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(57)【要約】
【課題】改善されたアンテナを提供すること。
【解決手段】アンテナシステム１００は、アンテナキャ
リア上に搭載され、かつ少なくとも２つのサブアレイ１
００Ａ、１００Ｂに構成された複数の素子Ｅ１－Ｅｎを
有するアンテナアセンブリ１０２を備える。各サブアレ
イが、１つ以上の前記素子を含む。該システムは、前記
アンテナアセンブリ１００から離れた位置から、少なく
とも１つの前記サブアレイ１００Ａ、１００Ｂに供給さ
れる信号の位相を電気的に制御するように構成された制
御手段１０４を備え、前記制御手段が、前記サブアレイ
１００Ａ、１００Ｂのそれぞれ１つに接続する、第１お
よび第２の位相調整手段１３２、１３４を含み、それに
よって、前記サブアレイに供給される信号の位相を調整
する。追加の機械的位相調整装置１５０Ｅ１－１５０Ｅ
ｎは、アンテナアセンブリ１００の各素子Ｅ１－Ｅｎに
供給される信号の位相をさらに調整するために提供され
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナシステム（１００）であって、
　電気的チルトの角度を有し、アンテナキャリア上に搭載され、かつ少なくとも２つのサ
ブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）に構成された複数の素子（Ｅ１－Ｅｎ）を有するアンテ
ナアセンブリ（１０２）を備え、各サブアレイが、１つ以上の前記素子を含み、前記アン
テナシステムがさらに、
　前記アンテナアセンブリ（１００）から離れた位置から、少なくとも１つの前記サブア
レイ（１００Ａ、１００Ｂ）に供給される信号の位相を電気的に制御するように構成され
た制御手段（１０４）を備え、前記制御手段が、前記サブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）
のそれぞれ１つに第１および第２の入力フィード（１３６、１３８）を介して接続され、
それによって、前記サブアレイに供給される信号の位相を調整する位相調整手段（１３２
、１３４）を含み、前記アンテナシステムがさらに、
　前記アンテナアセンブリ（１００）の各素子（Ｅ１－Ｅｎ）に供給される信号の位相を
さらに調整するための追加の機械的位相調整装置（１５０Ｅ１－１５０Ｅｎ）を備えるア
ンテナシステム。
【請求項２】
　前記制御手段（１０４）が、前記アンテナキャリアのベースに配置される、請求項１に
記載のアンテナシステム。
【請求項３】
　それぞれ第１または第２の入力フィード（１３６、１３８）を介して、前記サブアレイ
（１００Ａ、１００Ｂ）のそれぞれ１つと接続する第１および第２の位相調整手段（１３
２、１３４）を含み、それによって、前記サブアレイの前記それぞれ１つに供給される信
号の位相を調整する、請求項１または２に記載のアンテナアセンブリ。
【請求項４】
　前記制御手段（１０４）が、前記システムへの単一の入力信号を受信する単一のポート
（１２６）と、前記入力信号を、前記第１および第２の位相調整手段（１３２、１３４）
のそれぞれ１つに供給される第１および第２の信号に分割する手段（１２５）とを含む、
請求項２または３に記載のアンテナシステム。
【請求項５】
　前記複数のサブアレイの中の第２のサブアレイ（１００Ａ）に供給される信号の位相に
応じて、前記複数のサブアレイの中の第１のサブアレイ（１００Ｂ）に供給される信号の
位相を自動的に制御する手段（１２４）をさらに備える、請求項１から４のいずれか一項
に記載のアンテナシステム。
【請求項６】
　前記アンテナアセンブリ（１００）の前記素子が、第１、第２、および第３のサブアレ
イ（１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ）に構成され、前記アンテナシステムが、
　前記第１のサブアレイ（１００Ａ）に供給される信号の位相を制御する第１の制御手段
（１３２）と、
　前記第３のサブアレイ（１００Ｃ）に供給される信号の位相を制御する第３の制御手段
（１３４）と、
　前記第１および第３のサブアレイ（１００Ａ、１００Ｃ）に供給される信号の位相の所
定の作用に応じて、前記第２のサブアレイ（１００Ｂ）に供給される信号の位相を自動的
に制御する第２の制御手段（１２４）とを備える、請求項１から５のいずれか一項に記載
のアンテナシステム。
【請求項７】
　前記第２の制御手段が、コンバイナユニット（１２４）を含み、該コンバイナユニット
（１２４）が、前記第１のサブアレイ（１００Ａ）に供給される信号の位相を有する第１
の入力信号と、前記第３のサブアレイ（１００Ｃ）に供給される信号の位相を有する第２
の入力信号とを受信し、かつ前記第１および第３のサブアレイ（１００Ａ、１００Ｃ）に
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供給される信号の位相の所定の作用に応じて、前記第２のアレイ（１００Ｂ）に出力信号
を提供する、請求項６に記載のアンテナアセンブリ。
【請求項８】
　前記所定の作用が、前記第１および第３のサブアレイ（１００Ａ、１００Ｃ）に供給さ
れる信号の位相のベクトル合計である、請求項６または７に記載のアンテナシステム。
【請求項９】
　前記第２の制御手段が、少なくとも１つの直角位相コンバイナユニット（１７４Ａ、１
７４Ｂ）を含み、該直角位相コンバイナユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）が、前記第１の
サブアレイ（１００Ａ）に供給される信号の位相を有する第１の入力信号と、前記第３の
サブアレイ（１００Ｃ）に供給される信号の位相を有する第２の入力信号とを受信し、か
つ前記第２のサブアレイ（１００Ｂ）の１つの素子に第１の出力信号と、前記第２のサブ
アレイ（１００Ｂ）の異なる素子に第２の出力信号とを提供し、前記第１および第２の出
力信号が、前記第１および第２の入力信号の位相の所定の作用に応じる、請求項６から８
のいずれか一項に記載のアンテナアセンブリ。
【請求項１０】
　前記直角位相コンバイナユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）は、前記直角位相コンバイナ
ユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）によって提供される前記出力信号の位相が、前記第１お
よび第２の入力信号の位相の平均であるように、前記直角位相コンバイナユニット（１７
４Ａ、１７４Ｂ）への第１および第２の入力信号を組み合わせる、請求項９に記載のアン
テナアセンブリ。
【請求項１１】
　第１の量だけ、前記複数のサブアレイの中の第１のサブアレイ（１００Ａ）に供給され
る信号の位相を制御および／または調整する第１の制御手段（１３２）と、
　第２の量だけ、前記複数のサブアレイの中の第２のサブアレイ（１００Ｂ）に供給され
る信号の位相を制御および／または調整する第２の制御手段（１３４）とを備え、
　前記第２の量の大きさおよび／または極性が、前記第１の量の大きさおよび／または極
性と異なる、請求項１から１０のいずれか一項に記載のアンテナシステム。
【請求項１２】
　前記アンテナアセンブリ（１０２）が、最大の２つの入力信号フィード（１３６、１３
８）を受信するように構成される、請求項１から１１のいずれか一項に記載のアンテナシ
ステム。
【請求項１３】
　前記結合されるサブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）の素子（Ｅ１－Ｅｎ）に信号を分割
しかつ分配するために、各サブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）に結合されるそれぞれの信
号分配手段（１５１Ｎ１－１５１Ｎｎ）を備える、請求項１から１２のいずれか一項に記
載のアンテナシステム。
【請求項１４】
　各前記信号分配手段（１５１Ｎ１－１５１Ｎｎ）が、実質的に均一な分配で、前記サブ
アレイ（１００Ａ、１００Ｂ）に前記信号の信号強度を分配するスプリッタ装置（１１６
Ａ、１１６Ｂ、１１６Ｃ、１１８Ａ、１１８Ｂ、１１８Ｃ）を含む、請求項１３に記載の
アンテナシステム。
【請求項１５】
　第１のサブアレイ（１００Ａ）に結合される前記分配手段（１５１Ｎ１）からの少なく
とも１つの出力信号が、第１および第２の結合された出力信号を、第３のサブアレイ（１
００Ｃ）の第１および第２の素子に提供するように、第２のサブアレイ（１００Ｂ）に結
合される前記分配手段（１５１Ｎ２）の第２の分配手段からの少なくとも１つの出力信号
と空間的に組み合わせられる、請求項１３または１４に記載のアンテナアセンブリ。
【請求項１６】
　追加の機械的位相調整装置が、可動誘電体素子のアレイ（６０６；７０６）を含む、請
求項１から１５のいずれか一項に記載のアンテナシステム。
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【請求項１７】
　各誘電体素子が、アレイ素子（Ｅ１－Ｅｎ）のそれぞれ１つに結合される、請求項１６
に記載のアンテナシステム。
【請求項１８】
　各アンテナ素子が、結合される入力送信ライン（Ｔ）を有し、各誘電体素子（６０６）
が、前記送信ライン（Ｔ）を介して前記素子に供給される信号のさらなる位相シフトを変
えるために、結合される送信ラインに対して線形移動するように構成される、請求項１７
に記載のアンテナシステム。
【請求項１９】
　各アンテナ素子が、結合される入力送信ライン（Ｔ）を有し、各誘電体素子（７０６）
が、前記送信ライン（Ｔ）を介して前記素子に供給される信号のさらなる位相シフトを変
えるために、結合される送信ラインに対して回転移動するように構成される、請求項１７
に記載のアンテナシステム。
【請求項２０】
　アンテナシステムが、
　少なくとも２つのサブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）に構成された複数の素子（Ｅ１－
Ｅｎ）を有するアンテナアセンブリ（１０２）を備え、各サブアレイが、１つ以上の前記
素子を含み、前記アンテナシステムがさらに、
　前記複数のサブアレイの中の第１のサブアレイ（１００Ａ）に供給される信号の位相を
制御する第１の制御手段（１３２、１３４）と、
　前記複数のサブアレイの中の前記第１のサブアレイ（１００Ａ）に供給される前記信号
の位相に応じて、前記複数のサブアレイの中の第２のサブアレイ（１００Ｂ）に供給され
た信号の位相を自動的に制御する第２の制御手段（１２４）とを備えるアンテナシステム
