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Abstract : This paper discusses and summaries the microwave energy transmission antenna and
receiving antenna systems of SPS 2000. Also, their problems are shown. Concerning on the
spactenna, cavity-backed slot antennas are proposed as an antenna element. We develop and clarify
the design method of antenna elements with which the specifications for the element are satisfied.
Moreover, we confirm the fundamental microwave-beam scanning performance of the spacetenna
using an eight-element array antenna. A circular microstrip patch antenna (CMSA) was proposed as
a rectenna element. Slits on the patch are helpful for suppressing re-radiation of higher order
harmonics generated in the rectifying circuit. Design methods of CMSA with slits are developed.
Configuration of rectifying circuits realizing a high efficiency of RF-DC conversion are shown.
Problems considered in the future are the direction detection of rectenna sites and microwave
beam control skill with high angular precision as well as a technology of SPS 2000 system
integration.

概

要

SPS2000送電アンテナおよび受電アンテナについて，これまで行われた研究成果のまとめを行
うとともに，今後の研究課題について示す．送電アンテナ素子としてキャビティ付スロットア
ンテナを提案し，構造条件を満足するアンテナ素子の開発を行い，設計法を確立した．さらに，
８素子アレーアンテナを用いた送電アンテナのビーム走査特性に関する基礎的検証を行った．
受電アンテナ素子として円形マイクロストリップパッチアンテナの高調波再放射抑圧特性を改
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善することを目的として，パッチ表面にスリットを入れることを提案し，スリット設計法を明
らかにした．また，高効率なRF-DC変換特性を実現する整流回路の構成を示した．今後の課題
として，高精度なレクテナ方向の検知とビーム方向制御，SPS２０００システムインテグレーショ
ンについて検討しなければならない．

重要語：スペーステナ，キャビティ付スロットアンテナ，フェーズドアレーアンテナ，
レクテナ，スリット入円形マイクロストリップアンテナ

はじめに
本稿においては，SPS２０００［１］の送電および受電アンテナシステムについて，これまで行われてきた研究成
果［２］,［３］のまとめを行い，今後の研究課題を示す．
SPS２０００送電アンテナ用素子としてキャビティ付スロットアンテナの利用を提案した［１］．アンテナ素子が
満足すべき構造条件を示し，その条件を満足する形状を有するアンテナ素子の開発［４］−［６］および設計法
を確立した［７］−［１５］．さらに，アンテナ素子の薄形化［１６］−［２１］および大量生産を可能にする技術
の開発［２２］を行った．送電アンテナは約250万素子から構成される巨大なフェーズドアレーアンテナである．
マイクロ波ビームの電子的走査を可能にするシステムの構成を示すとともに，8素子アレーアンテナを使用した基
礎実験により送電アンテナの機能について実証した［２３］−［２９］．現在，パイロット信号受信および方向検知
システムにDSP（Digital Signal Processor）および周波数拡散通信方式を適用し，高精度なパイロット信号方向検
知に関する基礎的研究を行っている［３０］−［３３］．
一方，受電アンテナとして円形マイクロストリップパッチアンテナ（Circular microstrip patch antenna，以後
CMSAと略称）を利用することとし［３４］−［３７］，受電アンテナに接続される整流回路の構成を単純化するた
め，アンテナ素子自体の高調波再放射抑圧特性を改善するスリット入CMSAを提案し，スリット設計法およびそ
の有効性を示した［３８］−［４３］．また，高効率なRF-DC変換特性を実現する整流回路の構成を提案した［４４］，
［４５］．
この他，レクテナアレーの接続方法［４６］−［４９］および各種評価法［５０］,［５１］について検討が行われ
ている．また，開口面アレー形送電アンテナとレクテナ設計に関する報告がなされている［５４］．

