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あらまし 移動通信基地局アンテナのような 1 次元方向のみ大開口の長尺アンテナの遠方界測定においては，
合成開口アンテナ技術を用いることにより十分な測定距離を確保しなくても精度の高い測定が可能である．一方，
電波伝搬においても基地局や移動局周辺の到来方向を高分解能に測定する際に，一定の条件を満たせばこの合成
開口アンテナ技術を適用することができる．本論文では，回転測定と仮想アレーアンテナを組合せることにより
共通の原理でこれらの異なる測定が実現できることを示す．この測定法に用いる装置は，通常のアンテナ測定に
用いられる汎用の観測アンテナ，回転台，ベクトルネットワークアナライザ等のベクトル受信機であり容易に構
築・活用できる特長がある．ここでは，回転測定による合成開口測定の原理とそのコンセプト・物理モデルを明
確にし，それぞれの測定の適用範囲，事前アセスメント，測定パラメータの検討方法を示す．
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1. ま え が き

数学的なモデルは同一であるが，複数の物理モデルを

回転台を用いた電波測定 [1] においては，取得した

は一般的に多用される観測アンテナ，回転台及びベク

測定値を特段の処理をせずに評価することが多い．し

トルネットワークアナライザ (Vector Network Ana-

かし，一定の条件を満たしている場合には，これらの

lyzer：VNA) を利用して実現できるため，高度な技術

1 次測定値を適宜 2 次処理することによりデータの付

や複雑なアルゴリズムは必須ではなく，アレーアンテ

加価値を高めることができる [2], [3]．ここでは，隣接

ナ指向性合成 [5] の基本概念の理解があれば容易に使

する測定角度の測定値を仮想的なアレーアンテナとみ

いこなせる手法といえる．

用いて表現することができる．更に，これらの測定法

なし，これを指向性合成して均一な近傍界・精度の高

本論文では，上記測定法の共通概念となる回転測定

い遠方界を得る方法や，指向性合成した結果得られる

による仮想アレーアンテナを数学モデルと物理モデル

ペンシルビームを用いた広角にわたる高分解能到来方

を用いて説明する．次に，一つ目の応用として，移動通

向測定方法について述べる．

信基地局アンテナ等に用いられる長尺アンテナ (1 次元

一般的には，このアンテナ遠方界測定と到来方向測

方向に大開口アンテナ) の遠方界測定法について述べ

定は別の技術分野とも考えられるが，仮想アレーアン

る．一般に，大開口アンテナは測定距離が長くなるた

テナである合成開口アレーアンテナ技術 [4] という概

め寸法の小さな電波暗室では測定できないことがある．

念で基本原理が共通である．これらのコンセプトは，

この場合には，近傍界測定遠方界変換 [2], [3], [6], [7] や
コンパクトレンジ [8], [9] が用いられるが，特別なス
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ここでは，測定対象を長尺アンテナに限定することに
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必要になるため，気軽に利用することは容易ではない．
より，遠方界距離 (放射界が十分に遠方界とみなせる
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距離) の 1/10 程度の短距離であっても遠方界を精度よ

は同様の原理に基づくため，2. ではその定式化及び共

く測定できる方法を示す．著者らがこれまでに検討し

通原理・コンセプトについて説明する．まず，前提と

てきた結果を整理し，基本原理とコンセプトの再構

して必要となる回転測定の特徴を述べる．次に，合成

築，適用範囲の明確化，指標の共通化，事前の誤差評

開口アレーアンテナとして一般に用いられる直線測定

価 (アセスメント) の方法，取扱いの留意点等をまとめ

と比較して，回転測定の特長，評価対象と観測アンテ

る [10]〜[13]．特に，利用する際のポイントについて

ナの位置関係，回転測定の等価性，送受信の可逆性に

も図表を用いてまとめる．

ついて述べる．この合成開口測定は，三つのステップ

二つ目の応用として，到来方向測定法について述べ

より構成される．ステップ 1 は測定器による実測定と

る．この分野では多くの研究がなされており，2 種類に

なる回転測定であり，観測アンテナ，回転台及びベク

分類できる．前者は，ホーンアンテナやパラボラアン

トル受信機 (VNA 等：詳細は後述) を用いる．ステッ

テナ等の大開口アンテナを回転させる方法であり，後

プ 2 は測定値を幾何学的に配置して仮想円形アレーア

者は比較的小規模のアレーアンテナを用いて超分解能

ンテナを構成する．ステップ 3 は計算機による仮想測

アルゴリズムを適用する方法である [14]〜[22]．前者は

定となる合成開口処理である．円形アレーアンテナか

最も容易に測定できるものの分解能が不足する場合が

らサブアレーとして円弧アレーアンテナを選択し開口

多い．一方，後者は少ない素子数のアレーアンテナを

合成する処理の定式化を行い，併せて行列表記も示す．

用いて，開口長に起因するビーム幅を遥かに超えた分

この方法は適用する測定分野に応じて複数のコンセプ

解能で到来方向を推定できる利点を有している．しか

トがあり，それぞれの特徴や考え方を説明する．最後

し，自由度を超えた波源数の場合の振る舞いや，大規

に，開口合成時のサブアレー選択法と数値走査につい

模アレーの際の計算量の増加等の問題も少なからず存

て述べる．

在する．また，精度の高いアレーアンテナ校正 [23]〜

ここで，本論文で用いる用語を定義する．被測定物

[25] が必要になる．今回用いる方法は，前者のカテゴ

であるアンテナや到来波を総称して評価対象 (Object

リーに分類され簡単な測定とデータ処理により高分解

Under the Test：OUT) と記載する．評価対象がアン

能の到来方向測定の実現を目指すものである．前述の

テナの場合には被測定アンテナ (Antenna Under the

とおり，本到来方向測定法は長尺アンテナ遠方界測定

Test：AUT)，到来波の場合には波源 (Wave Source：

法と共通の原理で実現される．合成開口アレーアンテ

WS)・散乱波 (Scattering Wave：SW)・到来波 (Arrival

ナのペンシルビームを成形し数値上での回転走査を行

Wave：AW) と記述する．評価対象を測定する際に用

い，高分解能かつ高精度の到来方向測定を実施する．

いるアンテナを観測アンテナ (Observation Antenna：

2. では，本測定法の基礎となる回転測定の考え方

OA) と記述する (一般に，対向アンテナと記載される)．

と基本構成を述べ，合成開口測定の基本 3 ステップ及

2. 1 回 転 測 定

び定式化を数学モデルとして説明する．ここで説明し

本論文で対象とする長尺アンテナや到来波の測定に

た数学モデルの行列表記を 3 次元的な物理モデルとし

おいては，全周にわたるパターンやスペクトルを評価

て捉えそれぞれのモデルの考え方や解釈を詳細に説明

するため，合成開口アレーアンテナ技術を利用する際

する．開口合成の考え方を示した後に，基本特性のシ

に広角にわたるビーム幅等のアンテナ特性の均一性・

ミュレーション結果を示す．3. では，長尺アンテナ遠

対称性が望まれる．一般に，合成開口アレーアンテナ

方界測定に適用する場合の測定法の詳細な手順・測定

は 1 本の観測アンテナを直線状に走査して測定され

条件・適用範囲の目安等を実験値とともに説明する．

ることが多く，図 1 (a) 左図のようにブロードサイド

更なる精度向上のための拡張機能に関しても言及する．

方向とそれ以外の方向でビーム幅が変化するため上記

4. では，到来方向測定に適用する場合の詳細な手順・

用途としては好ましくない．一方，右図の回転測定の

測定条件・適用範囲の目安等を実験値とともに説明す

場合は円形アレーアンテナのサブアレーである円弧ア

る．ここでは，最適パラメータや拡張機能に重点をお

レーアンテナを適宜選択することにより方向依存性を

いて著者らの現状の取組みについて説明する．

なくすことができる．装置の観点では，直線測定は走

2. 回転測定と仮想アレーアンテナ

査レール等の 1 軸スキャナが必要であるが，回転測定

前述のとおり，アンテナ遠方界測定と到来方向測定

性に優れている．本論文では，以上の観点より仮想ア

では回転台のみで対応できるため設置性・省スペース
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Table 1

表 1 合成開口測定のフロー
Flow of synthetic aperture measurement.

