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あらまし 本論文では，32 × 32 MIMO (Multiple Input Multiple Output)・AOA (Angle of Arrival) 複合
アンテナに関し，MIMO・AOA アンテナ間の電磁結合による到来波推定機能の位相摂動を緩和させるため，リ
アクタンス素子の装荷を図り，測角精度の改善方法ついて検討した．32 × 32 MIMO システムの位相モノパルス
AOA アンテナは多数の MIMO サブアレーに囲まれているため，電磁結合が生じ到来波方向推定が困難になる．
この問題を解決するため，負荷インピーダンスのリアクタンス値を制御する方法を提案し，高精度な到来波方向
推定が可能となることを示した．解析結果より，負荷インピーダンスを最適化することによって，0.2 度以下の
推定角度誤差が得られた．直接波レベルが小さい K ファクターが −10dB のライスフェージング環境下において
も 5 度以下の測角精度が達成できることを明らかにした．更に，負荷インピーダンスを装荷し，ライスフェージ
ング環境下の OTA (Over-The-Air) 実験を行った．その結果，リアクタンス負荷を装荷することにより測角誤
差を低減できることを確認した．更に，測角誤差低減メカニズムを素子上の電流分布から考察した．
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1. ま え が き

ジマス全方位を包含する通信性能を提供しない．

第 5 世代以降（B5G：Beyond 5th Generation）の

転や車車間の自律分散高速通信環境を実現するコネ

将来の通信ビジネスの新機軸として，車両の自動運

次世代通信の技術革新を牽引するためには，100Gbps

クテッドカーが注目されている [10]．車載アンテナで

を超える圧倒的な伝送容量を実現するアンテナ技術の

は，車両の激しい動特性環境において高い設計性能

開発が急務である [1]〜[3]．MIMO（Multiple Input

を維持するため，通信目標である全方位すなわち 360

Multiple Output）アンテナにおける伝送容量拡大の

度にわたるアジマス方向を包含する放射特性が求め

最も直接的な方法は素子数の増加である．近年，基地

られる．しかしながら，この要求を満たす端末側にお

局側に 100 素子以上のアレーを具備した大規模 MIMO

ける大規模 MIMO アンテナシステムの構成法に関す

（Large-Scale MIMO）あるいは Massive MIMO アン

る検討例は少ない．そこで我々は，車車間の自律分散

テナシステムが盛んに研究されている [4]〜[6]．基地

高速通信の実現を目的として，全アジマス方位に対

局側の大規模 MIMO アンテナシステムでは，パッチ

して 100Gbps の伝送容量を実現する新しい MIMO

アンテナを 2 次元的に配列した平面アレーの開発例が

アレー構成法（デイジーチェーン MIMO アンテナ：

多い [7]〜[9]．しかしながら，平面パッチアレーは，セ

Daisy Chain MIMO Antenna）について研究を進め

ル内の特定の空間領域を照射する目的で使用され，ア

ている [11], [12]．
デイジーチェーン MIMO アンテナは全アジマス方
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チェーン MIMO アンテナには，到来波方向推定機能
（AOA Estimation：Angle of Arrival Estimation）が

MIMO アレー構造中に組み込まれている．AOA 方式
には，MIMO アンテナの円形配列アレー構造との同
一性により統合を図ることが容易であり，更に信号処
理の演算負荷が小さいことを特徴とする，円形配列の
位相モノパルス測角方式 [13] を採用した．これにより，
全アジマス方位にわたる到来波方向推定が可能になる．
本論文は，コネクテッドカーに用いる円形配列指向
性走査アレーである 4 × 4 MIMO アレーアンテナシ
ステム [14], [15] を更に発展させた 32 × 32 MIMO ア
レーアンテナシステムについて述べている．32 × 32

MIMO アンテナには到来波方向推定機能と MIMO 機
能の二つの機能が組み込まれている．[16] で提示した
マルチパス環境における理論検証，[17] で実施した自
由空間における実験検証は，4 × 4 MIMO アレーアン
テナシステムが到来波推定で高い推定機能をもつこと
を示している．
しかし，本論文で提案する 32 × 32 MIMO アレー
アンテナシステムの AOA アンテナは多数の MIMO
サブアレーに囲まれている．したがって，システム開
発における最も困難な問題は，AOA アンテナと周囲
の MIMO サブアレー素子との電磁結合による位相摂
動である．

図 1 32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナの構成
Fig. 1 32 × 32 MIMO/AOA Multi-functional
Antenna.

