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あらまし 第 5 世代移動通信 (5G) では，高周波数帯の活用が検討されており，高利得・狭ビーム特性を有す
る Massive MIMO 等の多素子アレーアンテナの開発が求められている．このようなアンテナの設計開発を行う
ためには，到来波の諸特性を把握することが重要になり，簡易かつ高精度に到来方向を測定する手法が求められ
ている．我々は，簡易かつ高精度に到来方向測定を行う手法として，指向性アンテナとアンテナパターン測定シ
ステムであるネットワークアナライザと回転台を用いて測定を行い，得られた受信データをオフラインで合成開
口処理を行う手法を提案している．本論文では，本測定手法において受信アンテナに指向性アンテナを用いるこ
とで高 FB 比化が図られ，かつ合成開口処理時に窓関数を適用することにより低サイドローブ化が実現できるこ
とを計算機シミュレーションにより確認する．最後に，電波暗室内測定より実波源を用いた場合においても前述
の特性が達成できることを示し，指向性アンテナと窓関数により提案手法の高精度化が実現できることを示す．
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1. ま え が き

は測定周波数が変化するごとにアンテナを変更し，か

近年，6 GHz 以上の高周波数帯を用いた第 5 世代移

ンテナ素子間でのキャリブレーションが必要となる．ま

動通信に関する検討がなされている [1]．高周波数帯を

た，屋内などのように多数の到来波が存在するような

用いることによる伝搬損失が増加する課題に対して，

環境においては，測定に使用したアンテナ素子数以上

高利得・狭ビーム特性を有する Massive MIMO 等の

の到来波が到来するため測定精度が劣化することが知

つアンテナ素子間距離を調節する必要がある．更にア

多素子アレーアンテナの利用が検討されており，この

られている [8]．我々は前者よりも高分解能で，後者よ

ようなアンテナの設計・開発が求められている．多素

りも測定が簡易かつ高精度な手法として合成開口アン

子アレーアンテナの設計・開発を効率的に進めるため

テナ (SA antenna) による測定法を提案した [9], [10]．

には，実伝搬環境における到来波の諸特性を把握する

合成開口アンテナはレーダで多用されているが，移動

ことが重要となり，数多くの到来方向測定に関する報

通信においては基地局アンテナのような長尺アンテナ

告がなされている [2]〜[7]．これらの報告においては，

のパターン・利得測定に応用されている [11]．しかし，

大きく分けて 2 種類の方法が用いられている．第一に

電波伝搬の到来方向測定に用いられている例は少ない．

ホーンアンテナやパラボラアンテナ等の大開口アンテ

本手法は一般的な電波暗室内アンテナパターン測定シ

ナを用いる方法である．第二にアレーアンテナによる

ステムである回転台とネットワークアナライザを活用

MUSIC，SAGE などの高分解能手法を用いる方法で

し，回転台の中心から一定距離だけ離して設置した指

ある．しかしながら，前者は物理的に大きなアンテナ

向性アンテナにより −180 度〜180 度の範囲で振幅・

を測定周波数ごとに用意する必要がある．一方，後者

位相特性を取得する．その後，得られた受信データに
対して合成開口処理を行う．これにより，仮想的に円
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向測定を行うことが可能となる．本手法は，360 度の
データを取得するため測定に時間を要する点や，伝搬
環境が定常状態である場合のみ使用が限られる点など
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課題もあるが，周波数ごとにアレーアンテナを用意す

度〜180 度で回転させ波源 Tx との間で伝送特性を測

ることなく広帯域受信アンテナを用いることができる

定する．仮想アレーアンテナは円弧形状であるため，

ため，測定系を大きく変更することなく，様々な伝搬

それぞれに行路差に対応するウェイトを与える必要が

特性を取得することができる．

ある．測定された電界とウェイトを考慮した式 (1) に

先行研究では計算機シミュレーションと電波暗室内

より合成開口アレーアンテナを形成する．

測定において，提案手法が簡易でかつ高精度な到来方
向測定手法であることを示した [9]．しかしながら，提
案手法に使用する指向性アンテナの効果や窓関数適用
の効果，半径 R・素子数などの基本パラメータについ
て詳細な議論はなされていなかった．本論文では，計