ナが受信側であったとしても，物理モデルの説明では
観測アンテナを送信アンテナとして取扱うこともある．
一方で，図 1 (b-2) の到来波測定の場合には評価対象
となる散乱波は観測アンテナ円形軌道の外側に存在す
るため観測アンテナは外向きに設定される [28]．両測
定において，波源 (AUT，送信アンテナ) に VNA の
送信機，回転する観測アンテナに受信機 (OA) がそれ
ぞれ接続される．送信信号は分岐され基準信号として
受信機 (REF) に接続される．

2. 2 合成開口測定の基本 3 ステップ
表 1 に，合成開口測定のフローを示す．

(1) ステップ 1：回転測定 (測定器による実測定)
回転測定では，測定器による全周にわたる実測定複
素データを取得する．アンテナ測定の場合は，図 1 (b-

1) のように回転台の中心付近に AUT を配置し観測ア
ンテナを有限距離 (遠方界に満たない測定距離) に内
向き設置する．このときの測定値は精度の低い鈍った
放射パターンである．回転測定カテゴリーとしては，
評価対象は内部・観測アンテナは内向き・送受信はど
ちら側でも構わない．到来波測定の場合は，図 1 (b-2)
のように散乱波は外側から到来するため観測アンテナ
図 1 回転測定と仮想アレーアンテナ測定構成
Fig. 1 Rotation measurement and its conﬁguration.

は外向き設置する．一般に指向性アンテナの回転測定
ではアンテナ中心と回転中心を一致させるが，本測定
法では仮想円形アレーアンテナを構成するため一定半

レーアンテナ及びこれを利用した合成開口アレーアン
テナを構成するために回転測定を用いる．

径を確保して配置する (半径の目安や最適パラメータ
は後述)．この時点での測定値は観測アンテナ自体の

図 1 (b-1) のアンテナ測定の場合には，評価対象と

角度分解能をもった到来方向スペクトルである．前述

なる AUT は観測アンテナ円形軌道の内側に存在する

の回転測定カテゴリーとしては，評価対象は外部・観

ため観測アンテナは内向き (回転中心向き) に設定さ

測アンテナは外向き・送受信はどちら側でも構わない．

れる．アンテナの回転測定は，観測アンテナを固定し

測定値 Em は図中式のように基準信号 E REF で除算し

AUT を回転させることが一般的であるが，本論文で

た観測アンテナ受信信号 E OA である．

は AUT を固定して観測アンテナを回転させた表記と
している．両者は，相対的角度関係が同じになるため

(2) ステップ 2：仮想アレーアンテナ構成 (測定
データの再構成)

原理的に等価である．同様に，本測定においては送受

測定値は角度のみの依存性として考えられることが

信の可逆性に基づき，実際の測定において観測アンテ

多いが，実際には角度・半径の場所依存性として測定
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されている．位置情報が内含された複素受信データで
あるため，この測定値をアレー応答として幾何学的に
円形状に配置し，仮想円形アレーアンテナを構成する

(図 1 (b-1, 2) の円周上の点に相当)．
(3) ステップ 3：合成開口処理 (計算機による仮想
測定)
仮想円形アレーアンテナを基に特定円弧部分を切り
出したサブアレーを用いて合成開口アレーアンテナを
構成する．詳細は次節の定式化で述べるが，評価した
い角度 θi (評価角度) を中心に対称に隣接する角度の
複数個 (計 2N + 1 個) の観測値を選択して仮想円弧サ
ブアレー (図 1 (b-1, 2) の赤点に相当) を形成する．こ
の仮想円弧サブアレーを評価角度方向に同相合成，あ
るいは逆方向である回転中心方向に同相合成するよう
に開口合成する．特定方向に同相合成するこの処理は
後述するように平面波合成・変換に相当している．
以上の 3 ステップにより合成開口アレーアンテナが
つくられる．このコンセプト・考え方は後述のとおり
三つの物理モデルが存在する．

2. 3 定 式 化
(1) 積和式
合成開口測定の基本 3 ステップを定式化する．合成
開口処理後の仮想測定値を ESA ，回転測定値を Em ，
観測アンテナと回転中心 (位相中心と一致) の距離を
半径 R，評価角度を θi (i は評価角度の序数)，評価角
度を中心とした円弧アレーの配置角度 (局所変数) を

ψj (j は円弧アレーの序数)，円弧アレーの重み係数

Fig. 2

図 2 定式化から 3 次元絵巻へ
Steps from equation to 3-D physical models.

(ウェイト) を wj ，円弧アレーの片側個数を N (合計
は 2N + 1 個)，波数を k とした場合の ESA は，次式

複数の隣接角度の測定データを用いて平面波合成・変

の積和形式となる．なお，jkR の j は虚数を表す記号

換することにより，高精度・高分解能のデータを復元

である．前節で説明したとおり，評価角度 θi に関して

できることを意味している．データ処理自体は位相差

隣接する 2N + 1 個の観測データをアレーアンテナと

の補正程度の簡単な積和演算であり，ウェイトの処理

して合成しその際にこの方向に同相合成となるように

も含めて伝統的なアレーアンテナの合成理論で対応で

位相項で調整している．重み係数は合成・変換時の窓

きる [5]．なお，式 (1) から分かるように，開口合成の

関数として用いられる．

式に観測アンテナの指向性パラメータは明示的に含ま

ESA (θi ) =

N


れておらず，これに関しては特段の処理はしていない．

Em (θi + ψj )

ただ，実際には実測定データ Em に内含されており，

j=−N

× wj exp{jkR(1 − cos ψj )}

測定データを取得する際の伝送特性の観測アンテナ角

(1)

この定式化は，長尺アンテナ遠方界測定，到来方向
測定にかかわらず同一である．すなわち，応用分野，

度特性として反映されている．

(2) 行列表記
式 (1) は，本測定法の全てを表現しており最もシン

評価対象及び物理量が全く異なる二つの測定法の数学

プルな 1 次元的な表記である．後述の 3 次元的な物

モデルは同一である．1 本の観測アンテナを回転測定

理モデルによる解釈を容易にするために，上記の積

して得られる低精度・低分解能測定データであっても，

和式を中間的に 2 次元的な行列表記する (図 2)．右辺
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表 2 本測定法の物理モデル
Table 2 Physical models of the method.

図 3 ソフトウェアコンパクトレンジモデル
Fig. 3 Software compact range model.

