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招待論文

マイクロストリップアンテナの応用設計技術 —— マルチバンド設計
と特性可変技術 ——
木村

雄一† a)

Advanced Design Techniques of Microstrip Antennas——Multiband Design and
Reconfigurable Techniques——
Yuichi KIMURA†a)

あらまし マイクロストリップアンテナは小型，薄型，軽量等の特長を有する平面アンテナであり，通信や放
送，レーダ等，幅広い用途で使用されている．また，マイクロストリップアンテナはプリント基板を用いて容易
に製作可能であり，また，設計性に優れているため，現在も多面的な観点からその応用設計技術について研究が
行われている．本論文では，マイクロストリップアンテナの高機能設計の一環として，マイクロストリップアン
テナのマルチバンド設計と特性可変技術に着目し，それらの研究例について述べる．
キーワード 平面アンテナ，マイクロストリップアンテナ，マルチバンド設計，特性可変技術，指向性制御，偏
波制御，周波数制御

1. ま え が き

も 3 周波程度のマルチバンド化が限界となっている．

マイクロストリップアンテナ（Microstrip Antenna；

用いたマルチバンド平面アンテナについて解説する．

ここではスリット装荷 MSA 及び多リング形 MSA を

以降，MSA）は小型，薄型，軽量等の特徴を有するた

これらのアンテナ素子を励振するため，広帯域な給電

め，通信や放送，レーダ等，幅広い用途で使用されて

方法として知られている L プローブ [10], [11] を用い

いる平面アンテナである．また，MSA はプリント基

たマルチバンド MSA の設計例について述べる [12]〜

板加工技術を用いて低コストで容易に製作可能であり，

[18]．また，給電線路としてコプレーナ線路を用いた

また，設計性に優れているため，これまで多面的な観

マルチバンド MSA についても述べる．本論文で紹介

点からその応用技術について研究が行われてきた [1]〜

するマルチバンド平面アンテナはいずれも動作周波数

[3]．MSA の高機能化の課題としては，周波数共用化

の個数，それぞれの動作周波数等において極めて設定

（マルチバンド化）
，偏波共用化，広帯域化，小型化，特

の自由度が高く，マルチバンド平面アンテナとして優

性可変化等が挙げられる．特性可変化は更に指向性制
御，偏波制御，周波数制御等に分類することができる．

れた特性を有している点が大きな特長である．
また，電子的な MSA の特性可変を実現する方法と

本論文ではこれらの MSA の課題の中から，特にマ

して，PIN ダイオードのスイッチング機能を用いるも

ルチバンド化と特性可変化（周波数制御，偏波制御，

の [19], [20]，バラクタダイオードの容量可変機能を用

周波数制御）に着目する．MSA のマルチバンド化の

いるもの [21]〜[25]，MEMS スイッチ等のマイクロマ

手法として，高次モードを利用する方法 [4]〜[6] やフ

シン技術による機械的な可動機構を用いるもの [26]〜

ラクタル構造 [7]〜[9] を用いる方法があるが，多くと

[28] 等が報告されている．PIN ダイオードを用いた特
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態を維持するためのバイアス電流による電力消費が
無視できない等の欠点があるものの，PIM（Passive

Intermodulation；相互変調ひずみ）を発生しない点
が利点とされる．また，MEMS スイッチは微細な機
械駆動を利用した物理的なスイッチであり，駆動させ
るには数十 V もの電圧が必要となる点が欠点とされ
るが，PIM は発生しない．これに対し，バラクタダイ
オードを用いた特性可変アンテナは，印加するバイア
ス電圧によって連続的な特性可変を可能とする，逆バ
イアス電圧を印加するためバイアス電圧による電力消
費は無視できるほど小さいといった長所がある一方，
バラクタダイオードは原理的に PIM を発生するため

図 1 V 字スリット装荷ひし形 MSA の基本構成
Fig. 1 Conﬁguration of a rhombic MSA with Vshaped slits.

