最大固有値の画像

を描くと，散乱メカニズムに対応した最大電力の画像が得られる．しかし，集合平均を取る領域毎に

〈局所的に）固有値が変わるので，それに応じて固有ベクトルが変わり，その結果，偏波基底が局所的

に変動する．したがって最大電力の画像が得られていても画像中のピクセル毎に偏波基底は異なる．こ

の章では固有値による指標（Entropy，　Anisotropy，　Total　Powerなど〉を用いたPOLSAR画像解析を考察す

る．

7．1　固有値，エントロピー，Angle　alpha

　Covariance行列，　Coherency行列は互いに変換可能なので，　Coherency行列で代表する．　Coherency行列
｛｛T　　］〉は次のように直交ユニタリ行　り回によって対角化できる．

〈｛T］〉＝蓋　］£　k，kJ

　　　　　　　λ10
　　　＝［U，10λ、

　　　　　　　0　0

／／，1［u・］†＝量砧

（7．1．1）

（7．1．2）

ここで，λ1≧λ2≧λ3であり，また

［び・H・1e2　e・　1＝
　　COSα1　　　　　　　　　　　COSα2　　　　　　　　　　　COS　Ot3

sinαI　COsβ1ε∫轟1　sinα2　cOSβ2召」δ2　sinα3　Cosβ3ε」s3

・in　Ct、　sin　3、　eiεi　s血α，　sinβ，・」δ・Sinα、　sinβ，e」δ・

（7．1．3）

（7．1　．1）はデータの集合平均をとる物理量表現，（7⊥2）は数学的表現である．この統計モデルはBernoulli－

processとして表され，散乱現象は確率

P＝　　λL∫

i　λi＋λ2＋λ3
（匡＝1，2，3）

（7．1．4）

で起こる［U3］の列ベクトルe、　e，　e3として表現される．つまり3個の独立した散乱現象の和として表

される・この確率を使ってEntropy　H，　Angle　alphaαが定義されている［102］，［115］．

H＝－P，log3」P1－P21093P2－－P31093P3

a＝Pi　Ot」＋P2α2＋1馬α3

｛o≦H≦1〕

〔o°≦Ct≦goり

（7．1．5）

（7．1．6）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固：有値解析

さて・これらが何を表しているか理解するために，理論的に分かっていることから考察しよう．

7．2　平均化行列の固有値とエントロピrAngle　alpha

　有限個のデータ平均によって作られる偏波行列の固有値と，角度平均によって導かれる理論的な閲有

値は異なるが・理論的に分かっている平均化Covariance行列Coherency行列の固有値から考える．4章の

平均化行列の結果を使うと，以下の固有値表現が得られる、

　　　λ・＝sla＋bl2

　　　λ・－tl・－b＋」2・12＝t｛□12＋1・12＋Im｛ピ（a－b｝｝

　　　λ・　＝　21　a－b－」　2・　12＝　2ia－bl2＋1・ドーim｛c’　（a－b｜｝

　これらを理論的固有値として用い，λi≧λ2≧λ3の大きさ順になるよう並べ替える．

　　　　　　　（瓦刷＝（SI　a＋b　12・kl　a－b＋j2・　12・tla－b－j2・　12）

　　　　　　　ただし，　　　λ1≧λユ≧λ3を想定しておく

固有値が与えられれば，Total　power，　Entropy，　Angle　alpha，　Anisotropyが導ける．

　　　◆Tetal・Power　　　TP＝λ，＋λ，＋λ3

　　　全電力を表し，今まで述べてきた偏波行列の対角成分の和　・Traceに等しい．

　　　◆Entr・py　　H＝i＄1　Pi〔－1・9，P、　）

　　　◆Angle　alpba　　　　　　　　a＝Piα1＋P2α2＋P3　Ct3

　　　　　　　　　　　　　　　　A，一λ，
　　　◆Aniso虻opy　　　A＝
　　　　　　　　　　　　　　　　，1，，＋λ3

　これらのパラメータについて，理論値に代入してみよう．まず，固有値展開は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　λiO　O
　　　　　　　　　　　　　　〈［7『｜〉＝［L13］8『bi・£、［［ノ3］†

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
だから・もし最初から〈田〉が固有値行列なら　固＝81？

である．そのとき，

　　　　　　　　　　　100　　　cosαl　　　cosα2　　　cosα3
　　　　　　　　　　　010＝sin　ct、　cos　P、　e・’δi　sinα、　cosβ，ε∫δ2　s㎞α、　c・sβ3e」δ3

　　　　　　　　　　　0　0　　1　　　　sinαl　sinβ1eJδl　sinα2　sinβ2ejs2　sin　or3　sinβ3eifi3

（7、2、3）

（7．2．4）

（7．2．5）

（7．2．6）

（7．2．7）

（7．2．8）

（7．2．9）

（7．2．10）

が成り立っていなくてはならない．したがって
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固有僅解析

　　　　　　　　・・sα・＝1・…α2＝0・…ct・＝O⇒α1＝0・α・＝昌α・＝菱

となるt

　例えば，random　wireの集合を考えると，そのi理論的平均化Coherency行列と固有値は

　　　　　　　　　　　〈［T］〉・tl§副　　嶽

であるから直ちにパラメータの値

　　　　　　　　　　　P1＝1∫2＋｛II＋1∫4弓ろ「／2＋H12＋1／4＝去，喝

　　　　　　　　　　　H＝，£s　Pi（’”1・9，Pi）＝－Si・9、S・ti・9、i－ii・9、i＝・．95

　　　　　　　　　　　α＝P1α1＋P・α2＋P・　Ct・＝｛o＋↓菱＋±登＝晋

が導かれる．a，と固有値の大きさ順を

　　　　　　　α1＝o・α・＝窒・α・＝窒

　　　　　　　λ1＝去1α＋bl2，　X2＝kla－b＋」’　2・　1　2，λ3＝ala－b－」2・12

に固定して基本ターゲットのパラメータを求めると表7．1のようになる．

　　　　　　　表7．1各種ターゲットの固有値，エントロピー，Angle　alpha

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cti　＝O・α2＝晋・隅＝｛｝

　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　◆

@断　、　　　　　　」

l，　¶．・一・．　　　　：

　　1f．溶遠蜘亘蘂・
e1雛1i灘；lIll．三…霞三㍍’

二犠i簿鱗：三1・1梁減薄：ヒ鰍…… 鱗謝鯉撫漠・’・賠菖1：已lI’1．：三1．冷l

喧ﾏ醐晦』繊：’
A口”∵．1，言’三

Y三漂∵運

｛　」11」

T璽1誌
F．鋸膨

Plate，　Sphere
100O00O00

λ1＝1

ﾉ2＝0

ﾉ3＝0

Pl＝1

o2＝O

o3＝0
0 0

Dipole
「↓81 ⊥4 200O10

O0　1

λユ＝112

ﾉ2＝1／4

ﾉ3＝1μ

P1＝112

o2＝1メ4

o3＝1／4

匹4

0．95

Dihedral　CR

idip11me）

［司 麦§ii
λ1＝0

ﾉ2＝1∫2

ﾉ3＝1／2

PI＝O

o2＝1∫2

o3＝1／2

韮2

0．63

Hel放

@　1

1　1」互　」－1 000O00O01

λ1＝0

ﾉ2＝0

ﾉ3＝1

PI＝O

oユ＝0

EP3＝1

匹2

0

Distribu缶d

@　　　I

1／30　0
O1∫30
O　0113

λ1＝1／3

ﾉ2＝1∫3

ﾉ3＝1／3

lP1＝1∫3

o2＝1／3

o3＝1∫3

匹3

1
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園有髄解析

この表をもとに・エントロピーH，Angle　alphaの2次元グラフを作ると図7．1のようになる．

江

韮
2

富誓
§亜

呈4
自

量

　0
　　　　　　　O　　　　　　　　　O．5　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　Entropy　H

図7．1　基本ターゲットのEntropy、　Angie　alphaの2次元グラフ

この図と定義式から分かることは以下の点である．

・Entropy　Hは0から1までの値をとる．　H＝0は固有値が1つである（1，0，0）．これは1つの散乱メカニ

ズム（プレートによる表面散乱）しかないことに相当する．H＝1は同じ値の固有値をもつ場合に相当す

る（1／3・113・1／3）．これは3つの散乱メカニズムが同程度で発生することを意味し，ランダムな散乱形態で

ある．つまり，Hが大きくなるにしたがい複雑な散乱メカニズムを表すことになり，　Entropyは散乱のラ

ンダム性を表していると考えてよい．

・Angle　aipha　Ctは図71に示すように0°でプレート，45°でdipole，90°でコーナーリフレクタ，ヘリッ

クスになる．これは偏波依存性を表す値と考えて良い．

　図7．1のように2次元化してプロットすると，タv・・一・ゲットの散乱特性が分かり易くなる，Hの大きなとこ

ろは複雑な散乱形態，小さなところは単純な散乱形態となっており，さらにAngle　alphaによって偏波特

性が識別され，2つの軸によってターゲットを区別することができる．森林などはCt　＝45°，　H＝1の近く

に分布し，海面はplateの近くに分布する．

　なお，この節で使用した固有値はあくまで理論平均化（回転不変成分）の固有値であって，実データ

による固有値ではない．したがって，データ解析の際には，実データによって固有値を導く必要があ

る．参考までに，データ解析によって導いた固有値画像と数式（7．2．3－5）によって導いた固有値郵像の違い

を図7．2に示す．
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固有値解析

λ， λ2 λ3

図7．2固有値画像（上段：厳密値，下段：数式による値）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固有値解析

7．3　Entropyの簡単な計算方法

数値的な固髄解析やLo9の計算をしないでEntr・pyの近似値を導く手法を示す．この方法t；tai、n　Y、。g

氏［124］によって提案されたもので・パソコンなど実時間で表示したい場合に有効である．Covariamcefii列

とCoherency行列の固有値は等しいので，ここではCoΨarian㏄行列を例に取り説明する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［c］＝21121；21：　　　　　　　　　（7．3．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C31　C32　C33

とする・固有齢程式は　　　　［C］x＝Xx　　　　　　　（7．3．2｝

なので・これから3次方程式ができる．　　　　λ3　＋　a2λ2＋alλ＋ao＝O　　　　　　　　　　（7．3．3）

ただし・　　　　　　ao＝Cl1C23C32＋C22C13C31＋C33C12C21　一　CllC22C33　一　Cl2C23C31－C13C　32C21

　　　　　　　　　　　al＝C1］C盟＋C22C33＋C33C11－C12C2仁C23C32－C13C31

　　　　　　　　　　　a2＝－CI1－C22－c3ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7．3．4）

が導かれ，3次方程式を解くことによって固有値が求められる．しかし，Entropyは次の形である．

　　　　　　　　　　　H＝一▲幅君　　呪＝λ1＋癸1＋λ3　　　（7．3．5）

－xl・9・x⇒P（x）＝b・＋blx＋b・x2＋b　・x3＋わ〆と近似すると

　　　P（0）＝P（1）＝0だから　　　　bo＝O　　　　b4＝一δrb2－b3

したがって近似的なEntropyは次のようになる

　　　　　　　　　　　，・1．，H＝bi＋わ、註＋b，£k言．b、土此l

　　　　　　　　　　　　　　　　i＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫＝1

最小2乗法で近似する・　毒∫∫（H－・・u・｝2　dU1　dk・　＝・

その結果　AH＝2．35・6－5⇒▲細・611ゑ克1・265叫塾

となる．Vietals　Theoremよりこの式を変更すると近似的なEntropyは以下のようになる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　儂≦α胴81・竃≦・・…6⇒AH＝5四19毒＋548584量一35698・竃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　曇≧α口81・舞≧・・…6⇒AH＝3蜘8毒＋7斑18毒捌8量

誤差は5％以内である．

σ．3．6）

（7、3．7）

（7．3、8）

（7．3．9）

160



固有値解析

7．4　分類への応用

　エントロピーとalphaを軸にとった図7・3がターゲット分類によく使われる．　（曲線は各alphaに対するエ

ントロピーの上限を表しており，曲線の内部（左側）に分類された値が必ず入るe）

　　90
　　80
　　70　　　　Z7
戸〔60

謬50
巳　40　”『’『’・’・”

IU　30

　20
　10
　　0
　　0　　　　0．2　　　0．4　　　0．6　　　0．8　　　　1

図7．3エントロピーHとalphaによるゾーン分類方法

Entropy　H，　alph　aの殖によって，散乱過程を以下の領域に分類することができる．

z9：

Z8：

Z7：

Z6：

Z5：

Z4：

Z3

Z2：

Zl：

Low　Entropy　Surface　Scatterer　代表例：海面散乱など

Low　Entropy　Dipole　S　cattering

Low　Entropy　Multiple　Scattering　Events

Medium　Entropy　Surface　Scatterer　　　植生

Medium　Entropy　Vegetation　Scattering　　植生

Medium　Entropy　Multiple　Scattering　　　多重散乱

該当無し

High　entropy　Vegetatio皿Scattering　　　木，森林など

High　Entropy　Multiple　Scattering

これらのゾーンによって散乱メカニズムによる夕一ゲット分類が可能である．この分類方法は非常に多

くの研究者に支持されている．

　なお，Hの問題点として固有値がλ2≠λ3の場合に，同じHを与えるλ2，λ3が一意に決まらないという

点がある．例えぱ，

λ▲＝　1，　A，2　＝　1，λ3＝O．3

λ1＝1，λ2＝α4，λ3＝04

Pl＝ ﾉ1＋；；＋x3「∋而＝±賭

H＝一壼1・9・貴一嘉1・g・壼・｛静1・9，器＝・・9

P1一
ﾉq＋；i＋λ3－1＋α▲＋6：4－T｝宮　　　　P』一♀き｝

H＝一 凾P・昧一｛鴇1・9・｛警一器1・9，｛讐＝α9

P，＝器

P3＝ o鴇

となり，共にH＝O．9となってしまう．したがって，固有値が異なっても同じ夕一ゲットと認識してしま

う現象が起きる．異なる固有値の組で同じHの値になる場合を調べると，図7．4のようになる．図7．4は，

あるHの値に対して，それを満たす固有値λ2≠λユの組み合わせを描いたものである．図のように多くの

組み合わせがある．
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固有値解析

そこで・E・P・ttl・・fiE・［・1・2・］はhni・・tr・pyA＝ fl
　　　　　　　　　PL，＝1，λ2＝1，　X3　＝O．3では

　　　　　　　　　λ1＝・1，λ2　＝O．4．λ3＝O．4

λ3

　1

0．8

0．6

0．4

0．2

　0

を導入した．これによると

A＝O．54

A＝O

＼

＼

ぶ7

ピ

H

O．9

0　　　0．2　　　0．4　　　　　　　　　　　0．6　　　0．8　　　1
　　　　　　　　　±
　　　　　　　　　λi

図7．4　同じHを与える固有値の組み合わせ

となり，同じHの値を与える固有値の組み合わせでもAによって区別できることになる．Anisotropyは次

の性質がある．

　　　A＝0　く＝　　λ2　＝　X3＝0の場合　　　散乱メカニズムが1つしか存在しない

　　　　　　　　　　　λ2＝λ3≠0の場合　　　2つの散乱メカニズムの寄与が同じ

　　　A≠O　e・　　λ2≠O，λヨ＝Oの場合　　散乱メカニズムが2つ

　　　　　　　　　　　λ2≠λ3≠0の場合　　　散乱メカニズムが3つ

AlliSOtrOPYは散乱過程を分離するパラメータで，この値も偏波基底に依存しない回転不変量である．

　そこで，図7．3にA皿isotropy　A軸やTotal・Power軸を加えて図7．Sのように3次元空間での分割に発展させ

ることができる．

　　　　　　　　　H＿豆plane　認　　　　　　　　　　　　　プロット可能なゾーン

　　　　　　　　　　　　　　　70　　Z7　　　Z4　　　　（Z3除く8つのゾーン）

　　　　　　　　　　　　　　璽ii＝暮一二ニュd“　　l

　　　　　　　　　　　　　　IU　30　　zg　　　Z　　　　　初期散乱クラスに対応
　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　8クラス
　　　　　　　　　　　　　　　10

　　　　　遼三綴ヅ；㍑：s控1㍊；；三割

A
0．5

0

　O・5　　10

HI　Ct　／Aspace

　クラスA‡

　A≧05
‡　クラスB

　A＜05

1－一「 高≠
ミ・、ve．

ロf！：min．

　　　　　　　　　　クラスA　　　　　　　　　‡
　　　　　　　　　　TP≧ave・
　　　　　　　　　‡　　　　　　　　　　クラスB

　　　　　　　　　　TP＜ave．
　　　　　　　6090
　　　　　　30　0．5
H　　　　　　　　　　Ct

H∫αITP　space

図75　H10t／A　space

　　　　　　　l62



さらに固有値を使って

あるいは An＝

・（1・H）（レA）

　　A．，　一　1，

λ1＋4

・H（1－A）　　　　・HA

　　　　　λ1一λ3
　　　A13＝
　　　　　λ1＋23

・（1－H）A

To凶Power　C任う

固有値解析

などの指標に分けることが考えられる．

　しかし，実際にデータ解析を行ってみると，Hが小さい領域ではAnisotropyもnoiseに大きく影響されて

くる．依然としてλ2＝λ3≠0の場合は同じターゲットと認識してしまう．このような場合は，RCSに関連

しているTPを使う方が良い［109］．

7．5　分類結果

固有値解析によるPOLSAR画像例を次に示す．

H

m三n．

or
A　　　　　　　　　　刀P

L：．醐■■…

散乱パラメータ画像（サンフランシスコペイエリア）

H，A合成画像

min

⇒

、樹■■max

■Asingle　domin釦1t　scatte血g　process

　　Two　sc日廿ering　mech題isms　witb　a

　　dominant　process　and　a　second　one・

■蒜＝認echanismSW’th　the

■Amndom　sc肛termg　pmcess

図7．6H，　a，　AによるPOLSAR画像と散乱メカニズム（サンフランシスコ）
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固有値解析

これらの画像データを使って分類した結果を図7．7に示す、

　　　　　　　　　　　H／α　　　　　　　　　　H／α／A　　　　　　　　H∫α／TP

　　　　　　　　　　　　　　図7．7分類結果（サンフランシスコ）

これらの解析の結果，以下の特徴があることが分った．

・H／a分類では地表面を高精度に分類

・H／α／A　分類では

　　　ターゲットの偏波散乱特性の相違が明確である場合，詳細かつ高精度な地表面の分類が可能

　　　ターゲットの散乱特性が類似する場合，ターゲットの誤分類，分類精度が劣化

・Hノα／TP　分類では植生領域に関して最も高精度に分類
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電力分解

第8章散乱モデルによる電力分解

　観測された偏波行列データを散乱メカニズムに対応したモデル行列にfittingさせ，散乱電力を評価する

方法がある・これは，測定された偏波行列を既知の散乱メカニズムの行列の和に分解する方法である．

散乱モデルと偏波行列をあらかじめ実験値や理論値に基づいて作成しておく．そして観測された偏波行

列を当てはめ，散乱モデル成分の電力寄与を求めるものである．散乱モデルは，AIRSARをはじめ各種の

航空機搭載レーダの実験結果【10］｛40］や理論的考察に基づいており，以下の実験事実から出発している．

・裸地や畑，田圃などではHHとVVの位相がほぼ等しく，1回反射（奇数回反射）が支配的である．

’海面ではVV成分が大きく，森林ではHH成分が大きい．

・VV成分でBragg散乱が起こることがある．

・道路とピルの壁面などから構成される直角構造では2回反射が起きる．HHとVVの位相差は通常1SO°

よりも小さい．金属面の場合は理論的に180°になる．

・平らな地面の自然植生（草むら，林など）ではReflection　Symmetry条件が成り立つ．

〈s．．　Sb．〉《Sw　8紛屠o
（8．0．1）

　これらの結果から地上ターゲットの単純な偏波散乱イメージを作ると図8．1のようになる．散乱行列も

ほぼ対角行列となり，直角構造ではHHとVVの符号が異なる．

SHH　SHV

Srv　Sw コ閲H副散乱行列

　　　　H♂

↓∠

Bragg　scattering　b＞a

HHとWの位相はほぼ等しい

SHH　Srv

Srv　Srv ＝1副

㌔ V、

、

H
●

、、

H
、、

、

V　　●
、

、

、 ザ
、

’
’

HHとWの位相差

金属面　＝180°

誘電体面く180°
図8．1散乱メカニズム

　この章では，上記の実験的事実を考慮しながら散乱メカニズムによる散乱電力の分解を紹介する．基

本ターゲットの散乱メカニズムを想定し，三成分［119］あるいは四成分モデル分解方法［122】，［125］を示す．

四成分モデルはReflection　Symmetr　y条件が成り立たない場合でも使える一般的な方法である，

〈s．HS；rv＞≠o，〈5調紛≠o
（8．0．2）

最初にCovariance行列による分解，次にCoherency行列による分解方法を紹介する．
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81Covariance行列による四成分散乱モデル分解

8．1．1　散乱モデルの構成

　実験事実と代表的な散乱メカニズムを考慮に入れ，OP8．1．1に示す4つの散乱モデルを取り上げる．

　　　　　　　　Scattering　Power

　　　　　　　PS　　　　　　　　　　　　　Pd　　　　　　　　　　　Pv　　　　　　　　　　Pc

　　　　　表面散乱　　　　　　　2回反射散乱　　　　　　　体積散乱　　　　　　Helix散乱

　　　　　　　　　　　　　　図8．1．1　4つの散乱メカニズム

・表面散乱：地面，海面などの表面で引き起こされる1回（奇数回）反射の散乱過程

・2回反射散乱：地面と幹，道路と建物の壁など直角構造で引き起こされる2回（偶数回）反射の散乱

過程

・体積散乱：絡み合った枝など，ランダムに向いた線状物体の集合から引き起こされる散乱過程

・Heiix散乱：直線偏波を円偏波に変える散乱過程で，人工建造物の表面から発生する．

　次に，各散乱モデルを代表するCovariance行列を選定しよう．式展開の中で添え字の大文字HVは偏波

基底を示すと同時に測定値を表す．小文字加は理論値を表すために使うことにする．また，式展開を簡

単にするために，　｛S（バ1蕊＝［当

とし，a，b，cは測定散乱行列要素と同じ意味合いで使う（第4章と同様）．

■〈表面散乱モデル〉　＝　奇数回反射モデル

　1回反射の代表的ターゲットとしてPlate，　Sphere，　Trihedral　Corner　Reflectetがある．これらの平均化

Covariance行列は，第4章の表4．5で求めたように

　　　　　　　　　　　　　　〈［C（6）］〉＿佃＿－S…r§e　　　　　　　　　　　　　　（8＿1．1）

となる．しかし，誘電体材質の夕一ゲットでは必ずしも正しい展開行列にはならない．また，地面や海

面のSARの実験結果からはVV電力の方がHH電力よりも大きい場合が多い．そこで表面散乱に対して，

1次Bragg反射モデル（図8．1．1）を取り入れ，散乱行列を

　　　　　　　　　　　　　　国輌⇒肥　with　1β1く1　　　　　　　（8．1．2）
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とおく・ただし，βは複素数の未知数である．この散乱行列からCovariancef7列を作ると次のようになる．

表面散乱モデルの展開行列 ｛c］㌧t＝

この行列は，角度平均したものではないが，実際のSARのデータ取得状況を考慮したものである．

■〈2回反射モデル〉　＝　誘電体コーナーリフレクタ

（8．1．3）

　2回反射を引き起こす金属の2面コーナーリフレクタ（＝　diplane）を想定すると，表4．5よりCovariance行

列は次の形をとる．

一様分布のdipl・ne @　〈｛α6）｝〉＿＝去．li“］　　　（8．1．4）

ここで，c1遵素の〈s、h　s；〉が負の榔こなっていることは藪な情報で，他のターゲットでは起こらな

い現象である．

　2回反射を引き起こす地上ターゲットでは地面と木の幹あるいはコンクリートやガラスなどが多い，

実験事実としてこれらの直角構造からはHH成分が強いことが知られている．そのため，金属の2面コー

ナーリフレクタとは異なる行列形式が想定される．

　これらを考慮して複素数αを導入すると，散乱行列は以下のようにモデル化できるであろう．

（s］・．・，，＝［　6　a　］

Ct＝
ｳ（＝C・P・i・rati・）

回く1，R・｛α）＜0

（8．1．5）

（8．1．6）

この散乱行列から2回反射のCovariance行列は次のようにモデル化できる．

［cll。b」e＝

1　　　0　　α’

0　　　0　　　0

a　olα12
（8．1．7〕

■〈体積散乱モデル〉　＝　dipoleの集合

　木の枝や幹，あるいは各種の植物をランダムな方向を向いたdipole（wire〕の集合体と仮定し，その集合

平均Covariance行列を体積散乱モデルの展開行列として採用する．

　なお，レーダビーム内でワイヤ分布が一様であるとは限らない．例えば，入射角がO°の場合は真上か

ら木を見ていることになるので，枝の向きは完全にランダムと仮定できるが，入射角が30e，50°と大

きくなるにしたがい幹や枝の分布が変化していくことが想像される．図8．1．2を参照．そのため，確率密

度関数が非対称な分布形態も含めて表45に示した平均Covariance行列を採用する．

167



電力分解

elouCt　of　dipoles　　　angle　dist酋b1」tion

図8．1．2　植生分布の確率密度関数

★確率密度関数が一一一Stの場合 P（θ）＝止
⇒

〈｛cj＞：，＝1
30　1

020
103

（8．1．8）

★確率密度関数が非対称な場合 P（θ）＝圭・㎞θ⇒ 〈［cl＞：、「量
80　2

040
20　3

（8．1．9）

P（θ）＝Sc・・θ⇒ （『cl＞hi，「lg 302
040
20　8

（8．L10）

このように分けておくと渓測データ〈｝5∋2＞，〈ISvv　12＞の大きさに合わせて適切願開行列を選ぶ

ことができる・分ける基鞠・1・9〔9）＝4・26・dBとなるので，＜1　S・・　12＞と〈ISw　12＞の電力比較で2　dB

を基準に図8．1．3のように分ければ良いであろう．これによって適応的に実測データにFittingできる．

　9

〈［c］〉：v，＝吉 802
040
203

1
8

301
020
103

⊥
15

302
040
208

図＆13　体積散乱Covariance行列の選び方

■〈Helix散乱モデル〉　＝　円偏波発生ターゲット

　上記3つの散乱モデルで観測行列を展開する手法が3成分散乱モデル分解［6］である．3成分散乱モデル

分解は，Reflection　Syrnmetry条件のもとで作られているので，植生領域などを対象とする解析には十分威

力を発i揮する．しかし，Reflection　Symmetry条件が成り立たない場合，上記3つの展eaCovariance行列の

C12成分は0となっており，どのように展開行列を組み合わせてもNon－Zero成分の実測データに対応でき

ない．そこで，0でないCl2成分のターゲットが必要である．代表的ターゲットでは表4．5のように，

Helixが該当する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　ゴ拒　　一1
　　　　　　　　　　　〈［C］〉㌦十」拒2」π　　　　　　（8．1」正）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－」拒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1
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そこで，このCovarian㏄行列をHelix散乱モデルの展開行列に用いることにする．

