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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面に形成された第１金属導体に設けたスリットを持つ回路基板と、
　第１開口部および第２開口部を設けたホーンアンテナと、
　前記スリットと前記ホーンアンテナの前記第１開口部との間に設けた四角柱形状の誘電
体を含むインピーダンス整合器と、
　を有する、ミリ波アンテナ。
【請求項２】
　請求項１に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記インピーダンス整合器は、前記回路基板を構成する誘電体とは誘電率の異なる前記
四角柱形状の誘電体によって満たされた形状である、ミリ波アンテナ。
【請求項３】
　請求項１に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記インピーダンス整合器は、前記四角柱形状の誘電体の伝播方向の長さが利用周波数
上限の波長の１／４未満である、ミリ波アンテナ。
【請求項４】
　請求項２に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記インピーダンス整合器は、前記四角柱形状の誘電体の矩形形状の磁界方向のサイズ
が前記ホーンアンテナの前記第１開口部より大きい、ミリ波アンテナ。
【請求項５】
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　請求項１に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記回路基板は、前記回路基板の前記第１面とは反対側の第２面に形成された第２金属
導体に、マイクロストリップ線路またはグランド付コプレーナ線路あるいは導波管路が形
成され、前記四角柱形状の誘電体に給電する伝送線路として利用される、ミリ波アンテナ
。
【請求項６】
　請求項１に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記回路基板は、前記回路基板の前記第１面に形成された前記第１金属導体と、前記回
路基板の前記第１面とは反対側の第２面に形成された第２金属導体と、前記第１金属導体
と前記第２金属導体との間に形成された誘電体と、を多層化した多層基板であり、
　前記回路基板は、
　前記第１金属導体で形成された前記スリットおよび前記第２金属導体で形成されたマイ
クロストリップ線路の伝送線路と、
　前記第１金属導体と、前記第２金属導体と、前記第１金属導体および前記第２金属導体
の金属導体間を接続する層間ビアと、によって形成された前記四角柱形状の誘電体と、
　を備え、
　前記回路基板に前記インピーダンス整合器が内蔵されている、ミリ波アンテナ。
【請求項７】
　請求項１に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記スリットの形状、前記インピーダンス整合器の前記誘電体の形状、および前記ホー
ンアンテナの前記第１開口部の形状が凹形状であり、前記回路基板の５０Ω系特性インピ
ーダンス伝送線路との整合性が確保されている、ミリ波アンテナ。
【請求項８】
　請求項１に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記ホーンアンテナの放射範囲を定義する開口面積を有する前記第２開口部に、誘電体
レンズの誘電率または曲率にて焦点距離を制御した誘電体レンズが配置されている、ミリ
波アンテナ。
【請求項９】
　請求項８に記載のミリ波アンテナにおいて、
　前記誘電体レンズは、片面に凸レンズが形成され、他方の面に線形的となる傾斜状の厚
みを持たせたレンズ形状であり、電波放射方向が屈折効果で偏向される、ミリ波アンテナ
。
【請求項１０】
　回路基板上に、ＲＦ回路と、ＡＤＣ／ＤＡＣ、ＤＳＰおよび電源回路の少なくとも１つ
の電気回路とが設けられ、前記ＲＦ回路で生成された電気信号を、前記回路基板の金属導
体に設けたスリット、および四角柱形状の誘電体を含むインピーダンス整合器を介して、
ホーンアンテナによって送受信し、前記電気回路にて、送受信信号の差分から検知したド
ップラー周波数より速度成分を算出するセンサとして機能するように構成されている、ミ
リ波センサ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のミリ波センサにおいて、
　前記ドップラー周波数より算出して相対速度を計測するミリ波センサであり、前記スリ
ット、前記インピーダンス整合器および前記ホーンアンテナからなるミリ波アンテナが複
数形成され、ミリ波電気信号の送信と受信とにおいて別のミリ波アンテナが用いられる、
ミリ波センサ。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のミリ波センサにおいて、
　前記スリット、前記インピーダンス整合器および前記ホーンアンテナからなるミリ波ア
ンテナは、前記回路基板の第１面に形成された第１金属導体に設けた前記スリットと、第
１開口部および第２開口部を設けた前記ホーンアンテナと、前記スリットと前記ホーンア
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ンテナの前記第１開口部との間に設けた前記四角柱形状の誘電体を含む前記インピーダン
ス整合器と、を有する、ミリ波センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ミリ波帯電磁波を放射するミリ波アンテナおよびそれを用いたミリ波センサ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　大気の特性インピーダンスは、真空の誘電率ε０、透磁率μ０からおおよそ計算可能で
あり、３７７Ω程度である。これに対し、高周波回路に用いられる特性インピーダンスは
、５０Ω系を用いる。これらのインピーダンス比は６倍と大きく（電圧定在波比ＶＳＷＲ
＝７．５）、５０Ω系の伝送線路から大気への放射はアンテナ長がλ／２となるダイポー
ルアンテナに代表されるように共振系のアンテナシステムを用いる。ミリ波帯でよく採用
されているパッチ素子も、導体サイズがλ／２長さとなる共振を利用したアンテナである
。
【０００３】
　パッチアンテナは、平面基板上の導体面に作製できるため、薄型化や低コスト化が容易
である。ミリ波帯（７６ＧＨｚ）での利得２０ｄＢｉ以上となる開口面積は５ｃｍ程度の
大きさを必要とし、この面積全面に配置したパッチ素子からミリ波電波を効率よく放射す
るように、トーナメント型や枝型（特許文献１）、シリーズフェッド型（特許文献２）な
どの様々な給電回路がある。この給電回路は、１つの給電点からインピーダンス整合を図
りつつパッチ素子へ電力分配するため、λ／４整合器を多用しながら設計する。よって、
パッチ素子とλ／４整合器を用いたパッチアレイアンテナでは、良好な反射特性が得られ
る周波数帯域（以下、利用帯域と略す）はキャリア周波数の５％程度である。
【０００４】
　これに対し、導波管を用いたホーンアンテナは、カットオフ周波数よりも高い周波数で
ハイパス特性であるために広帯域である。しかし、導波管の特性インピーダンスは３００
