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あらまし UWB 無線システムでは，数 GHz にわたる帯域の周波数資源を用いて通信が行われるため，広帯
域な特性を有するアンテナが要求される．本論文では，自己補対型の放射素子とテーパ形のマイクロストリップ
線路で構成される平面型の広帯域アンテナを提案する．はじめに，菱形，扇形及びボウタイ形の自己補対放射素
子からなるプリントダイポールアンテナの FDTD 解析を行い，菱形の放射素子が小型化に有利であることを示
す．次に，自己補対放射素子にテーパ形のマイクロストリップ線路を組み合わせたプリントダイポールアンテナ
の設計指針について考察する．その結果を踏まえて，FCC 認可の UWB 用周波数（3.1～10.6GHz）をカバー
するアンテナを設計・試作するとともに，その特性を実験的に評価することにより，提案アンテナの有効性を確
認している．
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1. ま え が き

高速データ伝送を無線で行うための手段として，

UWB無線システムが注目を集めている．同システム

では，従来の無線システムに比べて非常に広い帯域

（数 GHz幅）の周波数資源を用いて通信が行われる．

このため，超広帯域アンテナの開発が UWB無線シス

テム実用化のかぎとなっている．また，同システムを

様々な機器に搭載するためには，システム全体のコン

パクト化が必須であり，小型・薄型の超広帯域アンテ

ナが要求される．

2002年 2月の FCCによるUWB認可 [1]を端緒に，

各種の UWB用アンテナが多数の研究グループにより

提案されている [2]～[4]．また，従来から広帯域なア

ンテナとして，ログペリオディックアンテナ [5]，バイ
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コニカルアンテナ [6]，円板モノポールアンテナ [7]な

どが提案されている．これらは，導体板や円錐状等の

放射素子で構成されており，三次元構造を有している

ため，その製造は容易ではなく，小型機器への搭載は

困難である．

一方で，小型化と量産性向上を目的として，誘電体

基板上に作成可能な UWB 用アンテナも報告されて

いる [8]～[11]．これらは，自己補対構造 [8]，板状モノ

ポールアンテナを誘電体基板上に形成した構造 [9], [10]，

進行波型アンテナ [11]を採用することにより，広帯域

な特性を実現している．

自己補対アンテナの入力インピーダンスは，自由空

間中の波動インピーダンスの 0.5倍である 188Ωに等

しくなる [12]．このため，一般的な 50Ω の特性イン

ピーダンスとの整合を得るためのインピーダンス変換

回路が必要となる．自己補対形状の放射素子を用いた

検討例 [8] では，放射素子に対して直角に配置した多

段チェビシフ型整合回路によりインピーダンス変換を

行っている．このため，アンテナ全体の寸法が大きく

なるといった問題がある．

そこで本論文では，放射素子とテーパ形マイクロス
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トリップ線路によるインピーダンス変換部を共有した，

