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Abstract
   This paper discusses high-frequency asymptotic technology to solve special electromagnetic diffraction problems. It is 
usually difficult to predict the electromagnetic diffracted field of deep shadow region if E-polarized wave is incident to 
an edge of 2-dimensional conductor with more than one edge. In this case, the tangential component of the electric field 
is zero near the boundary, and it becomes impossible to calculate. In order to solve this problem, we propose to assume 
an equivalent source at the edge, which excites to next edge as second source. We tentatively call this Equivalent Source 
Method（ESM）. Theoretical analysis shows that the ESM result is not inferior to results obtained through other methods 
such as the Finite Element Method（FEM）using matrix calculation and the Uniform Asymptotic Theory（UAT）as an 
extension of the Geometrical Theory of Diffraction（GTD）. The GTD is a high-frequency technology system which has 
been constructed by many researchers over a long period of time. However, even without systematic knowledge such as 
GTD, we can solve the special diffraction problem using ESM, which utilizes basic electromagnetic field theory.
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１. はじめに

　本論文では，電磁波の回折問題に対する理論的な

アプローチについて議論する．様々な物体による

レーダ断面積(RCS: Radar Cross-Section)は，レー

ダあるいは通信機器を設計開発する際の必要不可欠

な基本パラメータである．現在では，これらRCSを
理論的に評価するツールとして各種の市販ソフト

ウェアが提供されているが，多くが行列演算を必要

とする数値計算法(例えば，モーメント法	MOM，

有限要素法	FEM，時間領域有限差分法	FDTDな

ど)であり，通常では数波長以上の大きな物体では

計算実行が不可能となり，電気長の小さなアンテナ

などに適用が限られている．他方，波長に比べてそ

のサイズが大きい物体に対しては，波長の逆数で電

磁界を展開する漸近解法が知られている．前者の数

値計算法は境界条件を満足するように電磁界を求め

るので，収束したときの演算結果は厳密界に近い結

果を提供する．後者の漸近解法で代表的な方法は

幾何光学法(GO: Geometrical Optics)と物理光学法

(PO: Physical Optics)であるが，その適用精度に課

題を抱えている．例えばGOでは回折問題を扱うこ

とができない，POでは散乱物体の表面に流れる電

磁流を表面積分するので，物体の影の領域の電磁界

もある程度評価できるが，計算精度に問題がある．

　古くから多くの研究者がこの漸近理論に取り組ん

でいるが，そのうちの大きな成果が1950年代後半に

提案されたKellerによる幾何光学的回折理論(GTD: 
Geometrical Theory of Diffraction)とUfimtsevに
よる物理光学的回折理論(PTD: Physical Theory of 
Diffraction)といわれている[1-3]．前者のGTDはGO
に回折光線を組み込んだものであり，厳密な波動方

程式の漸近展開の初項が従来の幾何光学法と一致す

ること，そして第二項目が回折光線を与えることを

示しており，この分野で画期的な成果となっている．

後者のPTDは角(edge)をもつ物体に流れる電流に

厳密界によるものを取り入れた手法であり，GTD
と同時期に確立されている．

　本論文は上述した漸近解法理論，特に幾何光学的

なアプローチに基づき特殊な問題に対する理論的な

解法について議論している．この問題は角が複数個

ある二次元導体に偏波がedge(角，端)に平行な電

磁波が照射した場合，深い影の電磁界は前記の高周

波漸近理論をそのまま応用しても予測困難となるこ

とである．これは電界(の接線成分)が境界で　0　とな

り，計算が不可能となることに起因している．そこ

でedgeに等価的な波源を仮定して，この波源が次

の角を励振すると考えて，問題を解く方法を考案

した．これを実際の問題に適用した結果をみると，

GTDの延長にある一様漸近理論(UAT: Uniform 
Asymptotic Theory)あるいは行列演算による有限

要素法などの結果とそん色のない結果が得られるこ

とが分かった．ここで提案する方法は等価的な波

源を用いているので，等価波源法(ESM: Equivalent 
Source Method)と仮称する．前述のGTDあるいは

PTDは多くの研究者が長い期間を費やして組み立

てられた体系である[1-13]．一方，ESMはこのような

体系的学問に裏打ちしなくとも，電磁界の基本理論

だけで特殊な解を導くことができるという好例とな

る．

　さてGTDが何ゆえ画期的であったかは，GOの理

解が不可欠である．GTDというと楔によって回折

界が発生し，それを回折係数という一種のパター

ン関数で重みを付ければ機械的な計算は可能とな

る．しかし，これはGTDという深遠な理論のほん

の一部の帰結である．GTDのフレームワークか

ら鳥瞰すると，GTDには常に規範問題(Canonical 
Problem)が介在する．規範問題とは，その字の如

く基となる問題である．楔つまりは半平面の規範問

題は，Sommerfeldが初めて成した二葉のリーマン

面応用による複素積分からの厳密なアプローチであ

る．この漸近解が幾何光学理論単独では得られな

かった主要な波動モード:	回折波を組み立てるとき

に採用される．換言すれば，幾何光学的なアプロー

チによる未定係数を含んだ波動と厳密解の漸近解を

比較することで，GOに対する拡張した回折波動の

未定係数を決めたのである．この係数は後に有名な

回折係数となる．このように見ると，比較する規範

問題が例えば円筒とか球であれば，それもGTDの

回折係数に取り込めることができる．では，なぜ問

題の全てに厳密解である規範問題を適用しないので

あろうか．その答えは，高周波解法と呼ばれること

に根ざしている．つまり，高周波における電磁波の

散乱理論の特徴は，「波動現象は局所的な振舞い」

であるという大前提に基づいている．この前提によ

り一部に角がある物体にも，その回折係数をもつ

GTDが応用でき，汎用性を飛躍的に高くすること

ができる．

　一方，本論文で提案するESMとは一体どのよう

な考えに基づくのであるのか．ESM法は等価的な
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波源をGTDの結果なのかUATなのかで自在に変貌