Ωと高く、５０Ω系伝送路と接続するには反射係数が大きい線路である。この対策として
、パッチ素子による共振器を介したマイクロストリップ－導波管変換器（特許文献３）や
λ／４整合器を複数利用したミリ波帯送受信機（特許文献４）が検討されている。これら
の構造に用いられるパッチ素子やλ／４整合器は、多層基板の金属導体に設ける。このよ
うな変換構造においても広帯域化を図るには、共振周波数の異なるパッチ素子を複数用い
る方法や、λ／４整合器を複数利用して特性インピーダンス変化量が小さくなるように段
階的に配置する方法が採られており、必然的に多層基板の層数が多く加工コストが高い問
題が生じている。
【０００５】
　ホーンアンテナには、信号入力部にリッジ構造を設け、低インピーダンス化したアンテ
ナが存在する。導波管構造にはカットオフ周波数があり、ハイパス特性の広帯域な電気特
性を有する。一般に製造されているリッジ付ホーンアンテナは、伝送線路入力部が同軸構
造である。同軸構造とリッジ構造の金属導体の差異から生じる寄生成分は存在するが、波
長１ｃｍ以上であるマイクロ波帯では位相変動が小さく、５０Ω系伝送路への影響は小さ
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２２２５０７号公報
【特許文献２】特開２０１２－５２９２８号公報
【特許文献３】米国特許第７４８６１５６号明細書
【特許文献４】特許第４６４８２９２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述した特許文献３に記載された技術では、マイクロストリップ線路などの伝送線路か
らホーンアンテナに接続する際、放射素子にスリットを用いる。スリットの開口形状は矩
形であり、カットオフ周波数を有するハイパス特性の伝送線路であるため、広帯域化が期
待される放射素子である。スリットの矩形開口部の長辺寸法は、誘電率により波長圧縮さ
れて小型である。
【０００８】
　一方、ホーンアンテナの矩形開口部の長辺サイズは、利用周波数より十分低いカットオ
フ周波数となるように、λ／２以上の長さを必要とする。広帯域化の目的で、ホーンアン
テナの特性インピーダンスをスリット側に近づけると、ホーンアンテナの矩形開口部の縦
横比は電界方向の長さが短くなるように（容量が増すように）形成される。従って、スリ
ットとホーンアンテナの開口部を直接重ねた接続部では、スリット側から見たインピーダ
ンスは容量性の増した線路（低インピーダンスな線路）と見え、逆にホーンアンテナ側か
ら見れば誘導性の増した線路（開口部の長辺が短いために高インピーダンスな線路）と等
価な回路である。
【０００９】
　このように、スリットとホーンアンテナを直接重ねた接続部では、周波数特性の広帯域
化を図るため、スリットとホーンアンテナとの特性インピーダンスを調整するが、互いの
誘電体媒体が異なるために開口部のサイズに差異が生じ、金属導体の差異形状により、キ
ャパシタンス成分とインダクタンス成分の寄生素子が発生する。この金属導体の差異形状
による寄生素子を、周波数に依存せずに集中定数的に取り扱えるようにする必要がある。
【００１０】
　本発明の目的は、伝搬経路中に周波数依存性のある線路を用いないことで伝送線路の広
帯域化を図る技術を提供することにある。
【００１１】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１３】
　一実施の形態におけるミリ波アンテナは、回路基板の第１面に形成された第１金属導体
に設けたスリットと、第１開口部および第２開口部を設けたホーンアンテナと、スリット
とホーンアンテナの第１開口部との間に設けたスロット形状のインピーダンス整合器と、
を有する。
【００１４】
　一実施の形態におけるミリ波センサは、回路基板上に、ＲＦ回路と、ＡＤＣ／ＤＡＣ、
ＤＳＰおよび電源回路の少なくとも１つの電気回路とが設けられ、ＲＦ回路で生成された
電気信号を、回路基板の金属導体に設けたスリットおよびインピーダンス整合器を介して
ホーンアンテナによって送受信し、電気回路にて、送受信信号の差分から検知したドップ
ラー周波数より速度成分を算出するセンサとして機能するように構成されている。
【発明の効果】
【００１５】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下の通りである。
【００１６】
　一実施の形態によれば、伝搬経路中に周波数依存性のある線路を用いないことで伝送線
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路の広帯域化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１における第１例のミリ波アンテナを示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線によるミリ波アンテナの断面図である。
【図３】図１のミリ波アンテナの分解図である。
【図４】図１のミリ波アンテナの等価回路図である。
【図５】本発明の実施の形態１における第２例のミリ波アンテナを示す断面図である。
【図６】本発明の実施の形態１における第３例のミリ波アンテナを示す断面図である。
【図７】本発明の実施の形態１における第４例のミリ波アンテナを示す断面図である。
【図８】図７のミリ波アンテナに形成したスロットを示す斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態２における第１例のミリ波アンテナを示す斜視図である。
【図１０】図９のＡ－Ａ’線によるミリ波アンテナの断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態２における第２例のミリ波アンテナを示す斜視図である。
【図１２】本発明の実施の形態３における第１例のミリ波アンテナを示す斜視図である。
【図１３】図１２のミリ波アンテナの分解図である。
【図１４】本発明の実施の形態３における第２例のミリ波アンテナを示す断面図である。
【図１５】図１４のミリ波アンテナに形成したスロットを示す斜視図である。
【図１６】本発明の実施の形態４における第１例のミリ波アンテナを示す断面図である。
【図１７】本発明の実施の形態４における第２例のミリ波アンテナを示す断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態５における第１例のミリ波センサを示す斜視図である。
【図１９】図１８のミリ波センサの回路構成図である。
【図２０】本発明の実施の形態５における第２例のミリ波センサを示す斜視図である。
【図２１】本発明の実施の形態に対する比較技術におけるミリ波アンテナを示す断面図で
ある。
【図２２】図２１のミリ波アンテナの等価回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の実施の形態においては、便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは
実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらは互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある。
【００１９】
