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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アンテナアレイの放射パターンを測定するため
のシステム及び方法を提供する。
【解決手段】複数のアンテナ素子２，３を備えたアンテ
ナアレイ１の放射パターンを、与えられる試験信号をも
とに測定するシステムは、試験信号で駆動されたときに
アンテナ素子が放射する信号の大きさを第１の面５及び
第２の面６で測定する、又は第１の面５及び第２の面６
からアンテナ素子２，３に試験信号を放射する多数のプ
ローブを備える。プローブが試験信号を放射する場合、
アンテナ素子２，３はプローブが放射する信号を受信し
てそれぞれの測定された大きさを提供する。第１の面５
のアンテナ素子２，３までの第１の距離Ｄ１は、第２の
面６のアンテナ素子２，３までの第２の距離Ｄ２より小
さい。システムは、さらに、測定された大きさをもとに
アンテナアレイ１の放射パターンを計算するパターン計
算部を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナ素子を備えたアンテナアレイの放射パターンを、与えられる試験信号を
もとに測定するシステムであって、
　前記試験信号で駆動されたときに前記アンテナ素子が放射する信号の大きさを第１の面
及び第２の面で測定する、又は前記第１の面及び第２の面から前記アンテナ素子に前記試
験信号を放射する多数のプローブを備えてなり、
　前記プローブが前記試験信号を放射する場合、前記アンテナ素子は前記プローブが放射
する信号を受信してそれぞれの測定された大きさを提供し、
　前記第１の面の前記アンテナ素子までの第１の距離は、前記第２の面の前記アンテナ素
子までの第２の距離より小さく、
　さらに、測定された大きさをもとに前記アンテナアレイの放射パターンを計算するパタ
ーン計算部を備えたシステム。
【請求項２】
　前記試験信号は、前記アンテナ素子に加えられると、該アンテナ素子を駆動して静的Ｒ
Ｆ信号を放射させる請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記試験信号は、前記アンテナアレイの信号処理部に対するデジタル指令信号として与
えられる請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記試験信号は、前記各アンテナ素子を直接駆動するためのＲＦ信号として与えられる
請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１の面の前記アンテナ素子までの距離は、測定される大きさから前記各アンテナ
素子を区別できる距離であり、前記第２の面の距離は、測定される大きさから前記各アン
テナ素子を区別できない距離である請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１の距離は、前記アンテナアレイの前記各アンテナ素子の最小の距離をΔｄとし
て、ΔｄとΔｄの２倍の間である請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記アンテナアレイはレドームを備え、前記第１の距離は前記レドームの外面の前記ア
ンテナアレイまでの距離である請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の距離で用いられるプローブの口径は、前記第２の距離で用いられるプローブ
の口径より小さい請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１の距離又は前記第２の距離で用いられるプローブの口径は、それぞれ、該第１
の距離又は第２の距離における弧セグメントの２つの終点の距離と定義され、前記弧セグ
メントは、角度

からなり、ここで、λ０は前記試験信号の波長であり、Ｌｍａｘは、前記アンテナアレイ
を囲む最小の球の半径である請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の距離で用いられるプローブの口径は、
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と定義され、ここで、λ０は前記試験信号の波長である請求項８記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第２の距離で用いられるプローブの口径は、

と定義され、ここで、Ｄ２は前記第２の距離であり、λ０は前記試験信号の波長であり、
Ｌｍａｘは、前記アンテナアレイを囲む最小の球の半径である請求項８記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の面及び／又は前記第２の面は、球及び／又は楕円体及び／又は円柱及び／又
は平面の少なくとも一部分からなり、特に、前記第１の面及び／又は前記第２の面は異な
る形状からなる請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　第１の軸を中心として回転可能であり、前記第１の軸から前記第１の距離に少なくとも
１つのプローブと、前記第１の軸から前記第２の距離に少なくとも１つの他のプローブと
を備えた機械的構造体を備えた請求項１記載のシステム。
【請求項１４】
　試験信号が与えられる複数のアンテナ素子を備えたアンテナアレイの放射パターンを測
定するための方法であって、
　前記試験信号で駆動されたときに前記アンテナ素子が放射する信号の大きさを、第１の
面及び第２の面で多数のプローブを用いて測定すること、又は前記プローブを用いて前記
第１の面及び第２の面から前記アンテナ素子に前記試験信号を放射することを備えてなり
、
　前記プローブが前記試験信号を放射する場合、前記アンテナ素子は前記プローブが放射
する信号を受信してそれぞれの測定された大きさを提供し、
　前記第１の面の前記アンテナ素子までの第１の距離は、前記第２の面の前記アンテナ素
子までの第２の距離より小さく、
　さらに、測定された大きさをもとに前記アンテナアレイの放射パターンを計算すること
を備えた方法。
【請求項１５】
　前記試験信号は、前記アンテナ素子に加えられると、該アンテナ素子を駆動して静的Ｒ
Ｆ信号を放射させる請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記試験信号は、前記アンテナアレイの信号処理部に対するデジタル指令信号からなる
請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記試験信号は、前記各アンテナ素子を直接駆動するためのＲＦ信号として与えられる
請求項１４記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の面の前記アンテナ素子までの距離は、測定される大きさから前記各アンテナ
素子を区別できる距離であり、前記第２の面の距離は、測定される大きさから前記各アン
テナ素子を区別できない距離である請求項１４記載の方法。
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【請求項１９】
　前記第１の距離は、前記アンテナアレイの前記各アンテナ素子の距離をΔｄとして、Δ
ｄとΔｄの２倍の間である請求項１４記載の方法。
【請求項２０】
　前記アンテナアレイはレドームを備え、前記第１の距離は前記レドームの外面の前記ア
ンテナアレイまでの距離である請求項１４記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の距離で用いられるプローブの口径は、前記第２の距離で用いられるプローブ
の口径より小さい請求項１４記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１の距離又は前記第２の距離で用いられるプローブの口径は、それぞれ、該第１
の距離又は第２の距離における弧セグメントの２つの終点の距離と定義され、前記弧セグ
メントは、角度