のベクトルは実測定ベクトル (Measured vector)，右
辺の行列はウェイトと位相項より構成される円弧サブ

ヘンス再放射モデル，評価対象の散乱波が外部配置と

アレー生成行列 (Arc sub-array generation matrix)，

なる到来方向測定ではアレーアンテナビーム回転モデ

左辺のベクトルは合成開口測定ベクトル (Synthesized

ルが適用される．

vector) である．円形アレーアンテナより成る実測定

(1) ソフトウェアコンパクトレンジモデル

ベクトルに対して，円弧サブアレー生成行列を掛け合

これはコンパクトレンジ法 [8], [9] と同様に AUT 周

わせることにより，合成開口測定ベクトルが得られて

辺に疑似平面波を生成する考え方に基づくモデルであ

いる．更に，ベクトル，行列を 3 次元的表記として次

る．通常のコンパクトレンジは球面波を平面波に変換

節の物理モデルに繋げている．

するパラボラ反射鏡を用いて短い測定距離であっても

(3) 円弧サブアレー生成項

遠方界相当の測定ができる測定法である．ハードウェ

合成演算式 (1) におけるウェイト項 wj ·exp{jkR(1−

アである反射鏡の代わりにソフトウェアで生成した合

cos ψj )} はステップ 3 の核心であり，仮想円形アレー

成開口アレーアンテナを用いて同等機能をもたせてい

アンテナのうちどの部分円弧サブアレーを用いて合成

る．ここでは仮想アレーアンテナ側を送信，AUT 側

するかの角度範囲を決める機能を有する．つまり，ウェ

を受信として説明する．

イトが存在する部分で区分的な円弧サブアレーが構成

図 3 に，本モデルの概念図を示す．この概念図は，

されている．次は，合成時の位相差を与える機能であ

前述の数学モデルである行列表記を物理モデルに対応

る．選択された円弧アレーアンテナに対してブロード

させた 3 次元絵巻である．回転測定された実測定ベク

サイド方向に同相となるような位相差を与えている．

トルは，AUT を取り囲むように半径 R (実測定時の

また，合成時の振幅として重み係数を連続的に与える

測定距離) の円周上に配置され仮想円形アレーアンテ

ことにより合成された信号の空間的な特性を制御する

ナを形成する．円弧サブアレー生成行列は半径 R の円

機能も有する．これらの考え方は，後述の三つの物理

筒形で表現される．ここには，評価角度に対して両側

モデル (コンセプト) に対して共通である．

対称に N 個ずつ (計 2N + 1 個) の円弧サブアレーが

2. 4 合成開口アレーアンテナの物理モデル

用意されており，このサブアレーと仮想円形アレーア

表 2 に本測定法の物理モデルの概要を示す．

ンテナを掛け合わせてコンパクトレンジを構成する．

評価対象の AUT が内部配置となるアンテナ遠方界

図では，例として 0◦ 方向 (水色) と 30◦ 方向 (橙) の

測定ではソフトウェアコンパクトレンジモデルとホイ

二つのコンパクトレンジを図示している (図 2 も対応
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した行列要素に下線を表記)．同様に，全方向に対し
てコンパクトレンジを構成して AUT で受信して得ら
れた合成信号が合成開口測定ベクトルとなる．この行
列演算そのものが仮想測定となっている．位相補正項

(Adjusted phase) exp{jkR(1 − cos ψj )} は，次のよ
うに表現される．各コンパクトレンジの接線は平面波
を生成する際の等位相線に相当する基線である．この
等位相基線 (Base line of co-phase) と円弧アレーアン
テナの行路差を補正したものが位相補正項である．別
の表現をすると，この等位相基線を直線状仮想アレー
アンテナとして送信して AUT 周辺で疑似平面波を生

Fig. 4

図 4 ホイヘンス再放射モデル
Re-radiation based on Hygence theorem
model.

成している，と考えることもできる．その際の，行路
差を考慮するために位相補正項を付加している．図中
の円弧アレー素子から描かれている矢印破線は同相

成しているため，コンパクトレンジと逆方向 (外向き)

方向を意味する補助線である．図にはウェイトは明記

にも同相合成される．つまり，同じ仮想円弧アレーア

されていないが，重みをつける場合には振幅分布が掛

ンテナに位相補正項を加えることにより法線方向に平

かった図となる．

面波が再放射される．この再放射する仮想円弧サブア

(2) ホイヘンス再放射モデル

レーを評価角度ごとに計算上でシフトさせることによ

これは，ソフトウェアコンパクトレンジとは逆方向

り遠方界が得られる．再放射された信号はビームを形

に電波が進む考え方である．ホイヘンスの原理により

成しその評価角度方向の値が遠方界値となる．円形状

観測アンテナで受信した信号を 2 次波源とみなして

の合成開口測定ベクトルはこれをプロットしたものと

再放射させ，これを平面波合成することにより遠方界

なり，半径は図のとおり概念上は無限大となる．

を得るモデルである．仮想円弧アレーアンテナを選択

(3) アレーアンテナビーム回転モデル

した場合に，法線方向遠方に全ての 2 次波源が同位相

このモデルは，評価対象である散乱波が外部に存在

となるように位相差をかけて再放射させるモデルであ

する場合の到来方向測定に用いられる．ここでは，到

る．これは，2 次元大開口アンテナの近傍界・遠方界

来波である散乱波側を送信，外向き観測アンテナから

変換測定法 [2], [3], [6], [7] と基本的な考え方は類似し

なる仮想アレーアンテナ側を受信として説明する．ペ

ている．本測定法は，長尺アンテナとしては遠方界に

ンシルビームを有する大開口アンテナを回転走査して

満たないものの波長的には十分に遠い距離であるため，

到来方向測定することと等価である．この大開口アン

AUT と観測アンテナ間の相互結合は事実上ない．ま

テナを仮想円弧アレーアンテナによる合成開口アレー

た，観測アンテナの半値角内に AUT 見込角があるた

アンテナで実現し数値的に回転走査する考え方である．

め，観測アンテナの指向性補正は必須ではない場合が

図 5 に，本モデルの概念図を示す．実測定ベクトル

多い．この点が，近傍界・遠方界変換測定法と異なる

は，測定点の集まりという観点では前 2 モデルと同じ

点である．

であるが外側からの多数の散乱波を受信したアレーア

図 4 に，本モデルの概念図を示す．実測定ベクトル

ンテナである点が異なる．円弧サブアレー生成行列は，

と円弧サブアレー生成行列の取扱いはソフトウェアコ

アレーアンテナを形成するためのウェイトと位相補正

ンパクトレンジモデルと同等である．無限遠に再放射

項という観点では前 2 モデルと同じである．ここで

されるイメージを表現するために合成開口測定ベクト

は，前モデルと異なり，ペンシルビーム成形の概念で

ルは大きく描かれている．前述のとおり，ソフトウェ

説明する．評価角度に対して同相合成することにより

アコンパクトレンジモデルでは AUT 周辺で疑似平面

開口長に見合ったペンシルビームが成形される．この

波を生成する際に等位相基線を直線状仮想アレーアン

主ビームの角度分解能を利用して到来方向を測定する．

テナ (黒点線で表示) として同相送信した (円弧アレー

合成されたアレーアンテナのビームパターンは測定

位相差送信と直線アレー同相送信は等価)．この直線

精度に直接的に影響するため，ビーム成形には注意

状仮想アレーアンテナはブロードサイド方向に同相合

を要する．特に，到来波の誤検知をしないようにサイ
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査される．

(2) 位相調整による狭角ビーム走査
一方，狭角ビーム走査では選択された円弧アレーア
ンテナに対してビームは固定ではない．位相差を微小
変化させることにより，円形アレーアンテナの実測定
角度精細度より細かな角度でビームを成形することが
できる．アレーアンテナとしての一定の条件 (実測定
間隔が λ/2 以下) を満たしていれば，容易に狭角ビー
ム走査が可能となる．これは，実測定した角度精細度
を超える精細度を実現できることを意味する (1◦ 間隔
の実測定で 0.1◦ 間隔の仮想測定値を得る等)．あるい
は，高速測定のために角度間引きにも利用できる (3◦
単位に間引いて高速測定して 1◦ 間隔でデータ所得す
る等)．

2. 6 測定系・機器構成の条件
図 5 アレーアンテナビーム回転モデル
Fig. 5 Array antenna beam scan model.