　また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）
に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合な
どを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。
【００２０】
　さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップなども含む）は、特
に明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合などを除き、必ずし
も必須のものではないことは言うまでもない。
【００２１】
　同様に、以下の実施の形態において、構成要素などの形状、位置関係などに言及すると
きは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうではないと考えられる場合などを除
き、実質的にその形状などに近似または類似するものなどを含むものとする。このことは
、上記数値および範囲についても同様である。
【００２２】
　また、実施の形態を説明するための全図において、同一の部材には原則として同一の符
号を付し、その繰り返しの説明は省略する。なお、図面を分かり易くするために、斜視図
や分解図などであってもハッチングを付す場合があり、また断面図であってもハッチング
を省略する場合があり、さらに各図において部分的にハッチングを付す場合あるいは省略
する場合もある。
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【００２３】
　また、以下の実施の形態においては、本発明の特徴を分かり易くするために、本実施の
形態に対する比較技術と比較して説明する。まず、本実施の形態に対する比較技術を説明
する。
【００２４】
　［本実施の形態に対する比較技術］
　本実施の形態に対する比較技術におけるミリ波アンテナについて、図２１を用いて説明
する。図２１は、本実施の形態に対する比較技術におけるミリ波アンテナを示す断面図で
ある。
【００２５】
　図２１において、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、
５はホーンアンテナ、６はＧＮＤ（グランド）導体、７は層間導体を接続する層間ビアで
ある。図２１に示すミリ波アンテナは、スリット１とホーンアンテナ５とを直接重ねたミ
リ波アンテナであり、金属導体の形状の差により寄生成分が発生する。ミリ波帯でリッジ
付ホーンアンテナを採用するには、伝送線路変換部の金属導体の差異で生じる寄生成分を
小さくする必要がある。７６ＧＨｚ帯での自由空間での波長は約４ｍｍである。寄生成分
に生じる位相差を１０度以下に抑えるには、金属導体の差異は波長の１／３６以下となる
０．１ｍｍ以下にする必要があり、金属量産加工時の最小寸法とほぼ等しく、量産には非
現実的なコストが必要である。
【００２６】
　さらに、誘電率ｅｒの誘電体で満たされた回路基板に設けたスリットは、１／√ｅｒの
波長圧縮が生じるために、金属導体に設けた抜き穴のサイズが小型化する。これらの線路
をリッジ付ホーンアンテナに接続すると、導体形状の差異が拡大して寄生成分が増大する
。従って、接続部の構造はさらに小型化が必要なため、スリットとホーンアンテナとを直
接接続したミリ波アンテナは、量産コストに見合う整合方法が実現できていない。
【００２７】
　そこで、本実施の形態では、上述した比較技術に存在する課題に対する工夫を施してい
る。この工夫を施した本実施の形態における技術的思想は、伝搬経路中に周波数依存性の
ある線路を用いないことで伝送線路の広帯域化を図ることである。言い換えれば、帯域制
限となるλ／２サイズの共振系アンテナやλ／４整合器を用いずに、広帯域化するアンテ
ナおよびそれを用いたセンサを提供するものである。
【００２８】
　本実施の形態における技術的思想を実現するための手段として、放射素子であるスリッ
トとホーンアンテナとの間に誘電体によるスロットを設ける。スロットは、四角柱のスロ
ット形状であり、断面形状は矩形形状（長方形）であるが、この矩形の縦横比は容量性を
増すために長辺方向（磁界方向）の長さをスリットより十分長く形成する。あるいは、ス
ロットは、凹型柱（凹型形状の柱状）のスロット形状であり、断面形状は凹型形状である
が、この凹型の縦横比は容量性を増すために長辺方向（磁界方向）の長さをスリットより
十分長く形成する。また、誘電率の大きな誘電体を用いてスロット内を満たすことでも容
量値を増加させる効果がある。また、スロットの長辺をホーンアンテナの開口部の長辺よ
りも長く形成すれば、スリットを形成する導体面とホーンアンテナの金属導体面との間に
も容量性の効果を生成することが可能である。また、スロットの伝搬方向の長さは、容量
性の素子として効果的に機能させるために、集中定数的な振る舞いとなる利用周波数帯域
上限の波長の１／４未満とする。
【００２９】
　これらの手段による効果として、スリットを形成する導体面、誘電体によるスロット、
およびホーンアンテナの金属導体の構成要素のうちの誘電体によるスロットにより、後述
する図４に示すπ型のＬＣ回路となるインピーダンス整合器を形成する。これにより、後
述する図２２に示す誘導性の高インピーダンスを打ち消す容量性成分が付加されることで
、インピーダンス整合器の特性インピーダンスを判断指数である電圧定在波比ＶＳＷＲ＝
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１に近づけられるように、スリットやホーンアンテナの値に寄せることが可能となる。従
って、スリットやホーンアンテナの広帯域性を犠牲にすることなく、伝送線路間の反射特
性を改善した低損失のミリ波帯のアンテナ、およびそれを用いたセンサを実現することが
できる。
【００３０】
　以下では、上述した本実施の形態における技術的思想、これを実現するための手段、こ
の手段による効果などについて、図面を参照しながら説明する。
【００３１】
　［実施の形態１］
　本実施の形態１におけるミリ波アンテナについて、図１～図８を用いて説明する。
【００３２】
　＜実施の形態１における第１例＞
　図１は、本実施の形態１における第１例のミリ波アンテナを示す斜視図である。図２は
、図１のＡ－Ａ’線によるミリ波アンテナの断面図である。図３は、図１のミリ波アンテ
ナの分解図である。図１～図３において、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイ
クロストリップ線路、４はスロット、５はホーンアンテナ、６はＧＮＤ（グランド）導体
、７は層間導体を接続する層間ビアである。このミリ波アンテナにおいて、電界方向、磁
界方向、伝搬方向は、図１に示した通りである。電界方向は図１において左上から右下へ
の方向、磁界方向は電界方向に直交する方向（図１において右上から左下への方向）、伝
搬方向は電界方向および磁界方向に直交する方向（図１において上から下への方向）であ
る。
【００３３】
　このミリ波アンテナにおいて、マイクロストリップ線路３は回路基板２の上面に形成さ
れ、ＧＮＤ導体６は回路基板２の下面に形成され、ＧＮＤ導体６がマイクロストリップ線
