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(54)【発明の名称】共振型漏洩波空中線
(57)【要約】
【課題】

構造が簡単で、かつ良好な指向性を有し、所

望の周波数の漏洩波を効率良く放射できる新規な共振型
漏洩波空中線を提供する。
【解決手段】

接地板１と、該接地板１の一方の面上に

それぞれ垂直に接して平行に離間対向して配置した二枚
の金属平板２と、これら二枚の金属平板２間に、該二枚
の金属平板２および接地板１に接して配置した誘電体ロ
ッド４と、該誘電体ロッド４に給電する給電手段５とを
有し、二枚の金属平板２間の開口３から共振型の波源分
布を有する漏洩波を放射するよう構成する。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

部に両端面に亘って延在して形成した空隙と、該空隙を

【請求項１】

接地板と、該接地板の一方の面上にそれ

介して前記方形導波管のＨ面上にそれぞれ垂直に接して

ぞれ垂直に接して平行に離間対向して配置した二枚の金

両端面に亘って平行に延在する二枚の金属平板と、これ

属平板と、これら二枚の金属平板間に、該二枚の金属平

ら二枚の金属平板の両端面および前記方形導波管の両端

板および上記接地板に接して配置した誘電体ロッドと、

面をそれぞれ短絡する金属短絡板と、前記方形導波管の

該誘電体ロッドに給電する給電手段とを有し、

前記空隙を形成したＨ面と対向する面に外導体を接続

前記二枚の金属平板間の開口から共振型の波源分布を有

し、内導体を前記方形導波管内に挿入して設けた給電用

する漏洩波を放射するよう構成したことを特徴とする共

の同軸線路とを有し、

振型漏洩波空中線。
【請求項２】

前記給電手段は同軸線路を有し、該同軸

前記方形導波管をＴＥ０
10

１

モードが支持されるように形

成して、前記二枚の金属平板間の開口から共振型の波源

線路の外導体を前記接地板に接続し、内導体を前記誘電

分布を有する漏洩波を放射するよう構成したことを特徴

体ロッドの端面の中央に接触させたことを特徴とする請

とする共振型漏洩波空中線。

求項１記載の共振型漏洩波空中線。

【発明の詳細な説明】

【請求項３】

【０００１】

前記給電手段は、前記接地板の前記誘電

体ロッドの中央部に対応する部分に形成したスロット

【発明の属する技術分野】この発明は、漏れ導波路のカ

と、前記接地板の他方の面上に誘電体層を介して形成し

ットオフ周波数近傍における共振現象を利用して、共振

たマイクロストリップ線路とを有し、

型の波源分布を有する漏洩波を放射させる新規な共振型

前記マイクロストリップ線路により前記スロットを介し

漏洩波空中線に関するものである。

て給電するよう構成したことを特徴とする請求項１記載

【０００２】

の共振型漏洩波空中線。
【請求項４】

20

【従来の技術】近年、携帯電話やＰＨＳなどの移動体通

接地板と、該接地板の一方の面上に平行

信の普及に伴い、無線に利用できる周波数資源の枯渇が

に配列して設けた複数のアンテナ素子と、これらアンテ

問題となってきている。さらに、無線ＬＡＮなどの高速

ナ素子に給電する給電手段とを有すると共に、前記各ア

データ通信を無線で行なう動きや、自動車の衝突防止を