　式（8」．ll）の（1・2）要素と（2，1）要素には同じjが入っている．そして式（4．5．9d）に示したように平均化

Covariance行列では次の関係が成り立っている．

　　　　　　　　　　　〈Sm　S；・〉＝〈5加S二〉＝Sim｛ビ（a－b｝｝　　　　（8川

Ii’n｛c’（a－b）｝は独立な偏瀟報であり，これに該当する基本ターゲットはH。lixしか存在しない．した

がってHe肱散乱を上記3つに加えて第4の散乱モデルとみなし，その散乱電力をHelix散乱電力と考える．

Helixからの散乱波は円偏波である．観測値では〈SHH　slfV＞と〈S．，　sW＞が必ずしも一致しない場合があ

るので，その平均値を用いて（8．1．12）の左辺と右辺の虚部を対応させる．

t　im｛〈∫副＋〈SH・sW＞｝－S・ni｛ピ（a一わ）｝
（8．正，13）

円偏波の回転方向を調べるために，具体的に数値を調べると，

右回りH・lixでは国㌦’沽」戸1

したがって，右回り円偏波（RHC）では，

が成り立ち・左回りH・lixでは｛51撫弓

なので，左回り円偏波（LHC）では

が成り立っ．

⇒Skm｛1〔早）｝＝t＞・

・m
o〈SHH　slh，r＞＋〈∫刷〉・

；」、⇒±㎞｛￥（早）トt＜・

Im
o〈SHHSrv＞＋』〉｝＜・

（8．1．14）

（8．1．15）

つまり．符号によって右回りか左回りを決定できることになる．円偏波電力の大きさを1とすると，式

（8．1．11）のTraceとの比較により（8⊥13）は1／4の大きさを持っていることになる．

　（8」」1）のように割り当てると，従来考慮されていない項目〈　　18卵5」w〉≠O，〈』3㌦〉≠0を評価でき，

そしてこの項の大きさから円偏波発生電力を考えることができる．Helixの形をした散乱体はほとんどな

いが，λノ4離れたdiplane構造やレンジ方向にワイヤの絡み合った構造から円偏波成分が発生する．その

イメージを図8．1．4に示した．

（三）Pc

　　　　、、

CirCular　pol　gerlerat氾n

Pe＝お2㎞〈sin〔SHH・一・s，v｝〉

図8．1．4　Helix散乱による円偏波発生と電力

8．1．2Co∨ariance行列による四成分散乱モデル分解

　Reflection　Symmetryに限らず，どのような散乱形態にも対応できるように，　HeliX散乱を加えた四成分

散乱モデルで観測Covariance行列を展開する．
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〈［C醐］〉＝fs［C］ご＋fd［C】1二m、、c＋fP〈［c」〉：＋fe〈［C｝〉＝

（8．1．24）

図8・’・5にC・va・i・nce行　llによ犯成分分解の組み合わせ行列を示す．緯鰍ではHH勧とW勧の大

小関係を比べて観測データに近いCovari　ance行列を選ぺぱよい．

Ps

Helix散乱

Pc

図8．1．5　Covarian㏄行列による四成分分解

具体的な散乱電力の計算は次のようになる．

★確率密度関数P（θ）宝の場合（1　6HH　一　6．，　i＜2dBの＄A）

〈lal2＞π〈a・’〉〈αガ＞

E〈・ゴ＞2〈1・12＞n｛・川

（ba申＞E〈b・’）〈Ibl2＞

＝fs

1β120B
　O　　O　O

β’　01
＋fd

10　α専

0　0　　0

α01α｜2

　fv
＋－X一

3　0　1

0　2　0

103

　fc
＋耳

　1　±ノ拒　一1

ija　　2　±μΣ
一1　干ノ汀　　1

（8．1．25）

ただし，左辺は観測値，fs，fd，fv，feは散乱電力に関する未定定数である．また，　OC　Pは相対要素（未

知数）である．Covariance行列の要素を比較し，次式が得られる．

C12成分より

C22成分より

司㎞〈ピ〔口）＞l

I’〈1・12＞一｝Im〈・申〔a一わ｝〉

（右辺は既知量）

（右辺は既知量）
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　　　　　Cil成分よりf・　i　P　12＋f・　＝〈1　a　12＞－3〈1・f2＞＋lim〈c’（a－b｝〉｝

　　　　　c・3成分よりf・　＋f・　1　a　12＝〈1　b　12）－3〈1　・　12＞＋1　kn　〈c’　（a・一　b）＞l

　　　　　C・3成分よりf・β＋傾㎡〉一〈1・12＞＋Ilm（・’（a一州

　これから，Helix散乱電力P，と体積散乱電力P，を直接求めることができる．

　　　　　　　　P・　”　f・　＝　21　IM〈c’（a－b）＞I

　　　　　　　　P・＝f・＝8〈1・　12＞－4卜m〈c’（a－b）〉卜8〈1　・　1　2＞　－2　Pe

その結果4つの未知数｛叫翻｝に対して3本の耀式ができる．

　　　　f，［β12＋f，＝A　　　　　　A＝〈lal2＞－3〈1・ド〉＋昇

　　　　編1αP且　ただし　β＝個2＞－3〈1・12＞＋Sp．

　　　　LP’f・　Ct＝C　　　c＝＠’〉一〈1・12＞＋Sp

★確率密度関数P（θ）”S　sin　eの場合（σHH・一・・vv＞2dB　・ega）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　802
体徽舌LのC・variance行列を次のように変更し，　〈［C］〉（i、＝吉・4・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203

同様な手順を踏むと，Helix散乱電力P，と体積散乱電力P，を求めることができる．

　　　　　　　巳＋2血（♂倒＞

　　　　　　　E＝’誓〈1・t2＞一芽㎞〈c’（a－b）〉＝要〈」ci2＞一寧

その結果，4つの未知数（a，　B，　S．　fd｝に対して3本の方程式ができる．

　　　　f、1β1・＋f，＝A　　　A＝〈lal2＞－4〈1・t2＞＋記

　　　　f・＋f・1　Ct　12＝B　ただし　B＝〈lb12＞一号〈1・12＞＋記

　　　　f・β＋f・　Ct’＝C　　　c＝＠・〉一く1・D＋塾

★確率eaa関数P（θ場C・Sθの場合（σffH・一・6，v〈2dB　tDag合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　802
体徽乱のC・vari・nce行列を次のよう｝こ変更し，　（［C］〉：芸・4・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　0　3
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　（8．1．26）

　（8．1．27）

　（8、L28）

（8．1．29）

（8．1．30）

（8．1．31）

（8．132）

（8．1．33）

（8．1．34）

（8．1．35）



電力分解

同様な手順を踏むと・Helix散乱電力P，と体積散乱電力Pvを求めることができる．

　　　　　　　　　　　　　　P・　＝　f・　＝　21　im〈c’　（a－b）＞1

　　　　　　　れ＝’要〈1・12＞一芽1㎞〈d（a－b）〉ト要〈1・1・〉一皇

3本の方程式に対して未知数が4つ（oc　P，　f，，　fd｝になる

　　　f、lp12＋f，＝A　　　　　　　　A＝（1al2＞一号〈1・12＞“kPc

㌶」1言ただし1：｛贈il［1霞

散乱勧の決定：以上の共通する3本の方程式に対して未知数が4つ（叫緬）｝こなるので，

　　　Re｛C｝が負の場合に（double　bounceが主と想定して）　β＝1を設定

　　　R・｛C｝が正の場合に（surface・catt・，ingが主と想定して）Ct＝－1を設定

して，未定定数を決定する．その結果，次のように未定定数が求められる．

　　　Re｛C｝〉・ではa＝－1・⇒：！：』＝8一五・r

　　　Re｛C｝く・ではβ＝r：：≡in’。1』一＝手

（8」．36）

（8．1．37）

（8．139）

（8．1、40）

したがって，散乱電力Ps，Pd，P，，Pcは以下のように各Covadan㏄行列のrraceから求めることができる．

　　　Hel噸力　P・　”　f・　＝21　im〈c’　（a－b）＞1

　　　体積蹴力　　P・”f・＝8〈1・12＞－4㎞〈・’｛a一司〉

　　　表面鰍電力　　P，＝n（1＋剛

　　　2回反射散乱電力　　P・＝fd｛1＋回り　　　　　（8，1．41）

さらに，強制的に最初からf，＝Oとおくことにより三成分散乱モデルと一致する．

8．1．3　四成分分解法の適用範囲とアルゴリズム

　分類アルゴリズムはフローチャートのようになる．Pvく0になることを避けるためにP．＝Oとする条件

を入れているが，最初からP、＝0とおくと三成分分解になる．
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l

l

l

t

l

l

I

l

l5

3

0

2

02
40
08

P＝旦〈1・　12＞－lit÷　Pc

pv＜O・　tlten　P・＝O（・em・veh・li・・catte・i・gl⇒3・・叩n・ntd㏄・mp・・iti。n

A＝〈同2＞－4〈1・f2＞＋れ

B＝〈lbl2＞一一i〈1・r＞＋誌

IA＝〈1al2＞－3〈1・12＞＋警

i8＝個・〉－3〈1・1・〉＋警

lA＝〈1α｛2＞一号〈｝d2＞＋鼻

IB＝〈1わ12＞－4〈1・1・〉＋れ

1

　　5＞O，D＞O

yes

no

yes

c・＝〈de’〉一〈1・r2＞＋昇

R・｛C。｝＞0 no

Negative　value　te三ls

the　area　has　too　big

X－Pol　co皿ponent．

Ct　＝－1

f、＝AB－1　c・　12

　　A＋B＋2Re（Co）

f、＝B－fd

　　c。＋fd
β＝

　　　　fs

β＝1

x＝AB－｜c・12

　　A＋β一2Re（Co〕

fd＝A－fs

　　c；－fs
α＝
　　　　fd

P。＝fs（1＋1β1り，　P・＝fd（1＋iα1り

図8・L6　F・ur－c・mp。nent・dec・即・・iti・n　alg・rithrn・by・・v。，iance　m、臨
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電力分解

8．1．4　四成分分解法の適用例

このアルゴリズムで四成分分解したLバンドPi－SAR　dataの結果を以下に示す．

HH（Red），　HV（green），VV（blue）　　　　　　Pd（red），　Pv（green），Ps（blue＞

　　　　　　　　　　　図8．1．7　偏波合成画像（文献［122］より）

非常によく分類されているように思われる．また，円偏波成分は次のようになる．

LHC RHC

図8．1．8　円偏波電力画像

円偏波電力画像としては，LHCよりもRHCの方が大きな値として出力されている、偏りの原因はデータ

そのものに依存しており，偏波較正の重要性も了解される．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電力分解

　画像の中を拡大して信濃川に掛かる橋の領域について分解結果を検証してみた．物理現象の分かって

いる川と橋の2回散乱の対応関係を調べたものが次の図である．

航空写真 四成分分解結果 L－band

新潟市の信濃川

にかかる橋
Pd　赤12回反射
Pv　　緑：体積散乱

Ps　青：一回反射

分類画像

Pc　Helix散乱（円偏波電力：

　　人工物体に関連）

赤：橋での2回反射は，川面と橋の側面の2回反射が想定される．

緑1交差偏波成分が大きく寄与しているので，市街地では人工物体と植物の合計であろう．

青1単純にレーダ側を向いている面からの散乱と思われる．

白（右＞1円偏波を発生している所であるが，人工物からのものが多い．

図8．1．9　拡大図

この円偏波電力Pcに関して，強度を調整して航空写真に重ねたものが図8．1．12である．

図8．1．10　Pc成分の発生箇所

この図から，人工物体の所で強く発生していることが確認できる．
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8．2　Coherency行列による四成分散乱モデル分解

電力分解

　第4章で示したように，Covaraince行列もCoherency行列もユニタリ変換で結ばれているので含まれる情

報は等しい．したがってCovariance行列でできることはCoherency行列でもできるはずである．

そこで，測定されたCoherency行列を4つの散乱モデルで展開してみる．

　　　〈［T］〉・万国輌・fd回。。。ぽ〈回〉州・fc〈国〉。、iX　　　　　（8鋤

（　表面散舌1一）枠（蓮）枠（遮）枠（蓮）

一一匂
@｛

㌧　　　1慧翼、

　　　PSx
x　＼傘
、　　N

　　　　　　k

imx’二

　　　1・．蠣まILグ

　　　　　　巨糊・》／馴

図82．1Coherency行列による四成分分解

ここで，fは展開係数である．展開に用いるCoherency行列は図8．2．1に示したとおりである．この中で体

積散乱とHelix散乱のCoherency行列は対応するCovaraince行列のユニタリ変換と等しい（表4．5－4．6）．表

面散乱と2回反射散乱のCoherency行列はCovaraince行列のユニタリ変換表現ではないが，等価なモデルで

置き換えている．

　式（8．2．1）の要素を比較して，恥成分からHelix散乱電力Pcが直接導かれる．

Pc・・ b㎞〈⑭＞1

また，体積散乱電力P．も展開行列に応じてT33成分から直ちに導かれる（図8．2．2参照）．

の表面散乱と2回反射に対して，どの展開行列を選んでも次の同型の方程式が得られる．

fs＋f，1Ct　12＝s

’fs　lβ12＋fd＝1）

fsβ呼＋fdα＝c

（8．22）

その結果，残り

（8．2．3）

（8．2．4）

（8．2．5）

3本の方程式に対して未知数が4つ（f、，fd，Ct，β）になる．未知数を求めるには何かの近似が必要とな
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電力分解

る．ここでは，Covariance行列の場合と同じ条件を採用する．

Re｛Co｝＞0なら

おく．

　　　　　　　∴f，＝D，α＝号，か3」；ド

　　　　　　　P、＝小剛＝5」s．LI：2　P、＝fd〔1＋剛＝D＋写

Re｛Co｝＜0なら　2回反射が主体であり，1回反射の寄与は小さいと見なせる．そのため，　Ct　＝O

く，

　　　　　　　∴f，＝s，P’＝｛ii，　f、＝D」誓12

　　　　　　　巳＝小剛＝S＋厚　　P、＝fd（i＋1　Ct　1り＝D」8「

ただし，S，D，Cは展開行列によって図8．2．2のように決まる値である．

　　　　　c・　＝　〈ab’〉一〈1・12＞＋昇

一回反射が主体であり，2回反射の寄与は小さいと見なせる．そのため，β’＝O　と

（8．2．6）

とお

（8．2．7）

　図8．2．2にCoherency行列による分解アルゴリズムを示す．　Coherency行列による分解の利点は次のとおり

である．

　L散乱メカニズムに直接対応したパラメータによって分解ができる．分解アルゴリズムに現れる途

　　　中パラメータ8，Dはそれぞれ表面散乱成分，2回反射成分に対応している．そしてこれらは4つ

　　　の独立偏波情報から成り立っている．

　2，散乱電力Ps，　PdもS，　D，　Cのパラメータで表示されており，物理的解釈が容易である．数値結果も

　　　Covariance行列による分解結果と同じである．

　3．三成分分解も含んでいる．

　4．データ平均だけで散乱電力分解ができるので，実時閥処理に適している．
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電力分解
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　　　　　　　5＝±〈1α＋司2＞－s　P・　is＝｝〈1α＋b｛2＞－4〈1・1・〉＋Peト｝〈1・＋占1・〉－9P．
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　S＞0，D＞O

yes

no

c・＝〈de’〉一〈1・12＞＋S・e

yes
R・｛C・｝＞0

Negative　valロe　tellS

the　area　has　too　big

X－Pol　component，

P，＝s－一

lc12

Pd＝D＋
lcl2
D

D

no

P，＝s＋

Pd＝D一

lc12

　s

Ic12

　s

図8．2．2　Feur　component　decomposition　algorithm　by　coherency　matrix
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電力分解

8．3　問題点の修正：電力補正

　三成分分解でも四成分分解でも分解アルゴリズムにしたがって計算を行うと，途中で散乱電力が負の

値になることが起こりうる・物理的には電力の値が負になることはあり得ない事柄なので，修正が必要

である・負の値をとる理由として，基本的には体積散乱モデルの善し悪しがあるが，あるモデル行列を

選んだ場合・数式的には表現から分かるようにHV成分が非常に大きいためである．大きな値を引きすぎ

ているためである・したがって・その修正が必要である．修正方法として，例えばある領域で体積散乱

で負の電力がでたら，その領域ではP、＝0とみなすことにする，などの方法が考えられる．

pi－SARデータを使って負の値の不具合が発生している箇所を取り出し，以下のような対策をとる．

Pv＜0の領域：　田圃，海域　（refiection　Symmetry　targetの中で数％の割合で発生）

Pc＋Pv＞TP：Total　Po　werの領域：

Pc＋Pv＞TPの領域

Ps＜0　の領域

P，＜0　の領域

Pv　：　PtOtai

Pり＝P，σ，司一・Pc

P．＝O

Pゴ＝0

P．＝0

これらの物理的にも妥当と思われる修正条件を入れて，再度，修正分解アルゴリズムを作成すると次の

ようになる．

4－cornpOnent　decomposition

（for　non－refiection　target）

Volume　scattering　target

　　TP＝Pv＋Pc

if　Ps＜o→・P・＝o［ll？・＝・Pd＋・k＋Pc

肝Pd＜0⇒Pd＝o　TP＝P・＋Pv＋P・

図8．3修正した四成分散乱モデル分解アルゴリズム

179



電力分解

1
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きoO
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　0

纐・
輸

100　　　　200　　　　300　　　　400　　　　5（

［pixel｝

図83．1修正後の散乱電力分解結果

森林領域の苫小牧でこの修正アルゴリズムを適用し，観測ラインに沿って電力表示をしたものが図8．3．1

である．部分的に現れている負の電力回避がわかり，また，谷に沿って樹木の幹と水面あるいは地面と

の2回反射の様子が分かる．物理的にも妥当な結果と考えられる．

　さらにこの分解法により，x－band，　Lbandで季節変動を調べた結果，針葉樹と広葉樹の識別ができるこ

とも分かった，
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電力分解

8．4　解析例

　修正した四成分散乱モデル分解を用いて，Pi－SARデータの解析を試みた，ラムサール条約にも登録さ

れている湿地帯，佐潟の季節変動について，分解した画像を示す，

2004．2．8

2004．8．4

2004．11．3

Lband

2004．2．8

2004．8．4

2004．11．3

X－band
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電力分解

　　　　　　　図8．4　佐潟周辺の分解結果（8月）航空写真との合成画像

季節に応じて，植生（蓮，よし）の生育状況がわかり，散乱メカニズムの変化として捉えられている．
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第9章　POLSAR画像分類

　リモートセンシングのデータ利用として，画像中に何がどのように分布しているかを分類する画像分

類は重要な分野である・画像シーンの中には様々なターゲットが映っているが，画像データを利用して，

希望するターゲットを抽出したり・分類したりすることが画像分類である．今までに数多くの分類手法

が提案されてきたが・画像分類の手順を大きく分けると，1）データからの特徴ベクトルの抽出，2）

分類アルゴリズム・3）分類されたカテゴリの最終ラベル付け，となる．画像分類の手法は光学分野で

も古くから検討されており，文献も多い．光学分野では分類精度に関する最近15年間の成果を取りまと

めた文献がll11］にある・およそ70％の分類精度である．　SARに関しては，いままで単一一偏波のデ＿タ

が多かったため，画像データもRCSの値だけの1次元データであったが，　POLSARでは散乱行列が取得さ

れるため情報量が増えている．したがって，データの次元数も増える．ここでは，POLSARの画像分類

を中心に考察する．ただし，分類手法に関しては，光学分野とも共通点も多いため，光学で使われてい

る方法も多く採用されている．

既に述べてきたように，POLSARが大きく貢献できる分野として以下の項目がある．

土地の利用年次変化（都市化，砂漠化，緑地化，土地開発）

水資源（含水率，洪水，災害把握）

火山災害（溶岩，地形変化）

地震被害（土砂崩れ，陥没，倒壊）

鉱物資源（海洋でのオイルスリックによる油田探査など）

植生の分類（作物，穀物の生育状況）

森林の状況把握（枯れ木分類，台風などによる倒木被害監視）

広葉樹と針葉樹の分布形態（バイオマス推定）

これらの具体的な項目をPOLSARデータから分類したり，抽出したりすることが最終的な目標になる．

しかし，最終的な値はSARデータとは異なる値であり，　POLSARデータから得られる偏波指標から何らか

の変換をしなくてはならない・逆問題である．この章では，上記の個別項目までは達しないが，

POLSARデータによる分類方法や，それによってどの程度分類精度が向上するかを検討する．分類に際

して考慮すべき点は以下のようになる．

1）データからの特徴ベクトルの抽出

　まず，どのようなデータ形式を使うかが1つの選択になる．散乱行列を直接つかう方法，Covariance，

Coh¢肥ncy，　Kennaugh行列を使う方法が考えられるが，第4章の偏波行列形式で述べたように，2次統計

量をもつCoΨariance・Coherency行列が妥当であろう．したがって，データ形式としては必要に応じて散乱

ベクトルとCovariance，　Ceherency行列を使う．通常，分類判定には使用データの共分散行列を用いるので，

その次元数も考慮して特徴ベクトルの要素を決めることが望ましい．

分類方法として大別すると，

・統計的な分類（データの統計的性質を利用して最尤分類を行う際，確率密度関数が重要な要素になる．

P◎LSARデータの確率密度関数はWhishan，分布になるといわれている．）

・散乱メカニズムによる分類（POLSARデータは，散乱メカニズムの情報を持っているので，この方法

での分類は有効と思われる）

・散乱メカニズムと統計的手法を組み合わせた分類
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がある．

2）分類アルゴリズム：分類手法として教師付き分類と教師なし分類がある．

・教師付き分類はSupervised　classificationとも呼ばれ，あらかじめ分類するカテゴリのデータを人間が抽

出して教師データとする．その教師データとピクセル値を比較して最も類似している所に分類する方法

である．

・教師なし分類はUnsupervised　classificationとも呼ばれ，人間が介在しないで自動的に分類していく．例

えば，人間が入り込めない（未知の）領域を分類するときに役立っが，特徴量や散乱メカニズムが未定

の場合，分類するクラス数が大きくなり，各クラスが物理的に何を表すか不明になることもある．

　どの手法が良いかは，画像にも依存するので一概には言えないが，少なくとも偏波情報を取り込むこ

とにより，独立情報が増えるので分類精度の向上が期待される．

3）分類されたカテゴリの最終ラベル付け

　精度評価に関連するが，繰り返し演算で最終的なクラス分けを行うときのクラスの数が適当かどうか？

多すぎてもどの物理量に対応するか不明になるし，少なすぎても分類が大まかすぎることになる．誤分

類の割合も問題になる．

　なお，POLSARデータの統計的性質も知られているので，まず前処理としてSpeckle　noiseの低減，偏波

情報保存するフィルターを説明し、その後に分類について述べる．

9．1　POLSAR画像の性質

9．1．1　Speckle　noise

　コヒーレントな入射波が，類似した散乱特性をもつ分布ターゲットで散乱すると，その散乱波の間に

ランダムな干渉が起こる．多くの散乱点により，それらの散乱波の合計はある部分では同位相となって

強めあい，ある部分では逆位相となって打ち消しあう．そのため，空間的にランダムな強度の“ntらぎ”

が生じる．これをSpeckleと呼び，　SAR画像においても非常に細かな濃淡の揺らぎが粒状に現れる．例え

ば図9．1，1（b）右側の貯水湖において，不自然な粒状の明るい散乱した点が見受けられる．本来は鏡面反射

のために均一に暗くなるはずである．この不自然な粒状の箇所がSpeckde　noiseである．

（a）W偏波成分画像 （b）拡大図

図9，1．1サンフランシスコ周辺のSAR画像
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　この現象はレーダだけでなくレーザや音波など位相のそろった波の散乱現象に共通に現れる．この節

では，SAR画像に現れるSpeckle　noiseを低減する手法について考察する．

9．1．2　Speckleの確率分布

　隣接するN個のpixelの電力平均を行うマルチルック（N一ルック）処理において，コヒーレントな入射波

がランダム分布した散乱体で散乱する場合，電力強度Gntensity）は，以下のような指数分布によって表

されることが知られている．

P・（・・）＝ i鵠；：盟exp（剖
（9，1．1）

ここnT・　62は1の平端を表す・このとき・平均値に対する騨偏差砒は十となるぽた端酬

像においてSpecldeは以下のような分布を用いて表される。

PN（A）「鰐還exp（剖
A≧0 （9．L2）

平均に対する標準偏差の比は，

jvr2｛1V）

　　　　－1r2（N＋1／2） （9⊥3）

となる。ここで，rはガンマ関数であるe

　平均値に対する標準偏差の比をSp㏄kle評価値σ．とする．各評価pointのintensityをzとすると，

下の式で表される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ＝雲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　　z