ダイポール放射素子とその周囲に寄生素子を配置し
た円形配列アレーアンテナを用いた放射パターン整形

おり，図 1 (b) に示すように全ての MIMO サブアレー

については [18], [19] で検討されている．結果は負荷

素子に負荷インピーダンス ZL が接続されている．ま

リアクタンス値を変更することによって様々な放射パ

た，図 2 (a) は 32 × 32 MIMO アンテナの 32 のサブ

ターンを生成できることを示している．これらの研究

アレーを構成する要素として半径 r の円周上に 45 度

では，可変リアクタンスの効果は振幅を制御すること

間隔で配置された円形配列 4 × 4 MIMO・AOA 複合

に主眼が置かれている．我々は，周囲の MIMO サブ

アンテナである．図 1 のように，AOA アンテナは半

アレーに搭載されたリアクタンス負荷を最適化するこ

径 r の円周上に置かれた 8 個の MIMO サブアレーア

とによって電磁結合から生じる AOA アンテナの位相

ンテナの中心に配置され，図 2 (a) と同じ構造をもつ．

摂動を緩和することが可能なことを提案検討した [20]．
本論文では，正確な到来波方向推定を行うために，

図 2 (a) に示すように 4 × 4 MIMO アンテナは 9 個
の素子で構成され，そのうち 8 個 (#1-#8) が半径 a

電磁結合を低減するためのリアクタンス負荷をもつ

の円周上に 45 度間隔で配置され，1 個 (#9) が中心に

AOA アンテナを提案する．更に，ライスフェージン

配置されている．9 個の素子は全て半波長ダイポール

グ環境下においても高精度な到来波方向推定が可能で

アンテナである．8 個の素子は四つのサブアレーを形

あることを解析及び実験により明らかにする．

成する．図において上から #2 と #3，#1 と #4，#5

2. 32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナ

と #8，#6 と #7 の 4 組である．アンテナ間距離 d1

到 来 波 方 向 推 定 機 能 を 有 す る 32 × 32 MIMO・

指向性のビーム方向を制御する．到来波方向にビーム

AOA 複合アンテナの構成を図 1 に示す．図 1 (a) は
32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナの構成を示して
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及び d2 に応じて位相差を設けて合成することにより
を向けることにより高 SNR を実現できる．
提案された MIMO アンテナのもう一つの特徴は低
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知るために MIMO アンテナには到来波方向推定能力
が必要である．図 1 (a) に示すように AOA アンテナ
は多数のサブアレーに囲まれているため電磁結合が強
くなり，推定角度精度が劣化する．次に，到来波方向
推定の原理を説明する．

3. 到来波方向推定の原理
到来波方向推定は，図 2 (a) において x 軸に対して
角度 φ のアジマス方向から到来する電波の位相差を利
用する．半径 a の円周上に配置された i 番目の素子に
誘起される電圧 Vi は以下の式となる．
2π a cos 2i−1 π−φ
λ
8

Vi = ej

(

)

(1)

ここで，基本原理を簡潔に説明するため，全ての素
子は点アンテナ (Isotropic Antenna) とし，素子間相
互結合はないものとする．λ は受信信号の波長である．
アンテナ素子の配置位置によって決定される重み関数

Wi を式 (2) のように定義する．
Wi = e−j

2i−1
π
8

(2)

8 個の素子に誘起される電圧に式 (2) の重み関数を
かけて，円周上の全信号を足し合わせれば EΔ なる出
力を得る．

EΔ =

8


ej {

2π a cos 2i−1 π−φ
λ
8

(

π}
)− 2i−1
8

(3)

i=1

図 2 4 × 4MIMO・AOA 複合アンテナの構成
Fig. 2 4 × 4 MIMO/AOA Multi-functional Antenna.