ESA (θi ) =

N


E(θi + φn )

n=−N

· wn · exp{jkR(1 − cos(φn ))}

(1)

ESA (θi ) は合成された電界，E(θi + φn ) は測定さ

算機シミュレーションを用い，受信アンテナに指向性

れた電界，θi は回転台の中心を基準とした観測角度

アンテナを使用することで FB (Front-to-Back) 比が

(i は観測角度の序数)，φn は観測角度を中心とした仮

向上することと，窓関数を用いることで低サイドロー

想アンテナの配置角度 (n は配置角度の序数) である．

ブ化が実現できることを示す．あわせて，半径と素子

exp{jkR(1 − cos φn )} の項はウェイトで，仮想アレー

数を変化させることによる基礎特性を確認する．最後

アンテナのメインローブを観測角度 θi に向けるため

に，電波暗室内において指向性アンテナを用いた合成

に共相条件 (同相になるように位相を揃える条件) よ

開口アンテナによる到来方向測定を行い，シミュレー

り設定されている．なお，k は波数，jkR の j は虚数

ションとの比較を行う．これらの検討から，回転台の

を表す記号である．wn は窓関数の項であり窓関数を

中心から離した位置に設置した指向性アンテナにより

使用しない場合は 1 に設定される．一つの観測角度 θi

得られた受信データに対し，窓関数を適用した合成開

で用いる素子の数は 2N +1 個であり，円弧状に 1 度

口処理を行うことで，簡易かつ高精度な到来方向測定

ずつの等間隔に配置されたものとみなしている．この

が可能であることを確認する．

2N + 1 個の受信アンテナ Rx のうち実際の受信アン

2. 測 定 原 理

テナ Rx は θi = 0 度の一つのみであり，残りの円弧
状の両側 2N は仮想アンテナとなる．この Rx からの，

本提案手法は仮想的に半径 R の円弧形状の合成開口

応答はいったんネットワークアナライザにより取り込

アレーアンテナを構築することにより，到来方向角度

まれ，PC 上においてオフラインで数値合成されるこ

分解能を向上させた到来方向測定法である．図 1 に波

とになる．図 2 に，到来波方向を 0 度，測定角度間隔

源 Tx が無限距離に存在すると考えた際の本手法の測

を 1 度，測定半径を 15 λ，素子間隔を 0.26 λ，アレー

定原理を示す．図中の VNA とはベクトルネットワー

素子数を 151 で合成開口処理を行ったシミュレーショ

クアナライザを表している．受信アンテナ Rx を回転
台の中心から一定距離だけ離れた位置に設置し，−180

Fig. 1

図1 測定原理
Principle of proposed measurement method.

図 2 DOA スペクトラムのシミュレーション
Fig. 2 Simulation results of DOA spectrum.
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表 1 合成開口処理適用あり・なしの比較
Table 1 Comparison in with-and without SA
processing.

図 3 仮想円弧アレーアンテナによるビーム捜査
Fig. 3 Beam scanning by virtual array antenna.

ン結果を示す．また，表 1 に分解能の合成開口処理あ
り・なしの比較結果も示す．なお，本論文では分解能
を −3 dB の DOA (Directional of Arrival) スペクト
ラムの幅と定義する．シミュレーションでは測定され
た電界 E(θi + φn ) は式 (2) より表され，式 (3) のアン
テナ指向性関数 [9] を実験で使用するアンテナパター
ンと一致させかつ現実的なヌル特性となるようにパラ
メータを設定した．なお，波源が 1 波のみしか存在し
ない場合においては，合成開口アンテナの放射パター
ンを取得しているのと等価である．

E(θi +φn ) = E(θi ) exp{−jkR(1−cos(φn ))} (2)


1+cos θi cos( π2 ×1.03λ)
−1.5
E(θi ) = max
, 10
×
2
1−(1.03λ)2
(3)

図 4 DOA スペクトラムの到来角度依存性
Fig. 4 Angle characteristics of DOA spectrum.