用途によっては注意を要する点が短所となる．本論文
では，バラクタダイオードを用いた MSA の指向性制
御 [29]〜[36] と周波数制御 [37]〜[41]，MSA の偏波制
御については PIN ダイオードを用いた方法 [42] とバ
ラクタダイオードを用いた方法 [24] について述べる．
なお，本論文で使用したバラクタダイオードは新日本
無線社製の NJX1542，PIN ダイオードはルネサス社
製の HVC142A である．
本論文の構成は次のとおりである．1. では序論とし
て本論文の背景及び位置づけを述べる．2. ではスリッ

図 2 V 字スリット装荷ひし形 MSA の反射特性
Fig. 2 Reﬂection characteristics of the rhombic MSA
with V-slits.

ト装荷 MSA と多リング形 MSA の用いたマルチバン
ド MSA の設計例を解説する．3. では直線偏波 MSA
及び円偏波 MSA の特性可変技術として，それぞれ指
向性制御，偏波制御，周波数制御を解説する．最後に

4. で本論文の結論を述べる．

2. MSA のマルチバンド設計
2. 1 スリット装荷 MSA
2. 1. 1 二層構造スリット装荷 MSA
図 1 に V 字形スリット装荷ひし形 MSA の基本構
成を示す [12]．本アンテナは二層の誘電体基板から構
成され，一層目の基板上には V 字形のスリットが複数
装荷されたひし形導体，二層目には給電用の L プロー
ブが置かれている．基板背面は地導体である．この場
合，ひし形導体の下側の頂点を始点とし，ひし形導体

図3

V 字スリット装荷ひし形 MSA の放射パターンの一
例（Sim.）
Fig. 3 Radiation patterns of the rhombic MSA with
V-slits. (Sim.)

の上側の頂点または V 字形スリットの内側の頂点を
終点とする複数の長さの異なる電流経路が形成される

定した単向性の放射パターンが得られている．なお，

ため，複数の共振周波数が得られる．図 1 の例では 4

8 GHz 付近及び 12 GHz 付近の共振は高次モードによ

周波で動作する．また，このアンテナの偏波は直線偏

る共振であるため，単向性のパターンとはならない．

波となる．図 2 にこのアンテナの反射特性と図 3 に各

また，図 3 の放射パターンは地導体を無限大平面とし

共振周波数における放射パターンの一例を示す．1st

て得られた解析結果である．本アンテナの利得は 4〜

モードから 4th モードの 4 点の共振周波数において安

5 dBi 程度の値を示す．
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図 4 V 字スリット装荷ひし形 MSA（10 周波動作）
Fig. 4 A rhombic MSA with V-slits. (10 operating
frequencies.)

なお，解析に電磁界解析シミュレータ Zeland（現

Mentor Graphics）IE3D を使用した．また，供試基板
として比誘電率 εr = 2.6，誘電正接 tan δ = 1.8×10−3

図 5 一層構造スリット装荷マルチバンド MSA（直線偏
波）の例
Fig. 5 Single-layer multi-band MSAs with slits for
linear polarization.

の PTFE 基板（テフロングラスファイバー基板）を
用いた．（本論文では以下同様である．
）
図 4 は極端な設計例であるが，ひし形 MSA に V 字形
スリットを 9 個密に配置したものである [12]．図 4 (a)
にその構造図，図 4 (b) は反射特性を示す．同図に示
されるように，10 周波で動作することが確認されてい
る．なお，13 GHz 付近の共振は高次モードによるも
のである．

2. 1. 2 一層構造スリット装荷 MSA
前節では放射素子の下層に給電用の L プローブを配
置して二層の誘電体基板を用いたスリット装荷マルチ
バンド MSA について述べたが，放射素子と L プロー
ブを同一面に配置し，L プローブの寸法と放射素子と

図 6 多リング形 MSA（円偏波）の基本構成
Fig. 6 Conﬁguration of a multi-ring MSA for circularly polarization.

