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あらまし 広 角まで一様で高い利得をもつマルチビーム開日面アンテナを得るため,最 適化手法を基にした誘電体レンズ,な ら

びに誘電体 ドームに関する設計法を提案している。誘電体レンズアンテナについては,30°までのマルチビーム特性を考慮した

設計例を示している。また,誘 電体ドームアンテナについては,誘 電体レンズに比べると利得低下が見られるものの,70°まで

の広角度範囲にわたりほぼ一様な利得を実現した設計例を示している。本法の妥当性は,数 値解析および試作した誘電体レンズ

アンテナ,な らびに誘電体ドームアンテナのKa帯 での放射パターンの測定評価によって検証している。

1 。 まえがき

誘電体 レンズアンテナが,最 近のミリ波通信の研究や

ミリ波 レーダの開発を背景に再び注 目されてきている.

レンズアンテナには,誘 電体材料を用いる形式とそれ以

外のレンズ素子を用いる形式がある 1'2,3).前
者のレン

ズでマルチビームを構成する場合,離 焦点での特性劣化

を押えることが重要 となる 4,〕._方 ぅ後者のレンズは

アレーアンテナのように多数の素子から構成されるも

のが多 く,中 でも拘束レンズは前者の誘電体 レンズに比

べて広範囲にわた り良好な放射特性が実現できている

O~9)し か しながら拘束レンズ方式は,レ ンズに膨大な

数の移相器 を配列 しなければな らない という欠点があ

る。そこで,拘 束レンズ形式のマルチビーム特性 と誘電

体 レンズの単純な構造を併せもつ形式が望ましいこと

になるが,こ のようないわゆる誘電体 ドーム形式は着想

のみにとどま り具体的な設計や放射特性 までは明らか

ではない 10.

そこで本論文では,広 角まで一様で高い利得をもつマ

ルチビーム開口面アンテナを得るため,最 適化手法を基

にした誘電体 レンズ,な らびに誘電体 ドームに関する設

計法を提案 している.誘 電体厚みを変数 とした例に曲

面修整 レンズがあるが焦点系のレンズに関するものに

限られてお り5),提
案する方法は全てのビームを考慮 し

たものである。また,従 来の拘束 レンズ 6,7)の
設計では

レンズ素子 として理想的な移相器を考えているが,本

法では誘電体厚みを直接考慮 して幾何光学および開口

面法を基にして最適化設計 している点が異なっている。

本法によれば,誘 電体 レンズアンテナについては,30°

までの良好なマルチビーム特性が実現でき,ま た,誘 電

体 ドームアンテナについては,誘 電体 レンズに比べると

利得低下が見られるものの,最 大約 70°の広角度範囲に

わた りほぼ一様な利得が実現できることを,数 値解析お

よび試作 したアンテナの Ka帯 での放射パターンの測定

評価によって示 している。

2.誘 電体 レンズアンテナ

2.1 設 計法

単焦点 レンズや双焦点 レンズでは, 1点 あるいは 2

点の焦点か ら光線 を トレース したとき,開 口面上で光

路長が一定になるよう設計されている。それゆえ焦点

以外の点か ら光線を トレースすると,光 路長が一定 と

な らないため,一 定値からのずれが位相誤差 となって

利得の低下を招 く。そこで,こ のような光路長の一定

値か らのずれを各 ビームについて最小 となるようレン

ズ形状を決めれば利得の改善が図れることになる。い

ま,Fig.1に 示すように,レ ンズ第 1面 の中心の点

POを 与え,レ ンズ両面の点 (図中の o)の ρ座標を固

定 して,″ 座標 を変数 として レンズ形状を設計 してい

く.す なわち,ρん(た=0)1)… ・ぅ【)お よび Zoを 与え,

Zん(旅=1,2,一 ぅズ)お よび厚み 名(拷=0,1)… ,【)

を設計変数 に とる。これ らの点 を基 に内挿 して レン

ズ曲面を表 し,さ らに法線ベク トルを差分によって求

める.一 方 ,複 数のビームを得 るため,同 図のよう点

F角(角=0)1)…  ,N)に 1次 放射器の位相中心をお く.