研究成果の概要
研究成果および課題を表１に示す．研究成果は次のように要約される．SPS２０００送電アンテナとしてキャビテ
ィ付スロットアンテナの利用を提案している．構造条件を満足する形状を有するアンテナ素子の開発および設計
法を確立した．さらに，電子的なビーム走査を実現するシステムの構成と実験的な確認を行い，送電アンテナの
機能を実証している．また，受電アンテナについて，CMSAの高調波再放射抑圧機能を向上するため，パッチ表
面にスリットを入れることが有効であることを示した．さらに，基本共振モードおよび高次共振モードに基づく
スリットの設計法を示した．同様に，高効率なRF-DC変換特性を実現する整流回路の構成を示した．ここでは，
信号環境に応じてインピーダンス整合回路を整流回路に付加することによって，容易に変換効率を改善すること
ができることを示した．
今後の研究課題として，送電アンテナにおいてマイクロ波ビームをレクテナ方向に正確に向けるためには１００
分の１度程度の高精度なレクテナ方向の検知とビーム方向制御が必要であることを明らかにした．この精度をど
のような技術により実現するのか，SPS２０００の実現にとって重大な問題であり，未解決のまま残っている．さら
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に，SPS２０００のような巨大で，高効率なマイクロ波無線送電システムを構築するためのシステムインテグレーシ
ョン技術を開発しなければならない．
以下においては，研究成果についてその内容を示す．
表1

研究成果及び研究課題

送電アンテナ素子
SPS２０００送伝アンテナの要求条件から，送電アンテナ素子が満足しなければならない条件は次のようになる．
すなわち，偏波特性は直線偏波，送電周波数として２.４５GHzの単一周波数を利用するので，帯域幅は特に指定さ
れていない．アンテナ素子寸法の決定においては次の２つの条件が設定されている．すなわち，
（１）送電ビーム走査時にグレーティングローブが発生しないこと
（２）サブアレーの大きさは３m×３m
以上の条件から，東西方向の素子間隔dxは７５mm，南北方向の素子間隔dyは約９１mmと決定された．アンテナ
素子の高さは３６mm以下である．この寸法はアレーモジュールを輸送ロケットのフェアリング部に格納するため
に設定された．もちろん，素子の高さにはアンプ，移相器，フィルタおよびアイソレータ等のマイクロ波回路が
含まれている．したがって，キャビティ高さを低くすることができれば，マイクロ波回路部分の寸法条件は緩和
される．さらに，全体の高さを低くできれば，ロケットによる輸送回数を減らすことができるので，薄形化に関
する検討の意義は大きい．これまでに，図１に示す３つの給電構造を有するアンテナ素子を新たに開発した．す
なわち，終端短絡プローブ給電素子，逆F給電素子およびループ給電素子により励振されるキャビティ付スロット
アンテナである．アンテナ素子の高さは１２mmとして設計を行っているが，さらに薄形化が可能である．

図1

開発を行った送電アンテナ素子および給電構造
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アンテナ設計例

終端短絡プローブ給電キャビティ付スロットアンテナの薄形化設計法

図１（a）に示す終端短絡プローブ給電キャビティ付スロットアンテナについて薄形化のための設計法について
詳しく示す．このアンテナ素子構造では設計パラメータとして，プローブ位置Pfとスロット幅wsを調整する．設計
手順は，
（1）給電プローブ位置Pfの調整を行うことによって，給電部から見込んだ入力インピーダンスZinの実部を５０Ω
に一致させる．
（2）スロット幅wsを調整することによって，共振周波数を２.４５GHzに一致させる．
この設計法においてプローブ位置Pfとスロット幅wsは独立して調整可能なので，アンテナ素子の設計は容易であ
る．以上説明した設計法を用いて，キャビティ付スロットアンテナの薄形化について設計例を表２に示す．キャ
ビティ高さを１２mmから１mmまで薄形化した．薄形化により，インピーダンス整合を実現するためプローブ位
置のキャビティ中心からのオフセット量Pfは増加し，スロット幅wsは広くなることがわかる．これは，プローブ位
置のオフセットにより電磁界が特定の範囲に集中するので，狭帯域な周波数特性になるためである．
送電アンテナは図１に示したアンテナ素子から構成される巨大なアレーアンテナである．アレーアンテナでは
素子間相互結合によりビーム走査特性が劣化する場合がある．アンテナ素子間の結合量を評価することによって，
キャビティ付スロットアンテナの素子間相互結合が小さく，アンテナパラメータの再設計が不要であることを明
らかにしている［１１］，［１２］，［１５］．