からなり、ここで、λ０は前記試験信号の波長であり、Ｌｍａｘは、前記アンテナアレイ
を囲む最小の球の半径である請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１の距離で用いられるプローブの口径は、

と定義され、ここで、λ０は前記試験信号の波長である請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２の距離で用いられるプローブの口径は、

と定義され、ここで、Ｄ２は前記第２の距離であり、λ０は前記試験信号の波長であり、
Ｌｍａｘは、前記アンテナアレイを囲む最小の球の半径である請求項２１記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の面及び／又は前記第２の面は、球及び／又は楕円体及び／又は円柱の少なく
とも一部分からなり、特に、前記第１の面及び／又は前記第２の面は異なる形状からなる
請求項１４記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナアレイの放射パターンを測定するためのシステム及び方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
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　本発明は、無線信号を使用するあらゆるシステムに適用可能であるが、無線通信装置の
試験と組み合わせて説明する。
【０００３】
　現代の無線通信装置は、無線周波数信号を使ってデータや音声を送信している。このよ
うな無線通信装置の製造業者は、常に、通信装置の効率の向上に努めると同時に法的規制
や規格要求事項を満たさなくてはならない。
【０００４】
　したがって、このような通信装置に対して、開発中や生産中、生産後に広範な試験が行
われている。このような試験は、品質保証及びコンプライアンス試験の役割を果たしてい
る。ある試験は、装置のアンテナアレイの遠方界を測定することを備える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＲＦ装置の遠方界の試験を改良する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数のアンテナ素子、即ち、２つ以上のアンテナ素子を備えたアンテナアレ
イの放射パターンを、与えられる試験信号をもとに測定するシステムを提供する。このシ
ステムは、前記試験信号で駆動されたときに前記アンテナ素子が放射する信号の大きさを
第１の面及び第２の面で測定する、又は前記第１の面及び第２の面から前記アンテナ素子
に前記試験信号を放射する多数の、即ち、１つ以上のプローブを備える。前記プローブが
前記試験信号を放射する場合、前記アンテナ素子は前記プローブが放射する信号を受信し
てそれぞれの測定された大きさを提供する。前記第１の面の前記アンテナ素子までの第１
の距離は、前記第２の面の前記アンテナ素子までの第２の距離より小さい。また、前記シ
ステムは、測定された大きさをもとに前記アンテナアレイの放射パターンを計算するパタ
ーン計算部を備える。
【０００７】
　本発明は、さらに、複数のアンテナ素子を備えたアンテナアレイの放射パターンを、与
えられる試験信号をもとに測定するための方法を提供する。この方法は、前記試験信号で
駆動されたときに前記アンテナ素子が放射する信号の大きさを、第１の面及び第２の面で
多数の、即ち、１つ以上のプローブを用いて測定すること、又は前記プローブを用いて前
記第１の面及び第２の面から前記アンテナ素子に前記試験信号を放射することを備える。
前記プローブが前記試験信号を放射する場合、前記アンテナ素子は前記プローブが放射す
る信号を受信してそれぞれの測定された大きさを提供する。前記第１の面の前記アンテナ
素子までの第１の距離は、前記第２の面の前記アンテナ素子までの第２の距離より小さい
。また、前記方法は、測定された大きさをもとに前記アンテナアレイの放射パターンを計
算することを備える。
【０００８】
　例えばスマートフォンやその他のモバイル機器のような現代の通信システム、特にいわ
ゆる５Ｇ機器では、コンパクトなアンテナシステムを提供するためにアンテナアレイを用
いることができる。このようなアンテナアレイは、ビームフォーミングを行うことが可能
であり、モバイルデータ通信における信号品質又は信号強度の改良に有利である。
【０００９】
　既述のように、何かしらの規格のような法的な又はその他の規則を確実に遵守するため
に、例えば、アンテナアレイのエミッション、特に放射パターン又は遠方界を測定する必
要がある。さらに、放射パターンは、例えば、プローブが試験信号を放射し、アンテナ素
子が放射された試験信号を受信するときに、その受信方向で測定することも可能である。
【００１０】
　各測定値として振幅値及び位相値を含む近傍界の測定値から遠方界を計算することもで
きるが、振幅測定値に比べて、無線信号の位相を測定するのは技術的にはるかに複雑であ
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る。
【００１１】
　したがって、本発明は、振幅測定値のみをもとにアンテナアレイの放射パターンを測定
可能なシステムを提供する。
【００１２】
　振幅情報のみからなる近傍界の測定値をもとに遠方界を計算するために、本発明は、ア
ンテナ素子に対して第１の距離を有する第１の面と、アンテナ素子に対して第２の距離を
有する第２の面において、アンテナ素子のエミッションを測定する。ここでの「面」は、
プローブを移動させる仮想面を指す。前記面は、３次元空間における平面又は各種曲面と
することができる。前記面は、アンテナ素子の全放射電力の少なくとも５０％、６０％、
７０％、８０％又はそれ以上、例えば９０％を通過する又は覆うように形成することがで
きる。
【００１３】
　他方の方向における測定値も可能である。これは、プローブにより試験信号が放射され
、アンテナアレイのアンテナ素子がこれを受信するということである。この場合、アンテ
ナアレイは、信号の大きさを測定し、測定した大きさを直接提供する、又は受信した信号
を、例えば試験用コネクタ又は無線により、単に転送することで測定した大きさをシステ
