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あらまし 本論文は，遺伝的アルゴリズム（GA: Genetic Algorithm）を用いた任意形状素子の最適化に関する
研究成果について述べたものである．初めに，GA による最適化手法及び任意形状素子の特性解析を行うための
スペクトル領域モーメント法の概要について述べる．次に，マイクロ波回路フィルタを構成するための共振器と
して，GA を用いて最適化設計された任意形状パッチ/スロットで構成される平面回路 UWB フィルタの設計例を
示す．また，GA をメタマテリアル線路素子の設計に応用し，右手/左手系複合伝送線路を構成する任意形状素子
の最適化例について述べる．更に，リフレクトアレーアンテナの高性能・多機能化を実現するため，二つの直交
偏波間で任意の反射位相差を制御可能な任意形状素子群の最適化例について述べ，任意の反射位相差を有するア
レー素子を用いて，偏波ごとに異なる焦点をもつ新たな形式の直交偏波共用リフレクトアレーの設計例について
も紹介する．
キーワード 遺伝的アルゴリズム，モーメント法，平面回路フィルタ，右手/左手系複合伝送線路，リフレクト
アレー

リズム (GA: Genetic Algorithm) を用いた最適化例も報

1. ま え が き

告 [5] されている．また，マイクロ波回路やアンテナ回

移動通信端末，衛星通信・放送や無線 LAN が急速

路の小型化や高機能化を飛躍的に前進させる技術とし

に普及し，多くの周波数帯が非常に逼迫した状況にあ

て，メタマテリアル技術の応用も検討されている．一

る中で，電磁波フィルタやアンテナなどは，通信にお

般に，伝送線路において，等価回路的に直列キャパシ

いて重要要素かつ欠かせないものとなっている．例え

タンスと並列インダクタンスを挿入することで左手系

ば，地上基地局や携帯端末などのマイクロ波・ミリ波

特性を実現できるが，純粋な左手系線路として動作す

集積回路で用いられる平面回路フィルタには，電波干

ることはなく，実際には，右手系と左手系成分が複合

渉や不要輻射を防止するために，通過域での低損失に

した右手/左手系複合伝送線路 (CRLH-TL: Composite

加え，帯域外あるいは通過域近傍で大きな減衰特性を

Right/Left Handed Transmission Line) として動作する．

有するフィルタの開発が不可欠である．平面フィルタ

例えば，マイクロストリップ線路のような平面回路で

に関する研究開発は，無線通信の発達に伴い盛んに行

あれば，線路にインターディジタル構造及びビアを設

われており，これまで，マイクロストリップ半波長線

けることで実現できる [6]．また，ビアを用いずに平面

路共振器 [1] に加え，デュアルモード共振器 [2]，オー

回路上に左手系線路を構成するため，地板に対して大

プンループ共振器 [3]，スパイラル共振器 [4] など様々

対地容量をもった金属パッチを仮想グランドとみなし

な共振器形状が提案されている．更に，遺伝的アルゴ

てインダクタに接続する方法も提案されている [7]．更
に，衛星通信で広く普及している反射鏡アンテナでは，
通信大容量化のための偏波多重化，広帯域化，偏波共
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欠である．とりわけ近年，従来のパラボラアンテナに
替わる高性能平面反射鏡アンテナとして，リフレクト
アレーアンテナ [8] が注目を集めている．リフレクト
アレーは，2 次元配列した導体共振素子とその背面の
誘電体基板及び導体板で構成され，開口面位相を制御
し波面制御を行うことで，一次放射器からの入射波を
反射させて高利得な放射特性を実現するものである．
リフレクトアレーの性能は，反射素子の周波数特性や
機能に大きく依存するため，共振素子の広帯域化 [9]，
偏波共用化 [10] などの特性向上や多機能化 [11], [12]
について研究を行うことが重要で，今後，従来の一次
放射器系や反射鏡系に比べて，より簡単な構成でアン
テナを実現して小型化が図れるとともに，特性向上に
よる更なる高性能化が期待されている．このように，
今後も，通信機器には特性改善などの高性能・小型化
の設計開発が望まれる状況である．
本論文では，従来より我々が取り組んできた平面回路
フィルタ [13]，CRLH-TL [14] やリフレクトアレー [15]
を構成する素子の高性能化・多機能化の実現に向けた
任意形状素子の GA 最適化設計例について述べる．

2. 最適化設計の概要
2. 1 遺伝的アルゴリズムによる最適化

図 1 GA 及びモーメント法における解析モデル
Fig. 1 Analytical model for GA and MoM.