自己補対型の広帯域プリントダイポールアンテナを提

案する．放射素子とインピーダンス変換部を共有する

ことにより，過去に提案された構造 [8], [13] に比べて

小型化が可能となる．

はじめに，菱形，扇形及びボウタイ形の自己補対放

射素子からなるプリントダイポールアンテナの FDTD

解析を行い，菱形の放射素子が小型化に有利である

ことを示す．次に，それらの放射素子にテーパ形のマ

イクロストリップ線路を組み合わせたプリントダイ

ポールアンテナの設計指針について考察する．その

結果を踏まえて，FCC認可の UWB用周波数（3.1～

10.6GHz）をカバーするアンテナを設計・試作すると

ともに，その特性を測定し，提案アンテナの有効性を

示す．

本論文の構成を以下に示す．2.において，自己補対

放射素子の FDTD 解析を行い，小型化に適した放射

素子形状について検討する．3.では，自己補対放射素

子とテーパ形のマイクロストリップ線路の設計指針に

ついて考察する．4. では，試作アンテナの定在波比，

利得及び放射パターンの測定結果を示し，5.では伝送

特性の測定結果を示す．最後に 6. において結論を述

べる．

2. 放射素子形状の検討

自己補対の原理 [12]によると，無限導体板で構成さ

れるアンテナにおいて，導体部分とそれ以外の部分が

同じ形状であるとき，そのアンテナの入力インピーダ

ンスは周波数によらず一定になる．したがって，この

ような形状の放射素子（自己補対放射素子）を用いる

ことにより，低プロフィールな広帯域アンテナを実現

することができる．

自己補対放射素子を用いたアンテナの実現にあたっ

ては，放射素子を有限の長さで切断しなくてはならな

い．その際，様々なパターンの素子形状が考えられる

が，ここでは，設計の容易さの観点から，図 1 に示す

菱形，扇形及びボウタイ形の 3パターンに着目し，入

力インピーダンスの FDTD 解析を行い，これらの中

から小型化に適した形状を選択する．なお，本論文で

は，Schmid & Partner Engineering AG社の電磁界

解析ソフトウェア SEMCAD [14]を用いて FDTD解

析を行う．

解析対象の構造を図 1 に示す．大きさ Ls ×Ws，厚

さ t，比誘電率が εr の誘電体基板の上面と底面に，一

図 1 自己補対放射素子
Fig. 1 Self-complementary radiating element.

辺の長さが Le の自己補対放射素子が配置されている．

基板中央で二つの放射素子がデルタギャップ給電され

ているとする．扇形の円弧部分については曲率半径を

Le，中心角を 90◦ とした．

素子長を Le = 21.2mm，誘電体基板の寸法と比誘

電率をそれぞれ Ls = Ws = 70mm，t = 0.762mm，

εr = 2.17 として，入力インピーダンスの周波数

特性を FDTD 解析により求めた．解析に際しては，

∆x = ∆y = 0.2～1.0mm，∆z = 0.127mmの不等間

隔メッシュを用い，時間ステップ幅を 3.15× 10−13 s，

時間ステップ数を 30000とした．吸収境界条件として

8層の PML を用いた．なお，解析の際，給電点に入

力する入射パルスとして，中心周波数 9GHz，パルス

幅 180 psのガウスサインを用いた．図 2 に入射パル

スの時間波形及び周波数スペクトルを示す．入射パル

スのスペクトルは 3.1～10.6 GHz をカバーしており，

UWBの帯域における解析が可能なことを確認できる．

FDTD 解析による入力インピーダンスの解析結果

を図 3 に示す．また，定在波比（VSWR）の周波数

特性を図 4 に示す．ただし，図 4 では，参照イン

ピーダンスを 150Ω としている．これは実効誘電率

εe = (εr +1.0)/2 = 1.585の空間における自己補対ア

ンテナの入力インピーダンスに等しい値である．

図 3 において，8GHz以上の周波数では，素子形状

によるインピーダンス特性の違いは小さいが，8GHz

以下では形状による差異が見られる．特に 5GHz付近

では，扇形及びボウタイ形が 300Ω程度の高抵抗値を

呈するのに対して，菱形では 5.4GHzにおいて 175Ω

の極小値が存在するため，他の形状に比べて抵抗値が
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図 2 解析に用いた FDTD 入射パルス
Fig. 2 Incident pulse used in FDTD analysis.

図 3 Le を一定とした場合の自己補対放射素子の入力イ
ンピーダンス（Le = 21.2mm）

Fig. 3 Input impedance of self-complementary

radiating element. (Le = 21.2 mm)

図 4 Le = 21.2mm の場合の VSWR 特性
Fig. 4 VSWR characteristics when Le = 21.2 mm.

図 5 下限周波数を一定とした場合の VSWR 特性
（fL = 3.0GHz）

Fig. 5 VSWR characteristics when fL = 3.0GHz.

表 1 下限周波数を 3.0GHz とした場合の放射素子寸法
Table 1 Dimensions of radiating elements for the

lowest operating frequency of 3.0GHz.