路３のＧＮＤ電極として機能する。回路基板２は、マイクロストリップ線路３およびＧＮ
Ｄ導体６の金属導体と、この金属導体間に形成された誘電体とを多層化した多層基板であ
る。マイクロストリップ線路３の末端は、スリット１を跨いで層間ビア７を介してＧＮＤ
導体６と接続する。スリット１は、ＧＮＤ導体６に設けられた矩形状の抜き穴である。こ
の矩形状の抜き穴は、長方形からなり、磁界方向が長辺であり、電界方向が短辺である。
マイクロストリップ線路３とＧＮＤ導体６との間の電磁波はＴＥＭモードで伝搬するが、
スリット１の長辺間に加えられることでＴＥ０１モードの電波として放射される。ミリ波
アンテナを通過する電磁波の利用帯域において、周波数下限をｆ１、周波数上限をｆ２と
する。スリット１のカットオフ周波数がｆ１以下となるように、抜き穴の長辺は回路基板
２の誘電率ｅ１により波長圧縮した長さλ１／（２√ｅ１）以上とする。
【００３４】
　ホーンアンテナ５は、スリット１から放射されたＴＥ０１モードの電波を空間に放射す
る。ホーンアンテナ５は、アンテナ利得や放射方向を定義するための所望の矩形状（長方
形、磁界方向が長辺、電界方向が短辺）の開口面積による放射開口部５－２を有し、導体
面により構成された導波管によるテーパ状の形状を有する。スリット１と近接するホーン
アンテナ５の信号入力部は、矩形状（長方形、磁界方向が長辺、電界方向が短辺）の開口
部５－１を有する導波管形状であり、その長辺は、空間に放射するアンテナであるため、
波長圧縮√１（誘電率１）によって求まる管内波長λ１／２以上の長さとなる。
【００３５】
　回路基板２に設けられるスリット１とホーンアンテナ５の矩形状の長辺の長さは、媒介
する誘電体により√ｅ１倍の相対比が生じる。回路基板２に用いる誘電体が誘電率４のガ
ラスエポキシ樹脂である場合、導体長辺の長さの相対比は約２倍と大きい。上述した図２
１に示した比較技術のスリット１とホーンアンテナ５とを直接接続したミリ波アンテナに
おいて、導体の長辺サイズが異なるスリット１とホーンアンテナ５とが接する場合、スリ
ット１側から見たホーンアンテナ５は低インピーダンス的、ホーンアンテナ５側から見た
スリット１は高インピーダンス的な伝送線路として扱われ、導体不連続面が図２２に示す
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等価回路となる。
【００３６】
　図２２は、図２１のミリ波アンテナの等価回路図である。図２２において、スリット１
とホーンアンテナ５との間に、寄生インダクタンス３１と寄生キャパシタンス３２とが生
成され、寄生インダクタンス３１はスリット１とホーンアンテナ５との間に生じ、寄生キ
ャパシタンス３２はスリット１側にＧＮＤ電位との間に生ずる。
【００３７】
　これに対して、図１～図３に示すミリ波アンテナでは、スロット４をスリット１とホー
ンアンテナ５との間に配置する。スロット４は、四角柱のスロット形状である。ミリ波ア
ンテナにスロット４を追加することで、図４のような等価回路となる。図４は、図１～図
３に示すミリ波アンテナの等価回路図である。図４の等価回路に示すように、寄生インダ
クタンス３１と寄生キャパシタンス３２とスロット４による容量成分とによりπ型の等価
回路を形成する。スロット４による容量成分で寄生インダクタンスによる高インピーダン
ス成分を相殺し、等価回路のインピーダンスをスリット１およびホーンアンテナ５の線路
特性インピーダンスに近づけることで、線路間の電圧定在波比を抑制する。すなわち、特
性インピーダンスを、判断指数である電圧定在波比ＶＳＷＲ＝１に近づける。
【００３８】
　スロット４の伝搬方向の長さは、図４に示す等価回路が集中定数回路として扱えるよう
に、スロット４の伝搬位相回転量は９０°（ミリ波アンテナの周波数上限ｆ２の波長λ２
に対して）未満となることが望ましい。すなわち、図３に示すスロット４の伝搬方向の長
さＬ３は、利用周波数上限ｆ２の波長λ２の１／４未満である。また、図１～図３に示す
スロット４は、ホーンアンテナ５の信号入力部の導体内面よりも大きく設けることで容量
成分を増加させることが可能である。特に、スロット４内の磁界方向のサイズを広げるこ
とで容量成分をより効果的に増加させることが可能である。すなわち、図３に示すスロッ
ト４の磁界方向の長さＬ１は、ホーンアンテナ５の開口部５－１の磁界方向の長さＬ１１
よりも長い。また、図３に示すスロット４の例では、スロット４の電界方向の長さＬ２も
、ホーンアンテナ５の開口部５－１の電界方向の長さＬ１２よりも長くなっている。また
、スロット４の電界方向の長さは、容量成分を増すためにスリット１の短辺の長さ以下と
することが望ましい。さらに、スロット４を誘電率ｅ２の誘電体で満たすと、容量成分を
ｅ２倍に増加可能である。スロット４における容量成分値は、寄生素子に対する補正係数
であり、スロット４のスロット形状（四角柱）における断面矩形サイズ、長さ（伝搬方向
）、誘電率ｅ２を最適化するための設計事項である。
【００３９】
　上記スリット１および上記ホーンアンテナ５の信号入力部を特定の特性インピーダンス
で設計された伝送路において、誘電率ｅ２の誘電体で満たされたスロット４を介して接続
すれば、断面導体の不連続部を含め、特性インピーダンス差を小さくし、伝送路間の電圧
定在波比を抑えることが可能となる。従って、スロット４をスリット１とホーンアンテナ
５との間のインピーダンス整合器として利用することで、回路基板２を含むミリ波アンテ
ナで利用帯域を広帯域に用いることが可能である。
【００４０】
　＜実施の形態１における第２例＞
　図５は、本実施の形態１における第２例のミリ波アンテナを示す断面図である。図５に
おいて、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、４はスロッ
ト、５はホーンアンテナ、６はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層間ビア、８は筐体
である。この例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
【００４１】
　図５に示すミリ波アンテナは、筐体８にスロット形状の抜き穴を設け、誘電率ｅ２の誘
電体で満たしたスロット４を形成する。上記回路基板２には、所望の回路動作を実現すべ
く半導体部品や受動部品、コネクタなどの様々な回路部品が搭載される。回路基板２での
発熱や動作環境により基板温度が変化する場合、回路基板２の一部もしくは全体が膨張し
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て反り返りが発生する。回路基板２およびホーンアンテナ５を筐体８に固定することによ
り、熱応力によるスロット４との位置ずれや分離を抑制し、機械的に安定したミリ波アン
テナを形成することが可能である。
【００４２】
　＜実施の形態１における第３例＞
　図６は、本実施の形態１における第３例のミリ波アンテナを示す断面図である。図６に
おいて、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、４はスロッ
ト、５はホーンアンテナ、６はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層間ビアである。こ