σvは以

（9．1．4）

ここで，σzはzの標準偏差を表し，2はzの平均を表す．

　これらを用い，実際のSAR画像における評価を行った（図9」．2）．評価ポイントはhomogeneousな領域

（今回は水域を用いた）から任意に100point抽出した．この統計的結果から，平均と標準偏差の関係が線

形性を表していることより，Speckleは乗算的なnoiseであるといえる．

鷲3
11。

i5
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0 5　　　10　　　15

　　　Mean
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　　　　　　20x1（∫3

　　　　　　昌15
　　　　　　：§
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　　一320xle

815
：量

91・

§5
轟。

0 5　　　　　10　　　　　15　　20xlO－3

　　　Mean

VV偏波成分画像

図9．L2各偏波画像のspeckleiiF価

Multiplicative　noise　model

　yを中心pixe1値，　xをnoiseの影響を受けていないpiXelの値，

算的なSpeckle　noiseは以下のように表される．

y＝XV

vを平均1，分散σiのnoiseとすると，乗

（9，1．S）

これを，Multiplicative　noise　modelと呼ぶ．

9．1．3Polarimetric　SAR　Speckle　Noise　Filtering：Lee　filter

Multiplicative　noise　modelを用いて，　yをpixe1値，

な変換式は以下の様に表される．

2をfilter後のpixel値，　yを局所平均とすると，局所的

2＝Y＋b（y－y） （9．1．6）

ここで，bは0から1の値を取る重み関数である。　var（y）を局所分散とし，　var　（X）をnoiSeの影響を受けて

いない局所分散とすると，bは以下の式で表される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vαrω
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9．1．7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　var（y）

また，var（X）は以下の式で表される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　var（y）　一　y2　ei
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ψαrω＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋σ3　　　　　　　（9・1・8）

一般的にhomogeneousな領域では，　Speckle　noiseが多く発生することからvar（y）が窩くなるのでb＝0，

よって£＝y　　となる。逆に，inhomogeneousな領域では，　Speckle　noiseがあまり発生しないことから

b＝1，よってfi＝yとなる．この性質をcovariance行列に適用することにより，本手法で用いる変換式は

以下の様に表わされる．

ここで，eは局所平均，

已＝e＋b（c－e）

eはfiltering後のcovariance行列である．

　　　　　　　　　　186
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エッジ補正

　エッジの鋭さを保つためエッジ補正を行う．まず，各piXe澗におけるneiseの影響を減少させるため，

平均化を行う。SAR画像から7×7のwindowを摘出し，図9．　L3（a）に示したように，9つの3×3のsubwindow

に分割する．そして，各subwindowの平均値により，3×3の行列を求める．

（a）

図9、L3　subwindow（7×7　pixel）

（b）

次に，以下のprewittオペレータを用いて，エッジ方向の検出を行う．

－10
－10
－10

O　l　1
－10　1
－1－10

1　1　1
0　0　0
－1－1－1

1　0

　0＿1
0－1＿1

（9⊥9）

　これにより，以下のnon　square　windowから2つずっ選ばれ（1－5，2－6，3－7，4－8で1組），

値の濃度差から，それぞれのエッジ方向に対し，1つ選び出すことができる．　L

さらに，平均

（1） （2） （3） （4）

（5） 　　　（6）

図9．1．4non　square　window

（7） （8）

　例えば，図9．1．3（b）のような場合，平均値S22はS13よりS31と近い値であるから，図9．1．4の（6）が選ばれ

る．実際のfilteringにおいては，上記の様に選出されたnon　square　windowの白い部分に対し，1pixel毎に

filteringが行われる．

　解析では，7×7のwindowだけでなく，5×5，9×9のwindowに対しても同様のアルゴリズムにより検

討を行った．ただし，平均化において，3×3のsubwindowの作成は，以下の図のとおりである．
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（a）5　×　5piXel
　　　　　　　　（b）9×9piXel

pag．1．S　subwindow
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9．2　SAR画像解析の流れ

ここでは一般的なSAR画像解析について述べる・分類処理は通常次のような流れで進行する［5］．

図9．2．I　SAR画像解析の流れ

1）分類クラスの設定

　第1段階の分類設定では，最終的に分類したいクラスを決定する．このクラスとは我々が希望する最

終的な分類項目である．クラスの設定には，具体的な夕一ゲットに基づく設定と，散乱特性に基づく設

定方法がある．例えば具体的なターゲットクラスには市街地，植生，水域などがある．この設定方法

はターゲットが画像データとして既知である（教師付き分類）場合のみ可能である．一方，散乱特性に基づ

く設定は．地上ターゲットが未知である（教師なし分類）場合や，または既知であっても同一夕一ゲット領

域内（水域，植生，市街地など）で種々の散乱特性が混合している場合により詳細な分類を行う　（例え

ば海域では海面の状態が異なっていたり，植生領域では広葉樹，針葉樹，樹冠の有無，密度が異なっ

ている）ときに用いる設定法である．表面散舌L　2回反射，体積散乱，散乱のランダム性などの散乱特

性自体をクラスとして設定する．

2）特徴量と判別法の選択

　分類では，対象としている画像中でなんらかの特徴量を用いて判別する．特徴量とは，例えば，2値

画像の場合の形態的特徴（面積，周囲長）や，多値画像の場合の各画素の濃度や，テクスチャなどであ

り，ここで考察する偏波情報も含まれる．対象とする画像の性質，判別法などを考慮して最適な特徴量

を選択する．これらの特徴量を，特徴ベクトル

x＝
ix・　・x2　，　XZ3・…訂

（9．2）

成分として記述する．

　次に，どのような判別手法を使用するか決める．最尤法か？最短距離法か？Fuzzy　logicか？その判別法

を決定する・判別法は分類結果に大きな影響を及ぼす．一般に統計的手法（特にBayes決定則に従うもの

が用いられる）は，必ずしも良い結果が得られるとは限らない．

また，必要に応じて元の画像を変換するなどの前処理を行う．
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（前処理：　観測された濃淡画像には，対象物に関するさまざまな情報が含まれているがt対象物や観

測機器の特性，観測条件などにより，その濃淡情報が偏っていたり，歪んでいたりする場合が少なくな

い、また，異なる時期に観測されたリモートセンシング画像を比較するような場合も，それらの画像の

間で濃度が全く異なると比較しにくい．こうした場合，あらかじめコントラストの強調，濃度の正規化

などの前処理を行っておくと，その後の特徴抽出や解析が行いやすい．）

3）標本の抽出

　第3段階は，各分類クラスの標本を抽出する過程であ

る，教師付き分類では最終的に対応づけたいクラス（カ

テゴリ）に基づいてトレーニングエリアを抽出する場合

と，画像中で比較的均一なエリアを抽出する場合がある．

いずれの場合も，標本はオペレータによる判断，あるい

は画像以外の情報源（地図など）によって抽出される．

教師なし分類では．一定基準のもとで均一とみなされる

画素の集合（クラス）を計算機の中で抽出する．

O；クラスA

口：クラスB

△：クラスC

図9．2．2　標本の抽出例

　抽出された標本（トレーニングデータ）を用いて，各分類クラスの母集団の統計的性質を推定する．

この統計量には，平均特徴ベクトル，分散共分散行列がある，図9．2．2の場合，標本データの平均特徴

ベクト砥洪分散行列砕・A，B，c）を蛾している漂本データが信頼i生の高・ものとなるよ

う，トレーニングデータは十分多く抽出する必要がある．

　なお，画像中のある特徴量をもった均質な集合をクラスといい，実際の夕一ゲットに対応した場合に

カテゴリという［5］．分類クラスは必ずしも具体的なターゲットとは対応しない．

4）分類・判別

　ある判別法（ここでは最尤法，最短距離法）を用いて，画像中の全ピクセル（画素）を分類する．ピクセ

ルが持つ特徴ベクトルを判別基準にするために，全てのピクセルに対してその特徴ベクトルの成分を揃

えておかなければならない．例えば，図9．5．3の場合，特徴ベクトルを生成するには，3枚の特徴量画像

Xl，x2，x3より対応するピクセルより特徴量を抽出し，ベクトルの要素として並べる．

走査

課雛
、

Xl

走査

X2

走査

X3

図9．2．3　特徴ベクトルの成分例

特徴ベクトルは，
X・〔Xl，X，・X・）
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となる，

　n次元のベクトルであれば・n枚の画像データを作り，対応するピクセルから特徴ベクトルを作成し

ておく必要がある．その後に，判別法に従って分類を行う．

5）分類画像作成 分類が終了したら，分類クラス数に応じた画像を出力する．

6）精度評価 分類精度を検討を行う．

カテゴリ

ク

ラ

ス

A B C

A 344 29．2 36．4

B 10．6 6 5 20．9

C 0．0 5 7 94．3

正しく分類された割合

図9．2．4　判別効率表

分類精度は分類されるピクセル（画素）のうち，正しく分類された割合によって評価する．各々の分類クラ

スを表す範囲において，そのカテゴリとして分類される存在比率を判別効率とし，図92．4に示すような

判別効率表で表現する．表の対角要素が，正しく分類された割合，その他の要素は誤って分類された割

合を表す．

9．3　分類・判別法

　ここでは，前処理（濃度ヒストグラム変換，アフィン変換等）については省略し，ピクセル毎に散乱

行列が対応したSAR画像を対象に考える．分類方法でよく使われるのは最尤法と最短距離法である．ま

た，POLSARデータがWhiShaTt分布に従うことが知られているので，その分布をもとに分類する方法もあ

る．

9．3．1　最尤法

最尤法は，各分類クラスにおけるピクセル（画素）の尤度を求め，そのピクセルを尤度が最大になる分類

クラスに属させる方法である．

図9．3．1のように，確率密度関数が正規分布に従うと仮定し，分類クラスCいC，，C3，C、において，ど

こに最も大きい尤度が当てはまるかを次の基準で判別する．

α瓦）＝－1・91　Vkl－（X－Sk）T　Vk－1（X－Xk）
（9．3．1）

但し，2【：未知の画素データの特徴ベクトル

　　Vk：k番目のクラスの共分散行列

　　Xk：k番目のクラスの平均特徴ベクトル
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X1

P（X／Ci）

　Probability　I）ensity　Function

C・　　　　C，

図9．3．1最尤法分類

　特徴ベクトルを決める際に，その成分と成分の数が重要であり，偏波データを使うと次元が増えるの

で，増えた分，より詳細な地上夕一ゲットの分類が可能となる．

9．3．2　最短距離法

　ピクセルの値が特徴ペクトルによって，図9．3．2のように位置したとすると，そのピクセルがどのクラ

スに入るかを，ユークリッド距離最小の概念によって決める方法である．

x2

　　　　class　ceRter

　　　　　（aVerage　featUre　VeCtOr）

　Cl●
　　　　　　　　　　！
＼　　　　　　　　　　　！
　＼　　　　d：　！

　　　＼　　　　！蝕1ture　v㏄tor

　　　　∨
　　　　　　　　幽　c4

　　　　　　　　　　　　Xt

図9．3．2　ユークリッド最短距離法の特徴空間（2次元）

　ユークリッド距離の定義式は（9．3．2）である．最初に，画像上より複数個のトレーニングエリアを抽出し，

各クラスの平均特徴ベクトルを生成し，標本データとする．次に，各画像上の領域を走査させながら，

ピクセルの特徴ベクトルを生成し，各クラスの平均特徴ベクトルとのユークリッド距離G，（幻を求め，

G，（X）が最小となるクラスiに分類を行う．

G，（蒐）＝（x－Xi）t（x一星） （9．3，2）

X：任意の領域の特徴ベクトル，Y，：平均特徴ベクトル

したがって2つの方法とも特徴ベクトルの要素として何を用いるか，そして分類クラスをどのように選

ぶかで分類精度が変わる．
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classif！cation

9、4　特徴ベクトルの作り方

特徴ベクトルは x＝ iXl・h・x3・…訂

のようにn次元のベクトルである．その要素には何を入れても良いが，独立な成分を使う方がベクトルと

しての違いが明瞭になり，分類しやすい．n次元空間を張る軸は，互いに直交している方が扱いやすい

ことは明白である．そこで，直交成分に対応する軸に対して，どのようなものを取るかが問題である．

　散乱行列の要素を利用して，

　　　　　　　　　　　　　　［s（HV）］＝1㍑㍑

例えば，

　　　1．克1＝18∋，賜＝15∋，P，＝ISwI

　　　2．Xl　＝1　SHH＋s．，1，　x、　＝1　SHH－Svvl，　x，　＝　2　r　SHv　1

　　　3．x、　＝1　K，　1，：c2＝iκ，1，．・ig　＝1　K、1

　　　4．Xl＝Ps，）C2　＝　Pd，為＝Pv，．x4　＝　Pc

　　　5’Pelarimetric　entropy　Hと角度α，　Anisotropy

　　　6．PotarimeUic　entropy　Hと角度α，　Tota1・Power

　　　7．Polarimenic　filtering後の｛S（AB）1の成分

　　　8．Huynen　Parameter

　　　　　　　Huynen　Parameter（A－－H）はKennaugh行列と関係づけられている．

［K▲＝

A。　▲

B。　▲s．－s．

8・＋BSIs．－srv

8・－82同2
c　｛㌔ドーls”

Ao＋Bo　　C　　　H
　C　　ノ㌔＋B　　E

　H　　　　E　　Ae－B

　F　　　　G　　　　D

　F
　G
　D
－Ao＋Bo

lSxr＋引2　G－t・…t・・g・t・ymm・Cy

l　　ド＋ls．yl2

12

12

D

F

G

　　　2
1m（s．　sb）

R・（s．　一　s．　）　sb

Im｛S．．・一一・S．）sb

Im｛s．＋Srv）鴫

R・（5基＋s”）sb

41　s－　一一　s，，，　12一巳12

Generator　of　target　Non－symmetry

Generator　of　target　iTegu　larity

Generator　ef　target　global　shape（linear）

Generator　of　target　local　shape（curvature）

Generator　of　target　local　twist（torsion）

Generator　of　target　global　twist（hel　icity〕

Generator　of　target　local　coupling（Glue）

Generator　of　target　global　coupling（Orientation）

など数多くの軸を作ることができ，それを基にした特徴ベクトルを作ることができる．偏波行列で見た

ように，平均化後の独立要素は4つ考えられる．単一偏波と比ぺた場合，情報量が多いので分類精度は

向上するはずである．
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9．5　ウエーブレット変換

のため・W・vel・灘をP・1・・im・t・i・d・t・に応用すれぱ繍量はさら｝こ数倍に拡大する．さら1こ、轍に

よる強調をかけて，その後に分類を行うこともできる．

まず・次の図のような喘舗と・フーリエ変換した周波数スペクトラムを見てみよう．左のように

幅の大きいパルスでは・低周波成分が多い・右に行くに従って高周波成分が大きくなる．そこで喘

間信号をフィルタとして面鰭報（2次元となるカs，とりあえず，ピクセル敏縫し，1次iitf－一

タとして捉える）曙み込めぱ必要鯛麟成分のデータが得られることになる．この馴儲の幅，

高さのパラメータを変化させることにより・臆鯛波数成分を取り出すことができる．このよう1：，

時間的・あるいは空間的に局在する関数を掛けて変換する方法が，ウエーブレット変換である．

t1

　　　　　frequency

図95．1　フーリエ変換の関係

ウエープレット変換は次のように定義される

Wf（b・a）＝貴L．．㎡〔早）f（t）dt
（9．5，1）

f（’）は入力信号，毒ψ（培）はウエーブレット，ψωは・n・ly・ing　WaΨel・t麟であり，時間と空間の

局在する関数系で，直交スケーリング関数φ（x）から導くことができる．また，aは時間領域のスケール

ファクタrEは空間領域のスケールファクターである．どのようなスケールファクターをme61ことも

できるので，不確定性原理の範囲なら，任意の分解能を選ぶことができ，それ故非定常信号の解析には

有効である．もし，ψ（t）が直交していれば，そのウエーブレット変換は直交変換と呼ばれる．そして，

直交変換は

　　　　　　　　・信号は逆変換によって再生される

　　　　　　　・直交信号は取り扱いが簡単

という利点がある．

194



ctassification

　f（n）

n－th　order

input　signaI

ぴ（ω）：high　pass　filter　spectrum

刑ω）；1・w　pass　filter　spectrum

　　down　sampling

D＿1f（n）：detail　signaI

D・穴η）

A－　，f（n）

図g．5．2　ウェーブレット変i換によるdown　sampling

ウエーブレット変換を施すと，基本的には図のように2つの周波数帯域に分けることになる．

　これを2次元に拡張し，画像に適用すると，図9．5．3のように1回のウエーブレット変換で，4つの画

像成分が得られる．そして，成分同士は直交している．そのため，これらLL，　LH，　HL．　HHの成分が特徴

ベクトルの成分になりうる．2回目のウエーブレット変換では，LL成分をさらに4分割することになり，

そこでも、4つの成分が出てくる，これらの成分を特徴ベクトルの成分として活用することができる．

L：Low－pass　component

example

2－D．　［ヨ回

　輌

　　　　　　　H：High－pass　component

ll　°’
　　　　●　　　書

図9，5．3　2次元ウエーブレツト変換

9．6　利用データlAIRSAR

　使用したデータは，NASA－JPLのAIR－SARサンフランシスコ画像700×900pixelのL－BANDのデータであ

る．データはStokes行列の形で記録されているので，　Mueller行列から散乱行列への精度よい変換方法を

使い，対応する散乱行列を取り出した．

　地図と比較しながら，各カテゴリ（海域，自然地形，市街地）を最もよく表していると思われる500ポ

イントを取り出し，平均，分散を求め，それを最尤法の共分散行列の要素として使った．以下に最尤法

による分類結果を示す．
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61．07％

HH
74．21％

HH，　HV，VV

藤
67．75％　　　　　　　　　　　　　　65．24％

RR，　RL，　LL朋」W，　HH－HV，　W－HV相関係数

　　　65．38％　　　　　　　　　　　　　62．89％　　　　　　　　　　　　　68．09％

Co－pol　max（Power，　q　T）　Co－pol　nul1（Powεちε・τ）　X－pol　max（Pewe「・亀：）

75。29％

Ks，Kd，Kh

79．82％

P∫，Pd，Pv

讃

s・．．竜“ぷ「

74．50％

X－pol　nU11（Power，阜丁）

　　　　　79．97％

Sla＋b12，妾1α一わ1㌔2国2
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ご’鰍「r；　sL－；t『鞭㌃二

．1『
~・・－

煤E・『、’．F’、パ

　　77．28％

古la＋b「，赤la－bl，〃1cl
79．43％

Entropy　H，　angleα

45．62％

Anisotropy　li’

図9．6．1　各種パラメータによる画像分類

単一偏波田と比べて，HH，　HV，　VVでは分類精度が向上していることが分かる．このシーンの場合，円偏

波基底の3成分RR，　RL，　LLでは，あまり精度がよくない．また，相関係数や特徴的偏波状態での精度も60

％代にとどまっている．それに対して，他の組み合わせでは70％台になり，比較的分類精度が高い．

Coherency行列の対角要素，あるいはCoherencyベクトルエントロピーはいずれの場合も分類精度がよい．

・れらに嫡している・とは戚分として1　SHH＋・・川・朋一・叫，已，［をと・ており，・の∨

トル成分の作る空間が最もこの画像に適しているためと考えられる．

表9．6．1各種パラメータによる分類精度表

HH偏波成分 Co－pol　max

判別精度（％） 判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地 カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 75．02 1630 8．68 海域 88．49 5．16 6．35

植生 21．48 63．86 14．66 植生 29．14 57．00 13．86

市街地 4．75 53．50 41．75 市街地 21．49 37．88 40．63

　　　　　　Total＝61．07％

直編波HH，　HV，　W成分

判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 95．53 0．13 4．34

植生 9．74 7L89 18．37

市街地 3．75 47．89 48．36

Total＝74．21％

CO－PO’l　null

Tot包1＝6538％

判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 89．67 7．76 3．19

植生 33．33 5857 8．10

市街地 10．88 57．91 31．21

Total＝62．90％
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円偏波RR，　RL，　LL成分

五POI　max
判別精度（％）

判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地 カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 95．78 0．15 4．07 海域 89．83 7．33 2．84

植生 23．59 64ゴ49 11．91 植生 5．04 5LO6 43．90

布街地 441 6L69 33．90 市街地 Lll 30．80 68．09

　　　　　　　Total＝67．75％

相関係数（HV基底）

判別精度（％）

カテゴリー一 海域 植生 市街地

海域 91．59 5．56 2．85

植生 1153 7A95 13．52

市街地 528 68．44 2丘28

3成分Ks，　Kd，　Kh

To栖1＝65．24％

X－pol　max

X－pol　null

Total＝74，50％

判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 72．59 1451 1290

植生 2476 35ユ1 40．03

市街地 i36 13．90 8α74

　　　　　　　　　Total＝68．09％

Coherencyベクトル

…判別精度（％） 判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地 カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 90．68 8ご90 0．42 海域 95．65 1．09 326

植生 1227 64．38 23．35 植生 1．02 80口1 1837

市街地 073 3749 6L78 市街地 1．17 46．81 52．02

三成分Ps，　Pd，　P∨モデル

Tota1＝75．29％

Entropy，　辰

Tot且1＝77．28％

判別精度（％｝ 判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地 カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 9i34 α04 462 海域 8990 8．70 1．40

植生 2．33 60．16 3751 植生 L66 90．15 8．19

市街地 2．87 34．58 6255 市街地 田1 39コ9 6α10

Coherency行列対角要素

Tota1＝76．82％

Anlsotropy

Total＝79．43％

μ

判別精度（％〉 判別精度（％）

カテゴリー 海域 植生 市街地 カテゴリー 海域 植生 市街地

海域 94．83 3．57 L60 海域 39．81 23．呈2 37．07

植生 20．36 63．87 15．77 植生 1399 31．81 5生20

市街地 L66 28．31 7豆G3 市街地 12．6董 26．66 6α73

Teta｝＝79．97％ Total＝45．62％
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9子　偏波指標と分類結果

　新潟大学エリアでのデータを基に，Pi－SARのLバンドデータを使って画像解析を行ってみた．まず，

HH，　HV，　VV偏波成分による画像を図9．7、1に示す．偏波成分によって画像の見え方が大きく異なる，散乱

行列を基にして，3成分分解，三つの散乱電力分解，相関係数（HV）を調べると，次のようになる．

（d）HH＋1・IV＋VV （d）Ks＋M＋Kh

2Ao　B＋Bo　B－Bo　　　　　　　　　　　　Cor（HH－yV）＋Cor（HH－HV）＋Cρr（VV　一　HV）

　　　　　　　　　　　図9．7．1偏波成分合成画像

　Ks　Kd　Khと3成分散乱電力分解で，1回反射，表面散乱は類似しているはずであるが，画像の印象は

異なる．特に田圃の近辺で表面散乱電力が強くなっている．また，表面散乱電力によって田圃の中のあ

ぜ道などが現れている．Kdと2回反射成分を比較しても同様なことが言える，この理由として，　Ks　Kd

Khは，主に金属物体を想定した分解法であること，また，散乱行列そのものを取り扱っていることがあ

る．一方，散乱電力分解は散乱行列2次統計量をもとに作られた分解方法である点が本質的な相違と思わ

れる．やはり，電力に基づく方法が電界に基づく方法より優れている印象がある、

　相関係数では，HH－HV、　VV．HV画像で，海田圃がほぼ0になっている．　Reflection　Symmetry条件
〈s．．SL，〉・〈5，，∫叫一・カ・成り立。ていることが分かる．この特徴は偏蝶正で遁要な役割を果た

す．逆に，0でない場所は人工物があったり，別な散乱体があることを意味している．
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9．8　平均化処理と偏波較正後の分類結果

classification

　偏波較正された散乱行列が得られれば（第10章参照），様々な手法で分類・認識が行える．特徴ペク

トルの成分は簡単に得られるので，それらを基に最尤法によって分類を行ってみた．領域は，水域，田

圃，植生，市街地の4つのカテゴリである．特徴ベクトルの要素として

　　　　　　　HH，　ew，　VV

　　　　　　　KS　Kd　Kh

　　　　　　　3つの散乱電力成分

　　　　　　　HV相関係数（偏波較正法の違いも検討）

を使って分類した結果を（カラー画像でないので判別が難しいが）画像と表によって示す、単一偏波（

HHのみ）に比べて，どの程度分類精度が向上しているかも示している．

HV

水域馳 田 植生 住宅地

水域 99．4 056 0．02 0．∞

田 1．37 89．3 4．25 5．04

植生 3．95 15．6 64．0 16．5

住宅地 0．44 10．9 23．4 652

　　　　Total　＝　81．6％

improvement　by　17．2％

図9．8．1　HH，　HV，　VV成分による分類

Kd　Ks　Kh

「・‘ 謔P：

D・∵ D・㌧：：

・・5き・マ：♂’・：．．’』’1‘

秩@　［、　7　．r　　r“　　　1

『r1 L二．・：　”．
｣猶・二さ：げ

’・；ガ

鉛闥n

水域 99．5 042 0．12 0．1

田 1．44 85．5 8フ4 4．32

植生 3．95 18．5 61．8 19．4

住宅地 0．45 9．3 22．4 67．9

　　　　Total＝80．8％

Improvement　by’　15・9％

図9．8．2　Kd　Ks　Kh成分による分類
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一 水域 1田 植生 住宅地

水域 994 05 0．12 0．0

田 141
84．6 8．7 5．3

植生 3⑨5 13．4 605 222

住宅地 045 8．7 1．77 73．1

　　　　Tota1　＝82．2％

Improvement　by　16．2％

Ps，　Pd，　Pv

図9．8．3　3・scatte血g　power成分による分類

　各成分による分類結果からt約80％程度の分類精度があり，どれをとってもあまり大きな違いは無い

ように思われる．ただし，単一一偏波に比べれば，精度向上は15－17％となり大きい．この結果から，どの

パラメータや指標が最適であるかの判定はできないが，散乱行が列によって独立要素数が増えた分だけ，

精度が向上していると見るべきか？レーダシーンにも依存すると考えるべきか？この点に関しては，今

後も引き続き検討を要する．

　図9．8．4には相関係数による分類を示した．相関係数を基に特徴ベクトルの要素を構成したが，本来，

Cor（HH－HV）とCor（W一研りはほぼ等しいので，独立変数は2つになる．その結果，総合的な分類精

度は最も悪い．なお，偏波較正の方法の違いによる点の評価も同時に行ってみた．分類画像を作成する

段階では平均化処理を行っているので，偏波較正手法の効果は顕著に見られないが，どちらの方法でも

ほぼ同じ程度の結果が得られている．

POLCAL
Correlation　coeffricients

Quegan

』ず ．・
i域、

・・

・1．
柱宅地 一’ ．三水域

’皐」 @　　乍

∵艦巨 住宅地

水域 99．0 1．0 0．0 0．0 水域 99．5 0．54 0．0 α0

田 4．5 84．7 62 4．6 田 8．5 814 6．2 3．9

植生 4フ 244 55．3 15．7
植生 5．8 2L6 55．8 17．0

住宅地 0．81 154
22フ

612 住宅地 1．1 17．3 21．1 60．5

Total＝77．8％ Total　＝　76．2％

図9．8．4相関係数による分類（較正方法の違いはほとんどない）
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99Whishart分布とWhishart　Classifier

