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放射パターンを改善したミリ波用テーパードスロットアンテナ
A MM-wave Tapered Slot Antenna with Improved Radiation Pattern
菅原　悟＊ 米田　豊＊ 安達　一彦＊ 森　孝二＊ 水野　皓司＊＊,＊＊＊

Satoru SUGAWARA Yutaka MAITA Kazuhiko ADACHI Koji MORI Koji MIZUNO

要　　　旨
新規テーパー形状を持つテーパードスロットアンテナ（TSA）により放射パターンを改善

した．このTSAはテーパー形状がフェルミ分布関数形で表されており，60GHzにおいて
Linearly Tapered Slot Antenna等従来のTSAに比べH面のサイドロブが5dB程度低い結果が
得られる．またTSAの基板端に周期的なスリットからなるコルゲート構造を設けることに
より，アンテナの幅を狭くしても良好な放射パターンが得られる．さらにコルゲート構造
のパラメーター依存性を調べ，E面の放射パターンがコルゲート構造によって制御可能で
あること,またFDTD法を用いたコルゲート構造の理論解析もあわせて行った．

ABSTRACT
Tapered Slot Antenna（TSA）with a new configuration improved it's radiation

pattern. This new design has a tapered section expressed by the Fermi-Dirac
distribution function. At 60 GHz, the H-plane side lobe level of the antenna is 5-dB
lower than that of conventional TSA's level such as Linearly Tapered Slot
Antennas. A new technique is obtained for improving the radiation patterns for
narrow width TSA by using a corrugation structure at the sides of the antenna
substrate. Dimensional dependence of the corrugated structure on the radiation
pattern is estimated, and experimental results indicate that E-plane radiation
patterns can be adjusted by varying the corrugation structure geometry. Also
numerical analyses of the corrugation structure using the finite-difference time-
domain（FDTD）method is discussed.
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1．背景と目的

近年，パーソナルコンピューターのいちじるしい高性
能化及び低価格化により，10年前には一部の技術者の
計算ツールでしかなかったコンピューターが，現代のオ
フィスにおいては紙や鉛筆とならぶ文房具のごとく普及
しつつある．特に最近ではグループウエア等の情報共有
化ツールの普及にともない，多くの企業においてビジネ
ス書類の電子化が加速されており，オフィスネットワー
クにおける通信量は飛躍的に増大している．また数年前
まではワークステーション上でしか実現できなかったよ
うな3次元グラフィックスやフルカラーの画像が手軽に
作成できるようになってきたことも，オフィスネットワ
ークにおける通信量増大に拍車をかけている．

一方でコンピューターの利用形態は，従来の様にコン
ピューターの所に人が移動する形態から，人と共にコン
ピューターが移動する形態へと変化してきており，ネッ
トワークへの接続の容易さやレイアウト変更の簡便さが
求められている．このような流れの中で次世代オフィス
ネットワークにおける，高速・大容量情報通信手段とし
て，省スペースで接続自由度の高い無線LANシステム
への期待が高まっている．しかしながら将来の高速・大
容量無線通信には広いバンド幅が必要となるが，これを
確保出来るだけの周波数資源は現在ミリ波・サブミリ波
帯にしか残されていないのが実状である．

これに呼応する形で1992年には郵政省より実験周波
数として60GHz帯使用のガイドラインが出され，国内
におけるミリ波通信システムの開発が本格化した．この
ように積極的な開発が進められている中で，ミリ波通信
システム普及のポイントとなるのは平面アンテナと
MMICによるシステムの小型化，低価格化であるといわ
れている．我々はミリ波帯高速無線ＬＡＮシステムへの
応用を目的としたミリ波帯デバイスの開発をおこなって
おり，システムの重要部品である平面アンテナとしてテ
ーパードスロットアンテナ（TSA）に着目し，研究開発
を行っている．

TSAは進行波型の平面アンテナであり，アンテナの
面に対して平行な方向に電磁波を放射する．Fig.1に概
略図を示すように，TSAの構造は薄い誘電体基板上の
金属薄膜に形成されたスリットの幅が徐々に広がってい
く形をもっており，電波を放射する方向からみたアンテ
ナの構造が一次元であるにもかかわらず，放射される電
磁波の放射パターンは，E面とH面（Fig.1参照）がほぼ対
称な形状となる．また使用可能な周波数帯域が広く，
10dB以上の高い利得を持っている．しかもTSAは基板
の片側の導体のみで構成することが可能なので，コプレ
ーナー線路（CPW）やスロットラインといった基板の片
面のみで構成される伝送線路からなる回路との一体化が