の間隔を適切に設定することにより，一層構造のマル
チバンド MSA を設計することが可能となる．図 5 に

二層目には各素子を励振するための L プローブが置か

一層構造のスリット装荷マルチバンド MSA の構成例

れている．リング形素子は周長が約 1λg（λg は誘電体

を示す．同図 (a) は V 字形スリットを複数装荷したひ

基板内の伝搬波長）となる周波数で共振する．このた

し形 MSA [14]，(b) は U 字形スリットを複数装荷し

め，外側のリング形素子は最も低い周波数で共振し，

た長方形 MSA [15]，(c) 半円形のスリットを複数装荷

内側の素子ほど高い周波数で共振する．全ての素子に

した円形 MSA [16] である．いずれの構造も給電用 L

摂動素子を装荷しなければ直線偏波のマルチバンド平

プローブが放射素子と同一面に設置され，直線偏波の

面アンテナとなる．図 6 に示すように各素子に摂動素

マルチバンド MSA となる．

子を装荷し，それらの摂動量を適切に設定することに

2. 2 多リング形 MSA（MR-MSA）

より，各素子の偏波を直線偏波または円偏波とするマ

2. 2. 1 二層構造多リング形 MSA

ルチバンド平面アンテナとすることができる．

図 6 に多リング形 MSA（Multi-Ring MSA; MR-

図 6 に示す多リング形 MSA は低い周波数から，直

MSA）の基本構成を示す [13], [17]．このアンテナは二

線偏波，右旋円偏波，左旋円偏波に設計された例であ

層の誘電体基板から構成され，一層目の基板上には複

る．図 7 にこのアンテナの反射特性，図 8 に各周波数

数の方形リング形導体と中央に方形導体が配置され，

における放射パターンのシミュレーション結果を示す．
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図 10 一層構造多リング形 MSA（直線偏波）の例
Fig. 10 A single-layer multi-ring MSA for linear polarization.
図 7 多リング形 MSA（円偏波）の反射特性（Sim.）
Fig. 7 Reﬂection characteristics of the multi-ring
MSA for circularly polarization. (Sim.)

図 11 L プローブ給電一層構造円偏波多リング形 MSA
Fig. 11 Conﬁguration of a circular-polarized singlelayer mulri-ring MSA fed by an L-probe.

図 8

多リング形 MSA（円偏波）の放射パターンの一例
（Sim.）
Fig. 8 Radiation patters of the multi-ring MSA for
circularly polarization. (Sim.)

偏波共用化の設計例である [17]．図 9 (a) はその構造
図，同図 (b) は反射特性とポート間アイソレーション
特性のシミュレーション結果を示す．3 周波のマルチ
バンド特性とそれぞれの共振周波数において −25 dB
以下となる良好なポート間アイソレーション特性を示
している．

2. 2. 2 一層構造多リング形 MSA
図 10 は複数のリング形素子と給電用の L プローブ
を同一面に配置した一層構造の多リング形 MSA の構
成例である [18]．スリット装荷 MSA と同様に，L プ
ローブの寸法とリング形素子との間隔を適切に設定す
ることにより，複数の周波数で整合を得ることが可能
図 9 垂直・水平偏波共用多リング形 MSA
Fig. 9 A multi-ring MSA for vertical and horizontal
linear polarization.

となる．この場合は直線偏波のマルチバンド MSA と
なる．
図 10 の一層構造多リング形 MSA はリング形素子
がループ形状でないため，リング形素子に摂動素子を