。
【請求項２１】
　前記アンテナアセンブリの前記素子が、第１、第２、および第３のサブアレイ（１００
Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ）に構成され、前記アンテナシステムが、
　前記第１のサブアレイ（１００Ａ）に供給される信号の位相を制御する第１の制御手段
（１３２）と、
　前記第３のサブアレイ（１００Ｃ）に供給される信号の位相を制御する第３の制御手段
（１３４）と、
　前記第１および第３のサブアレイ（１００Ａ、１００Ｃ）に供給される信号の位相の所
定の作用に応じて、前記第２のサブアレイ（１００Ｂ）に供給される信号の位相を自動的
に制御する第２の制御手段（１２４）とを備える、請求項２０に記載のアンテナシステム
。
【請求項２２】
　前記所定の作用が、前記第１および第３のサブアレイ（１００Ａ、１００Ｃ）に供給さ
れる信号の位相のベクトル合計である、請求項２１に記載のアンテナシステム。
【請求項２３】
　前記結合されるサブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）の素子（Ｅ１－Ｅｎ）に信号を分割
しかつ分配するために、各サブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ）に結合されるそ
れぞれの信号分配手段（１５１Ｎ１－１５１Ｎｎ）をさらに備える、請求項２０から２２
のいずれか一項に記載のアンテナシステム。
【請求項２４】
　各前記信号分配手段（１５１Ｎ１－１５１Ｎｎ）が、前記結合されるサブアレイ（１０
０Ａ、１００Ｂ）の素子に前記信号を分割しかつ分配するスプリッタ装置（１１６Ａ、１
１６Ｂ、１１６Ｃ、１１８Ａ、１８Ｂ、１１８Ｃ）を含む、請求項２３に記載のアンテナ
システム。
【請求項２５】
　前記スプリッタ装置（１１６Ａ、１１６Ｂ、１１６Ｃ、１１８Ａ、１１８Ｂ、１１８Ｃ
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）が、実質的に均一な分配で、前記サブアレイ（１００Ａ、１００Ｂ）に前記信号の信号
強度を分配するように構成される、請求項２４に記載のアンテナシステム。
【請求項２６】
　第１のサブアレイ（１００Ａ）に結合される前記分配手段（１５１Ｎ１）からの少なく
とも１つの出力信号が、第１および第２の結合された出力信号を、第２のサブアレイ（１
００Ｂ）の第１および第２の素子に提供するように、第３のサブアレイ（１００Ｃ）に結
合される前記分配手段（１５１Ｎ３）からの少なくとも１つの出力信号に組み合わせられ
る、請求項２４または２５に記載のアンテナアセンブリ。
【請求項２７】
　少なくとも１つの直角位相コンバイナユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）を含み、該直角
位相コンバイナユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）が、前記第１のサブアレイ（１００Ａ）
に供給される信号の位相を有する第１の入力信号と、前記第３のサブアレイ（１００Ｃ）
に供給される信号の位相を有する第２の入力信号とを受信し、かつ前記第２のサブアレイ
（１００Ｂ）の１つの素子に第１の出力信号と、前記第２のサブアレイ（１００Ｂ）の異
なる素子に第２の出力信号とを提供し、前記第１および第２の出力信号が、前記第１およ
び第２の入力信号の位相の所定の作用に応じる、請求項２０から２６のいずれか一項に記
載のアンテナアセンブリ。
【請求項２８】
　前記直角位相コンバイナユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）は、前記直角位相コンバイナ
ユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）によって提供される前記第１および第２の出力信号の位
相が、前記第１および第２の入力信号の位相の平均であるように、前記直角位相コンバイ
ナユニット（１７４Ａ、１７４Ｂ）への第１および第２の入力信号を組み合わせる、請求
項２７に記載のアンテナアセンブリ。
【請求項２９】
　前記第１および第３の制御手段（１３２、１３４）が、前記アンテナ素子（Ｅ１－Ｅｎ
）から離れて配置される、請求項２０から２８のいずれか一項に記載のアンテナアセンブ
リ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナシステムに関し、特に、排他的ではなく、少なくとも２つのサブア
レイに構成された複数のアンテナ素子を有するフェーズドアレイアンテナシステムに関す
る。アンテナシステムは、多くの通信システムでの使用に適しているが、一般に移動体電
話ネットワークと呼ばれるセルラ移動体無線ネットワークにおける特定の適用がある。よ
り詳細には、本発明のアンテナシステムは、第３世代（３Ｇ）移動体電話ネットワークお
よびユニバーサル移動体電話システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｐ
ｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＵＭＴＳ）で使用されることができる。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ移動体無線ネットワークの事業者は、一般に、それぞれ複数のアンテナを含む自
身の基地局を用いる。セルラ移動体無線ネットワークにおいて、アンテナは、所望のカバ
レッジエリアを規定する要因であり、カバレッジエリアは、一般に多数の重なり合うセル
に分割され、各々セルが、それぞれのアンテナおよび基地局に関連付けられる。各セルは
、そのセル内の移動体無線機と通信する固定位置の基地局を含む。基地局自体は、無線リ
ンクまたは固定地上ラインのいずれかの他の通信手段によって相互接続され、かつグリッ
ドまたはメッシュにされた構造に配置され、移動体無線機が、セルカバレッジ領域全体で
、互いにならびにセルラ移動体無線ネットワーク外側の公共電話網と通信することを可能
にする。
【０００３】
　そのようなネットワークで使用されるアンテナは、しばしば、複数（通常は８個以上）
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の個別アンテナ素子またはダイポール、または個別アンテナ素子またはダイポールのアレ
イを備える、フェーズドアレイアンテナとして知られる複合装置である。アンテナの最大
感度方向、すなわちアンテナパターンの主放射ビームすなわち「ボアサイト」の垂直また
は水平方向は、素子間の位相関係を調整することによって変えられることができる。これ
は、ビームが、アンテナのカバレッジエリアを修正するように向けられることを可能にす
る作用を有する。
【０００４】
　特に、セルラ移動体無線ネットワークにおけるフェーズドアレイアンテナの事業者は、
アンテナの「チルト」としても知られる垂直方向放射パターン（ＶＲＰ）を調整する必要
がある。なぜなら、これは、アンテナのカバレッジエリアに著しい作用を有するからであ
る。カバレッジエリアの調整は、例えば、ネットワーク構造の変化、または他の基地局あ
るいはセル内のアンテナの追加または除去のために、必要である可能性がある。
【０００５】
　アンテナのチルト角度の調整は、知られ、かつ一般にアンテナ自体内の機械的手段、電
気的手段、またはその両方によって達成される。チルトが、例えばアンテナ素子自体を機
械的に移動することによって、または素子用ハウジングを機械的に移動することによって
機械的に調整されるとき、そのような調整は、しばしば「機械的なチルトの角度の調整」
と呼ばれる。機械的なチルト角度の調整の作用は、それが、水平方向の上または下を指す
ようにボアサイトを再配置することである。チルトが、素子用ハウジング、アンテナ素子
自体、またはアンテナレードームの任意の他の部分を物理的に移動することなく、アンテ
ナ素子に供給される信号の位相を調整することによって電気的に調整されるとき、そのよ
うな調整は、一般に「電気的なチルトの角度の調整」と呼ばれる。電気的なチルト角度の
調整の作用は、それが、水平方向の上または下を指すようにボアサイトを再配置すること
であるが、この場合、アレイにおける各素子（または素子のグループ）に供給される信号
の時間遅延を変更することによって達成される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　電気的チルトの角度の機械的調整の欠点は、アンテナの手動による機械的調整によって
現場で実行されなければならないことである。
【０００７】
　本発明の目的は、前述の問題を解消する改善されたアンテナを提供することである。
【０００８】
　以下の記載において、用語「アンテナシステム」は、アンテナ素子のアレイである「ア
ンテナアセンブリ」と、アンテナアセンブリのアンテナ素子に供給される信号を制御する
制御手段とを有するシステムを記載するために、以前の用語「アンテナ」の代わりに使用
される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、本発明の一態様によれば、アンテナシステムが提供され、このアンテナシ
ステムは、
　電気的チルトの角度を有し、アンテナキャリア上に搭載され、かつ少なくとも２つのサ
ブアレイに構成される複数のアンテナ素子を有するアンテナアセンブリを備え、各サブア
レイは、１つ以上前記素子を含み、アンテナシステムはさらに、
　前記アンテナアセンブリから離れた位置から、少なくとも１つの前記サブアレイに供給
される信号の位相を電気的に制御する制御手段を備え、前記制御手段が、前記サブアレイ
のそれぞれ１つに第１および第２の入力フィードを介して接続される位相調整手段を含み
、それによって、サブアレイに提供される信号の位相を調整し、アンテナシステムはさら
に、
　アンテナアセンブリの各素子に供給される信号の位相をさらに調整するための追加の機
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械的位相調整装置を備える。
【００１０】
　有利には、アンテナアセンブリは、第１および第２の位相調整手段を備えることができ
、各前記第１および第２の位相調整手段は、それぞれ第１または第２の入力フィードを介
して、それぞれ１つの前記サブアレイと接続され、それによって、前記サブアレイの前記
それぞれ１つに供給される信号の位相を調整する。
【００１１】
　一般には、アンテナキャリアはマストであることができる。
【００１２】