(1) 基準信号
本測定法は，一つの観測アンテナで回転測定して円
形仮想アレーアンテナを形成する．各測定点は同時測

ドローブを十分に抑圧する必要がある．したがって，

定ではなく時間的に異なる測定であるため，時間同期

円弧サブアレー生成行列要素のウェイトが重要なパラ

のための基準信号が必須である．図 1 (b-1, 2) に示す

メータとなる．また，長尺アンテナ遠方界測定と異な

とおり，基準信号と観測アンテナ受信信号の比測定に

り，到来方向測定では散乱波が広角から到来するため

より，異なる時間における測定でも問題なく測定点間

前後比の高い指向性観測アンテナが必須である．

の空間的位相差を再現できる．この機能を有する最も

以上のように，合成開口アレーアンテナのコンセプ

一般的な汎用測定器は，VNA であるため本測定法で

トは数学モデルが全くの同一にもかかわらず，適用す

はこれを用いる．ただし，VNA は必須ではなく基準信

る分野に応じて様々な解釈ができる．

号と観測信号の振幅比・位相差を測定できる複数チャ

2. 5 開口合成の考え方
合成開口測定のステップ 3 において，円形アレーア
ンテナから選択的に円弧サブアレーが開口合成される．
この円弧サブアレーによる合成方向の設定方法につい
てビーム走査の概念で説明する．下記に示すとおり，

ンネルベクトル受信機であれば利用できる．したがっ
て，本論文では必要な測定装置は VNA 若しくは複数
チャンネルベクトル受信機と記載する．

(2) 基準信号受信アンテナ
通常構成の VNA では，送信機と受信機が同一きょ

ビーム走査には大別して広角ビーム走査と狭角ビーム

う体に内蔵されており上記基準信号は測定器内部で有

走査に分類される．

線接続されている．このため，基準信号の存在はさほ

(1) 円弧アレー選択による広角ビーム走査

ど考慮する必要はない．しかし，測定サイトが大規模

広角ビーム走査は基本的なビーム走査であり選択さ

で送信機と受信機が離れて設置されている場合には，

れた円弧アレーアンテナに対して固定ビームである．

基準信号を有線接続できないことがある．この場合に

円弧アレーアンテナのブロードサイド方向 (円弧の中

は，基準信号は無線接続される．無線接続の際には，

央素子において法線方向あるいはその反対方向) に同

基準信号受信アンテナが観測アンテナとは別に必要に

相となるように位相差を与えて開口合成する方法であ

なる．基準信号の安定受信は本測定法の基礎となるた

る．円弧アレーアンテナ構成が決まれば自動的にビー

め，基準信号受信アンテナは一般に固定設置される．

ム方向も決定される．したがって，角度精細度 (測定

本測定法においては，到来方向測定の場合に多用され

角度間隔) は実測定に基づく円形アレーアンテナの角

る (図 1 (b-2))．

度精細度と同一である．円弧アレーアンテナを構成す

2. 7 基本特性のシミュレーション

る素子を適宜選択することにより，等価的にビーム走

本測定法の基本特性を確認するために，典型的なパ
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(Frequency 12.0 GHz, R = 0.53 m, N = 75, Δθ = 1.0 deg.,
1-wave)
Fig. 7

図 7 到来方向測定の計算値 [29]
Simulation results of proposed method.

示す．本測定法を使わない特性 (w/o SA (Synthetic

Aperture) processing) はステップ 1 の実測定そのも
ののスペクトルである．図より，本測定法 (w/ SA

processing) の適用により到来方向スペクトルが細く
なり分解能が向上 (3 dB スペクトルビーム幅が 42.8◦
から 3.0◦ へ減少) していることが分かる．

3. 長尺アンテナ遠方界測定法の実際
3. では，2. で説明した測定原理，数学モデル，物理
(Frequency 2.0 GHz, Antenna length 2.1 m, Measurement
distance (R) 10.0 m, Far distance 60 m, N = 750, Δθ =
0.1 deg.).

図 6 長尺アンテナ遠方界測定法の計算値 [10]
Fig. 6 Simulation results of proposed method.

モデルにしたがい，長尺アンテナ遠方界測定法の詳細
について述べる．

3. 1 測定の流れ
表 3 に，測定の流れを示す．評価対象である長尺ア
ンテナを決め，測定サイトが遠方界条件を満たしてい

ラメータを用いたシミュレーション結果を示す．

るかどうか判断する．遠方界条件を満たしていれば，

(1) 長尺アンテナ遠方界測定

本測定法を使用する必要はない．遠方界条件とならな

図 6 に，長尺アンテナ遠方界測定法のシミュレーショ

い場合には，送受信距離が本測定法の適用条件を満た

ン例を示す．測定諸元は，キャプションに記載するよ

しているかどうか判断する．測定できる評価項目が

うに，移動通信基地局アンテナの代表的な値を用いる．

合えば，測定条件・適用範囲を詳細に確認する．適用

この場合は必要となる遠方界距離は約 60 m であるが，

範囲の目安に合致すれば，測定装置の構成を確認し，

約 1/6 の有限測定距離 10 m (定式化の R) で測定した

測定準備を行う．適用範囲の目安を満たさない場合に

場合に相当する．図 6 (a) は，有限距離での指向性パ

は，事前アセスメントを行い，どの程度の誤差が発生

ターン (ステップ 1 相当) である．主ビーム方向周辺

するかを見積もる．アセスメントは 2 通りあり，必要

で，遠方界からの乖離が大きく，測定が破綻している

に応じて適宜実施する．想定される誤差や不確かさを

ことが分かる．一方，本測定法を用いると図 6 (b) に

事前に把握した上で，一連の測定を実施する．合成開

示すように主ビーム，サイドローブ，零点も広角にわ

口測定は，前述のとおり基本 3 ステップより構成され

たり一致することが分かる．このように，本測定法は

る．より精度・信頼性の高い測定を行うには，最適パ

長尺アンテナの遠方界測定に有効であることが分かる．

ラメータの検討に記載したようなパラメータを振って

(2) 到来方向測定

安定した測定値となるように調整する．また，拡張機

図 7 に，到来方向測定法のシミュレーション例を

能を利用して付加的な測定を実施することもできる．
759

電子情報通信学会論文誌 2019/11 Vol. J102–B No. 11
表 3 測定の流れ
Table 3 Measurement ﬂow.