ら票鷺セル＝平均されたP・LSARデータのC・－y行列は以下のWhiSh・T’ti7i）L布に徹とが知

　　　　　　　P（n｝（〈剛」［刈篇！詳く［T］〉）　　　（9．9，1，

ただし，qlmonostatic　radar　＝3，　bistatic　radar＝4

n：平均化の際に使用するピクセル数で，look数ともいう．
〈｛T　　］〉；　n－1・・kの平均化C・h・ren・y行列，あるいはC…riance行列を使用してもよい．　C。va，i、n、翻を使

うときは，〈［Tl＞⇒〈［C　　　　　　　　　　　　］〉遷き換える．

　　　　　　　　　　　　　　　〈国〉＝！嵩ITIt　　　　　　　　　　（9．9，2）

正規化ファクタl　　　　　　K（n，・q）＝π『r（n）・一　r（n－q＋1）

r（●）はガンマ関数　　　　　r（　n）＝（n－1）！

この分布に関してWhi・hart・classifierカS提案されており・Vmと〈［T］〉の蹴を次のように蟻する．

　　　　　　　d（〈田〉・・Vm）＝　nl　lnl　v・　1＋　T・ace（嬬1〈i　Tl＞）一・ln・P（m）　　　　（9．9．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　m＝1，2，●●●，1V‘

　　　　Ncは存在するクラス数

　　　　P（m）はクラスmの事前確率

　　　　Vmはクラスmに属する輌の〈｛T］〉の集合鞠

　　　　　　　　　　　　　　v・＝E（（剛〈［T」〉∈暢」＝毒量｛r」，　　⑭

もし，P（m）がすべてのクラスで等しい場合，距離は簡単化される．通常は以下の式を用いる．

　　　d（〈回〉・Vm）＝in　l　v・1＋T・ace（町1〈［Tl＞｝　（m＝・1・・2・…，Nc）　　　（9，95）

　収束するまで反復を繰り返す手法では，初期値として事前確率を等しいとおくことが多い．この場合，

距離はlook数に依存しないことになる．

　分類方法は，対象としているピクセルに対して距離が最小になるクラスに割り当てる方法をとる．

　　　〈ITI＞∈ω摺⇔d（（［丁例≦d（〈IT］〉　・　Vj　）（ω川≠叫・」＝1・己・…Nc）（9．9．6）

　各クラスの標本データVmが得られれば割当が可能となる．このVmの作成方法として，教師付き分類

による方法，散乱特性による方法（教師無し分類）がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202



classificat▲0］陸

このWhishart分類のアルゴリズムを図9・9・1に示す・必要に応じてPOLSARデータのCalibrationを行う．初

期クラスの設定では・エントロピー・α・A．1）isOtrOPY，　Total　Powerなどのパラメータでピクセルを分類す

る・そして・Whishart　Classifierにて距離を算出し，最短距離のクラスに分類してゆく．その結果，クラス

の中心が移動してゆくことになる・クラスの中心を更新して，分類が収束するまで繰り返す．

　りぽtt　ttttゴtず■rtずfぎfサ
チ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク

；　POLCAL　；
占声■r■戸㎡Pゴー●－tt”■レー■r’一■■1【一’

　　初期クラス設定

H一α，石1∫6i／A，」厚／芭／TP

d（〈IT］〉・Vi）＝ln　l引＋T・（Vi　i〈｛丁］〉）

〈｛T］〉∈ωm⇔d（〈［Tl問≦d（〈iT］〉・Vi）

クラス中心Viの更新

反復停止条件判定

＆Max　iteration＜15

図9、9．ユVVhishart分類のアルゴリズム

一例として7×7ピクセルで平均したCoherency行列を使って新潟大学周辺を分類した結果を示す．
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　　　　　　goH＿竈plane

ny　eo

巳
｛6　3e

Classification　by　A皿isotropy　A

　　　　8×2　・　16・cl・・se・Z

A
0．5

o

η

　　＼、、

嘯S オ

一一　　　　　　一

@　　Z9 z

0　　　02　　　0．4　　0．6　　0．8 1

H　O．S　　lO30

Uノα1A、　space

Entropy　H

　C　lass　A
‡

　A≧05

㌢㌫
官「nax
着゜av。．

呂
kmi・．

Available　8　zones

（except　for　Z3）

　　　↓

Initial　8　classes

ピla竺膿栖1P　昔

　　　　　　　　　CI鵬8　A

　　　　　　　　　　TP　2　av‘・

　　　　　　　　　C㎞B
　　　　　　　　　　罰P＜αPε．

　　　　　　　　　　　正「∫αtTP　space

図9．9．2　3次元分類手法（16クラス）

まず，図9．9．2のように初期散乱クラスに対応する8クラスを作成し，AとTPを2つに分割することで16ク

ラスを出発点とする（散乱メカニズムを基にした教師無し分類法）．それぞれのクラス中心を7×7ピク

セルのCoherency行列から求め，　Whishart　classifierにより最大15回まで収束判定を繰り返した結果が図

9．9．3である．

90

眠　60

30

00　　02　　0．4

｜1　　　　　　富 一一
@←　一　　一

@　、@　　－ 嘘　　A

●

　　　　一

　　　　　　r「、　　　　　　’　　　‘　　　　　　　　　、　　　　　　’　　　　・　　　　　　　　　　　　　、　　　　　ノ　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　－－s
　　　　ノ’　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

　　lr〈　　≠i違㌔　　≠！つ

　　i　二裾：一江～く一」
r軌5ζ’一避i懸≡k－／i
　　ミ　　　ム　きニ　お　ヨ！　　－．　：－）．．－l
　　ミ　ノゴ　　　お　　ご　　rc：l　　Aノブ

　゜断　壽ξ葦≧i詐蒜釦

　　　　　　　H　　　10
　　　　　　　　　　　　　α
　　　　　Hlalpha∫A　space

O．6　0．8　　1

H

　　　血剖

　　：ig。一聾
　　　　　　警『許゜江

図9．9．3　最終クラス中心分布（新潟）

AとTotal　Powerによって異なる位置にクラス中心ができる．これを基に，色分けして作成した分類画像

が図9．9．4である．
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H／Ct／A H10乙／TP
図9．9．4　分類画像

H／a／A分類は全体的に高精度，大学周辺の住宅地，植生で誤分類があり，H／α／TP分類は画像全体

で高精度である．さらに，大学近くを拡大してみると次のような特徴が見られる．

H／Ct／TP

・詳細かっ高精度な地表面の分類が可能

・ターゲットのRCSに関する情報により，植生，市街地の高精度な分類が可能

・ターゲットの偏波散乱特性が類似している場合に特に有効

205



classifica直on

●

H／CtIA

ターゲットの偏波散乱特性の相違が明確である場合，詳細かつ高精度な地表面の分類が可能

夕一ゲットの散乱特性が類似する場合，ターゲットの誤分類，分類精度が劣化

このように，分類精度表を使わないで，写真照合など直接対応させる方法も増えている．

ep

’⊥

206



POLSAR

第10章　偏波合成開ロレーダ（POLSAR）について

　合成開ロレーダ（SAR：Synthetic　Ape血re　Radar）

は高分解能なイメージングを目的とするレーダで

ある．この章ではレーダの概念から始めて，どの

ようにして高分解能なレーダ画像が作成されるか

を述べる．

　SARの原理が理解できれば，偏波レーダ
（POLSAR：Polarimetric・SAR）の処理は多重化するだ

けなので簡単である．通常のSARでどのような信

号処理が行われているのかを理解しておくことは

POLSAR画像の解釈にも役立っ．

　SARの距離分解能は周波数帯域幅に依存する．

表10，1は周波数の名称と衛星用に割り当て周波数

帯を示している．参考までに達成可能な最高分解

能も示す．衛星ではどの周波数帯でも1m以下の

分解能を得ることが可能である．特に，Kuハンド

は超高分解能が達成できる周波数帯である．

表4．ユ　周波数呼称と割当帯域

「．

F名称． 周波数（G砒）．
．衛星用割当”1．　　（q助

最高分解能

P 0．3－10 α432一α438 25m

L
1－2 1，125－1．3 88c皿

S
2－4 3．1－3．3 75cm

C 4－8 5．25－5．46 71cm

X 8－12．5 95－9．8 100cm

Ku
125－18 1325－13．75

30cm

K 18－26．5 24．05－2425 75cm

Ka 26．5－40 34．5－36 10cm

V
40．75

W 75－110 94－941
150cm

　2006．1．24に打ち上げられた日本の地球観測衛星ALOS「だいち」にPhased　Array　L－band　SAR（PALSAR）

が搭載された．PALSARの目玉であるPolarimetric　modeは実験モード運用となっているが，世界初の衛星

POLSARであり，大きな期待が寄せられている．今後の地球観測衛星に搭載されるレーダはほとんど

POLSARになるであろう．　POLSARでは散乱行列を取得する．この点が従来の単偏波レーダと異なる点で

あり，データ量が多い．現時点で計画されている主な衛星搭載のPOLSARは図10．1のようである．また，

身近な地上レーダ（気象用，車両搭載用，監視用）でもPOLSARシステムが導入されつつある．

　ALOS（PALSAR）L
2006．124資源環境観測

　RADARSAT－2　C
2007民事（多目的）

　TerraSAR－X
2007民事（多目的）

　Cosmo－SkyMed　X

2007民事（多目的）．

　　　TerraSAR－L
’2008民事（多目的）

　SAOCOM　L
2007　interferometry

図10．1計画中の衛星POLSAR
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10．1レーダの概念

レinダ（堅di・些tecti・噛dB・nging）は離を使ってターゲットまでの距離を求め，反繊の強度によっ

てターゲットの検出桁う難である・レーダva図1・」．1に示すようにレーダアンテナから幅の短Mル

：1瓢㌶㌶蕊る驚舗㌶擁㌫纏㌶雅Rとすると・

τ＝2旦

　　C
（10．1．1）

となる・この難時間を測定して麟時求める・また洞時に反射波の振幅や位相を測定する反射

波の勧はRCS（R・dar・C…s・Secti・n）と呼ばれ，ターゲツトの検出・繊｝こ使われる．

＜コ

Radar

⊥⊥＿t，s、㌫

　　　　　　　　　　　　　iLT）t
　　　　［

　　　　　　　　　　　　　Target

　　2R
T＝－ny”P

　　c

0 ’t time　→
図10．1．1　レーダの動作原理

　主に時間領域の信号を扱うレーダがパルスレーダで，周波数領域の信号を扱うレーダがFM・CWレーダ

である．ハードウエア構成は異なるが，時間信号と周波数信号がフーリエ変換の関係で結ばれているの

で，どちらのレーダでも基本原理は同じである．レーダ方式を表1α1．1に比較して示す．パルスレーダは

遠距離ターゲットの検出に適しているが，FM－CWレーダは近距離ターゲット検出に適している．合成開

口処理やボー一一・ラリメトリはどちらにも適用できる．

表10．1。1　レーダ方式の比較

蕪顯鰍・．纂，，． 慧灘憾三：；灘曇灘漁難ぎ
Opera目on　principle Time　doma㎞ Frequency　domain

Range　resoludon Bandwidth bandwidd1

R｛mge　accuracy Number　of　FFT　point N㎜ber　of　FFr　point

Signal　process｛ng RF 圧

Hardware
Time　domain，　or

erequency　domain
Simple，10w　cost

Shoエt　range △ ○

Faロallge ○ △

SAR　pro㏄ssi皿9 ○ ○

Polarimetry ○ ○
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含成開ロレーダの概念

　SARはレーダ機能をさらに発展させ，反射強度の2次元分布を画像として得ることを自的とするレー

ダである．2次元画像を作成するためには，2つの座標軸が必要となる．一つは電波を照射するレンジ方

向，もう一方はそれと直交するクロスレンジ方向である．図10．1．2（a）に示すように，通常，レーダは進行

方向の真横下方向にマイクロ波パルスを一定時間間隔で照射しながら直線的に移動する．横下方向がレ

ンジ方向で，それと直交する方向がクロスレンジ方向となる．この場合，クロスレンジ方向はレーダの

移動する進行方向と一致し，アジマス方向とも呼ばれる．

　高分解能な2次元イメージングを達成するためには，レンジ方向とアジマス方向共に高分解能化が必要

となる．合成開ロレーダでは，レンジ方向にパルス圧縮技術を使って高分解能化を達成し，さらにアジ

マス方向には合成開口処理を施すことによって高分解能化を達成している．

　合成開口という言葉は，アンテナを列べて物理的に大開ロアンテナを合成するという意味で使われて

いる．図10．1．2（a）に示すように，アンテナビームはレンジRoに比例して広がる．波長をλ，アンテナ開

ロ長をD＾とすると，地上でのビーム幅はλRe／DAとなる．この幅が実開口分解能である．一方，図

10．L2（b）のようにそのアンテナを並ぺてアレー状にすることにより大きなアンテナができ，鋭いビームが

形成できる．プラットフォームの等速移動を利用して，合成開口幅L内の数多くの位置で受信信号を記

録し，あたかも1つの大きなアンテナが鋭いビームを照射しているように信号を処理する．そして夕一

ゲットに焦点を当てる鋭いビーム合成によってアジマス方向の高分解能化を実現する．このビームによっ

て作られる幅D，12が合成開ロレー一一ダのアジマス分解能となる．この分解能は距離Roに依存しない点に

特徴がある．つまり，航空機レーダでも衛星レーダでも高度に関係なく同じ分解能が得られる．

実アンテナの開口長

　　　　D，・・itb－’‘一’一

一　　　　　　　　アジマス方向

　　　　　、、’、△θ、芸勧半値角

アジマス方向の

ピームパターン

、Ro

実開ロ

分解能

　λRo

　　　　L＝込
合成開ロ長　　　　　　DA

d、一一　－E

アジマス方向の

ビームパター一一ン

合成開口分解能

（a）実開ロレーダの分解能 （b）合成開ロレーダの分解能

図10．L2　実開口と合成開ロレーダの分解能概念図
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ビームを照射しながら飛行すると・図1・」．3のような刈り取り徽ができる．この刈り取礪のことを

「ada「swathという・アンテナから放射される電波ピームの方向によって地上への入射角が変わりt　swath

も変化する・ピーム方向を可変する方式をspot　lightモードといい，広いswathを観測したい場合に使われ

る・ピームの向きによっていろいろな角度や方向がでてくるので，合成開ロレーダで一一般的に使われて

いる用語を図10」．4に示した．

SAR

Off　nadir

angle

、1～epression　　Range　direction

attgLe　　（slant・ange）

incident　angle

図10」．3　SAR画像の生成概念図と角度，方向の名称

R

ect10t1

、

図10．1，4　角度，方向の名称（続き）
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　ここでは，合成開ロレーダで重要なレンジ方向のパルス圧縮とアジマス方向の合成開口処理について

説明する．一般にSAR処理と言う言葉は，レンジ圧縮とアジマス圧縮の両方を指す．それらの圧縮処理

には高速化のためにFFrを使ったフーリエ変換がよく用いられる．ここでは主にFM．cwレーダの合成開

口処理を中心にSC　10．1．5のフロ・一チャートに沿って説明する．

レンジ圧縮

アジマス圧縮
（合戒開口）

raw　data

↓

　　　　　　azimロ由

Range　FF「　←1＞

Range　FF　r

↓

〈1　1＞・

SAR　image⇔

eele．1．5　合戒開口処理（レンジ圧縮とアジマス圧縮）の流れ
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10・1・1レンジ方向の高分解能化技術＝：パルス圧縮技術

レンジ方向の空間分醐は送信パルス塒醜が短Vナれば短いほど阯する．しかし，短いパルスを

作るためには広醐なシステムが必要となり，また融加短いパルスを蜘返し放射するため腓常

に大きな送信勧が蠣となる人工衛星や航蝋では融供給能力に限界力Sあるぽた．近醜曙

測を鯛繊のパルスで行おうとすると，例えば1．5・mのターゲットでは1。。、の馴を粉に酬できる

高轍の難が腰になってくる・そこで，比較蛙いパルスで，かつ，噛力でも高分輪縫成でき

るパルス圧搬術が利用されている・これは図1・．1．6に示すように送倒言号に線形FM信号を用いること

で蹴される・鯛の経過と共に周波数が線形に高くなるような鰐である間声｝こ例えれば低音から

高音に移っていく鳥のさえずりに似ていることから，チャープ信号とも呼ばれている．

hf　2

2
豊

ぎ

f1

8
亘

旨

く

↑　B＝f，　－f1

鴫一一‥一‥一一一》　　鴫一一一一一一一一う、

　　　　　Ts　　　　　　　　　　Ts

　　　　　　　　time　t

図10．1．6　線形FM信号

　どのようにして遅延時間を計測するかという概念をpa　10．1．7に示す．パルスレーダでもFM．CWレーダ

でも同じ線形FM信号を使うので・ここではFM－CWレーダを例に取り説明する．　FM－CWとは，　Frequency

Modulated・Continous・Waveの頭文字をとった略称である．

　線形FM信号をアンテナから送り出し，距離R　1にある一つの物体に当てると，　rlの遅延時間をもって

レーダに戻ってくる（図10．1．7（a））．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10・1・7（a）上段のようになる・送信FM信号と受信FM信号はT1だけ時聞がずれる．次に，遠い距離R　2に

ある物体では図10．1．7（b）のような受信信号となり，遠ければ遠いほど遅延時間が大きくなる．ここで注意

すべき点は，送信信号と受信信号の周波数差である．この周波数差は時間と比例関係にあるので，遅延

時間に比例する．差の周波数をビート周波数fbとすると遅延時間τとの間には

τ＝ ｵ万㏄Rあ （IO．1．2）

の関係がある・er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・従って，ビート周波数fb

を計測すれば遅延時間’1が分かり，遅延時間が分かれば，式（10．1，1）の関係からターゲットまでの距離が

分かる．これがFM．　CWレーダの概念的な距離計測原理である．

　なお，ビート周波数は通常数10KHz以下の低周波信号であるので，非常に扱いやすい．また，どのよ

うな帯域の信号をキャリア周波数に用いても周波数差だけが重要な情報となるので，ピート周波数を扱

う限り回路構成はキャリア周波数に関係なく同一になる．この点がFM－CWレーダのメリットである．
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翫
§

＜｛二〇

　　　　　2R1　　τ1＝　　　　　　c

乱M信号

τ1　　　　　　　　　　　　　　τ1

@　　　　time　t　－一

塩1

　　　　　　　2、R2　　　　τ2＝　　　　　　　　ε

乱M信号

受

τ2　　　　　　　　　　　　　　τ2

@　　　　time　t　　　　l一

㍑2

受信信号

f・＋多

　ぎ
曇∫。

　』

∫・一誓

（a）

図10．1．7

fb

O

－T、∫2

FM－CWレーダの距離計測原理

（b）

transmitted

signaI

reflected　signaI

　　　　　　　　　　　　　8：bandwidth

－”@．　．．　一一＞t，　Ti　一一・i≡Ts：sweeP　duration　time

0 Ts／2
tlme　t

図10．L8送受信FM信号の周波数とビート周波数の時間関係
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POLSAR

パルス圧縮

さて，図1°・1・8を参照してパルス圧縮処理韻醐な式で示そう．送舗号の中心蹴輪パルス

鷹竺とL・　Tsの時間l」11　（一　Ts／2＜t＜Ts／2）　1：Bの周灘舗引する・瞬時醐は次のよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f（t）・＝f・＋芸f＝克＋Mt　　　　　　　（1。．13）

そ喘の位脚とおくと・　f（t）＝当1）よりΨ・）＝2π（f・　・＋　IIII［　t・）

そのため，継続時P・HTsの方形パルスに周波鮫調をかけた送信信号は次のように表すことができる．

　　　　　　　　　　　　S・r（t）＝A…2π（f・t＋誓r2）　　　　　（1。．1．4）

ただし・　A・　lk幅・お中心周灘・満間，　M＝B／T、　：周波鞭搬，β縛引周波数幅，㌔掃

引時間

　アンテナから距離Rの位置に点ターゲットがあるとして，その反射係数を

　　　　　　　　　　　8＝8（Xo，　Zo）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10．1．5）
　　　　　　　　　　　（Xo，　Zo）：ターゲットの座標

とする．レーダアンテナに戻る信号は時間Tだけ遅延するので

　　　　　　　　　　　Srec（t）＝gA’　…1　2π｛f・　（・一　T）＋Y（t－　T）・｝　　（1－）

となる．A’は周波数と8に無関係な振幅で，伝搬距離による減衰などを表す．

　受信信号（10．1．6）と参照信号（10．1．4）を非線形素子のミキサーで2乗検波し（パルスレーダでは整合フィ

ルタを通すことに相当），十分低い周波数分（0＜f＜＜f。）のみをフィルターで拾い出すと次の信号が得ら

れる．

　　　　　　　　　　　Sb（t）＝gM’…2π（f・・＋Mτt－Yτ2）　　　　　（1・．1．7）

この式で時間tに関する項Mτは2つの信号の周波数差を表し，ビート周波数fbとなる．　fbは距離Rに比

例している．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2B
　　　　　　　　　　　　　　　”τ＝fb＝両R　　　　　　　　　（1・・1・8）

距離を求めるためにはfbを求めればよい・そのためにビート信号（10．1．7）を掃引時間内

（’Ts／2＜t〈　T、／2）でフーリエ変換し，
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正の周波数成分を取り出すと次のピートスペクトラムSb　（f）が得られる．

Sb　（f）＝Cg　T・　expノ””）［i5’一’

［　Sb（f）r一

　　　　　　　んn’

　　　　　　　　2

　　　（）［　n（f．fb）T，］

1　Cg　12　T・2Sin・’1π（∫誘川

・i・（π（f－fb）T．］

ただし，一＝C：定数

（10．1．9）

この最大値からfbが求められる．なお，パルスレーダでも受信信号を整合フィルタに通すことにより同

様の式が得られるE1］．

E（t）＝gA‘’　T・　exp（j2πf・τ）Sinc　1　nB（t一τ）1
（10．i．10）

これらの式（10」　．9），（IO、1．IO）は，位相を表すexp関数と距離（周波数あるいは時間）に関するSinc関数か

らなっている．大きさに着目すればSinc関数そのものである．　Sinc｛πB　t）で包絡線の第一ゼロ点蘭隔

21B　ve圧縮されたパルスの間隔と考えると・もとのパルス長がTsであったものカ1・’ ﾅ倍に圧縮されたこと

になる．図10．1．9を参照．例えば，T．＝5ms，　B＝30　MHzなら，　Tsのパルスに比べて1〃5000となるので

距離分解能は75000倍向上する．この過程はパルス圧縮と呼ばれ，レンジ方向に注目しているのでレンジ

圧縮とも呼ばれている．つまり，パルス圧縮＝レンジ圧縮はフーリエ変換を行うことで達成される．

　　　Linear　FM

Beat↓

ヰー一一一一一一一一一一》

FFT

図IO．1．9

1　Sin・　〈　zT・　（f－f・　）｝l

ISinc｛πB（t－　T）｝1

　　　　　一一一》2／B　司暢一一一

．2－．．．一．．＿J”一一一一一

TiB

　　パルス圧縮

レンジ分解能（Range　resolution）△R

　レーダの性能を表す指標としてレンジ分解能がある．レンジ分解能とは，レンジ方向に置かれた2つ

のターゲットを分離できる最小距離△Rのことである．夕一ゲットの間隔をNとしたとき，同じ間隔△L

でもレーダの信号帯域幅Bによって，図10．1．10のようなビームの重なり状況がおこる．（a描分離可能な

場合（△L＞AR），（b）は分離限界の場合（△L＝△R），（cNtk分離不可能な場合（△L＜△R）である．（b）の状況で

分離できるかどうかが決まってくる．
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　　　　　　　　△L　　　　　　　　　　　△L

　　　　　（・）△L＞△R　　　（b）M＝△R　　　（、）N＜M

　　　　　　　　　　図10・1」0　ターゲツト間隔Nとレンジ分解能Mの関係

分解能△Rは図10・1・11のように電力ピーク値の半分のローブ幅として定義されている．数式で表せぱ

竺「一一 3dB
d°wn

此

sinエ

@エ
■　　■ 一　　■　　一　　一

．39156 1．3915

1

⊥

　　　　　　　　　　　腿

　　　　　　　　　　　図10．1．11　ピー一一一ム幅とレンジ分解能

　　　Sinc　2（　nB　T｝＝圏＝；⇒禁去⇒x＝・1・39156

　　　　2x＝2πBT＝2．78・＝・n　　T2旦＝0．88L⊥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，B　28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2πB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　c　　　　　　　　　　　M＝・T＝α88芽毒　　　　　　　　　　（10．1．11）

この式から分かるように，レンジ分解能Mは送信波の周波数帯域幅Bに依存し，広帯域ほど高分解能に

なる．パルスレーダでもFM－CWレーダでも全く同様である．なお，（10．1．11）の係数O、88は1とみなして

いる．

　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　1
　　　　　　　　　　　　－→7△Rlq■一

㌻瀕言鷲，

撓求f繊
∫欝1鞭

20M正認 75m
30MHz 5m
50MHz 3m
100MHz 1．5！n

500MHz 30cm

1GHz 15cm

4GHz 3、75cm

図10．1」2　レンジ分解能Mの定義（周波数帯域幅が決まれば分解能が決まる）
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　航空機や衛星のように地上を斜め下に見下ろす場合，地表面への入射角をθとすると，地上のレンジ