ンテナ素子は、前記接地板にそれぞれ垂直に接して平行

電波を用いるレーダで行なうことも活発となってきてい

に離間対向して配置した二枚の金属平板と、これら二枚

る。これらの周波数資源の需要の高まりは、情報通信の

の金属平板間に、該二枚の金属平板および上記接地板に

先進国である米国を始め欧州、さらには情報通信のイン

接して配置した誘電体ロッドとを具え、

フラストラクチャーの構築を積極的に進めている韓国な

前記各アンテナ素子において、前記二枚の金属平板間の

どのアジア諸国でも同様である。このように逼迫してい

開口から共振型の波源分布を有する漏洩波を放射するよ

る周波数資源に対応する有力な未利用周波数資源とし

う構成したことを特徴とする共振型漏洩波空中線。
【請求項５】

30

て、マイクロ波帯、特にミリ波帯が注目されている。

前記給電手段は方形導波管を有し、該方

【０００３】このようなミリ波帯での空中線としては、

形導波管のＨ面に前記接地板の他方の面を接して配置す

種々のものが提案されているが、構成が簡単なものとし

ると共に、前記各アンテナ素子の前記誘電体ロッドの中

て、漏れ導波路を用いるものがある。

央部に対応して前記方形導波管のＨ面および前記接地板

【０００４】

にそれぞれ連通するようにスロットを形成して、前記方

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来提

形導波管から前記複数のアンテナ素子に給電するよう構

案されている漏れ導波路を利用する空中線にあっては、

成したことを特徴とする請求項４記載の共振型漏洩波空

進行波の形態で波源配置を行う非共振型であるため、最

中線。

大放射方向がブロードサイド方向を向かず、放射効率が

【請求項６】

前記方形導波管内に移相器を配置して、

前記複数のアンテナ素子に異なる位相で給電するよう構

悪いという改良すべき点があった。
40

【０００５】この発明は、上記の点に鑑みてなされたも

成したことを特徴とする請求項５記載の共振型漏洩波空

ので、構造が簡単で、かつ良好な指向性を有し、所望の

中線。

周波数の漏洩波を効率良く放射できるよう適切に構成し

【請求項７】

前記給電手段は、前記各アンテナ素子の

た新規な共振型漏洩波空中線を提供することを目的とす

前記誘電体ロッドの中央部に対応して前記接地板に形成

るものである。

したスロットと、前記接地板の他方の面上に誘電体層を

【０００６】

介して形成したマイクロストリップ線路とを有し、

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた

前記マイクロストリップ線路により対応する前記スロッ

め、請求項１に記載の共振型漏洩波空中線の発明は、接

トを介して前記各アンテナ素子に給電するよう構成した

地板と、該接地板の一方の面上にそれぞれ垂直に接して

ことを特徴とする請求項４記載の共振型漏洩波空中線。

平行に離間対向して配置した二枚の金属平板と、これら

【請求項８】

方形導波管と、該方形導波管のＨ面中央
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二枚の金属平板間に、該二枚の金属平板および上記接地