レンズ形状および各ビームの位相中心が決まれば,点 Fη

からM本 の光線をレンズに入射させ,拘番 目のビームに

対応する開口面までの光路長 う角仰(陶 =1,2,一  ,M)
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Fig l  Design Parameters ofthe proposed lens

を求めることができる。このとき,ビ ームの方向 Oη の

角度だけ傾けた同図のような面が開口面となる。光路長

五々 仰 の一定値からのずれのIns tt c角(角=1)2〕 … )N)

を定義 して位相に換算すれば,平 面波からのずれとなる

位相誤差が得 られる。したがつて,c角 を全てのビーム

について求め,こ れ らの 2乗 和が最小となるように最適

化を行えば,レ ンズ形状を表す (2【 +1)個 の変数を決

定することができる。最終的に3次 元レンズ形状 は,こ

のようにして得 られた 2次 元形状 を を軸で回転させた

形状 とな り,角 度 ONま での放射方向においてマルチ

ビーム特性をもつ誘電体 レンズが得 られることになる.

22 設 計例

周波数メ=20 GHz,開口径D=10人 =1501111n,

F/D=13(Fは 焦点距離),比誘電率てr=225と し

てレンズを設計 した。Fig.2は 本法により得 られたレン

ズ形状を示 したもので,最 適化において設計変数 とした

点は,レ ンズ内面で 7点 ,外 面で 8点 であ り (同図中の

o参 照),レ ンズの端で厚みが十分薄 くなるように最適

化を繰 り返 している.ま た, 1次 放射器の位置は -30°

から30°まで等間隔に 15点 とし,簡 単のため平面上に

配置 している。 1次 パターンは,後 述する実験で用いる

20 GHz帯 の標準ホーンアンテナを想定 して,cOs30(θ)

としている。このとき,照 度分布による利得低下 とスピ

ルオーバーによる損失の和が最小になる条件に比較的

近い -13 dBの エッジレベルに選んでいる.

23 実 験

提案するレンズの放射特性を実験 によ り評価するた

め,Fig.2に 示 した形状のレンズをポ リエチレンを使つ

て実際に製作 した。レンズ表面は切削の都合により十

分細かいピッチの階段形状で近似 してお り,製 作 したレ
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Fig 2  Cross―sectional vie、v of the designed Lcns

ンズの写真を Fig`3に示 している。 1次放射器には Ka

帯の標準ゲイン角すいホーン(開口寸法 515× 37 0mm)

を用い,位 相中心をホーン開口面か ら 20111111の位置に

おき,H面 上でマルチビームが得 られる配置で実験を

行つている,Fig.4は ,周 波数 20 GHz〕遠方界領域にお

Fig 3  Photograph of fabricated lens_

ける放射パターンの測定値 (実線)と計算値 (破線)を 比

較 したもので,島 ,■ )れ ,月3は ,ビ ~ム を ③筋 =0° )

10°,20°,30°に向けたときの一次放射器の位相中心の

位置を示 している。計算においては,レ ンズ周辺から外

側 にかけて 1次 放射器か らのスピルオーバが生 じるの

で,ス ピルオーバ電力を考慮 している。同図において,

実験では若干のビーム方向のずれが生 じたものの,い ず

れの方向のビームについても測定値 と計算値はよく一

致 していることが確認できる.

3.誘 電体 ドームアンテナ

31 設 計法

誘電体 ドームアンテナは,軸 対称で肉厚を変化させた

レドームに似た形状で,そ の中心に 1次 給電アレーをお

いて構成される。通常,1次 パターンの走査範囲には眼

界があるが,誘 電体 ドームの屈折の効果によって広角ま

でビームを走査 しようというものである.

Fig.5(う は を軸に関して対称な 2次 元 ドーム形状を

示 したもので, ドーム内面形状を r=ra(ψ )urで 与え

(urは 単位ベク トル),誘 電体厚み ち (j=1)2、
一ち札 )

を設計変数にとる。 ドーム外面を形成する (2単
-1)
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Fi3 4   Companson bet、 veen measured radia―

tiOn Patterns and predicted Ones

個 の離散点か ら3次 スプライ ン関数 によって補 間 し

て厚み 古(け)を 定義 し,連 続的な ドーム外面形状 r=

(Iα(ψ)十七(ψ))urを定める。ただし,こ の段階では 1次

給電アレーを長さとの連続波源とみなすことにする。

さて, ドーム形状および 1次放射系が与えられれば,

各ビームの利得の評価を行うことができる。まず,Fig.