分解能は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　胡、＝蕊＝2B§。θ　　　　　（1・．1．12）

となる．

距離確度

　ピートスペクトラムを算出する際に，FFrによる離散フーリエ変換がよく用いられる．　FFrのポイント

数をN，データサンプリング周波数をfsとすると，離散間隔（距離確度△R。C、）は次式のようになる．

輪＝腿早 （10．1．13〕

Nを増加することによって距離確度は細かくなるが，スペクトラム全体の形状は変わらない．距離確度と

距離（レンジ）分解能は混同しやすいが，まったく別物であることに注意が必要である．

圧縮後のレンジprofile

　レンジ方向に2つのターゲットがある場合に，ビートスペクトラムを描くと図10．1，13のようになる．ピー

クをもつ周波数軸上の位置が，ターゲットまでの距離に対応している．また，ピークをもつローブの隣

はサイドローブと呼ばれ，本来夕一ゲットからのエコーではないので小さいほど望ましい．このサイド

ロー一ブを抑圧するために，Kaiser，　Hamming，　Hanningなどの窓関数がよく用いられる．　（付録参照）

く
，『N

⊥

K

fbi

図10⊥13

サイドローブ

　　　　　　　　　　　　fb2
　　　周波数

FM－CWレーダのビートスペクトラム例
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10・1・2アジマス方向の高分解能化技術＝アジマス圧縮

合成開口処理

次に，図1°」・3でアジマ肪向とレンジ餉から作られる2次元唖で舗開・処理を考えてみよう．

図’°・1・14のように・をアジマス座標・・をレンジ麟とする．まず式（1・．1，9＞（1・」」・）をこの空髄標を使っ

た表現に簸する・図1・・1・14のように点ターゲットがフレネル領域にあると仮定すると，アンテナから

ターゲツトまでの距離Rは次式で近似できる．

　　　　　　　　　　R＝・8ぷ）2　・z・＋（’Sit？，o）2　　　　（1αu4）

そ臓
@耳斗＋s！’x22：i，o）2）　　　（1・．1．15）

ただし @　λ・＝㌫中心周波数の波長

　　　　　　　　　　　　　　　　　antenna

0 Azhlluth　direction　　　兀

目

言 i　　Ro．自

Rl
増

1

●
1

bO 1
口d出

i　　P嗣1ρ

o　　　　　　　　Point　target　posi宜on

z

　　　　　　　　　　　　図10．1．14　アンテナとターゲットの位置関係

さらに，R＝　Zoと仮定すれば，ピート周波数も次式で近似できる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2B
　　　　　　　　　　　　　　　　　　嵩7句　　　　　　　　（1・・1・16）

その結果，次の関係が導かれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R－ZO）　　　　　　　　　　　　　　2π8
　　　πTs（∫－fb）＝πB（1一τ）＝丁（R”z・）＝πM　　　　　　　　（10川

　　　晋蒜）］＝漂蒜L5諏π（R－　ZoM）　　　　　（1・．1．18）

したがって，（10．1．9）（10．1．10）は空間変数だけの関数となり，ビートスペクトラムを改めてU（xx）とおく

と
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（10．1，19）

合成開ロレーダでは位相を表すexp関数が重要な役割を果たす．形式的にU（x．Z）を3つの関数に分解す

る．

　　　レンジ関数　f（R－z・）＝・Si一讐゜）　　　　　（1・．1．2・）

伝搬関数

物体関数

h（x－　x・・　・・）＝・xp

8＝8（XO，Ze）

」篭｛可＋（寄｝
（10．1．21）

（10．1．22）

レンジ関数に関して，図10．杜4のアンテナ位置で計測した点Pにあるターゲットからのエコーはレーダ

にとって真下の点Qから来たエコーと見なされるため，レーダをアジマス方向に走査すると図10．1．15（b）

に示されるカーブした軌跡が生まれる．このカーブした軌跡を直線に配列する処理をrange－migrationとい
ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

っ．Z＝Z。にアータが配置されるようにrange－migration処理を行うと，

　　　　　　　　　　　　　（z－z。）
f（R－Zo）⇒f（z－　Zo）＝　Sincπ

　　　　　　　　　　　　　　M
（10．123）

となる．この処理には各種の方法があり，詳しくは付録と専門書［2］一［4］に譲る．

その結果，ビートスペクトラムU（X，Z）は次のように書くことができる．

U（X・Z）＝A∫（Z－ZO）8・（XO，　Zo）h（X一克0，句）

Aは係数である，点ターゲットがgz方向にも分布しているような場合（連続物体の場合），

それらの合成となるので積分式で表すことができる．

（10．1．24）

U（x，z）は

U（X・Z）＝・“@f，°e　i：XZ－Z・）9（X・t　Ze）h（X－X…Z。）dU。　dz・

（10．1．25）

ここで，Z＝鞠の近傍ではf（z－Zo）＝1となり，

U（X・・Z・）＝A“ 轣F8（X・・Z・）h（X－　X・・Z・）dU。

（10．126）

と近似できる．この形式は，Fresnel－Kirchoff回折積分と同じ形式である．一種のフレネルホログラムと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊みなせるので物体の反射係数は逆伝搬関数h（Xo－X，　Zo）を掛けることによって得られる．

8（・エ0・ZO）一≠ゴ∫：1：Lr（X・ZO）ピ（XO一工・ZO）ぬ

（10．1．27）

積分範囲のLはアンテナの走査幅であり，＊は複素共役を表す．この式が合成開口処理そのものを示して

いる・つまり，アンテナの走査によって各点でデータU（x，z）を敢得し，それに位相補正を行って積算す

る方法である・積分範囲から分かるように，等価的に大開口のアンテナ（開口長L）のデータを合成し

ていることになる．具体的な演算は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219
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8（x…z・）＝n－’ 撃高ﾌ卿ヰ）1

（10．輻28）

のように3回のフーリエ変換を行うこと｝こよって実行できる・ここで，mまフ・一一　1」エgeM，　Fr－・　tま逆

フー｝工変換を勤す・なお・　e・ge算｝a・FFT（嚇フーリエ変換）を用いて実fiされるが，戯難

㌶…ためにUやhのデータに゜を力9えてデータ長を長くとるze・・－P・ddi㎎』ことが望ましい・（付

図1°・1・15に噸の中心に点タeゲットを置いた場合の舗開・処酬を示す．（、）は式（1。．1．7）に対応す

る時間領域のビート信号である・（・）をレンジ方向にフーリエ変換すると（b）がi4られる．これはレンジ圧

縮に相当し・式（1・⊥9）に対応する・（b）ではレーダと夕一ゲットの｛立置関係によりカー九た酬が生ま

れる・・ange－mi・9・ati。拠理を行うと（・）が得られる・その噸のアジマス方向に対して式（1。．127）のkntBli

°魑を施したもの恥となる・（d）カfSARの離画像であり，点ターゲットカ・らの応答を示している．

これは点応答関数と呼ばれることもある．

azimuth

秘
自

（a）ピート信号 （b）ビートスペクトラムの実部（c）range－migration処理結果

（d）点物体のSAR再生画像

図10．1．15　合成開口処理の例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POLSAR

2次元合成開口法

　アンテナを2次元走査して，3次元計測する場合を考えてみよう．図IO．1．13で示されるような2次元平

面上のアンテナと物体の位置関係において，反射係蜘をもつ物体に対して自由空間でのビート信号は

次式のようになる．

　　　　　　　　　　　　　　　　Sb（・）＝gM’・・巴（f・＋E，）］　　　（1・・1・29）

　　　ただし，ん4　：振幅，cl光速，fo：中心周波数，T，：掃引時間，Bl掃引周波数幅

アンテナから物体までの距離Rを求めるには，周波数成分

　　　　　　　　　　　　　　　　五＝躍R　　　　　　　　　　　　　（10．1．30）

が必要であるので，式（10⊥29）をTsの時間内（－Ts／2＜t〈　Ts／2）でフーリエ変換すると，次式のビー

トスペクトラムが得られる．

　　　　　　　　　　　　　　5，切＝8蛤xp（」4響R）鋼πσ一fb）田　　（1α131）

　　　　　　　　z　　　　　　（x。・y。・z。）

　　　　　　　　　　　　図10．1．16　アンテナと夕一ゲットの位置関係

ただし，上式はピートスペクトラムの正の範囲の周波数成分のみである．また，OP　10．1．16で物体がアン

テナの位置に対してフレネル領域内にあると仮定すると，アンテナー物体間の距離Rは次式のように書

ける．

　　　　　　　R≒z；＋（x－Xo）2＋tV・一・y・）MZ・＋（司詰一Ye）2　　　　　〈1・．132）

実際の物体は空間的に広がりをもつので，その反射係数8は，任意の空間点の関数となる分布として考
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え，次のようにおく．

　　　　　　　g＝g（㌔yΦ副　　　　　ただし，為，Yo：物体方位座標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zt）：物体距離座標

観測されたピートスペクトラムは各変数1こついて積分された鶴として次のよう1こ表される．

ただし，

U（X・・y・Z）＝∬∫二∫ン（Z－・Z。）9（Xb，・y。，・Z。）・h（X－Xb，Y、一ン嚇耐y。d、。

王（z・一尾o）認∫加c
　（R－Zo）
π

　　鑓

h（x－x・・Y－y。，・z。）＝exp

物体が存在する距離z＝、Zo近傍ではf（z、・一・Zo）＝1

」篭｛㌔＋（x－Xb）艦ア｝

u（x・・y・・z・）＝f．：　f一二8（Xb，　Yo，　Z。）h（x－・la，・y－・y。，・z，）・dXb・dy。

（10、1．33）

（10．L34）

（10．1．35）

となる．これも畳み込み積分の形であり，フレネルホログラムの一一種である．したがって，1次元の合成

開口法と同様に物体の反射係数分布は次の逆伝搬関数

　　　　　　　　　　　ピ國＝岬一」篭｛Ze＋荒｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10．1．36）

を用いて，各アジマス方向に逆フレネル変換することによって求めることができる．

　　　　　　　8｛）＝卿：1：U（x，　y，　Zo）ピ（エーXb・・Y・一・Y…4）卿　　（1⑳

ただし，Lx，Lyはアンテナの各方位方向の走査範囲，＊は複素共役を示す．この式は2次元の合成開口

処理を示す式で，この処理によってピートスペクトラムから物体の反射係数分布が取り出せる．
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　2次元の画像を作る際に，図10．1．17に示す2通りの方法がある．左の（a）は航空機や衛星による2次元合成

開口の画像作成方法である・プラットフォームの1次元移動によってrange－azimuthの2軸方向で画像をつく

る・そして地上投影してRangeをground　rangeに変換し，地上イメージに対応させる．一一方，（b）のように

レーダピームを真下に向けて，アンテナの2次元走査によって3次元データを得，ある距離でスライスし

て2次元画像を取り出す方法もある．次元データの一部を切り出して作成しているもので地中探査レーダ

などでよく使われる．一般にリモートセンシングで合成開口処理という場合は，左掴の方を想定してい

る．

1－D

9
「ange

（a）　1－1）scafi

2－D　scan

（b）　2－D　scaR

pa　10．1．172D－lmageの作成方法
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10．1．3　合成開ロイメージの例

㌶㌫㌶㌶霊㌶漂撫墓慧開・のイメージの違いを下図に示ほ

．㌧　．「三、i
・≒ ｡一’託∴□忍・、、－

i露撫譜鶯霞一．曇・

実開ロイメージ　　　　　　　　　　　　合成開ロイメージ

　　　　図10．1．18　実開口と合成開ロイメージの違い

合成開口幅

　逆フレネル変換寅10．1．27），（10．1．37）を見る限りでは，アンテナの走査幅によって分解能が変化する．

これらの式では，アンテナが無指向性であることを仮定しているので，アンテナの走査幅は広いほど良

い・ターゲットに原点をおいてレーダのアンテナを見たとき，アンテナの走査によって電波が照射され

ている区間が長いほど，レーダに情報が取得されることになる．図10．1．19にターゲットから見える走査

アンテナの開口幅と伝搬関数の関係を示す．開口長＝走査幅が長いほど，伝搬関数の高周波成分が多く取

り込まれることになる、高周波成分が多く取り込まれるほど，締まった画像が得られる．

短い走査幅 長い走査幅

図10⊥19　走査幅と伝搬関数

　次の図は付録に示したpoint　targetのSAR　simulation結果で，開口長はどれも同じ正方形の1辺の長さで

ある．走査幅＝開口長は同じであっても，ターゲットまでの距離が変わるにしたがって，伝搬関数の高

調波成分の含まれ具合が変わる．深い場所ほど低周波成分だけになるので，ぼやけた画像になる．近い

所はしまった画像になる．
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高調波成分　少 高調波成分　大

図10．1．20　開口幅による像の違い

同じ分解能を得るには，どのような距離でもターゲットから見た開口長の角度が同じでなければならな

い．そのため，人工衛星からの開口長は非常に大きくなることが分かる．

　なお，ターゲットからアンテナが見えていても，アンテナから放射されるビームは必ずしも夕一ゲッ

トに照射されている訳ではない．この点にアンテナの指向性パターンが影響してくる．開口面の大きな

アンテナほどピームが鋭いので，照射される区間は短い．逆に開口面の小さなアンテナほど，照射され

る区間は長い．小さなアンテナほど合成開ロに適している．そのため，合成開口幅や指向性によってど

の程度分解能が変化するかが問題となる．アンテナの指向性もイメージングには重要な要素であり，そ

の逆補正を含めた処理が必要であることが分かる．

　一方，’小さなアンテナほどピームが広いため合成開口に適しているものの，伝搬媒質に損失がある場

合，メインローブ以外の方向のエネルギーはすぐに吸収されてしまう．例えば，積雪中や土壌中などの

媒質では，電波の伝搬状態が実際のところ不明であり，メインローブ以外の方向では伝搬距離が長いた

め，波の減衰が大きい．媒質によって吸収されたり散乱されたりする場合には，合成開口法が厳密に行

えるかどうかは未知の部分も残されている．
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10．2Fuily　Polarimetric　FM－CW　Radar

偏波を考劇た物体の反射係数分布は・送受信の偏波の組み合わせによって得ることができる、式

蹴2；躍翼畿質㌘慧竺類であるから蹴噸波状態におVナる反撒

［s（剛＝1雷巴 8HH　8nγ

8VH　gw
（10．2，1）

散乱行列の取得では・図1・・2・1のようにHを送信したときHとVを購｝こ受信，次にVを送信してHとVを

同時受信する．送信偏波を交互に切り替えながら同時受信を繰り返す．

⑧

Tx

Tx

　　　H

Rx

．1－一・一一・一・一一

園＝

［s］

撫］1自

↑．plv・・

ヅら也』：： ●　●

●　●

朋

Single　SAR　image＼こ・＼｛

　　　［s］

凸
国1濡

Fully

Polarimetric

SAR　image

図10．2．1porS　ARのデー一タ取得 図102．2　偏波合成開ロイメージ

このようにして得られたデータをチャンネル毎に合成開口処理し，SAR画像を得る．そして図10．2．2のよ

うに同じ位置にあるSARデータを取りだし，散乱行列として対応するピクセルに格納する．したがって，

画像の1ピクセルは正つの散乱行列に対応している．なお，データの格納の仕方は散乱行列だけではなく，

Kennaugh行列，　Covariance行列などいろいろな方法がある．

　図10．2．3に2次元走査によって得たFM－CWレーダ偏波合成開口画像の例を示す．中心周波数16GHL波

長約1cm，大きさ約30cmのプラモデルをイメージングしたもので，振幅画像のlSHHlとlSwIは似た画

像になっているが，lSrvlは交差偏波成分であり，全く異なる画像となっている．　lSHvlは全体的に強

度が小さく，SN比が悪い、しかし，偏波による違いがよく確認できる．さらに，位＊El　（p　HH，甲w，tPw

についてもかなり異なった値をとることが分かる．したがって散乱強度だけではなく位相も含めて多次

元の情報をもたらすことが分かる．

　なお，全電力を受信した場合は，散乱行列の要素の2乗和となるので，Span［S］を合わせて表示した．

全電力画像ではSN比が最もよくなる．そして，位相のΦ〃翌翌ﾍカープしている箇所を映咄すといわ
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酬
　　　　4

　　　」，　　　　鳥

1　s．．　1 ls。，］ ｛Swl

rp　H”

塵

［

　　　　　　　　　　　‘HV
ピ．…　寸』、．

　　　　　葺撫

㍊ぷ違「遍
隔γ （Pw

綜ご欝編1灘／
1；

　　．4！，1無・

　　　、、○・．；　　：t：1：．．，．．r

iぷぷぷ二譲ε、，』

　　　Span［ぷ］

　　　図10．2．3

　　　　　　　　　　　　　rPHH－（Pw
　　　　　　　　　　　　　　　2
2次元走査によるFM－CWレーダ偏波合成開口画像例

れているので，参考までに画像化した．図に示すように曲面で比較的大きな値になっているように思わ

れる．

　ところで，レ・一一ダでの反射係数はある帯域幅βを周波数を掃引した結果として得られるものであり，

単一の周波数での反射係数ではない．つまり，ポーラリメトリ理論の基になっている単一周波数でのも

のではない．掃引周波数にわたって反射係数が不変と想定しているが，この置き換えが本当に正レいか

どうかは実験にて検証することが必要である．　（例えば，14GHzから16GHzまで掃引すると，中心周波数

は15GHzとなる．また，110．5　GHzから15．5　GHzまで掃引した場合も中心周波数は15GHzとなる．中心周

波数は同じ15GHzであるが，同じ値が得られるであろうか？広い帯域幅を掃引する場合に考慮すべき点

であろう．）
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10．2．1　ハードウエア構成

FM－CWレーダは構成が簡単であり，比較的安価に作成できる．図102．4は構成したFM－CWレーダ装置

のブロック図である．基本的には，

　　　マイクロ波帯部品：FM信号の発振器，方向性結合器，アンテナ，ミキサ

　　　IF帯の部品：フィルター一，アンプ，　A旭コンバータ，パソコンなどの表示用装置

だけである．このうち，IF帯以下の処理は，マイクロ波帯の周波数が何であれ，同じ装置を使うことが

できる．そのため，一度作成すれば，どのような周波数でも対応できる利点がある．

ぱ逗6ti6fl母
　，．CQUPlcrン

珪
tk・1

曇v：・

畿籔i

high　pass　filter

欝1
　1　　F　．　F

Tx

Rx

図10．2．4Polarimenic　FM－CWレーダ装置

　偏波レーダとして必要なのは，偏波の純度の良いアンテナを使用することである．試作では広帯域で

あり，かつ，偏波の組み合わせができ・るように標準ホーンアンテナを使った．monostatic　radarを想定して

いるので，できる限りコンパクトに設計する必要があり．最終的に図10．2．Sの構成になった．　HVとHH，

VVの位相中心位置が多少異なっている．この問題は偏波校正で対応することにした．アンテナの切り替

えは，ピンダイオードスイッチや手動など，目的に応じて行えばよい．

図10．2．5PolarimeUic　FM－CWレーダのアンテナ
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実時間レーダ

　動作原理で説明したように，FM・CWレーダでは距離を求める際，ビート信号のフーリエ変換を用いて

いる．この処理は専用の信号処理プロセッサ（DSP）を使うことにより極めて高速に実行できる．レンジプ

ロファイルを求めるには一回のFFr処理で済むので．有利である．

　ピート信号のフーリエ変換などの処理をDSPにまかせることにより，パソコン程度のコントローラで

かなりの速度まで対応することができる．また，最近はパソコンも高性能なため，パソコンのCPUだけ

でもかなり高速である．データ取得だけであれば，20ms程度で散乱行列が取得可能である．

10．2．2　等価STC回路（レーダの性能改善）

　自由空間において，ターゲットからの反射信号電力は，レーダの種類に関わらず距離の4乗に反比例

して減少する．遠いターゲットから受信電力は小さい．受信器の最小感度によってレーダ探知距離が決

まる．探知距離を拡大するためにパルスレーダでは，受信チャンネルに時間ゲートをかけ，遠い距離（遅

い遅延時間）にある物体からの反射波を増幅しながら受信するSensitivity　Time　Control法が使われている．

しかし，FM℃Wの様な連続波レ・一一・一ダに対して｝よそのような手法は存在しなかった．そこで，　FM－CWレー

ダの原理に戻り，等価なSTC手法を見い出し，遠い物体でも感度を上げて受信できる方法を考案した
［36］．

ビート信号は近似的に次のように与えられる．

Sb（t）　＝　9舶’　exp「」2π（f・τ＋f・t）1
（10．2．2）

ビートスペクトラムを求めるために，通常はこの式を用いてフーリエ変換を行うが，微分信号のフーリ

エ変換の性質

FT　［　s、（t）▲＝Sb（f）

叶禦1＝〔」2小（f）

（10．2．3）

（10．2．4）

を使うと・微分したビート信号のスペクトラムは〔ノ2nf・　）”　f9の大きさになる・　fbは蹴｝砒例してい

るので，遠くにある物体ほど増幅されることになる．つまり減衰が補正されることになる．そのため，

右辺全体を改めて，ピート信号のスペクトラムとして取り扱えば，遠くにあるターゲットの振幅を増幅

する等価的なSTC回路が達成できる．
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図10．2．6　受信信号の振輻補正

この方法の有利な点は・単にフーリエ変換したスペクトラムにぽ撒上で（」2殉nを掛けることに

より達成でき・特にハードウェアも必要ないことである．もし，ハードウエアを付加するにしてもIF帯

での微分回路を取り付けるだけでよい．

　本来，遠方のターゲットからの反射信号は微小になる．この点はレーダ方程式に示されるように物理

現象の制約であり，対処ができない．等価STC回路によって遠方ターゲットの信号を増幅するとノイズ

も増幅してしまうのでSN比の問題が生ずるが，偏波情報を組み合わせることにより，多少とも改善でき

ると思われる．

　また・自由空間の距離による減衰だけでなく，雪中，地中などのような損失媒質の導電率によって指

数関数的に減衰する場合も，この等価STC手法を使うことができる．実際，地中のような減衰の激しい

媒質でも，感度よく物体が検出できるようになった．図10．2．7に地中120cmの深さに埋めた金属ターゲッ

トの検出結果を示す．左からオリジナルなCo－POL　Null　image，中央は1次微分，右は2次微分の画像であ

る・右にゆくほど地表面のエコーが抑圧され，遠いターゲツトが強調されていることが分かる．地中レー

ダでは，アンテナ近くの不要反射（クラッタ）が非常に大きく，ターゲットをマスクしてしまうことが

ある・そこで，予め2階微分の画像を表示するか，あるいは地表面クラッタを消去する偏波状態で画像化

を行い，その後に等価STCを使って再度画像を再生すれば，ターゲットをうまく検出できる利点がある．
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付録：合成開口処理における信号処理注意事項

SARS（11理ではFFTを用いた嚇フーリエ変麟よく用いられる．定融勘に計算を実行すると緒し

ていたように㈱蛾されな蝿合や・虚像醗生することがある．これらの問題は撒フーリエ変換

で信号綱恥であると仮定されている点と1立相の扱いに趣する．希望する結果を1辱るためには，フー

リエ変換の性質をよく理解して使うことが重要である．

窓関数について

方形波をフーリエ変換すれば・Sinc鰍となる．この場合端一サイド・一ブのピークは一13dBとなり

比鮪大きい・大きなRCSをもつ夕一ゲットのサイF’m一ブが隣接するターゲットをマスクしてしまう

ことがある・例えば・陸地のようなRCSの大きいター・一一ゲットのエコーがRCSの・j・さい緬に映腿む酷

が生じるこれはサイド・一ブエコーカま映り込むために起こる現象である．この望ましくない現象を回

避するためのつの手法として・サイド・一ブを抑圧する窓鞭が用意されている．フーリエ変換に基

づく限り，分解能とサイドローブレベルはtrade－offの関係にあるので，分解能を高くすればサイドロープ

も大きくなり，分解能を低下させるとサイドローブも下がる．レンジ方向の距離分解能は理論的にc／2B

が限界であるので・窓関数はこの値を多少広げても（劣化させても）サイドローブを抑えることを優先

し，サイドローブによる回り込みを抑えようとするものである．窓関数はデータの振幅値だけを変更し，

位相に関しては変更しない．表A10．1に代表的な窓関数を示す．

表A10．1代表的な窓関数

註．㌧海2　　　方　⇒

ﾚ顯薦

欝譲購鍵辮懸一・　　　．　　　・w・　・　　…　　．ギ詰萢
難譲羅季劇蕊㍗鎮泌顯㌍ゴ懸。・曇　5　　　一

方形 Wω＝1　　　－1＜x＜1 一13 1

Hannhl9 W（脚5＋α5…倒 一32 2

Hamming W（剖54＋α46…倒 一41 2

Kaiser

　　　垢（βr7）w固＝　　　　　∫。（β）

　一46

iβ＝2π）

　万
iβ＝2π）

　表でメインローブ幅は分解能に該当する．方形窓が最もシャープであり，その分解能を1とすると，

次にHanning，　Hamming，　Kaiserの順となっている・分解能とサイドローブレペルの関係では，　Hamingと

Hammingは同じ分解能であるが，　Hammingの方がサイドロー一プレベルが小さいのでよく使われる．また，

パラメータによって分解能を可変できるKaiser窓［30］もよく使われている．　Kaiser窓は次式で与えられる．
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◆Kaiser　window wω＝