今，素子数は 8 個であるが，EΔ の性質を理解する
ためにアンテナ素子数が無限大の場合について考察す
ると，ベッセル関数を用いて以下の式で表すことがで

相関である．電波が図 2 (a) の右側から到来するとき，

きる

四つのサブアレーは到来波に対して垂直に配列される．
π

EΔ = e−j (φ− 2 ) · 2πJ1

一般にクラスター伝搬環境では到来波方向に対してア
レー配列が平行な場合は受信信号の相関が高くなるの



2π
a
λ



円の中心に配置した#9 の素子に誘起される電圧を

に対して，直交している場合は相関が低くなる．した
がって，提案アンテナは到来波方向に対して垂直に配

EΩ とする．電圧 EΔ と EΩ の位相角を

列されているため，四つの受信信号は低相関となる．



図 2 (b) のように八つの素子 (#1-#8) が 45 度間隔
で円形に配列されているため，サブアレーは到来波方
向に応じて 45 度ごとに回転することができる．つま

(4)



EΔ 及び

EΩ と定義すると，それぞれの電圧の位相差は式 (5)
となる．

φm =  EΔ −  EΩ

(5)

り，自動車が交差点で右折あるいは左折する際でも適

φm は到来波方向 φ にほぼ比例するので，到来波

切なサブアレーの組み合わせを選択できる．この機能

方向推定が可能となる．円周上に位置するアンテナ素

は，32 × 32 MIMO システムにおいても同様に 32 の

子の合成電界の位相

サブアレーを所望方向に向けるのに役立つ．

界の位相

上述の機能を利用するため，入射する電波の方向を

対して







EΔ と中心のアンテナ素子の電

EΩ を図 3 に示す．図より，到来波方向に

EΔ は比例関係であり， EΩ は一定である
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Fig. 3

Fig. 4

図 3 EΔ と EΩ の位相特性
Phase radiation characteristics.

Fig. 5

図 4 到来波角度に対する位相角  EΩ
Phase of  EΩ as a function of the angle of an
incident wave.
Fig. 6

ことがわかる．このように，図 2 (a) に示した 4 × 4

図 5 到来波の推定角度
Estimated angle vs. angle of incident wave.

図 6 到来波の推定角度誤差
Error of the estimated angle vs. angle of incident
wave.

MIMO アンテナの構造を利用した AOA アンテナで
は高い測角精度が期待できる．しかしながら，本論文

インピーダンス ZL は図 1 (b) に示すように全ての

で取り扱う 32 × 32 MIMO アンテナでは以下のよう

MIMO サブアレー素子に接続されている．全ての素

な問題がある．

子は半径 1.5mm の半波長ダイポールアンテナである．

図 1 において，負荷インピーダンス ZL = R+jX =

図 2 (a) に示す 4 × 4 MIMO アレーの半径 a は 4.9cm

(R, X) は全ての MIMO サブアレーに接続されてい

であり，図 1 (a) に示す 32 × 32 MIMO アレーの半

る．ZL = (50Ω, 0) のときの到来波方向 φ に対する素
子 #9 の位相角



EΩ を図 4 に示す．図 3 に示したよ

うに，図 2 の構造の 4 × 4 MIMO・AOA 複合アンテ
ナでは



EΩ は一定となるが，32 × 32 MIMO・AOA

複合アンテナでは中心に位置する AOA アンテナが多

径 r は 30cm である．これらのパラメータを用いて
モーメント法によって解析を行った．周波数は 2GHz
である．
図 5 は式 (5) から計算された推定角度 φm を示し，
図 6 は推定角度と実際の角度の誤差 Δφ = φm − φ を

数のサブアレーに囲まれているため，電磁結合の影響

示す．これらの図から，ZL = (0, 0)，ZL = (0, 500Ω)

EΩ が ±13 度程度変動し一定にならない．次章

のとき推定角度誤差の絶対値 |Δφ| の最大値はそれぞ

で



では， EΩ の変動の低減方法について述べる．

4. リアクタンス負荷装荷による測角誤差
の低減
図 1 (a) で示した 32 × 32 MIMO アンテナの負荷
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れ 55 度及び 13 度である．しかし，ZL = (0, 326Ω)
のとき推定角度は φ に比例し，推定角度誤差は 0.2 度
未満となった．

xy 平面におけるリアクタンス負荷を変化させた
ときの振幅指向性を図 7 に示す．上段が EΔ ，下段
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が EΩ である．リアクタンス値は図 5 と同様である．