図3

送電アンテナシステムのフェーズドアレーアンテナとしての構成
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図4

試作実験モデル

図5

実験結果（ビーム走査方向：10°）

フェーズドアレーアンテナとしての送電アンテナシステム
図３に送電アンテナのフェーズドアレーアンテナとしての構成を示す．送電アンテナは地上のレクテナ施設か
ら送信されたパイロット信号を受信することによって，レクテナ方向を検知し，その方向に送電ビームを走査す
るフェーズドアレーアンテナである．送電アンテナではレクテナ方向の情報に基づいてアナログ可変移相器を制
御してマイクロ波ビームを所望方向に形成する．ここでは，送電アンテナシステムのビーム走査特性の基本的な
機能を確認・評価するための機能モデルを試作した．試作した機能モデルの構造を図４に示す．送電アンテナア
レーおよび位相制御回路から構成されている．１つの位相制御ループには２個のアンテナ素子が接続され，同相
で励振される．このアレーアンテナでは１次元のビーム走査が可能である．位相制御回路では２.４５GHzの発振器
からの出力を電力分配器で各制御ループに分配する．位相制御ループはアナログ可変移相器，シリコン増幅器，
方向性結合器および位相検出器から構成される．アンテナ出力での位相を位相検出器で観測し，特定の方向にビ
ームを走査するために，可変位相器への電力を制御して，所望の位相差を実現する．これら制御はすべてコント
ローラ（PC）を用いて行う．送電ビームを１０度方向に走査したときのアンテナパタンを図5に示す．ただし，実
線が実験結果，破線が数値解析結果を示している．主ビームは１０度方向に向いており，所望のビーム走査が実現
されていることがわかる．
受電アンテナ素子
受電アンテナ素子に関する研究成果について説明する．レクテナ素子として，円形マイクロストリップアンテ
ナ（CMSA）が高調波再放射抑圧特性および製造の単純さから有効である．さらに，パッチ表面にスリットを入
れることによって高調波再放射抑圧特性を向上させることが可能である．図６に，提案を行っているCMSAおよ
び２種類のスリット入CMSAの構造を示す．ただし，aは基本共振周波数を２.４５GHzに一致させるためのパッチ
半径を表す．CMSA1は高調波周波数付近に発生する高次モードのパッチ表面電流を乱すことを目的として設計を
行った［４０］．一方，CMSA2は基本モードのパッチ表面電流に着目し，できる限り基本モードの電流分布を乱さ
ないスリット形状である［４３］．これらCMSAの２.４５GHzおよび高調波周波数におけるリターンロス値を表3に
示す．ただし，誘電体基板として中興化成工業株式会社製CGP５０２（比誘電率２.６，基板厚０.７７mm，）を使用
した．基本共振周波数２.４５GHzにおいてリターンロス値が大きく，高調波周波数においてリターンロス値が小さ
いほど，高調波再放射抑圧特性に優れたアンテナ素子である．同表から，２種類のスリット入CMSAにおいてほ
ぼ同一の特性であることがわかる．さらに，高調波周波数における２種類のスリット入CMSAのリターンロス値
は通常のCMSAに比較して，小さな値になっている．以上のことから，CMSA２は一組のスリットのみで，かつパ
ッチ半径などの再設計を必要としないことから，CMSA１に比較して優れていると結論できる．
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CMSAおよびスリット入CMSAの構成

表3

入力特性 （測定結果）

高効率なRF-DC変換効率を実現するレクテナ整流回路
高効率なRF-DC変換特性を有する整流回路の構成法について示す．従来の整流回路は入力フィルタ，ダイオー
ドおよび出力フィルタから構成されていた．しかしながら，ダイオードが接続されたポートから負荷側を見込ん
だときインピーダンス整合が得られていないため，高効率なRF-DC変換特性を実現することは難しい．ただし，
入力フィルタは周波数２.４５GHzで十分整合が得られているとする．そこで，図７に示すように入力フィルタとダ
イオードの間にインピーダンス整合回路を設けることによって，高効率なRF-DC変換特性を実現する．ここで，
インピーダンス整合回路はマイクロストリップで構成した４分の１波長変換器である．アンテナ出力端から整流
回路側を見込んだ入力インピーダンスZinは入力電力に依存して変化するので，すべての入力電力に対応してイン
ピーダンス整合を実現する整流回路を構成することは困難である．そこで，変換効率の向上が見込まれる入力電
力が１００mW〜１W程度の入力電力に対してインピーダンス整合を実現することを検討した．その測定結果を，
図８に示す．大信号モデルにおいては，入力電力１００mWで１４dB程度のリターンロスを実現しており，そこで
のRF-DC変換効率は５０％程度になっている．一方，小電力モデルでは入力電力の範囲にわたってリターンロスが
７dB以下になっており，RF-DC変換効率の最大値は２５％程度である．以上のことから，インピーダンス整合回路
を利用することの有効性を確認した．