する手法である．GTDに関する研究が盛んに行わ

れ多くの研究論文が報告された1980年代での主題は

遠方散乱界が主流であった．従って，UATなどは

エッジの近傍でも有効な界が得られるにも拘わら

ず，遠方界で結果を評価していた．しかし，四半世

紀以上経過した今日，逆に近傍での計算需要が多く

なってきている．例えば，自動車衝突防止レーダ

などではターゲットは遠方から近傍まで変化する．

レーダ断面積の定義からいえば，波源とターゲット

間の距離が近くになれば，これは小さくなる．この

ような近傍界を高周波解法で評価する際，有界な計

算値が得られるか否かは手法の採用性に大きく関

わっている．遠方から近傍までの電磁界が評価でき

るというのがESMの大きな特徴でもある．

　本論文での主題は上記ESMであるが，高周波漸

近理論はESM法の理論的裏付けとなるので，前半

で幾何光学(GO)，幾何光学的回折理論(GTD)そし

て一様漸近理論(UAT)についてやや詳しく解説し，

後半でESMについて議論する．電磁波の偏波が境界

面に平行な場合，通常の漸近的なアプローチでは境

界条件の制限により定式化が不可能である．このよ

うな欠点を克服するため，本論では複数の角をもつ

物体に等価的な波源を仮定し，そこから放射する電

磁界を求め深い影の領域を評価する．本論では問題

を二次元に仮定し散乱物体は完全導体としている．

　本論文ではUAT法の節で，導体ストリップによ

る円筒波源の回折について新しく定式化を行い数

値計算している．これら他の方法による結果は，

ESMの妥当性を確認する際に用いている．高周波

漸近解法の幾何光学的なアプローチは，別名が光線

理論とも呼ばれており，電磁波と対象物体の干渉を

幾何学的に追求した理論である．換言すれば，幾何

学に基づくところが多いので電磁波が光線としてイ

メージでき，波動の直感的理解が容易となる．特殊

な問題にも工夫次第で解決できることを示したい．

　なお，冒頭のRCSは散乱ターゲットに照射する入

射波 に対する散乱波 の遠方における電力比で

定義され，

で与えられる．問題が三次元の場合，単位 の大き

さをもつ．これが距離 の関数である場合，つまり

ターゲットに近い有限の距離では，

とすればよい． はターゲットにおける入

射波の値， はターゲットから反射されレーダ

に戻る散乱波の値を指す．二次元の場合，円筒座標

の動径	 	を用いて，

で定義される．このように，散乱電磁界が求まれば，

RCSは半自動的に算出することができる．

２. 電磁界の漸近解法理論と幾何光学法

　電磁波の回折問題において，散乱体の寸法が波長	

	 に比べて大きくなると固有関数などの解法では収

束性のよい級数解を得るのは通常困難である．また，

有限要素法などの行列演算による方法でも限界があ

る．このような場合の近似法として漸近解法がある．

この解法は電磁波の局所的な振舞いを基にして回折

界を評価するものであるから，取り扱える問題の範

囲はより広範なものになる．漸近解法は大別して幾

何光学的手法と物理光学的手法が挙げられる．本論

文の主題であるESMを誘導する際に漸近解法の理

解が必要である，そこでこの節では，幾何光学法と

関連付け主要な文献[14-23]を参照にしながら漸近解

法の基本的な考えを解説しておくことにする．

　歴史的に回折の概念は光の照射領域と影の領域に

関連した形で研究された経緯があるが，公式には

1665年のGrimaldiによると言われている．1600年代

後半には，Huygensによる光の波動説によって回折

の論理的な説明が可能になり，そして，Fresnelお
よびKirchhoffらによる任意形状のスクリーン上に

設けられた開口における回折波の定量的な波動理論

へと発展していく．その中で1803年にYoungは，角

あるいは端(edge)の効果によって回折が生じると

主張した．1888年には，MaggiがKirchhoff積分は照

射領域の光分布を与える幾何光学項と開口のedge
に沿う線積分に分離できることを示している．その

後1924年にRubinowiczは，開口寸法に比べて波長

が小さい場合に対する線積分の漸近解を求め，回折

界が開口の二つのedgeから生じていることを明確

に示した．ただ，Rubinowiczが解析したKirchhoff
積分は厳密な境界値問題による解とはなっていな

かった．

　その後，幾何光学と境界値問題を厳密に関連付け

たのはJ. B. Kellerである．これが幾何光学的回折理

論(GTD)の始まりであり，ある意味でRubinowicz
の成果の延長にあることをKeller自らが回顧してい

る[1]．この手法は問題のはじめに波数 に

対し逆巾数に展開した式を仮定して，体系的に理論

を進めるものである．周波数が高くなると波長 が



−12−

小林　弘一 特殊な二次元回折問題に対する等価波源を応用した高周波漸近解法

−13−

4

小さくなり，波数の逆巾数で電磁界を展開すると，

主要な項は最初の数項となる．1950年代Kellerによ

り提案されたGTDは，回折界を無視した従来の幾何

光学の補正項として回折波に相当するRayを導入し

Fermatの原理を一般化することで，幾何光学法を

回折問題にも適用できるようにした代表的な漸近解

法とみることができる．GTDは数式および概念が簡

明であり，反射鏡アンテナ・散乱等の回折問題に対

する近似解法として広く用いられている．GTDが

Kellerにより初めて提唱されてから50年を経た2013

年にはIEEEのアンテナ伝搬ソサエティが発行して

いるマガジンから，著名な研究者によって関連する

高周波漸近解法の特集論文が掲載されている[24-27]．

　さて，GTDの要旨を先に挙げておくと以下のよう

になる．

（1）回折界は一般化したFermatの原理によって定

まる回折Rayに沿って伝搬する．

（2）回折Ray上の点 での回折は，

で表され，全回折界は を通過する

各々のRayの和 で

与えられる．

（3）位相 はある基準点 での位相 に

Rayの長さを加算したものに等しい．

（4）振幅 は波数 の逆巾数で展開した漸近級数

で表される．

	 (1)

はRay内のエネルギー保存則

を満足する． は点 でのRay-
tubeの断面積である．従って，

	 (2)

となって，Ray上の他の値より求められる．多くの

場合，入射界のedge上(回折点)での値をとる．

（5）回折界は，以上より

	 (3)

の形をとる．上式の が回折波の指向性を与える回

折係数である．

　結果的にいえば，GTDは回折係数がポイントと

な る． 後 述 す る が，KellerのGTDはSommerfeld
の厳密解との比較で回折係数を得る．これは初等

関数で与えられ，入射波および反射波の到達でき

る領域と到達できない影の領域との境界(Shadow 
Boundary, )で界は発散する性質がある．この

欠点を是正するため幾つかの理論が提案された．

代表的なものでは，一様漸近理論(UAT: Uniform 
Asymptotic Theory of diffraction)および一様回折

理論(UTD: Uniform Theory of Diffraction)がある

が，GTDあるいはこれを改善した手法は何れもRay
の概念を基本としているため，三次元の複雑な形状

物体に適用した場合，Rayによる陰影境界の取り扱

いに煩雑な処理が必要となることが指摘されてい

る．しかし，大型の反射鏡アンテナ，局所的な散乱

物体などに対しては，多くの適用例が報告されてい

る実績のある手法である[17-19]．

　GTD，UAT等は全て漸近的な解釈として，Ray
の考えを一般化したものとみなせられる．このため，

Caustics(火線などと訳す．複数の光線が重なり合

う領域を指し，焦点あるいは焦線もこの範疇であ

る．身近な例では，水面の特別明るく見える現象が

causticである)あるいは多重回折の扱いには等価電

磁流または等価波源を求めて電磁界を表示する方法

がとられている．本論では，高次の多重回折の応用

例として等価波源法(ESM)を考案し議論じている．

この考えは二次元問題に制限されるが，直ちに高層

ビルディング等による電磁波の回折に応用でき，物

体の寸法が大きいほど解の信頼性は高くなる．

　さて，散乱体の寸法が波長 に比べて非常に

大きい場合，電磁界を波数 の逆巾数で展開した

Luneburg-Klineの展開式

	 (4)

を仮定すると，幾何光学等の漸近解法との関係が明

らかになる．ここで，振幅 と位相 は空間

変数 の関数であり波数に依存しない．また， は

幾何光学項(入射界，反射界)に対し　0　であり，回

折界に対しては既知の解より推測して =-1/2　とす

る．この展開式(4)の と をMaxwellの方

程式 を満足するように決

定したい．すなわち，Maxwellの方程式で が十分

大きい場合，電磁界は(4)式のように展開できると

するのがRayの概念を用いる幾何光学的手法の基本

的な考えである．今，Maxwellの方程式に(4)式を

代入し の係数を　0　とおくと，次のような方程式

が導かれる．ただし， である．
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・Eikonal方程式： 	 (5)

・輸送方程式： 	(6)

・Gaussの法則： 	(7)