の例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
【００４３】
　図６に示すミリ波アンテナは、図５に示した筐体８をホーンアンテナ５と一体化し、ホ
ーンアンテナ５の信号入力部にスロット形状の抜き穴を設け、誘電率ｅ２の誘電体で満た
したスロット４を形成する。回路基板２をホーンアンテナ５に固定することにより、スロ
ット４との位置ずれや分離を抑制し、機械的に安定したミリ波アンテナを形成することが
可能である。
【００４４】
　＜実施の形態１における第４例＞
　図７は、本実施の形態１における第４例のミリ波アンテナを示す断面図である。図７に
おいて、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、４はスロッ
ト、５はホーンアンテナ、６－１，６－２はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層間ビ
アである。この例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
【００４５】
　図７に示すミリ波アンテナにおいて、回路基板２は、誘電率ｅ１の誘電体層（マイクロ
ストリップ線路３側）と誘電率ｅ２の誘電体層（ホーンアンテナ５側）とを積層した複層
基板であり、誘電率ｅ２の誘電体層には層間ビア７を四角形状にアレイ化したスロット４
を模擬した構造を有する。
【００４６】
　図８は、回路基板２の誘電率ｅ２の誘電体層に層間ビア７を用いて形成したスロット４
を示す斜視図である。ＧＮＤ導体６は、スリット１を形成するＧＮＤ導体６－１と、ホー
ンアンテナ５の信号入力部と接するＧＮＤ導体６－２とからなり、ＧＮＤ導体６－１，６
－２の電位を共通化する層間ビア７により接続されている。四角形状にアレイ化された層
間ビア７（以下、ビアアレイ９と記す）は、スリット１の抜き穴より外側に配置すること
で、ビアアレイ９の内側の誘電率ｅ２の誘電体層が上述した図１などに示すスロット４と
同等の機能を実現する。誘電率ｅ２の誘電体層の厚さはスロット４の長さ（伝搬方向）と
なり、ビアアレイ９のビア内面距離はスロット４の断面矩形サイズと等価であり、誘電率
ｅ２の誘電体層の層厚さ、ビアアレイ９の内面距離の縦横サイズが、上述した図４の等価
回路に示す容量成分値の設計事項となる。また、ＧＮＤ導体６－１に設けたスリット１の
開口サイズ、ホーンアンテナ５の信号入力部の開口サイズも、ビアアレイ９との相対的差
分により容量値が変動するため、スリット１の開口サイズなどを最適化設計事項として利
用することも可能である。
【００４７】
　［実施の形態２］
　本実施の形態２におけるミリ波アンテナについて、図９～図１１を用いて説明する。
【００４８】
　＜実施の形態２における第１例＞
　図９は、本実施の形態２における第１例のミリ波アンテナを示す斜視図である。図１０
は、図９のＡ－Ａ’線によるミリ波アンテナの断面図である。図９および図１０において
、１はスリットであり、２は回路基板、１１は擬似導波管線路、４はスロット、５はホー
ンアンテナ、６－１，６－３はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層間ビアである。こ
の例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
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【００４９】
　図９および図１０に示すミリ波アンテナにおいて、擬似導波管線路１１は、回路基板２
に形成され、層間ビア７で接続された回路基板２の上下導体面に形成されたＧＮＤ導体６
－３，６－１間を伝搬する電磁波に対し、伝搬方向の磁界方向に配した層間ビア７間の距
離ｄによりカットオフ周波数を定義した導波管線路である。スリット１は、回路基板２の
下面側のＧＮＤ導体６－１に設けられた矩形状の抜き穴である。スリット１の抜き穴の長
辺、および擬似導波管線路１１のビア間距離はカットオフ周波数がｆ１以下となるように
回路基板２の誘電率ｅ１により波長圧縮した長さλ１／（２√ｅ１）以上とする。
【００５０】
　ホーンアンテナ５は、アンテナ利得や放射方向を定義するための所望の矩形状の開口面
積による放射開口部５－２を有し、導体面により構成された導波管によるテーパ状の形状
を有する。スリット１と近接するホーンアンテナ５の信号入力部は、矩形状の開口部５－
１を有する導波管形状であり、その長辺は、空間に放射するアンテナであるため、波長圧
縮√１（誘電率１）によって求まる管内波長λ１／２以上の長さとなる。擬似導波管線路
１１とスリット１との接続部の反射特性を抑えるように特性インピーダンスを揃えると、
誘電率ｅ１の誘電体により定義される線路であるため、スリット１の短辺と誘電率ｅ１の
誘電体の厚さは必然的に近似的な長さとなる。図９および図１０に示す擬似導波管線路１
１を用いたミリ波アンテナにおいても、回路基板２に設けられるスリット１とホーンアン
テナ５の矩形状の長辺の長さは、媒介する誘電体により√ｅ１倍の相対比が生じる。従っ
て、導体不連続面が、上述した図２２に示すような等価回路となる。
【００５１】
　しかしながら、図９および図１０に示すミリ波アンテナでは、スロット４をスリット１
とホーンアンテナ５との間に配置する。ミリ波アンテナにスロット４を追加することで、
上述した図４の等価回路に示すように、寄生インダクタンス３１と寄生キャパシタンス３
２とスロット４による容量成分とによりπ型の等価回路を形成する。スロット４による容
量成分で寄生インダクタンスによる高インピーダンス成分を相殺し、等価回路のインピー
ダンスをスリット１およびホーンアンテナ５の線路特性インピーダンスに近づけることで
、線路間の電圧定在波比を抑制する。
【００５２】
　スロット４の伝搬方向の長さは、上述した図４に示す等価回路が集中定数回路として扱
えるように、スロット４の伝搬位相回転量は９０°未満となることが望ましい。また、図
９および図１０に示すスロット４は、ホーンアンテナ５の信号入力部の導体内面よりも大
きく設けることで容量成分を増加させることが可能である。特に、スロット４内の磁界方
向のサイズを広げることで容量成分をより効果的に増加させることが可能である。また、
スロット４の電界方向の長さは、容量成分を増すためにスリット１の短辺の長さ以下とす
ることが望ましい。さらに、スロット４を誘電率ｅ２の誘電体で満たすと、容量成分をｅ
２倍に増加可能である。スロット４における容量成分値は、寄生素子に対する補正係数で
あり、スロット４のスロット形状（四角柱）における断面矩形サイズ、長さ（伝搬方向）
、誘電率ｅ２を最適化するための設計事項である。
【００５３】
　上記スリット１および上記ホーンアンテナ５の信号入力部を特定の特性インピーダンス
で設計された伝送路において、誘電率ｅ２の誘電体で満たされたスロット４を介して接続
すれば、断面導体の不連続部を含め、特性インピーダンス差を小さくし、伝送路間の電圧
定在波比を抑えることが可能となり、回路基板２を含むミリ波アンテナで利用帯域を広帯
域に用いることが可能である。
【００５４】
　＜実施の形態２における第２例＞
　図１１は、本実施の形態２における第２例のミリ波アンテナを示す斜視図である。図１
１において、１はスリットであり、２は回路基板、１２はグランド付コプレーナ線路、４