Le Area

Diamond-shaped 19mm 361 mm2

Fan-shaped 25mm 491 mm2

Bowtie-shaped 38mm 722 mm2

低く抑えられている．この極小値は，菱形放射素子に

特有の共振特性によるものであり，このような特性が

生じる原理を後述の付録に示す．

次に VSWR < 2 となる下限周波数 fL が 3.0GHz

になるように，それぞれの形状について素子長 Leを再

計算した．図 5 に再計算した VSWR特性を，表 1 に

素子長と素子導体部分の面積との比較を示す．表 1 よ

り，下限周波数を一定としたとき，素子長は菱形，扇

形，ボウタイ形の順に 19mm，25mm，38mm とな

り，導体部分の面積はそれぞれ 361mm2，491mm2，

722mm2 となる．したがって，下限周波数を一定にし

た場合，最も導体部分の面積が小さくなるのは菱形の

放射素子であることを確認できる．

3. 放射素子と給電線路の設計

3. 1 アンテナの構成

図 6 に提案アンテナの構成を示す．2. で検討した

3種類の自己補対放射素子をマイクロストリップ線路

で給電している．放射素子の一方をマイクロストリッ

プ線路の地板として利用している．菱形素子の場合，

給電コネクタを接続するために，地板の先端に幅Wg

の導体板を付加している．インピーダンス整合を得る

ために，線路のストリップ導体をテーパ状としており，

入力端と放射素子接続部におけるストリップ幅をそれ
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図 6 提案アンテナの構成
Fig. 6 Structure of the proposed antenna.