Rayに適当な座標系を導入すると，eikonal方程式(5)

式よりRayの位相が求められ，等位相面，つまり波

動の波面が定義できる．右辺が　1　であるのは媒質が

一様であるとしているからであり，不均質媒質の場

合には屈折率を空間変数 の関数として で与え

ると(5)式は で置き換えられる．第

(6)式の漸化式はRayの振幅を決定するときに用い

られる．境界条件を基にMaxwellの方程式あるいは

波動方程式を直接解くのではなく，(5)から(7)式を

用いて解析する方法が幾何光学的手法の考え方で

ある．Rayを表示するのに直角座標

を採用し，各々の方向の単位ベクトルを な

どとかく． が一定の曲面として等位相面(波面：

wave-front)が定義され，均質媒質中ではRayは波

面と直交する．

　Rayの極く近傍だけを考慮するとRayの伝搬方向

は と なる関係にあり，(5)式は次

のような解をもつ．

	 (8)

は基準点 での位相関数 の値である．また，

任意波面の方程式は考えているRayの近傍で近似的

に次の二次曲面で与えることができる．

	 (9)

この波面はRayの広がりぐあいと密接な関係にあ

り，次に説明する振幅を決めるときに利用される．

第(9)式で はそれぞれ を波面の主方向に

とったときの各々の方向での波面の主曲率半径であ

る．この波面の様子を図−　1　に示す．

　次に，輸送方程式について調べる．

を用いると(6)式は一階の常微分方程式に変換され，

次のような解が得られる．

	 (10)

特に の主要項は のときの の値が分

かれば， のcaustic pointを除くすべての

の値が求められる．一般に，edgeによる回折問題

図−　1　Ray-tubeのモデル

Fig. 1 Ray-tube Model
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では，回折波はedgeにおかれた等価的な波源から

放射していると考えられ，edgeはcausticとなる．

このとき，(10)式の漸化式は発散積分となるので次

のように変形する．まず， として，

	 (11)

とする．ベクトル は のときの の値で

ある．幾何光学的解法ではこの初期値 を如何に

して求めるかが問題となり，GTDでは半平面，楔

などの解が厳密に求められるものと比較して決定

される．この元となる問題を規範問題(canonical 
problem)と呼び，半平面はSommerfeldの解がこ

れに相当する．一方，半平面に関して，UATに

おける の決定は のときの端条件(edge 
condition)を利用するだけで求めることができる．

　以上が幾何光学手法の基礎となるMaxwellの方程

式の漸近理論の概要となる．これと対をなす手法

が波動光学的な扱いであり，代表的な理論が物理

光学近似(PO)である．幾何光学的なアプローチは，

Fermatの原理に基をおく．Fermatの原理は「任意

の媒質内を通過する電磁波はそれに要する時間が最

小となるように通路を選ぶ」と表現できる．これ

を数式で表すと，媒質の二点間の距離 が

最小になる条件は， を通路に関する変分として，

である． は前出の二点間光学路(eikonal)で

あり，位相の変化を与える．この関係式が幾何光学

のあらゆる法則を含む原理式である．電磁波の周

波数が高周波になると，Maxwellの方程式あるいは

波動方程式の解を波数 の逆巾数で展開すると，そ

の初項は従来から研究されてきた幾何光学波と完

全に一致する．この初項だけで電磁界を表現する

には，影の問題に対して不十分であった．そこで，

Fermatの原理を一般化して，幾何光学を今まで波

動光学でしか扱えなかった回折問題にも適用でき

る，と考えたのがGTDということになる．GTDに

関する数式の誘導は多くの文献[10-19]で報告されて

いるので，次節では考え方をまとめるに留めておく

ことにする．

３. 回折問題への幾何光学的なアプローチ：

GTD

　ここでは，図−　2　に示す楔に(4)式の形で表せうる

電磁波が任意方向から入射したときの回折界を求め

る手続きについて述べる．幾何光学は厳密解の初項

を与えるとすれば，GTDは厳密界の第二項が幾何

図−　2　導体楔による回折：陰影境界

Fig. 2 Diffraction by Wedge: SB（Shadow Boundary）

図−　3　楔による回折Rayと座標

Fig. 3 Diffracted Ray by Wedge and Coordinates system
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光学的な回折界に相当するとした解法になる．最終

的な表示は初等関数だけの簡単な式になり，陰影境

界( : Incident/Reflected Shadow Boundary)と
edgeより遠方でよい近似を示す．

　従来の幾何光学から予測される幾何光学項 は

ステップ関数 を用いて，次のように与えるこ

とができる．

	 (12)

ここで，図−　2　に示すように は入射波と反射

波が空間的に照射している領域で各々＋1，その他

の影の領域で−1と定義する．また， は各々

(4)式で表されるような漸近的な入射界と反射界で

ある．この幾何光学項 に対し回折界 も(4)式

のように展開できるとしたのがGTDの考えである．

この場合，Fermatの原理は以下のように一般化さ

れる．波源と観測点が与えられると，edgeを経由

してそれら二点を結ぶ回折Rayはその光学路が最小

となるようにedge上の回折点を決定する．つまり，

回折Rayはedgeと入射波の成す角 を半頂角とする

円錐上のあらゆる方向に伝搬することになる．この

様子を図−　3　に示す．結果的には，Fermatの原理よ

り回折法則 が導かれる．

　回折界 を付加した観測点 での全電磁界

は(12)式の を用いて次のように表される．

	 (13)

回折界はその主要項が に比例し，入射界と反

射界の寄与による と に分解できると

している．後で示すように，この入射界と反射界の

対称性より表示式は非常に簡単化される．第(11)	

式の振幅に対する漸化式を に適用すると，

の主要項は

	 (14)

となる．ここで， としている．また，

は回折波のもう一方の主曲率半径である．

の高周波近似において，回折は反射および透過と同

じく局所的な現象であり，回折の生じる点の近傍の

性質に依存する．そこで，回折点　0　の近傍でedge
を直線に，楔壁を接平面に近似できるとすると，

は楔による回折の厳密解と比較することにより求め

ることができる．この結果，(14)式は

	 (15)

となる．上式で，最初の因子

	 (16)

は，edgeから発散していく円筒波を表しており，

二次元自由空間のGreen関数でもある．また，次の

因子

	 (17)

は回折波面の広がりを与える発散因子(divergence 
factor)と呼ばれる．ここで， は回折波面の主曲

率半径であり，

	 (18)

で定義される． は各々回折点での曲率，単位

法線ベクトルである． は図−　1　に示す 方向の単

位ベクトルであり，これと回折点でのedgeに接す

る接線ベクトルが作る入射角が である．入射波

面の主軸方向 が作る平面上に接線ベクトル

がつくる投影と がなす角度をΩとすると，(18)

式の は，入射波面の二つの主曲率半径 を

用いて

	 (19)

	



−16−

小林　弘一 特殊な二次元回折問題に対する等価波源を応用した高周波漸近解法

−17−

8

で求められる． は 方向の主曲率半径となる．

　第(15)式は三次元問題に対する最も簡潔なGTD
の表示である．Sommerfeldは厳密解から，その漸

近解としての回折係数を求めている．本節では，幾

何光学的アプローチから波動方程式を満たす回折界

の漸近解を誘導し，後述の回折係数となる未定係

数 はSommerfeldの厳密解の漸近解と比較し

て決定するのである．これにより幾何光学から出発

して光線理論に基づく回折界が求められるわけであ

り，理論的に境界条件を満足するGTD法が完成す

ることになる．

	以下，回折係数 に関し，図−　4　を参照しな

がら説明する．まず，回折点　O　での反射界の値が

	 となることを利

用する． は各々入射波の天頂角方向
	 ，方位角方向 の成分であり，上式では列ベクト

ルで表している．以上より行列の要素である回折係

数 は次式で与えられる．

	 (20)