はスロット、５はホーンアンテナ、６－１，６－３はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続す
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る層間ビアである。この例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
【００５５】
　図１１に示すミリ波アンテナにおいて、グランド付コプレーナ線路１２は、回路基板２
の上面に形成され、ＧＮＤ導体６－１は回路基板２の下面に形成され、ＧＮＤ導体６－１
がグランド付コプレーナ線路１２のＧＮＤ電極として機能する。グランド付コプレーナ線
路１２の末端は、回路基板２の下面のＧＮＤ導体６－１と層間ビア７で接続された回路基
板２の上面のＧＮＤ導体６－３と接続される。スリット１は、ＧＮＤ導体６－１に設けら
れた矩形状の抜き穴である。グランド付コプレーナ線路１２とＧＮＤ導体６－１との間の
電磁波は主にＴＥＭモードで伝搬するが、スリット１の長辺間に加えられることでＴＥ０
１モードの電磁波として放射される。ミリ波アンテナを通過する電磁波の利用帯域におい
て、スリット１のカットオフ周波数がｆ１以下となるように、抜き穴の長辺は回路基板２
の誘電率ｅ１により波長圧縮した長さλ１／（２√ｅ１）以上とする。
【００５６】
　図１１のグランド付コプレーナ線路１２を用いたミリ波アンテナにおいても、スロット
４はスリット１とホーンアンテナ５との間に配置する。ミリ波アンテナにスロット４を追
加することで、上述した図４の等価回路に示すように、寄生インダクタンス３１と寄生キ
ャパシタンス３２とスロット４による容量成分とによりπ型の等価回路を形成する。
【００５７】
　上記スリット１および上記ホーンアンテナ５の信号入力部を特定の特性インピーダンス
で設計された伝送路において、誘電率ｅ２の誘電体で満たされたスロット４を介して接続
すれば、断面導体の不連続部を含め、特性インピーダンス差を小さくし、伝送路間の電圧
定在波比を抑えることが可能となり、回路基板２を含むミリ波アンテナで利用帯域を広帯
域に用いることが可能である。
【００５８】
　［実施の形態３］
　本実施の形態３におけるミリ波アンテナについて、図１２～図１５を用いて説明する。
【００５９】
　＜実施の形態３における第１例＞
　図１２は、本実施の形態３における第１例のミリ波アンテナを示す斜視図である。図１
３は、図１２のミリ波アンテナの分解図である。図１２および図１３において、１はスリ
ットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、４はスロット、５はホーンア
ンテナ、６はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層間ビアである。この例では、上述し
た例と異なる点を主に説明する。
【００６０】
　図１２および図１３に示すミリ波アンテナにおいて、マイクロストリップ線路３は、回
路基板２の上面に形成され、ＧＮＤ導体６は回路基板２の下面に形成され、ＧＮＤ導体６
がマイクロストリップ線路３のＧＮＤ電極として機能する。マイクロストリップ線路３の
末端は、スリット１を跨いで層間ビア７を介してＧＮＤ導体６と接続する。スリット１は
、ＧＮＤ導体６に設けられた凹型形状の抜き穴である。マイクロストリップ線路３とＧＮ
Ｄ導体６との間の電磁波はＴＥＭモードで伝搬するが、スリット１の長辺間に加えられる
ことでＴＥ０１モードの電波として放射される。ミリ波アンテナを通過する電磁波の利用
帯域において、周波数下限をｆ１、周波数上限をｆ２とする。スリット１のカットオフ周
波数がｆ１以下となるように、抜き穴の長辺は回路基板２の誘電率ｅ１により波長圧縮し
た長さλ１／（２√ｅ１）以上とする。回路基板２上に設けられたマイクロストリップ線
路３の特性インピーダンスが５０Ωの場合など、スリット１の抜き穴形状を凹型とするこ
とで、スリット１のカットオフ周波数を維持しつつ、特性インピーダンスを効果的に低減
可能である。
【００６１】
　ホーンアンテナ５は、アンテナ利得や放射方向を定義するための所望の凹型の開口面積
による放射開口部５－２を有し、導体面により構成された導波管によるテーパ状の形状を
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有する。スリット１と近接するホーンアンテナ５の信号入力部は、凹型の開口部５－１を
有する導波管形状であり、その長辺は、空間に放射するアンテナであるため、波長圧縮√
１（誘電率１）によって求まる管内波長λ１／２以上の長さとなる。ホーンアンテナ５の
信号入力部もまた凹型のリッジ構造５－３に加工することで、カットオフ周波数を維持し
つつ、特性インピーダンスを効果的に低減可能である。大気の空間インピーダンスとの整
合性は、テーパ状に加工された導波管において、リッジ状の突起を徐々に短くし導波管内
面に寄せることでホーンアンテナ５内でのインピーダンス変換を行う。ホーンアンテナ５
は、所望の放射指向性を得ることのできる有限の開口面積が必要であり、ホーンアンテナ
５の長さそのものが波長λ１の５倍以上と長いため、リッジ状の突起を設けてもホーンア
ンテナ５の長さが延長することはない。
【００６２】
　図１２および図１３に示すミリ波アンテナにおいても、回路基板２に設けられるスリッ
ト１とホーンアンテナ５の凹型形状の長辺の長さは、媒介する誘電体により√ｅ１倍の相
対比が生じる。従って、導体の長辺サイズが異なるスリット１とホーンアンテナ５とが接
する場合、スリット１側から見たホーンアンテナ５は低インピーダンス的、ホーンアンテ
ナ５側から見たスリット１は高インピーダンス的な伝送線路として扱われ、導体不連続面
が上述した図２２に示すような等価回路となる。スリット１とホーンアンテナ５との間に
、寄生インダクタンス３１と寄生キャパシタンス３２とが生成され、寄生インダクタンス
３１はスリット１とホーンアンテナ５との間に生じ、寄生キャパシタンス３２はスリット
１側にＧＮＤ電位との間に生ずる。
【００６３】
　しかしながら、図１２および図１３に示すミリ波アンテナでは、スリット１とホーンア
ンテナ５との間にスロット４を追加することで、上述した図４の等価回路に示すように、
寄生インダクタンス３１と寄生キャパシタンス３２とスロット４による容量成分とにより
π型の等価回路を形成する。スロット４の伝搬方向の断面も電波強度の急激な変化を生じ
ないように凹型とする。すなわち、スロット４は、凹型柱（凹型形状の柱状）のスロット
形状であり、断面形状は凹型形状である。スロット４による容量成分で寄生インダクタン
スによる高インピーダンス成分を相殺し、等価回路のインピーダンスを凹型のスリット１
およびリッジ付ホーンアンテナ５の線路特性インピーダンスに近づけることで、線路間の
電圧定在波比を抑制する。
【００６４】
　スロット４の伝搬方向の長さは、上述した図４に示す等価回路が集中定数回路として扱
えるように、スロット４の伝搬位相回転量は９０°（ミリ波アンテナの周波数上限ｆ２の
波長λ２に対して）未満となることが望ましい。また、図１２および図１３に示すスロッ
ト４のサイズはホーンアンテナ５の信号入力部の導体内面よりも大きく設けることで容量