図に示されるように，3 点の共振周波数でそれぞれ良

装荷しても円偏波を得ることは困難である．

好な直線偏波または円偏波となる放射パターンが得ら

図 11 は図 10 の一層構造多リング形 MSA を応用し

れている．なお，図 7 及び図 8 は地導体を無限大平面

て設計された一層構造の円偏波マルチバンド MSA で

と仮定して得られた結果である．
図 9 は摂動素子のない直線偏波の多リング形 MSA

ある [18]．基板の上面だけなく，基板背面の地導体の
一部及び基板上下の導体を接続するビアを利用して，

において，二つの給電用 L プローブを直交する位置に

複数のループ状のリング形素子が形成されている．リ

配置し，垂直偏波及び水平偏波の送受信を可能とする

ング形素子にそれぞれ摂動素子を装荷し，それらの摂

744

招待論文／マイクロストリップアンテナの応用設計技術——マルチバンド設計と特性可変技術——

図 12

コプレーナ線路給電一層構造円偏波多リング形
MSA
Fig. 12 Conﬁguration of a circular-polarized singlelayer mulri-ring MSA fed by a coplanar
waveguide.

図 13

可変リアクタンス素子を用いた指向性可変平面ア
レーアンテナの基本構成
Fig. 13 Conﬁguration of a beam-adjustable MSA array (BA-MSAA) with variable reactance elements.

動量を適切に設定することにより，各リング形素子の
偏波を右旋または左旋の円偏波とすることができる．
この例では 2.317 GHz で右旋円偏波，3.036 GHz で左
旋円偏波がそれぞれ得られている．なお，このアンテ
ナの利得は 3 dBi 程度の値を示す．
また，図 12 は給電線路にコプレーナ線路を用いた
一層構造の円偏波マルチバンド平面アンテナの設計例
である [18]．基板上面に複数のリング形素子が配置さ
れ，基板背面の地導体にコプレーナ線路が形成されて
いる．全てのリング形素子に摂動素子を装荷しなけれ

図 14

可変リアクタンス回路の構成と特性 (VCD：バラ
クタダイオード)
Fig. 14 Conﬁguration and characteristics of a variable reactance circuit.
(VCD: Varactor
diode)

ば直線偏波のマルチバンド平面アンテナとなり，各リ
ング形素子にそれぞれ摂動素子を装荷すれば，円偏波
のマルチバンド平面アンテナとなる．また，リング形

荷される．無給電 MSA は主給電 MSA との素子間相

素子とコプレーナ線路の整合を図るため，リング形素

互結合により励振され，可変リアクタンス素子のリア

子下部のコプレーナ線路にスタブが装荷されている．

クタンス成分の値 X1 と X2 を制御することにより，

この例では 3 周波で動作し，それぞれ 2.253 GHz で右

主給電 MSA 素子の H 面指向性を制御するものである．

旋，3.290 GHz で左旋，5.342 GHz で右旋の円偏波が

図 14 にバラクタダイオードを用いた可変リアクタ

得られている．なお，このアンテナの利得は 3〜6 dBi

ンス素子の構成と可変リアクタンス回路の特性例を示

程度の値を示す．

す．設計周波数の 5.0 GHz でバラクタダイオードに印

3. MSA の特性可変技術

加されるバイアス電圧を 0〜12 V の範囲で変化させる
と，接続点 T から見込んだ規格化リアクタンスの値

3. 1 指向性可変 MSA アレー（BA-MSAA）

X̃（特性インピーダンス 50 Ω で規格化）は −2.0〜1.5

図 13 に中央の主給電 MSA と左右の可変リアクタ

程度の範囲で制御可能である．

ンス素子が装荷された無給電 MSA により構成される

図 15 にこの可変リアクタンス素子を用いた BA-

指向性可変平面アレーアンテナ（BA-MSAA; Beam-

MSAA の指向性制御特性を示す．図 15 (c) 及び (d)

adjustable MSA array）の基本構成を示す [29]．この

に示すように，無給電 MSA の規格化リアクタンスを

アンテナは同一素子形状の MSA 素子が同一平面上に

左右対称（X̃1 = X̃2 ）としてそれらの変化させると，

配列され，無給電 MSA の入力インピーダンスが 50 Ω

主ビームは正面方向となりそのビーム幅を変化させる

となる点に可変リアクタンス素子 jX1 及び jX2 が装

ことができる．また，図 15 (a)，(b)，(d) に示すよう
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図 16

可変リアクタンス素子を用いた円偏波指向性可変
平面アレーアンテナの基本構成
Fig. 16 Conﬁguration of a circularly-polarized beamadjustable MSA array (BA-MSAA) with
variable reactance elements.
図 15

可変リアクタンス素子を用いた指向性可変平面ア
レーアンテナの放射パターン（5.025 GHz）
Fig. 15 Radiation pattern of the beam-adjustable
MSA array (BA-MSAA) with variable reactance elements. (5.025 GHz.)