容易である．またミリ波帯高速無線LANシステムに必
要といわれる指向性制御を可能にする為のアレイ構造
も，回路や配線をアレイ面に対して垂直に取り出せるの
で，TSAを単純に配列するだけで容易に実現すること
が出来る1）－4）．

本技術論文ではこの様な特徴のあるTSAの，放射パ
ターンを改善するために行ったいくつかの検討結果をま
とめている．まず初めにスロットラインからCPWへの
モード変換を行なうバランに関する実験結果，次に新規
テーパー形状を持つTSAに関して，続いてTSAの幅を
狭くすることが可能な新規構造，及びそのパラメーター
依存性，そして最後にシミュレーションを用いた解析結
果に関してそれぞれ報告する．

2．技術

2-1 試作に用いたバランに関して
高周波の回路では平行２線のような極性のない平衡線

路と，同軸線路のような信号線とグランド線が区別でき
る不平衡線路の間を接続する場合は，各線路のインピー
ダンスをそろえただけでは接続部で反射が生じてしま
う．これは各線路における伝送モードの違いによるもの
であり，この場合線路接続部にはバランと呼ばれる平
衡－不平衡変換器を設けて伝送モードの変換を行わなけ
ればならない．TSAはその構造上スロットラインにそ
のまま繋げるのが一番簡単であるが，スロットラインは
分散や損失が大きく，測定器への接続も難しいので，以
下の実験では分散や損失が小さく，測定器への接続も容
易なCPWに変換して用いている．スロットライン（平衡
線路）－CPW（不平衡線路）変換のバランとしては，Fig.2
に示すようなMarchand-Balunが広く一般的に用いられ
ているが，このアンテナにはFig.3に示すようなDouble-
Y-Balunを採用している5）－7）．Double-Y-Balunは
Marchand-Balunと比べて広い帯域にわたって挿入損失
が小さく，直線的な配置が可能で占有面積が小さいとい
う特徴を持つ．ところがバランのようなCPWの不連続

Fig.1 Tapered Slot Antenna; perspective skech with
coodinate system



部分では，不要モードの伝播を抑制するために，線路が
交差する部分のCPWのグランド間を図中の線で示した
ようなブリッジでつなぐ必要があるといわれている．

このようなブリッジは通常ワイヤーボンディングを利
用して形成されるが，Double-Y-Balunの場合6本の線路
が交差する非常に狭い部分に精度及び再現性良くワイヤ
ーボンディングを行わなければならない．特にバランの
設計周波数が高くなると各スタブの長さも短くなり

（60GHzでは1mm程度），ブリッジを形成するのもかな
り大変な作業となる．そこでDouble-Y-Balunのエアブ
リッジの有無による特性の違いを，実験的に測定した．
実験に使用したDouble-Y-Balunは設計周波数60GHz，
厚さ50μmのポリイミドフィルムに積層された5μmの
銅箔にパターンが形成されている．各線路のインピーダ
ンスは120Ω，スタブの長さはλg/8としている．測定
はネットワークアナライザーを用いて10～60GHzまで，
Double-Y-Balunを二つ対称に接続したいわゆるBack-
to-Back構造で行っている．Fig.4（a）は通常通りエアブ
リッジを用いて不要モード除去を行なった場合の，
Fig.4（b）はエアブリッジを行なわなかった場合の挿入損

失（S21）である（Double-Y-Balun 2個分）．この結果を見
るとエアブリッジを行なわなかった場合でも，設計周波
数60GHzに対して10%もの広い周波数範囲で挿入損失が
1dB以下と，かなり良い透過特性をもつことがわかる．
この結果から導ける結論として，設計周波数近辺のみの
使用であれば作製の容易さや再現性の良さなども考える
と，Double-Y-Balunはエアブリッジなしで使用したほ
うが良いということができる．これにより以下の実験で
は，スロットラインからCPWへのモード変換にはエア
ブリッジなしのDouble-Y-Balunを用いた．

2-2 新規テーパー形状を持つTSAに関して
TSAのテーパー形状はこれまでに直線的な形状を持

つLTSA （Linearly Tapered Slot Antenna），指数関
数的な形状を持つvivaldi （exponentially Tapered
Slot Antenna），開口部に一定幅の部分を持つCWSA

（Constant Width Slot Antenna），傾きが異なる3本の
直線からなるBLTSA （Broken Linearly Tapered
Slot Antenna）等が報告されている1）－4）．これらのTSA