5. ライスチャネルにおける測角特性

ZL = (0, 0)，ZL = (0, 500Ω) のときには大きな変化
があるが，ZL = (0, 326Ω) のときには無指向性が得
られた．

コネクテッドカーはスモールセル環境で実用化され
ることが想定される．スモールセル環境では散乱波に

リアクタンス値を変化させたときの推定角度誤差

加えて有意なレベルを有する直接波が到来するライス

Δφ を図 8 に示す．図において Δφmax と Δφmin は

伝搬環境になる．このことは将来の車車間通信や路車

それぞれ 0 度から 360 度まで方位角範囲全体にわたっ

間通信では一層顕著になることが予想される [21]．そ

て推定された角度の誤差 Δφ から評価された最大値と

こで本章ではライスチャネルにおける測角特性を調

最小値である．また，Δφdel = Δφmax − Δφmin と定

べた．

義する．図 8 より，ZL = (0, 326Ω) のとき Δφmax ，

本論文では，ライスフェージング環境下において

Δφmin ，Δφdel が同時に 0 に収束することがわかる．

到来波の角度情報を高精度で抽出する平均 IQ 値判定

これより，リアクタンス負荷を最適値に制御すること

法 (MIQ 法: Mean IQ-value Method) [16] を用いた．

により 32 × 32 MIMO システムと共存する AOA ア

図 9 に到来波方向を推定する MIQ 法の概略図を示す．

ンテナを用いた高精度角度推定が可能であることが明

図 9 において，青 × 印はライスフェージング環境に

らかとなった．なお，ZL = (0, 326Ω) のときに測角

おける受信信号の複素サンプル点である．図 9 に示す

誤差が低減されるメカニズムを 7. で述べる．

ように，ランダムな散乱波はライスフェージングチャ
ネルにおける直接波の周囲に分布する．
散乱波の振幅は統計的にレイリー分布の特徴を有す
るので，実部と虚部（同相成分 I と直交成分 Q）は正
規分布となる．同相成分と直交成分の確率密度関数
（PDF）は図 9 に示したように対称的な釣鐘状の曲線
である正規分布（ガウス分布）となる．PDF の対称
性により，各サンプル点は大きく変動するが，それら
の実部と虚部の平均値（図 9 に示す μI ，μQ ）は一意
の値となる．この理論的考察に基づき，最も確かな到
来波の角度は式 (6) から求めることができる．

E = tan−1


リアクタンス負荷を変化させたときの EΔ と EΩ
の指向性
Fig. 7 Radiation patterns of the AOA antenna as a
function of the reactance.
図7

μQ
μI

(6)

図 10 に，図 2 (a) の円周上の 8 個の素子に誘起され
る電圧を足し合わせた EΔ （式 (3)）の特性を示す．8
個の素子についてモーメント法による電磁界解析した
指向性を用い，ライスチャネルモデルを用いて伝搬解
析を行った [16]．到来波方向は φ = 0 度とした．
図 10 (a) (b) はそれぞれ K = 10dB 及び K = 0dB

図 8 リアクタンス値を変化させたときの推定角度誤差
Fig. 8 Error of the estimated angle as a function of
the reactance.

Fig. 9

図 9 平均 IQ 値判定法の概略図
Schematic of mean IQ-value method.
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図 11 平均 IQ 値判定法を用いた推定角度の誤差
Fig. 11 Estimated angle error using the mean
IQ-value method.

高精度な推定が可能となる．具体的には，図 10 (a) の
場合，μI = −0.9，μQ = 0.3 を式 (6) に代入すること
によって



EΔ = 161.4◦ が得られる．更に，図 10 (b)

の場合，μI = −0.66，μQ = 0.22 を式 (6) に代入す
ることによって



EΔ = 161.4◦ が得られる．

図 11 はリアクタンス負荷 ZL = j326Ω における推
定角度と実際の角度の誤差 Δφ = φm − φ である．図
より，ライスファクター K が 0dB より大きいとき推
定角度誤差 Δφ は 2 度以下であることがわかる．更
図 10 EΔ の特性
Fig. 10 Characteristics ofEΔ .