に，規格化リアクタンスを左右非対称（X̃1 = −X̃2 ）
としてそれらの値を変化させると，主ビーム方向を最
大で約 ±40◦ の範囲で変化させることができる．可変
リアクタンス素子の規格リアクタンス値はバイアス電
圧で制御されるため，電子的な MSA の指向性制御が
可能となる．なお，正方形の MSA 素子を 3 素子配列
した構成では素子間隔が 0.4 波長に設定され，規格化
リアクタンスを左右非対称として主ビーム方向の変化
させた場合の利得は 6〜8 dBi 程度の値が得られてい

図 17

可変リアクタンス素子を用いた円偏波指向性可変
平面アレーアンテナの放射パターンの一例（左旋
円偏波，4.96 GHz）
Fig. 17 Radiation patterns of the circularly-polarized
beam-adjustable MSA array (BA-MSAA)
with variable reactance elements. (LHCP,
4.96 GHz)

る．また，可変リアクタンス素子が装荷された無給電

MSA を平面的に配列すれば，H 面指向性だけでなく

り，4.96 GHz において左旋円偏波の主ビーム方向が

E 面指向性の制御も可能となる．

約 ±30◦ の範囲で制御可能である．なお，5.22 GHz で

次に，図 16 に円偏波の指向性制御を可能とする

BA-MSAA の構成例を示す [31]．このアンテナは正方
形の MSA 素子が 3 素子配列され，中央の主給電 MSA

は同一のアンテナ構成で右旋円偏波の指向性制御が可
能である．

3. 2 偏波切替 MSA

の対角線上及び左右の無給電 MSA の中央と対角線上

図 18 に PIN ダイオードを用いた偏波切替 MSA の

の合計 5 個の可変リアクタンス素子が装荷される．無

基本構成を示す [42]．このアンテナは方形のリング素

給電 MSA の中央に装荷された可変リアクタンス素子

子の右上と右下にスリットを装荷し，各々のスリット

P2 と P4 は主に主ビームの方向を制御する目的で設定

間に PIN ダイオードが接続されている．PIN ダイオー

され，主給電 MSA 及び無給電 MSA の対角線上の可

ドのバイアス電流はアンテナ素子の基板背面に設置

変リアクタンス素子 P1 ，P3 ，P5 は軸比を調整する目

されたバイアス回路によりビアを介して印加される．

的で設定される．設計周波数は 5.0 GHz であり，素子

また，アンテナ素子は L プローブにより給電される．

間隔は 0.35 波長である．図 17 に円偏波 BA-MSAA

PIN ダイオードのスイッチング機能により，PIN ダイ

の放射パターンの一例を示す．可変リアクタンス素子

オードは短絡または開放状態となるため，右上の PIN

の規格化リアクタンスを適切な値に設定することによ

ダイオード P1 が ON 状態（右下の PIN ダイオード
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図 18

PIN ダイオードを用いた偏波切替リング形 MSA
の基本構成
Fig. 18 Conﬁguration of a ring MSA for polarization
switching with PIN diodes.

P2 は OFF 状態）の場合は φ = −45◦ 方向を偏波方
向とする直線偏波のアンテナとして動作する．反対に，
右下の PIN ダイオード P2 が ON 状態（右上の PIN

図 19

PIN ダイオードを用いた偏波切替リング形 MSA
の放射パターン
Fig. 19 Radiation patters of the ring MSA for polarization switching with PIN diodes.