図 8 測定できる AUT 最大寸法の形状
Fig. 8 Maximum size of AUT using proposed
method.

Table 6

表 6 測定できる AUT 最大寸法の例
Example of AUT maximum size using proposed method.

表 4 測定できるアンテナと評価項目
Table 4 AUT and its evaluation parameters.

(= 2H 2 /λ) の 1/10 程度以上の測定距離 R (定式化の
半径) が確保されると，AUT 周辺疑似平面波の振幅
偏差 1 dB 以内・位相偏差 10◦ 以内が得られ本測定法
が遠方界測定として適用できる [10]．実測定に関係す
表 5 測定条件と適用範囲の目安
Table 5 Measurement conditions and speciﬁcations.

る測定距離と回転角度間隔が最も重要なパラメータで
ある．表中では，一般化のため規格化距離 (波長の何
倍の長さか) で表記している．仮想アレーアンテナの
グレーティング抑圧のために，測定間隔は 0.5λ 以下
が必要である．したがって，測定角度間隔は表のとお
りの角度となる．なお，厳密には観測アンテナ指向性
に依存する．表中の式より，測定距離と回転台の最小
角度間隔は密接に結び付いており，測定サイトを事前
に確認する必要がある．
表 5 は，周波数とアンテナ寸法が決まった場合の確
保すべき規格化測定距離として表現されているが，こ
の条件に応じて測定サイト (電波暗室) を新調するこ

3. 2 測定できるアンテナと評価項目

とは現実的ではない．むしろ，既設の測定サイトに対

表 4 に，測定できるアンテナと評価項目を示す．ま

して各周波数でどの程度の大きさの AUT が測定でき

ず，評価対象である AUT を決める．主な測定装置は，

るかという観点の方が実用上は重要である．この観点

遠方界測定用回転台と VNA より構成される．評価項

より，送受信間距離 R (定式化の半径) を決めた場合

目は遠方界複素パターンとそれに付随した利得とな

の最大長軸寸法 Hmax ，最大短軸寸法 Wmax より構成

る．利得は，置換法を用いて絶対利得を求めることが

される最大アンテナ寸法を図 8 に示す．図中式より最

できる．

大長軸寸法と最大短軸寸法の比はおおむね 3 程度とな

3. 3 測定条件・適用範囲の目安

る．すなわち，本論文で述べる長尺アンテナの最大寸

測定条件と適用範囲の目安を表 5 に示す．評価対

法の形状は 3:1 の長方形となる．この長方形寸法以内

象の AUT は長尺アンテナであり，長軸寸法を H ，短

の AUT の遠方界を測定することができる．表 6 に，

軸寸法を W とすると表の関係となる．次節 3.5 の事

測定距離を 3 m とした場合の本測定法で測定できる

前アセスメントを適用した検討結果より，遠方界距離

AUT 最大寸法の例を示す．周波数は，代表的な移動
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表 7 測定装置の構成
Table 7 Measurement equipment.

通信周波数である．表の最大寸法より逆算すると，測
定できる AUT のビーム幅や利得を概算することもで

表 8 点波源アレーアンテナモデルによる誤差評価
Table 8 Error estimation using AUT simulation
model.

表 9 コンパクトレンジモデルによる疑似平面波評価
Table 9 Quasi plane wave estimation of software
compact range model.

きる．

3. 4 測定系の構築
表 7 に，主要な測定装置の構成を示す．回転台は，
電波暗室で用いられる通常回転台であり，AUT を搭
載して回転測定する (図 1 (b-1) の基本構成では，観測
アンテナが回転しているが，AUT を回転させること

きるかを評価する方法である．

が一般的である)．VNA は回転測定時の振幅・位相を

(1) 点波源アレーアンテナモデルによる誤差評価

取得するために必須であり，振幅のみしか測定できな

本アセスメントは，表 8 に示すとおり AUT と同等

いスペクトルアナライザ (Spectrum Analyzer：SA)

のモデルを用いて計算機シミュレーションにより測定

等は使用できない点に留意が必要である．なお，VNA

誤差をあらかじめ見積る方法である．基本ステップ 1

の代わりに振幅・位相を測定できる複数チャンネルのベ

の実測定と同様に，有限距離における観測アンテナで

クトルシグナルアナライザ (Vector Signal Analyzer：

の電波の振る舞いを再現できれば良い．したがって，

VSA) 等の受信機でも構わない．電波暗室等の比較的

まず，AUT と同程度の電流分布を有する点波源アレー

近距離の場合には基準信号は有線接続されるが，遠距

アンテナモデルを作成する．次に，回転測定する観測

離の場合には無線接続しても構わない (図 1 (b-2) 参

アンテナ点 (有限距離である点に注意) において，複

照)．送信信号源が外部接続の場合には，この基準信

素受信データを計算する．ここでは，点波源からの有

号を適切に接続することが求められる．最も重要な点

限距離での電界のため，平面波近似ではなく球面波近

は，回転測定時の位置に対応した位相差が正確に測定

似 (距離に反比例する式) する必要がある．このデー

されていることである．観測アンテナは AUT に一様

タを用いて，ステップ 2 及びステップ 3 を実施し仮想

に照射できる広角指向性のアンテナが望ましい．利得

測定遠方界パターンを計算する．これと並行して，同

基準アンテナは，AUT と同様の特性を有する長尺ア

じ点波源アレーアンテナモデルで遠方界 (平面波近似)

ンテナが望ましい．

を計算し遠方界真値とする．両者を比較することによ

3. 5 事前アセスメント

り，誤差の程度を事前に評価することができる．

使用する測定サイト寸法に対して測定したい長尺ア

(2) コンパクトレンジモデルによる疑似平面波評価

ンテナがどの程度の精度で測定できるのかをあらかじ

表 9 に，本アセスメントの手順を示す．前述の物理

め精査しておくことが重要である．ここでは，本測定

モデルであるコンパクトレンジモデルに基づき，AUT

法を適用する際の事前アセスメントについて説明する．

周辺に疑似平面波を生成してその定在波分布を評価す

下記のとおり，二つの事前アセスメントがある．点波

る方法である．観測アンテナからなる円弧サブアレー

源アレーアンテナモデル (アレーファクタ計算モデル)

の各点を波源として，ステップ 3 の位相差を与えて球

による誤差評価は，測定する AUT の計算モデルを用

面波を放射させる．AUT 周辺での合成電界分布を計

いて実測定相当の計算機シミュレーションを行うもの

算し，疑似平面波の定在波分布偏差を評価する．評価

である．一方，コンパクトレンジモデルによる疑似平

指標は，振幅偏差 1 dB 以内，位相偏差 22.5◦ 以内と

面波評価は，AUT 自体の事前評価ではなく，本測定

する．この振幅偏差値は，AUT 開口上での到来波振

法の物理モデルであるソフトウェアコンパクトレンジ

幅凸凹が 1 dB 程度であっても測定誤差は 0.01 dB 以

が測定サイト寸法において適切に疑似平面波を生成で

下で小さいことに起因している [5]．
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表 10 合成開口測定の基本 3 ステップ
Table 10 3-procesure of synthetic aperture measurement.

