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Abstract

 Luneberg lenses are common in X or K band applications such as radar reflectors or multi beam antennas for satellite 
communications. However, for conventional electromagnetic waves lenses, there is serious loss over 20GHz. In automobile 
applications, millimeter wave radar is now spreading all over the world for use in collision avoidance systems. The placement of 
radar reflectors with obstacles at the sides of roads is also one solution to avoiding collisions using radar.
 This paper describes a new concept for a dielectric lens which could be made available in millimeter wave range and light range. 
It contains a spherical shell and a spherical lens. 
 As an example of its application, we propose a lens reflector with the aluminum film on the inside wall of the outer shell. Its Radar 
Cross Section (RCS) is evaluated in W band. It performs at 5dBsm (dB square meter) RCS at 76GHz and 94GHz maximum. Its 
reflection is observed in the 90 degree angle range corresponding to the angle covered with the metal reflector. The reflection 
deviation is below 2dB in wide frequency band. It reflects not only millimeter wave but also light and near infrared wave.

＊　機上等技術領域



１．序論

　近年 ,ミリ波レーダはさまざまな交通モードでの応用

が期待されており，特に自動車分野においては，高級車

を中心に衝突防止用のセンサとして急速に普及している。

これらのレーダでは，滑らかな形状をもつ最近の車両に

よる乱反射やトラックなどの比較的簡素な形状に起因す

る鏡面反射の影響で十分な反射強度が得られず［１－２］，そ

の結果として検出に失敗することも多い。被検出率を向

上させるために，船舶用などの低い周波数のレーダにお

いては，レーダ反射器が使用されている。このような反

射器として通常はコーナリフレクタが使用されているが，

これらは構造上６０度を超える広範囲に対して均一な反射

強度を有することはできない［３］。それがレーダと対象

物体との位置関係によって誤検出を起こす一因となって

いる。

　マルチビームアンテナ［４］など全方向に対して均一な

特性が得られるルーネベルグレンズは，コーナリフレク

タの数倍の角度範囲や体積に比べて大きな反射断面積を

持つレンズ反射器［５］として，主として１０GHz-２０GHz

周辺で利用されている［６－８］。ところが，従来型のルーネ

ベルグレンズにおいては，周波数が高くなると内部損失

が大きくなり，２６GHz付近で使用ができなくなることが

問題であった。これは，レンズ効果を発生させるために

異なる発泡率の発泡スチロールを中心から層状に積み重

ねており，ミリ波領域においては，発泡スチロール内部

の気泡，粒状の組織や各層の界面などが，波長に対して

無視できない厚さや大きさとなるためである。そこで，

筆者らはミリ波帯に適応可能な全方向性誘電体レンズの

開発を行ってきた。

　本論文では，ミリ波領域で動作可能な全方向性誘電体

レンズについて述べる。全方位に対して均一な特性を得

るため，球形誘電体レンズを採用し，その中心と焦点と

の距離に等しい半径を有する外球殻を同心球状に配置し，

それぞれの位置を固定することで，全方向性レンズが構

成できることを示す。また，このレンズの応用として広

角レンズ反射器を試作し，その性能を評価した。

　加えて，種々の球形誘電体単体の特性を比較し，選択

されたポリスチレン樹脂を利用した場合，レンズ全体を

透明にすることができ，かつ光領域とミリ波領域との屈

折率が非常に近いため，一つのレンズで，光とミリ波に

対して動作可能な特性を有することを示す。

　最後に，広角レンズ反射器の応用として，自動車の衝

突防止のためガードレール上に設置した場合を模擬して，

ミリ波だけでなく，車載の様々なセンサに対応可能であ

ることを示す。

２．全方向性誘電体レンズの構造，原理

　あらゆる方向から見ても同一な投影形状となるために，

誘電体レンズを球形とした。図１に試作した全方向性誘

電体レンズの概観を示す。

　レンズは内部球形レンズ，外球殻，および位置決め機

構からなる。内部球形レンズには，ポリスチレンを球形

に加工したものを用いた。外球殻は，内部誘電体レンズ

の焦点が外球殻の内側に位置するサイズの２分割された

ポリスチレン球殻を用いた。これら内外球を位置決め用

のポリカーボネイト円筒を２つ用いて，内部球形レンズ

を円筒で挟み外球殻を貼り合わせ製作した。図２に動作

原理を示す。

2 電子研報告  No.122  2009

図１　全方向性誘電体レンズ

図２　レンズ，およびレンズ反射器の動作原理
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　均質な誘電体を使用した場合，到来した電波は図２左