ム又は試験システム内の測定部に間接的に提供する測定部を備えることができる。
【００１４】
　パターン計算部は、例えば、拡張されたＰｌａｎｅ　Ｗａｖｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｆａｓｔ
　Ｉｒｒｅｇｕｌａｒ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｆｉｅｌｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ，ＦＩＡＦＴＡを用いてアンテナパターン、即ち、アンテナの遠方界
を計算することができる。このようなアルゴリズムは、例えば、Ｃａｒｌｏｓ　Ｌｏｐｅ
ｚ他著，「Ｅｘｔｅｎｄｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｅ　Ｗａｖｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｆａｓｔ
　Ｉｒｒｅｇｕｌａｒ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｆｉｅｌｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｆｏｒ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ－Ｏｎｌｙ　Ｄａｔａ」に開示されて
いる。この刊行物の内容は、参照によりその全体が本明細書に援用される。ＦＩＡＦＴＡ
アルゴリズムについてのさらなる説明は、例えば、Ａ．Ｄ．Ｙａｇｈｊｉａｎ著，「Ａｎ
　ｏｖｅｒｖｉｅｗ　ｏｆ　ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔｓ」、及び「Ａ　ｎｅｗ　ｌｏｏｋ　ａｔ　ｐｈａｓｅｌｅｓｓ　ｐｌａｎａｒ　
ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ：　ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓ，　ｓｉ
ｍｕｌａｔｉｏｎｓ，　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，　ａｎｄ　ａ　ｈｙｂｒｉｄ　ｓｏ
ｌｕｔｉｏｎ」，ＩＥＥＥ　Ａｎｔｅｎｎａｓ　Ｐｒｏｐａｇ，第４９巻，第２号，ｐ．
１７０－１７８に見られる。これらの刊行物の内容は、参照によりその全体が本明細書に
援用される。
【００１５】
　したがって、本発明は、大きさのみを測定し、位相は必ずしも測定しないが位相の測定
も可能な単純なプローブとともに動作可能なシステムを提供する。このような単純なプロ
ーブは開発及び作成がより容易であるため、システムの複雑さを低減するだけでなく、よ
り実用的なシステムを可能にする。
【００１６】
　本発明の付加的な実施形態は、付加的な下位の請求項、及び図面を参照しながら以下の
説明で扱う。
【００１７】
　可能な実施形態では、試験信号は、アンテナ素子に加えられると、該アンテナ素子を駆
動して静的ＲＦ信号、即ち、一定の振幅、一定の周波数及び一定の位相を有する信号を放
射させることができる。
【００１８】
　可能な実施形態では、試験信号は、アンテナアレイの信号処理部に対するデジタル指令
信号として与えることができる。信号処理部は、例えばスマートフォンの送受信機などと
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駆動するための各ＲＦ信号を生成する。
【００１９】
　可能な実施形態では、試験信号は、各アンテナ素子を直接駆動するためのＲＦ信号とし
て与えることができる。この場合の「直接」は、信号は、例えば送受信機によって、指令
から実際のＲＦ信号に変換されるのではないということを意味する。「直接」とは、信号
生成器が、例えば試験用コネクタを介して、アンテナアレイに直接連結されていることを
意味することもできるが、必ずしもそうとは限らない。信号生成器は、例えば、システム
の一部、又は例えば、スマートフォンなどの被試験装置のユニットとすることができる。
【００２０】
　可能な実施形態では、第１の面のアンテナ素子までの第１の距離は、測定される大きさ
から各アンテナ素子を区別できる距離とすることができる。さらに、第２の面の第２の距
離は、測定される大きさから各アンテナ素子を区別できない距離とすることができる。測
定される大きさから各アンテナ素子を区別できる場合、各アンテナ素子のそれぞれについ
てその影響を詳細に測定することができる。対照的に、第２の距離では、重ね合されて生
じる領域を測定することができる。これら２つのタイプの異なる情報は、後の、アンテナ
アレイの遠方界の計算の確かな基礎を提供する。
【００２１】
　可能な実施形態では、第１の距離は、試験信号の波長をλ０として、λ０／２より小さ
くすることができる。第２の距離は、λ０／２より大きくすることができる。
【００２２】
　可能な実施形態では、素子間の間隔は均一であっても不均一であってもよいアンテナア
レイの各アンテナ素子の最小の距離をΔｄとして、第１の距離は、ΔｄとΔｄの２倍の間
とすることができる。第２の距離は、Δｄの２倍より大きくすることができる。第１の距
離及び第２距離は変動可能とすることができる、即ち、一定ではないことが理解される。
これは、各面が、すべての箇所においてアンテナアレイから等距離で間隔を空けているの
ではないことを暗に示してもいる。これは、特に、楕円形又は円形の底面を有する円柱の
円筒壁のような曲面の場合に当てはめることができる。
【００２３】
　可能な実施形態では、アンテナアレイはレドームを備えることができ、第１の距離は、
レドームの外面のアンテナアレイまでの距離とすることができる。つまり、プローブは、
レドームの外面上をスライド可能又はレドームに略当接可能である。
【００２４】
　可能な実施形態では、第１の距離で用いられるプローブの口径は、第２の距離で用いら
れるプローブの口径より小さくすることができる。
【００２５】
　可能な実施形態では、第１の距離で用いられるプローブの口径は、それぞれ、第１の距
離又は第２の距離における弧セグメントの２つの終点の距離と定義することができる。前
記弧セグメントは、角度