ぞれWin，Wc とする．

前章と同様に，t = 0.762mm，εr = 2.17 の誘電

体基板を想定し，その際，線路の入力端での特性イ

ンピーダンスが 50ΩとなるようにWin = 2.4mm と

する．また，マイクロストリップ線路の地板幅がスト

リップ導体の 5倍以上の幅であれば，特性インピーダ

ンスの地板幅に対する依存性は無視できること [15]を

踏まえて，Wg = 12mmとした．

アンテナ全長 La は素子形状によって異なり，菱形，

扇形，ボウタイ形の順にそれぞれ 2
√
2Le，2Le，

√
2Le

となる．アンテナ幅Wa は，いずれの形状においても

Wa =
√
2Le で一定である．放射素子の中央部におけ

る線路長 Lc については，Lc = Wc とする．以下の考

察では，FDTD 解析により小型化に最適な素子形状

を決定する．また，パラメータスタディを行い，線路

幅Wc 及び素子寸法 Le の設計指針を明らかにする．

3. 2 放射素子形状の決定

下限周波数を 3GHz とした場合の Le = 19mm，

25mm，38mm を有する菱形，扇形，ボウタイ形の

放射素子について給電回路を含めたアンテナの入力

インピーダンス特性を計算した．テーパ中央の線路幅

Wcを 0.2mm，基板の大きさは，それぞれの形状にお

いて導体を十分に配置できるように，菱形，扇形，ボ

ウタイ形の順にそれぞれ 57 × 40mm，55 × 40mm，
57× 60mmとした．
図 7 に各アンテナのVSWR特性を示す．同図では，

参照インピーダンスを 50Ω としている．VSWR< 2

となる下限周波数は菱形，扇形，ボウタイ形の順にそ

れぞれ 4.25GHz，5.10GHz，4.10GHzである．菱形

の下限周波数はボウタイ形の下限周波数よりも 3.7%ほ

ど高くなっているが，Le = 19mmの菱形放射素子の

面積は，Le = 38mmのボウタイ形放射素子の面積の

半分程度で済む点を考慮すれば，給電回路を付加した

場合においても菱形放射素子が小型化に適していると

いえる．

また，菱形放射素子を用いた場合，VSWR< 2とな

る下限周波数は，放射素子のみを解析した場合に比べ

て 1.4倍程度高くなっている．このため，給電回路を

付加した際には，放射素子のみの解析から得られた設

計値よりも，素子長 Le を 1.4 倍程度大きくする必要

がある．この理由として，給電回路が低周波領域で十

分に電力を伝送していないことが考えられ，給電回路

については今後改良の余地がある．

3. 3 給電線路の設計

3.2の結果から，最も小型化に適している菱形の放

射素子を採用する．放射素子の寸法を Le = 21.2mm，

誘電体基板の寸法を Ls = 65mm，Ws = 40mmに固

定し，給電線路幅Wcをパラメータとして，FDTD解

析により VSWRの周波数特性を求めた．Wc = 0.8，

0.4，0.2及び 0.1mmとした場合の解析結果を図 8 に

示す．ただし，同図では，参照インピーダンスを 50Ω

としている．Wcの減少に伴い，反射が小さくなること

が分かる．Wc = 0.2mmまたは 0.1mmとすることに

より，3.2GHz以上の帯域において VSWR < 2.2 が

得られている．ストリップ幅が 0.2mmと 0.1mmの

場合の特性インピーダンスはそれぞれ 144Ωと 160Ω
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図 7 素子形状と VSWR 特性
Fig. 7 Measured and calculated VSWR

characteristics.

図 8 Wc を変化させた場合の VSWR 特性
Fig. 8 VSWR characteristics as a function of Wc.

である．このことは，給電線路の先端部における特

性インピーダンスが，2. で述べた自己補対放射素子

の入力インピーダンス（150Ω）に近づくように，Wc

を決定すればよいことを示唆している．図 8 では，

Wc = 0.1mm の場合に最も反射が小さくなっている

が，Wc = 0.2mm の結果と大差はないことと，アン

テナ試作の容易さを考慮して，以下の議論では，Wc

を 0.2mmに固定する．

3. 4 放射素子長の設計

3.3の結果を踏まえて，Wc = 0.2mmとして放射素

子の長さ Le を変化させた場合の VSWRを計算した．

Le = 31.8，21.2，14.1mmの 3パターンについて計

算した VSWR特性を図 9 に示す．VSWR< 2となる

下限周波数は，Le = 31.8，21.2，14.1mmの場合で

それぞれ 2.39，3.65，5.48GHz である．下限周波数

における波長を λL とすれば，上記の各周波数におい

て，Le はそれぞれ 0.253λL，0.258λL，0.258λL とほ

ぼ一定であり，下限周波数における 1/4波長に等しい

図 9 Le を変化させた場合の VSWR 特性
Fig. 9 VSWR characteristics as a function of Le.

ことが確認できる．このことから，給電回路を付加し

た本アンテナでは，Le が動作下限周波数の 1/4 波長

に等しくなるように，放射素子の寸法を決定すればよ

いことが分かる．文献 [12]によれば，放射素子の最長

部が 1/4波長に相当する周波数が下限周波数になると

されている．素子長 Le を 1/4波長に設定した菱形の

放射素子の場合，最長部は菱形の対角線となり 1/4波

長に比べて若干大きな値となる．

4. VSWR特性と放射特性

3.4の結果を考慮すると，FCC認可のUWB用周波

数（3.1～10.6 GHz）をカバーするアンテナを実現す

るために，Le が動作下限周波数 3.1GHzの 1/4波長

に等しくなるように設計すると，Le = 24.2mm程度

の長さが必要である．しかし，本章では，3.に示した

FDTD解析結果との比較を行うため，Le = 21.2mm，

Wc = 0.2mmとしてアンテナを試作し，その VSWR

特性と放射特性を測定した．また，3.で述べた解析結

果に加えて，本章では，実際の測定環境に近づくよう

に，給電用の同軸ケーブルを含めて解析を行った結果

を示す．なお，給電用の同軸線路を含めた提案アンテ

ナの FDTD解析モデルを図 10 に示す．

4. 1 VSWR特性

図 11 にアンテナの VSWR特性を示す．図中の実

線は測定結果を表し，破線と一点鎖線はそれぞれ同軸

ケーブルをモデル化した場合とモデル化していない場

合の解析結果を表している．3～12GHzにわたり測定

結果と解析値はおおむね一致しており，VSWR < 2.2

の反射特性が得られている．

ただし，実験結果及び給電ケーブルをモデル化した

場合の解析結果については，3GHz 以下においても
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図 10 給電ケーブルを含む FDTD 解析モデル
Fig. 10 FDTD analysis model including feeding

cable.