この回折係数は回折波の指向性を表す因子となっ

ている．上式で であ

り，波源と観測点の角度は近似接平面を基準にそれ

ぞれ としている．第(20)式の の性質より

の 近傍で は発散することが分かる．

図−　5　に(20)式の回折係数 の逆数を示す．回折係

数の は楔の外角であり， の値をとる．

のとき，楔は半平面状の滑らかな曲面を呈す．

また は接線ベクトルに垂直な平面内の方位角で

あり，楔壁の一つの接平面を基準に入射角を ，観

測角つまり回折角を とすると，

	 (21)

で与えられる．楔壁の両面が入射波で照射されてい

るとき，観測点の位置により， は と

変化し， となる場合がある．このときは，

の基準をもう一方の接平面からとることにする．

また，このように両面が照射されていると，入射波

の陰影 は存在しなくなり，反射波の が二つ

存在することになる．このとき，第(12)式の幾何光

学項は

	 (22)

とする必要がある．勿論，上式では常に

となる．

　GTDの有用性は，回折波の局所的な取扱いにあ

る．回折現象も反射あるいは屈折現象と同じように，

回折点近傍の散乱体の形状と入射波面にだけ関係し

ている局所的な振舞いを呈する．本節で示したもの

は楔による回折であるが，係数 を決定する際の

規範問題は，他の散乱体にしてもよい．例えば，単

一円筒を規範問題として，円筒表面を這う回折Ray
を求めてもよい．このRayはCreeping波として知ら

れており，この規範問題より複数の円筒による回折

問題を扱うことが可能となる．半平面による回折は

一つあるいは複数のストリップ問題にも適用でき

る．しかし，ストリップを規範問題として回折係数

を用意できれば，結果の精度はよりよくなると予想

される．

	さてGTDの最後に，二次元の問題に言及しておく．

例えば，楔のedgeに入射界の電界成分が平行なと

きは， の 成分 は　0　になる．一方，垂直な場

合は， が　0　となる．このとき， はスカラー波で

表すことができる．楔は完全導体を想定しているの

で，パラメータ を

	 (23)

と定義すると，上記の電界と磁界を で代表して，

電磁界は

図−　4　接平面で近似した楔の座標系

Fig. 4 Coordinates system approximated by Tangential 
Plane
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	 (24)

で与えられる． は各々入射界，反射界， は

(15)式に対応する回折界であり，(17)式で

とする．上式の は回折係数であり，

	 (25)

と簡単化される． のときを各々 偏波,

偏波と呼んでいる．なお， の値は境界条件から

起因する反射係数とも考えられる．また，

としたのは，二次元問題であるので入射波は線状波

源となり，edgeに平行で一様に分布していること

による．このように，二次元問題はスカラー波と

して扱うことができるので広く研究されているが，

これがGTDの隠れた課題でもある．というのは，

GTDなど幾何光学に基づく解法全般を三次元問題

に適用すると，途端に問題が複雑になる欠点がある．

対象物体が複雑になれば陰影境界も複雑になり，計

算上その取扱いが難しくなる場合がある．

４. 一様な界をもつ漸近解法：UAT

　結果的に述べると，UATはGTDの幾何光学項

のステップ関数をFresnel積分で置き換えるもの

で， を通して連続な界が得られる．これは(29)

式をみても予想できるように，ステップ関数の不

連続をその漸近解で補うものである．回折係数は

厳密界の漸近解と比較することなしに端条件(edge 
condition)を用いて高次項まで解析的に誘導でき，

回折界の主要項はGTDと一致する．高次回折係数

は二つの 	 が重なるような場合に必要とな

る．以下，修正幾何光学項と回折係数の誘導につい

て議論する．

　第(12)式で与える幾何光学項 を次のように修

正する．

	 (26)

図−　5　陰影境界近傍での回折係数 の逆数の振舞い

Fig. 5 Behavior of Inversed Diffraction Coefficient  near SB
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ここで，Fresnel積分 とその漸近解 は次式

で定義される．

	 (27)

は引数が半整数のGamma関数である．

Fresnel積分の引数 は回折波の位相と入射波(反

射波)の位相の差の平方根で定義され，簡単な幾何

的な意味を持っている．陰影境界(SB)近傍の電磁

界の振舞いを理解するうえでも重要なパラメータ

(detour parameter)である．符号も含めて，これは

次のように与えられる．

	 (28)

このパラメータは で　0　となる．

　修正幾何光学項 はSommerfeldの半平面の問題

からも類推できる．今，観測点 が およびedge
より遠方にあるときを考えると	(28)式の性質よ

り となり，(26)式は幾何光学

項 に一致する．また反対に の場合， は

上にあることを意味しており，このとき(26)式

の の発散項と(15)式の の発散項は互いに相殺

し は全体として有限連続な値をと

る．第(26)式の はUATの最終的な表示である．

今，回折係数を求めるため にFresnel積分の級数

形， に(13)式の表示を用いると

は次のようになる．

	 (29)

ここで， は入射界・反射界の位相と振幅で

あり， は次式で与えられる．

	 (30)

　第(29)式の第一項と第二項は各々幾何光学界と回

折界を表し，(30)式の は回折界の振幅を与える．

磁界に対しても(29)式と(30)式で を と

することにより，同様の式が得られる．さて，第	

(29)式の第一項は のときFresnel積分の性質

より有限値をとる．従って，(18)式の第二項は電磁

界の端条件(edge condition)より

	 (31)

となり，Gaussの法則(7)式を用いると に対す

る初期値 は から求めることができ

る．第(28)式の を の回りで巾級数に展

開し以上の条件を用いると， の初項 が求めら

れる．このとき，回折界 はGTDの(15)式に一致

する． の高次項は が輸送方程式を満足

する条件を使って，複雑な手続きを経ながら(30)式

の関係より漸化的に求めることができる．

　Huygensの原理は二枚の半平面界を組み合わせた

導体スリットで説明される．そして，その漸近解は

Fresnel積分に帰着し，これからKirchhoffの放射積

分が誘導されることは周知の事実である．一方，本

論の冒頭にあるように，初めから電磁界を波数の漸

近解として展開すると，その初項は古典的な幾何光

学項に対応することが確認できる．この漸近解の

次の項は波動理論から導かれる回折界に対応して

おり，この回折界を一般化することで，幾何光学

が影の問題にも対応できることが分かった．これ

がGTDあ る い はUAT/UTD(Uniform Asymptotic 
Theory/ Uni- form Theory of Diffraction)理論とし

て，80年代から2000年代までの多くの放射と散乱問

題に適用されることとなった．本節の後半では，幾

何光学的な電磁界の振舞いを理解するために，文	

献[8,14]を参照しながら二次元の導体スリットによる

電磁波の回折問題のメカニズムを調べ，さらに本節

のUATを使って，スリットと相補的な幾何形状の導

体ストリップによる円筒波の近傍回折界についての

定式化を行う．紙面の都合から，ストリップおよび

直交コーナーリフレクタによる散乱界は著者によっ

て既に報告した文献[26-29]から結果だけを抜粋する

に留める．

　先ず二枚の半平面で構成されるスリットに，局所

的な波動である円筒波が照射したときの回折界を

GTD/UAT法を用いて求める．問題の幾何的な配

置，記号を図−　6　に示す．波源とそのイメージ，そ
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して観測点の座標をそれぞれ とし，スリッ