図 2 と表 1 より，合成開口処理適用前の分解能が 48

同相となるように設定し，0 度方向の受信データを含

度であるのに対し，合成開口処理を適用することによ

む ±75 度方向の計 151 個の素子 (図 3 の赤点) からな

り分解能が 2 度まで向上することがわかる．また，FB

る対称構造の合成開口アレーアンテナを形成する．ま

比に関しても，合成開口処理適用前が 30 dB であるの

た，165 度方向からの到来波信号に対しては 165 度方

に対し，合成開口適用後に 45.7 dB まで向上すること

向に同相となるように設定し，図 3 の青点の仮想ア

がわかる．このように，合成開口処理を行うことで高

レーアンテナを形成する．このように本方法では円形

精度かつ高分解能な測定が可能になることがわかる．

の仮想アンテナを適宜選択した部分円弧アレーアンテ

次に，本測定手法の到来角度に対する角度依存性に

ナを用いて合成する．ここで，直線アレーアンテナの

ついて述べる．合成方向に応じた仮想アレー素子の選

合成ビームによる測定も考えられる．図 4 に円弧ア

択と走査の例を図 3 に示す．例として 1 度間隔で受信

レーアンテナと直線アレーアンテナの到来角度に対す

データが得られたとすると，半径 R の円周上に 360

る DOA スペクトラムを，表 2 に円弧アレーアンテナ

ポイントの受信データをもつ仮想アレーアンテナが構

と直線アレーアンテナの到来角度に対する分解能特性

成される．0 度方向からの到来波信号を仮想アレーア

を示す．ここで用いる直線アレーアンテナは，式 (3)

ンテナで合成するためには，給電位相を 0 度方向に

により表される指向性アンテナから構成されたブロー
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Table 2

表 2 到来角度に対する角度依存性
Angle resolution against arrival angle.

表 3 シミュレーション諸元
Table 3 Simulation specifications.

ドサイドアレーアンテナであり，素子数を 151 個，素
子間隔を 0.26 λ とし，円弧アレーアンテナと同一条
件により構成されたものである．図 4 (a)，表 2 に示
すように円弧アレーアンテナにおいては分解能の角度
依存性は極めて小さい．図 4 (b)，表 2 に示すように
直線アレーアンテナにおいてはブロードサイド方向

(0 度) の分解能と比べて，エンドファイヤ寄りの方向
(60 度) の分解能は約 3 倍となり，到来角度がエンド
ファイヤに近づくにつれ分解能が劣化することがわか
る．更に，図 4 (b) より到来角度がエンドファイヤ方
向に近づくにつれ，サイドローブが上昇することがわ
かる．したがって，広角に電波の到来方向や波源広が
りを測定する際には精度の高い測定は困難である．仮
想円弧アレーアンテナを用いた方法では，観測したい
方向に対して対称構造の仮想アレーアンテナを選択し

図5

指向性アンテナとオムニアンテナによる DOA スペ
クトラム
Fig. 5 DOA spectrum by directional antenna and
omni antenna.

合成するため，360 度全方向に対してほぼ均一な到来
方向スペクトラム生成能力を有することができ仮想直
線アレーによる不具合は回避される．

表 4 指向性アンテナとオムニアンテナによる各特性
Table 4 Characteristics by directional antenna and
omni antenna.