からなることができ、ここで、λ０は、例えば測定媒体（通常は自由空間）における試験
信号の波長であり、Ｌｍａｘは、アンテナアレイ又はアンテナアレイを支える装置を囲む
最小の球の半径である。
【００２６】
　可能な実施形態では、第１の距離で用いられるプローブの口径は、
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と定義することができ、ここで、λ０は、例えば測定媒体（通常は自由空間）における試
験信号の波長である。
【００２７】
　可能な実施形態では、第２の距離で用いられるプローブの口径は、

と定義することができ、ここで、Ｄ２は第２の距離であり、λ０は、例えば測定測媒体（
通常は自由空間）における試験信号の波長であり、Ｌｍａｘは、アンテナアレイ又はアン
テナアレイ支える装置を囲む最小の球の半径である。
【００２８】
　可能な実施形態では、第１の面及び／又は第２の面は、球及び／又は楕円体及び／又は
円柱及び／又は平面の少なくとも一部分からなり、特に、第１の面及び／又は第２の面は
異なる形状からなる。
【００２９】
　可能な実施形態では、前記システムは、第１の軸を中心として回転可能であり、前記第
１の軸から前記第１の距離に少なくとも１つのプローブと、前記第１の軸から前記第２の
距離に少なくとも１つの別のプローブとを備えた機械的構造体を備えることができる。こ
の機械的構造体は、例えば、前記第１の距離及び第２の距離のプローブを、前記第１の軸
の両側に該第１の軸に向けて備えることができる。前記機械的構造体は、さらに、該機械
的構造体を回転させた際に前記第１の距離におけるプローブにより形成される円柱の架空
の上面及び底面に配置されるプローブを備えることができる。前記機械的構造体を前記第
１の軸を中心として回転させる際、前記第１の距離及び前記第２の距離のプローブはそれ
ぞれ円筒壁上を移動し、一方、前記第１の軸上を中心とするプローブは、第１の距離によ
り得られる円柱の上面及び底面を対象とする。したがって、前記機械的構造体は、被試験
装置を第１の軸上に配置した１度の回転だけで必要な詳細を記録することを可能にする。
【００３０】
　他のあらゆる機械的構造物を用いることも可能であることが理解される。例えば、ロボ
ットアームのような構造物を用いてプローブを被試験装置の周囲で移動させることも可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　次に、本発明及びその利点がより完全に理解されるように、添付の図面と共に挙げる以
下の説明に言及する。本発明は、次の図面の概略図に特定される例示的な実施形態を用い
て以下により詳細に説明される。
【００３２】
【図１】本発明とともに用いるアンテナアレイのブロック図を示す。
【図２】本発明とともに用いる別のアンテナアレイのブロック図を示す。
【図３】本発明にかかるシステムに実施形態のブロック図を示す。
【図４】本発明にかかるシステムの他の実施形態のブロック図を示す。
【図５】本発明にかかる方法の実施形態のフロー図を示す。
【図６】別のアンテナアレイの図を示す。
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【００３３】
　図において、特に明記しない限り、同様の参照符号は同様の要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図１は、５つのアンテナ素子２，３を備えたアンテナアレイ１を示している。簡略化を
目的として、最初及び最後のアンテナ素子２，３にのみ参照符号を付している。
【００３５】
　アンテナ素子２，３は一列に配置されている。つまり、アンテナアレイ１は、各アンテ
ナ素子２，３が垂直方向の軸上に位置する一次元アンテナアレイ１である。各アンテナ素
子２，３は距離Δｄ１離れて位置している。
【００３６】
　図１では、アンテナアレイ１から第１の距離Ｄ１の位置に第１の面５を点線で示してい
る。さらに、アンテナアレイ１から第２の距離Ｄ２の位置に第２の面６を点線で示してい
る。これら２つの面５，６は、アンテナアレイの中心軸又は他の適切な軸を中心として前
記点線を（矢示のように）回転させることにより形成される。
【００３７】
　図１では、２つの面５，６は同じ形状を有する必要がないことが分かる。ここでは、第
１の面５は円筒形状を有し、一方、第２の面６は球形状を有する。尚、あらゆる形状の組
み合わせが可能である。
【００３８】
　前記各点線をそれぞれの軸を中心として３６０°回転させることにより測定を行うこと
ができる。しかしながら、前記点線を３６０°回転する必要はない。アンテナ素子２，３
が放射する電力が各面５，６に所定量含まれているという条件下で回転を小さくすること
が可能である。各面に含まれる放射電力が増えるほど、計算される遠方界の精度が良くな
る。
【００３９】
　図２は、本発明とともに用いられる別のアンテナアレイ１０を示している。アンテナア
レイ１０は、４列５行で設けられるアンテナ素子１１，１２，１３、即ち、２０個のアン
テナ素子１１，１２，１３を備えている。
【００４０】
　図２では、アンテナ素子１１，１２，１３の垂直方向の距離Δｄ１がアンテナ素子１１