( 3 )
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3

4

板に接して配置した誘電体ロッドと、該誘電体ロッドに

【００１３】請求項５に記載の発明は、請求項４に記載

給電する給電手段とを有し、前記二枚の金属平板間の開

の共振型漏洩波空中線において、前記給電手段は方形導

口から共振型の波源分布を有する漏洩波を放射するよう

波管を有し、該方形導波管のＨ面に前記接地板の他方の

構成したことを特徴とするものである。

面を接して配置すると共に、前記各アンテナ素子の前記

【０００７】請求項１の発明によれば、誘電体ロッドが

誘電体ロッドの中央部に対応して前記方形導波管のＨ面

配置されている区間では、ＬＳＥ１

および前記接地板にそれぞれ連通するようにスロットを

１

モードが支持され

るので、誘電体ロッドの長さをＬＳＥ１

モードのカッ

形成して、前記方形導波管から前記複数のアンテナ素子

トオフ周波数の波長近傍の値とすることにより、誘電体

に給電するよう構成したことを特徴とするものである。

１

ロッドは共振する。したがって、二枚の金属平板の接地
板からの高さを適切に設定すれば、ＬＳＥ１

１

モードは

【００１４】請求項６に記載の発明は、請求項５に記載
10

の共振型漏洩波空中線において、前記方形導波管内に移

漏洩波となって誘電体ロッドの設置区間において二枚の

相器を配置して、前記複数のアンテナ素子に異なる位相

金属平板間の開口から自由空間中に放射されることにな

で給電するよう構成したことを特徴とするものである。

る。

【００１５】請求項６の発明によれば、放射される漏洩

【０００８】請求項２に記載の発明は、請求項１に記載

波の主ビーム方向を走査することができるので、例えば

の共振型漏洩波空中線において、前記給電手段は同軸線

レーダ用空中線として有効に適用することが可能とな

路を有し、該同軸線路の外導体を前記接地板に接続し、

る。

内導体を前記誘電体ロッドの端面の中央に接触させたこ

【００１６】請求項７に記載の発明は、請求項４に記載

とを特徴とするものである。

の共振型漏洩波空中線において、前記給電手段は、前記

【０００９】請求項３に記載の発明は、請求項１に記載

各アンテナ素子の前記誘電体ロッドの中央部に対応して

の共振型漏洩波空中線において、前記給電手段は、前記

20

前記接地板に形成したスロットと、前記接地板の他方の

接地板の前記誘電体ロッドの中央部に対応する部分に形

面上に誘電体層を介して形成したマイクロストリップ線

成したスロットと、前記接地板の他方の面上に誘電体層

路とを有し、前記マイクロストリップ線路により対応す

を介して形成したマイクロストリップ線路とを有し、前

る前記スロットを介して前記各アンテナ素子に給電する

記マイクロストリップ線路により前記スロットを介して

よう構成したことを特徴とするものである。

給電するよう構成したことを特徴とするものである。

【００１７】請求項８に記載の共振型漏洩波空中線の発

【００１０】請求項３の発明によれば、誘電体ロッドの

明は、方形導波管と、該方形導波管のＨ面中央部に両端

中央部から給電することから、二枚の金属平板間の開口

面に亘って延在して形成した空隙と、該空隙を介して前

から放射される漏洩波の誘電体ロッドの長さ方向におけ

記方形導波管のＨ面上にそれぞれ垂直に接して両端面に

る開口面分布を、誘電体ロッドの長さによらずほぼ対称

亘って平行に延在する二枚の金属平板と、これら二枚の

な余弦分布とすることができ、これにより漏洩波の放射

30

金属平板の両端面および前記方形導波管の両端面をそれ

指向性を向上することが可能となる。

ぞれ短絡する金属短絡板と、前記方形導波管の前記空隙

【００１１】請求項４に記載の共振型漏洩波空中線の発

と対向する面に外導体を接続し、内導体を前記方形導波

明は、接地板と、該接地板の一方の面上に平行に配列し

管内に挿入して設けた給電用の同軸線路とを有し、前記

て設けた複数のアンテナ素子と、これらアンテナ素子に