3. 基 礎 特 性
本節では，計算機シミュレーションを用いて基礎特
性を確認していく．下記条件を変化させたときの到来
方向スペクトラムの特性について確認する．

•

指向性アンテナとオムニアンテナ

•

窓関数適用の有無

解能は指向性アンテナにおいて 2 度，オムニアンテナ

•

アレー半径（測定半径）と素子間隔

では 1 度であった．FB 比は指向性アンテナにおいて

•

仮想アレー素子数

各特性の比較を表 4 に示す．図 5 と表 4 において，分

45.7 dB，オムニアンテナにおいて 22.4 dB であった．

表 3 にシミュレーション諸元を示す．特に記載がな

また，第一サイドローブは指向性アンテナにおいて

い場合は表 3 のパラメータを用いる．なお，本シミュ

−26.3 dB，オムニアンテナにおいて −11.4 dB であっ

レーションに用いる指向性アンテナの放射パターンは

た．シミュレーション結果より，指向性アンテナを用

次節以降の測定で使用する指向性アンテナのビーム幅

いたほうがオムニアンテナを用いた場合に比べて分解

と FB 比に近い値を示すように，式 (2)(3) より算出

能は劣り，サイドローブ特性はわずかに改善する．一

した．

方，FB 比に関しては指向性アンテナを用いることで

3. 1 指向性アンテナとオムニアンテナ

大きく向上する．分解能とサイドローブに関しては，

ここでは，受信アンテナに指向性アンテナとオムニ

指向性アンテナを用いることで自然にアレー素子に対

アンテナを用いた場合の特性について確認し，指向性

して振幅分布に重みづけをしたのと等価になるため前

アンテナが有利であることを示す．指向性アンテナと

述のような特性を示す．また，図 6 に示すように ±180

オムニアンテナによる DOA スペクトラムを図 5 に，

度付近を測定する場合において，指向性アンテナでは
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表 5 窓関数適用ありの合成開口アンテナの各特性
Table 5 Characteristics of SA antenna with window
function.

Fig. 6

図 6 指向性による到来波抑圧の概念図
Concept of undesired wave reduction by directional antenna.

ンテナにおいて分解能は 3 度，FB 比が 42.8 dB とな
り，オムニアンテナにおいて分解能は 2.2 度，FB 比
が 15.1 dB となった．また，第一サイドローブに関し
ては窓関数を適用することにより，指向性アンテナは

−67.9 dB，オムニアンテナに関しては −39.8 dB を示
した．このように窓関数を適用することにより，分解
能と FB 比はわずかながら低下するが，それ以上に低
サイドローブ化が図れることがわかる．更に，指向性
アンテナを用いた合成開口アンテナに関しては，窓関
数を適用することにより高 FB 比特性と低サイドロー
ブ特性を実現することができる．そのため，指向性ア
図 7 窓関数適用ありの DOA スペクトラム
Fig. 7 DOA Spectrum with window function.

ンテナと窓関数の両方を合成開口アンテナに使用する
ことで高精度な到来方向測定が可能となる．

バックローブにより 0 度方向からの到来波が抑圧でき
る．一方で ±180 度付近を測定する場合において，オ
ムニアンテナでは放射パターンが一様であるため 0 度
方向からの到来波は抑圧できない．そのため，指向性
アンテナを用いた合成開口アンテナの FB 比のほうが
オムニアンテナを用いた合成開口アンテナの FB 比と
比較してよい特性を示す．このように，受信アンテナ
に指向性アンテナを用いることで，高 FB 比特性を有
した合成開口アンテナが形成でき，高精度な到来方向
測定が可能となる．

次にアレー半径（測定半径）を変化させた場合の各
特性について確認する．図 8 にアレー半径による各特
性を示す．図 8 (a)(b) より，窓関数の適用の有無や受
信アンテナの種類によらずアレー半径を増加すること
で合成開口アンテナの開口長が幅方向 (y 軸方向) と奥
行き方向 (x 軸方向) の両方に増加するため，分解能と

FB 比が向上することがわかる．図 8 (b) 中の窓関数
を用いない場合の特性の振動は，図 5 の 180 度方向の
角度特性の振動が影響したものと考えられる．図 8 (c)
より，窓関数適用なしでオムニアンテナを使用した場

3. 2 窓関数の有無
次に DOA スペクトラムの低サイドローブ化を図る
ために窓関数の導入を行う．今回はガウシアン窓を用
いる．式 (4) に標準偏差 σ としたときのガウシアン窓
を示す．



φ2
wn = exp − n2
2σ

3. 3 アレー半径と素子間隔

合を除き，窓関数と指向性アンテナの放射パターンに
よる重みづけがされているためアレー半径を増加させ
ることにより第一サイドローブが大きく低下する．こ
のように，本測定手法はアレー半径を大きくすること
で，簡易に大開口なアンテナを使用した相当の特性を