　第１の実施形態において、制御手段は、アンテナアセンブリから離れたアンテナキャリ
アのベースに配置されることができる。代わりの実施形態において、制御手段は、アンテ
ナキャリアまたはマストのベースからある距離の位置、例えば数キロメートル離れた位置
に配置される。
【００１３】
　制御手段は、単一の入力信号を受信する単一のポートと、前記入力信号を、前記第１お
よび第２の位相調整手段のそれぞれ１つに供給される第１および第２の分割信号に分割す
る手段とを含むことができる。
【００１４】
　有利には、システムは、前記複数のアレイの中の第２のアレイに供給される信号の位相
に応じて、前記複数のアレイの中の第１のアレイに供給される信号の位相を自動的に制御
する手段をさらに備える。
【００１５】
　１つの好ましい実施形態において、前記アンテナアセンブリの前記素子は、第１のサブ
アレイ、第２のサブアレイ、および第３のサブアレイに構成され、前記アンテナシステム
は、
　前記第１のサブアレイに供給される信号の位相を制御する第１の制御手段と、
　前記第３のサブアレイに供給される信号の位相を制御する第３の制御手段と、
　前記第１および第３のサブアレイに供給される信号の位相の所定の作用に応じて、前記
第２のサブアレイに供給される信号の位相を自動的に制御するように構成された第２の制
御手段とを備える。
【００１６】
　有利には、前記所定の作用は、前記第１および第３のサブアレイに供給される信号の位
相のベクトル合計である。
【００１７】
　前記第２の制御手段は、好ましくは、コンバイナユニットを含むことができ、このコン
バイナユニットは、前記第１のサブアレイに供給される信号の位相を有する第１の入力信
号、および前記第３のサブアレイに供給される信号の位相を有する第２の入力信号を受信
し、かつ前記第１および第３のサブアレイに供給される信号の位相の所定の作用に応じて
、第２のサブアレイに出力信号を提供する。
【００１８】
　一実施形態において、所定の作用は、前記第１および第３のサブアレイに供給される信
号の位相のベクトル合計である。
【００１９】
　さらなる好ましい実施形態において、第２の制御手段は、少なくとも１つの直角位相（
ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ）コンバイナユニットを含み、この直角位相コンバイナユニットは
、第１のサブアレイに供給される信号の位相を有する第１の入力信号と、前記第３のサブ
アレイに供給される信号の位相を有する第２の入力信号とを受信し、かつ第２のサブアレ
イの１つの素子に第１の出力信号と、第２のサブアレイの異なる素子に第２の出力信号と
を提供し、前記第１および第２の出力信号が、第１および第２の入力信号の位相の所定の
作用に応じる。
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【００２０】
　直角位相コンバイナユニットは、直角位相コンバイナユニットによって提供される前記
出力信号の位相が、前記第１および第２の入力信号の位相の平均であるように構成される
ことができる。
【００２１】
　第１の制御手段は、第１の所定の量だけ、前記第１のサブアレイに供給される前記信号
の位相を制御かつ／または調整するように構成されることができ、また前記第２の制御手
段は、第２の所定の量だけ、前記第２のサブアレイに供給される前記信号の位相を制御か
つ／または調整するように構成されることができ、前記第２の所定の量の強度および／ま
たは極性は、前記第１の所定の量の強度および／または極性と異なる。
【００２２】
　アンテナアセンブリは、従来、前記第１および第２の位相調整手段からの最大の２つの
信号フィードが供給される。
【００２３】
　アンテナアセンブリは、従来、結合されるサブアレイの素子を横切る信号を分割しかつ
分配するための、各サブアレイに結合されるそれぞれの信号分配手段を含む。好ましくは
、前記各信号分配手段は、１つ以上の前記サブアレイに信号を分配するスプリッタ装置を
含む。従来、スプリッタ装置は、実質的に均一な分配で、前記サブアレイに前記信号の信
号強度を分配し、それによってアンテナボアサイト利得を増大するように構成される。
【００２４】
　一実施形態において、第１のサブアレイに結合された前記分配手段からの少なくとも１
つの出力信号は、第３のサブアレイに結合された前記分配手段からの少なくとも１つの出
力信号と空間的に組み合わされまたは重ね合わされ、それによって、第２のサブアレイの
第１および第２の素子に、第１および第２の組み合わされた出力信号を提供する。信号の
組み合わせは、単にエアで達成されることができ、特にシステムが電気的にチルトされる
とき、より高いボアサイト利得およびより低いサイドローブレベルが達成されることがで
きるさらなる利点を提供する。
【００２５】
　追加の機械的位相調整装置は、可動誘電体素子のアレイを含むことができる。各アレイ
素子への信号経路は、その素子に独特である結合された誘電体素子を備えることができ、
または誘電体素子を他のアレイ素子への信号経路と共有することができる。
【００２６】
　各素子は、結合された入力送信ラインを有し、一実施形態において、各誘電体素子は、
前記送信ラインを介して前記素子に供給される信号のさらなる位相シフトを変えるように
、結合される送信ラインに対する線形移動のために構成される。
【００２７】
　代わりに、各誘電体素子は、前記送信ラインを介して前記素子に供給された信号のさら
なる位相シフトを変えるように、結合される送信ラインに対する回転移動のために構成さ
れる。
【００２８】
　したがって、追加の機械的位相調整装置は、誘電体素子を移動するための回転または線
形作動手段を含むことができる。各追加の機械的位相調整装置は、誘電体素子の線形また
は回転作動時に、各アレイ素子に供給される信号に対するさらなる実質的に等しい量の位
相調整を与えるように、同一であることができる。代わりに、各追加の機械的位相調整装
置は、線形または回転作動が、各素子に対する信号に異なる量のさらなる位相調整を生じ
るように異なることができる。
【００２９】
　本発明の他の態様によれば、アンテナシステムが提供され、このアンテナシステムは、
　各サブアレイが１つ以上の素子を備える、少なくとも２つのサブアレイに構成された複
数の素子を有するアンテナアセンブリと、
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　前記複数のアレイの中の第１のアレイに供給された信号の位相を制御する第１の制御手
段と、
　前記複数のサブアレイの中の前記第１のサブアレイに供給される前記信号の位相に応じ
て、前記複数のサブアレイの中の他のサブアレイに供給された信号の位相を自動的に制御
する第２の制御手段とを備える。
【００３０】
　好ましくは、前記アンテナアセンブリの前記素子は、第１、第２、および第３のサブア
レイに構成され、前記アセンブリは、
　前記第１のサブアレイに供給される信号の位相を制御する第１の制御手段と、
　前記第３のサブアレイに供給される信号の位相を制御する第３の制御手段とを含み、
　前記第２の制御手段は、前記第１および第３のサブアレイに供給される前記信号の位相
の所定の作用に応じて、前記第２のサブアレイに供給される前記信号の位相を自動的に制
御するように構成される。
【００３１】
　有利には、所定の作用は、前記第１および第３のサブアレイに供給された信号の位相の
ベクトル合計である。
【００３２】
　任意のおよび／または代わりの本発明の第１の態様として記載される特徴は、また、本
発明のさらなる態様に適用可能でありえることが理解される。
【００３３】
　本発明のさらに他の態様によれば、アンテナシステムが提供され、このアンテナシステ
ムは、
　各アレイが１つ以上の素子を備える、少なくとも第１、第２、および第３のサブアレイ
に構成された複数の素子を有するアンテナアセンブリと、
　各前記サブアレイに提供される信号の位相を制御する制御手段とを備え、
　前記アンテナアセンブリは、最大の２つの信号フィードが供給される。
【００３４】
　前述の段落で記載された本発明のシステムは、既存のシステムに対するいくつかの利点
を提供する。特に、アンテナアセンブリの各サブアレイに供給される信号の位相の制御お
よび／または調整が、簡単にかつ迅速に、アンテナアセンブリから離れた位置から達成さ
れることができる。アンテナキャリアまたはマスト自体に搭載された、アンテナ素子およ
び／またはアンテナハウジングの手動の機械的調整によって、アンテナのチルト角度を調
整することが知られている。そのような調整プロセスは、不便でありかつ大きな労力であ
る。本発明は、チルトの角度が、電気的手段によってアンテナマストから離れた位置、例
えば、基地局またはアンテナマストのベースの制御センタから、またはマストから数キロ
メートルに位置する基地局から調整されることができるという利点を提供する。さらに、
システムは、各ユーザに独立して動作可能な制御手段を提供し、かつ周波数選択コンバイ
ナ装置でユーザ信号を組み合わせることによって、マルチユーザ（すなわちマルチオペレ
ータ）応用に適している。
【００３５】
　本発明は、また、各アンテナ素子に供給された信号の位相および大きさの分配が、特に
システムが電気的にチルトされるときに、アンテナ利得およびサイドローブレベルの改善
された制御を提供するように制御されるという利点を提供する。例えば、アレイの各素子
に提供される信号の位相をさらに調整するための機械的位相調整手段の構成は、ボアサイ
ト利得およびサイドローブレベルのさらなる最適化を可能にするために、ユーザに垂直方
向放射パターンの微調整手段を提供する。
【００３６】
　本発明のこの態様は、アンテナアセンブリの電気的チルトを調整するために必要な多数
の構成部品における低減が、対応するシステムの複雑性および価格における低減とともに
達成されることができるという、他の知られている技術に対する利点も提供する。
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【００３７】
　本明細書の目的のために、用語「ユーザ」は、本発明のシステムのユーザ（すなわち、
システムオペレータ）を意味することを意図し、システムへの信号またはシステムからの
信号を受信／送信するための電話受話器のユーザを意味するものではないことを意図する
ことが理解される。
【００３８】
　本発明は、添付の図面を参照して例示だけによって記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　図において、同様の参照符号が、同様の部品を示すために使用される。以下の記載にお
いて、本発明は、セルラ移動体無線ネットワーク、特にユニバーサル移動体電話システム