遺伝的アルゴリズムは，計算機内部に設定された仮
想生物を進化の過程に見立てることによって，与えら
れた工学的問題の解を求める最適化アルゴリズムであ

度の良い個体を次世代に保存するエリート戦略を適用

り [16]，新たな共振特性をもつ素子開発には有効な手

する．

法である．GA は確率的に解を探索するため，連続性

2. 2 スペクトル領域モーメント法

や微分可能性が保証されていない目的関数に対しても

前節で述べた GA による最適化では，任意形状素

適用することが可能である．したがって，様々な問題

子の特性解析を行う必要がある．本節では，任意形

に比較的適用しやすいことから，最適化手法として多

状素子の解析に用いるスペクトル領域モーメント法

くの電磁界問題に用いられている．本論文で取り扱う

(MoM: Method of Moments) [18] の概要について述べ

任意形状素子の解析では，図 1 (a) に示すように，単

る．MoM は，取り扱う問題に応じた境界条件を基に

位セルを格子状に等分割し，未知電流密度分布を部分

積分方程式を導出し，その電界（あるいは磁界）積分

領域基底関数で展開して解析を行うため，最適化変数

方程式をガラーキン法によってマトリクス方程式に帰

である素子形状は離散値として扱うことから，GA を

着させ，方程式を解くことによって電磁流分布を求め

最適化手法として採用している．素子形状は誘電体部

る手法である．電磁流分布が分かれば散乱電界が求ま

を “0”，導体部を “1” としたバイナリコードで表現し，

り，素子特性を知ることができる．任意形状素子は，

これら最適化変数に対して遺伝子操作（選択，交叉及

図 1 (a) に示すように，N × M の各サブセルに分割し，

び突然変異）を繰り返し行うことで，形状最適化を行

各サブセル上の未知電流分布は，図 1 (b) に示すような

う．ただし，GA による遺伝的操作のみでは，得られ

ルーフトップ基底関数を用いて展開することで，導体

た素子形状内に一点でのみ二つの導体が接触するとい

上の未知電流分布が計算され，素子の散乱特性が決定

う製作上実現困難な形状が生成されるため，本設計で

される．なお，導体が直角に折れ曲がるような形状部

は形状整形法 [17] を用いる．更に，各世代で最も適合

分は， x ， y 両方向の基底関数を用いて展開している．
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また，MoM を用いて解析を行うには，問題に応じてあ
らかじめグリーン関数を導出しておく必要があるが，
空間領域にて求めることは一般にかなり困難で導出が
煩雑となるため，スペクトル領域にて容易にグリーン
関数を導出できるスペクトル領域イミタンス法 [19] を

Ns


1 ∑



 Al −
|S21 ( fi )|
Ns
Fs =
i=1



0


for |S21 ( fi )| < Al

(4)

else

ただし，MoM により得られた伝送特性 S21 は dB

用いる．次章以降では，本最適化手法を用いた最適化

値を用い，通過域（添字 p）では挿入損を小さく，阻

設計の事例を紹介する．

止域（添字 s）では挿入損が Al dB 以上となるように

3. 任意形状パッチ/スロットで構成した平
面回路 UWB フィルタ

考えている．本 UWB フィルタでは，通過域内の一
部に阻止域を有するフィルタを設計し，二つの通過
域において挿入損 0 dB，三つの阻止域において挿入

3. 1 UWB フィルタ構造及び設計条件

損 15 dB 以上となるように設計を行う．通過域と阻

本章では，任意形状パッチ及び任意形状スロット

止域の最適化に用いる重み係数 w p ，ws は，同じ値

（DGS: Defected Ground Structure）で構成された平面回
路 UWB フィルタの最適化設計例について紹介する．
図 2 に平面回路 UWB フィルタの構造を示す．本フィ