トの中央に原点をとる．スリットの開口幅は と

し，と の半平面でスリットを構成する．この面

は各々 に配置する．

今， の原点を のedge: と

のedge: にとったときの表示を各々

などとする．角度 は全て， 軸に平行な直線を基

準に右回りを正とする．

　波源 から放射した入射界を原点で　1　となるよ

うに正規化すると，

	 (32)

と求められる．ここで は点 と の成す距離に等

しい．スリットは二枚の半平面からできているので，

各々の半平面による界を とおけば， で

の全電磁界 は

	 (33)

で与えられる．波源は の領域に存在するもの

とし， では反射界は考慮していない．また，(33)

式の三項目は二枚の半平面の各々の全電磁界を重ね

合わせているので，入射界は二倍になり，これを補

正するための項である．

　まず，UAT法による電磁界の組立てからはじめ

る．これは今までの議論より，修正幾何光学項

と従来の回折界 の和として，次のように与えら

れる．

	 (34)

回折界の高次項は無視している．また，上式で

は各々反射界，Fresnel積分を表している．

は各々迂回パラメータ，edgeから発散

していく円筒波，および回折係数である．これらを

以下に整理しておく．

・反射波：	 (35)

　 :	原点image間距離, :	観測点image間距離

・Fresnel積分：

・円筒波：

・回折係数：

・迂回パラメータ：

	 (36)

・反射係数 :

　H偏波：	 (37)

　E偏波：

は偏波に対応するパラメータである．

　次にGTDによる電磁界を組み立てる．上記の

を用いて，

	 (38)

となる．ここで， は のedgeによって生じる

影の領域で−　1　，他の照射領域で＋　1　と定義してい

図−　6　スリットによる線波源の回折：観測点と波源座標

Fig. 6 Diffraction of Line Source by Slit: Coordinates of 
Observation and Source
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るので，ステップ関数は

	 (39)

で与えられる．上記(38)式のGTD1の界は，観測点

が開口部に近い場合に有効となる．反対に遠方にあ

るとき二つSBが重なるので，入射界は存在できな

い．このときスリットの電磁界は

	 (40)

と表わされる．この幾何光学項 の存在の是非

については後述するとして，まず遷移領域について

調べておく．

　さて，観測点がSBより遠方にあるとき，(34)式

の にあるFresnel積分は

	 (41)

とできるので，観測点が遷移領域にある場合の

UATの表示式はGTD1に帰着する．換言すると，

Fresnel積分の漸近形が用いられるほど十分に迂回

パラメータ が大きいとき，GTDは漸近的にUAT
と等しくなる．このように，UAT→GTDの基準は

によって決定できる． の境界で

定義される領域 を遷移領域と呼んでいる．これを

	 (42)

で定義する． は に対し十分大きな数であり，

ここでは としておく． という値は

Fresnel積分の漸近形が非常によい精度となる最小

の引数であり，

	 (43)

が成立する．上式の左辺を右辺で近似したときの誤

差は約　2　％程度である．このとき の外側の領域

では，GTDによる結果を用いても数値的にほとん

ど影響がないことが予想される．今，(36)で定義さ

れる を として，これを(42)式に代

入すると， に対応する領域 は図−　7　のように

焦点を波源(image)とedge点にもつ双曲線を描く．

同図の左に示す双曲線の漸近線は

	 (44)

なる開き角 をつくる．平面波が入射した場合に相

当する のとき，双曲線は同図右に示すように

放物線になる．このように の範囲は波源とedge
間の距離 に依存していることが分かる．

図−　7　迂回パラメータとSB近傍の遷移領域(左：円筒波入射,	右：平面波入射)

Fig. 7 Detour-parameter and Transition Region（Left: Cylindrical Incident Wave, Right: Plane Incident Wave）



−20−

小林　弘一 特殊な二次元回折問題に対する等価波源を応用した高周波漸近解法

−21−

13

　図−　8　は によるスリット での近傍電

磁界の振幅の変化を三次元的に表示した数値結果

である．観測点の範囲は であ

り，スリットの開口幅は	 ，波

源は としている．同図左と右は

各々H偏波 ，E偏波 の場合である．

UATによる結果は予想通り (同図の )およ

びedge点でも連続的に変化している．同図から推

測されるスリット散乱の特徴を記すと以下のように

なる．

　(1)	開口部付近での界はほぼ　1　とみなされ，波源

からの直接入射波の存在を示している．

　(2)	導体板上では界は急速に　0　になる．E偏波の

場合，H偏波に比べ減少率は急である．

　(3)	開口部より離れるに従い，スリット特有のパ

ターンがみられる．

　散乱界の観測距離による依存性を調べてみる．

入射波の波数の次数は ，回折波のそれは

である．従って，全電磁界に対する幾何

光学界の寄与は の増加とともに大きくなると予

想される．図−　9　では，波源が にくらべ十分遠方

にあり平面波とみなしてよい．

偏波はE偏波である．同図のパラメータは であ

り，縦軸は入射界の自由空間での値で正規化してあ

る． ほど，遠方での界は　1　に近づき，

入射界の寄与が大きいことが伺える．このことより，

開口幅が大きいほど幾何光学項の影響は強くなるこ

とが分かる．このように近傍散乱界は距離によって

変化する．従って，レーダ断面積(RCS)は遠方領域

では角度だけの関数となるが，近傍ではこれより小

さくなることも予想される．

　観測点がedgeから有限距離の近傍界領域にある

とき，および波源が平面波と見なすことができない

とき，KellerのGTDでは遷移領域での正確な界の計

算は不可能となる場合がある．UATで導入した迂

回パラメータによって定義される遷移領域の考え方

で，幾何光学項の振舞いが分かり易く示すことがで

きる．波源の位置がスリット開口から遠ざかるに従

い，幾何光学項の存在しない領域が の全領域

を占め，また観測点がスリット開口部より遠方にあ

るという仮定より，回折界は有限値をとることが推

測できよう．

　以上で議論した二次元スリットの問題は，相補的

な問題としてそのまま二次元あるいは三次元の導体

ストリップによる電磁波散乱に適用できる．数式の

定式は紙面の都合で割愛するが，導体ストリップに

よる円筒波の回折界の問題の構成(パラメータ)と計

図−　8　UAT法によるスリット開口近傍の電磁界分布

（左：H波,	右：E波,	文献[8]より引用）

Fig. 8 Diffracted-field Distribution near Aperture
（Left: H-wave, Right: E-wave, from ［8］）

図−　9　スリットによる円筒波散乱における距離依存性
（文献［8］より引用）

Fig. 9 Dependence of Observation Point for 
Diffracted-field by Slit（from［8］）

図−10　スリットによる円筒波散乱における距離依存
性（文献［8］より引用）

Fig. 10 Dependence of Observation Point for 
Diffracted-field by Slit（from［8］）
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算結果を各々図−10から図−12に示す[28-31]．図−11