方形導波管をＴＥ０

給電する給電手段とを有すると共に、前記各アンテナ素

て、前記二枚の金属平板間の開口から共振型の波源分布

子は、前記接地板にそれぞれ垂直に接して平行に離間対

を有する漏洩波を放射するよう構成したことを特徴とす

向して配置した二枚の金属平板と、これら二枚の金属平

るものである。

板間に、該二枚の金属平板および上記接地板に接して配

【００１８】請求項８の発明によれば、方形導波管内に

置した誘電体ロッドとを具え、前記各アンテナ素子にお
いて、前記二枚の金属平板間の開口から共振型の波源分

おいてＴＥ０
40

１

１

モードが支持されるように形成し

モードが支持されるので、空隙すなわち

開口の幅と二枚の金属平板の方形導波管からの高さとを

布を有する漏洩波を放射するよう構成したことを特徴と

適切に設定することにより、ＴＥ０

するものである。

に対する減衰因子を制御して、開口面から所望の分布強

【００１２】請求項４の発明によれば、複数のアンテナ

度の共振型の漏洩波を放射することが可能となる。

素子に例えば同位相で給電することにより、これらアン

【００１９】

テナ素子から合成されて放射される漏洩波の放射方向と

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明

素子配列方向とを含む平面における放射指向性の半値角

に係る共振型漏洩波空中線の実施の形態について詳細に

を小さくでき、高い指向性利得を得ることが可能とな

説明する。図１は、この発明の第１実施の形態の構成を

る。しかも、複数のアンテナ素子の配列間隔は、自由空

示す斜視図である。接地板１には、その一方の面上にそ

間中に放射される漏洩波の波長よりも短くなるので、グ

れぞれ垂直に接して二枚の金属平板２を離間対向して平

レーティングローブの発生も回避されることになる。

50

１

モードのＺ軸方向

行に配置する。二枚の金属平板２は、接地板１からの高

( 4 )
5
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6

さを同じとして接地板１の両端面に亘って延在させて、

て長い区間にわたる余弦分布となり、このときＹＺ平面

接地板１と反対側に開口３を形成する。これら二枚の金

内において鋭い放射指向性を呈することになる。しか

属平板２間には、接地板１および二枚の金属平板２にそ

も、Ｘ軸方向に対するＬＳＥ１

れぞれ密着するように、矩形断面を有する誘電体ロッド

布は、図３（ａ），（ｂ）に示したように、Ｘ成分が奇

４を挿入して配置する。なお、誘電体ロッド４は、接地

対称、Ｚ成分が偶対称であるので、開口３から放射され

板１および金属平板２の長さよりも短くして、二枚の金

る漏洩波の偏波面は、Ｚ軸に平行となる。なお、図５

属平板２間の両端部に同じ長さの空気領域が形成される

は、誘電体ロッド４として、図４のものと同じものを用

ように配置する。また、誘電体ロッド４に給電するた

いた場合の管内波長λｇの特性を示している。

め、給電用の同軸線路５の外導体を接地板１に接続し、
内導体であるプローブ６を誘電体ロッド４の端面中央に

１

モードの電界の強度分

【００２３】以上の効果を確認するために、図１におい
10

て、接地板１および金属平板２の長さを２００ｍｍ、金

接触させる。

属平板２の高さを３０ｍｍ、二枚の金属平板２間の幅す

【００２０】図１において、誘電体ロッド４が挿入され

なわち開口３の幅を１０ｍｍとし、誘電体ロッド４とし

ている区間では、ＬＳＥ１

モードが支持される。した

て、上記の材料で幅を１０ｍｍ、高さを６ｍｍとし、長

モードの管内波長をλｇとすると、

さｄを５０ｍｍ、１００ｍｍおよび１５０ｍｍとしたそ

がって、ＬＳＥ１

１

１

誘電体ロッド４の長さが、ｍ×λｇ／２（ｍは１以上の

れぞれの場合について、ＬＳＥ１

整数）と一致した場合に、誘電体ロッド４の挿入区間に

周波数を含むＫｕバンド内の１４ＧＨｚ〜１５ＧＨｚの

おいて共振が生じる。ここで、ＸＹＺ直交座標系におけ