ダイオード P1 は OFF 状態）の場合は φ = +45◦ 方
向を偏波方向とする直線偏波のアンテナとして動作す
る．本アンテナの設計周波数は 2.75 GHz である．
図 19 にこのアンテナの放射パターンの一例を示す．

PIN ダイオードの状態を切替えることで φ = ±45◦
の直線偏波が得られ，良好な単向性のパターンが得ら
れた．なお，このアンテナの利得は 2 dBi 程度の値が
得られ，PIN ダイオードによる損失は 2〜3 dB 程度と
見込まれる．また，リング形素子を 2 素子とすれば 2
周波おける偏波切替も可能となる．
次に，図 20 に可変リアクタンス素子を用いた偏波切
替 MSA の例を示す [24]．このアンテナは正方形 MSA
の上部左右の頂点近傍に L 字形の寄生素子を配置し，
寄生素子に各々可変リアクタンス素子が装荷された構

図 20

バラクタダイオードを用いた円偏波・直線偏波切
替 MSA の基本構成
Fig. 20 Conﬁguration of a MSA for circular polarization and linear polarization switching with
varactor diodes.

成である．左右の寄生素子及び可変リアクタンス素子
は正方形 MSA の摂動素子として作用するため，それ

ると左旋円偏波が得られる．なお，このときの利得は

らの規格化リアクタンス値 X̃1 , X̃2 を適切な値に設定

6 dBi 程度である．図 22 に直線偏波の偏波切替時の放

すれば円偏波及び直線偏波の切替が可能となる．なお，

射パターンの一例を示す．X̃1 と X̃2 の値をそれぞれ

本アンテナの設計周波数は 4.98 GHz である．図 21 は

図中に示された値に設定すると，直線偏波の偏波の方

円偏波の偏波切替時の放射パターンの一例を示す．図

向をそれぞれ φ = −45◦ ，0◦ ，+45◦ に切替可能であ

に示されるように，X̃1 = 1.0，X̃2 = 0.14 と設定した

ることがわかる．なお，本アンテナの直線偏波動作時

場合は右旋円偏波となり，X̃1 と X̃2 の値を入れ替え

の利得は 5 dBi 前後の値を示す．本アンテナにおける
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図 21

バラクタダイオードを用いた偏波切替 MSA の円
偏波切替時の放射パターンの一例（実測値）
Fig. 21 Radiation pattern of the MSA for circular
polarization switching with varactor diodes.
(Exp.)

図 23

バラクタダイオード装荷周波数制御リング形 MSA
の基本構成
Fig. 23 Conﬁguration of a varactor-loaded frequencytunable ring MSA.

図 22

バラクタダイオードを用いた偏波切替 MSA の直
線偏波切替時の放射パターンの一例（解析値）
Fig. 22 Radiation pattern of the MSA for linear
polarization switching with varactor diodes.
(Sim.)

バラクタダイオードによる損失は 1〜2 dB 程度と見込
まれる．

3. 3 周波数制御 MSA

図 24

バラクタダイオード装荷周波数制御リング形 MSA
の反射特性（実測値）
Fig. 24 Reﬂection characteristics of the varactorloaded frequency-tunable ring MSA. (Exp.)