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＵＴＭＳ）
での使用に適したアンテナシステムに関連して記載される。しかしながら、本発明は、そ
のような使用に制限されず、他の通信システムに対しても同様に適用されることができる
ことは理解される。
【００４０】
　図１は、従来のフェーズドアレイアンテナアセンブリの垂直方向放射パターン（ＶＲＰ
）を示す。図面は側面図で示され、アンテナアセンブリは、点１で示される。
【００４１】
　アンテナアセンブリ１のＶＲＰは、主ローブすなわち「ボアサイト」２を含み、この主
ローブは、それがアンテナアセンブリから延びる垂直方向面に広がり、かつアンテナアセ
ンブリによって放射されるビームの最大放射強度の領域を表す。アンテナアセンブリのＶ
ＲＰは、より低い放射強度の領域を表す多数のサイドローブ４も含み、これらサイドロー
ブ４は、垂直方向面においてアンテナアセンブリの周りにほぼ等角度で離間された方向に
、アンテナアセンブリから延びる。ボアサイト２の直近のローブ３は、それぞれ第１の上
方サイドローブおよび第１の下方サイドローブと呼ばれる。
【００４２】
　アンテナアセンブリのチルト角度は、アンテナ素子および／またはそれらのハウジング
またはケーシングを物理的に移動して機械的に調整されるとき、「機械的チルト」の角度
として知られ、従来、水平方向の上または下のいずれかを指すように、ボアサイトを再配
置することによって達成される。電気的に調整されるとき、アンテナアセンブリのチルト
が、「電気的チルト」として知られ、かつ素子自体の機械的移動よりむしろ、アンテナに
おける素子のグループに供給される信号の時間遅延または位相を変更することによって、
ボアサイトラインを上方または下方に移動する。時間遅延は、無線周波数キャリアの位相
を変更することによって達成されることができる。位相遅延が、対象の帯域を横切る周波
数に比例し、かつゼロ交差を有するなら、位相遅延は、時間遅延を生じる。位相シフトお
よび時間遅延は、したがって同期される。
【００４３】
　例えば、部品の機械的移動は、アンテナ素子自体が、ボアサイトの位置を調整するため
に物理的に移動されない電気的位相調整を実行するために使用されることができるように
、両方の「電気的チルト」および「機械的チルト」が、電気的手段、または機械的手段の
いずれかによって、あるいは両方の手段によって制御されかつ／または調整されることが
できることに留意することは、以下の記載の理解に有効である。
【００４４】
　図２において、電気的チルトの角度を調整する機械的手段を組み込む、知られているア
ンテナシステムのアンテナアセンブリは、一般に１０で概略ブロックの形態で示される。
アンテナアセンブリは、Ａ、Ｂ、およびＣが付けられた３つのサブアレイに構成された、
１２個の素子またはダイポールＥ１－Ｅ１２のアレイからなるフェーズドアレイアンテナ
である。
【００４５】
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　各サブアレイＡ、Ｂ、Ｃは、相互に並列に接続された４つの素子を含み、それぞれ第１
の遅延装置１２、第２の遅延装置１４、および第３の遅延装置１６の出力に結合される。
遅延装置１２、１４、１６は、図９および図１０に示されるタイプであり、以下により詳
細に記載される従来の機械的位相調整機構を備える。アンテナによって送信される無線周
波数（ＲＦ）信号は、共通ＲＦポートまたはフィーダ１８から、各遅延装置１２、１４、
１６に供給される。
【００４６】
　遅延装置１２、１４、１６の作用は、所定の量だけ、それぞれサブアレイＡ、Ｂ、Ｃに
供給されるＲＦ信号の位相を調整することである。中央サブアレイＢに接続される第２の
遅延装置１４は、固定された量だけ、サブアレイＢに供給される信号の位相をシフトする
ように構成された、固定遅延装置である。一方、サブアレイＡに接続される第１の遅延装
置１２およびサブアレイＣに接続される第３の遅延装置１６は、可変遅延装置であり、そ
れぞれ、可変量だけ、それぞれサブアレイＡおよびＣに供給されるＲＦ信号の位相をシフ
トするように動作可能である。
【００４７】
　第１の遅延装置１２および第３の遅延装置１６は、一般に、サブアレイＡおよびＣに供
給されるＲＦ信号に０と±４５°との間の位相シフトを適用でき、かつ図６および図７に
示される機械的装置など、機械的構成２０によって調整可能である。機械的装置２０は、
第１の遅延装置１２によって適用される位相シフトの方向と比べて、第３の遅延装置１６
によって信号に適用される位相シフトの方向を逆転する、２２で示される手段を含む。し
たがって、第１の遅延装置１２および第３の遅延装置１６によってＲＦ信号に適用される
位相シフトは、大きさは同じであるが極性は逆である。換言すれば、第１の遅延装置１２
が、＋４５°だけサブアレイＡに供給される信号の位相をシフトするなら、第３の遅延装
置１６が、－４５°だけサブアレイＣに供給される信号の位相をシフトする。第２の遅延
装置１４は、固定遅延装置であるので、実際に、第１の遅延装置１２および第３の遅延装
置１６によって適用されるシフトの中間である位相シフトが、サブアレイＢに供給される
信号に適用される。
【００４８】
　そのようなアンテナアセンブリの電気的チルトの角度は、サブアレイごとに±４５°の
位相シフトに対して±５°だけ一般に変化する。これは、電気的チルトの１度ごとにほぼ
１８°の位相シフトのチルト感度を与える。したがって、この例において、サブアレイＡ
およびＣに供給されるＲＦ信号は、９０°異なるので、アンテナアセンブリの電気的チル
トはほぼ５°である。アンテナアセンブリの電気的チルトの方向は、サブアレイに供給さ
れる信号に適用される位相シフトの極性に応じる。上方サブアレイ（この場合サブアレイ
Ａ）への信号が正の位相を有し、下方サブアレイ（この場合サブアレイＣ）への信号が負
の位相シフトを有する場合、電気的チルトの角度は、正であり、すなわち垂直方向ボアサ
イトライン上である。反対極性の位相シフトに関しては、電気的チルトの角度は負である
。
【００４９】
　図２のアンテナアセンブリは、多数の欠点を被る。特に、機械的装置２０の手動調整は
、アンテナアセンブリの電気的チルトの角度を変えるために、第１の遅延装置１２および
第３の遅延装置１６によって適用される位相シフトを調整するために必要である。さらに
、共通の機械的調整装置２０の構成のために、第１の遅延装置１２および第３の遅延装置
１６によって適用される位相シフトの大きさは、常に大きさは等しく方向（極性）は逆で
あり、それによってアンテナアセンブリのチルトを制限する。さらに、サイドローブレベ
ルが、ボアサイトのレベルに対して増加する。したがって、アンテナアセンブリの利得は
、不利に低減される。
【００５０】
　図３に、本発明によるアンテナシステムの好ましい形態が、一般に１００としてブロッ
ク形態で示される。この実施形態において、アンテナアシステム１００は、１０２で示さ



(12) JP 2009-50029 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

れるアンテナアセンブリと、制御ユニット１０４とを備える。アンテナアセンブリ１０２
は、アンテナキャリアまたはマスト（図示せず）に搭載された８個の素子Ｅ１からＥ８の
アレイを有するフェーズドアレイアンテナを備える。素子Ｅ１からＥ８は、素子Ｅ１から
Ｅ４を備える上方サブアレイ１００Ａと、素子Ｅ５からＥ８を備える下方サブアレイ１０
０Ｂとの２つのサブアレイに構成される。各サブアレイ１００Ａ、１００Ｂにおける素子
は、分配ネットワーク１５１Ｎ１、１５１Ｎ２の形態のそれぞれの信号分配手段に並列に
接続される。分配ネットワーク１５１Ｎ１および１５１Ｎ２は、それぞれキャリアライン
１２０、１２２を介して供給され、以降にさらに詳細に記載される。
【００５１】
　アンテナアセンブリ１０２は、四角形１１２、１１４で示される２つの入力ポートを含
み、各入力ポートは、それぞれの入力キャリアライン１２０、１２２を介してそれぞれの
分配ネットワーク１５１Ｎ１、１５１Ｎ２に接続される。制御ユニット１０４は、また入
力スプリッタ／コンバイナユニット１２５を含み、その共通ポートは、単一のＲＦポート
１２６の出力に接続される。入力スプリッタ／コンバイナユニット１２５は、第１のスプ
リッタライン１２８および第２のスプリッタライン１３０を介して、それぞれ第１の位相
調整器１３２および第２の位相調整器１３４に接続される２つのポートを有する。第１の
位相調整器１３２は、その入力で、第１の入力フィーダライン１３６を介して入力ポート
１１２に接続され、一方、第２の位相調整器１３４は、第２の入力フィーダライン１３８
を介して入力ポート１１４に接続される。したがって、アンテナアセンブリ１０２は、デ
ュアルフィーダラインを介して制御ユニット１０４から信号を提供される。
【００５２】
　第１の位相調整器１３２および第２の位相調整器１３４によって実行される位相調整に
加えて、追加の位相調整手段１５０Ｅ１－１５０Ｅ８が、アセンブリの各素子への信号経
路に提供され、各追加の位相調整手段１５０Ｅ１－１５０Ｅ８は、図９または図１０のい
ずれかを参照して以下にさらに詳細に記載されるタイプの機械的位相調整装置の形態をと
る。各機械的位相調整装置１５０Ｅ１－１５０Ｅ８は、サーボコントローラ１０３の制御
の下で、サーボモータ１０１によって制御されるので、各サブアレイ１００Ａ、１００Ｂ
の個別素子に提供される信号の位相をさらに調整するように作用する。サーボコントロー
ラ１０３は、制御ケーブル２０６を介してサーボモータ１０１を制御し、制御ケーブル２
０６は、サーボコントローラ１０３が、アンテナアセンブリ１００から離れて配置される
制御ユニット１０４の一部を形成できるように、十分な長さであることができる。
【００５３】
　分配ネットワーク１５１Ｎ１、１５１Ｎ２は、図４にさらに詳細に示される。上方サブ
アレイ１００Ａに結合される第１の分配ネットワーク１５１Ｎ１は、それぞれ第１のスプ
リッタ／コンバイナユニット１１６Ａ、第２のスプリッタ／コンバイナユニット１１６Ｂ
、および第３のスプリッタ／コンバイナユニット１１６Ｃを含む。入力キャリアライン１
２０は、第２のスプリッタ／コンバイナユニット１１６Ｂに信号を供給する。第２のスプ
リッタ／コンバイナユニット１１６Ｂは、第１のスプリッタ／コンバイナユニット１１６
Ａおよび第３のスプリッタ／コンバイナユニット１１６Ｃのそれぞれ１つに、実質的に等
しい強度の第１および第２の出力信号を供給する。第１のスプリッタユニット１１６Ａお