，１２，１３の水平方向の距離Δｄ２より大きいことが分かる。
【００４１】
　本発明のシステムをこのようなアンテナアレイ１０と用いる場合、前記距離Δｄ１，Δ
ｄ２をもとに計算されるすべての値を、例えば、これらの距離の小さい方の距離をもとに
計算することが可能である。
【００４２】
　図３は、図１に示したような、複数のアンテナ素子２，３を備えたアンテナアレイ１の
放射パターンを測定するためのシステム１００を示している。このシステム１００は他の
あらゆるアンテナアレイとともに使用可能であることが理解される。
【００４３】
　このシステム１００は、各アンテナ素子２，３を駆動するための試験信号１０２を生成
する信号生成器１０１を備えている。試験信号１０２は、アンテナ素子２，３を駆動して
、静的ＲＦ信号、即ち、振幅、位相及び周波数が一定のＲＦ信号を放射させる。図３では
、信号生成器１０１は破線で示している。これは、信号生成器１０１は、ある実施形態で
はシステム１００の一部とすることができることを示している。しかしながら、信号生成
器１０１は、例えば被試験装置の一部として、システム１００の外部に置くことも可能で
ある。信号生成器１０１は、例えば、試験されるスマートフォンに組み込むことが可能で
ある。
【００４４】
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　試験信号１０２は、例えば、アンテナアレイ１の信号処理部（別途図示せず）に対する
デジタル指令信号として与えることができる。このような指令信号は、信号処理部、例え
ば送受信機に、アンテナ素子２，３をそれぞれのＲＦ信号で駆動するために必要な情報を
提供する。別の方法として、試験信号１０２は、各アンテナ素子２，３を駆動するための
ＲＦ信号として与えることができる。この場合、該ＲＦ信号は、信号処理部ではなく信号
生成器１０１で生成される。
【００４５】
　システム１００は、さらに、２つのプローブ１０３，１０４を備えている。２つのプロ
ーブ１０３，１０４という数は例示的に選択したにすぎず、システム１００で用いるプロ
ーブの数はいくつであってもよい。プローブ１０３，１０４は、各アンテナ素子２，３が
放射する信号の大きさ１０５，１０６を測定する。
【００４６】
　プローブ１０３，１０４は、アンテナアレイ１から２つの異なる距離Ｄ１，Ｄ２に位置
しており、試験信号１０２で駆動されたときにアンテナ素子２，３が放射する信号の大き
さを測定する。
【００４７】
　プローブ１０３，１０４は、アンテナアレイ１に対して相対的に移動可能である。「相
対的に移動可能」とは、プローブ１０３，１０４及びアンテナアレイ１のいずれか一方又
は両方が移動可能であるということを意味する。移動しながら、プローブ１０３は第１の
面（図１の５を参照）上で走査を行う。プローブ１０４は、第２の面（図１の６を参照）
上で走査を行う。ある実施形態では、１つのプローブ１０３，１０４を設け、これを移動
させて第１の面及び第２の面上で走査を行うことができることが理解される。対応する機
械的移動構造体を設けることができる。
【００４８】
　第１の面５のアンテナ素子２，３までの距離Ｄ１は、第２の面６のアンテナ素子２，３
までの距離Ｄ２より小さい。
【００４９】
　第１の面５及び第２の面６はあらゆる形状とすることができる。これらは、特に、球、
楕円体又は円柱の少なくとも一部分からなることができる。特に、第１の面５と第２の面
６とは異なる形状からなることができる。
【００５０】
　第１の面５のアンテナアレイ１又はアンテナ素子２，３までの距離Ｄ１は、測定される
大きさ１０５から各アンテナ素子を区別できる距離とすることができる。一方、第２の面
６のアンテナアレイ１又はアンテナ素子２，３までの距離は、測定される大きさ１０６か
ら各アンテナ素子２，３を区別できない距離とすることができる。
【００５１】
　第１の距離は、特に、各アンテナ素子２，３の距離ΔｄとΔｄの２倍の間とすることが
できる。上記で図２を参照して説明したように、各アンテナ素子２，３間に２つの異なる
距離が存在する場合には、小さい方の距離をΔｄとして選択することができる。レドーム
とも呼ばれるカバーを備えたアンテナアレイ１もある。このようなアンテナアレイ１では
、第１の距離Ｄ１は、レドームの外面のアンテナアレイ１までの距離とすることができる
。
【００５２】
　プローブ１０３，１０４は、例えば、アンテナからなることができる。第１の距離Ｄ１
で用いられるプローブ１０３、即ち、そのアンテナの口径は、第２の距離Ｄ２で用いられ
るプローブ１０４の口径より小さくすることができる。
【００５３】
　プローブ１０３，１０４の口径は、例えば、それぞれ、第１の距離又は第２の距離にお
ける弧セグメントの２つの終端の距離と定義することができ、前記弧セグメントは、角度
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からなり、ここで、λ０は試験信号の波長であり、をＬｍａｘは、アンテナアレイ１，１
０を囲む最小の球の半径である。この計算については、図６を参照してさらに説明する。
【００５４】
　第１の距離Ｄ１で用いられるプローブ１０３の口径の計算の別の態様は、

