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概要
未利用周波数帯の有効利用を図るため、超高速ベースバンド・高周波混載集積回路構成技術及びシリコン CMOS 混載
集積回路の性能を活かしたミリ波帯ブロードバンド通信システム構築技術に関する研究開発を行った。本研究開発ではシ
リコン CMOS によるベースバンド・高周波混載集積回路を用いて、38GHz 帯にて 1Gbps 超（屋外系）
、60GHz 帯に於い
て 2.5Gbps 超(屋内系)の高能率高速伝送システムの開発を行うと共に、60GHz 帯、10Gbps の高能率超高速伝送システ
ム実現の基礎を築くための要素技術開発を最終的な目標と定め、屋外系および屋内系について研究開発を遂行し、当初の
目標を達成した。

Abstract
The Millimeter Wave project named as “RF coexisting technology on high speed baseband CMOS for Millimeter
wave radio systems” was conducted from FY2007 and until FY2011, under the program of “the research and
development project for expansion of radio spectrum resources” of the Ministry of Internal Affairs and
Communications, Japan(MIC) with the Industry’s participation. Outdoor and indoor communication systems beyond
Gbps are designed and realized based upon these ICs as well as the planar waveguide antennas. The outdoor system
will be tested/demonstrated in Tokyo Tech Ookayama-campus millimeter wave model network. This report presents
the overview and the output of this project.

１．まえがき
ミリ波帯の利用が普及促進する上で安価なデバイスの
開発技術は必須であり、以下の特徴を考慮し、シリコン
CMOS を用いるミリ波帯のベースバンド・高周波混載集
積回路の開発に取り組み、ミリ波帯の本格的な利用促進に
最大級の貢献することを目指して研究開発に取り組んだ。
・シリコン CMOS を用いることによりシステムの大幅な
低コスト化を図ることが期待できる。特に本研究開発によ
る CMOS によるミリ波回路や超高速ベースバンド回路の
集積技術の確立により、将来の大規模量産時には CMOS
ワンチップ化による更なる低コスト化が期待できること。
・シリコン CMOS による超高速・低電力ディジタル回路
と、新たに開発する画期的な超高速・超低電力アナログディジタル変換器(ADC)を中心とする高速・広帯域アナロ
グ回路の実現により、ディジタル信号処理の超高速化、低
電力化を図ることが期待できること。
・QAM などの高能率多値変復調技術を用いて 2.5Gbps
超から 10Gbps の超高速信号伝送を実現することを目指
しており、限られた周波数帯域で多くのチャネルを収容す
ることを可能とする。これらの技術は、より低い周波数で
は一般的となっており、低い周波数帯を使用する既存の通
信を、違和感なくミリ波帯へ移行するための基盤技術とな
り、電波資源の有効活用の推進にも大きく貢献できること。

・本研究開発においては 5m 程度の近距離伝送と 1km 程
度の中距離伝送の２つのシステムへの適用を目標とし、室
内から屋外に至る完全なミリ波通信ネットワークの実現
が期待できること。10Gbps の超高速信号伝送を無線シス
テムで実現できることは、光と無線のシームレスな接続の
実現など、我が国の通信技術の将来にとって極めて大きな
意味を持ち、国際的にも大きなインパクトを与えるもので
ある。
・本研究開発においては、単に理論的な検討や、試作に止
まらず、屋内系、屋外系とも実フィールドでの実証を行い、
当初の目標の達成が検証された。以下、研究内容及び成果
を概説する。なお、図 1 は本研究開発プロジェクトの想定
したミリ波のアプリケーションの 1 例である。
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ミリ波帯ブロードバンドプロジェクトの概要
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図 1 本研究開発プロジェクトのアプリケーションの一例

２．研究内容及び成果
本研究開発は、
「未利用周波数帯の有効利用を図るため、
超高速ベースバンド・高周波混載集積回路構成技術及びシ
リコン CMOS 混載集積回路の性能を生かしたミリ波帯ブ
ロードバンド通信システム技術の確立」を目的に、平成
19 年度（初年度）から平成 23 年度までの 5 年間の計画の
もとに実行した。
本研究開発は、東京工業大学、㈱アムシス、ソニー㈱、
日本無線㈱、日本電気㈱、㈱ウィルコムの 6 機関の共同体
制で実施した。全体の研究統括は、東京工業大学が、また、
全体の進捗管理は、研究代表の元に研究開発推進会議が担
当した。研究課題は、課題ア）の超高速ベースバンド・高
周波混載集積回路構成技術の研究開発の課題の元に３つ
の個別研究課題を構成し、また応用を目指す課題イ）のシ
リコン CMOS 混載集積回路の性能を生かしたミリ波帯ブ
ロードバンド通信の元に、室内近距離通信への応用を目指
す研究グループ(3 研究課題)と、屋外中距離通信への応用
を目指す研究グループ（4 研究課題）を構成して実施した。
全 6 機関は、共同で研究開発を実施する上での基本ルー
ルとして研究開発協定書を締結し、個別の研究課題を共同
で実施する課題は、それぞれ共同研究契約書を締結して実
行した。
本研究開発の分担は図 2 に示す担当を定め、それらが有
機的に連携して研究開発を実施するとともに、毎月 1 回の
全体会議（研究開発推進会議）を開催し、5 年間における
会議は 58 回を数えた。