に示すように，内部球形レンズに入射するとき，入射し

た電波がレンズから出るときの２回屈折する。屈折した

電波は内部球形レンズの外側で焦点を結ぶ。このとき電

波の入射方向と焦点の位置はレンズの中心に対して点対

称となることから，本論文ではレンズ中心と焦点の距離

を焦点半径として定義する。この焦点半径が同心球状に

配置した外球殻の内径と一致するように製作配置するこ

とで，全方向性誘電体レンズが構成される。このとき，

外球殻の内壁に微小ダイポールや導波管開口を設置する

ことで，指向性の良いアンテナとして使用できる。

　内部球形レンズレンズの焦点の位置に反射板を設置し

た場合，入射波は球形レンズで絞られ焦点に集まり，焦

点にて反射された電波は球形レンズに再入射して絞られ，

入射した方向へのみ強い反射波となって戻っていく。こ

れにより，レーダ用の反射器として機能する。

　図２左に示すように，電波を片道で透過させて使用す

るレンズアンテナ，図２右のように電波を往復させて使

用するレンズ反射器として使用する場合とでは，屈折の

回数が異なる。４回屈折するレンズ反射器の最適な焦点

半径は２回屈折のレンズアンテナの最適な焦点半径より

短くなる。そのため，用途に応じて焦点半径を最適化す

る必要がある。本論文ではレンズ反射器として最適にな

るような実験的に焦点半径を求めていくこととする。

　焦点半径は前述のように計２回の屈折角を考慮するこ

とで概算できる。一例として，平面波が様々な比誘電率

の球形レンズに入射する場合の焦点位置の変化を図３に

示す。

　図３左上からから (a)ポリスチレン（比誘電率 

fr=２.５６）の場合，比誘電率 frが (b)３.０，(c)３.５，(d)４.０の

場合を示す。ポリスチレンのように比誘電率が３.５以下

の場合，球形レンズ外部に焦点が現れる。その焦点は比

誘電率３.５付近で球形レンズの表面近くに位置し，比誘

電率が３.５を超えると，焦点が球体内部に位置すること

となり，レンズ効果は得られなくなる。また，開口面効

率を考慮すると，高い比誘電率の材質はレンズ表面での

反射の影響が高くなるため，比誘電率が低いほうが好ま

しい。

　また通常，プラスチックの比誘電率は周波数によって

大きく異なることが多いが，今回使用したポリスチレン

樹脂の比誘電率はミリ波帯で約２.５６であり，光領域で約

２.５４（光学的屈折率：n=1.59：fr=n2）である。よって，

光とミリ波でほぼ同じ焦点位置となるため，双方に使用

できる誘電体レンズ反射器となる。

　なお，これらの焦点は光学で使用される凸レンズのよ

うにレンズの表面にて入射する平面波の位相補正を行っ

ていないことから，図 3に示されるようにぼやけた形と

なり，開口面効率を考慮すると短所である。しかしなが

ら，構造やサイズ，配置位置の厳密性を要求されないこ

とから，製造効率の観点から見ると長所といえる。

３．実験

　球形レンズのレンズ半径と焦点半径は比例関係にある

ため，異なるサイズでも同素材の球形レンズであれば，

これらの比率によって容易に任意のサイズでレンズ反射

器を製作することができる。よって，最適な焦点半径を

求めるため，レンズ半径が等しい３種の球形レンズを用

いて，焦点半径を変化させた時のレーダ断面積（RCS）

を測定した。ここでレーダ断面積は物標の電波反射強度

をそれと等価な反射強度を有する金属球の投影面積

（m2）で表現したものであり，同一レーダにて等しい距

離にある物標に電波を照射した際にはレーダ断面積が大

きいほど反射強度が高くなることを意味する。なお，以

降本論文では，レーダ断面積を対数表示である dBsm

（dB square meter）を用いて表記する。0dBsmは1m2に

相当し，半径約５６cmの金属球の反射と同等のレーダ断

面積となる。

　レンズ単体の RCSを測定するためのセットアップを