よび第３のスプリッタユニット１１６Ｃは、それぞれ、位相調整手段１５０Ｅ１から１５
０Ｅ４のそれぞれ１つに、実質的に等しい強度の第１および第２の出力信号を提供するよ
うに信号をさらに分割する。下方サブアレイ１００Ｂのための第２の分配ネットワーク１
５１Ｎ２は、スプリッタユニット１１８Ａ、１１８Ｂ、１１８Ｃの同一の構成を含む。ス
プリッタ／コンバイナユニット１１６Ａ－１１６Ｃ、１１８Ａ－１１８Ｃの構成は、アレ
イの各素子Ｅ１からＥ８への等しいパワーの分配を確実にし、したがって最大のボアサイ
ト利得を確実にし、ビームパターンは、送信および受信モードの両方で同一である。
【００５４】
　図３および図４を参照すると、動作において、アンテナシステムによって送信される信
号は、入力スプリッタユニット１２５の入力に、ＲＦポート１２６から供給される。入力
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スプリッタユニット１２５は、信号を、等しい強度の２つの出力信号に分割し、それぞれ
第１の位相調整器１３２および第２の位相調整器１３４に１つの分割信号を供給する。第
１の位相調整器１３２および第２の位相調整器１３４は、±６０°の範囲内に供給された
信号の位相を調整するように動作可能である。各位相調整器１３２、１３４は、第１の位
相調整器１３２が、ＲＦ信号に正の位相シフトを適用するように構成されるなら、第２の
位相調整器１３４が、信号に負の位相シフトを適用するように構成されるように制御され
、また逆も同じである。しかしながら、各位相調整器は、独立して供給された信号の位相
を調整するように構成され、各位相調整器によって適用される位相シフトの大きさは異な
ることができる。
【００５５】
　第１の位相調整器１３２からの位相シフトされた信号は、第１のフィーダライン１３６
を介して、アンテナアセンブリ１０２の入力ポート１１２に供給される。同様に、第２の
位相調整器１３４からの位相調整された信号は、第２のフィーダライン１３８を介して入
力ポート１１４に供給される。実際、第１のフィーダライン１３６および第２のフィーダ
ライン１３８は、所望の限り長く作られることができ、アンテナアセンブリ１０２の電気
的チルトの角度を調整する制御手段１０４は、アンテナアセンブリ自体から離れた位置に
配置されることができる。
【００５６】
　入力ポート１１２、１１４に供給される位相シフトされた信号は、入力キャリアライン
１２０、１２２上で、それぞれ第１の一次スプリッタユニット１１６Ｂおよび第２の一次
スプリッタユニット１１８Ｂに信号ＳａおよびＳｂとして供給される。第１の一次スプリ
ッタユニット１１６Ｂは、信号Ｓａを分割するように作用し、上方サブアレイスプリッタ
ユニット１１６Ａ、１１６Ｃ、および結合される位相調整装置１５１Ｅ１から１５０Ｅ４
を介して、サブアレイ１００Ａの素子に、その２つの出力からの分割信号を提供する。
【００５７】
　同様に、第２の一次サブアレイスプリッタユニット１１８Ｂは、信号Ｓｂを分割するよ
うに作用し、下方サブアレイスプリッタユニット１１８Ａ、１１８Ｃ、および結合される
位相調整装置１５１Ｅ５から１５０Ｅ８を介して、サブアレイ１００Ｃの素子に、その２
つの出力からの分割信号を提供する。
【００５８】
　信号Ｓａ、Ｓｂが、分割され、かつアンテナアセンブリの素子に分配される方法は、ス
プリッタユニットが相互接続される方法から、当業者に容易に理解されるであろう。すな
わち、スプリッタユニットに関する２つの信号出力の信号強度は、入力信号強度の実質的
に半分の強度である。したがって、各素子Ｅ１からＥ８へ供給される信号の信号強度は、
実質的に同一である。
【００５９】
　図５は、図３および図４に示される実施形態の代わりの実施形態であり、アンテナアセ
ンブリ１０２は、３つのサブアレイに構成される８個のアンテナ素子Ｅ１からＥ８を含む
。上方サブアレイ１００Ａは、アンテナ素子Ｅ１からＥ３を含み、中央サブアレイ１００
Ｂは、Ｅ４およびＥ５を含み、下方サブアレイ１００Ｃは、アンテナ素子Ｅ６からＥ８を
含む。各素子Ｅ１からＥ４（すなわち、上方サブアレイ１００Ａの３個の素子および中央
サブアレイ１００Ｂの１つの素子）は、分配ネットワーク１５１Ｎ１によって供給され、
それぞれ追加の位相調整手段１５０Ｅ１－１５０Ｅ４に提供される。各アンテナ素子Ｅ５
からＥ８（すなわち、下方サブアレイ１００Ｃの３個の素子および中央サブアレイ１００
Ｂの１つの素子）は、他の分配ネットワーク１５１Ｎ２によって供給され、それぞれ結合
される追加の位相調整手段１５０Ｅ５－１５０Ｅ８に提供される。中央サブアレイ素子１
５０Ｅ４および１５０Ｅ５への位相調整された信号は、第１の分配ネットワーク１５１Ｎ
１からの出力信号の１つおよび第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２からの出力信号の１つ
を、１６０で、エアで空間的に組み合わせることによって得られる。中央サブアレイ１０
０Ｂへの入力を発生するための２つの信号のエア組み合わせは、分配ネットワーク１５１
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Ｎ１、１５１Ｎ２からの出力信号が、結合される位相調整装置１５０Ｅ４、１５０Ｅ５を
通過した後に生じる。
【００６０】
　図５における分配ネットワーク１５１Ｎ１、１５１Ｎ２は、図４に示されるスプリッタ
装置と実質的に同一のスプリッタ装置を含むことができる。したがって、第１の分配ネッ
トワーク１５１Ｎ１の第１のスプリッタユニット１１６Ａからの出力は、素子Ｅ１および
Ｅ２に供給され、第３のスプリッタユニット１１６Ｃからの出力の１つは、素子Ｅ３に供
給される。素子Ｅ４およびＥ５への供給が、図５の実施形態と交換されるとき、第１の分
配ネットワーク１５１Ｎ１の第３のスプリッタユニット１１６Ｃからの第２の出力は、素
子Ｅ５に供給される。同様に、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２の第３のスプリッタユ
ニット１１８Ｃからの２つの出力は、素子Ｅ７およびＥ８に供給され、第１のスプリッタ
ユニット１１８Ｃからの出力の１つは、素子Ｅ６に供給される。素子Ｅ４およびＥ５への
供給が交換されるとき、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２の第１のスプリッタユニット
１１８Ａからの出力の１つが、素子Ｅ４に供給される。
【００６１】
　アレイ素子を横切る位相分配が、線形分配に対する近似により近い利点は、中央サブア
レイ１００Ｃへの入力を得るために、上方サブアレイ１００Ａおよび下方サブアレイ１０
０Ｃからの２つの素子を空間的に重なり合わせることによって得られる。したがって、よ
り高いボアサイト利得およびより低いサイドローブレベルが、特にアンテナが電気的にチ
ルトされるときに達成されることができる。
【００６２】
　図６は、可変電気的チルトアセンブリのトリプルサブグループの形態で、アンテナアセ
ンブリのさらなる代わりの実施形態を示す。アンテナアセンブリ１０２は、各サブアレイ
が、それぞれＥ１からＥ４、Ｅ５からＥ８、およびＥ９からＥ１２の４つの素子を含むよ
うに、３つのサブアレイ１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃに分割された１２個の素子Ｅ１か
らＥ１２を含む。図３から図５の実施形態で示される部分と同様な部分は、同様の参照符
号で示され、さらなる詳細は記載されない。入力キャリアライン１２０、１２２は、それ
ぞれ一次スプリッタユニット１４０Ａ、１４０Ｂに、それぞれの信号ＳａおよびＳｂを供
給し、各一次スプリッタユニットは、等しい強度の２つの出力を提供する。第１の一次ス
プリッタユニット１４０Ａの第１の出力は、第１の出力キャリアライン１０６に接続され
、第１の一次スプリッタユニット１４０Ａの第２の出力は、コンバイナユニット１２４の
第１の入力に接続される。第２の一次スプリッタユニット１４０Ｂの第１の出力は、第２
の出力キャリアライン１１０に接続され、一方、第２の一次スプリッタユニット１４０Ｂ
の第２の出力は、コンバイナユニット１２４の第２の入力に接続される。
【００６３】
　コンバイナユニット１２４は、出力キャリアライン１０８の２つの信号のベクトル合計
を出力するように動作可能である。コンバイナユニット１２４への各信号入力の信号強度
は、第１の一次スプリッタユニット１４０Ａおよび第２の一次スプリッタユニット１４０
Ｂから出力された信号の組み合わせにおいて、それぞれ第１の一次スプリッタユニット１
４０Ａおよび第２の一次スプリッタユニット１４０Ｂによって半分にされた信号のＳａ、
Ｓｂの半分の信号強度であるので、コンバイナユニット１２４によって出力される信号は
、いずれかの信号Ｓａ、Ｓｂと同一の信号強度を有する。さらに、コンバイナユニット１
２４は、２つの信号Ｓａ、Ｓｂのベクトル合計を生成し、また信号Ｓａ、Ｓｂの位相は、
異なって調整されている（すなわち、反対極性で）ので、ライン１０８に沿ってコンバイ
ナユニット１２４によって出力される信号の位相は、ＳａおよびＳｂの位相の中間である
。さらに、コンバイナユニット１２４は、サブグループ１００Ｂへの信号パワーの損失な
しに、信号ＳａおよびＳｂの位相の中間を提供する。
【００６４】
　コンバイナユニット１２４は、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２へのキャリアライン
１０８のベクトル合計された信号を提供し、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２は、次に
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、結合された位相調整手段１５０Ｅ５から１５０Ｅ８を介して、各素子Ｅ５からＥ８へ信
号を提供する。この構成は、コンバイナユニット１２４からの出力が、入力キャリアライ
ン１２０、１２２の信号の平均位相であるので、位相線形性におけるさらなる改善を提供
する。したがって、中央サブアレイ１００Ｂの素子（素子Ｅ５からＥ８）に供給される全
パワーは、キャリアライン１２０、１２２間の位相差を有して実質的に一定のままである
。
【００６５】
　図７は、より詳細に分配ネットワーク１５１Ｎ１、１５１Ｎ２、１５１Ｎ３を示すため
に、図６のトリプルサブグループアンテナアセンブリの実際の実施形態を示す。第１のス
プリッタユニット１４０Ａおよび第２のスプリッタユニット１４０Ｂは、入力キャリアラ
イン１２０、１２２のそれぞれ１つによって供給され、各スプリッタユニット１４０Ａ、