(3) 測定サイトの物理的測定の評価
上記 2 項目は，合成開口アレーアンテナの特性をソ
フトウェア的に評価しているが，実際は電波吸収体で
の反射を含めたハードウェアに起因するアセスメント
が並行して必要である．ソフトウェア的定在波を除去
できてもハードウェア的定在波があると精度は改善で
きない．このように，ソフト・ハード両面での事前ア
セスメントが必要である．

3. 6 測定の実際
(1) 基本 3 ステップ
2. において，合成開口測定の基本 3 ステップの概
念を説明したが，ここでは遠方界測定の実際の場面
に沿って具体的に説明する (表 10)．ステップ 1 では，
有限距離で複素パターンを測定する．この時点の測定
値は，距離に依存してパターンが変化するフレネル領
域であるため，主ビーム方向付近を中心にひずんだパ
ターンである．ステップ 2 では，測定距離を半径とし
た円周上に測定データ値を配列し仮想円形アレーアン

Fig. 9

図 9 長尺アンテナ遠方界測定法の測定値
Experimental results of proposed method.

テナを再構成する．式 (1) を用いて仮想円弧アレーを
選択し合成開口処理を行う．合成の考え方は，前述の

アンテナを基準アンテナとして置換法を用いることに

とおり，ソフトウェアコンパクトレンジモデル，ホイ

より絶利利得を測定することができる．利得基準アン

ヘンス再放射モデルの二つのモデルで捉えることがで

テナと評価対象の AUT の双方を本測定法で測定して

きる．

合成された受信信号を比較して絶対利得を取得する．

(2) 遠方界放射パターン

後述するように，利得基準アンテナの安定測定のため

図 9 に，長尺アンテナ遠方界放射パターンの例とし

に利得基準アンテナは AUT と同程度の形状・ビーム

て基地局アンテナを測定した例を示す．測定諸元は図

特性を有することが望ましい．異なる寸法・形状の利

中に示す．図 9 (a) の有限距離での測定値はステップ 1

得基準アンテナを利用する場合は別途考慮が必要であ

の取得データそのものである．図 9 (b) より，遠方界

る [13]．図 10 に，長尺利得基準アンテナを用いた場

距離の 1/6 程度の距離において本測定法の有効性が示

合の絶対利得測定結果を示す．円弧サブアレー広がり

されている．なお，遠方界測定値 (Far ﬁeld) は別途遠

角度特性として検討した．図より，良好な測定結果が

方界条件を満たす屋外サイトで測定したものである．

得られることが分かる．

ここには示していないが，位相パターンを測定するこ
ともできる．

3. 7 最適パラメータの検討
前述のとおり適用範囲の目安は示したが，個別の評

(3) 置換法による絶対利得 [12]

価対象に対してより高精度な評価を行う場合には細か

本測定法は，遠方界測定法であるため利得が既知の

なパラメータの最適化が必要となる．表 11 に，基本パ
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表 12 小形基準アンテナを用いた利得高精度化
Table 12 Gain measurement method using small
standard antenna.

Fig. 10

図 10 絶対利得測定結果
Experimental results of absolute gain.

アンテナ設置場所に依存して絶対利得が変動する欠点
がある．この問題を解決する方法としては，表 12 に
示す方法等が考えられる．

Table 11

表 11 基本パラメータの傾向
Fundamental parameter characteristics.

4. 到来方向測定法の実際
本到来方向測定法は，2. で説明したアレーアンテ
ナビーム回転モデルの概念で動作している．図 11 に，
改めて位置づけを記載する．図 11 (a) は，ホーンアン
テナ等の中規模指向性アンテナを観測アンテナとした
場合の回転測定である．この場合には，アンテナ中心
を回転中心に設置し回転測定することにより到来方向

ラメータの傾向を示す．測定パラメータはハードウェ

を測定する．回転台の角度設定間隔で，観測アンテナ

ア依存とソフトウェア依存に分けられる．本傾向を参

のビーム幅程度の分解能での到来方向分布が得られる．

考にソフトウェア依存パラメータを変えて評価対象に

図 11 (b) は，大開口アンテナを同様に回転して測定

適した値を検討することができる．

する構成である．アンテナ中心と回転中心を一致させ

3. 8 拡 張 機 能

て測定する．アンテナの利得が高くビームが細いため

(1) 測定角度間隔の補間による指向性高精細化

(a) の場合と比較して高分解能での到来方向測定がで

2.5 で述べたように，合成開口の考え方は広角ビー

きる．本測定法である図 11 (c) は，この大開口アンテ

ム走査と狭角ビーム走査の 2 通りがある．後者を用い

ナを開口合成した仮想アレーアンテナに置き換えたも

ることにより測定間隔の補間ができる．特に，零点角

のである．(a) の中規模指向性アンテナを半径 R だけ

度付近での評価時に有効となる．また，間引き測定に

オフセット配置して回転測定し仮想アレーアンテナを

より測定の高速化もできる．

形成している．

(2) フレネル領域での指向性分布

超分解能アルゴリズムを用いた到来方向推定法に関

大規模な長尺アンテナでは，運用距離においても遠

しては，本論文の主題ではないが，ステップ 1 の測定

方界ではない場合もある．このようなフレネル領域に

値を活用した限定的な活用もできる．このアルゴリズ

おいては，ステップ 3 の合成開口処理の際に平面波合

ムを用いた全周にわたる測定は，信号処理負荷や最適

成ではなく球面波合成することにより，角度と距離の

パラメータの設定において運用は容易ではないと考え

関数として指向性分布を評価することができる．

られる．したがって，この方法の利点を最大限に活か

(3) 小形基準アンテナを用いた利得高精度化

すために区分的角度範囲における微細分布測定に適用

置換法を用いた絶対利得測定においては，AUT と

する観点で位置づけを整理する (表 13)．広角に粗い

同程度の寸法や同程度のパターンを有する基準アンテ

測定には指向性アンテナ回転法，広角に高分解能測定

ナを用いることにより高精度な評価が可能である．一

には合成開口測定法，狭角に更なる高分解能測定には

方，標準利得ホーンアンテナ等のように AUT と比較

超分解能アルゴリズムを適用することが実用上好まし

して小形の基準アンテナを用いると基準アンテナの受

いと考えられる．このように，各測定法の特徴・特性

信レベルが定在波分布の影響を受けやすくなり，基準

を互いに補完して利用することが効果的である．
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表 15 測定できる波源・電波環境と評価項目
Table 15 Scattering wave and its evaluation parameters.

図 11 回転アンテナと合成開口アレーアンテナ
Fig. 11 Rotation antenna and synthetic aperture antenna.
表 13 到来方向測定法の位置づけ
Table 13 Characteristics of DOA measurement
methods.

表 16 測定条件・適用範囲の目安 [30]
Table 16 Measurement conditions and
speciﬁcations.

表 14 測定の流れ
Table 14 Measurement ﬂow.