帯域で、絶対利得、開口面分布および放射指向性を測定

るＺ軸方向を誘電体ロッド４の長さ方向、Ｙ軸方向を金

した。なお、誘電体ロッド長ｄを、ｄ＝５０ｍｍ、１０

属平板２の高さ方向、Ｘ軸方向を誘電体ロッド４の幅方

０ｍｍ、１５０ｍｍとした場合に、二枚の金属平板２の

向とすると、Ｚ軸方向に対するＬＳＥ１

１

モードの減衰

20

１

モードのカットオフ

両端部にそれぞれ形成される空気領域の長さは、７５ｍ

因子が十分に小さな値であれば、最低次（ｍ＝１）の共

ｍ、５０ｍｍ、２５ｍｍとなる。

振が生じた場合、誘電体ロッド４において、Ｚ軸に沿っ

【００２４】図６は、Ｙ軸の正方向に対するＺ軸に平行

たＬＳＥ１

モードの電界の強度分布は、図２に示すよ

な偏波の絶対利得の測定結果を示すものである。図６か

うに余弦分布となる。また、位相分布は、位置によらず

ら明らかなように、ｄ＝５０ｍｍの場合には１４．６７

一定となる。

０ＧＨｚ、ｄ＝１００ｍｍの場合には１４．３４０ＧＨ

【００２１】一方、Ｙ軸に沿う電界分布は、そのＸ成分

ｚ、ｄ＝１５０ｍｍの場合には１４．２９０ＧＨｚの共

およびＺ成分がそれぞれ図３（ａ）および（ｂ）に示す

振周波数でそれぞれ利得が極大となる。このことは、開

ようになって、電界の強度分布は図４に示すように指数

口３から漏洩波が有効に放射されていることを示してい

関数的に減衰するが、その減衰因子は小さい。したがっ

ると共に、誘電体ロッド長ｄの増加に伴って共振周波数

１

て、金属平板２の高さを適切に設定すれば、ＬＳＥ１

１

30

が低下することを示している。

モードは漏洩波となり、誘電体ロッド４の挿入区間は漏

【００２５】図７は、上記の各誘電体ロッド長および共

れ導波路となる。このとき、開口３には、図２に示すよ

振周波数でのＺ軸方向の開口面分布を示すもので、図７

うに、誘電体ロッド４における電界の強度分布と相似な

（ａ）は正規化した強度（振幅）分布を、図７（ｂ）は

強度分布を有する電界が形成され、この電界が波源とな

位相分布をそれぞれ示している。図７（ａ）から明らか

って、Ｙ軸の正方向が最大となるように、開口３から漏

なように、振幅に関しては、誘電体ロッド長が増加する

洩波が放射されるので、漏洩波の共振を利用した空中線

に従って分布が広がることが確認できる。すなわち、ｄ

となる。なお、図４は、誘電体ロッド４として比誘電率

＝５０ｍｍの場合には、対称な余弦分布となるが、ｄ＝

が２．０の低分散性のテフロン（商品名）を用い、その

１００ｍｍおよびｄ＝１５０ｍｍの場合には非対称な分

幅ａ＝１０ｍｍ、高さｂ＝６ｍｍとし、励振周波数ｆ＝
１４．６５ＧＨｚとして、誘電体ロッド４の表面からの

布となり、特にｄ＝１５０ｍｍの場合には最大点がプロ
40

ーブ６側に偏った分布となる。しかし、図７（ｂ）から

高さｈ（ｍｍ）に対する強度分布を正規化して示してい

明らかなように、誘電体ロッド４の挿入区間では、位相

る。

の大幅な変化はない。このことは、誘電体ロッド長が自

【００２２】また、ＬＳＥ１

１

モードは速波であるた

由空間中の波長と比較して大きな値となった場合でも、

め、図５に示すように、管内波長λｇは自由空間中の波

漏洩波の共振が生じることを示している。

長λ０よりも長く、カットオフ周波数に近づくにつれて

【００２６】図８は、上記の各誘電体ロッド長および共

増加する。このため、誘電体ロッド４の長さが波長λ０

振周波数での放射指向性の測定結果を示すもので、図８

と比較して長く設定された場合であっても、カットオフ

（ａ）はＹＺ平面における放射指向性を、図８（ｂ）は

周波数付近で共振が生じ、その共振周波数は誘電体ロッ

ＸＹ平面における放射指向性を、それぞれＹ軸の正方向

ド長の増加に従って低くなる。したがって、十分に長い

を０度として示している。図８（ａ）から明らかなよう

誘電体ロッド４を用いれば、開口面分布はλ０と比較し

50

に、いずれの誘電体ロッド長においてもＹＺ平面におい

( 5 )
7

特開２０００−２５２７４０
8