Fig.4(b) Insertion loss(S21) of the double Y balun
without air bridges

Fig.4(a) Insertion loss(S21) of the double Y balun with
air bridges

Fig.3 The geometry of the double Y balun

Fig.2 The geometry of the Marchand balun
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は，ほぼ対称な放射パターンを持っているが，H面のサ
イドロブレベルがE面に比べて高くなる傾向にある．

今回提案するTSAは，この特性を改善するものであり，
そのテーパー形状は次のような関数形で記述される．

ここでxは位置座標を，a，ｂ，cはそれぞれ定数をあら
わしている．この関数形はフェルミ分布関数と同様な形
になっているので，以後このTSAをFermiアンテナと
よぶ．試作したアンテナの形状及び寸法をFig.5に示す．
このアンテナは設計周波数60GHz，50μm厚のポリイミ
ドフィルム上に5μmの銅箔がついた基板上に形成され
ている．アンテナの開口Wは5mm（λ

0
），アンテナ長Lは

20mm（4λ
0
），開口端からアンテナ端の間隔dは10mm（2

λ
0
），テーパー形状を与える定数はa= 2．5mm，

b=0.5mm－1，c=－5とし，アンテナの直後にはアンテナ
のスロットラインからCPWにモード変換を行うDouble-
Y-Balunを接続している．

比較のため試作したFermiアンテナと同じ開口及びアン
テナ長を持つLTSA ，vivaldi ，CWSA ，BLTSAを作
製し（Fig .6），放射パターンを60GHzで測定した．
Fermiアンテナ以外の4つのアンテナのうち，比較的良
い指向性を示したLTSAとBLTSAの放射パターンを，
Fermiアンテナの放射パターンと共にFig.7（a），（b）にそ
れぞれ示す．Fig.7（a）にはFermiアンテナ（実線）と
LTSA（点線）の，Fig.7（b）にはFermiアンテナ（実線）と
BLTSA（点線）の放射パターンをそれぞれ示す．Fermi
アンテナの放射パターンはLTSA，BLTSAと比べてE
面とH面の放射パターンがより対称で，Ｈ面のサイドロ
ブレベルが低いことがわかる．FermiアンテナのH面の
第一サイドロブレベルは－15dB以下であり，LTSA等
に比べて5dB程度抑えられているのがわかる．次に
Fermiアンテナの放射パターンの計算値と実測値の比較
を行った．計算にはTSAの放射パターンの計算に最も
よく使われる2ステップ法8）を用いており，Fermiアンテ
ナは20個の一定幅のスロットラインで近似されている

（自由空間の波長あたり5個のスロットライン）．この計
算法は開口端からアンテナ端の間隔dを無限と仮定し，
基板の厚さを無視するといった仮定が含まれるものの，
実験結果と比較的よく一致した結果が得られるため，よ
く利用されている．

Fig.7(b) Comparison between measured radiation
patterns of the Fermi antenna and BLTSA 

Fig.7(a) Comparison between measured radiation
patterns of the Fermi antenna and LTSA 

Fig.6 Geometries of TSA’s with the aperture size of λ
0

and antenna length of 4λ
0
fabricated for comparison

Fig.5 The geometry and dimensions of the Fermi
antenna for 60GHz
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Fig.8に示したFermiアンテナの放射パターンの計算結
果（実線）と実測値（点線）はよく一致している．このこと
からもFermiアンテナのテーパー形状によりH面のサイ
ドロブが抑制されていることがわかる．

2-3 TSAの狭幅化に関して
2-3 -1 実験結果

TSAの開口端からアンテナ端の間隔d（Fig.5参照）は
通常2波長（60GHzでは10mm）程度必要であるといわれ
ており，これを狭くしていくとTSAの放射パターンが
劣化することが知られている．実際にFermiアンテナで
も開口端からアンテナ端の間隔を狭くしてみると放射パ
ターンが劣化する結果が得られた．開口端からアンテナ
端の間隔を2.5mm（0.5λ