を用いて設計している．また， Np 及び Ns は，通過
域と阻止域の評価周波数帯域におけるサンプル周波
数点数を示している．UWB フィルタの設計条件は以

ルタは，厚み t2 の誘電体基板（比誘電率 ϵr ）に装荷さ
れた任意形状導体パッチ（ z = t1 + t2 の位置）及び，任

下とする．評価周波数範囲として通過域を 3.4 GHz–

意形状スロット（ z = t1 ）で構成されており，フィルタ

3.1 GHz，5.0 GHz–7.1 GHz，10.35 GHz–14.0 GHz と

全体は遮蔽導体（寸法 a × b × c）で覆われている．最
適化設計では設計仕様の挿入損失 |S21 | 2 を満足するよ
うに通過域，阻止域の両端に先ずサンプル点を定め，
帯域内ではサンプル数に応じて等間隔になるようにサ
ンプル点を定めることで，次のように適合度関数を定
義している．

Fitness =

1
1+F

F = ws Fs + w p Fp
Fp =

Np
1 ∑
|S21 ( fi )|
Np

4.8 GHz，7.25 GHz–10.25 GHz，阻止域を 1.0 GHz–
する．また，遮蔽導体の寸法は，a = b = 15.19 mm,

c = 21.00 mm とし，厚み t2 = 0.508 mm，比誘電率は
ϵr = 2.2 としている．
3. 2 設計結果及び伝送特性
図 3 (a)(b) に最適化の結果得られたフィルタ回路形
状及び図 3 (c) に伝送特性の解析結果を示している．同

(1)

図 (a)(b) において，導体セルを黒色，開口部のセルを

(2)

(3)

i=1

図 2 任意形状パッチ/スロット平面回路フィルタ構造
Fig. 2 Structure of planer-circuit filter with arbitrarily-shaped
patch and DGS.

図 3 最適化したフィルタの周波数特性
Fig. 3 Frequency response for the optimized filter.
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白色で示している．同図 (c) より，通過域内に阻止域

入する．実際には図 7 の 3 セル周期配列された構造を

をもつ UWB フィルタを実現できている事が分かる．

考え，左手系媒質となる位相定数の条件と低損失回路

4. 高次モード結合を考慮した右手/左手系
複合伝送線路

の条件を加味した以下の適合度関数を考案した．

Fitness =

4. 1 単位セル構造及び設計条件
本章では，GA を用いた高次モード結合を考慮した
右手/左手系複合伝送線路を構成する任意形状素子の最

F=

適化設計例を紹介する．図 4 (a) に任意形状素子で構
成される右手/左手系複合伝送線路の単位セルの一例を
示す．本設計では，図 4 (b) に示すように，5 × 20 グ

w1
w2
+
1+F 1+D




0

for β(ωi ) > β(ωi+1 ) · · · > β(ω N )


1


else

D=

1 (MoM)
(ideal)
|S
− S21
|
N 21

(5)

(6)

(7)

リッドの赤太線部で囲む領域を最適化領域とし，単位

ここで， F は [T A] と [TB ] より算出される位相定数

セル全体の形状は対称形状としている．

β(ωi ) の評価式， D は高次モード結合を考慮した 3 セ

4. 2 適合度関数
図 5 は，従来の設計に用いていた単位セル [T A] を，

ルの伝送特性を評価する式であり，w1 及び w2 は，そ
れぞれの重み係数である．ωi は i 番目のサンプル周波

3 セル周期配列させた構造を示している．従来設計に

数，N は評価周波数帯域におけるサンプル周波数点数

よる特性評価では，設計周波数帯域 6.3 GHz–6.8 GHz

である． F は，生成個体の分散曲線が一定以上の負の

よりも狭い帯域幅の特性となっていた．これは単位セ

傾きをもつようにし，帯域内で左手系となれば 0，そ

ル間の接続部ではマイクロストリップ線路の基本モー
ドだけでなく，高次モードとの結合も生じているため

れ以外は 1 となるように定めている．また，S21
(ideal)
及び S21
は，高次モード結合を考慮した 3 セル縦

であり，図 5 に示す基本モード端子間の単なる接続で

続したときの透過特性の解析値と理想値をそれぞれ示

は正確に接続部を表していないことになる．そこで，

している．式 (5) が最大となるように最適化を行う．

図 6 に示すように接続部での高次モードの寄与による
基本モードへの変化量を近似的に表す行列 [TB ] を導

(MoM)

4. 3 CRLH-TL の設計例
図 4 (a) に お い て ，a = 7.6 mm, b = 14.7 mm,

c = 10.0 mm とし，誘電体基板には比誘電率 ϵr = 2.8，厚

Fig. 4

図 4 CRLH-TL の単位セル及び最適化形状例
Unit cell and example of the circuit geometry for CRLHTL.