図7

高効率RF-DC変換特性を有する整流回路の構成
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RF-DC変換効率の測定結果

今後の研究課題
SPS２０００送受電システムで研究課題として未解決のまま残されている事項について説明する．ひとつは，高精
度なレクテナ方向検知とビーム方向制御の方法を明確化することである．レクテナ方向の検知には，レクテナ施
設から送信されるパイロット信号を用いて行うことが検討されてきた．パイロット信号を用いた場合の方向検知
の原理を図９に示す．SPS２０００衛星の軌道高度h＝１,１００km，レクテナが送電範囲の最も端（A＝６００km）に
あるとする．このとき，送電ビーム方向の正しい値はレクテナ中心である．レクテナにおけるビーム中心のずれ
をレクテナエッジまで許容したとしても，角度検出誤差αは０.０４度以下でなければならない．このような高精
度な角度検知は単純な方向検知システムでは実現することができない．したがって，パイロット信号のほかに利
用可能な情報を積極的に活用することを検討する必要がある．そのような情報として，パイロット信号に周波数
拡散通信方式を適用すること，GPS衛星の利用，さらにSPS２０００衛星軌道情報およびレクテナ設置場所に関する
情報を活用することが考えられる．特に，２１個＋予備３個のGPS衛星が軌道高度２万キロを回転しているので，
地上におけるナビゲーションシステムと同様にSPS２０００にとっても有効な位置決定手段となりえる．

図9

レクテナ方向検出誤差の評価
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最後に，高効率なマイクロ波無線送電システムとして，これまで検討が行われてきている要素技術を集積化す
るシステム技術の確立を行わなければならない．もちろん，要素技術として「低損失・高効率な半導体デバイス
の開発」，
「高いQを有するダイオードおよび集中定数素子の開発」はこれからも継続的に行われなければならない．
システム技術として，送電アンテナにおいては「大規模送電アンテナによる無線送電制御技術」，受電アンテナに
おいては「無線環境に適合したレクテナ整流回路の構成」がある．これら研究課題は，すでに明らかにされた要
素技術を踏まえ，発展させることによって解決可能である．
表4

今後の研究課題

まとめ
本稿においては，SPS２０００研究においてこれまで行われてきた送受電アンテナに関する研究成果のまとめを行
った．送電アンテナ素子についてはキャビティ付スロットアンテナを提案し，寸法条件を満足する給電構造の提
案を行った．すなわち，終端短絡プローブ給電素子，逆F給電素子およびループ給電素子について提案を行った．
さらに，終端短絡プローブ給電キャビティ付スロットアンテナについて薄形化を検討し，その設計法を示した．
この設計法を用いて，キャビティ高さを１mmとしたときの設計例を示した．
送電アンテナは約２５０万素子から構成される巨大なフェーズドアレーアンテナである．適切な位相制御を実現
するための方式について検討し，ハードウエアの試作･評価から動作原理の確認を行った．
受電アンテナ素子として円形マイクロストリップパッチアンテナは基本共振周波数の整数倍で共振しない特徴
を有しており，受電アンテナ素子として適している．しかしながら，高次の共振モードの共振帯域幅が広いこと
から，高調波再放射抑圧特性は十分でない．そこで，CMSAパッチ表面にスリットを入れることを提案し，その
設計法を示した．さらに，従来のCMSAに比較して高次共振モードが抑圧されることを示した．
最後に，今後の研究課題として送受電アンテナシステムを実現する上で検討を要する2つの事項を示した．
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