て単峰性の放射指向性が得られ、そのメインローブの半

おいても対称な余弦分布となることが確認できる。ま

値角は、ｄ＝５０ｍｍの場合で１２度、ｄ＝１００ｍｍ

た、図１２（ｂ）から明らかなように、位相に関して

の場合で９度、ｄ＝１５０ｍｍの場合で８．５度とな

は、第１実施の形態の場合と同様に、誘電体ロッド４の

り、誘電体ロッド長の増加による開口面分布の拡大に伴

挿入区間に亘ってほぼ一定となることが確認できる。こ

って指向性が鋭くなることが確認できる。また、図８

のことは、スロット７を介した給電であっても、漏洩波

（ｂ）に示すように、ＸＹ平面における半値角は、いず

の共振が生じることを示している。

れの誘電体ロッド長においても７８度であった。以上の

【００３２】図１３は、上記の各誘電体ロッド長および

半値角から導出される指向性利得は、１６ｄＢｉ〜１８

共振周波数でのＹＺ平面における放射指向性の測定結果

ｄＢｉとなり、十分実用的な空中線であることが確認で
きた。

を示すものである。図１３から明らかなように、ＹＺ平
10

面におけるメインローブの半値角は、ｄ＝５０ｍｍの場

【００２７】なお、図６において、ｄ＝１００ｍｍの場

合で１６度、ｄ＝１００ｍｍの場合で１２度、ｄ＝１５

合には、１４．７５ＧＨｚ付近で絶対利得が最大となる

０ｍｍの場合で９．５度となり、図１の構造よりも大き

が、この場合のＹＺ平面における放射指向性は、図９に

くなっている。しかし、開口面分布が余弦分布となるこ

示すように単峰性とならないため、空中線としては、上

とから、サイドローブレベルは−２０ｄＢ未満となり、

記の１４．３４０ＧＨｚを共振周波数とするのが好まし

極めて優れた指向性が得られることが確認できた。以上

いことが確認できた。

の測定結果は、図１０に示した構造の共振型漏洩波空中

【００２８】図１０は、この発明の第２実施の形態の構

線が、十分実用的であることを示すものである。

成を示す斜視図で、共振型漏洩波空中線を裏面側から見

【００３３】図１４は、この発明の第３実施の形態の構

た状態を示している。この共振型漏洩波空中線は、図１

成を示す斜視図である。この共振型漏洩波空中線は、接

の同軸線路５に代えて、マイクロストリップ線路により

20

地板１１の一方の面上に平行に配列して設けた複数のア

誘電体ロッド４の中央部から給電するようにしたもので

ンテナ素子１２と、各アンテナ素子１２に給電するため

ある。このため、この実施の形態では、誘電体ロッド４

の方形導波管１３とを有している。各アンテナ素子１２

の中央部に対応する接地板１にスロット７を形成すると

は、図１および図１０で説明したと同様に、二枚の金属

共に、接地板１の誘電体ロッド４を配置した面とは反対

平板１４および誘電体ロッド１５を有して構成する。

側の面（他方の面）には誘電体シート８を設け、この誘

【００３４】接地板１１は、その他方の面を方形導波管

電体シート８の表面上にスロット７まで延在させてマイ

１３のＨ面に接続し、各アンテナ素子１２の誘電体ロッ

クロストリップ線路９を形成して、マイクロストリップ

ド１５の中央部に対応して接地板１１および方形導波管

線路９からスロット７を介して給電するようにする。そ

１３のＨ面にスロット１６を連通して形成して、各アン

の他の構成は、図１と同様とする。

テナ素子１２に給電するようにする。ここで、方形導波

【００２９】図１０に示す構成において、スロット７を

30

管１３の主モードであるＴＥ０

１

モードの管内波長をλ

Ｚ軸方向の寸法が１．３ｍｍ、Ｘ軸方向の寸法が４．９

ｇとすると、Ｈ面上における管壁電流は、図１５に示す

ｍｍに形成し、誘電体シート８として厚さ０．４ｍｍ、

ように、λｇ／２ごとに位相が反転し、かつ中心軸Ｂ−

比誘電率２．２のものを用いて、この上に幅１．２ｍｍ

Ｂ′に関して反対称な分布となる。したがって、例えば

のマイクロストリップ線路９を形成し、誘電体ロッド４

図１５に示すように、λｇ／２間隔でスロット１６を形

の長さｄを５０ｍｍ、１００ｍｍおよび１５０ｍｍとし