図 11 VSWR 特性の測定結果と解析結果
Fig. 11 Measured and calculated VSWR

characteristics.

VSWR < 2 となっている．これは，ケーブルを接続

した場合，測定用ケーブルに放射素子から電流が流出

し，ケーブルがアンテナの一部として動作しているた

めと考えられる．アンテナ及び給電ケーブル上の電流

分布を図 12 に示す．同図より，いずれの周波数にお

いてもケーブルの外導体上に電流が流れており，給電

ケーブルがアンテナの特性に影響を与えていることが

確認できる．

4. 2 放射パターン

3.0～10.5 GHzの帯域において，500MHzごとに放

射特性を測定した．パターン測定時のアンテナ配置

を図 13 に示す．方位角 (φ)に対する放射パターンを

図 14 に実線で示す．ただし，同図の破線は同軸ケー

ブルを含めたモデルでの解析結果である．

3.0～9.0GHzにわたって無指向性に近いパターンが

得られていることが確認できる．なお，10.5GHz で

は φ = −90◦ 近傍に利得の落込みが生じている．これ
はコネクタ接続のために，放射素子先端に付加した導

体板の影響によるものと考えられる．また，解析では

いずれの周波数でも交差偏波成分は −10 dBi 以下で
あるのに対して，測定では −10 dBiを超える方向が存
在する．特に φ = 0◦ 及び 180◦ での交差偏波成分は，

φ = 90◦ 及び φ = −90◦ でのそれに比べて，大きな
値を有している．これは図 13 に示すように，パター

ン測定時のアンテナ配置では，給電ケーブルを y 方向

に水平に配置している．このときケーブルが主偏波方

向と垂直な方向に置かれたダイポールアンテナのよう

に動作するため，交差偏波成分が大きくなると考えら

れる．

次に，仰角 (θ) に対する放射パターンを図 15 と

図 16 に示す．ただし，図 15 と図 16 はそれぞれアン

テナ基板の表面に垂直な面（yz平面）と平行な面（xz

平面）での測定結果である．3.0～9.0GHz では，yz

面と xz 面の放射パターンは類似しており，ダイポー

ルアンテナの放射パターンに類似した形状である．た

だし，周波数によって主放射方向が ±90◦ からシフト
している．10.5GHzの場合，y方向への放射レベルは

小さく，x方向に強く放射していることが分かる．

4. 3 動 作 利 得

方位角に対する利得変動を評価するために，動作利

得の最大値と最小値，並びにそれらの差を 500MHzお

きに求めた．その結果を図 17 に示す．2.0～9.5GHz

において最大利得と最小利得の差は 7.0 dB 以内に収

まっている．FDTD 法による放射パターン解析では，

4GHz以下の低い周波数帯においてもばらつきの少な

い無指向性を有していたことから，動作下限周波数の
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図 12 アンテナ素子上の電流分布
Fig. 12 Current distribution on antenna elements.

図 13 放射パターン測定時の被測定アンテナ及び給電ケー
ブルの配置

Fig. 13 Arrangement of feeding cable and antenna

under test for radiation pattern measure-

ment.

図 14 xy 面放射パターン
Fig. 14 Radiation patterns in xy-plane.
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図 15 yz 面放射パターン
Fig. 15 Radiation patterns in yz-plane.

近傍における利得変動は水平に置いた同軸ケーブルの

影響によるものと考えられる．

図 18 に絶対利得の周波数特性を示す．ただし，同図

の実線と破線はそれぞれ φ = 90◦（y方向）と φ = 0◦

（x方向）において測定した結果を示している．また，

測定時のアンテナ配置はパターン測定時の配置と同様

である．主偏波成分は 2.0～10.5GHzにおいて 0 dBi

前後の利得を呈している．

交差偏波成分は，φ = 90◦ では −20 dBi を下回っ
ているのに対して，φ = 0◦ では −10 dBi程度の値と
なっており，φ = 90◦ に比べて φ = 0◦ では交差偏波

識別度は低くなっている．このことからも同軸ケーブ

ルが交差偏波を発生していることが確認できる．なお，

ケーブル配置をそのままにして，アンテナのみを φ方

向に対して 90◦ 回転させた場合，φ = 0◦ 方向の交差

偏波レベルが弱まり，φ = 90◦ 方向の交差偏波レベル

が大きくなることを実験的に確認している．

図 16 xz 面放射パターン
Fig. 16 Radiation patterns in xz-plane.