において波源と観測点は有限から無限距離にある線

電磁流源を想定しており，図中の実線はUAT，×

印は半平面に対する厳密解の漸近解による結果を示

している．また，径方向の振幅は二次元のレーダ断

面積 を対数で表示している．

同図(a)は観測点が十分遠方にあるときの電流源に

よる散乱パターンであり，波源とストリップの相対

位置を変化させている．観測点が遠方にあるときの

特徴であるパターンにヌルが生じているのが分か

る．同図(b)と(c)は各々観測点距離 を と

したときの電磁流源の散乱界である．図−12は導体

ストリップの近傍での電磁界分布を立体的に表示し

たものである．同図(a)はE波(電流源)，(b)はH波

(磁流源)の場合であり，H波ではストリップ近傍で

も有限の界が存在できていることが確認できる．な

お，ストリップ幅と入射方向は各々 である

が，波源の位置は同図左より として

いる．

　次に，二次元ストリップを二枚組み合わせたコー

ナーリフレクタによる近傍の散乱電磁界の結果を図

-13に示す．これらは著者がUAT法を使って計算し

た応用例である[28]．コーナーリフレクタによる平

面波の遠方散乱パターンはその前方に広角のブロー

ドビームを呈するが，波源あるいは観測点の何れか

が近傍にあるときは，サイドローブ領域でもレベル

が高くなっていることが読み取れる．また，RCSの
値である振幅値はストリップ遠方よりは近傍の方が

低いことも読み取れる．RCS(レーダ散乱断面積)は

一般に散乱電磁界を散乱体上での入射界で正規化し

て遠方で定義する．従って，アンテナパターンと同

じくRCSは距離に依存しないパターン関数である．

しかし，自動車衝突防止レーダなど非遠方領域で動

作させるレーダも近年出現しており，この領域での

理論的なRCS評価が望まれる所以となっている．

５. 等価波源を利用した特殊な問題に対する解

法の提案：ESM

　この節では，複数の角がある二次元導体による円

筒波の回折について調べる．これは，二次元の楔の

先端が切りとられた台形状の物体などによる回折界

の計算に応用でき，後述のように方形状の閉じた物

体(ビルディングの断面等)，あるいは厚みのある半

平面などの開いた二次元物体による回折電磁界を容

易に評価することができる．なお，ここで展開する

計算方法(等価波源法)の初期考案は，文献[32-34]等で

既に筆者によって報告されている．

　図−14に示すように線波源はedge	 を中心に

に位置し，観測点 は を原点にそ

れぞれ とおく．各楔の外角は 	

である．Edgeが二つある場合，

のときには による従来の一次回折波だけでは

の領域の界は　0　になる．従って， からの

回折波を等価波源とし での二次回折界を考える．

このとき，等価波源は導体上に存在することにな

り，電界がedgeに平行な水平偏波(E波)に対し(20)

式の回折係数 は　0　となって，計算を困難にする．

このような場合には高次の漸近解を求める必要があ

る．

　さて，前述の等価波源はGTDを用いると，次の

ように与えられる．

	 (45)

ここで， は点 に置かれた波源を表し， は(20)

式の と等価な回折係数である．すなわち，

偏波に対し とすると

	 (46)

となる．以下，UATの応用とESMによる解析に分

けて考える．

　 の高次回折係数を用いた半平面上に線電磁

流源がある場合のUATによる回折界は，Lee等によ

り既に与えられている[22,23]．等価波源(45)式が導体

上にある場合，edge	 の楔に拡張した最終的な表

示は次のように誘導される(図-15(a)参照)．

	 (47)

第(47)式の は偏波により，次のように計算でき

る．

14
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図−11　導体ストリップによる円筒波の近傍および遠方の散乱RCS
Fig. 11 Scattering RCS Pattern of Strip by Cylindrical Wave for near/far Observation Point
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	 (48)

	 (49)

上式の は(46)式で各々 とした回折係数

である．また，(47)式の に対しては，その第二

項までとる．

　次に，本論文で提案するESMによる方法を示す．

導体上に電磁流源がある場合，これによる放射界

と(45)式の等価波源を比較して波源の大きさ(指

向性)を決定し，波源 とedge の関係を表すこ

の電磁流をedge の楔による回折界のGreen関数

に乗じて二次回折界を求める，というのがESMの

考えである．図−15(b)に示すように，二次元座標

で点 に紙面

に垂直な 方向に一様である線電磁流源 がおかれ

ている．このときMaxwellの方程式から導かれる波

動方程式は

16

図−12　導体ストリップによる円筒波の近傍散乱界分布

Fig. 12 Scattered Near-field Distribution of Cylindrical Wave by Conducting Strip
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	 (50)

となり，波動関数 はFourier変換を用いて求める

ことができる(付録で詳しく誘導している)．得られ

た に対し，観測点が遠方で波源が導体に接近して

いるという条件を用いると，点 での界は次の

ように求められる．

	 (51)

先にGTDより求めた等価波源(45)式と上記の(51)

式を等しいとすると，電流および磁流の大きさ

は容易に次のように求められる．

	 (52)

この電磁流の大きさは楔 による指向性を表して

おり，楔 による回折界のGreen関数に乗じるこ

とにより，次の二次回折波 が求められる(図−

15(c)参照)．

	 (53)

ここで，関数 は楔による円筒波の回折界を表して

おり，

	 (54)

と誘導できる． は(27)式で定義しているFresnel
積分， は楔の外角を示す． ，つまり電磁流

源が限りなく (導体上)に接近すると，(53)式で

の場合は

17

図−13　二次元コーナーリフレクタによる円筒波の近傍散乱界

Fig. 13 Scattered Near-field of Cylindrical Wave by 2-D Corner-reflector
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となり，極限操作の計算を経て最終的な

の表示は次のように有限値をとる．

	 (55)

ここで， およびそのパラメータは次式で与えられる．

	 (56)

である．H波に対しては(53)式より直ちに次のよう

に求められる．

	 (57)

以上，(47〜49)式でUAT，(55〜57)式でESMによ

る二次回折界を求めた．後は による一次回折波

と幾何光学項を二次回折波に加えることにより，観

測点Qでの界が得られる．この応用として，次節で

導体四角柱および導体楔上に電流源がおかれている

特殊な場合の平面波の散乱について調べることにす

る．

　本節の最後に，角が二つある物体にE波が照射

18

図−14　二つの角をもつ物体による円筒波の回折
Fig. 14 Diffraction of Cylindrical Wave by Conducting 

Object with 2 edges

図−15　等価波源法の考え方（極限操作）
Fig. 15 Concept of ESM（Limiting Procedure）
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したときの数値計算結果を図−16に示す．同図は

開き角が直角の二つの楔の場合であり，角と角の

間の距離は ，円筒波源は

，観測点距離は である．比較のためUAT
の結果を黒丸で併記している．UATの発散領域

でもESMは安定しており，それ以

外では150°の近傍で若干の不一致が見られる．

６. 等価波源法(ESM)の応用例

　図−17に示すような大きさ の方形状の導

体に入射角 で平面波が照射したときの散乱につ

いてESM法を適用して議論する．まず，共通の関

数として

	 (58)

を定義する．このとき，単一楔による平面波の回折

界は

	 (59)

で与えられる．これは端点が原点のときの表示であ

る．入射平面波を として

図−17に示す記号を用いると，角柱による回折波成

分は が照射可能な三個の楔による寄与から成り

次式で与えられる．

	 (60)

ここで，

19

図−16　ESM法による角が二つある導体による円筒E偏波の回折

Fig. 16	Diffraction of Cylindrical E-wave by Conducting Object with 2 edges
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である． とおくと，

入射波の各edgeでの値は

	 (61)

で与えられる．観測点 が十分遠方でないとき，(60)