0
：Fig.5のTSAの1/4）とした場

合のFermiアンテナの図をFig.9に示す．

このアンテナは開口端からアンテナ端の間隔を変えた以
外は，Fig.5のTSAとまったく同じである．Fig.10には
このアンテナの60GHzで測定した放射パターンを示す．
E面はサイドロブレベルが高く，H面のメインロブはブ
ロードなパターンになっている．この様にアンテナの幅
を狭くすることで特性が劣化しては，小型化，アレー化
が難しくなってしまう．そこでTSAの基板端にコルゲ
ート構造と呼ばれる周期的なスリットを形成することに
より，アンテナの幅を狭くしても指向性が劣化しないア
ンテナを実現する方法を提案する．Fig.11にアンテナの
図と寸法を示す．コルゲート構造はアンテナ端部の銅箔
に0.2mm（CW）×1mm（CL）のスリットを0.4mm周期で
形成している．このコルゲート構造を設けたこと以外の
アンテナの材質や寸法などはFig.9のTSAとまったく同
じである．コルゲート構造を設けたアンテナの60GHz
で測定した放射パターンをFig.12に示す．E面のサイロ
ブレベルは抑制されており，H面のメインロブもブロー
ドになっていない．

Fig.12 Measured radiation patterns of the Fermi
antenna with the corrugation structure

Fig.11 The geometry of the Fermi antenna with the
corrugation structure 

Fig.10 Measured radiation patterns of the Fermi
antenna with narrow width

Fig.9 The geometry of the Fermi antenna with narrow
width 

Fig.8 Comparison of the Fermi antenna radiation
pattern between theoretical analyses and experiments 
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この結果から明らかなように，基板端にコルゲート構造
を設けることにより，アンテナの幅が狭いTSAの放射
パターンを著しく改善することができることがわかっ
た．そこで次にコルゲート構造のパラメーター依存性を
実験的に調べるため，コルゲート構造の寸法を変えたア
ンテナを試作し，放射パターンの評価を行った．コルゲ
ート構造のパラメーターとして溝幅CＷ及び溝深さCＬ

（Fig.11参照）を，放射パターンの目安となる代表値とし
て10dBビーム幅を選んでいる．この実験においても
TSAの基板寸法，構成等は前述のFig.9の場合と同じで
ある．Fig.13（a）にはコルゲート構造の溝幅CWを変えた
場合のE面（黒丸）とH面（白丸）の10dBビーム幅の値を示
している．CWの変化に対する10dBビーム幅の変化量は
非常に小さいことがわかる．同様にFig.13（b）にはコル
ゲート構造の溝深さCLを変えた場合のE面（黒丸）とH面

（白丸）の10dBビーム幅の値を示している．CLが0.14λ
0

以上の場合にはE面，H面ともほぼ一定のビーム幅とな
っているが，CLが0.14λ

0
以下の場合には特にE面のビー

ム幅がわずかなCLの変化に対して急激に変化している

ことがわかる．CLが0.04λ
0
以下の場合にE面のビーム幅

が再び上昇しているが，これとともにコルゲート構造に
よる放射パターン改善の効果はみられなくなってしま
う．
2-3 -2 解析結果

2-3-1に示した様に，基板の幅を狭くしたTSAにコル
ゲート構造を設けることにより，劣化した放射パターン
が改善すること，またコルゲート構造の寸法によりE面
の放射パターンが変化することが実験的に明らかになっ
た．このような実験結果の理論的裏付けを取るために，
FDTD法を用いた解析をおこなった．FDTD（Finite-
Difference Time-Domain）法はマクスウエル方程式を
時間領域で差分化して解を求める電磁界解析法であり，
解析する構造を選ばない汎用性と，電磁界の分布を視覚
化できるわかりやすさが特徴である．

今回の計算には120×60×250セルの解析空間を，Liaoの
2次の吸収境界条件と共に用いている．その他の使用し
たパラメーターはセルサイズ：dx=dz=0.1mm（λ

0
/50），

dy=0.05mm（λ
0
/100），time step：dt=0.1362psec．計

Fig.14(c) Geometries of the Fermi antenna with
corrugation of lengths CL=0.08λ

0

Fig.14(b) Geometries of the Fermi antenna with
corrugation of lengths CL=0.2λ

0

Fig.14(a) Geometries of the Fermi antenna without
corrugation 

Fig.13(b) The measured 10dB beam width as a function
of corrugation Length CLMeasured radiation patterns
of the Fermi antenna with narrow width

Fig.13(a) The measured 10dB beam width as a function
of corrugation width CW 
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算は60GHzの正弦波で励振し，過渡的な電界分布と定常
状態の電界強度分布を求めている．計算にはXFDTD

（Remcom inc．）を使用した．Fig.14（a），（b）及び（c）に
計算に使用したアンテナの形状をそれぞれ示す．（a）は
コルゲート構造なし，（b）及び（c）はコルゲート構造あり
でCLがそれぞれ（b）0.2λ