成分を増加させることが可能である。特に、スロット４内の磁界方向のサイズを広げるこ
とで容量成分をより効果的に増加させることが可能である。また、スロット４の電界方向
の長さは容量成分を増すためにスリット１の短辺の長さ以下とすることが望ましい。さら
に、スロット４を誘電率ｅ２の誘電体で満たすと、誘電率ｅ２の容量増加効果により上述
した図４の等価回路を成立させる容量成分が実現でき、スリット１の凹型の突起の長さよ
りもスロット４の凹型の突起を短くすることが可能である。スロット４における容量成分
値は、寄生素子に対する補正係数であり、スロット４の断面凹型サイズ、電波伝搬方向の
長さ、凹型の突起の長さおよび幅、誘電率ｅ２を最適化するための設計事項である。
【００６５】
　上記スリット１および上記ホーンアンテナ５の信号入力部を特定の特性インピーダンス
で設計された伝送路において、誘電率ｅ２の誘電体で満たされた凹型のスロット４を介し
て接続すれば、断面導体の不連続部を含め、特性インピーダンス差を小さくし、伝送路間
の電圧定在波比を抑えることが可能となり、回路基板２を含むミリ波アンテナで利用帯域
を広帯域に用いることが可能である。
【００６６】
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　＜実施の形態３における第２例＞
　図１４は、本実施の形態３における第２例のミリ波アンテナを示す断面図である。図１
４において、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、４はス
ロット、５はホーンアンテナ、６－１，６－２はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層
間ビアである。この例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
【００６７】
　図１４に示すミリ波アンテナにおいて、回路基板２は、誘電率ｅ１の誘電体層と誘電率
ｅ２の誘電体層とを積層した複層基板であり、誘電率ｅ２の誘電体層には層間ビア７を四
角形状にアレイ化したスロット４を模擬した構造を有する。スリット１、スロット４およ
びホーンアンテナ５の信号入力部の導体は凹型の形状をなす。
【００６８】
　図１５は、回路基板２の誘電率ｅ２の誘電体層に層間ビア７を用いて形成した凹型の抜
き穴を有するスロット４を示す斜視図である。ＧＮＤ導体６は、スリット１を形成するＧ
ＮＤ導体６－１と、ホーンアンテナ５の信号入力部と接するＧＮＤ導体６－２とからなり
、ＧＮＤ導体６－１，６－２の電位を共通化する層間ビア７により接続されている。凹型
状にアレイ化された層間ビア７（ビアアレイ９）は、スリット１の抜き穴より外側に配置
することで、ビアアレイ９の内側の誘電率ｅ２の誘電体層が上述した図１などに示すスロ
ット４と同等の機能を実現する。誘電率ｅ２の誘電体層の厚さはスロット４の長さとなり
、ビアアレイ９のビア内面距離はスロット４の凹型サイズと等価であり、誘電率ｅ２の誘
電体層の層厚さ、ビアアレイ９の内面距離の縦横サイズが、上述した図４の等価回路に示
す容量成分値の設計事項となる。また、ＧＮＤ導体６－１に設けたスリット１の開口サイ
ズ、ホーンアンテナ５の信号入力部の開口サイズも、ビアアレイ９との相対的差分により
容量値が変動するため、スリット１の開口サイズなどを最適化設計事項として利用するこ
とも可能である。
【００６９】
　［実施の形態４］
　本実施の形態４におけるミリ波アンテナについて、図１６～図１７を用いて説明する。
【００７０】
　＜実施の形態４における第１例＞
　図１６は、本実施の形態４における第１例のミリ波アンテナを示す断面図である。図１
６において、１はスリットであり、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、４はス
ロット、５はホーンアンテナ、６－１，６－２はＧＮＤ導体、７は層間導体を接続する層
間ビア、１０は誘電体レンズである。この例では、上述した例と異なる点を主に説明する
。
【００７１】
　図１６に示すミリ波アンテナは、上述した図１４および図１５に示したミリ波アンテナ
に誘電体レンズ１０を追加した例である。本実施の形態は、これに限らず、上述した図１
～図１３などに示した他のミリ波アンテナにも適用可能である。
【００７２】
　図１６に示すミリ波アンテナにおいて、回路基板２は、誘電率ｅ１の誘電体層と誘電率
ｅ２の誘電体層とを積層した複層基板であり、誘電率ｅ２の誘電体層には層間ビア７を四
角形状にアレイ化したスロット４を模擬した構造を有する。スリット１、スロット４およ
びホーンアンテナ５の信号入力部の導体は凹型の形状をなす。スロット４は、上述した図
１４および図１５に示したように、回路基板２内にＧＮＤ導体６－１，６－２と層間ビア
７により構成する。
【００７３】
　誘電体レンズ１０は、ホーンアンテナ５の放射開口部５－２に設置し、ホーンアンテナ
５内で放射状に拡散した電磁波を、伝搬方向に位相を調整するためのレンズである。所望
するレンズ焦点距離により、片側凸レンズ、両面凸レンズ、片面シリンドリカルレンズを
用いる。図１６では、ホーンアンテナ５の信号入力部側に凸状となる片側凸レンズを用い
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ている。レンズ材の誘電率を増すことでレンズ曲率やレンズ焦点距離を調整可能であり、
高誘電率のレンズ材を用いることでホーンアンテナ５の長さを短縮することも可能である
。
【００７４】
　＜実施の形態４における第２例＞
　図１７は、本実施の形態４における第２例のミリ波アンテナを示す断面図である。図１
７に示すミリ波アンテナは、上述した図１６に示したミリ波アンテナの誘電体レンズ１０
を変更した例である。この例では、上述した例と異なる点を主に説明する。
【００７５】
　図１７に示すミリ波アンテナでは、片面凸レンズと三角形のプリズムとを合成した形状
、すなわち片面に凸レンズが形成され、他方の面に線形的となる傾斜状の厚みを持たせた
レンズ形状の誘電体レンズ１０をホーンアンテナ５の放射開口部５－２に設置する。図１
７に示すような誘電体レンズ１０を設けると、レンズ屈折率により電磁波の伝搬方向（電
波放射方向）を偏向することも可能である。
【００７６】
　［実施の形態５］
　本実施の形態５におけるミリ波センサについて、図１８～図２０を用いて説明する。本
実施の形態５におけるミリ波センサは、上述した実施の形態１～４に示したミリ波アンテ
ナを用いたセンサである。
【００７７】
　＜実施の形態５における第１例＞
　図１８は、本実施の形態５における第１例のミリ波センサを示す斜視図である。図１８
において、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、５はホーンアンテナ、２１はミ
リ波帯ＲＦ（Radio Frequency）回路、２２はＡＤＣ（Analog/Digital Converter）／Ｄ
ＡＣ（Digital/Analog Converter）、２３はＤＳＰ（Digital Signal Processing Unit）
、２４は電源ユニット、２６は入出力端子である。図１８に示すミリ波センサにおいて、
回路基板２、マイクロストリップ線路３およびホーンアンテナ５は、上述した実施の形態