・。（βπユ）

1。〔β） 一1くx＜1 （AIO．1）

1

β＝0

β＝

β＝S
x＝＿1

＝1

図AIO．1カイザー窓

ただし，Ie（・｝は第2種0次変形ベッセル関数である．　xはデータ数を正規化した値で，端部が1であ

る．Kaiser窓はパラメータβを変更するだけで分解能とサイドロープレベルのtrade－offを変更しやすい．

図AIO．1にβを変数としたKaiser窓を示す．β＝0では方形窓と一致する．　P＝　2．5では分解能幅は20％程度

増加するが，サイドロープのピークは約一20dBとなるのでSAR処理ではよく使われている．β＝5では50

％増加輻で，サイドローブピークは一37dB程度になる．β＝2πでは一46　dBにもなる．

　なお，窓関数の掛け方に注意が必要である．これらの窓関数の形状から想定されるように，データ区

間の端では小さな値になっている．時聞信号や空間信号では最初と最後の値が小さくなるように作られ

ている．通常の時間信号や空間信号に窓関数を掛けてFFrを実行する際には問題が無い．しかし，フーリ

エ変換後の周波数領域データに窓関数を掛ける場合には，データの並びに注意が必要である．例えば，

データの端が0周波数になっている場合では，窓関数をこのまま周波数データに掛けると，0周波数近

傍が抑えられる結果となる．そのため，周波数領域のデータに窓関数を掛ける際には注意が必要である．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　POLSAR

合成開口処理における折り返し誤着186］

FM－CWレーダのピートスペ外ラムはルネルホ・グラムの一種と見なせる．ルネ」レ変換の形をし

ており・最終的に得たい物体関数と伝搬関数が畳み込まれた形で表現されている．

　　　　　　　U（x…）＝ガ∫：8⑭み（工輌）改。　　　　　｛A1鋤

物体関数はフレネル逆変換によってピートスペクトラムから取り出すことができる．

　　　　　　　8（Xl・・z・）＝A’∫lll　U（x・・z。）h’　（　x。－x，Zb）dU　　　　　　　　｛Alα3）

この処理は以下の畳み込み演算の性質を利用する．

・（。　ω⑭占ω＝．［α（勾占（f一τ）dτ⇔c（ω）＝A（副8㈲
（A10．4）

⑧は畳み込みの演算を示す．図に時間領域での畳み込みの演算概念を示す．

a（t）

b（t）

t
t

入力波形 応答関数

α（t）脅わ（f）

t

出力波形

　　　　　　　　　　　図A10．2　時間領域における畳み込み演算の概念図

この時間（空間）領域の畳み込み積分が周波数領域ではかけ算になる性質を利用して，3回のFFT演算で

計算することができる．

　　　　　　　　　　　9（x。，・z。）＝冗「1［ene・卿＊）1　　　　　　　　　　（Al・．5）

しかし，定義通りに計算を行うと，折り返しによる虚像の問題が生ずることがある．

ある入力信号aiが周期Nの関数とする．この関数a（のに対して有限な持続時間Nの応答関数bkによる

離散畳み込みは次式となる．

　　　　　　　　　　　（aOP　b）、－k＿」覧＋1aj＿kb，　⇔An　Bn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A1（）．6）
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この結果は，各関数の離散プーリ工変換したAn，」Bnを掛け合わせたものに対応する．この演算で問題

となるのは，離散フーリエ変換で信号が周期的であると仮定されている点である．図の左側に周波数領

域における畳み込み処理の様子を示す．

　　　　　　A（①）

P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

l　　　　　　N

hπ1
iA（ω）8（ω）），1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f

（H時　　　　　N
@nol　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lno

№盾盾п@　　effξctive　data？　　　　good

β（ω）　　　　　　　　　　　　1

Zero　padding

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

一1　　　　　N　　　　　　I N

A（ω）

IZero　padding

　　N

FT－1 kA（ω）B（ω））

effective　data

図A103ゼロ詰めとフーリエ変換

離散畳み込み演算では入力関数も応答関数も周期的であると仮定されるため，演算結果の両端は折り返

しの影響を受けてしまう．合成開口処理ではターゲットの存在しない位置でピークを生じてしまう可能

性がある．

　この対策として，ゼロ詰めを行うことを考える．このときの様子を図の右側に示す．データ長Nでフー

リエ変換したA（口），B（ω）のデータに0を加える．逆フーリエ変換の過程で，折り返しの影響がゼロ

詰め部分で生じ，本来の信号部分は折り返しの影響を受けなくなる．ゼロ詰めの数はおよそ応答関数と

同じ長さNをとればよい．
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range－migration処理

antenna

0 Azimuth　direction　　　エ

口

4（x・・）・舐te皿a　p。siti。n
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唱 1

口 1

智 1

吋ば

O Point　target　p・siti・n

z

　　　　　　　　　　　　　　図A10．3ターゲット位置とレーダ記録位置

図A1°・3のアンテナ雌で酬した点Pにある夕一ゲットからのエコー｝まレーダにとって真下の点Qから来

たエコーと区別できない・アンテナビーム内で，アンテナから見て同じ距蹴あるター一ゲットエコーは，

方向に関係なく同じ強度で受信されるためであるしたがってこのような場合にla方向が区別できない．

データはアンテナ真下の直線上に記録されるため，実際は点P位置にあっても，点Qの場所にあるもの

として記録される・その結果，レーダをアジマス方向に走査するとカーブした軌跡が生まれる．

rallge－migrationを行わずアジマス方向にFFTを実行した場合
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図AIO．4　range　migration無しの合成開口処理結果（左：レンジFFr，右：　SAR　image）

カーブしたままでSAR処理を行うと図AIO．4のようになり，焦点の合わない画像となるばかりでなく，本

来の位置の他に不要なエコーが現れる．SAR処理では，アジマス方向データに対してフーリエ変換を行

うので，ターゲットの軌跡は直線に乗っていなければならない．カープした軌跡を直線に配列する処理

をrange－migrationという．

　ではどのように直線に配列させたらよいか？　まず考えられることは，画像を見たうえでカープの頂

点を探して，その点のレンジに合うように画像処理する方法である．離れているピークを同じレンジに

揃えるように画像処理をする方法が提案されている．しかし，多数のカープが同じ1枚の画像にあった場

合，移動の相互関係がどうなるのかといった問題が発生する．そこで，レンジ毎に直線に列べる方法を

使う．それには次のフーリエ変換のシフト性質を使う．

∫ω⇔F（ω）＝∫：∫ωビ畑4r

τσ』吋⇔F（ω）ε抽・一∫：f（りぎノ碑一a）・dt

（Al＆7）

（Ale、8）

　空聞領域で位置がaだけ移動すると，周波数領域では位相が回転する．具体的な処理では，レンジ方

向の移動距離が画像データの格納されているデータ数，距離分解能｝こ関連しているので

Sincl・z（ |゜）蹴π（露になるようにするためにぽ繍報の｛蒙）だけピクセ繊

することを考える・つまり一 ｺ芸）曇｝の齢フ酋・

アンテナの位置㌔が決まれば，その位置でのRnは一定なので，レンジ方癌のデータを一度に廼理でき

る．そのために，レンジデータにFFTを施し，　FF［rデータに位相回転分を掛けて，その後lc　pa｛・1こよって

戻す．これをアジマス方向全体に実施することにより，Z＝㌔の直線上に配置できる．このようにデー

タが醗置されるようにrange　migration処理を行うと，以下のようになる、
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Befbre　migration　　　　　　　　　After　migration

　　　図AIO5　合成開口処理

SAR　image

　レーダは移動しながらパルスの送信と受信を繰り返す．レーダ照射領域に含まれるターゲットから反

射波が連続的に受信される．この間にレーダは移動しているため，受信波はドップラ効果を受けて周波

数が変化する．アンテナとターゲット間の距離が大きい場合，この信号の周波数変化は時間に対して線

形に近似できる．これはパルス圧縮で周波数が線形に変化することと同じ状況である．したがって，同

様の考え方でアジマス方向の信号を圧縮することができる．レーダの照射域の中には多数の散乱体があ
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り，受信信号ほ総栽婆糞での散灘鋤、らの反射填の念成嵩なるが，願々の散乱体はレーダよの紘置関係

が異なるた峰，麿射波の摘波数旙個々め瀧乱蘇鷺まっτi鱗なる．捷ロて，受信信号の中跡轟特薫の灘乱

体からの償号だけを蜷総できるこ書になる．‘
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第11章偏波較正（Polarimetric　Calibration）

：欝ll撒璽≧霧㌫㌫撒㌶漂蕊霊㌫㌶鐘

Observed

scattering　matrix

［o］

SySteln　nOiSe

　　　　　　　　　　←［o】≠［s］

　　　　　　system［R］

　　　　　　　　　　　　　　　antenna
　　　　　　　　　　図11．1測定誤差要因

　　　　　　　　　　　Correct

　　　　　　　　　　　scattering　ma｛Tix

　　　　　　　　　　　　is］

　　　　　　　　　　　　　　　target

主な誤差要因は次のものが考えられる．

・　Antenna　Alignment：アンテナ配置による誤差．　monostatic　radarでは送受1言位置が完全に一致すべきで

あるが，m信アンテナと受信アンテナの櫨｝泌ずしも噺しない場合が多い図11．。．1の場合，厳

　密にはbistaticである・また，アンテナ同士が正確に直交しない配置になっている場合もある．

・Antenna　Cross－talk：アンテナ間の結合．互いの直交アンテナで信号が結合して入り込む現象例え

　ばH送信アンテナからの信号がV受信アンテナに入り込む現象で，本来は結合が無いことが望ましい．

・Channel　Imbalance：偏波チャンネルの利得誤差．例えば球のような対称形ターゲットの散乱ではHH

とWチャンネルの受信電力は同じ値になるVまずであるが，実際には個々のアンテナ利得の違Vによっ

　て同じ値にならない現象．

・アンテナの放射パターンによって生ずる誤差ビームの中心と端では利得が異なるので，合成開口

処理をすると使用アンテナによって画像が異なる．正確な合成開口処理をするには使用アンテナの

放射パターンの逆数による補正が必要になる、また，ビーム中心以外の方向で必ずしも直線偏波で

なかったり，互いに直交しない場合がある．これらは避けられない物理現象である．

・ケーブル電気経路長が異なるために生ずる偏波チャンネル間の位相誤差

・受信系回路での個別の機器の振幅や位相誤差

・システムノイズ

・その他

　レー一ダ設計では，これらのハードウエア誤差を最小限にするように製作するが，それでもを完全に取

り除くことはできない．そこで逆に，理論的に分かっている夕一ゲットを測定し，そのターゲットの散

乱行列が理想的な理論値となるように測定データを補正することが行われている．つまりシステム全体

として最終的な測定結果が正しくなればよい．それが偏波較正の考え方である．測定した偏波行列から

正しい散乱行列を得る処理を偏波較正（Polarimetric　Calibration）と呼ぶ．

240



POLCAL

一般に，システムノイズNを含めて，測定される散乱行列0は次式でモデル化することができる．

O＝yeノθRT∫T＋N （ll，1）

ここで，yは絶対振幅，　Tは送信系，　Rは受信系における振幅・位相に関する誤差行列である．誤差行

列の中には，HV偏波間のcross－talk，　HH－VV間の利得imba畳anceなどが含まれており，これらの誤差を取り

除くには本来ハードウエア自体の情報が必要となるが，それは止めて，取得された画像だけを使って偏

波情報の較正ができれば便利である．以下に，式（llJ）によって表されるモデルに基づく代表的な2つの

偏波較正法（Van　Zy　l　method，　deveEoped　at　IPL，　and　Quegan’s　method）について述べる．これらの手法では，偏

波画像中に自然の草木などの分布ターゲットと3面コーナーリフレクタからのエコーがあれば，偏波較

正が可能な手法であり，よく用いられている．

11．1　Van　Zyドs　method（also　known　as　POLCAL　at　JPL）［131］

　システムノイズが小さく（N＝O），送信系と受信系の誤差行列は等しいと仮定する（T＝R）．測定

散乱行列0と理論上の散乱行列Sは，cross－talkの要素δ，　6，，Co－pol　channel　imbalanceの要素fを用いて

次のように書くことができる．

0＝yejeRTST＝
1δ，

δ，f

SHH　SVH

SVH　Sw
1δ1
δ，f

（1LL1）

ここで，誤差要因をcross．talkとirnbalanceの項目別に分けて表現できれば便利なので変形してみる．

RT＝

T＝

　1δ2
δ1f

1δ1
δ，f

＝　　1

　　δ，

　工0
　0f

δ，　／f

　1

　1
δ2／ア

10　＝RTRT
　　　　　x　　　cOf
δ1　＝TT
　　　c　　x1

（11．1．2）

ただし，

Tx＝Rx＝
　1　δ，
δ，　／f　1 ， T＝R　＝　c　　　　‘

10
0f

（11．1．3）

これから，R，Tはcross－talkに関する行列R．，　Tx）と，三mbahnceに関する行列（Rc，　Tc）の積で表せること

が分かる．したがって，測定散乱行列0は

O＝RIR『ST．T．＝R：WT、 （11．1．4）

となる．この式の中で，

u「　＝RFS　T。　＝ 10
0f

SHH　SVH

SVH　Sw
10
0f

SHH　fSVH
fSVH　f2Sw

（11．15）

であり，Wはimbalanceの影響だけを表している．

　したがって2つの誤差要因に分離して考えることが可能となる．そこで，δ1とδ2　／fを求めるcross－talk

較正ステップと，fを求めるimbalance較正ステップが別々に実行できることになる．
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11・1　・1　Cross－talk較正

C「°ss ﾟまHV間醜号の回り込み（アンテナ結合）に相当し，本来は・がgeましい運常一2。．．．3edB

となるよっにレーダ難では設計されている力弍，C・・ss－tUk較正によってさらに，」、さくすることを試みる．

C；S，ThS　s　“ta　’kX　［Eステップではδ，とδ・　’fを求める・如卿モデルにより測定齢列は次≡にな

O＝
OHH　OVH

OVH　Ow
1　δ2　Xf

δ▲　1
SVHH　WVH

VVVfi　Ww
1　δ1

δ，　／∫　1 （11．t．6｝

この式から・cross－talkに関する項は次式のように得られる．

δ1＝
△P＋4P■ iWnv　wlP＞（Ok〃Ow＞

△2・一一　16〈輪輪＞2｝〈OHH・叫12

δ，ノ∫＝
△G＋4ロ章 q　　■VVHV　WHV〉〈・冊・司

△三一・16〈W捏ΨW∴〉「〈OHHO三〉ド

（11，1，7a）

ただし，

　　　△＝
　〈OHH・h・〉（Ow・の一1〈・HH　oVV＞［－4〈W。，幅＞2

P＝〈0晶0叫くOw　Oの一〈oh・　O・・〉〈0∴0叫一2〈Owotw＞〈WH。　wb！）

2＝〈・〃・　・k・）〈・W・の一〈・：・・H・〉〈・朋・W＞－2〈・朋・編〉（W硫〉

（11，1、7b）

（iLI．7c）

（11，1，7d＞

（11．i．7e）

なお・上式の中で（　　ウWHV　Win〉は途中酬の項目であるが，鞭散乱獅・は与えられているのでユ

（11。1．4）より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W＝R：】or：1　　　　　　　　　　　　　　　　｛1LL8）

〈輪幅〉は次式のように表される．

〈w聞W∴〉《・研・∴〉＋1δ，　12〈・朋・副＋1δ、∫∫】2〈・w・二〉一δ1〈・朋・の

　　　　　　　　　　　一δ1〈・va・∪一（δ、のく・w・∪

　　　　　　　　　　　ヨδ・∫∫ド〈・VH・紛＋δ，　（　S，ノ∫ジ〈・HH・訂

　　　　　　　　　　　＋δ：（δ、1f）〈・w・fi。〉
（持．LI｝｝

δ1，6，ノfを求める手順としては，

Step1）式（11、1．9）において違初にδ、　・・0　，　6・ノf＝eとしてくWぷ司を求めるi

St・p2）式（ll．1．7）｝C・step・1で得られる（W。，蹄｝を代入して，δ，　，δ，∫fを勅る．

Step3）step2で得られたδ、　j　fiz　／　fを式（11．19）に代入し再び〈W肝W㌫〉を求める．

Step4）δ，，6，／fが収束するまで，式（11．1．7）と式（ll．19）の演算結集の代入を繰り返す一
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M．1、2　相対振輻位相較正（lmba　lance　calibration）

Imbalan㏄較正ステップではfを求める．式（11．15）より次式が得られる．

Wh　Ww
vvE．　vv．．

＝1τ14 i㌃ （11．1．IO）

T・ih・dral　corner　refiect・・∫＝
i1三）ニ（；♀」用ターゲットとして用し蝋次の2つの式

が成り立っ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　熟；1　　　　　（11．1．11。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　arg（S”・　Sw〕＝・　　　　　　　（11川b）

したがって，fに関しては次式が成り立っ．

1∫1慌劇
訂9ω＝圭訂9幅Ww）

（11．1，12a）

（11．1．12b）

これにより・fが得られ，既に求まっているδ，，δ，／fを使ってSが求められることになる．fはHH

とVVチャンネルの相対振幅・位相誤差を表しているので，相対振幅位相較正ともいわれる．

この手法を適用する条件として，画像中に

・R・flecti・n・Symrn・仕y』3∴〉＝〈S．，sin＞＝・を示す領域があること．

・Trihedral　corner　refiectOrのエコーがあること

が必要である．

　これを前提として較正パラメータは反復して推定される．解の収束問題を伴うので，収束しない場合

には適用できない．

また・この手法は・　ik9称化されたデータ（・。。・＝・。。）に対して適嗣能である．測定散乱行列・は式

（11・1・1）において・　R’＝T（δ・＝δ・・δ・＝δ・・f＝f・＝f・）となっている．PLSAR噸データでは，・。．≠・VH

であるため，Van　Zy1氏の手法を適用するには，前処理として対称化処理を施す必要がある．対称化処理

は次式のように表される．

婦｛⇒1舞 ［〉㌔（…』〉）｝
（1LL13）
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11．2　Quegan’s　methodエ132］

次に・　et正パラメータの反難定を行わないQ・eg・ii．EI（iの偏灘正法を取り上eずる．この齪法は議

本的にV・nZy1法に基づくものであるが，　V・nZyl法が3面コーナー一　］Jフレクタの鰍行列を直蹴較して

竺するのに対し，Queg・n法は集合平均C・va・i・n・酬を比較し唯正する方法である．鞭＿Hance

巖（篶；こ較正パラメータの推定力河能であり湘反徽り立たなくても適用できるという利点

式のパラメータ（yは繍振幅・θ幽対位相，sは正しい散舌L行列）は同齢あるが，R，Tをそれ

ぞれ受信・送信における振幅・位欄差を表す行列とし，次のように齪しておく．

R＝
m；1：；1；］一

1δ1
δ2ア1 ， T＝ o凋完 1δ3

δ，　f2 （112，1）

δ1・δ・は受信側における…ss－t・lk・　6・　・　64は送信側における・r。、、．talk，、f、，　f2はそれぞ纏信，送信に

おけるimb・1・n㏄を表す・y・　eを含めたこれらのaxが較正パラメータであり，この偏繊正法におけ

る仮定は以下のとおりである．

仮定担）

仮定1－2）

仮定1－3）

SHV　＝SVHである．

〈SHHsl｝V＞一〈s，，slP＞＝・である．

行列R・Tのcross－talk項（δ1，δ，，δヨ，δ、）は対角要素（∫，　f2）と比べて小さい．

以上の仮定に基づき，式（1L1）を次式のように置く．なお，絶対位相項は除外する．

・＝R∬＝ m1当 SHH　Snv

SVH　Sw

k：lll｝＝ Oll　Ot2

0210n

Oll　＝SHH　tll　rl1＋SHV　t21　rユ1＋SVH　ttl　r12＋Svv　t21　rn

Ot2　＝　SHH　t12　rl1＋SHV　t22　rll＋SVH　t12　r12＋・∫w　t盟r12

021＝SHH　t11　r21＋s。。　t21　rユ1＋∫，蜻、1　rn＋Sw　t21　rn

O22＝SHH　tl2　r21＋SHV　t22　r21＋SVH　t12　r22＋Sw　tn　rn

ここで・SHV　＝　SVHであり・非対角項同士の積（t12　r12・　t21　r21）は十分小さいと仮定して書き変える．（仮定

1－3）

　　　　　　　・⇒iii＝iiiiii　l：霧：：：：iiii詔

0＝MS

M＝

rn　tli

r21　tll

rllt12

r21　t12

　　s＝［SHH・SH・　Svv］「

rllt21十r12tlS　　　r12t21

　r22tll　　　　　　r22t21

　rllt22　　　　　　r12t22

r21t22十r22rt2　　　r22t22

（112．2）

Sを得るためには，測定散乱行列の0からM全体を導ければよい．R，T個々の行列を考える必要はな

い．較正では電力（2次統計量）をもったcovariance行列を使う．
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　仮定1－2）より，自然植生などReflection　Symmetry（SHHS；fV＞☆〈SvvSin＞＝＝Oの領域では，　covariance行列

は理論的に次の形となるはずである．

ただし

（Cs＞＝〈∬中T＞＝
σ1tO　ρ

0σ210
P’0σ22

σII＝
qISHH　12＞，σ21＝〈ISHv　12＞，σ㌍〈ISvv　12＞，ρ＝〈SHH5の

実際に観測されるcovariance行列Cは，次のように表現することができる．

C＝OO’T　＝M∬’TM’τ＝M　C、　M’T

（11．2．3）

（王1．2．4〕

そこで，観測値と理論的なcovariance行列の比較により，　Mを導き出し，較正を行う．測定covariance行

列Cと行列R，Tとの関係は，式（11．2．2），式（11．2．3）を式（11．2．4）に代入して展開することにより，付録の

式（A11，1HA11．10）のように表される．

　なおMを導き出すといってもMは大きな行列なので計算が大変である．分かりやすくするために以

下のパラメータ

（1）cross・talk比

（2）全体のシステムゲイン

（3）受信チャネルimbalance

（4）送受信のimbalance比

（5）cross－pol電力項，

μ　＝　r21　／　rrl，v＝　t21　／　tn，w＝r12／r22，z＝t1ユ　／　tll

Y　＝　r22　t22　→　式（11、1）の絶対振幅Yに対応

k＝rn　l　rn　→　式（11．2．1）のimbalance孟｝こ対応

　　r22　tll
Ct　＝一一一
　　r1ユtn

β＝lrllち212σ12＝lk】Vl2σ12

を用いて書き直すと，次式のようになる．

此＝三」

　r22，

M＝　rn　tz

M　＝　r22　t22

　　ran　tlt
Ct　＝一一一
　　rll　t22

k2Ct

生丘α
r22

42　k
t22

⊇r22　t22

μ＝ ?Ez＝舞

辿r22’盟

r21’11

r2メ22

辿r22　t22

蛭r盟’泣

とおくと

rll　t21十r12　tll

　　rn　t盟

　　　血
　　　「2ユ

　　　已
　　　r22

　ユ＋血三
　　　　ち2　　r2ユ

辿＝kα，

ち2

此垣＋こ旦克α
tn　　「22

　　kCt

　　k

　垣＋垣
　r22　「22

とおく．

地r22　t22

±
t22

虫
「22

　1

』rn　t22

±
tz

生
r22

　1

さらに

＝rz　t22

＿ち1

v＝－　t22，

k2Ct

ユ此α
r22

±此
t22

辿r22　t22

書穀・詮誤＝熾
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－十一一「22　t22
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び

W
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　　　　　　　　　k2a　kv＋kαw　vw

　　　　　　　　　竃　㌣　：＝曇v＋ζw：　謬l

　　　　　　　　　k2c・・z』kαzl　　a・・－u＋…z1　001

　　　　　　　　　　　　　　　　Ct　v＋αw　vw　　　k200
　　　　　　　　　　　　M＝Y　器　　亨　il，　OkO　　　　　　　　（11．2．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　αμz　u＋Ct　Z　　1　　　　00　1

kとαはimb・’anceに対応するので1に近い値であり，　u，v，－w，・は仮定1．3）から1より小さい．（11．2．2）

のパラメータを導き出す代わりに・（11・2・5）のパラメータをを靴し妨が分かり肌雌＿i綱行

列の各要素を上記のパラメータを用いて表すと，付録1・の式（A11．11）．（Al1，17）のとおりになる．

さて・比較すべきR・flecti…ymm・try（11．2．3）腰素は次式で表される．α（送受｛言のimb、1、nc。比）｝ま

ターゲットに依存しないパラメータであり，Pはターゲットのer。、s．P。1電力に比例するパラメー－eである，

　　　　　　　　　　　　　　aH丁吉「吉1昔　　　　　　　　（112．6a）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　1
　　　　　　　　　　　　　　σ12下rrτFβ　　　　　　（1・1・2・6b）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　σ22＝［可C“　　　　　　　　　　　　（112．6c）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1　1C14
　　　　　　　　　　　　　　ρ＝［T，　－6i－　　　　　　　（112．°d）

　付録の式を用いて，まず，cross－talk比u，v，w，zに関する式を導出する．（AlL11）～（A11．14）の右辺

第3項を無視することにより，次式が得られる．

　　　　　　　　　　　　　　z　CI1＝　C31－wC41　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11、2、7a）

　　　　　　　　　　　　　　wC“＝C34＿zC14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11．2．7b）

　　　　　　　　　　　　　　u　Cli　・　C21一Ψ　C41　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11．2．7c）

　　　　　　　　　　　　　　γC“＝C24一況C14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11．2．7d）

したがって，上式からcrOSS－talk比に関しては，次のように求まる．

　　　　　　　　　　　　　　u＝（C“CガC・，・CMンム　　　　　　（11．2．7・）

　　　　　　　　　　　　　　・＝（C・1・C…一・C21　C・4）ノム　　　　　　（11．2．7fi

　　　　　　　　　　　　　　z＝〔C・・　C31　一　C41　CM）∫△　　　　　　（11、2．79）

　　　　　　　　　　　　　　w＝（Cii　C・・－C31　CI4）ノム　　　　　　（11．2．7h）

　　　　　　　　　　　　　　△＝・c1　c“－1c1、［　　　　　　　　（11．2．7i）

ただし，u，v，w，zが仮定1－3）を満たさないような大きな値を取る場合は，較正結果は無効となる．

　　次にimbalance比αについて考える．（A　l　l．15），（A　l　1．17）より次式が得られる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246
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1　a　12　S＝　C22　－u　C、2－・C、，