に，ランダムな散乱波が強く，受信信号が大きく変動
する K = −10dB の場合でも推定角度誤差 Δφ は 5
度以下であることがわかった．

における EΔ の特性である．図 10 (a) (I) に受信信号

図 11 より，K = 10dB を基準とする K の減少量を

の累積分布関数（CDF）をレイリー分布とライス分布

ΔK とすると推定角度誤差 Δφ の最大値は ΔK2/100

の理論値とともに示す．図より，解析結果は理論値に

だけ増加することがわかる．例えば，K = 0dB 及

ほぼ一致しており，解析の有効性が明らかとなった．

び K = −10dB の 場 合 ，各々 ΔK = 10dB 及 び

図 10 (a) (II) に受信信号の振幅の平均値で規格化した

ΔK = 20dB となるから，推定角度誤差の増加量を

コンスタレーションを示す．図のコンスタレーション

ΔK2/100 によって計算すると，増加量はそれぞれ 1◦

上には図 9 に対応した



EΔ 及び



EΩ のベクトル

及び 4◦ となる．これらの値は図 11 から読み取った推

（青矢印）を示した． EΔ は 161.4◦ であり，この値

定角度誤差の最大値の変化量とほぼ一致している．

は図 10 (a) (III) (IV) の PDF 特性の μI と μQ を用

6. Over-The-Air 装置による測角実験

いて式 (6) より計算された



EΔ と一致している．

図 10 (b) (I) (II) に K = 0dB のときの受信信号の実

本章では，ダイポールアンテナにリアクタンス負荷

部と虚部の PDF 特性を示す．図 10 の K = 10dB 及

を装荷する方法及びリアクタンス装荷による測角精度

び K = 0dB のいずれの場合も PDF 特性には解析結

の実験結果について述べる．

果の平均値 μ と標準偏差 σ を記し，その値を用いて計

6. 1 到来波方向推定のための信号処理回路

算したガウス分布を赤線で示した．図より PDF 分布

図 12 に到来波方向を推定するための信号処理回路

の平均値はライスファクターにかかわらず一意の値を

を示す．それぞれの素子で受信される信号の位相シフ

維持している．したがって，EΔ と EΩ の平均値を式

トは式 (2) に従った重み関数をマイクロストリップラ

(6) に代入することによって，図 10 (a) (IV) あるいは

インによる移相器及びハイブリッド回路を用いて実現

図 10 (b) (II) の
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EΔ で示したように，到来波方向の

している．

論文／32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナのリアクタンス装荷による測角精度改善

図 12 到来波方向推定のための信号処理回路
Fig. 12 Signal processing circuit for estimating the
angle of an incident wave.
図 14 リアクタンスの装荷方法
Fig. 14 Method of loading a reactance.

Fig. 13

図 13 重み付け回路
Fabricated AOA network.
図 15 製作したリアクタンス負荷
Fig. 15 Fabricated reactance load.

従来，円形アレー配列位相モノパルスアンテナでは
回路規模が大きいバトラーマトリックスによる信号処
理回路が用いられていた [22]．これに対して，本論文

その電気長を kl1 とする．ここで k は波数 k = 2π/λg

では，180 度ハイブリッドを用いることによって重み

(λg はセミリジットケーブル内の波長) である．スリー

位相 (#5-#8) に対応するマイクロストリプラインの

ブダイポールアンテナの給電点 (feed point) まで位相

長さが短くなり回路の縮小化を達成している．

補正をするために電気長が kl2 となるセミリジット

図 12 に示した信号処理回路を基に FR4 誘電体両面

ケーブルを製作することで，スリーブダイポールアン

基板 (厚さ 1mm) によって作成した重み付け回路の写

テナの給電点からみたインピーダンスが Z3 = jX3 と

真を図 13 に示す．マイクロストリップラインによっ

なるセミリジットケーブルの長さ l3 を求めることが

て位相の重み付けを行い，ウィルキンソン回路とラッ

できる．このときの電気長を kl3 とおくと，kl3 は式

トレース回路を用いて電力合成を行っている．マイク

(7) によって求めることができる．

ロストリップラインの長さは周波数 2GHz で設計して
おり，45 度ずつの位相差をつけている．

6. 2 リアクタンスの装荷方法
図 14 に MIMO アレーにリアクタンス負荷を装荷す
る方法を示す．図 14 (a) のように半波長スリーブダイ

kl3 = kl1 − kl2

(7)