１４０Ｂは、２つの出力信号を生成する。第１のスプリッタユニット１４０Ａからの第１
の出力信号は、一次スプリッタユニット１４０Ａからの信号に、一般に－４５°から－６
０°の追加の位相シフトを適用するために、第１の分配ネットワーク１５１Ｎ１の位相シ
フトユニット１７０Ａに供給される。位相シフトされた出力信号は、図４で示される種類
のスプリッタ装置１１６Ａ、１１６Ｂ、１１６Ｃの一部を形成するスプリッタユニット１
１６Ｂに提供される。スプリッタ装置１１６Ａ、１１６Ｂ、１１６Ｃは、それぞれ位相調
整手段１５０Ｅ１－１５０Ｅ４に出力信号を提供し、各素子は、実質的に等しい強度の信
号を受信する。
【００６６】
　スプリッタユニット１４０Ａからの第２の出力は、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２
の一部を形成するさらなるスプリッタユニット１７２Ａへ提供され、このスプリッタユニ
ット１７２Ａは、それが受信した入力を、第１の直角位相ハイブリッドコンバイナユニッ
ト１７４Ａの１つの入力（Ａ）に提供される第１の出力信号と、第２の直角位相コンバイ
ナユニット１７４Ｂの１つの入力（Ａ）に提供される第２の出力信号とに分割する。
【００６７】
　第２のスプリッタユニット１４０Ｂは、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２の一部を形
成するさらなるスプリッタユニット１７２Ｂに、第１の出力信号を提供する。さらなるス
プリッタユニット１７２Ｂは、第１の直角位相コンバイナユニット１７４Ａの第２の入力
（Ｂ）に出力信号を、第２の直角位相コンバイナユニット１７４Ｂの第２の入力（Ｂ）に
出力信号を提供する。
【００６８】
　各第１の直角位相コンバイナユニット１７４Ａおよび第２の直角位相コンバイナユニッ
ト１７４Ｂは、中央サブアレイ１００Ｂの２つの素子に第１および第２の出力信号を提供
し、第１の直角位相コンバイナユニット１７４Ａは、素子Ｅ５およびＥ６に信号を提供し
、かつ、第２の直角位相コンバイナユニット１７４Ｂは、素子Ｅ７およびＥ８に信号を提
供する。第１の直角位相コンバイナユニット１７４Ａおよび第２の直角位相コンバイナユ
ニット１７４Ｂは、素子Ｅ５からＥ８に提供される信号の位相が、入力キャリアライン１
２０、１２２の信号の位相の平均であることを確実にする。例えば、素子Ｅ５に供給され
るパワーが減少したとき、素子Ｅ６に供給されるパワーが増大し、素子Ｅ５、Ｅ６に供給
される全パワーが、実質的に一定のままである。
【００６９】
　第２のスプリッタユニット１４０Ｂからの第２の出力信号は、第３の分配ネットワーク
１５１Ｎ３の一部を形成する第２の位相シフトユニット１７０Ｂを通過する。第２の位相
シフトユニット１７０Ｂは、＋４５°の位相シフト（すなわち、位相シフトユニット１７
０Ａと反対極性）をスプリッタユニット１１８Ｂに適用する。スプリッタユニット１１８
Ｂは、図４に示される種類のスプリッタ装置１１８Ａ、１１８Ｂ、１１８Ｃの一部を形成
し、それぞれ下方サブアレイ１００Ｃの素子Ｅ９からＥ１２の位相調整手段１５０Ｅ９－
１５０Ｅ１２に出力信号を提供する。
【００７０】



(16) JP 2009-50029 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

　図８は、アンテナアセンブリが、５個のサブアレイ１００Ａ－１００Ｅ（すなわち、ク
インテュプルサブアレイアセンブリ）を含む、本発明の代わりの実施形態である。第３の
サブアレイ１００Ｂおよび第４のサブアレイ１００Ｄは、図６に示されるように、３つの
サブアレイアセンブリの素子の空間的な重なり合いによって得られる。図６に示される部
分と同様の部分は、同じ参照符号で示される。入力キャリアライン１２０、１２２は、そ
れぞれ第１の一次スプリッタユニット１４０Ａおよび第２の一次スプリッタユニット１４
０Ｂに、それぞれ信号Ｓａ、Ｓｂを供給する。第１のスプリッタユニット１４０Ａは、第
１の出力信号を、出力キャリアライン１０６に沿って第１の分配ネットワーク１５１Ｎ１
に供給し、第２の出力信号をコンバイナユニット１２４に供給する。第２のスプリッタユ
ニット１４０Ｂは、第１の出力信号を、出力キャリアライン１１０に沿って第３の分配ネ
ットワーク１５１Ｎ３に供給し、第２の出力信号をコンバイナユニット１２４に供給する
。コンバイナユニット１２４は、出力信号を、出力キャリアライン１０８に沿って第２の
分配ネットワーク１５１Ｎ２に提供する。
【００７１】
　各分配ネットワーク１５１Ｎ１、１５１Ｎ２、１５１Ｎ３は、４つの出力信号を提供し
、各出力信号は、結合される位相調整装置１５０Ｅ１－１５０Ｅ１２を介して、アレイの
素子に提供される。第１の分配ネットワーク１５１Ｎ１からの出力信号１８０Ａの１つは
、サブアレイ１００Ｂの素子Ｅ４およびＥ５に信号を提供するように、エアで信号を組み
合わせることによって、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２からの出力信号１８０Ｂの１
つと空間的に重ね合わされる。同様に、第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２からの出力信
号１８０Ｃの１つは、サブアレイ１００Ｄの素子Ｅ８およびＥ９に信号を提供するように
、エアで組み合わせることによって、第３の分配ネットワーク１５１Ｎ３からの出力信号
１８０Ｄの１つと空間的に重ね合わされる。図８の構成は、素子Ｅ１－Ｅ１２を横切る位
相における線形性のさらなる改善を提供し、アセンブリが電気的にチルトされるときに、
ボアサイト利得およびサイドローブ抑制をさらに改善する。
【００７２】
　実際に、図８の分配ネットワーク１５１Ｎ１は、スプリッタ装置１１６Ａ、１１６Ｂ、
１１６Ｃと、図７の実施形態の位相シフトユニット１７０Ａとを含むことができ、第３の
分配ネットワーク１５１Ｎ３は、スプリッタ装置１１８Ａ、１１８Ｂ、１１８Ｃと、図７
の実施形態の位相シフトユニット１７０Ｂとを含むことができる。コンバイナユニット２
４および第２の分配ネットワーク１５１Ｎ２は、図７を参照して前述されたように、第１
のスプリッタユニット１７２Ａおよび第２のスプリッタユニット１７２Ｂと、第１の直角
位相コンバイナユニット１７４Ａおよび第２の直角位相コンバイナユニット１７４Ｂとを
含むことができる。
【００７３】
　図９および図１０は、アンテナアセンブリの各素子に供給される信号の位相の機械的調
整の知られている機器を示す。これらの方法のいずれかまたは両方は、位相調整装置１５
０Ｅ１－１５０Ｅｎ（ここで、ｎは、アンテナアセンブリの素子数である）として、図３
から図８のアンテナアセンブリに使用されることができる。
【００７４】
　図９において、送信ライン上の信号位相の機械的調整は、送信ライン下の誘電体材料の
素子の線形移動によって達成される。機械的調整装置６０１は、アンテナ素子に対する送
信ラインＴが横切って延びるベースプレート６０２と、ベースプレート６０２と送信ライ
ンＴとの間に配置された一般に平坦な誘電体材料のプレート６０４とを含む。一般に「ウ
エッジ」と呼ばれる誘電体材料のプレート６０４は、一般にその１つの長手方向縁部から
切り抜かれた、三角形またはＶ形状セグメント６０６を有する矩形である。ウエッジ６０
４は、一般に送信ラインＴを横切る矢印Ａで示される方向に、ベースプレート６０２およ
び送信ラインＴに対して可動である。その形状によって、ウエッジ６０４の線形移動によ
って、送信ラインとベースプレート６０２との間に挿入された誘電体材料のより大きなま
たはより少ない量を生じさせ、それによって、ウエッジの線形位置に応じる量だけ、伝播
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速度、したがって送信ラインＴの任意の信号位相をシフトさせる。そのような線形移動は
、通常、サーボまたは他の運動変換器の形態の線形アクチュエータによって行われる。
【００７５】
　送信ラインＴの信号に適用される位相シフトの量は、送信ラインＴの下のウエッジ６０
４の位置、およびウエッジ内のＶ形状切抜きの内側角度である「ウエッジ角度」によって
設定される。
【００７６】
　図１０は、一般に７０１で参照される機械的位相調整装置を示す。機械的位相調整装置
は、送信時間遅延をシフトするように動作可能であり、およびしたがって固定されたライ
ン長さに容量結合された送信ラインの可動長さの回転移動によって、送信ラインの信号の
位相をシフトするように動作可能である。装置７０１は、ベースプレート７０２を含み、
ベースプレート７０２の上部は、誘電体材料の層７０４である。送信ラインＴの固定長さ
は、ベースプレート７０２および誘電体層７０４を有する送信ラインを形成する。送信ラ
インは、送信ラインの２つの部分Ｔ１、Ｔ２を形成するように断続的である。第１の部分
Ｔ１は、径Ｒを有する円の１／４の円周を形成するように誘電体層７０４を横切って延び
、第２の部分Ｔ２は、径ｒを有する円の１／４の円周を形成するように誘電体層７０４を
横切って延びる。
【００７７】
　誘電体材料の平坦なディスク７０６は、送信ラインＴ上に配置され、送信ラインの第１
の部分Ｔ１および第２の部分Ｔ２によって画定される円の中心と同軸の軸の周りで送信ラ
インに対して回転可能である。誘電体ディスク７０６は、径Ｒを有する円の１／４の円周
を画定する第１のアームＵ１と、径ｒを有する円の１／４の円周を画定する第２のアーム
Ｕ２とを有する、送信ラインＵのＵ形状長さを担持する。
【００７８】
　送信ラインＴ、Ｕは、誘電体ディスク７０６を介してともに結合され、送信ラインＴの
信号の位相調整は、送信ラインＴに対する送信ラインＵの位置を調整するように、誘電体
ディスク７０６を回転することによって行われることができる。ディスクが９０°回転さ
れると、２つの送信ライン間の結合、したがってアンテナ素子に対する送信ラインの有効
長さが、送信ラインによって搬送される信号の位相をシフトするように変わる。
【００７９】
　図１０には示されていないが、１つ以上のアンテナ素子の位相を制御するために、図１
０の機器を使用することができる。例えば、２つの別個の送信ラインの信号の位相を制御
するためのそのような装置に関して、送信ラインＴ、Ｕの第２の構成は、誘電体ディスク
７０６の反対側の１／４の円周上に配置されることができる。各アンテナ素子、または素
子の各サブグループに適用される位相シフトは、各ディスク上の送信ラインＴ、Ｕの径、
すなわち送信ライン間の機械的結合によって、または両方の手段によって設定されること
ができる。
【００８０】