5(b)のように1次アレーの両端の点Pおよび点Qか

らドーム内面の点(r)ψ)に向けて光線をトレースして,

ドーム内面,そ して外面の境界面で屈折した後の光線の

方向θP(ψ),θ。(ψ)を求める。したがって,逆 にドーム

を出る光線方向β=Oを 与えれば,光線の入射する点

(r(サβ),ψP(O)),(r(tl?),ψq(O))が決まることになる。

そして,1次 アレーの最大走査角を簡易的に考慮するた

め,点 Pお よび点Qか らの放射角度αPお よびagに対

して,一αttar≦ap,α?≦ amarの ように制限を設けて

いる。

このようにして点 Pお よび点 Qか らθ=O方 向に向

かう光線の軌跡がわかれば,Fig.6に 示すようにして ③

方向に対する開口の長さ 五′
(O)を 幾何光学的に見積も

ることができる。さらに, 1次 アレーの長さ うおよび

ドーム内面座標 (T(ψP),ψP(O)),(r(ψ?))ψ。(O))の間を

各々 Aみ等分 し,各 点を通るNr本 の光線をトレースす

れば,幾何光学の電力保存則より`軸 上の関口における

電力密度 口〔
2も 決定できる (Fig.6中の点線で示 した

光線群).等 価開口径 五′(O)を用いれば,O方 向にビー

ムを向けたときの2次 元 ドームの開口能率 ηc(O)も 求

められる。ただし,素 子の励振位相は開口面分布におけ

る位相が一様分布となるよう選ぶものとする。そして,

評価関数として,1次 アレーの長さ Lで 規格化した能率

Fig  5    Two― dil■eIIslonal model in dielec―

tric dome(a)Deinitlon of dome surfaces and

(b)CffCCtVe prttlary pattern range and GO rays

from points P and Q

Fig 6  肺 o―dinensional dome modelio eval―

uate effective aperture diarneter undcr tte G0

approxin■ation

η(O)を求め,所 定の角度範囲内の OJ(ブ=1,2,…ⅢM)

に対する開口能率 切(O」)力
S一様で極力高 くなるよう最

適化を行い)2次 元 ドーム形状 を決定する.

次に,波 動的な解析を設計に取 り入れるために,具 体

的な素子の特性を考慮する。そのため,ま ず)ド ーム形

状については,上 述 した設計で得 られた 2次 元形状を)

z軸 の周 りに回転させた3次 元構造を初期形状 とする。

ドームの3次元形状が与えられれば,ド ーム内面に入射
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Fig 8  Designed dielecthc dome and elements

consisting of a primary array

所 =0.7で は図には省略したが 68°までが幾何光学的

な解が得られている。これにより,後 述する設計例では

ドーム初期形状 として用いる2次 元モデルが容易に決

まる解の中で,最 も角度範囲の広い 70°に対して設計し

ていくことにする。

33 3次 元 ドームの設計例

周波数 /=20 GHz,マ ルチ ビームの角度範囲 0°～

70°,ド ーム開口径 D=1501111m=10人 (人は自由空

間波長)と し,誘 電体 としてポ リエチ レン (比誘電率

6ダ=2.25)を 想定 して設計する.ま ず,概 略設計におい

て, 1次 アレー長 L=481111n, 1次 アレーの最大走査

角 αtt a″=60° を与えて最適化を行 うと,a=48 mm,

あ=52 mmと なる。

次に,3次 元 ドームに対 して開口面法を基に詳細設

計を行 う.素 子アンテナとして方形パ ッチアンテナを

用い,こ れらを H面 に 9素 子配列 して 1次 アレーを構

成することにする。最適化 においては,ア レー中央の

素子,ア レー両端の点 Pお よび点 Qに おける素子を考

え,そ れら3素 子の ドームによる2次 パターンを合成 し

て得 られる利得が一様 となるように ドーム形状 を修整

する。このとき,ド ーム内面に入射する一次パターンは

簡単のため無限地板におけるパ ッチアンテナの放射パ

ターンを用いている。Fig.8は 設計 した誘電体 ドームの

断面形状および 1次 給電アレーの各素子位置を示 して

いる。ビーム走査角のサンプル点数は M=13で ある.

なお,各 素子の励振位相は,利 得最大の条件より素子の

ドームによる2次 放射電界の共役値に設定 している。

34 実 験

提案する誘電体 ドームの放射特性を実験によ り評価

するため,Fig.8に 示 した形状をポ リエチレンブロック
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Fi3  7   Exan■ ples of t覇′o―diinensional mod―