実施する．測定性能は，各種パラメータに依存するこ
とが多いため最適パラメータの検討方法を参考に傾向
を把握しておく．必要に応じて，拡張機能を活用する．

4. 2 測定できる波源・電波環境と評価項目
表 15 に，測定できる波源・電波環境と評価項目を
示す．基本的に試験信号を送信した測定に対応し，変
調波・変動波を含む定常波源であることを前提とする．
定常とは，回転測定中に到来方向が大きく変化しない
状態を意味する．この考え方は，通常の回転測定全般
に適用される条件であり本測定法に限定した前提条件
ではない．評価項目は，到来方向分布であり，タイム

4. 1 測定の流れ

ドメイン機能を付加すれば遅延特性も併せて評価でき

表 14 に，測定の流れを示す．どのような電波環境で

る．未知の信号の到来方向測定の場合にも限定的に対

どんな波源を測定したいのかを決定し，測定条件・適

応できるが，回転測定中に定常的に電波が送信されて

用範囲の目安を確認する．問題がなければ，これを実

いることが必要である．

現する測定系の構成を検討する．アンテナ遠方界測定

4. 3 測定条件・適用範囲の目安

と異なり，到来方向測定は様々な環境での測定であり

測定条件と適用範囲の目安を表 16 に示す．評価対象

測定サイト・電波環境に応じて多様な測定系が考えら

は波源・散乱波である．通常のホーンアンテナ回転測

れるためこの項目は重要な検討項目である．測定系の

定で測定できるものは本測定法でも測定できる．測定

構成が決定したら，事前アセスメントを実施する．計

原理より明らかなように，高分解能が求められると回

算モデルによる方法と電波暗室での実測定による方法

転半径を大きく設定する必要がある．ただし，グレー

の 2 通りがある．測定性能を把握した後に，実際の測

ティングローブの影響を除去するために測定間隔は原

定を実施する．前述のとおり基本 3 ステップに分けて

則として λ/2 以下に設定することが必須である [30]．
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表 17 測定装置の構成
Table 17 Measurement equipment.

Table 18

表 18 電波環境と測定器構成
Radio environment and measurement system.

表 20 電波暗室における性能評価
Table 20 Estimation in anechoic chamber.

表 21 合成開口処理による到来方向測定
Table 21 3-procesure of synthetic aperture measurement.

表 19 観測アンテナ計算モデルによる性能評価
Table 19 Estimation using numerical antenna
model.

サイドローブ特性には観測アンテナの指向性やウェイ
トに用いる窓関数も効いてくるので所望のパラメータ
を調整することが必要である．

(2) 電波暗室における性能評価
すなわち，現実的には回転台で設定できる最小角度幅
により制限されたスペクトル分解能となる．

前項の計算によるアセスメントで必要なパラメータ
を決定したら，次は，表 20 に示す電波暗室における

4. 4 測定系の構築

性能評価となる．ここでは，事前検討で決定した観測

表 17 に，主要な測定装置の構成を示す (図 1 (b-2))．

アンテナを所定の半径をつけて設置し実測定データを

回転台は，電波暗室で用いられる通常回転台である．

取得する．前項と同等のアセスメントとなるように波

2ch ベクトル受信機は，比較的狭い屋内環境では例と

源は一つで広がりのない連続波を用いる．このアセス

して 2ch-VNA 等があれば対応できる．観測アンテナ

メントでは，ステップ 1 の半径とステップ 2, 3 の半径

は必要な半径を設定して外向きに設置される．指向性

を数値的にキャリブレーションすることが主要評価で

は単指向性であり高前後比が望ましい．特に，主ビー

ある．すなわち，開口合成に用いる半径を決定する必

ムの反対方向は零点を有するとよい．無線接続する場

要がある．現時点では，ステップ 3 の合成式で用いる

合には，基準信号受信アンテナが必要である．指向性

半径を変化させ主スペクトル波形が最も細くかつサイ

をもち安定受信のために固定して使用される．広い屋

ドローブ特性が劣化しないように決定する考え方を採

内環境や屋外環境においては，表 18 に示すように装

用している．最適半径の決定法は今後も検討の余地が

置構成が複雑になる．

ある．このように，実環境での測定の前に，理想空間

4. 5 事前アセスメント

での実測による各種性能を評価しておく．

(1) 観測アンテナ計算モデルによる性能評価

4. 6 測定の実際

到来方向測定に用いる仮想円弧アレーアンテナの指

(1) 基本 3 ステップの実施

向性を把握することにより，どの程度のビーム角度分

2. の合成開口測定の基本 3 ステップの概念にした

解能やサイドローブ特性，前後比特性があるのかを事

がい，到来方向測定を具体的に説明する (表 21)．ス

前に評価できる．表 19 に手順を示す．具体的には，実

テップ 1 では，事前に設定した指向性を有する観測ア

測定に用いる観測アンテナの指向性データをモデル化

ンテナを外向けに設置して半径をつけた回転測定を実

して仮想円弧アレーを構成し法線方向に同相合成した

施する．実測定データは観測アンテナ自体の分解能で

際の指向性パターンを計算する．これは，広がりのな

の到来方向分布となっており，大まかな分布はここで

い到来波が 1 波存在するときの到来方向スペクトルに

確認できる．ステップ 2 では，このデータを仮想円形

相当する．ビーム幅の分解能が足りなければ回転半径

アレーアンテナとして設定する．到来方向測定は，ア

を増加する等のパラメータ調整が必要となる．また，

レーアンテナビーム回転モデルで説明される．このた
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Fig. 12

Table 22

図 12 屋内測定例
Measured spectrum in indoor room.
表 22 基本パラメータの傾向
Fundamental parameter characteristics.

Fig. 13

図 13 観測アンテナの指向性の効果
Eﬀect of directional observation antenna.

来方向スペクトラムに適していることが分かっている．
次に，ウェイトの振幅分布の影響を検討した．窓関
数としてガウス分布 (標準偏差 25◦ ) を仮定して検討
した結果，分解能の若干の劣化は見られるものの広角
にわたるサイドローブ特性の改善に寄与することが分
かっている．回転測定の半径に関しては，測定原理か
ら容易に推測できるように大きい方が到来方向スペク

め，ステップ 3 では，事前アセスメント等で検討した

トルの分解能が高くなる．ただし，本測定法はアレー

パラメータを用いて合成開口処理を行い到来方向を仮

アンテナ合成理論に基づく技術であるため基本動作は

想測定する．

アレーアンテナの特性に準ずるものとなる．具体的に

(2) 到来方向スペクトル

は，仮想アレーアンテナの素子間隔は λ/2 を超えない

図 12 に，到来方向測定の例として屋内環境で測定

ことが望ましい．λ/2 を超えるとグレーティングロー

した例を示す．図には，3 回反射までのレイトレース

ブが発生し，到来方向スペクトルに悪影響を与える．

の結果を青点で示す．おおむね主要な反射波が確認さ

このグレーティングは，長尺アンテナ遠方界測定に関

れ，本測定法の妥当性が示されている．

しては AUT に指向しなければ問題なかったが，到来

4. 7 最適パラメータの検討

方向測定では到来方向分布が広角にわたるため極めて

(1) 基本パラメータの設定

悪影響を受けやすい．また，素子間隔は回転台の最小

本測定法を実施するにあたり，基本パラメータを的

設定角度にも依存するため，半径と回転最小角度を考

確に設定することが重要である．詳細の検討は，文

慮したパラメータ設定が必要である．大まかな適用範

献 [30] に述べる．ここでは，その結果の概要とまとめ

囲の目安は表 16 に示したとおりである．更に，開口

を表 22 に示す．

合成する円弧サブアレーの広がりはおおむね 150◦ 程

前述のとおり，本測定法は評価対象の散乱体が観測
アンテナ軌道の外部に存在しており，観測アンテナは
外向きに設置される．まずは，観測アンテナの指向性
が到来方向スペクトルに及ぼす影響について検討した．

度で十分な到来方向スペクトル FB 比，サイドローブ
特性になる．

(2) 数値キャリブレーション
本測定法は，仮想アレーアンテナを用いるため素子

オムニ (水平面無指向性) アンテナと指向性アンテナを

間の物理キャリブレーションは不要である．ただし，

用いて比較した結果を図 13 に示す．このようにオム

用いる測定アンテナのアンテナ中心が特定できない場

ニアンテナを用いると広角にわたり到来方向スペクト

合には，測定半径と合成する際の半径に差分が生じて

ルのサイドローブ特性が劣化することが分かる．指向

測定誤差が発生することが懸念される．したがって，

性に関わる指標として前後比 (FB 比) も併せて検討し

回転測定をする前に，あらかじめ使用するアンテナで

たところ，FB 比の高い単指向性アンテナが良好な到

の測定半径を特定する数値キャリブレーションが必要
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表 23

数値キャリブレーション (仮想アレーアンテナ半径
の決定)
Table 23 Numerical calibration.