図 23 にバラクタダイオードを用いた周波数制御

MSA の基本構成を示す [38]．このアンテナ素子は二

御することができる．

層の誘電体基板から構成され，一層目の基板上には方

図 24 にバイアス電圧の値を 0〜10 V の範囲で変化

形リング形 MSA が配置され，リング型素子の左右に

させた場合の反射特性の変化を示す．このアンテナの

スリットを形成し，それらのスリット間にバラクタダ

共振周波数は 3.28〜4.02 GHz の範囲で大きく変化す

イオードが装荷される．これはリング形 MSA の素子

ることが確認された．図 25 にバイアス電圧 Vd を変化

上に流れる電流が最大となる位置である．また，二層

させた場合の利得の変化（実測値）を示す．利得の最

目の基板にはリング形 MSA を励振するための L プ

大値は 5.6 dBi であり，共振周波数が低下すると利得

ローブが配置されている．地導体の背面にはバラクタ

が低下する傾向がある．利得が最大値から 1 dB 低下

ダイオードに逆バイアス電圧を印加するためのバイア

する帯域幅は 3.75〜4.27 GHz（比帯域約 12.5%）で

ス回路が配置されている．このときリング形 MSA は

あった．バラクタダイオードによる損失は利得最大時

直線偏波を示し，バラクタダイオードに印加されるバ

で 1 dB 程度と見込まれ，周波数変化に伴う利得の低

イアス電圧 Vd を制御しバラクタダイオードの容量を

下はバラクタダイオードによる損失の増加によるもの

変化させることで，リング形 MSA の共振周波数を制

と考えられる．なお，バイアス電圧を変化させて周波

748

招待論文／マイクロストリップアンテナの応用設計技術——マルチバンド設計と特性可変技術——

図 25

バラクタダイオード装荷周波数制御リング形 MSA
の利得の周波数特性（実測値）
Fig. 25 Frequency dependence of gain of the varactorloaded frequency-tunable ring MSA. (Exp.)

図 27

可変リアクタンス素子を用いた円偏波周波数制御
MSA の軸比特性
Fig. 27 Axial ratio of the circularly-polarized
frequency-tunable MSA with a variable
reactance element.

図 28
図 26

可変リアクタンス素子を用いた円偏波周波数制御
MSA の基本構成
Fig. 26 Conﬁguration of a circularly-polarized
frequency-tunable MSA with a variable
reactance element.

可変リアクタンス素子を用いた円偏波周波数制御
MSA の利得
Fig. 28 Gain of the circularly-polarized frequencytunable MSA with a variable reactance element.

は約 7 dBi を示し，軸比が最良となる周波数が高域側
数を変化させた場合においても放射パターンは安定し

へ変化すると利得は低下する傾向がある．軸比 3 dB

た単向性を示す．また，リング形 MSA を 2 素子とし，

以下かつ利得 3 dBi 以上を基準とすると，帯域幅は約

それぞれのバイアス回路を配置すれば 2 周波において

8%であった．なお，同形状の寄生素子を空気層を介し

独立した周波数制御も可能となる．

てスタック構成とし，可変リアクタンス素子の規格化

次に，図 26 に円偏波の周波数制御を可能とする

リアクタンス値を適切に設定すれば，軸比 3 dB 以下

MSA の基本構成を示す [25]．このアンテナは摂動素

かつ利得 3 dBi 以上を示す比帯域は約 23%まで拡大さ

子が装荷された正方形 MSA の対角線上に給電点 F を

れ，利得は 6〜10 dBi 程度の値を示す．

有し，他方の対角線上に可変リアクタンス素子を装荷
した構成である．この場合の偏波は左旋円偏波となる．

4. む す び

可変リアクタンス素子は摂動素子により分離された二

本論文では，マイクロストリップアンテナの応用設

つのモードの共振周波数に作用するため，円偏波とな

計技術として，スリット装荷 MSA と多リング形 MSA

る周波数を制御することが可能となる．図 27 に可変

を用いたマルチバンド設計及びバラクタダイオードと

リアクタンス素子の規格化リアクタンスの値 X̃ を変

PIN ダイオードを用いた MSA の特性可変技術につい

化させた場合のアンテナ正面方向における軸比特性

て述べた．スリット装荷 MSA は直線偏波のマルチバ

の変化を示す．図に示されるように，規格化リアクタ

ンド設計，多リング形 MSA は直線偏波と円偏波を含

ンスの値によって軸比が最良となる周波数が変化する

むマルチバンド設計を可能とするものであり，いずれ

ことがわかる．図 28 にこのアンテナの軸比が最良と

も動作周波数の個数やそれぞれの周波数の設定に自由

なる周波数における利得の変化を示す．利得の最大値

度が高く，マルチバンド平面アンテナとして極めて柔
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