α’　5＝　C32－zC12－wC42

（11．2．8a）

（11．2．8b）

従って，imbalance比α，cross－pol電力項Pが次式のとおりとなる．

　　　　　　　α1＝C一字vら，β1＝ら一憶｝i。砺　　　　　　（11・2・8・）

ただし，X＝C32－－zCt2－wC42である．また，（AI1．16）より次式のように直接Pを得て，（A11．17）に代入す

ることにより，α，βの別解が次式のように表される．

　　　　　　　　　　　　　x’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，β2；C33　一　z°　C31－w’CM　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11．2．8d）　　　　　　　Ct　2　＝
　　　　　　　　　C33－Z申C31－w中C34

（11．2．8c），（1L2．8d）のいずれの場合も，α’β＝Xが成り立つ．またβが実数であるから，αに関する2つ

の解の位相項は同じとなるが，振幅は異なる．

　以上により，基本的なcross－talk比とimbalance比を求めることができたことになる．

　次に，システムノイズが無視できない場合について考える．ここで，2つの仮定を行う．

仮定2－1）信号とノイズは無相関であり，偏波チャネルiにおいて平均0，分散ハ1，のノイズを含む．

仮定2－2）観測されるco－polチャネルでは，　cross－polチャネルと比べて非常に大きな電力を受信するため，

　　　　　ノイズによる影響を受けない．

したがって，“，v，w，z，α゜βは変化しないが，（Al　1」5），（A1　1．16）で表されるC22，C33に関しては，

次式のとおりとなる．

Cza　＝u・C12＋・C、、＋1α12β＋N2　　　　　　　　（11・2・9a）

C33＝z．　C31≒トw・C34＋β＋」V3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11．2．9b）

（1正．2．9a）より，αの値は次式で表される．

　　　　　　　　　　　　　’c虻況c12－・c、2－N2
　　　　　　　　　　　　Ct　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　α噛β
また，

　　　　　　　　　　　　α、一α＋…6浩，oら一α（1＋豊）－1

が導かれる．N2＝N3とし，ノイズの項を消去すると，方程式

　　　　　　　　　　∫（α）＝1αr＋H／，i］〔輌1）－1＝・

（11．2．10）

（11．2．11）

（11．2．12）

が導かれ，方程式の解は次式で表される．
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1α1」α・α・1－i＋（1砥：　…　1－　1）2＋尋国2

　　　　　　　　　　　21α、1 （112．13）

式（1’・2・13）によって得られる解を用いて・　a’βが既知であり，Pが実数であることから．αおよびβが得

られる式（11・2・9）の右辺において・β噸が他の項砒べてはるかe：大き蝿合，

　　　　　　　　　　　　　　1α瞬｝篇｝1　　（1－4）

となる．

imbalancekの位相項2｛arg（k｝は，　Pの位相誤差として含まれる．

HH－VV偏波間の相関係数・・r〔HH・VV｝は醐醜理が行われていない画像からでも正確に得ること

ができ，k，Yによる影響がない．

…已w｝＝鵠＝島
（11．2．15）

この指標は，位臓正を行う上で有効である．　HH－VV偏波間の位相差が既知であるターゲット（trih，d，aE

corner　reflector，　slightly　rough　surfaceなど）が画像データ中に存在するならば，位相較正が可能である．

　式（11．2．5）より，

s＝

　＆

（z＋a’u）

D

0

P12

旦
D

P32

P13

カ

Pヨ3

　0
〔w＋α㍉）

D

1

0＝AO （lL2．16a）

S＝Y［k・5柵輪Srv『0＝｛0朋O…O・。　Ovv　］「

D＝1＋1α12・P12＝a’
o（・㌔・e’・z’）一♂〔一｝｝

P・3＝一び
o（・＋αw）＋α（況㌧ピど）｝・P・・＝1α12｛（耐⇒－Ct－〔・＋αz）｝

P・・＝－la　12
o｛・＋Ct・z）＋Ct（v’・一・a’・w’）｝

（11、2．16b）

（IL2．16c）

（1L2」6d）

（1L2．16e）

と表される．ここで，（11．2．16a）の行列Aの（2，2）要素，（2，3）要素に着目すると，対称化処理

（1L2．17）

に対応しており，（2，1）要素，（2，4）要素はcross－taik除去に対応している・すなわち，偏波較正処理と対
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称化処理が，1つの処理として統合されていることがわかる．ただし，このステップにおいて，次式が

成り立つ必要がある．

　　　　　　　　　　　a・g（Ct｝＝一・a・g（C，、｝，回＝1　　　　　　　　　（11．2．18）

付録（AIO－17）より，　arg〔α｝＝－arg（C32）は明らかである、式（ll⊥12）と比較すると，重み係数，位相項

が異なっており，式（11．1．13）において最適な対称化が行われていないことがわかる．

　次に，Van　Zyl氏の手法との関係について示す．対称化済みの画像データにおいて，位相較正，対称化

された測定散乱行列0’は次式で表される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T
　　　　　　　　　　　　　　　　　　e－J｛中・2　fi　）　OHH

　　　　　　　　　　σ＝e－・・6｛・VH＋e－j・“…）∫（1＋1α1）　　　　　（11・2・19）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ow

φはarg（α）の推定値でありφ＝－arg｛C32），δはarg（k）の推定値である．δはarg（p）が既知であるター

ゲットより得られ，arg（p）は式（11，2．6d）より次式で表されることがわかる．

　　　　　　　　　　　arg｛ρ〕＝・arg（C14　）－arg〔α）一紅9（の　　　　　　　（11．2．20）

Van　Zyl氏の偏波較正法において，測定散乱行列0’は次式で表される．

　　　　　　　　　　　0’＝RTsR’

この式において，式（11．2．6）より次式が成り立つ．

　　　　　　　　　　　㈲2＝y　　　　　　　　　　　　（112．21a）
　　　　　　　　　　　｛rl、1　・1、｝2＝　k2　e－・」　fi　1　Ct　1　　　　　　　　（11．2．21b）

　　　　　　　　　　　・1、1　・i・＝k・e－」・e（1＋ICti）∫2　　　　　　（11・2・21c）

（ll．2．21b），（11．2．21c）を同時に満たすのは次式が成り立つ場合である．

　　　　　　　　　　　　　　　1α卜1　　　　　　　　　　　　（皿22）
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11．3　偏波較正例

以上2つの偏麟酷を用いて渓際噺駄鞠辺のL．b、。dのPLSAR噸データ（2。。。年1。月2踊

2RiJ，16°°×16°°ピクセル）を用Vて・各較正パラメータのレンジ方向にお｝ナる変化喘子を調べた．表

113．1にPLS舐噸データの指標を示す・また，図113，1にV・n　Zyl氏の融斑灘翻した場合に推

定される…ss－talk項の変化を示す・なお，最大反復DX1・。。回，収mm件を

Aα＝1　a、一（x，．，｛＜le－f

とした・式の中の陶α輌一1はそれぞれf回目，（刈朋鱗δ，／fの籟結果である．さらに咽

11・3・2～図11・3・7にQueg・nKの偏波較疏を適肌た場合に擬されるノSラメー－Na，C、、，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β，ノv2，
“q・・v　c・2の変化を示す・なお・各較正パラメータは4×16・・ルック処理｝こよって得ている．

　図113．1を見ると，推定されるcross－talk　表113」Pi－SAR画像の分解能，ピクセルサイズ，入射角

項の振幅はレンジ方向に対して一定でなく，

変動が大きい．原因としては，入射角の変

化がcross－talk項に依存することと，あるい

は反復推定において局所解で収束してしまっ

たことが考えられる．次に図11．3．2～11．3．4

を見ると，βはC22とほぼ同等の値を示し

ており，β以外の項N2，uCl2，v　C42は無

視できるほど小さいことがわかる．

Far　range（レンジピクセルポイント380－400）ではβ，C22，uCl2，vC4、のいずれも0に近い値を示してい

る．従って，Far　iange以外において，式（11．2、12）が成り立つことがわかる．次に図11．3．6～lL3コを見ると，

Far　range（レンジピクセルポイント380－400）でαの振幅が1とはかけ離れた値となっているが，それ以外で

はαの振幅はレンジ方向に対して1に近い一定の値を示している．αの位相に関しても振幅と同様に，

Far　range以外ではレンジ方向に対して変化が見られず，平均で5°となっている．従って，　cross－｛alk除去

と対称化処理が，1つの処理として統合できる（式（1L2，16＞参照）．

　以上の結果から，Quegan氏の手法は

周波数 127｛GHz］

Azimuth 3．00分解能

@岡 Slant－ra皿ge 3．00

Azimu也 2．50ピクセル

Tイズ［ln］
Ground－range 2．50

入射角ldeg］
44．4－57．5

臼）相反性が成り立つという仮定が必要ない．

（2）測定covariance行列を用いて，較正パラメi－”・一タの直接推定が可能である，

（3）最適な対称化処理とcross・talk較正の一括処理が可能である．

④較正パラメータがレンジ方向に対してほぼ一定である．

という点から，Van　Zyl氏の手法よりも優れていると言える．以下に両手法を用いた偏波較正結果を示す．

相対振幅位相較正用ターゲツトとして，海岸沿いに配置した4個の3面リフレクタを用いた．pa1］．3．8は

配置された3面リフレクタを表している．図1i．3．9に偏波較正前後のリフレクタの平均偏波シグネチャを

示す．図11．3．leより，　Qllegan氏の偏波較正法を適用することによって，偏波散乱特性が良好に補正され

ていることがわかる．偏波較正後の直線偏波成分合成画像を図11．3．12に，HH－VV偏波間相関係数画像を

図11．3．13に示す．なお，図11．3．i2，11．3．13において16ルック処理を行っている・水田，海域では，　co－pol

チャネルとcross－polチャネルの相関が低くなっている・
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図113．7　arg（α）の変化
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図11．3．6 1α1の変化

400

図11．3．8配置された3面リフレクタ
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　　　　lnzl　　IHVI　　　IVVl

図1L3．12偏波較正後の直線偏波成分合成画像

min 1灘

HH．VV

購難㌻澗■m・x

HV．VV

図11．3．13相関係数画像（HV基底）
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11・4　身近なFM－CW　radarの偏波較正

はじめに述べたよう1［P・1・・imetri・レーダを期するには端乱行列の4要素を醜に測噸がある．

蓮諮ζは銑㌻慧：㌫：1塁㌶竺㌶禦璽；レ鞘欝：禽㌫㍍

祠能である・そのため，レーダシステムを作成後に融酬慨知の較正用夕一ゲットを用いて，デー

タを取得し・そのデーSを用いて融チャンネ燗の補正を行うP。larim，ti，、．C、1ib，、ti。n7bS行われる．融

暗室など躯な酬で粧を行う際は纏繍レー一ダに比べて比較的齪用のターゲット選定に舳度

がある・ここでは・an・Zyl法を基にFM－CWレーダで行った融較正の例を述べる．

較正用ターゲツトとして蹴面状，線状のターゲットがある、端撒周激を使う高分解能レー

ダでは調轍帯域に鮪しない偏麟性をもつ較朋ターゲツトが望ましい関用化されているレー

ダ砒繊（周波数繊幅と中鯛波数との商）は，細耀度である．研蜘ではそれ以上砒纐で
実験や酬を行っている・これまでパノレスレーダで行われているP。1、，im，ti。・C、lib，ati。nでは，球状の雌

を持つtrih・dr・1・・rne・・reflect…面状の傾を持つdih・d・・1・。rn，，・reflect。，が広纐の較朋タ＿ゲットとし

て用いられている・一方・ここでは直線偏腿底で扱賜く剛状及び面状夕一ゲットと異なる散乱行

列を持つ性質に着目して・線状ターゲットによる偏波較正を検討した．線状ターゲットとは，波長に比

べて十分細い半径の線状導体で長さは無限長のものを指す．その線状ターゲットとして直線状Wi、reがある．

しかし・球状及び面状ターゲットと比較するとRCSが非常に小さい．そこで広帯域でwireと同じ偏波特性

を持ち，かつRCSが大きい平行平板ターゲットを考案した．

　以下に提案した平行平板ター一ゲットの偏波散乱特性［135］とPolarimetric　Calibration［136】を示す．実験及

び理論解析結果から，この夕一ゲットによるPolarimetric　Calibrationも有効であることを示す．

図11．4．1平行平板ターゲット

11．4．1　線状ターゲットの動作原理

　線状の性質を持つターゲツトとして，直線状ワイヤがある．しかし，RCSが小さいため実現が難しく，

大きなRCSを持つ線状ターゲットが望まれていた．そこで，図11．4．1に示すような大きなRCSを持つ線状

ターゲツトを考案した．これを平行平板ターゲットと呼ぶ．平行平板夕一ゲットは，電波吸収体上に金

属板を歯形に配列したものである．図11，4．2は，ターゲットの概念的な偏波散乱メカニズムを示している．

但し，金属板のエッジに平行な偏波を水平偏波H，同様に垂直な偏波を垂直偏波Vとする．
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　　　　E

eClL．4．2　散乱機構

　右側のV偏波入射時に，電波は平板の影響を受けずに通過し，電波吸収体により吸収されるが，左側の

H偏波入射時には，平行平板導波路のCut　of燦件のため電波は内部に侵入できず，エッジ面で反射する．

そのため，面全体の反射から大きなRCSが得られると予想される．　Cut　off周波数以下では，周波数によら

ず全く同じ反射形態となるので，非常に広帯域である．

1　1　．4．2　散乱行列とPelarimetric　Calibration

Monostaticなレーダで取得される散乱行列は次のように表現できる．

［∫剛＝1濡 （11．4．1）

　測定散乱行列［0］は，アンテナのアライメント，実験環境及びシステム誤差などにより，要素間で微

小な誤差を含んでいる（図110．1参照）．要素間の振幅・位相の誤差成分は次のように大別される．

OilH　一　O　vv　：　Channel　imbalance

OUH　一　OHV：Cross　一　tatk

　Polarimetric　Calibratienの概念は，　OHHを基準とし，　HH－VV　channel　imbalance，　Cross－talkを修正し，

［O］から［S］を求めることである・較正の際に必要となる誤差成分は次のようにVan　Zylにより提案され

た方法を一部変更することで求めることができる．

　まず，較正された散乱行列（理論上の散乱行列）を［S｝とすると，測定散乱行列［0ユは次のような関

係式で表現できる．

｛o｝＝［R］［s］｛T］ （11．4．2）

IRI，｛T］は，受信及び送信でシステムに依存する偏波誤差要因に関する行列である・また・相反性に

より次式が成立する．

｛RHT］T （11．4．3）
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各行列の成分は次のように展開できる．

OHH　O削ノ

Orv　Ow

！δ，

δ，fi

SHH　SHV

SHV　Sw

1δ，

δ，　fi （1！．4．4）

但し・δ1・δ・は送受信システム間の・r。ss－talkを表す変数鑓C・－P・1・h、nnel間のimb、1、nceを示す変数

である・δ，・δ・を求めるための較唖は，…ss－t・lk　calibrati・nと呼ばれ，腔求めるための較疏は，

imbalance　calibrationと呼ばれている．

ホーンアンテナを使ったアンテナシステムで｝まδいδ，は非常に微小な値となることから，imb、1、nce

calibrationの手法だけを利用する．この較正法を使用する場合，式（11．4．4）は簡略化され，次式となる．

OllH　OHV

OHV　Ow
10
0fi

SHH　SHV

s．Sw
10
0fi （lI．45）

上式で，Aを導出すれば，　Co－Pol　channel　imbalanceの除去が可能である．さらに，　X・Pol　channel　imbaiance

較正のために，式（11．4．2），（11．4．5）を次のように変更する．

［O］＝［RH町［丁】＝ 10
0A

SHH　f2　s．

f2　s．　Sw
10
0ft

（11．4．6）

回＝
SHH　f2　Sw

f2　SHV　8w （11．4．7）

f2はimbalanceを示し，　Shv成分にのみ関係していると考える．［W］は，　f2を除去する前の仲介行列であ

る．以下にfi，f2の導出過程を示す．

（1）X－Pol　channel　imbalanceを含んだ［W｝に対し，　imbalance　calibrationを行い，　fiを求める

（2）Wnvに対し，同様な計算方法でf2を求める

ここで，45°傾いたwireを較正用ター一一一ゲットとして使用したとすると，

［s］＝｝ H］ （1L4．8）

この行列は次のような性質を持っているため，Co－Pol　cha皿el，　X－Pol　channelにおける散乱行列の各要素

は理論的に次式を満たさなくてはならない．

隔H5wl＝1　arg（sD．　S．，）＝0

1SHtil＝　IS　Hvi　＝　i　arg（sA。　S、，v）＝0
（1L4．9）

式（11．4．9）の条件を用いると非常に簡単にA，f2を以下のように導出できる．
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聞＝藷器
去

・・g（fi）－S　arg（・9・・w）

（11A．10）

固＝
oin　o．

　ザ　　　　　　　　　　　　エ

Oh．　O．　li　fs

㌦9刷…（・剰

1回の測定で上式によってA，f2が決定でき，この点が45　e傾いたwireを使う利点である．

1丁4．3　較正実験

　測定状況を図11．4．3に示す．FM一㎝レーダで掃引周波数を14．5～155GHzの1GHz（比帯域約7％）に設

定して，較正用ターゲットをΨ＝45°に配置して測定を行った．較正用ターゲットは，金属板5㎝×

85c皿のものを8㎜間隔で20樋ぺたものである．アンテナを2次元走査させて得られた測定データに合

成開口処理を行い，高さ115cmにおけるスライス面（64×64ピクセル）の測定散乱行列を導出した．この測

定散乱行列によるspan三mageを図lI．4．4に示す．　span　imageは散乱行列全要素の2乗和で与えられる．この

imageからターゲットと想定される場所100ポイントを取り出し各ピクセルのA，　f2を導出した．この値

の分布図を図1・1・4・5に示す．図において，孟，f2の値は密集しており，ターゲット全体が同じ偏波特性で

あることがわかる．

　各ピクセルに対応する導出した誤差成分A，五に対して，較正前と較正後の相対情報の変化を求めた．

図11．4，6，図11．4．7に示す．横軸が相対振幅（電力），縦軸が相対位相である．この較正用ターゲットが

理論の散乱行列として得られる場合，Co－Pol　channe1（Shh　一一　Sw　），　X－Pol・chaimel（ShゲShv）の相対振幅，相

対位相はそれぞれOdB，　Odegとならなければならない．両図の較正前と較正後を比較すると，較正後の値

はほぼ図の中心部（もしくは相対位相±180°近辺）に点在することがわかる．

　次に，同じ夕一一ゲット（平行平板夕一ゲット）を用い，Ψを0°，30°，60°，goe，－30°，－60°変化

させ，測定を行った．これまでと同様にピクセルを取り出し，平均化した誤差成分及び測定散乱行列を

求め，Polarimetric　Calibrationを行った．表4．3に較正後における平行平板ターゲットのCo－Pol　maxを示す．

wireのCo－Pol　maxの理論値は，方向角に関係なくε＝0°で，τは方向角に依存することから，実験結果に

より平行平板ターゲットは，wireと同様の偏波特性を持つことがわかる．
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　　　図11．4．8Polar｝zation　Signature（Before　and　After　Calibration）

　　　　　　　表1L4．1　Co－Pol　max　after　calibration
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E晦6ci巧
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TUt　aE91e
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90 0．0 89．7
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30 1．3 29．9

0 一◎．5 一〇、2

一30 一2．6 一32．4

一60 3．8 一62．0
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11．4．4　較正誤差に関する考察

　測定散乱行列の各要素に含まれる誤差成分が，Co・－Pol　maxの偏波状態に対してどのような影響を及ぼ

すか検討してみた．測定散乱行列を次のように表しておく．

i味㍑1：1 （1L4．11）

但し，A，，A2は振幅誤差耀登，戴．奄は韓相誤差成分である・上式で，方向角φ＝O°を考えると，こ

のときの散乱行列の理鱗値は，縫編波議分が1で残りの要素は0となる．このような散乱行列を測定する

場合，1に比べて，どの程度斡大きさの測定檀を0とみなすかで測定精度は左右される．実験に用いたFM－

CWレーダシステムでは．匙＝毒＝－23　dB程度が測定限界であったので，φ1，φ2を一180°～180°変化

させてCo．Pol　maxの編麓蓑叢を導簗してみた．その結果，誤差として現れる範囲は以下のようであった．

e晃　＝4．30，6e　＝　4．30

但し，σ．，σE誌そ義ぞ義璽．£の誤差範囲を表している．表1・1．4．1より，較正実験では誤差範囲は

σ，＝2．4°，σ、　”　3．8°となつてお蓼，薮容誤差範囲に入っている．

　一方，平行平板ターゲットの較e法iま上に述べたような0の測定限界を調べる方法ではなく，Ψ＝45°

としているため｛S］のすrて惑妻素が周1）大きさになるような較正方法である．その評価としてC（）－Pol

maxを調べたが，この編撞巽嘉まw麹の方向角に直接関係しており，表1L4．1に示すように3°程度以下の

方向角誤差は，実用上十分な精凄があると考えられる．
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11．5　Faraday回転効果の除去

L－band以下のレーダ電波は電離層を通過する際に，電界ベクトルの向きが変わるFaraday回転を受ける．

その結果散乱行列要素に不要な成分が入り込み，正しい散乱行列が得られない．特にLバンド以下の

周波数帯で地球観測を行う際，電離層によるFaraday回転の影響を考慮し，それを取り除いて較正する必

要がある．以下はA，　Freeiman氏［138］によって提案されたFaraday回転を取り除く方法である．

　電波は往路と復路で同じ回転を受けるので，測定散乱行列［O］は同じ回転行列を掛けた形でモデル化さ

れる．回転角をΩとすると

この関係式から

OHH　OHV
OVH　Ovv

COS　9　sinΩ
一slnΩCOSΩ

OHH　＝a　cos2　S｝－b　sin2　St

OVH＝c－（a＋b）sinΩcosΩ

O。．－O，H　＝　（a＋b｝・in　2Ω

cOSΩ　sinΩ
一sinΩCOSΩ

Orv＝c＋（a＋b）sinΩcosΩ

Ow＝b　cos2　9－a　sin2　St

OHH＋Ow＝（a＋b）…2Ω

（115．1）

（11，5．2）

したがって，測定散乱行列を使って回転角Ωを求めることができる．

伽2Ω＝0パ0鼎
0朋＋Ow

Ω＝軽汀1嘉畿 （11．5．3）

ただし，この回転角はコヒ・・一・・レントでスナップショット的な値であり，計測誤差に大きく影響される可

能性がある．できれば平均的な値が望ましい．平均値は2次統計量が基本であり，測定値から次の項目

を導出できる．

電力に関して
〈1・HH｜2＞＝（回2＞・…Ω＋〈1小in”Ω一麦R・（小in22Ω

〈1・，vl2＞＝〈1a　12＞・漁＋〈lb　12＞・…Ω一SR・くαの・in22Ω

〈1・H・12＞＝〈1・12＞＋去（la＋b　12＞・in’2Ω＋R・＜ピ（a＋占）＞sin2Ω

〈1…12＞＝〈1・12＞＋去〈1a＋b　12＞sin22Ω一R・〈ピ（a＋b）＞sin・2St
（11．5．3）

また，相関項に関して

〈OH。OH〉＝〈1・12＞一去〈la＋占12＞・in・2　2S｝＋ノ㎞（ピ⑭＞sm田

〈・H。・；it＞＝〈αガ〉・…Ω＋〈〆わ〉・in4Ω一去〈回2＋1bl2＞si幽
（11．5．4）

これより回転角Ωに関して次の関係式が成り立つ．

〈1・H・　12＞一〈1・wド〉＝2R・〈c’（a＋b）｝・in2Ω

〈1…i2）一〈1・wr＞＝（〈1a12＞一〈lb　12＞）・・s2Ω
（11．5．5）
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しかしa，b，　cなどのターゲットが未知なため，簡単には回転角Ωを求められない・特別な夕一ゲットを用

意しない限り2次統計量から求めることは難しい．

　そこで，別な考え方として円偏波基底で見てみる．測定散乱行列を円偏波基底で表せば次のようにな

る．

　　　　　　　　8：8：＝｝｝｛2㍑2元｝1　　　　　　　　　（11・5・6）

・ze－S［・…一・w＋ノ（・HV＋・VH〕1－t（a－b＋ノ司

・RR　”　S［・卯一・HH＋」（…＋・VH）1弓（b－a＋ノ2・）

…＝S［・ガ・VH＋ノ（・HH＋・w｜1＝1（・＋の〔

妬＝±・紺一…＋ゴ（・Hil＋・w）1＝姜（a＋b）ピ…

この関係から，次式が成立する．

　　　　　　　〈・．　e：、〉－E〈la÷あr＞e－・‘Ω　St　一一k　arg〈・m・］1・〉　　　（11・5・7）

この式から鵬緯ようi：，単に（em・：、〉碗相鑑べることによって嚇角Ωを直鱒くことができ

る．したがって．翼編譲基底では集合平均から回転角を直接求めることができる．集合平均を取ってい

るので誤差｝ま誌蓑薫吏ないと思われる．

回転角｛≧撰裏轟垂義たら，正しい散乱行列は逆変換

1墨劉1＝［fSト COSΩ一sinΩ
sifi　St　cosΩ

OHH　Oeγ

OVH　Ow
COS　9－sil1Ω

sinΩCOSΩ
（11．5．8）

によって纂養こと藁できる．なお，この式を適用するには，表面散乱が主体のReflection　Symrnetryな領域

のデータを霧う藝要がある．文献［9］によれば最悪40°程度の回転が起こりうると報告されている．
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付録　covariance行列と行列R，Tとの関係

仮定1－3）より，covariance行列の各要素は，行列R，　Tの要素を用いて次式で表される．

Cn＝レ・1・111σ11＋1　…　t2i｜ユσ社＋レがii　12　6n＋2R・卜、1　r；、t11　t；i　P）

C・・＝レit　tn　12　6ii＋レ1・tn　12　Un＋レ・茸・・rσ1・＋2R・（・11・：、　ts、t；、　P）

C”　＝1　rii　til　l2　611

　　　　　　　2

c餌＝レが改fi2　6n

C・1＝r：1小・rσ11＋r：1・が；1・訓P’＋・が11P；1彦；1＋・1、小12

C31　＝　t；1　t12同2σ11＋・；l　r1・t；1　’t、、P亡＋rl、　tn（・；1∫；1＋・；、t；1）σ12

C41＝　rri　r22　t；1　t盟P’