図 17 xy 面内における最大・最小利得
Fig. 17 Maximum and minimum gain in xy-plane.

5. 伝送特性の測定

ここでは，提案アンテナの伝送特性を実験により

明らかにする．同一形状のアンテナを間隔 d で配置

し，ベクトルネットワークアナライザ（アジレント・

テクノロジー社 HP8510C）で透過係数（S21）を測
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図 18 利得の周波数特性
Fig. 18 Frequency response of gain.

定することにより，二つのアンテナ間の伝送特性を評

価する．不要な反射を抑えるために，電波暗室内で

測定を行った．アンテナ配置には多数の組合せが考え

られるが，基板表面が対向するように配置した場合

（Front-to-Front），基板表面が平行になるように配置

した場合（Side-to-Side），基板表面が互いに直交する

ように配置した場合（Front-to-Side）の 3パターンに

ついて測定を行った．以下，アンテナ間隔を d = 30 cm

とした場合の測定結果を示す．

5. 1 透過振幅特性

透過振幅 |S21|の測定結果を図 19 に実線で示す．た

だし，図中の破線は，次式 (1)で求めた自由空間の伝

搬損 L[dB]である．

L = −20 log10
(
4πd

λ

)
(1)

この値は，利得が 0 dBiのアンテナを間隔 dで配置し

た場合の透過振幅 |S21|の値に等しくなる．
Side-to-Sideの場合，3～10GHzにかけて自由空間

の伝搬損に近い値の透過振幅が得られていることが分

かる．一方，Front-to-Frontと Front-to-Sideの場合

には，周波数に対する変動が Side-to-Sideと比較して

大きくなっていることが分かる．動作利得は 0 dBi程

度であるにもかかわらず，4～6GHzにかけて Front-

to-Frontにおける振幅値が自由空間中の伝搬損の値を

超えているのは，伝搬測定時には同軸ケーブルを主偏

波方向と同方向に配置しているため，ケーブルによっ

て開口面積が広くなり，動作利得測定時よりも利得が

上昇しているためと考えられる．なお，測定結果には

送受アンテナ自体の特性のほかに空間伝搬による影響

が含まれている [16]．

5. 2 群遅延特性

群遅延特性の測定結果を図 20 に示す．雑音の影響

図 19 透過振幅特性
Fig. 19 Measured transmission characteristics.

図 20 群遅延特性
Fig. 20 Group delay vs. frequency.

を緩和するために，移動平均処理を行った．4GHz以

下の領域では 2.8GHz，3.7GHzの点で群遅延の落込

みが見られる．しかしアンテナ間隔を 30 cmとしてい

るので，群遅延は 1 ns 以上の値を有していなくては

ならない．したがって，これらの値は透過振幅の値が

小さいためにノイズの影響を大きく受けてしまってお

り，正確に測定できていないと考えられる．Front-to-

Frontの場合，4～11GHzにおいて最小値 1.0 ns，最

大値 1.9 ns であり，群遅延の変動幅 0.9 ns 以内に収
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図 21 シミュレーションにおける送信パルス波形とその
周波数スペクトル

Fig. 21 Transmitted pulse waveform and spectrum

for simulation.

図 22 受信波形のシミュレーション結果
Fig. 22 Simulation results for received waveform.