と定義され、ここで、λ０は試験信号１０２の波長である。この場合、第２の距離Ｄ２で
用いられるプローブ１０４の口径は、

と定義することができ、ここで、Ｄ２は第２の距離であり、λ０は試験信号の波長であり
、Ｌｍａｘは、アンテナアレイを囲む最小の球の半径である。この計算についても、図６
を参照してさらに説明する。
【００５５】
　システム１００は、さらに、第１の距離Ｄ１及び第２の距離Ｄ２で測定された大きさ１
０５，１０６をもとにアンテナアレイ１の放射パターン１０８を計算するパターン計算部
１０７を備えている。パターン計算部１０７は、複数の異なるサブユニット、モジュール
又は機能を備えることができることが理解される。このようなサブユニットは、例えば、
空間における複数の測定点でプローブ信号の大きさを測定するパターン測定ユニットと、
近傍界大きさパターンとも見なされる測定された大きさの後処理を行うパターン計算機と
することができる。
【００５６】
　パターン計算部１０７は、例えば、拡張されたＰｌａｎｅ　Ｗａｖｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｆ
ａｓｔ　Ｉｒｒｅｇｕｌａｒ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｆｉｅｌｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ，ＦＩＡＦＴＡを用いてアンテナパターン、即ち、アンテナの
遠方界を計算することができる。このようなアルゴリズムは、例えば、Ｃａｒｌｏｓ　Ｌ
ｏｐｅｚ他著，「Ｅｘｔｅｎｄｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｅ　Ｗａｖｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｆ
ａｓｔ　Ｉｒｒｅｇｕｌａｒ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｆｉｅｌｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｆｏｒ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ－Ｏｎｌｙ　Ｄａｔａ」に開示
されている。この刊行物の内容は、参照によりその全体が本明細書に援用される。ＦＩＡ
ＦＴＡアルゴリズムについてのさらなる説明は、例えば、Ａ．Ｄ．Ｙａｇｈｊｉａｎ著，
「Ａｎ　ｏｖｅｒｖｉｅｗ　ｏｆ　ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔｓ」、及び「Ａ　ｎｅｗ　ｌｏｏｋ　ａｔ　ｐｈａｓｅｌｅｓｓ　ｐｌａｎ
ａｒ　ｎｅａｒ－ｆｉｅｌｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ：　ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｓ，
　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ，　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，　ａｎｄ　ａ　ｈｙｂｒｉｄ
　ｓｏｌｕｔｉｏｎ」，ＩＥＥＥ　Ａｎｔｅｎｎａｓ　Ｐｒｏｐａｇ，第４９巻，第２号
，ｐ．１７０－１７８に見られる。これらの刊行物の内容は、参照によりその全体が本明
細書に援用される。
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【００５７】
　図４は、複数のアンテナ素子を備えたアンテナアレイの放射パターンを測定するための
別のシステム２００のブロック図を示している。図４では、アンテナアレイを示していな
いが、試験のために軸２０１上にアンテナアレイを配置することができる。
【００５８】
　代わりに、機械的構造体２０２が示されており、これは一種の門を形成している。つま
り、この機械的構造体２０２は、接地板２１０に取り付けられており、２つの側柱２１１
，２１２を備えており、１つの縦方向の柱２１４が２つの側柱２１１，２１２をその下端
で接続しており、１つの縦方向の柱２１３が側柱２１１，２１２をその上端で接続してい
る。
【００５９】
　機械的構造体２０２は、軸２０１を中心として回転可能に取り付けられている。この軸
２０１は接地板２１０の中心に位置していない。代わりに、軸２０１は偏心的に位置して
いる。つまり、第１の柱２１２は、軸２０１から第１の距離Ｄ１だけ離れている。第２の