　図１１は、スプリッタユニットの構成が、等しい強度の信号をアセンブリにおける各素
子に供給されることを可能にする、いわゆる「ファミリーツリー」構成である、本発明の
代わりの実施形態を示す。余弦平方電圧分配が、必ずしもボアサイト利得を最大化しない
ので、そのような構成は、個々のアンテナ素子の位相調整が存在する場合には適している
。
【００８１】
　この特定の実施形態において、アンテナアセンブリは、８個の素子Ｅ１からＥ８からな
る。上方サブアレイ１００Ａは、素子Ｅ１－Ｅ３を備え、中央サブアレイ１００Ｂは、素
子Ｅ４およびＥ５を備え、および下方サブアレイ１００Ｃは、素子Ｅ６からＥ８を備える
（すなわち、トリプルサブアレイシステム）。アンテナアセンブリの電気的チルトの角度
の遠隔調整は、アンテナ素子に供給される信号に対する電気的手段によって適用される異
なる位相シフトと組み合わせて、機械的位相調整機器のサーボ制御によって達成される。
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【００８２】
　入力スプリッタ／コンバイナユニット１２５と、ＲＦポート１２６と、第１の位相調整
器１３２および第２の位相調整器１３４（いずれも示されていない）とを備える基地局制
御ユニット１０４は、それぞれ第１のフィーダライン１３６および第２のフィーダライン
１３８を介して、入力ポート１１２、１１４に、第１の位相シフトされた信号Ｓａおよび
第２の位相シフトされた信号Ｓｂを供給する。入力ポート１１２、１１４は、それぞれ入
力キャリアライン１２０、１２２に信号を印加する。入力キャリアライン１２０、１２２
の位相シフトされた信号ＳａおよびＳｂは、それぞれ第１の一次スプリッタユニット１１
６および第２の一次スプリッタユニット１１８に供給される。スプリッタユニットは、第
１の一次スプリッタユニット１１６および第２の一次スプリッタユニット１１８の各出力
が、スプリッタユニット１１６Ａ、１１６Ｂ、１１８Ａ、１１８Ｂの第２の列のそれぞれ
のスプリッタユニットの入力に接続されるように構成される。
【００８３】
　スプリッタユニット１１６Ａの２つの出力は、図１０に示される位相調整装置に類似す
る第１の位相調整装置Ｄ１を介して、それぞれアンテナ素子Ｅ１およびＥ２に接続される
。スプリッタユニット１１６Ｂの第１の出力は、第２の位相調整装置Ｄ２を介して、アン
テナ素子Ｅ３に接続される。スプリッタユニット１１６Ｂの第２の出力は、スプリッタユ
ニット１１８Ａの第１の出力として、コンバイナユニット１２４の第１の入力に接続され
る。コンバイナユニット１２４は、２つの出力を有し、各２つの出力は、それぞれ第２の
位相調整装置Ｄ２および第３の位相調整装置Ｄ３を介して、素子Ｅ４およびＥ５に接続さ
れる。スプリッタユニット１１８Ａの第２の出力は、第３の位相調整装置Ｄ３を介して、
素子Ｅ６に接続され、一方、スプリッタユニット１１８Ｂの両方の出力は、第４の位相調
整装置Ｄ４を介して、それぞれ素子Ｅ７、Ｅ８に接続される。
【００８４】
　図１１において、位相調整装置Ｄ１からＤ４におけるディスクの回転は、機械的位相調
整装置７０１の各回転ディスク７０６に旋回可能にかつ偏心して搭載された作動アーム２
００の線形移動によって達成される。作動アーム２００の線形移動は、例えば、サーボコ
ントローラ１０３によって制御されるサーボモータ１０１によって達成されることができ
る。制御ケーブル２０６は、サーボモータ１０３を、アンテナアセンブリ１００から離れ
た位置から制御されることを可能にする、任意の所望の長さであることができる。位相調
整装置Ｄ１からＤ４は、単一の制御点を介するそれぞれのディスクの移動が、各ディスク
に関する回転の実質的に等しい程度を結果として生じるように構成されることができる。
しかしながら、異なる量の位相シフトが、各位相調整機構における送信ラインＴ、Ｕ間の
結合に応じて、各アンテナ素子に対する信号に適用されることができる。
【００８５】
　図１２は、アンテナシステムのトリプルサブアレイ実施形態を示す。このアンテナシス
テムにおいて、各アンテナ素子Ｅ１からＥ８に接続される機械的位相調整装置６０１は、
図９に示される機構に類似する機構であり、増大された数の機械的調整装置は、各素子Ｅ
１からＥ８に個別の機械的チルトを実施するために必要である。換言すれば、図１２の実
施形態は、各素子Ｅ１からＥ８に結合される独立した別個の可動な誘電体素子が存在する
図１１の実施形態とは異なる。サーボモータ１０１およびサーボコントローラ１０３が、
前述のように備えられ、ふたたび、アンテナアセンブリ１００の電気的チルトの角度の遠
隔調整は、アンテナ素子Ｅ１からＥ８に供給された、信号Ｓａ、Ｓｂに適用される異なる
位相シフトとともに、制御ケーブル２０６を介して機械的位相調整装置６０１のサーボ制
御によって達成される。
【００８６】
　各素子Ｅ１からＥ８に供給される信号の位相は、それぞれ作動アーム２００に接続され
る各機構における誘電体ウエッジの線形移動によって制御される。下方の４つの素子Ｅ５
－Ｅ８に接続された位相調整装置は、上方の４つの素子Ｅ１－Ｅ４に接続された位相調整
装置と比べて逆である。したがって、素子Ｅ１－Ｅ４に供給される信号に適用される遅延
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（負の位相シフト）における増大が、遅延における低減（正の位相シフト）を、素子Ｅ５
からＥ８に供給される信号に適用させる。
【００８７】
　アンテナアセンブリの電気的チルトの角度が変更されたとき、最大ボアサイト利得を維
持しかつサイドローブレベルの制御するために、各アンテナ素子は、作動アーム２００の
所定の移動のための異なる量の遅延を必要とすることがある。線形機械的位相調整装置に
おいて、これは、ウエッジ６０４のＶ形状セグメント６０６の角度を変更することによっ
て（図９に示されるように）達成されることができる。
【００８８】
　図１０の回転機械的位相調整装置は、図１２の線形機械的位相調整装置６００の代わり
に使用されることができることは理解されよう。図１０の回転機械的位相調整装置を使用
して、作動アーム２００の所定の移動に関する異なる量の遅延は、各回転可能なディスク
に搭載された送信ラインに異なる径を使用することによって達成されることができる。
【００８９】
　図１２におけるスプリッタユニット１１６Ａ－１１６Ｃ、１１８Ａ－１１８Ｃ、および
コンバイナユニット１２４の構成は、前述の構成とは異なるが、この構成が、素子Ｅ１か
らＥ８を横切る信号強度をどのように分配するかの前述の記載から明らかであろう。
【００９０】
　図１３は、さらに他の実施形態を示し、本発明のシステムがデュアル極性アンテナアセ
ンブリとともにいかに使用されることができるかを示す。デュアル極性アンテナアセンブ
リの使用は、通信システムにおいて良く知られておりかつ一般的である。この実施形態に
おいて、アンテナアセンブリは、垂直方向に対して＋４５°の角度に向けられた４つの素
子の第１のアレイと、垂直方向に対して－４５°の角度に向けられた４つの素子の第２の
アレイとに構成された、４つの交差されたダイポール素子Ｃ１からＣ４のスタックを含む
。第１および第２のアレイは、各アレイに供給される個別のＲＦフィーダ１１１０、１１
１２と、有効に電気的に分離される。両方の第１および第２のアレイが、電気的チルトの
同じ角度を有するように、各個別の素子（存在する場合）に対する機械的位相調整／スプ
リッタ装置（一般に１１１４および１１１６と呼ばれる）が、共通のサーボ機構によって
調整される共通の特徴を、第１および第２のアレイは共有する。ふたたび、サーボモータ
１０１は、制御ケーブル２０６を介してサーボモータ１０１と通信するサーボコントロー
ラ１０３によって制御される。
【００９１】
　機械的位相調整装置６０１、７０１、１１１４、１１１６のための作動アーム２００が
移動される手段は、サーボ制御装置１０１、１０３の形態をとる必要なないが、作動アー
ム２００から遠隔の位置から作動可能である代わりの装置の形態であることができること
は理解されよう。
【００９２】
　本発明は、フェーズドアレイアンテナの電気的チルトを遠隔に調整する効果的な方法を
提供することも理解されよう。例えば、アンテナ素子自体を手動で調整する必要はないの
で、アンテナ素子が搭載されるアンテナマストのベースに配置される基地局から、または
アンテナマストから数キロメートルの位置から、電気的チルトの制御および／または調整
が可能である。さらに、本発明は、ただ２つのＲＦ入力の使用を許容するために、アンテ
ナアセンブリ内の個別のサブアレイに対する信号の独立した位相シフト、および中央サブ
アレイに対する信号の自動的な異なる位相調整を可能にする。さらに、上方および下方サ
ブアレイに対する信号が、大きさにおいて必ずしも等しい必要がない角度を変えることに
よって、位相シフトされることができる。コンバイナユニット１２４によって外側サブア
レイに供給される信号のベクトル合計は、必要であれば、中央サブアレイに供給される信
号を、常にその中間値にシフトされることを可能にする。
【００９３】
　アンテナシステムの電気的チルトの組み合わせられた機械的および電気的制御は、アン
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テナシステムに関する最適なビームパターンを、最大ボアサイト利得およびより低いサイ
ドローブレベルとともに生成されることを可能にし、さらに、そのような制御は、アンテ
ナアセンブリから離れた位置から、例えばアンテナマストのベースから数キロメートルか
ら達成可能である。そのようなアンテナシステムの性能は、存在するシステムと比較して
実質的に改善される。
【００９４】
　本発明の様々な実施形態が、異なる数のアンテナ素子（例えば、図５におけるＥ１から
Ｅ８、図６におけるＥ１からＥ１２）を有するものとして示されかつ記載されるが、任意
の実施形態は、前述の利点をまだ維持するが、前述の記載から当業者には容易に明らかな
方法で、示される構成より多いまたは少ないサブアレイの適切な構成でサブグループにさ
れる、より多くのまたはより少ないアンテナ素子を含むように構成されることができる。
【００９５】
　追加の機械的位相調整装置１５０Ｅ１－１５０Ｅｎのためのサーボ制御機構１０３は、
制御ユニット１０４の一部を形成するものとして示されているが、これが必ずしも必要で
ない場合がある。サーボコントローラ１０３は、制御ユニット１０４としてアンテナアセ
ンブリ１００から離れて配置されることもでき、同一の場所に必ずしも配置される必要は
ない。
【００９６】
　明細書全体を通して、「電気的チルト」との言及は、１つ以上のアンテナ素子に供給さ