式の回折界に幾何光学項を加えなければならない

が， のときはスリットでの議論にもあった

ようにedgeによるSBは重なり幾何光学項は存在で

きない．また，edge	 1のように入射の陰影境界

が存在しないときは, の に対し の

領域で角度の基準をもう一方の楔壁から取るように

する．

　 (波数 で正規化)とし

て遠方界を計算した結果を図−18に示す．径方向は

の値である．同図(a)は(60)

式，(b)が有限要素法(FEM)による行列演算の結果

である．両者は非常によく一致しており，ESMに

よる高次回折波をedge	 3に適用した結果は，同図

(a)中の 付近の平坦な所に振動が重

畳し同図(b)にさらに一致していることが読みとれ

る．なお，図−18と同条件でH波パターンを計算し

20

た結果は で激しい振動があった他は，ほ

ぼE波と似たパターンとなっている．

　二番目の応用例として，二次元導体楔の壁上に磁

気ダイポールがedgeに垂直な方向に 方向の単位長

あたりの磁気モーメント がおかれているときの

観測点 での電界強度を求める．この磁気ダイ

ポールによる放射界は 軸方向の線電流 により，

	 (62)

と表わされる．従って，スロットに線電流が置かれ

ているとして，無限小のスロットの開口分布が

で与えられるときの放射界を求めればよい．この種

の問題は厳密な級数解で解かれるが，前述のESM
法により容易に解決できることが分かる．

　まず，導体上に指向性をもつ線波源を仮定し

て，前節で説明したESMによる方法で解析し，合

わせてUATによる比較も行なうことにする．他に

もKellerのSDC(Slope Diffraction Coefficient)に よ

る方法，あるいはそれを改善したKouyoumjianの
UTDなどによる方法(modified SDC)などでも計

算可能であるが，ここでは比較検討を割愛する．

ESMによる方法は，前節と同じように入射界をそ

れと等価な波源におきかえて二次回折界を誘導す

図−17　導体四角柱の座標

Fig. 17 Coordinates of Rectangular Cylinder
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る方法であり，二つ角のうちedge	 を無視して

平板とみなすことが，この応用でのポイントとな

る．UATは数学的に回折係数を求めている傾向が

強く，UTDは高次の回折界がその一項前の界の微

係数で与えられるという点で多重散乱理論を用いて

おり，直観性に欠ける．UAT，UTDは後で示すよ

うに，高次の回折界に対しては適用が複雑になる

という欠点がある．このように，ESMの本質は入

射波(回折波)をそれと等価な波源(電磁流源)におき

かえることにあり，厳密解の漸近解を用いて高次回

折界を与えるが，どのような方法による表示を用い

るかは任意である．従って，ESMの近似解法が他

の方法と数値的にどの程度一致するか確かめるこ

とは重要になってくる．結果的に，波源がedgeの
近傍 にあるとUATは回折領域で正確な

界にならない．これは楔による回折係数をKellerに
よるSlope Diffractionの結果を利用しているためで

ある．また，UAT，UTDをESMのものと比較した

結果は大きな違いはみられないが，ESMとUTDは

UAT(半平面の場合，UATは厳密解の漸近解と一

致する)に比べ，若干滑らかさに欠ける場合がある．

　ESMによる計算法について議論する．波源 は

次式のような形をとるものとする(図−19の電流

に対応)．

	 (63)

ここで， は波源から観測点までの距離， は波

源から測った角度である(図-19)．この波源による

幾何光学項 は

	 (64)

で与えられる．次に，導体平板上に線電流が距離

でおかれている場合，電流の大きさを として，(51)

式より

	 (65)

で，放射界が表される．座標 は図−19に一

致させる．今，この導体平板が電流源 より， の

ところで図−20のように折れ曲がったときの楔を考

える．この場合，導体板の曲率の変化より電流に不

連続が生じると考えられ，edgeによる回折波の原

図−18　等価波源法（ESM）を用いた導体四角柱によるE偏波平面波の回折

Fig. 18 ESM Scattering of Plane E-wave by Conducting Rectangular Cylinder
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因となる．有限の距離でedgeなどの曲率の変化が

あると，漸近解は高次項が主要項になる．

　前節の議論と重複するところがあるが，まず(64)

式と(65)式を比較し， の大きさを求めると，

	 (66)

が得られる．今，図−20を参照にして の極

限を考えると， より にな

り， と同程度に となる．このとき は

より，次式のedgeでの値をとる．

	 (67)

一方，単位線波源が楔と の角度でおかれた場合

の回折界に対し(54)式を用いると，ここでの波源

(63)式は単位線波源に比べて(66,	 67)式の なる大

きさを有するのであるから，回折界 は次のよう

に(53)式の 倍で与えられる．

	 (68)

上式 に関する微分係数は，(55)式の で与え

られる．ただし，(56)式の関数 の引数は

	 (69)

である．第(67)式の と(64)式の の和で，この

問題に対するESMの全電磁界が導かれる．

　UAT法による定式化の概要を述べる．UAT法に

よる半平面の の高次の回折界は次のように

なる．

	 (70)

ここで， は

	 (71)

で定義される回折係数である．これは(69)式で

としたものに一致する．そこで，UATによる

(70)式を楔にも適用できるように，(20)式のGTD
による

図−19　導体楔上の電流源による放射
Fig. 19 Radiation from Electric Line Source on Conducting 

Wedge

図−20　電流源の極限操作
Fig. 20 Limiting Procedure of Electric Line Source on 

Conducting Wedge
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をそのまま用いることにする．このとき(70)式の

UATによる回折界はKellerによるものと完全に一

致するが，KellerのSDCでは幾何光学項に(55)式の

を用いるのに対し，UATは次式で与えられる

を用いる．

	 (72)

上式の はFresnel積分 の別の形で定義し

ており， の関係にある．今，

第(72)式を用いると で発散し，同時に

(70)式の も発散するので，全体として有限

で一様な界となる．SB上の値は と

して，(63)式の入射界に対し まで求めた結

果は

	 (73)

となる．これは先のESM法による(68)式で

としてSB上の値を求めた結果に一致する．

　次に，(63)式の入射界 のパターン関数 に

対し，

	 (74)

を採用したときの計算結果を示す．図−21は楔の開

き角とedgeから波源のあるスロットまでの距離を

パラメータにした計算結果であり，ESM(実線)と

UAT(×)によるものと比較している．遠方放射界

は で正規化した値を示

しており，パラメータは表−　1　の通りである．径方

向は中心が である．全般的に両者ともよく

一致しているが， 以下になるとUATは真中の

図にみるように回折領域で正確にならない．また，

ESMによる結果では， で滑らかさに

少し欠ける場合がある．図−22は直角楔

上の波源の位置を として，近傍の観測領

域 でのESM法による等振幅線を示した

ものである．値は最大値を　1　として正規化してあ

る．楔の開き角に対し， の照射領域で

の分布はあまり影響を受けなく，回折領域での分布

はedgeより，放射状になることが分かる．

　以上のように，UAT，UTD等の体系化された

理論を用いなくともESMのような電磁界の基本

的な考え方で容易に問題が解決できることが分か

る．ただし，ESM法は三次元問題への定式化に困

難が伴う．というのは，極限操作を行なう際，線

波源のかわりに点波源を仮定する必要があること

による．等価点波源を三次元的に計算し，放射散

乱界を評価しなければならない．このプロセスは

物理光学的回折理論(PTD)の一つの派生バージョ

ン で あ るILDC(Incre- mental Length Diffraction 
Coefficient)[25]と同じ考えと思われ，今後の課題と

したい．

７. 結論

　本論文では複数の角がある物体による回折につい

て調べた．Edgeによる回折現象で回折波を誘起す

る等価的な波源は漸近理論によると，edge点に存

在すると考えられる．すなわち，回折界はedge上
の一点から放射していくRayによるものとみなすこ

とができる．このような単純であるが重要な現象に

着目すると，漸近解の初項だけでは．有限な界の評

価が不可能なE偏波の導体板平行入射に対しても，

漸近解の高次項に相当する界が得られることが分

かった．回折界を誘起するedge上に等価的な波源

表　1　導体楔上のスロットによる放射界(図21)