また，そのときのインピーダンス X3 は式 (8) となる．

X3 = −Z0 cot kl3

(8)

ポールアンテナに負荷 jX3 を装荷する場合，図 14 (b)

Z0 はセミリジッドケーブルの特性インピーダンスで

のようにスリーブダイポールアンテナのコネクタ入力

ある．

端に先端オープンのセミリジットケーブルを接続する
ことで実現できる．
まず，任意の長さのセミリジットケーブルを製作し，

製作したリアクタンス負荷の写真を図 15 に，リア
クタンスとセミリジッドケーブル長の関係を図 16 に
示す．セミリジットケーブルの比誘電率は 2.2 である．
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図 16 リアクタンスとセミリジッドケーブル長の関係
Fig. 16 Reactance as a function of the length of a
semi-rigid cable.

Fig. 18

図 18 製作したリアクタンス負荷の確率分布
Probability distribution of fabricated reactance
loads.

リアクタンス値を ±40Ω 変化させたときの推定角
度誤差
Fig. 17 Estimated angle error with changing the
reactance of ±40Ω.

図 17

また，実際の寸法が分かるように図 15 に 10mm のス
ケールを挿入した．
図 16 の青線は式 (8) より求めた計算値，赤線は実際
の測定値を示す．測定値と計算値はよく一致している．
また，図 17 はリアクタンス値を ±40Ω 変化させたと
きの推定角度誤差である．図 17 よりリアクタンス値
を ±40Ω 変化させた場合，推定角度誤差は 6 度以内
となることが分かる．したがって，リアクタンス値は

±40Ω の誤差範囲内で製作を行った．このとき，セミ
リジットケーブル長の許容誤差は ±0.35mm となる．

Fig. 19

図 19 提案アンテナの実験セットアップ
Experimental setup of the proposed antenna.

製作した 72 個のリアクタンス負荷の測定値のヒス
トグラム及びガウス分布曲線を図 18 に示す．ガウス
分布の PDF より求めた平均値は，図 18 に示すよう

検証するための測角実験に使用できると判断した．

6. 3 実 験 結 果

に，μ = 313Ω 標準偏差は σ = 25Ω であり，σ が目

ライスフェージング環境下における到来波方向推定

標とする X = 326 ± 40Ω よりも十分に内側に存在す

の実験を，2 次元フェージングエミュレータ装置を用

ることから，製作したリアクタンス負荷は提案方式を

いて行った．図 19 に測定したアンテナとエミュレー
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テナは緑破線との差分に相当する測角誤差を有してい
ることがわかる．青の破線は電波暗室における測定結
果であり，ライス伝搬環境による位相変動の影響は含
まれていない．したがって，この測角誤差は AOA ア
ンテナを構成する半波長スリーブダイポールアンテナ
素子や図 13 に示したマイクロストリップラインや電
力合成器で製作した重み付け回路の位相誤差に起因し
ていると考えられる．
一方，32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナにおい
て ZL = j326Ω のインピーダンスを装荷した測定結
果である赤の実線と青の破線を比較すると両者の変
Fig. 20

図 20 推定角度の測定結果
Measured estimated angle vs. angle of incident
wave.

動特性がよく一致していることがわかる．このこと
は，32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナの測角特性
と 4 × 4 MIMO・AOA 複合アンテナの測角特性がほ
ぼ一致していることを意味している．

タ装置を示す．図 19 (a) は測定アンテナのセットアッ

更に，赤実線の ZL = j326Ω の場合と黒破線の

プ，図 19 (b) はエミュレータの構成を示している．測

ZL = j0Ω のインピーダンスを装荷した場合の測定結

定アンテナの構造パラメータは 4. で述べた解析パラ

果を比較すると ZL = j326Ω とすることによって推

メータと同じである．図 19 (b) に示したエミュレータ

定角度の変動が大幅に低減していることがわかる．

は，散乱波を模擬するため半径 1.2m の円周上に等間

図 20 より ZL = j0Ω の場合，推定角度が周期的に

隔に 14 本の半波長スリーブダイポールアンテナを配

変動していることがわかる．この変動特性を図 5 の理

置し，直接波を模擬するためエミュレータの円周上に

論計算結果の ZL = j0Ω の場合と比較すると周期及

1 本の半波長スリーブダイポールアンテナ配置した．

び変動振幅がほぼ一致していることが理解される．よ

測定周波数は 2GHz である．

り具体的には，図 20 より ZL = j0Ω のときの推定角

エミュレータは，K ファクターに応じて直接波の振
幅を制御するため，エミュレータの中心に到来する直
接波の電力と散乱体によって受信される散乱波電力の

度誤差の絶対値 |Δφ| の最大値は 70 度であり，図 6
の推定角度誤差の計算結果とほぼ一致している．
以上の実験結果から，32 × 32 MIMO・AOA 複合