１～４に示したミリ波アンテナの構成要素である。図１８に示すミリ波センサは、上述し
た図１２および図１３に示したミリ波アンテナを用いた例である。
【００７８】
　図１９は、図１８のミリ波センサの回路構成図である。図１９において、２５は送受信
アンテナであり、上述した実施の形態１～４に示したミリ波アンテナに対応する。
【００７９】
　図１８および図１９に示すミリ波センサにおいて、例えば、ミリ波帯ＲＦ回路２１で生
成されたミリ波信号は、送受信アンテナ２５のマイクロストリップ線路３を経由し、ホー
ンアンテナ５から放射され、ターゲットとなる被測定物に到達して反射され、再度、ホー
ンアンテナ５により受信される。この受信されたミリ波信号には相対速度差によるドップ
ラー信号が含まれており、ミリ波帯ＲＦ回路２１で受信波を送信波と比較することにより
ドップラー信号を抽出する。この抽出されたドップラー信号はＡＤＣ／ＤＡＣ２２のＡＤ
Ｃでデジタル信号に変換され、ＤＳＰ２３によりフーリエ変換し、ドップラー周波数を検
出して解析することで、相対速度等の被測定物の相対動作状況を算出する。
【００８０】
　また、ＤＳＰ２３による処理結果は、入出力端子２６を通じて出力することができる。
また、入出力端子２６を通じて入力されたデジタル信号を、ＤＳＰ２３で処理し、ＡＤＣ
／ＤＡＣ２２のＤＡＣでアナログ信号に変換してミリ波帯ＲＦ回路２１に伝送することも
可能である。
【００８１】
　＜実施の形態５における第２例＞
　図２０は、本実施の形態５における第２例のミリ波センサを示す斜視図である。図２０
において、２は回路基板、３はマイクロストリップ線路、５はホーンアンテナ、２１はミ
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リ波帯ＲＦ回路、２２はＡＤＣ／ＤＡＣ、２３はＤＳＰ、２４は電源ユニット、２６は入
出力端子、２８はミリ波帯ＲＦ回路２１を覆う蓋である。この例では、上述した例と異な
る点を主に説明する。
【００８２】
　図２０に示すミリ波センサでは、送受信間のアイソレーションを低減し、受信回路のダ
イナミックレンズを改善する目的で、ホーンアンテナ５を複数用い（図２０は２個の例）
、送信用と受信用のアンテナを分離する。また、ホーンアンテナ５を送信用と受信用に各
々２個以上用いれば、複数配置したアンテナ間の位相差をミリ波帯ＲＦ回路２１にて能動
的に設けることで、放射方向走査（アクティブビームスキャン）を実現可能である。さら
に、送受信共用のホーンアンテナ５を複数設け、上述した図１７に示した放射方向を任意
の方向に変更する誘電体レンズを用いれば、放射方向の異なる複数のアンテナビームを実
現することが可能である。
【００８３】
　ミリ波帯ＲＦ回路２１やＡＤＣ／ＤＡＣ２２、ＤＳＰ２３などの表面実装部品は、実装
コスト低減のために同一基板面に実装する。ミリ波信号は波長が短いため、ミリ波帯ＲＦ
回路２１やマイクロストリップ線路３からＡＤＣ／ＤＡＣ２２、ＤＳＰ２３へミリ波信号
の漏えいが発生し、センシングの誤作動を生じる。
【００８４】
　この対策として、ミリ波帯ＲＦ回路２１およびマイクロストリップ線路３を覆う蓋２８
を設ける。上述した図１８や図２０に示したように、ミリ波帯ＲＦ回路２１とマイクロス
トリップ線路３は回路基板２の上面に構成され、ホーンアンテナ５と回路基板２内のＧＮ
Ｄ導体６により電気的に隔離されている。上述した本実施の形態におけるミリ波アンテナ
の構造を用いれば、ミリ波センサ内部のミリ波信号を回路基板２と蓋２８で形成される閉
空間に遮蔽することが可能となる。蓋２８は、遮蔽効果のある金属製あるいはカーボンな
どの導電性樹脂により成形される。蓋２８によって生成される閉空間サイズによっては、
空間共振により利用するミリ波帯域でノイズが発生する。この対策として、分子分極反応
による誘電損失を利用したカーボンなどの材料や磁性損失を利用するフェライトなどを樹
脂組成の一部として利用し、電波吸収特性と電波遮蔽効果とを両立する蓋２８を用いれば
、射出成型の低コスト生産性と樹脂材料の軽量性を実現可能である。
【００８５】
　［実施の形態１～５における効果］
　以上説明した実施の形態１～５におけるミリ波アンテナおよびそれを用いたミリ波セン
サによれば、伝搬経路中に周波数依存性のある線路を用いないことで伝送線路の広帯域化
を図ることができる。言い換えれば、帯域制限となるλ／２サイズの共振系アンテナやλ
／４整合器を用いずに、広帯域化するアンテナおよびそれを用いたセンサを提供すること
ができる。より詳細には、以下の通りである。
【００８６】
　（１）スリット１とホーンアンテナ５との間に誘電体によるスロット４を設けることで
、容量性を増加させることができる。（２）誘電率の大きな誘電体を用いてスロット４内
を満たすことで、容量値を増加させることができる。（３）スロット４の伝搬方向の長さ
を利用周波数上限の波長の１／４未満とすることで、容量性の素子として効果的に機能さ
せ、集中定数的な振る舞いとなるようにすることができる。（４）スロット４の矩形形状
または凹型形状の長辺をホーンアンテナ５の開口部の長辺よりも長く形成することで、ス
リット１を形成する導体面とホーンアンテナ５の金属導体面との間にも容量性の効果を生
成することができる。
【００８７】
　（５）上記（１）～（４）に示したスロット４による容量性成分を付加して、スロット
４をスリット１とホーンアンテナ５との間のインピーダンス整合器として利用することで
、金属導体の差異形状による寄生素子の合成インピーダンスをスリット１やホーンアンテ
ナ５の特性インピーダンスに合わせることができる。この結果、スリット１やホーンアン
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テナ５の広帯域性を犠牲にすることなく、伝送線路間の反射特性を改善した低損失のミリ
波帯のアンテナ、およびそれを用いたセンサを実現することができる。
【００８８】
　以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることは言うまでもない。
【００８９】
　例えば、上記した実施の形態は、本発明を分かり易く説明するために詳細に説明したも
のであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、
ある実施の形態の構成の一部を他の実施の形態の構成に置き換えることが可能であり、ま
た、ある実施の形態の構成に他の実施の形態の構成を加えることも可能である。また、各
実施の形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である
。
【符号の説明】
【００９０】
　１　スリット
　２　回路基板
　３　マイクロストリップ線路
　４　スロット
　５　ホーンアンテナ
　５－１　開口部
　５－２　放射開口部
　５－３　リッジ構造
　６，６－１，６－２，６－３　ＧＮＤ導体
　７　層間ビア
　８　筺体
　９　ビアアレイ
　１０　誘電体レンズ
　１１　擬似導波管線路
　１２　グランド付コプレーナ線路
　２１　ミリ波帯ＲＦ回路
　２２　ＡＤＣ／ＤＡＣ
　２３　ＤＳＰ
　２４　電源ユニット
　２５　送受信アンテナ
　２６　入出力端子
　２８　蓋
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