0
（c）0.08λ

0
の場合である．テー

パー部の曲線は解析空間のセルのステップで近似されて
おり，各アンテナは，100×1×230のセルであらわされ
ている．Fig.15（a），（b）及び（c）には計算した定常状態
の電界強度分布をそれぞれ示す．

Fig.15（a）と（b）の比較より，アンテナ側端部での電界強
度がコルゲート構造により抑制されているのがわかる．
一方Fig.15（c）では（b）の場合とは逆に側端部での電界強
度が強くなっているのがわかる．

Fig.16（a），（b）及び（c）はtimestep=1200の瞬間の，ア
ンテナがある（X－Z）平面の電界ベクトルを表示した図で
ある．（a）はコルゲート構造なし，（b）及び（c）はコルゲ
ート構造ありでCLがそれぞれ（b）0.2λ

0
（c）0.08λ

0
の場合

である．ただしこの図で表示されているのはFig.14や
Fig.15の右上部分（Fig.11で拡大表示されている側）のみ
の様子である．図中のベクトルは電界の向きと大きさを
示しており，大きさは対数による表示となっている．各
図の中心の辺りはアンテナの導体にあたるため電界は非
常に小さくなっている．（a）では開口側（図の下側）の電
界の向きとアンテナ端側（図の上側）の電界の向きは逆に
なっているが，コルゲート構造がある（b），（c）では開口
側の電界の向きとアンテナ端側の電界の向きが同じ向き

Fig.16(c) The calculated electric field magnitude of the
Fermi antenna with corrugation of lengths CL=0.08λ

0

Fig.16(b) The calculated electric field magnitude of the
Fermi antenna with corrugation of lengths CL=0.2λ

0

Fig.16(a) The calculated electric field magnitude of the
Fermi antenna without corrugation 

Fig.15(c) The calculated electric field magnitude of the
Fermi antenna with corrugation of lengths CL=0.08λ

0

Fig.15(b) The calculated electric field magnitude of the
Fermi antenna with corrugation of lengths CL=0.2λ

0

Fig.15(a) The calculated electric field magnitude of the
Fermi antenna without corrugation 
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になっている．
2-3 -3 考察

以上の結果から，コルゲート構造は以下のように機能
していると考えることが出来る．コルゲート構造の無い
TSAの基板幅が狭くなると，アンテナ開口部だけでな
くアンテナ側端部にも電界が集中し，ここからも電波が
放射されるようになる．しかし側端部の電界は開口部の
電界と逆相なため，放射パターンを劣化させる要因とな
る．ここでCL=0.2λ

0
の様に十分な溝深さを持つコルゲ

ート構造を設けた場合には，側端部の電界を誘起するZ
方向の電流が物理的に流れられず，側端部の電界が抑制
され放射パターンが改善する．一方CL=0.08λ

0
の様に

溝深さの浅いコルゲート構造を設けた場合には，側端部
の電界は逆に強くなるのだが，開口部の電界の向きと側
端部の電界の向きが同じ向きになっているため，放射パ
ターンを劣化させる要因とはならず，逆に実効的な開口
が大きく見えてE面の放射パターンが鋭くなる．

3．成果

本研究ではTSAの放射パターンを改善する検討を行
なった結果，以下の知見を得た．TSAのスロットライ
ンから給電部のCPWへモード変換を行なうDouble-Y-
Balunは，従来必要とされていた線路交差部でのエアブ
リッジがなくても，設計周波数に対して10%もの広い範
囲で1dB以下の挿入損失で使用可能であることがわかっ
た．またテーパー形状がフェルミ分布の関数形で記述さ
れる形状を持つFermiアンテナを提案し，H面のサイド
ロブを抑制する効果があることを示した．またTSAの
基板端に形成したコルゲート構造により，アンテナの幅
を狭くしても良好な放射パターンが得られるTSAが実
現できることを示した．さらにコルゲート構造のパラメ
ーター依存性を実験的に明らかにし，TSAの放射パタ
ーンがコルゲート構造によって制御可能であることを明
らかにした．またFDTD法を用いたシミュレーション
により，コルゲート構造の動作原理を明らかにした．こ
れにより放射パターンを劣化させること無しに，アンテ
ナの小型化及び間隔を密にしたアンテナアレイを実現す
ることが出来る．

4．今後の展開

今後，高機能アンテナを実現する上で必要となるアレ
イアンテナとしての可能性を実証するため，アンテナア
レイの検討を行っていく予定である．また現在本アンテ
ナを使用した，ミリ波イメージングシステムに関する研
究プロジェクトを，東北大学電気通信研究所水野皓司教
授のチームと共同で進めている．
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