els obtained by using the GO approxllnation as

a Function of dome height

する素子の放射パターンを求めることができる。そこ

で,幾 何光学近似 (屈折の法則および電力保存則)を 用

いて誘電体の影響を考慮すれば,ド ーム全体の外面曲面

上の電界分布を計算することができる。このように し

て得 られた ドーム外面上の電界分布を 2次 波源 とみな

し,開 口面法を用いて軸対称 ドーム表面に沿つて積分す

ることで放射電界が計算できることになる 11).ドーム

曲面が決 まれば,最 適化の評価関数が定義できる。ア

レー給電 ドームアンテナの利得は各素子か らの ドーム

による2次 パターンを合成することで計算できる。

32 2次 元 ドームの数値計算例

先に述べた設計では,ド ーム内面形状を固定 している

ので,こ こでは,ま ず ドーム内面の高さを変えた場合に

ついて幾何光学を基にした概略設計を行いぅ聞口面法を

基にした詳細設計で用いる初期形状 について検討を加え

る。計算条件は,後 述する実験で用いる誘電体を想定 し

て比誘電率 cr=225と し,また,周波数に依 らない幾何

光学的な評価 として, ドーム直径 2αで規格化 した 1次

アレー長 岳
=05と し,ドームの高さ 嘉

=03)0.5,07

と変化させた場合について計算を行 う。Fig.7は 幾何光

学近似のもとで所定の角度範囲内で一様 に極力高い能

率が得 られるように設計 した誘電体 ドーム形状 を示 し

たもので,最 大走査角 ③胸ar=50)60,70『 1に ついて

設計 した結果である。ただ し,設 計変数 比 =10,光 線

の数 、 =10,ビ ーム走査角のサンプル点数 財 =10,

1次 アレーの最大走査角 αttar=60° である。同図よ

り,万 =03と ドームが低い場合 ,60° よ り広い角度

範囲では幾何光学的な一様利得の解が得 られていない。

ドームを高 くして設計すれば,万 =05で は 70°まで,

10050
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Fig  10   Compattson bet、 veen measured ele―

■lent pattern and calculated one in dle dielectric―

do■le

を3次 元切削器 (Roland CAMM-3 PNC-3000)に より切

削することで試作 した。Fig,9は 誘電体 ドームの外観

を示 したものである。また,1次 給電アレーの素子に

は 20 GHz帯 の背面給電方式の方形パッチアンテナを用

い,H面 上に 9素 子配列 している。

Fig.10は ,周 波数 20 GHz,ア レー中心の 1素 子のみ

を励振 したときの遠方放射パターンの測定値 と計算値

との比較を示 したもので,リ ップルの正確な位置は若干

異なるものの,両 者は比較的一致 している。また,Fig,

11は ビームの方向を ③ =0)20)40,60,70[°1と して得

られた結果を示 してお り,比 較のため,開 口面法を用い

て計算 した結果も示 している。アレーの合成パターン

については,簡 単のため,素 子間の相互結合を無視 し,

1素 子のみを給電 したときの放射パターンの振幅およ

び位相を全素子測定 した後 ,利 得が最大になるような励

振位相を与えることから求めている。同図において,特

に ⑤三 0°のビームに見 られる利得の差異は,計 算では

誘電体 ドームによる反射波の影響を無視 しているため,

誘電体 ドーム と地板 との多重反射の影響が考慮できて

‐40      0      40

Angle rdeg]

Fig  ll    Measured and calculated radiation

patterns of the dielectric―dome antenna

-80      ‐ 40       0       40      80

地 le[de8]

Fi3 12  Measured and calculated radiation pat―

tems of tle prilnary array、vithout thc diclectric―

dome

いないことが主たる要因 と考えられる。しか しなが ら

測定値 と計算値は全体的には比較的一致 してお り,広 角

方向において良好な特性が得 られ,本 法の妥当性が確認

できる。

さらに,誘 電体 ドームの効果を実験的に調べるため,

誘電体 ドームをつけない状態でも測定 を行 つてお り,

Fig。12に 測定値 と計算値 との比較を示 している。広角

にビームを向けたときの利得低下は Fig.11に比べて非

常に大きくなってお り,誘 電体 ドームの有効性を検証す

ることができた。
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4 . ま とめ

広角 まで一様で高い利得をもつマルチビーム開口面

アンテナ実現のために,軸 対称誘電体 レンズ,な らびに

誘電体 ドームの最適化設計法を提案 した。本法によ り

設計 した誘電体 レンズアンテナは,30° までの良好なマ

ルチビーム特性が得 られ,ま た,誘 電体 ドームアンテナ

については,誘 電体 レンズに比べると利得低下が見られ

るものの,70° までの広角度範囲にわたりほぼ一様な利

得が実現できることを数値解析および Ka帯 での実験に

よつて確認 し,本 法の妥当性を検証 している.
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