柱２１１は、軸２０１から第２の距離Ｄ２だけ離れている。接地板２１０が回転すると、
柱２１２は、第１の距離Ｄ１において、軸２０１上又はその近傍に位置する被試験装置Ｄ
ＵＴの周囲を円形移動する。柱２１１は、第２の距離Ｄ２においてＤＵＴの周囲を円形移
動する。
【００６０】
　さらに、構造体２０２を水平方向及び垂直方向に直線移動させて測定プローブ２０３乃
至２０９を閉曲面上に配置し、測定の空間分解能を向上させることができる。これは、例
えば、リニアアクチュエータ又は直線移動機構（明示せず）により実現することができる
。
【００６１】
　柱２１１，２１２上のプローブ２０３乃至２０７は、機械的構造体２０１の回転時にそ
れぞれの距離Ｄ１，Ｄ２においてＤＵＴの周囲を移動するように位置している。縦方向の
柱２１３，２１４上のプローブ２０８，２０９は、軸２０１上又はその近傍に取り付けら
れており、ＤＵＴの上面及び底面を対象とする。全プローブ２０３乃至２０９は、軸２０
１、即ち、ＤＵＴに焦点が合わされる。
【００６２】
　図４の機械的構造体は、例えば、図３にかかるシステムの一部とすることができる。プ
ローブ２０３乃至２０９の配置は例示的なものにすぎないことが理解される。プローブは
、各ＤＵＴに合わせて、機械的構造体２００のどの柱２１１，２１２，２１３，２１４に
いくつ配置してもよい。さらに、機械的構造体２００のあらゆる部分を改変することがで
きる。例えば、接地板２１０を下方の縦方向の柱２１４に代えることもでき、縦方向の柱
を省略することもできる。異なる距離のプローブを同時に回転させることができれば、ど
のような機械的構造体でも機械的構造体２００の目的が果たされる。
【００６３】
　図５は、複数のアンテナ素子２，３，１１，１２，１３を備えたアンテナアレイ１，１
０の放射パターン１０８を測定するための方法のフロー図を示している。
【００６４】
　この方法は、試験信号１０２を生成してＳ１、生成された試験信号１０２でアンテナ素
子２，３，１１，１２，１３を駆動することを備える。試験信号１０２は、アンテナ素子
２，３，１１，１２，１３に加えられると、該アンテナ素子２，３，１１，１２，１３を
駆動して静的ＲＦ信号を放射させることができる。試験信号１０２は、例えば、アンテナ
アレイ１，１０の信号処理部に対して各ＲＦ信号を生成させるデジタル指令信号とするこ
とができる。或いは、試験信号１０２は、各アンテナ素子２，３，１１，１２，１３を直
接駆動するためのＲＦ信号として与えることができる。
【００６５】
　さらに、試験信号１０２で駆動されたときにアンテナ素子２，３，１１，１２，１３が
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放射する信号の大きさ１０５，１０６が、第１の面５及び第２の面６において多数のプロ
ーブ１０３，１０４，２０３乃至２０９で測定されるＳ２。第１の面５のアンテナ素子２
，３，１１，１２，１３までの第１の距離Ｄ１は、第２の面６のアンテナ素子２，３，１
１，１２，１３までの第２の距離Ｄ２より小さい。第１の面及び第２の面は、球、楕円体
又は円柱の少なくとも一部分からなることができ、第１の面と第２の面とは異なる形状か
らなることができる。
【００６６】
　第１の面のアンテナ素子２，３，１１，１２，１３までの第１の距離Ｄ１は、測定され
る大きさ１０５，１０６から各アンテナ素子２，３，１１，１２，１３を区別できる距離
とすることができる。さらに、第２の面の第２の距離Ｄ２は、もはや測定される大きさ１
０５，１０６から各アンテナ素子２，３，１１，１２，１３を区別できない距離とするこ
とができる。
【００６７】
　第１の距離Ｄ１は、例えば、各アンテナ素子２，３，１１，１２，１３間の距離をΔｄ
とすると、ΔｄとΔｄの２倍の間とすることができる。アンテナアレイ１，１０がレドー
ムを備える場合、第１の距離Ｄ１は、レドームの外面のアンテナアレイ１，１０までの距
離とすることができる。
【００６８】
　プローブ１０３，１０４，２０３乃至２０９は、例えば、アンテナとすることができる
。このとき、第１の距離Ｄ１で用いられるプローブ１０３，１０４，２０３乃至２０９の
口径は、第２の距離Ｄ２で用いられるプローブ１０３，１０４，２０３乃至２０９の口径
より小さくすることができる。
【００６９】
　例えば、第１の距離Ｄ１又は第２の距離Ｄ２で用いられるプローブ１０３，１０４，２
０３乃至２０９の口径は、それぞれ、第１の距離Ｄ１又は第２の距離Ｄ２における弧セグ
メントの２つの終点の距離と定義することができ、前記弧セグメントは、角度