図 5 従来の設計による 3 セル周期構造
Fig. 5 The conventional periodic structure.
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Fig. 6

Fig. 7

図 6 2 セル形状の周期構造
Unit cell consisting of two arbitrarily-shaped elements.

図 7 T 行列による 3 セル周期構造
The periodic structure using high-mode coupling matrix.
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Fig. 8

図 8 最適化された形状と分散特性
Optimized elements and dispersion diagram.

Fig. 10

図 10 リフレクトアレー素子の適合度関数
Diagram of the fitness function for reflectarray elements.

動的に決定される．TE 波入射に対する反射位相特性
の理想値は，リフレクトアレーとして良好な周波数数
特性が得られるように設計する素子群の各素子に対し
◦
間隔で平行移動した特性を
て，直線的な位相を 360
n

求めている．ここで，n は設計する素子数である．ま
た，位相特性の傾きは，パラメトリックスタディによ
り設計帯域内において最も平行度の良くなる傾きを採
用している．適合度関数は，以下の評価式を用い，設
計素子の反射位相特性が所定の周波数点において目標
図 9 3 セルの伝送特性
Fig. 9 Optimized transmission response of 3 cells.

値を満足すれば，最適設計が完了する．

Fitness =

∑
i

み h = 1.0 mm を用いる．評価周波数帯域を 6.3 GHz–

6.8 GHz とし，サンプル周波数点数は 6 点とする．最
適化の結果，得られた単位セル形状及び位相定数を図 8
に示す．評価周波数帯域において左手系の帯域となっ
ていることが分かる．図 9 に，得られた任意形状の単
位セルを 3 セル周期配列させた線路の伝送特性の解析
結果を示す．設計形状により評価周波数帯域とおおむ
ね一致する帯域の伝送特性を得ることができている．

5. 任意の反射位相差を有する任意形状リフ
レクトアレー素子

FT E ( fi ) +

∑

FT M ( fi )

(8)

i

FT E ( fi ) = wiT E ( fi )|PT E ( fi ) − PiT E |
TM
TM
TM
TM



1
wiT E ( fi ) =
TM
0



for |PT E ( fi ) − PiT E | > α
TM
TM
for |PT E ( fi ) − PiT E | ≤ α
TM
TM

PiT M = PiT E ± ∆P
ここで，FT E ( fi ) は TE 入射及び TM 入射時に対する，
TM

i 番目の周波数点における評価値を示している．また，

5. 1 リフレクトアレー素子設計の適合度関数

wiT E は，重み係数を示しており，PT E ( fi ) 及び PiT E
TM
TM
TM
は，i 番目の周波数点における反射位相の理想値と計

本章では，二つの直交する直線偏波間で任意の反

算値をそれぞれ示している．α は反射位相の理想値と

射位相差を有する任意形状素子群の設計例を紹介す

計算値の差のゆう度を示している．理想値と計算値の

る．図 10 に，リフレクトアレー素子の最適化に用

差がゆう度以内であれば評価値を 0 とし，それ以外は

いる適合度関数の概略図を示す．任意の反射位相差

差の絶対値を評価値としている．なお，反射位相特性

を実現するためには，直交偏波間で ±∆P の位相差

の計算に MoM を適用している．

（−180◦

≤ ∆P ≤

180◦ ）が必要となる．適合度関数中

5. 2 設 計 条 件

の理想値は，TE 波の理想値が決まれば，それに目標

任意の反射位相差を有する任意形状リフレクトア

の位相差 ∆P を加算することで，TM 波の理想値が自

レー素子の設計を行う．設計条件を，設計周波数帯域
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Fig. 12

図 11 最適化形状群と反射位相差の解析結果
Fig. 11 Optimized reflectarray elements and phase-diﬀerences.

図 12 交差偏波の振幅特性
Amplitude characteristics of cross-polarization.