(4)

得ることが可能となる手法であることがわかる．ここ
で，表 6 に各周波数における実際の半径の長さを示す．

今回，標準偏差 σ は 25 度に設定した．標準偏差の

表 6 に示すように，周波数が増加すると波長が短くな

値により，各種特性への影響が考えられるが本論文に

るため，回転台から少し離すだけで波長に対する合成

おいて標準偏差に関する議論は行わない．窓関数適用

開口アンテナの開口が大きくなり大開口アンテナの特

ありの DOA スペクトラムを図 7 に，窓関数適用あり

性が得られることがわかる．

の各特性を表 5 に示す．図 7 と表 5 より，指向性ア
578
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表 6 各周波数に対する円弧アレー半径の寸法
Table 6 Size of SA array antenna.

図9

仮想アレーアンテナの素子間隔を変えた場合の DOA
スペクトラム
Fig. 9 DOA spectrum by varying element antenna
spacing.

を得られる反面，半径を大きくしすぎると素子間距離
も増加してしまう．ここで，図 9 に仮想アレーの素子
間距離による DOA スペクトラムを示す．図 9 に示す
ように仮想アレーの素子間距離が 0.7 λ 以上 (アレー
半径：40 λ 以上) になるとグレーティングローブが発
生する．グレーティングローブの発生により測定精度
は著しく低下してしまう．そのため，測定前にあらか
じめ半径の大きさによる素子間距離を算出しておき，
素子間距離が 0.7 λ 以下になるようにアレー半径を決
定する必要がある．

3. 4 アレー素子数
アレー素子数を変化させたことによる合成開口アン
テナのパラメータを確認していく．なお，角度間隔 1
度でシミュレーションを行っているため，アレー素子
数から 1 引いた値がアレーの開き角となる．図 10 にア
レー素子数を変化させた場合の各特性を示す．図 10(a)
の分解能特性において，指向性アンテナを用いた場合
は，窓関数適用ありなしにかかわらず素子数 61 個（開
き角 60 度）までは分解能は向上するが，その個数を
Fig. 8

図 8 各特性のアレー半径依存性
Characteristics by varying array radius.

境に分解能に大きな変化は見られなくなる．これは受
信アンテナのアンテナパターンにより振幅分布に重み
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づけがされており，受信アンテナのビーム幅より外側
に存在する仮想アレーを用いて合成を行っても実質的
に幅方向（y 軸方向）の開口長が増加しないためであ
る．次に図 8 (b) の FB 比特性について確認する．窓
関数適用ありで指向性アンテナを用いた場合の FB 比
は素子数 91 個（開き角 90 度）までは向上し，それ以
降は変化しない．これは実質的に奥行き方向 (x 軸方
向) の開口長が増加しないためである．図 10(c) の第
一サイドローブ特性において，窓関数適用ありで指向
性アンテナを用いた場合，第一サイドローブは素子数

151 個 (開き角 150 度) が最大となり飽和する．これは
分解能，FB 比と同様に実質的開口長が飽和するため
である．これらのシミュレーション結果より，素子数
を増加することでアレーの開口長が増加するため，大
開口アンテナにより測定した相当の DOA スペクトラ
ムが得られる．これらの結果より，開き角が 150 度以
上となる素子数に設定した場合に分解能・FB 比・第
一サイドローブが良好な値を示すことが得られた．

4. 電波暗室内測定
前章で得られた基礎特性を確認するために実際の波
源を用い電波暗室内において測定を行う．それより得
られた測定結果とシミュレーション結果の比較を行う．
測定原理に従い，受信アンテナを回転台の中心から半
径 R 離した位置に設置し，ネットワークアナライザ
と回転台を用いて複素振幅パターンを取得する．その
後，オフラインで窓関数処理を適用した合成開口処理
を行い，到来方向測定を行った．表 7 に測定諸元を示
す．波源 (Tx) は連続波 (Continuous wave: CW) を
用い，電波暗室内では，波源が一つのみ存在する場合
と波源が二つ存在する場合の測定を行う．なお，波源
の数によらず，回転中心と波源との距離は 4.5 m 一定
である．

Table 7

Fig. 10
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図 10 仮想アレーの素子数による各特性
Characteristics by varying element number
of virtual array.