からなり、ここで、をλ０は試験信号１０２の波長であり、Ｌｍａｘは、アンテナアレイ
１，１０を囲む最小の球の半径である。
【００７０】
　第１の距離Ｄ１で用いられるプローブ１０３，１０４，２０３乃至２０９の口径につい
ての代替式は、

であり、ここで、λ０は試験信号１０２の波長である。
【００７１】
　第２の距離Ｄ２で用いられるプローブ１０３，１０４，２０３乃至２０９の口径につい
て、代替公式は、
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であり、ここで、Ｄ２は第２の距離であり、λ０は試験信号１０２の波長であり、Ｌｍａ

ｘは、アンテナアレイ１，１０を囲む最小の球の半径である。
【００７２】
　最後に、第１の面及び第２の面において測定された大きさ１０５，１０６をもとに、ア
ンテナアレイ１，１０の放射パターン１０８が計算されるＳ３。
【００７３】
　図６は、別のアンテナアレイ６００の図を示している。このアンテナアレイ６００は、
該アンテナアレイ６００の周囲に一致する最小の円６０１に囲まれている。この円は、半
径６０２を有する。
【００７４】
　図６の図は、アンテナアレイ６００のエミッションの測定に用いられるプローブの口径
を計算する態様を説明する役割を果たす。
【００７５】
　同図には、角度αの弧セグメントが描かれている。角度αは、以下のように計算するこ
とができる。

ここで、Ｌｍａｘは円６０１の半径である。
【００７６】
　次に、第１の距離Ｄ１で用いられるプローブの口径は、

より小さくなるように計算することができる。
【００７７】
　次に、距離Ｄ１で用いられるプローブの口径は、

となるように計算することができる。
【００７８】
　別の方法として、各プローブの口径は、各弧セグメントの終点６０３，６０４又は６０
５，６０６間の距離と同じ大きさとすることが可能である。
【００７９】
　別の方法として、完全なＤＴＵの周囲の最小の円を上記計算の基礎として用いることが
可能である。
【００８０】
　本明細書では具体的な実施形態を説明したが、当業者には、多様な代替の且つ／又は同



(15) JP 2018-21893 A 2018.2.8

10

20

30

40

等の実施物が存在することが認識されるであろう。上記の例示的な実施形態は、例にすぎ
ず、決して、範囲、利用可能性又は構造を限定するよう意図されたものでないことが認識
されるべきである。むしろ、上記概説及び詳細な説明は、当業者に対して、少なくとも１
つの例示的な実施形態を実施するのに便利なロードマップを提供するものであり、添付の
特許請求の範囲及びその法的同等物に記載されるような範囲を逸脱することなく、例示的
な実施形態で説明した要素の機能及び配置において様々な変更を加えることができること
が理解されるだろう。全体として、本願は、本明細書で論じた具体的な実施形態のあらゆ
る適合形態又は変化形態を包括するように意図されている。
【００８１】
　上記の詳細な説明では、開示の効率化を目的として、１又は複数の例において様々な特
徴をグループ化している。上記の説明は、説明に役立つよう意図されたものであり、制限
的となるよう意図されたものではないことが理解される。本発明の範囲に含むことができ
るすべての代替物、変形物及び同等物を包括することが意図されている。当業者には、上
記明細書を検討することにより、多くの他の例が明らかになるであろう。
【００８２】
　上記明細書で用いた具体的な術語は、本発明の完全な理解を提供するために用いたもの
である。しかしながら、本明細書に照らして、当業者には、具体的詳細は本発明を実行す
るために必要でなないことが明らかになるであろう。かくして、上記の本発明の具体的な
実施形態の記述は説明を目的として提示したものである。これらは、完全で余地がないこ
と、又は本発明を開示した形態そのものに限定することを意図されたものではなく、上記
教示に鑑みて、多くの変形形態及び変化形態が可能であることが明らかである。上記実施
形態は、他の当業者が、考えられる特定の使用に適合するように本発明及び様々な変形を
伴った様々な実施形態を最良に活用できるように、本願の原理及びその実際の適用を最良
に説明するために選択して説明したものである。本明細書全体を通して、「ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ」及び「ｉｎ　ｗｈｉｃｈ」という語は、それぞれ、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」及
び「ｗｈｅｒｅｉｎ」と同等の平易な英語として用いたものである。さらに、「第１」、
「第２」、「第３」等は、単にラベルとして用いたものであり、それらの対象物に数値的
要件を課すこと、又はある特定の重要性の順位付けを行うこと意図されたものではない。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　アンテナアレイ
　２，３　アンテナ素子
　５　　第１の面
　６　　第２の面
　１０　アンテナアレイ
　１１，１２，１３　アンテナ素子
　１００　システム
　１０１　信号生成器
　１０２　試験信号
　１０３，１０４　プローブ
　１０５，１０６　大きさ
　１０７　パターン計算部
　１０８　放射パターン
　２００　システム
　２０１　第１の軸
　２０２　機械的構造体
　２０３－２０９　プローブ
　６００　アンテナアレイ
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