れる信号の位相の調整を実施する代わりに、物理的にアンテナレードームまたはアンテナ
素子を移動することなく、アンテナアセンブリから送信されかつ／または受信された放射
パターンの調整手段であると考えるべきである。しかしながら、電気的チルトは、例えば
図１１に示されるように、機械的な調整素子および電気的な調整素子の両方を有する構成
によって調整されることが可能であることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】知られているフェーズドアレイアンテナアセンブリの垂直方向放射パターン（Ｖ
ＲＰ）を示す。
【図２】電気的チルトの角度を調整する機械的手段を組み込む、知られているアンテナア
センブリの概略ブロック図である。
【図３】本発明によるダブルサブアレイアンテナシステムの第１の実施形態の概略ブロッ
ク図である。
【図４】図３のアンテナシステムの実際の実施の概略ブロック図である。
【図５】サブアレイの空間的な重なり合いを用いる、代わりの実施形態のトリプルサブア
レイアンテナシステムの概略ブロック図である。
【図６】図５に示される概略ブロック図に対する、代わりのトリプルサブアレイアンテナ
システムの概略ブロック図を示す。
【図７】図６のアンテナシステムの実際の実施の概略ブロック図である。
【図８】さらなる代わりの実施形態のクインテュプルサブアレイアンテナシステムの概略
ブロック図を示す。
【図９】図３から図８のシステムの一部を形成する機械的位相調整装置の一実施形態を示
す。
【図１０】図９に示される機械的位相調整装置に対する代わりの機械的位相調整装置を示
す。
【図１１】図１０の機械的位相調整装置の詳細を示す、トリプルサブアレイアンテナシス
テムのさらなる代わりの実施形態である。
【図１２】図９の機械的位相調整装置の詳細を示す、トリプルサブアレイアンテナシステ
ムのさらなる代わりの実施形態である。
【図１３】デュアル極性アンテナアセンブリを組み込む、本発明によるシステムの代わり
の形態の概略ブロック図である。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(23) JP 2009-50029 A 2009.3.5

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月2日(2008.12.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナシステムであって、
　ａ）電気的チルトの角度と、２つのアンテナポートと、アンテナポートの数を超える数
の複数のアンテナ素子と、２つの信号をそれぞれのアンテナポートからアンテナ素子まで
経路指定する信号経路指定手段とを有し、アンテナ素子ドライブ信号に多位相調整を提供
するために２つの信号がそれらの間の可変の位相差を有するアンテナアセンブリと、
　ｂ）追加のアンテナ素子ドライブ信号位相調整を提供するために異なるアンテナポート
に関連する信号寄与を組み合わせる組合せ手段であって、信号経路指定手段に組み込まれ
ている組合せ手段と、
　ｃ）前記２つの信号の間の位相差の調整により、アンテナアセンブリの電気的チルトを
制御する制御手段であって、アンテナアセンブリから離れた位置にある制御手段と、を備
えるアンテナシステム。
【請求項２】
　前記制御手段が、前記アンテナアセンブリを支持するアンテナキャリアのベースに配置
される、請求項１に記載のアンテナシステム。
【請求項３】
　アンテナアセンブリは複数のサブアレイに構成され、各サブアレイが、１つまたはそれ
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以上のアンテナ素子を有し、制御手段は、それぞれの入力フィードとアンテナポートによ
りそれぞれのサブアレイと接続する第１と第２の位相調整手段と有し、サブアレイに供給
される前記２つの信号の間の可変位相差を調整するように構成された、請求項１に記載の
アンテナシステム。
【請求項４】
　前記制御手段が、入力信号を受信する単一のポートと、前記入力信号を前記第１および
第２の位相調整手段のそれぞれに供給される第１および第２の信号に分割し、前記２つの
信号にそれらの間の可変位相差を提供する手段とを含む、請求項３に記載のアンテナシス
テム。
【請求項５】
　請求項１に記載のアンテナシステムであって、
　ａ）前記アンテナ素子が、第１、第２、および第３のサブアレイに構成され、
　ｂ）信号経路指定手段が、２つの信号のうちの一方を２つのアンテナポートの一方から
第１のサブアレイに、そして、２つの信号のうちの他方を２つのアンテナポートの他方か
ら第３のサブアレイに、経路指定するように構成され、
　ｃ）前記アンテナシステムは、前記第１のサブアレイに供給される信号の位相を制御す
る第１の制御手段を有し、
　ｄ）前記第２のサブアレイに供給される信号の位相を自動的に制御する第２の制御手段
を含む信号貢献を組み合わせる組合せ手段を有し、
　ｅ）前記アンテナシステムは、前記第３のサブアレイに供給される信号の位相を制御す
る第３の制御手段を有し、
　ｆ）前記第２の制御手段は、第１のサブアレイと第３のサブアレイに供給される信号位
相の所定の作用となるように、第２のサブアレイに供給される信号位相を制御するように
構成された、請求項１に記載のアンテナシステム。
【請求項６】
　前記所定の作用が、前記第１および第３のサブアレイに供給される信号のベクトル和の
信号位相である、請求項５に記載のアンテナシステム。
【請求項７】
　前記第２の制御手段が、少なくとも１つの直角位相コンバイナユニットを含み、該直角
位相コンバイナユニットが、前記アンテナポートから２つの信号の入力を受信することに
より前記第２のサブアレイに供給される信号位相を制御し及び、前記第２のサブアレイの
それぞれの素子に出力信号を提供する、請求項６に記載のアンテナシステム。
【請求項８】
　前記直角位相コンバイナユニットは、前記第１のサブアレイと第３のサブアレイに提供
される信号を、その出力信号の位相が、その入力信号の位相の平均であるように、組み合
わせる、請求項７に記載のアンテナシステム。
【請求項９】
　それぞれのアンテナポートに接続された２つの入力信号フィードを含む、請求項１に記
載のアンテナシステム。
【請求項１０】
　更にアンテナ素子信号位相を調整する機械的位相調整手段を有し、前記機械的位相調整
手段は可動誘電体素子のアレイを含む、請求項１に記載のアンテナシステム。
【請求項１１】
　各誘電体素子が、それぞれのアンテナ素子に結合される、請求項１０に記載のアンテナ
システム。
【請求項１２】
　各アンテナ素子が、結合される入力送信ラインを有し、各誘電体素子が、前記送信ライ
ンを介して前記素子に供給される信号の位相をシフトするために、結合される送信ライン
に対して線形移動するように構成される、請求項１１に記載のアンテナシステム。
【請求項１３】
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　各アンテナ素子が、結合される入力送信ラインを有し、各誘電体素子が、前記送信ライ
ンを介して前記素子に供給される信号の位相をシフトするために、結合される送信ライン
に対して回転移動するように構成される、請求項１１に記載のアンテナシステム。
【請求項１４】
　フェーズドアレイアンテナシステムの電気的チルトを調整する方法であって、システム
は、アンテナ素子のアレイと、２つのアンテナポートと、アンテナポートの数を超える数
の複数のアンテナ素子と、２つの信号をそれぞれのアンテナポートからアンテナ素子まで
経路指定する信号経路指定手段とを有し、前記２つの信号はアンテナ素子ドライブ信号に
多位相調整を提供するためにそれらの間の可変の位相差を有し、前記方法は、
　ａ）信号経路指定手段に組み込まれている組合せ手段を使用して、追加のアンテナ素子
ドライブ信号位相調整を提供するために異なるアンテナポートに関連する信号寄与を組み
合わせるステップと、
　ｂ）アンテナアシステムから離れた位置から、前記２つの信号の間の位相差の調整によ
り、アンテナシステムの電気的チルトを制御するステップと、を備える方法。
【請求項１５】
　前記電気的チルトを制御するステップが、前記アンテナ素子のアレイを支持するアンテ
ナキャリアのベースの位置から実行される、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　入力信号を別々の位相調整のために第１および第２の信号に分割し、それぞれのアンテ
ナポートへのフィーディングのために２つの信号に可変位相差を生成するステップを含む
、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　アンテナ素子が、第１、第２、および第３のサブアレイに構成され、
　ａ）２つの信号のうちの一方を２つのアンテナポートの一方から第１のサブアレイに、
そして、２つの信号のうちの他方を２つのアンテナポートの他方から第３のサブアレイに
、経路指定することと、
　ｂ）前記第１のサブアレイに供給される信号の位相を制御することと、
　ｃ）前記第２のサブアレイに供給される信号の位相を自動的に制御することを含む信号
貢献を組み合わせるステップと、
　ｄ）前記第３のサブアレイに供給される信号の位相を制御することと、
　ｅ）第１のサブアレイと第３のサブアレイに供給される信号位相の所定の作用となるよ
うに、第２のサブアレイに供給される信号位相を制御することと、を有する請求項１４に
記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　第１の位相調整器１３２および第２の位相調整器１３４によって実行される位相調整に
加えて、追加の位相調整手段１５０Ｅ１－１５０Ｅ８が、アセンブリの各素子への信号経
路に提供され、各追加の位相調整手段１５０Ｅ１－１５０Ｅ８は、図９または図１０のい
ずれかを参照して以下にさらに詳細に記載されるタイプの機械的位相調整装置の形態をと
る。各機械的位相調整装置１５０Ｅ１－１５０Ｅ８は、サーボコントローラ１０３の制御
の下で、サーボモータ１０１によって制御されるので、各サブアレイ１００Ａ、１００Ｂ
の個別素子に提供される信号の位相をさらに調整するように作用する。サーボコントロー
ラ１０３は、制御ケーブル２０６を介してサーボモータ１０１を制御し、制御ケーブル２
０６は、サーボコントローラ１０３が、アンテナアセンブリ１０２から離れて配置される
制御ユニット１０４の一部を形成できるように、十分な長さであることができる。
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