表7 測定諸元
Measurement specifications.

論文／合成開口アンテナによる到来方向測定法の基礎検討
表 8

指向性アンテナを用いた場合の実験とシミュレー
ションの特性比較
Table 8 Comparison between measurement and simulation results using directional antenna.

Fig. 11

図 11 1 波到来時の波源配置
Arrangement of wave source in 1-wave DOA.

Fig. 13

図 13 2 波到来時の波源配置
Arrangement of wave source in 2-wave DOA.

解能 3 度と近い一致を示している．測定結果の FB 比
においても 42.4 dB とシミュレーション結果の FB 比

42.8 dB と近い一致を示す．一方，測定結果の第一サ
図 12 電波暗室における 1 波到来時の測定結果
Fig. 12 Measurement results of 1-wave DOA spectrum.

イドローブは −31.9 dB とシミュレーション結果と比
較すると誤差が大きい．これは，回転台の中心から受
信アンテナまでの距離と設定した回転半径との間に誤
差が生じた影響や，受信アンテナの位相パターンの誤

4. 1 1 波 測 定

差による影響だと考えられる．このように，実際のア

本節では，本測定手法へ指向性アンテナを用いる効

ンテナを用いた場合においても受信アンテナに指向性

果を確認する．図 11 に 1 波測定における波源配置を

アンテナを使用することにより，高 FB 比かつ低サイ

示す．波源を回転台の中心から 0 度方向に設置し，受

ドローブ特性を兼ね備えた到来方向測定が可能となる

信アンテナに指向性アンテナ（位相中心を● (赤色) で

ことがわかる．

示す）を用いた場合とオムニアンテナを用いた場合の

4. 2 2 波 測 定

測定結果とシミュレーション結果を比較する．図 12 に

複数の到来波が存在する場合に到来角度を正確に測

測定結果を示す．図 12 においてどちらのアンテナを

定可能か確認するために，電波暗室内に同相な波源を

用いてもシミュレーション結果と近い一致を示してい

二つ用意し，受信アンテナに指向性アンテナを用いた

る．オムニアンテナを用いた場合 FB 比が 15.2 dB と

場合の到来方向測定を行う．図 13 に 2 波測定における

なり，シミュレーション結果と同様に測定結果におい

波源配置を示す．波源はそれぞれ 0 度方向と，−20 度

ても FB 比が高くなることが確認できる．一方で指向

方向に設置し，−20 度方向の波源は 0 度方向の波源よ

性アンテナを用いた場合は，測定においても高 FB 比

りもレベルが 5 dB 低くなるように設定した．そのと

特性かつ低サイドローブ特性が達成できている．ここ

きの測定結果とシミュレーション結果の DOA スペク

で，表 8 に指向性アンテナを用いた測定結果とシミュ

トラムを図 14 に示す．表 9 に波源方向における DOA

レーション結果の各種特性の比較を示す．表 8 より測

スペクトラムのピーク値を示す．図 14 より，測定結果

定結果の分解能は 3.3 度とシミュレーション結果の分

とシミュレーション結果において 0 度方向と −20 度
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本測定手法では，一般的なアンテナパターン測定系
であるネットワークアナライザと回転台と広帯域特性
を有する受信アンテナを使用することにより簡易に広
帯域な伝搬測定が可能である．また，回転台の中心か
ら受信アンテナを離して受信特性を取得し，取得デー
タに対し簡単なアレー信号処理を施すことにより大開
口アンテナを用いて測定したのと等価になる．よって，
本測定手法は伝搬環境が定常状態である環境において，
一つの測定系を使用し様々な周波数帯で簡易に高精度
な到来方向測定が可能である．
今後は，多重波環境における測定精度の検討を進め
図 14 電波暗室における 2 波到来時の測定結果
Fig. 14 Measurement results of 2-wave DOA spectrum.

る．また，伝搬遅延測定を可能にするため，広帯域周
波数掃引への適用を行う．
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