成してアンテナ素子１２を配列すれば、各アンテナ素子

たそれぞれの場合について、絶対利得、開口面分布およ

１２に同位相で給電することができる。

び放射指向性を測定した。なお、空中線のその他の寸法

【００３５】この実施の形態によれば、複数のアンテナ

および測定条件は、第１実施の形態で説明した寸法およ

素子１２を有する一次元の配列型空中線として機能する

び測定条件と同様とする。
【００３０】図１１は、Ｙ軸の正方向に対するＺ軸に平

ので、ＸＹ平面における放射指向性の半値角を小さくで
40

き、高い指向性利得を得ることができる。また、アンテ

行な偏波の絶対利得の測定結果を示すものである。図１

ナ素子１２の配列間隔（λｇ／２）は、自由空間中の波

１から明らかなように、ｄ＝５０ｍｍの場合には１４．

長（λ０）よりも短いので、グレーティングローブの発

６２ＧＨｚ、ｄ＝１００ｍｍおよびｄ＝１５０ｍｍの場

生も回避することができる。

合には１４．４０ＧＨｚの共振周波数でそれぞれ利得が

【００３６】なお、図１４に示す共振型漏洩波空中線に

極大となる。

おいては、例えば図１５に破線で示すように、方形導波

【００３１】図１２は、上記の各誘電体ロッド長および

管１３内に移相器１７を配置して、複数のアンテナ素子

共振周波数でのＺ軸方向の開口面分布を示すもので、図

１２に異なる位相で給電することにより、ＸＹ平面にお

１２（ａ）は正規化した振幅分布を、図１２（ｂ）は位

いて主ビーム方向を電子的に走査可能に構成することも

相分布をそれぞれ示している。図１２（ａ）から明らか

できる。また、方形導波管１３に代えて、マイクロスト

なように、振幅に関しては、いずれの誘電体ロッド長に

50

リップ線路を用いて給電するよう構成することもでき

( 6 )

特開２０００−２５２７４０

9

10

る。

【図６】

【００３７】図１６は、この発明の第４実施の形態の構

結果を示す図である。

成を示す斜視図である。この実施の形態では、方形導波

【図７】

管２１のＨ面中央部に両端面に亘って延在して空隙２２

および位相分布の測定結果を示す図である。

を形成すると共に、この空隙２２を介してＨ面上にそれ

【図８】

ぞれ垂直に接続して二枚の金属平板２３を方形導波管２

射指向性の測定結果を示す図である。

１の両端面に亘って延在して設け、これら二枚の金属平

【図９】

板２３の両端面および方形導波管２１の両端面をそれぞ

す図である。

れ金属短絡板２４で短絡して、Ｙ軸の正方向に対して開
放する開口２５を形成する。また、方形導波管２１の空

同じく、放射される漏洩波の絶対利得の測定
同じく、開口面のＺ軸方向における強度分布
同じく、ＹＺ平面およびＸＹ平面における放
同じく、漏洩波の放射パターンの他の例を示

【図１０】
10

この発明に係る共振型漏洩波空中線の第２

実施の形態の構成を示す斜視図である。

隙２２を形成したＨ面と対向する面には、同軸線路２６

【図１１】

の外導体を接続し、内導体であるプローブ２７は方形導

される漏洩波の絶対利得の測定結果を示す図である。

波管２１内に挿入して給電するようにする。

【図１２】

【００３８】ここで、方形導波管２１は、管内において

布および位相分布の測定結果を示す図である。

ＴＥ０

【図１３】

１

モードが支持されるように、その幅および高さ

を決定する。また、ＴＥ０

１

モードのＺ軸方向に対する

図１０に示す共振型漏洩波空中線から放射
同じく、開口面のＺ軸方向における強度分
同じく、ＹＺ平面およびＸＹ平面における

放射指向性の測定結果を示す図である。

減衰因子を制御して、余弦分布を有する所望の強度の開

【図１４】

口面分布を得るために、空隙２２および開口２５の幅、

実施の形態の構成を示す斜視図である。

方形導波管２１のＨ面からの金属平板２３の高さを適切

【図１５】

に設定する。
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この発明に係る共振型漏洩波空中線の第３
図１４に示す方形導波管のＨ面上における