図４に示す。半径４４mmの球形レンズを発泡スチロール

製台座上に配置した。直径３０mm，高さ１０mmのアルミ

ニウム円柱の上面に様々な半径の凹球面を切削した反射図３　様々な比誘電率のレンズにおける焦点位置



板を使用した。このアルミニウム反射板の球面と球形レ

ンズとが同心位置になるよう発泡スチロールで固定配置

した。これらを回転台上に載せてレンズを回転させて

RCSを測定した。

　なお，RCSは表面を鏡面加工した６cmの基準反射板

の信号強度を利用して比較較正して算出する。ここで，

基 準 反 射 板 の RCSは７６GHzで８.０９dBsm，９４GHzで

９.９４dBsmである。

　さまざまな半径の球面加工を施したアルミニウム反射

板を取り換えて測定した結果を図５に示す。

　RCSは５５mmで９.８dBsmで最大となり，２章で論じた

ように焦点半径に対してなだらかに RCSが変化した。

焦点半径から±２mmの場合のレーダ断面積と比較して

も，最大値で２dBの変化でしかなく，焦点位置にある

程度の幅があることが分かる。

　同様の手順を用いて３種類の樹脂を用いた半径４４mm

球形レンズのレーダ断面積の最大値，および焦点半径を

表１に示す。使用した素材は PMMA（メタクリル酸メチ

ル樹脂：アクリル），PTFE（四フッ化エチレン樹脂：テ

フロン），PS（ポリスチレン）である。

　今回使用した PMMA素材においては，外部に設置し

た焦点半径５９mmの位置で最も高い反射強度となり，そ

の時のレーダ断面積は９４GHzにおいて約-１０dBsmであ

り，レーダ反射器として機能しないことが示された。

　次に，ミリ波用の低損失素材として利用されている

PTFE素材を用いた場合，レーダ断面積は約１０dBsmと

良好な反射特性が得られた。また PSの場合のレーダ断

面積も約１０dBsmと PTFEと同等のレーダ断面積となっ

た。焦点半径を比較すると PTFEの６１mmに対し PSは

５５mmと小さい値となった。また，この焦点半径は外部

球殻の半径と一致することから，全体的なレンズの大き

さを最小化するためには焦点半径が小さいほど好ましい。

よって，中心球レンズとして PSを採用することとした。

　これらの傾向から，ミリ波領域において低損失のプラ

スチック材料であれば，レンズ効果が得られることが示

された。

　図 6に試作した球殻レンズの内側表面に５cm×２cm

の反射板を設置した際の反射器を示す。このときの反射

板の設置範囲は中心角に対して約６０度である。

　図７に上記レンズを用いた７６GHzにおけるレーダ断

面積のパターンを示す。振幅軸は測定された RCSの最

大値で正規化している。この時のレンズのレーダ断面積

の最大値は４.９dBsmとなり，表１に示されるレンズ単

体と反射器のみの特性と比べて低い値になった。比較の

ため入射側の外球殻を取り除き測定を行うとレンズ単体

の値と同じ値が観測されることから，外球殻の反射や透

過による損失によるものである。外球殻は反射板の位置

決めに重要な役割を果たすが，今回使用した球殻は市販

品を使用したため，上記の反射や透過損失を最適にする

ことができなかった。将来的には，周波数に応じて最適
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表１　４４mm半径のレンズにおける最大レーダ断面積と
そのときの焦点半径

図４　RCS，焦点距離測定のセットアップ

図５　焦点距離とレーダ断面積の関係

PSPTFEPMMA素材

透明乳白色透明色

１０１０－１０
レーダ断面積
＠７６GHz
（dBsm）

５５６１５９
焦点半径
（mm）
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な球殻の厚さを求めることで，これらの損失を低減する