C・・＝・・1オ；・レn　12　6n＋・・1・；・ti1　t；・　P＋・が。｛・；、　tll2＋・；、’；、）σ1、

CM＝r12r；・1茸n　12　6n＋r、、　・i，　t12　t；，　P＋・11・筥｛・1，　t；、＋・刷σ1、

C32＝rll　r；1　tll　t12σ1ユ＋r12　r；2　t；1ち26n＋rll　r；2t；1ら2σn＋r12　r；1片1　t22P°

　　　　　か　　　　　　ホ
　　＋rllr22t12ち1P

（AILI）

（A11．2）

（Al　13）

（Al1．4）

（A11．5）

（AIL6）

（AIL7）

（A11．8）

（Al1．9）

（Al1．10）

上の式をcrOSS－talk比U，V，W，Z，

る．

imbalance比ct，cross－po1電力項βを用いて表すと，次式のようにな

C・1＝・C11＋・C41＋αβ（耐＋Ct’・wり

C餌＝・C輌＋u・C14＋αβ（〆＋Ct’・z°）

C・1＝Z・CII＋wC41＋β（・’＋α゜W’）

Cy＝wc口＋zc14＋β（耐＋α゜z申）

c、、＝・c1，＋・c、，＋回25

C33＝z’C31＋w咋C34＋β

C32　＝　u’C31＋ψ゜C34＋Ctt ﾀ＝zC！2＋wC42＋（瓦゜13

（AILII）

（A11．12）

（Al1、13）

（AlL14）

（All．15）

（A11．16）

（Al1、17）
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第12章　散乱特性の詳細

　この章では図12．1．1のレーダ観測における散乱行列の詳細について考察する．レーダパラメータには・

アンテナ，電力，周波数（波長）．分簗麓，入射角，偏波などがあり，人為的に設計や変更が可能であ

る．レーダパラメータを利用して，ターゲツトパラメータ（大きさ，形，材質，分布など）を正しく測

定することがセンシングのiヨ爵である．

4永L

難懸纏 ’

糞書毒婁P暮権讃磯鍍

　　綱部轟∵．：一’

　　欝齎璽∫帖．’∵二1：庄、㌔’

　一蓋璃u駆夢＝．詑

漉畿雛
　　按遜麟ぽ溺i芦
　　e記．

図12．1．1　レーダ計測

☆騨鷲㌧一：蝦㌢㌻誉・声。　　s

Y・T’s““　・－ごピぜシ　　ゴh　“f：　コづし

鱗ご．巳懸繧、寄㌶鏡ガ

　さて，ターゲットパラメータはレーダパラメータとは全く無関係であり，波長や分解能より大きなター

ゲットもあれば小さなターゲットもある．大きさだけに着目した場合でも，図12．1．2のようにターゲット

サイズ，分解能の大きさ，波長の3角関係がでてくる．　（波長は単に長さのみならず，電波の透過特性

にも関連している〉．しかし，3角関係を全て調べることは難しいので，実際のレーダ計測を想定して・

（分解能）〉（ターゲットサイズ）〉（波長）の場合を考える・

分解能

・レンジ

・方位

夕一ゲット

サイズ

図12．1．2大きさの3角関係

‡：，x

八

●国、
1

●［s］、

アジマス

［s］、［s］2

●一一● ）

　　　　†（a）　　　（b）

図12．1．3　複数夕一ゲットの散乱行列

まず，基本的な問題として図12．13のように1つのピクセル内に複数のターゲットが存在している場合・
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合成散乱行列はどのようになるであろうかという問題を考える．多重散乱行列の表現はどのように扱え

ばよいであろうか？（a）のようにレンジ方向に並んだ場合，（b）のようにアジマス方向に並んだ場合、それ

ぞれ単にコヒーレントな加算が成り立つであろうか？

　複数のターゲットが存在している場合，散乱行列を理論的に導く方法として，FD－TD（Finite　Difference

TiIne　Domain）法が最良と思われる、その理由は，複雑な夕一ゲットのモデリングが容易なためである、

計算によって散乱行列のシミュレーションが正しく行えるようになれば，

　　　　　　　・実験データの検証

　　　　　　　・未知のデータの解釈に役立っ

ことが期待できるので意義は大きい．ただし，FD－TD法は非常に多くのメモリと計算時間がかかる問題

はあるが，最近のコンピュータの進歩によって解消されつつある．

　この章では，FD－TDIII：による複数ターゲットの散乱行列シミュレ・一一一ション結果を示す．計算手法とし

て，まず，入射波を直線偏波の平面波とし，時間領域での散乱波を求める．さらに散乱波に対して，周

波数領域での応答（FFT）を求め，　far－field変換を行い，参照周波数（単一周波数）における散乱行列を取得

する．なお，吸収境界条件はMurの2次吸収条件を用いた．

12．1　レンジ方向に置かれた複数ターゲットの散乱行列

　まず，レンジ方向に複数の夕一ゲットがある場合を考えてみよう．図12．1．3に示すように2つのターゲッ

トを配置したとき，散乱行列が間隔dと共にどのように変化するかを調べてみる．図のように間隔dの距

離位相分を考慮したコヒーレントな散乱行列の和になるであろうか？

radar　antenna
target＃1 target＃2

high　resolution

lOVV　resolution

［s］，1　　　［s］・1
　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

［s］＝【s］、 ｛sl＝［s｝2

国＝［S】1＋［5］、e・p←j・2kd｝？

図12．1．4　距離方向に並んだターゲットの散乱行列
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12．1．1　直交ワイヤ

　図12．1．5のように2本のw睡を葦恒ミこ遺交させて配

置し，相対距離dを変化させた．薫嚢i讃曇i壷轡12．15，

解析結果を図12⊥6に示す．議裁葺翼は入射する偏波

に対する電界の遠方界鍍分から鍍欝される．計算さ

れた散乱行列を視覚爵にi蓼鍾するために偏波シグネ

チャを描いた．図12．1．6の鑛撞シグネチャを参照して，

dの値によって大きく変化することが分かる．d＝O

pl・t・，　｝で方離Ψ＝45・の剛・ne・成分を含むこと

がわかる．

　次に配置角度を45°醒転させてΨ，＝O°，Ψ2＝ge°

で解析を行った結果も醤12．2．2に示す．この場合も

d＝・，｝でp臨』端飾＝・°のdiplaneの成分を

含むことがわかる．

　V

catfer

tgl．

図12．L5　解析空間

Ψ：方向角

　Ψ！＝　45e

　Ψ2＝135°

h，v：偏波方向

d：相対距離

d＝O

　　t
　　I

一一　　■

45

警・

曇垣

d＝kλ

剛d＝9λ

一90

d＝曇x

d＝書x

　　　0　　　　　90

Ellipticity　angle

　　　　　図12．1．6解析結果（偏波シグネチヤ）
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圏K、

■Kd
翅1（h

成分割合

12．12　距離方向の合成散乱行列

　計算結果から，直交した2個のwireによって合成される散乱行列を次のように考えてみた．

　　　－Ct≠叫
　　　　　　　tgl　tg2　　［S］＝［sl1＋［S　｝、　exp（一ゴ2此4い＝勢　　　（！2．1，1）

この式は相対距離分の位相exp　Lノ奴24）］を考慮したコピー一レントな加算式である．なお，2つのター

ゲットが互いに直交しているために多重反射を無視した式となっている．

　解析ターゲットに対して式（12．Ll）の適用してみると，方向角45°（前方のターゲット），135°（後方のター

ゲット）のwireにおける理想的な散乱行列は，それぞれ次のように表される．

〈解析1のモデル〉

　　　　　　　　　　　Ψ1＝4se［Si】引川　　　　　　　（12・1・2）

　　　　　　　　　　　Ψ・＝・13se国＝圭P1丁11　　　　　　（12・1・3）

相対距離dを変化させた場合の合成散乱行列は次のようになる．

【欄麟ゴ＝吟位相差2ha・＝・・2π】

　　　　　　　　　　　［5］＝去川固一11－111exp←i・〕＝［69］

　　　　　　　　　　　［S】＝巷B｝1引一’1－11｜・xp〔－」2π｝＝［1♀1　　　（12・1・4）

【欄購ば＝｝　位相差2ha・＝π】

　　　　　　　　　　　［5］＝±田］＋去L1正一11｜exp（一ノn｝＝「96］　　　（12・15）

〈解析2のモデル〉

　　　　　　　　　　　Ψ1＝・e［Sl］＝［↓8」　　　　　　　（12・1・6）

　　　　　　　　　　　Ψ・＝・9・e岡＝［8？］　　　　　　　（12・1・7）

【欄罐ば＝畦位縫2脚諏】
　　　　　　　　　　　［5］＝i↓8］＋［8？1　exp〔－」・）＝［↓↑1

　　　　　　　　　　　｛s］＝［；8H8？】exp｛一ノ2π｝＝［69｜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12．1．8）
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【欄繊吋 位相差2kd＝z】

司↓81＋18♀iexp｛一ノsc）＝16』11 （12」．9）

これらの結果は，解析結果と同様の偏波散乱特性となっており，コヒーレント加算が成り立つことを示

すものである．また，直交した2本のwireは，相対距離によりPlate，　diplaneの成分を持つことがわかる・

12．1．3　ワイヤによるKelix合成

　基本ター一一一ゲットのHetix合成について考えてみる．　Helixは直線偏波を円偏波に変換するターゲットであ

る．しかし，具体的なターゲットは掩かとなると，このターゲットは作成が難しい・そこで，Helixの散乱

行列を分解してみるとt理論的には単純に2つのdiplaneの和で表現できることが分る・

｛∫1…引」1

1誌撤＝－1：｛

＝1昌1＋【♀

＝［↓旦1］＋1？

占｜exp（」矧

6　lexp（－」鞠
（12．1」0）

2個の遠交した誌eは輻対距離によりdiplaneとみなせるので，式（12．1．10）から4個のwiτeで構成されるター

ゲットは，kellxのような偏波散乱特性を持つことが予想される．これを踏まえて，図12⊥7のように夕一

ゲットを髭嚢して散乱行列のシミュレーションを行ってみた．図12⊥8に結果を示す・得られたシグネチャ

は，Helix（1＞ものと非常に類似している．若干の違いは，ターゲット問の多重反射および相対距離差による

振輻托拓よるものと考えられる．

立／
d＝λ／8．’

（a）

　　　㌃一一一一一一㌻‥一一一一一

＝λノ8／／’，㌃〔　一一

7「／／一一∵輌フ＝＝一一
　ヱ…．．．一．’三．．．．．．　’

^　　　　／㌦ぬ

（b）

図12．L7　ターゲットの配置

o
曹45°

．首

．90°
蒼
田

es　－45°

＿90°　　　　　0σ　　　　90°

　　　τ：Tilt　angle

　　　（a）配置1 （b）配置2

図12．1．8　解析結果2
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12．1．4　検証結果

　FD－TD法で得られた解析結果を確認するために，ネットワークアナライザ（HP8720C）を用いて電波暗室

で検証実験を行った．図12．3．3に実験状況を示す．長さ50cm，　i書径3mmの金属棒をwireとして用い，散乱行

列の各要素は，相対距離の変化を容易にするために周波数10GHz（波長3cm）に対する反射係数から取得

した．

図12．1．9　実験状況（電波暗室内）

　実験により得られた偏波シグネチャを図12．L10，図12．1．11に示す．解析および実験結果とを比較すると，

多少の違いが見られるが，各相対距離における偏波シグネチャが一致していることがわかる．さらに解析

1と同様の偏波シグネチャが得られている．これらの結果より，シミュレーションの妥当性が確認される．

d＝巷λ

d＝竃λ

d；曇x

d＝含x

図12．1．10　実験結果1（解析1と対応）

9邑o　45°
自

蛤
呈O°
身
日

㌔45°
ve

Sirnulation

iiiC］］

Measured

＿90°　　　　　o°　　　　90°

　　　τ：Tilt　angle

　　　（a）配置1 （b）配置2

図12．1．11実験結果2（解析3と対応）
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12．2　方位方向に置かれた複錘ターゲットの散乱行列

　次に，方位方向に蓬数轟ター鍵ぎト議蒙かれた場合は，どのように合成散乱行列が表されるであろう

か？という点に童塞を塾』で塗聾主てみた．

1塾塾1　璽轟璽轟含嚢轟纂詩列

まず．璽墓轟妻聾譲爲で蓬規化し，次式で表してみる．

［s］＝」び SHH　SHV

SVH　Sw
（i2．6．1）

た蓬L，ff　iま，ターゲットのRCSである．2つ以上のターゲットからの偏波散乱ではRCSの大きなものが

嚢義i璽1こ慧るであろうとの予測でRCSを第一のパラメータにとっている．複数ターゲットが同じ距離のと

こ墨こ藁ると考えられるので，その合成散乱行列は次式になるであろう．（仮定である）

［S］＝万［Si］＋疏［Sz］ （12，62）

この式は，RCSをパラメータに持つので，理論値は実際に解析で用いたター一ゲットRCSを代入することに

よ馨求あら薮る．ここでは，式（12．6．2）による散乱行列を合成散乱行列の理論値とし，FDTD法による計算

結桑をシミュレーション値とする．そしてその両者を比較する．以下に2つのターゲットによる理論値と

シミ3シーシsン鍾を比較検討した結果を述べる．

董2．塾2　シミュレーション状況と合成散乱行列

　ターゲットとして嚢繧§の大きなplate，　linear　target，　diplaneを用いて，偏波散乱特性のFD一露）法によるシ

ミュレー一ション解析を行った．基本ターゲットの中で，2種類のターゲットを選び，レーダからの錘離が

同じくなるように方位方蒋に配置した．ただし，ターゲットは．方位分解能内に含まれているとし・ター

ゲット髭置面力詩ピクセル分に封応しているとする．図122．1に解析領域を，表1λ2．1に解析で用いたパラ

メータを示す．

→v

図12ユ」　欝析鍾一蟻

呈71
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　　　　　　　　　表12．

単位時間ステップ

格子間隔

解析領域

周波数

入射波

波形

入射方向

観測方向

水平方向

垂直方向

パラメータ

　　　　5・7［ps］

　　　　3．0［㎜］

　　　　100×100×100（10λ×10λX10λ＞

　　　　10［GHz］（λ＝3［cm］）

　　　　平面波

　　　　ガウシアンパルス

　　　　＋y方向

　　　　一y方向

　　　　x方向

　　　　z方向

◆plateとlinear－target

　レーダ側から見たターゲットの配置を図12．2．2に示す．この例で，得られた散乱行列を基に偏波シグネ

チャを描くと図のようになり，HH偏波はVV偏波と比較して値が大きいため，　plateとlinear－targetが合成さ

れた形になっている．　また，コヒーレント3成分分解（Ks，　Kd，　Kh）を行った結果を表に示す．散乱行列は

ほぼ等しくなっており，plateとlinear－targetの偏波特性の合成であることが分かる．．

Plate Diplane Helix

FDTD 0．83 0．17 0

Coherent　Sum 0．82 0．18 0

FDTD
図12．2．2 計算モデルと散乱行列の結果

Coherent　Sum

◆2個のlinear’target

　計算モデルと散乱行列の結果を図12．2．3に示す．合成散乱ではVVのRCSが大きいため，　VVで大きくなっ

た偏波シグネチャとなる．
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Plate Dip▲ane Helix

FDTD α93 0．07 0

Coherent　Sum 0．92 0．08 0

箕DTD
図122、3 計算モデルと散乱行列の結果

Coherent　Su】m

◆P書a柱∋とdip韮ane

　計算モデルと散乱行列の結果を図12．2．4に示す．合成散乱ではVVのRCSが大きいため，　Wで大きくなっ

た偏波シグネチャとなる．．

45Q

量
．望o口

聾
話

一。　450

一一　goe

45°

．誓

．呈e°

蕎
蚕

一45°

　　　｛）0　　　　　　　　9［｝°　　　一鶉゜

　　’丁三童an81e

図122，4　計葬モデルと璽乱行翼の結裏

　e°

丁三lt　a＃gle

9斑

シミュレーション解析と理論結果のシグネチャに遷違ミ轟られるが，攻の理寵が考えきれる・まず，シ

ミgY－ftションを行うにあたつて書一ゲットをモデ」謬ヒするが，セjLに翼し斜憩に羅翼さ義る妻一ゲッ
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トに関しては，階段近似を用いている．これにあたるのが　dipl　aneである．この階段近似を用いることに

より散乱特性に誤差が生じてしまう．もう一つは，これまで用いてきたターゲットは同一平面内で反射し

ているが，diplaneは若干，距離方向に奥行きのあるターゲットであるため，　plateとdiplaneが同一平面で

反射されず位相差が生じてしまう点である．

　ここまでに示したように，方位方向に置かれた2個のターゲットに対しての偏波散乱特性が，ほぼ合成

散乱行列の式で表現できることが分かった．つまり，合成散乱行列は，個々のターゲットのRCSのみに依

存している．この節では，方位方向に置かれたターゲットに対し，他のパラメータによる影響はないの

か，シミュレーションで検証してみる．ここでは，夕一ゲット間の相対距離dと配置に着目した．ターゲッ

トサイズは，前と同じである．

　また，ターゲットのRCSを換えることによって得られる散乱行列がどのように変化していくのか，シ

ミュレーションで確認を行った．plateのサイズ（RCS）を12．7節と同じに固定して，　linear－targetのRCS

を12．7節のときのRCSを1として2倍，3倍，4倍と変化させた．

◆plateとlinear－target

　ターゲット間の距離d，ターゲットの配置に対する解析状況をそれぞれ以下の図に示す．ターゲットの

RCSに対する解析状況を図12．2．7．3に示す．計算結果からはどの場合もHH偏波で最大となるようなシグネ

チャが得られたので，シグネチャを比較するよりも，3成分分解結果の比較を示す．

図12．2．5　ターゲット間距離に対する

　　　　解析モデル

H
↑→v

図12．2．6夕一ゲット配置に対する

　　　　解析状況モデル

RCSを固定

RCSを2，3，4倍

図12．2．7　ターゲットのRCSに対する解析モデル

274



散乱特性の詳細

表12．io．1配置による3成分比 表12．10．2RCSによる3成分比

　この結果を見ると，1inear－targetのRCSが大きくなるにつれて散乱特性が変化していることが分かる．3成

分比より，1inear－targetのRCSが大きくなると，　diplane成分が強くなってきていることがわかる・これは・

wire（1inear－target）特性に近づいていることを意味している．このままさらにlinear－targetのRCSを大きくし

ていくと，linear－targetのみの散乱特性になることが考えられる．以上より，方位方向に置かれた夕一ゲッ

トに対しては，RCSによる影響が大きいことが再確認できる．
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12．3　媒質定数について

　ターゲットパラメータには大きさ，形，材質，分布などがある．金属でできているターゲットの散乱

特性は旺）TD法で比較的簡単にモデル化できるが，誘電体では扱いが大変になる．誘電体の周波数特性，

導電率の周波数特性などを数値モデル化したくても不明なものも多い．そこで，今までに実験を通して

知られている誘電率を掲げる．ITU（ITU－R　Rec．527－3，　P」51）で推奨している海水，湿った土壌，水，中

程度の乾燥土，乾燥土、氷の誘電率の周波数特性の数値を図12．3に示す．

　地球表面の媒質は多種多様である．純水や各素材のように単一の物質で構成されているものもあるが，

一般には空気や水，土壌，金属など電気的に異なる数種類の微小物質から構成されている・各物質・材

料の複素比誘電率は，周波数や温度の複雑な関数である・さらにそれらが混合された媒質では，各物質

の寄与だけではなく，それらの混合比（体積比率や重量比率）が全体の複素比誘電率を決定する・また，

針状の物質では，電界方向に対する針状の方向角のパラメータが誘電率を決定する要因になる・混合媒

質の誘電率を正確に求めることは難しいが，数々の実験と次のDebyeモデル式に基づいて，各種媒質の

複素比誘電率の近似式が求められている・以下に，雪，氷，水，海水，土壌等の典型的な媒質の複素比

誘電率を求める計算式を示す・これから導出される値は代表的な値であることに注意されたい．

Debyeモデルによる複素比誘電率

　　　　　　　　　　　ε（f）　＝　E’　－j　e”　＝Ei＋1＋蒜≒（T）
（12．3、1）

f：周波数，εo：直流時の比誘電率，ε1：無限大周波数での比誘電率，’1（T）：緩和時間，

T：温度［°C］

純水・海水の複素比誘電率

　　　静的状態の水
E・（T）　＝　77．66　一　103．3（1－27£1隻T）

温度T［°C］

有効範囲：－20°C≦T≦60°C

純水

海水の導電率11）

£x＝4・9＋1謬蒜）＝εジj　E｝・v

　　　　　2πτ．（T）＝1．11×10’・’°－3．82×・10“・’2　T

ただし・　　　　＋6．938x10－　i4　T2＿5096x10－12T4

　　　　εwo（T）＝88、045－0．4147T＋6．295xlO－4T2

　　　　　　　　＋1．075xlO－sT3

σ＝0．18C｛o’93［1＋O．02（T－20）］

　　　　1GHz以下

　　　濃度　C＝3．254％（代表値）

　　　20°Cでσ＝5S加　（海水の標準的導電率）

（12．3．2）

（1233）

（12．3．4）

（12．3．5）

海水の複素比誘電率
εK　＝4・9＋1鵠テ鑑）－」2π三♂＝㌦一」ε∴
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20GHz以上の周波数では，海水と純水の違いは無い．

積雪の複素誘電率

　雪は氷と空気，および水の混合誘電体である・目本雪氷学会が1967年に雪の顕微鏡写真によって粒子

の大きさや密度をもとに雪質の分類を行っている（表12・3・1）・ただし・同じ雪でも温度や時間の変化と

共に変態していくので，数値的に明確な区別ができるわけではなく，表12．3．1に示す雪質分類は大まかな

自安である・

　　　　　　　　　　　　　　表12．3．1雪質の分類

大分類 小分類 密度（grCC）

新雪 新雪 0．05一α15

小しまり雪 0」5一α25

しま箏雪
しまり雪 0．25－0．5

ざら毒雪 ざらめ雪 0．3－0．5

こしもざらめ雪 α3程度
しもざらめ雪

しもざらめ雪 0．3程度（結晶大）

これらの雪質に対して，その誘電率は氷，空気，水の各成分の割合に依存する・

氷の複素比誘電率4｝は周波数1MHzから1THzにおいて

E、。e　＝　E）ce一ノεIL．　＝3」5一ノ1・－4 a{S（θ）f

α（e）＝（　50・4＋62θ）e－22・1　e

5（θ）＝°・5°ﾚ131θ＋・…542（θ端731

（12．3．6）

（12．3．7）

9＝
300

273．15＋T
　　f［GHz］，T［°C］

＿1

（12．3．8）

であり，その粒子のすき間は空気や水分であるから，粒子状態によって誘電率が決まる・水分の含まれ

具合は体積含水率m，で表現されるが，いわゆる乾雪（新雪，しまり雪，ng＜3％）の状態では水分はほ

とんどなく，密度と比誘電率の間には次の関係がある・

乾雪（dry　snow）： E・・　＝

o；：1蹴 for　P、≦05　［8／cm3］

fo　r　ρs≧05　［8！cmヨ］

湿雪（wet・snow）：　Debyeモデルと実験結果によって以下の近似式が提案されている’

（12．3．9）

Ewエ＝Ews－JEws

　　　　　　　　　　　　　O．073η1」31
E；lv。＝LO＋1．83ρエ＋0．02　mvl　・o　i　5＋

1＋（f／fo）2

（12．3，10）

（12．3．11）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　散乱特性の詳細

　　　　　　　　　　・』＝α゜7吾総ピ　　　　　　　　　　（1z3．12）

　　　適用範囲　：3≦f≦37［GHZ］　　　　　　fe　”　9．07［GHzl

　　　　　　　　　ρs　：密度，　O、09≦　Ps≦O．38　i8／cm3］

　　　　　　　　　ng：体積含水率（0＜ng＜15％max）

　一般に，乾燥した雪では複素比誘電率の実部がL5程度以下，水分が多く含まれていると思われる積雪

でも最大3以下である・

土壌の複素誘電率

　土や岩も混合誘電体で，粒子と空気，そして水分の混合比によって誘電率が変化する・乾燥土，湿土，

砂，粘土など特徴の異なる土壌に対して数々のデータをもとに適応できるDebyeモデルを応用した経験式

が提案されている・

　　　　　　　　　　　ε認55＝1十〇．655Pb十mIs（εkes－1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12．3、13）

　　　ただし，

　　　　　　　　　　　β＝1．0　（砂）～1．17（粘土）

　　　　　　　　　　　ng：体積含水率（0．Ol≦mv≦saturation）

　　　　　　　　　　　Pb：密度［9・cm－3］

　　　　　　　　　　　ε」U：純水の複素誘電率

この式に基づいて算出される誘電率の実部はかなり精度が良い・

岩石については，Campbelf）らによって周波数450MH2－35GHZで

　　　　　　　ε；　＝　E；－jE；＝ε；（1．0－」㎞δ）　　　　　　　　　　　（12・3・14）

　　　　か　　2．4＜ε；＜9．6；　周波数依存なし

　　　　　　　ta　1　6＝O．Ol～0．1

が報告されている・

火炎の複素誘電率

　火炎は電離気体（プラズマ）であり，プラズマ中の電子密度Nによって電波伝搬に重要なパラメータ

となるプラズマ角周波数dipが決まる・

　　　　　　　叫＝隔　　　　　　　　　　　　　　（12・3・15）
　　　　　　　m＝9．035　×　IO－　3’kg，・ニー1．6x10－1°C，　Ca＝8．854x10－12・Flm

このω，以上の周麟では，融は減衰無く伝搬す猟①，より低い鯛激で蹴衰が起こる゜等価的

な複素誘電率は次式で与えられる・

　　　　　　　ε1＝L議、一∫書轟・　　　　　（12・3・16）

　　　　　　　ω，：電子の衝突角周波数

電子密度Nを電離層での値10－11個∫m3とした場合・f，　＝　2・84　MHzとなる’
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