管壁電流を説明するための図である。

【００３９】このように構成すれば、上述した実施の形

【図１６】

態と同様に、開口２５から良好な指向性を有する共振型

実施の形態の構成を示す斜視図である。

の波源分布を有する所望の周波数の漏洩波を効率良く放

【符号の説明】

射させることができる。なお、二枚の金属平板２３は、

１ 接地板

それらの両端を連結して開口２５を有する方形状に一体

２ 金属平板

に形成することもできるし、方形導波管２１と一体にプ

３ 開口

レス加工等により形成することもできる。

４ 誘電体ロッド

【００４０】

５ 同軸線路

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、漏れ

６ プローブ

導波路のカットオフ周波数近傍における共振現象を利用

30

この発明に係る共振型漏洩波空中線の第４

７ スロット

して、共振型の波源分布を有する漏洩波を放射するよう

８ 誘電体シート

にしたので、簡単な構造で、かつ良好な指向性を有する

９ マイクロストリップ線路

所望の周波数の漏洩波を効率良く放射することができ

１１

接地板

る。

１２

アンテナ素子

【図面の簡単な説明】

１３

方形導波管

【図１】

１４

金属平板

施の形態の構成を示す斜視図である。

１５

誘電体ロッド

【図２】

１６

スロット

１７

移相器

２１

方形導波管

２２

空隙

成分およびＺ成分を示す図である。

２３

金属平板

【図４】

２４

金属短絡板

２５

開口

２６

同軸線路

２７

プローブ

この発明に係る共振型漏洩波空中線の第１実
図１に示す共振型漏洩波空中線におけるＺ軸

に沿ったＬＳＥ１

１

モードの電界の強度分布を示す図で

ある。
【図３】

40
同じく、Ｘ軸およびＹ軸に沿う電界分布のＸ
同じく、Ｙ軸に沿う電界の強度分布を示す図

である。
【図５】

同じく、管内波長と自由空間中の波長とを示

す図である。

( 7 )

【図１】

特開２０００−２５２７４０

【図２】

【図９】

【図３】

【図４】

【図６】

【図５】

( 8 )

特開２０００−２５２７４０

【図７】

【図１６】

【図８】

【図１０】

【図１１】

( 9 )

【図１２】

特開２０００−２５２７４０

【図１３】

【図１４】

【図１５】

( 10 )

特開２０００−２５２７４０

【手続補正書】
【提出日】平成１２年２月１日（２０００．２．１）

とする共振型漏洩波空中線。

【手続補正１】

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項８

【補正対象項目名】００３７

【補正方法】変更

【補正方法】変更

【補正内容】

【補正内容】

【請求項８】

方形導波管と、該方形導波管のＨ面中央

【００３７】図１６は、この発明の第４実施の形態の構

部に両端面に亘って延在して形成した空隙と、該空隙を

成を示す斜視図である。この実施の形態では、方形導波

介して前記方形導波管のＨ面にそれぞれ垂直に接して両

管２１のＨ面中央部に両端面に亘って延在して空隙２２

端面に亘って平行に延在する二枚の金属平板と、これら

を形成すると共に、この空隙２２を介してＨ面にそれぞ

二枚の金属平板の両端面および前記方形導波管の両端面

れ垂直に接続して二枚の金属平板２３を方形導波管２１

をそれぞれ短絡する金属短絡板と、前記方形導波管の前

の両端面に亘って延在して設け、これら二枚の金属平板

記空隙を形成したＨ面と対向する面に外導体を接続し、

２３の両端面および方形導波管２１の両端面をそれぞれ

内導体を前記方形導波管内に挿入して設けた給電用の同

金属短絡板２４で短絡して、Ｙ軸の正方向に対して開放

軸線路とを有し、

する開口２５を形成する。また、方形導波管２１の空隙

前記方形導波管をＴＥ０

モードが支持されるように形

２２を形成したＨ面と対向する面には、同軸線路２６の

成して、前記二枚の金属平板間の開口から共振型の波源

外導体を接続し、内導体であるプローブ２７は方形導波

分布を有する漏洩波を放射するよう構成したことを特徴

管２１内に挿入して給電するようにする。
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