比を，アッテネータを用いて制御した [23]．到来波方

アンテナにおける測角特性に及ぼす AOA アンテナと

向は AOA アンテナを回転させることによって変化さ

MIMO サブアレー間の電磁結合の影響がリアクタン

せた．これにより，エミュレータ内に文献 [23] の方法

ス装荷によって効果的に除去できていると結論付けら

に基づいた任意の K ファクターを有したライス伝搬環

れ，提案方法の有効性が実験的に確認された．

境を実現できる．
図 20 は推定角度の測定結果である．赤の実線及び黒
の破線は 32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナを用い，

7. リアクタンス装荷による測角誤差低減
メカニズム

K = 10dB のライス伝搬環境において ZL = j326Ω

本章では，ZL = j 326Ω のときに測角誤差が低減で

及び ZL = j0Ω のインピーダンスを装荷した場合の到

きるメカニズムをアレーに誘起される電流分布によっ

来波方向推定結果であり，青の破線は 4 × 4 MIMO・

て考察した．

AOA 複合アンテナの電波暗室における到来波方向推

図 21 は AOA アンテナの素子 #9（EΩ ）を電圧 1V

定結果である．緑の破線は到来波方向の理想的な推定

で励振し，サブアレー 1-4 を構成する素子 #1，2，3，

値を示している．

4 の電流分布をモーメント法によって計算した結果で

まず，青の破線の 4 × 4 MIMO・AOA 複合アンテ

ある．サブアレー 1-4 の素子番号は図 1 (a) に記載し

ナに関して考察を行う．青の破線は到来波方向の理想

た．なお，素子 #8，7，6，5 の電流分布はアンテナ構

的な推定値である緑の破線に対して周期的な変動を示

造の対称性から素子 #1，2，3，4 の電流分布と同じ

している．すなわち，4 × 4 MIMO・AOA 複合アン

である．
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減作用によって測角誤差の低減が図られると結論付け
られる．

ZL = j 326Ω において図 21 (b) の特異な電流分布
が生成される原因については今後の研究課題である．

8. む す び
本論文では，32 × 32 MIMO・AOA 複合アンテナに
関し，MIMO・AOA アンテナ間の電磁結合による到
来波推定機能の位相摂動を緩和させるため，リアクタ
ンス素子の装荷を図り，測角精度の改善方法ついて検
討した．解析結果より，負荷インピーダンスを最適化
することによって，0.2 度以下の推定角度誤差が得ら
れた．直接波レベルが小さい K ファクターが −10dB
Fig. 21

図 21 素子 1-4 の電流分布
Current distribution of elements 1-4.

のライスフェージング環境下においても 5 度以下の測
角精度が達成できることを明らかにした．更に，負荷
インピーダンスを装荷し，ライスフェージング環境下
の OTA 実験を行った．その結果，リアクタンス負荷

図 21 の (a) は ZL = j 0Ω であり，(b) は ZL =

を装荷することにより測角誤差を低減できることを実

j 326Ω の場合である．それぞれ左側が振幅，右側が位

験的に確認した．更に，リアクタンス装荷による測角

相を表している．横軸は波長で規格化した素子上の位

誤差低減のメカニズムをアレーに誘起される電流分布

置を示している．図 21 (a) より ZL = j 0Ω では，振

によって考察した．その結果，サブアレー素子上の逆

幅特性は通常の半波長ダイポールアンテナと類似した

相電流によって放射が相殺され，EΔ 及び EΩ 両者の

正弦波の半周期の電流分布を示している．また，位相

位相摂動が低減され，測角誤差の低減が図られること

は一定となっており各素子で大きく異なっていること

がわかった．

がわかる．したがって，位相が大きく異なる電流を有
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