Fig. 14

表 24 本測定法の拡張機能
Table 24 Extended function.

図 14 回転角度誤差の影響
Robustness against rotation angle error.

である．表 23 に数値キャリブレーションの目的と考
え方を示す．文献 [31] より，半径誤差 ΔR が 0.5λ 以
内であればおおむね主ビーム幅の変化は小さくサイド
ローブの著しい劣化は見られないことが分かっている．

Fig. 15

図 15 ピーク方向角度の高精細化
High resolution peak search of DOA spectrum using scanning.

1λ 程度の誤差であっても大きな破綻は見られない．
(3) 回転角度誤差

その効果を図 15 に示す．図より，ピーク角度分解能

次に，図 14 に示すように回転角度がばらつく場合

が向上できることが分かる．広角なビーム走査では前

の誤差評価を行う．±Δψj の範囲内で一様にばらつく

述 (図 1 (a) 左図) のとおり角度分解能の一様性を損な

場合のスペクトル形状を評価する．その結果，全測定

うが，その範囲が狭角に限定される場合には，ビーム

点が一様にばらつく分布であっても，到来波スペクト

走査の併用が有効となることが分かる．更に，測定間

ラムに変化は見られない．これは，本測定法が対称構

隔を間引けるため測定時間短縮にも効果がある．

造の円弧状アレーアンテナを用いており配列に対して

(2) タイムドメイン機能を用いた遅延測定

ブロードサイド方向に同相合成する指向性合成法を

本測定法に VNA を利用する場合には，タイムドメ

採用しているためと考えられる．また，ガウス分布の

イン機能を併用することにより，到来方向と遅延プロ

ウェイトをかけることにより，位相差の小さなアレー

ファイルの時空間プロファイルを同時に測定できる．

中央付近の素子に対して重みが掛かっていることも要

具体的には，遅延プロファイル複素実測値に対してこ

因の一つであると考えられる．

れまで述べた合成開口処理を行うことにより実現でき

4. 8 拡 張 機 能
到来方向測定における機能拡張の主な効果と内容を
表 24 に示す．

る．図 16 に，時空間プロファイル測定例を示す．

(3) 超分解能アルゴリズムの区分的適用
本測定法は，広角に安定した高分解能の到来方向測

(1) 測定間隔の補間によるピーク方向高精細化

定ができるが，一方で特定方向においてより高い分解

本測定法は，2.5(1) のように評価したい角度方向

能の測定が必要になることもある．この場合には，選

に対して対称構造の円弧サブアレーを同相合成してス

択した仮想サブレーの更に部分的なデータを利用して

ペクトルを得ているため，ピーク検出分解能が測定角

超分解能推定法を適用することができる．測定値は，

度間隔と同一に制限されている．2.5(2) に述べたよ

ステップ 2 のデータを適宜利用する．表 25 に測定デー

うに，これを解決するために選択した円弧アレーに対

タの取扱手法と分解能を示す．

して微小角度だけ合成方向を可変 (ビーム走査) して

(4) 変調波・変動波の取扱い

スペクトラムのピーク角度分解能を向上させる方法と

連続波 (Continuous Wave：CW) のみならず変調波
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Table 26

表 26 電波環境・波源と合成処理
Radio environment and synthesis processing.

て基準信号で除算処理を行う．このため，変調や変動
により基準信号が著しく低下した場合には演算の分母
の SN 比低下により演算後の測定値の SN 比も連動し
て劣化する．この問題を解決する手段として，測定値
図 16 タイムドメイン機能を併用した時空間プロファイル
Fig. 16 Time-Space proﬁle using VNA time domain
function.
表 25 測定データの取扱手法と分解能
Table 25 Data processing and its resolution.

の時間ダイバーシチ受信を導入することができる [31]．
図 17 に変調波 (EDGE，8PSK，400 bps，8.45 GHz)
を到来波とした場合の実験値を示す．図より，時間ダ
イバーシチを適用することにより到来方向スペクトラ
ムの SN 比が改善 (赤線 120◦ 〜180◦ 付近等) すること
が分かる．4.7(3) で述べたとおり，本測定法は測定
時の回転角度の誤差の影響は受けづらい特長があるた
め，時間ダイバーシチ構成により多少の角度誤差 (不
等測定角度間隔) が発生しても，結果として得られる
到来方向スペクトルへの影響は限定的である．ここで
は変調波を例として示したが，ダイバーシチパラメー
タを適切に設定することによりフェージング変動波に
適用しても同様の効果が得られる．変動波・変調波の
場合の合成方法を表 26 に示す．

(5) 2 次元到来方向への拡張
本測定法は，方位角方向の 1 次元到来方向を前提に
議論しているが，天頂角方向の到来分布も重要な伝搬
チャネル情報である．屋内環境や端末周りでは天頂角
方向も広角分布しているため球面状走査が必要である
が，一般的な屋外基地局アンテナでは，天頂角方向の
到来分布は方位角方向ほど広範囲ではない．したがっ
図 17
Fig. 17

時間ダイバーシチを用いた変調波到来方向測定 [31]

て，基地局アンテナ回りでは，円筒状走査による 2 次

DOA measurement of modulated wave using
time diversity.

元到来方向測定 (方位角 AZ，天頂角 EL) で問題ない
と考えられる．図 18 に，座標系及び到来方向スペク
トル例を示す．従来の円形アレーアンテナを垂直方向

を測定する応用もある．また，屋外多重波伝搬環境で

に重ねた円筒形である．円形アレーアンテナと比較し

の到来方向測定ではフェージングによる変動波を測定

て定式はやや複雑であるが，同相合成によるビーム成

する必要がある．このような変調波・変動波を用いた

形である点は共通である．図 1 (a) で示すように，天

測定においては到来方向スペクトルが精度よく測れな

頂角が小さい方向では直線アレー成分が支配的である

◦

◦

いことがある (図 17 の青線 120 〜180 付近等)．こ

ため特有の角度依存性が表れており角度分解能に差が

の精度劣化の要因は，基準信号のレベル低下に起因し

生じている．したがって，天頂角を広角に測定する環

ている．本測定法は図 1 (b-2) のように，比測定を前

境においては，円筒形ではなく球面形の回転軸での測

提にしているため観測アンテナで受信した信号に対し

定が適していると思われる．
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