の交差偏波成分が打ち消され，約 −60 dB 以下の低交
差偏波特性が得られている．なお，ここでは省略して
いるが，各反射位相差設計において，両偏波共に直線
的かつ平行移動した位相曲線群が得られており，360◦

を 13 GHz–17 GHz（中心周波数を 15 GHz）とし，各

の反射位相量が確保できることは確認している．以上

偏波の入射角度を 30◦ とした場合に，所望の反射位

より，直交する二偏波間において任意の反射位相差を

相特性を有する素子の設計を行う．また，単位セル

有し，波面制御が可能となる素子群の設計が可能であ

の各パラメータは，誘電体（ポリエチレン）基板厚を

り，広帯域にわたり偏波を独立制御できる事が明らか

3.0 mm，比誘電率を ϵr = 2.25， x 及び y 方向周期を

である．

dx = d y = 9.6 mm としている．更に，交差偏波の発
生を抑制するため，単位セル内に二軸対称構造を有
する素子設計を行っている．ここで，dx ，d y の値は，

10 GHz–20 GHz においてグレーティングローブ抑制条

6. 2 焦点リフレクトアレーアンテナ
6. 1 リフレクトアレーの設計
本章では，5. で設計した任意反射位相差を有する任

件を満たしており，20.8 GHz 以上で発生する．なお，

意形状の応用例として，偏波によって異なる焦点を有す

MoM で用いた単位セルの分割数は 16×16 としている．

る単層構造リフレクトアレーアンテナの設計例につい

GA における評価周波数点は 5 ポイントとし（1 GHz

て紹介する．図 13 と図 14 に，アンテナ設計例及び設

ステップ），位相差ゆう度を α = 3.0◦ ，位相特性の傾

計結果をそれぞれ示している．設計条件は，設計周波

きは 15.0 deg/GHz とし，パラメトリックスタディに

数を f0 = 15 GHz（帯域：13 GHz–17 GHz）
，開口径を

より設計帯域内で最良特性が得られる値に設定してい

D = 153.6 mm2（16 × 16 セル），TE 偏波（V-pol.）ホー

る．設計する反射位相差は ∆P = 0◦, ±45◦, ±135◦, ±90◦

ンと TM 偏波（H-pol.）ホーンの入射角をそれぞれ，

及び ±180◦ とする．

θ v = 15◦ ，θ h = 30◦ ，各励振ホーンの位相中心とアンテ

5. 3 反 射 特 性

ナ中心間距離はそれぞれ，Rv = 150 mm，Rh = 145 mm

0◦, ±45◦, ±135◦, ±90◦ 及び

としており，エッジレベルが −15 dB（リフレクトア

±180◦ として最適化設計した二軸対称構造を有する素

レー中心を 0 dB とした相対値）としている．放射方

子形状及び各反射位相差の解析結果を図 11 に示す．

向を Θ = 22.5◦ と設定する．また，誘電体基板にはポ

目標の反射位相差 ∆P =

同図より，位相差 −45◦ の素子において，14.5 GHz で

リエチレン（厚さ h = 3.0 mm，比誘電率 ϵr = 2.25）を

わずかに特性劣化（リップル）が確認できるが，直交す

用いている．なお，一次放射器には，利得 15 dB のス

る二つの直線偏波間で所望の反射位相差が得られてい

タンダードゲイン角錐ホーンを用いている．本アンテ

る．図 12 に TE 波及び TM 波入射時の交差偏波の振

ナに用いる任意形状素子の設計は，各々のホーンから

幅特性を示している．同図より，交差偏波の振幅特性

リフレクトアレーの各セルへの入射角及び必要となる

は，素子構造が二軸対称性を有することから，遠方界

反射位相差を計算し，各セルごとに個別に最適化設計
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図 15 試作したリフレクトアレーアンテナ
Fig. 15 Photograph of the fabricated reflectarray antenna.

図 13 アンテナの構成
Fig. 13 Antenna configuration.

図 14 設計したリフレクトアレー
Fig. 14 Designed reflectarray antenna.

を行っている．図 14 に設計結果を示している．また，
同図中の右側には，アンテナに配列されている素子の
一部を拡大し，各セルが有する二偏波間の反射位相差
を示している．各々の素子において，任意の反射位相
差を有する事が確認できる．

6. 2 放 射 特 性
図 15 に，試作したリフレクトアレーアンテナの写真
を示す．図 16 (a) に，TE 波及び TM 波入射時におけ
る，中心周波数 15 GHz の主偏波の放射パターンの計算
値及び測定値の比較を示している．なお，放射パター
ンの計算は開口面法を用いている．同図より，両偏波
において，主ビームの計算値と測定値はおおむね一致

Fig. 16

図 16 放 射 特 性
Radiation characteristics.
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