Tab. 1　Radiation Field from Slot on Wedge（Fig. 21)
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図−21　導体楔上のスロットからの遠方放射界：ESM	実線,	UAT	×印

Fig. 21 Far-field Radiation Pattern from Slot on Conducting Wedge: ESM solid line, UAT ×
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である電磁流源を求め，この電磁流源の大きさを単

位波源が入射したときの回折界に乗じて極限操作を

施すと，入射波が導体上を這ってedgeに伝播して

くる場合に対しても有限な界がえられる．この操作

をつづけると，edgeが複数ある場合，およびedge
間の多重回折を考慮する場合の高次回折界が得られ

る．この高次回折界は厳密な解の漸近解に一致する

という保証はないが，それぞれの対応する次数同士

で厳密解の漸近解の一部をなすものと思われる．今

後，実験値および他の解法との比較を行う予定であ

る．

　このように，ESM法の本質は入射波(回折波)を

それと等価な波源(電磁流源)に置き換えることにあ

り，本論文では，主に厳密解の漸近解を用いて高次

回折界を与えているが，どのような方法による表示

を用いるかは任意である．従って，ESMの近似解

法が他の方法と数値的にどの程度一致するか確かめ

ることは重要になってくる．

図−22　導体楔上のスロットからの近傍放射界

Fig. 22 Near-field Distribution from Slot on Conducting Wedge

25



−34−

小林　弘一 特殊な二次元回折問題に対する等価波源を応用した高周波漸近解法

−35−

　ESM法に関し本論文では，角が二つある　2　次元

物体による深い影の回折領域での(二次)回折界を求

める方法を提案している．これは台形状の物体およ

びビルディングのモデルとして応用できる．二つの

角の間の距離の変化は一次回折波(入射波の照射す

るedgeによる回折波)の領域にも影響し，この距離

が小さいほど顕著になること，また入射波の照射し

ない角の大きさの変化は一次回折波の領域にはあま

り影響しないことが分かった．何れの角も入射波が

照射する場合，数値的には二次回折波は無視するこ

とができる ．次に，波源(電流源)が

楔(Wedge)導体上にある場合の放射界に，ESM法

を用いて遠方界および近傍界を求めている．ESM
を他の方法と比較して妥当性を確かめるため，体

系的な理論であるUATなどについても調べている．

ESMによる結果では，SB近傍で滑らかさに欠ける

場合がある．これは近似式を用いているためである．

　本論のESMおよび体系理論であるUATの隠れた

特長の一つに近傍領域での評価可能性がある．近年

の電磁界計算理論では，電気長の大きな物体に対す

る近傍領域での定量的な評価が求められている．こ

れは波源と観測点の両方が散乱体の近くに置かれて

いる場合であり，今後，さらに詳しい定式化を行い

たい．

　また本論では．多角柱による線電磁流の回折につ

いて調べ，角が四ケある閉じ場合の方形四角柱によ

る散乱に適用している．これは直方体型のビルディ

ングの横の断面に相当し，遠方界の場合，一次回折

波だけで容易に散乱パターンが得られることが確か

められた．近年のコンピュータの発達により，数値

解法が注目されているが，本書の漸近的な解は数値

解法に較べ回折機構が容易に理解できるという大き

な利点があり，極言すれば，コンピュータを用いな

くてもある程度の減衰評価も可能となる．

　この論文では，解析的なアプローチによって電磁

界理論を展開した．蛇足となるが，FDTDなどのコ

ンピュータを利用した数値解法は問題解決のための

自然な流れではある．しかし一方，押しなべてコン

ピュータで解決を図るという傾向には注意を要す

る．例えば，市販のソフトウェアを使用する際，使

う者の物理イメージがなくても計算結果は一応出て

くる，あるいは結果を評価する力が徐々に低下して

くるなどの副作用も予想される．

　次に三次元への拡張について言及しておく．複数

の角をもつ物体による回折を三次元で扱う場合，一

般に電磁界はベクトル量で扱わなければならない

が，点波源による球面波が入射すると考えると回

折は円筒波で表され，edge方向を考慮して高次の

回折界を求められると予想している．等価波源法

(ESM)は比較する対象が任意であり，高次の多重

回折を評価する際に大きい応用性を持つのが最大の

特長である．今後，三次元への拡張を研究課題とし

ている．

　なお，前述の角がN個ある二次元物体については

既に定式化と数値計算に成功しており，次の機会に

発表の予定である[22,23]．これは一番深い回折領域で

主要項となるのはN次回折波であり，本論の二個の

場合を拡張一般化すると任意の高次回折波に対する

漸化式が誘導できる．これより，対象物体の上部が

丸い場合など複数の角で近似できるような物体に対

し，全領域での有限な界の評価に適用することを考

えている．

付録　導体平板上の線電磁流源による放射電磁界

　角(edge)が二つ以上ある場合，従来の回折界だ

けでは不連続な影の部分が生じる．この付録では，

このような場合に対して高次の回折界を計算すると

き利用するedge上(導体板上)の電磁流源の大きさ

を求める．この電磁流源の大きさをGreen関数に乗

じることにより，隣接する次のedgeによる回折界

が得られることになる．

　ここでは二次元の場合に限定し，線電磁流源が導

体板上に置かれたときの線波源の大きさをFourier
変換を通して求める．二次元座標

で点 に 軸方向に一様な線電

磁流 がおかれているときを考える．このとき

Maxwellの方程式より，本文の(50)式が得られる．

この波動関数 を求めるため，次のFourier変換対

を導入する．

	 (A1)

波動関数(50)式に をかけ， について(部

分)積分すると，
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	 (A2)

が導かれる．この を に代入し，

	 (A3)

と変数変換すると

	 (A4)

が得られる．ここで，Bessel関数の積分表示式およ

びHankel関数との関係式

	 (A5)

を用いると， は次のようになる．

	 (A6)

のときの は二次元自由空間に於け

るGreen関数となる．

	第(A6)式で の遠方界を考える．この場合，

Hankel関数の漸近解を用いることが可能であり，

一次波(直接波) と導体板の存在による二次波(反

射波) はそれぞれ次のようになる．

ここで は反射係数を表し，境界条件より次のよう

になる．

	 (A7)

また， のとき全電磁界 は

	 (A8)

と近似できる．ただし， である．

今， についての逆巾乗で与えられる任意の入射

波 が楔に照射した場合を考えると，GTDによる

回折界はedgeから発散していく円筒波と入射波の

edgeでの値により，次のように求められる．

	 (A9)

上式は本文(45)式に対応しており，回折波はedge
におかれた等価波源からの放射とみなすことができ

る．この波源の大きさ，即ち電磁流の大きさは本文

の(51)式と比較して(52)式のようにパターン関数の

形として求めることができる．
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