まっている．Front-to-Sideの場合，最小値 1.0 ns，最

大値 1.8 nsで 0.8 nsの間に，Side-to-Sideの場合，最

小値 0.9 ns，最大値 1.6 nsであり，0.7 nsの間に変動

幅はそれぞれ収まっていることが分かる．以上の結果

より，いずれの場合も周波数によって最大で 0.9 ns程

度の遅延差を生じていることが確認できる．透過振幅

特性と同様，この結果には空間伝搬による影響が含ま

れている．

5. 3 時 間 波 形

前節で測定された特性がパルス波形に与える影響を

調べるため，伝送特性の測定結果を用いて，受信機側

で得られる受信波形を計算した．図 21 に送信パルス

として用いた波形と周波数スペクトルを示す．同図に

示すように，正弦波で変調されたガウスパルスを用い

た．パルスの中心周波数を 6.85GHz，パルス半値幅

を 200 ps とした．受信波形のシミュレーション結果

を図 22 に示す．Front-to-Frontと Side-to-Sideの波

形は類似している．入力パルスのパルス全幅はおよそ

720 psであるのに対して，受信波形のパルスは 2.3～

3.3 nsまで広がっており，その全幅は，送信波形に対

して 1.4倍程度になっている．これらの波形ひずみが

UWB 通信にどのような影響を及ぼすかについては，

今後の検討課題である．

6. む す び

本論文では，自己補対型の放射素子とテーパ形のマ

イクロストリップ線路で構成される広帯域プリントダ

イポールアンテナを提案した．

はじめに，菱形，扇形及びボウタイ形の自己補対放

射素子を誘電体基板上に配置した場合の入力インピー

ダンスを FDTD 解析により求め，その結果から，菱

形の放射素子が最小の面積で広帯域な特性を実現でき

ることを示した．

次に，それぞれの自己補対放射素子に，インピーダ

ンス変換とアンテナ給電のためのテーパ形マイクロス

トリップ線路を組み合わせたプリントダイポールアン

テナを提案した．給電回路が付加された場合でも菱形

が小型化に適していることを示すとともに，その設計

指針を明らかにした．この結果を踏まえて，FCC認可

の UWB用周波数（3.1～10.6GHz）をおよそカバー

するアンテナを設計・試作するとともに，その特性を

測定により明らかにした．また，測定で得られた伝送

特性を用いて，受信波形のシミュレーションを行い，

提案アンテナがパルス波形に与える影響を示した．な

お，今後の課題として，提案アンテナの伝送特性が，

実際の UWB通信に与える影響を評価することが挙げ

られる．
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付 録

菱形放射素子に特有の共振特性の説明

図 A· 1 に示すように，素子長 Le = 19mmの菱形

放射素子の給電点と対角の位置にある角 C の曲率半

径Rを 0mm，6mm，12mm，19mmとして FDTD

解析により入力インピーダンスを求めた．曲率半径

図 A· 1 曲率半径を変更した場合の放射素子形状
Fig. A· 1 Radiating elements with various curves.

図 A· 2 曲率半径を変更したときの入力インピーダンス
特性

Fig.A· 2 Input impedance.

図 A· 3 放射素子上の電流分布（R = 0 mm 及び R =

19 mm）
Fig. A· 3 Current distribution on radiating elements.

(R = 0mm, 19 mm)

R = 0mmの場合は 2.における Le = 19mmの菱形

に一致し，R = 19mmの場合は Le = 19mmとした

扇形に一致する．図 A· 2 にそのインピーダンス特性
を示す．

曲率半径を大きくしていくと，6GHz付近での抵抗

値の極小値は消失することが確認できる．リアクタン

スが 0になる周波数のうち最も低いものを基本共振周

波数 f0とすると，抵抗値が極小値になる周波数はおよ

そ 2f0 となり，通常のダイポールアンテナでは反共振
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が生じ，高抵抗値を示す周波数である．Le = 19mm

の場合に抵抗分が極小となる f = 5.93GHz におい

て，R = 0mm 及び R = 19mm の場合について解

析で求めた放射素子上の電流分布を図 A· 3 に示す．
R = 0mmの場合，パス BC及び CDの中央に電流の

腹が発生しているのに対して，R = 19mmの場合は

明確な電流の腹は存在していない．このことから，扇

形の放射素子では角 Cが存在しないため，明確な共振

現象を示さないのに対して，菱形の放射素子では角 C

が存在するため，共振が生じていることが確認できる．
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