ことは可能である。通常自動車用レーダは人体の有する

RCSといわれる０dBsmを検知できるよう設計されてお

り，本レンズ反射器の RCSは十分な大きさであると言

える。

　また，反射板を貼付した領域では非常に高い反射強度

を有するが，それ以外のところではおおむね-１０dB以下

の低い反射強度となる。この特性から，反射板を用途に

応じて設置することにより，任意の方向に反射領域を設

定することができる。この領域で-３dB程度のレベル変

動が発生しているのは，球体レンズと外球殻の位置決め

精度によるものである。

　また図中９０度付近に強い反射が見られた。これは，

２分割された外球核を貼り合わせた接合部に焦点が位置

した時の反射である。これらは将来的な応用にあわせて

外部球殻の構造，組み立て位置を設計することで回避す

ることが可能であると考える。［９］

　一例として，中心に対し９０度の円錐状の反射パターン

（コニカルパターン）を設定した例を図８に示す。図の

ように中心角に対し９０度の範囲に入る外球殻の内側に反

射器を設置する。また外球殻とレンズ中心が安定して同

心円状に配置できるよう，PSでレンズと外球殻に密着す

る形状の柱を作り接着した。このレンズ反射器のレーダ

断面積の角度特性を図９に示す。ここでレーダ断面積は

この反射器の最大の RCSである４.９dBsmで正規化して

表示している。図７と同様に反射板を設置した位置に相

当する角度に渡り，高いレーダ断面積が得られた。設置

する反射板の角度範囲を増やしすぎると，設置した反射

板が電波の入射方向まで到達して遮蔽してしまうので，

安定した反射強度を得られるのは１４０度が限界値となる。

　また，反射器が動作している角度範囲においてのレー

ダ断面積の平坦度は最大-２dBである。その要因である

±１０度付近に現れる落ち込みは外球殻の接合部に焦点が

位置した場合であり，左右のアンバランスは外球殻と中

心球レンズの離心度によって乱されている。いずれにせ

よ厳密に位置調整を行ったため，図７と比較してより高

い平坦度が得られた。量産時にはより製作精度を高める

ことで，さらに高い平坦度が得られることが期待できる。

図６　外部球殻内側に反射板を貼付したレンズ

図７　レンズの外球殻の内壁に反射板を貼り付けた
場合のRCSパターン

図８　９０度コニカルパターン反射器

図９　コニカルパターン反射器の反射特性



４．考察

　レンズ反射器の応用例として，近年普及が始まってい

る自動車用ミリ波レーダへの適用を考える。道路脇に設

置されたガードレール上の反射器を模擬して当所電波無

響室内に試作したレンズ反射器４つを図１０のように設置

した。レンズ以外の物体からの反射を除去するため，反

射器は電波吸収体上に設置した。

・ミリ波の反射

　当所で開発した９４GHzミリ波レーダを用いて，レン

ズ反射器の検出試験を行った。レーダを図１１に示すよう

に回転台座にて９０度水平方向に走査しながら，中間周波

出力のスペクトルを記録する。記録されたスペクトルを

後処理で距離情報に変換して極座標表示にしたものを図

１２に示す。レーダの設置位置は右下原点であり，縦軸は

奥行き方向距離，横軸は横方向距離，色は中間周波電力

を示している。

　反射器の設置位置は（-４，５），（-４，９）（-４，１３），（-４，１７）

であり，それに相当する位置でレーダ出力が高くなって

いる。反射強度がレンジ方向に長く伸びているのは，レ
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図１０　電波無響室内の反射器設置状態

図１１　９４GHz ミリ波レーダと回転台座 図１２　ミリ波レーダによる検出結果
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ーダの距離分解能が±２m程度であるためであり，角

度位置の誤差は回転台座が位置・回転速度制御機能を有

していないため，角度誤差を有していることに起因する。

　測定結果より，４つの反射器はレーダにて十分な信号

雑音比で検出できることが示された。なお，当研究所で

開発した９４GHzレーダは遠距離用に設定されており，

近距離に相当する信号を抑圧するフィルタを内蔵してい

るため，近距離である２つの反射器からの信号強度は低

い値となっている。また，レーダと反射器の高さやレー

ダの回転軸がずれていたため，約０.８度のビーム幅のア

ンテナを持つレーダでは，ビームの向きによってレベル

が大きく変動した。このような状況であっても，本反射

器は明瞭に識別された。

・光の反射

　次に，同様の設置状況において，図１３に消灯した室内

で１５Wの蛍光灯で照らした場合の光反射試験結果示す。

図１３に示されるようにライトで照らすことで明瞭に４つ

の反射器から光の反射が確認された。

　また，図１４に同様に消灯した室内にて１個の LEDで

９４０nmの近赤外線を照射した場合の近赤外線反射試験

結果を示す。撮影機材は SONY製 DCR-TRV70で，ナイ

トショット機能を使用して撮影した。試験の結果，光同

様に明瞭な４つの反射光が確認できた。中赤外や遠赤外

線カメラに対しては明瞭な反射は確認できなかった。ポ

リスチレンは中・遠赤外線を透過しにくく［１１］，レンズ

内部で減衰してしまうためと考えられる。

　上記のように，試作した反射器はミリ波，光，近赤外

線に対し有効な反射器であり，近年多様化する自動車用

監視装置に採用されている多数のセンサに対し有効な反

射器であることが示された。［１０］

５．結論

　本論文では，光とミリ波に対応できる全方向性誘電体

レンズとそれを利用した広角レンズ反射器について述べ

た。球形レンズを同心球殻で覆う構造により全方向性を

有する誘電体レンズが構成できることを示した。

　種々の誘電体レンズを比較した結果，最も反射率，体

積効率が良く，かつ光とミリ波で動作できる素材はポリ

スチレンであることが示された。また半径４４mmポリス

チレン球を利用した全方向性誘電体レンズ反射器のレー

ダ断面積は５dBsmであり，自動車レーダ用の反射器と

して十分な性能を有していることが示された。　

　４つの反射器を用いた 94 GHzミリ波レーダによる検

出実験の結果，これらの反射器を明瞭に検出できること

を示した。また，これらの反射器はミリ波のみならず，

光と近赤外線をも反射できることを示した。

　今後，これら反射器の開口面効率を向上させる方式，

自動車用センサとして利用されている８-１２ミクロンの

波長の遠赤外線に対する反射率の向上を検討する予定で

ある。また自動車分野の応用を考慮した場合，道路脇に

存在する電柱やガードレールなどの他の物体との複合反

射となるため，それらの影響を検討する必要がある。
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