ユビキタスネットワーク社会の実現に向けて、有線で構
成されたブロードバンドネットワークにシームレスに接
続可能なミリ波帯無線通信システム構築のために、
10Gbps クラスの超高速無線伝送に対応可能な超高速ベ
ースバンド信号処理回路と、ミリ波帯高周波回路をシリコ
ン CMOS チップで形成したベースバンド・高周波混載集
積回路の構成技術を確立するために段階的な研究開発を
行った。ここで、段階的な研究開発とは、ベースバンド信
号処理回路の動作速度向上に対応したシステム伝送速度
増速（実効伝送レート： 600Mbps → 1Gbps → 2.5Gbps）
のシステム実証と、将来の 10Gbps クラス実現を想定した
CMOS 高速ベースバンド信号処理回路課題抽出、またこ
れを支える CMOS アナログ RF 回路混載技術水準の引き
上げ、即ち、動作精度の向上、広帯域平坦性の確保を意図
したものである。
本研究開発では、シリコン CMOS を用いたミリ波帯の
ベースバンド・高周波混載集積回路の研究開発(課題ア)）
と、シリコン CMOS 混載集積回路を応用した屋内での応
用を目指した 60GHz 帯の近距離通信システムの構築技術
の研究開発と、屋外での応用を目指した 38GHz 帯の中長
距離の伝送システム構築技術の研究開発、並びにそれに関
係する高出力増幅器、低雑音増幅器、アンテナなどの技術
開発を行った。
また、中長距離伝送システムの屋外応用に関しては、ミ
リ波の自然環境での伝搬特性を把握するために東工大の
キャンパス内を中心にモデルネットワークを構築して評
価を行った。さらに、ミリ波中長距離伝送システムのバッ
クホールとしての応用の実アプリケーションとして、
PHS の適応能力に関する調査研究を行った。
研究開発対象が広範囲に及び、また 6 つの組織が並行か
つ有機的に連携して初めて具体的な成果を達成できる。こ
れを効率的かつ計画的に進捗するように、研究開発推進会
議を本研究開発参加メンバーで構成し、各年度の研究開発
課題、その達成目標、成果の組織間での共有、アウトプッ
トとしての実証モデルなど、明確な全体目標の設定と全体
線表管理のもとに研究開発を行うこととした。また開発要
素の大きい課題もあるため、年度ごとに開発方法、予算配
分も 6 組織一体とした形で柔軟に見直し、最適化していく
ことが成功への鍵となると考え実行した。
本研究開発は、システム検討の結果当初の研究内容を、
一部発展的に見直しを行いつつ、当初課題に設定した目標
課題をほぼ全て成功裏に達成した。
RF・ベースバンド混載集積回路のチップルールにつ
いて
低消費電力、短距離超高速伝送を目指す屋内システムに
ついて、当初ベースバンドと高周波回路を同一チップ上に
形成する構成を志向した。しかし、シリコン CMOS チッ
プルールの進展動向、回路特質上の合理性や試作を含めた
開発効率、さらにプロジェクト終了時期の実用性を総合的
に検討した結果、有機的に連携する 2 チップ構成がより望
ましいことが判明し、本研究開発 3 年目の平成 20 年度
(2009 年度)に方針を変更し、研究開発を進めた。より具
体的に述べると、シリコンプロセスの微細化の進展が予想
を上回り、40nm ベースバンド回路（BB）の試作の可能
性が急速に出現し、当初は 65nm プロセスで統一する構
想であった計画を、前述の通り、BB 回路については性能
と将来性を重視して 40nm プロセスを採用することに変
更した。40nm のプロセスについては、高周波部（RF）
は特性検討の結果、トランスコンダクタンス gm の向上が
飽和していることや、配線層の高さが低下し、容量の増大
により伝送線路の信号減衰が大きいことから、増幅器の利
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得低化を招くこと、低電圧動作により発振器の位相ノイズ
の増加や電力増幅器の出力電力が低下するため 60GHz 帯
ではこれ以上微細化の恩恵が少ないことも勘案し、RF 部
については当初計画通り 65nm で進めることとした。こ
れにともない、RF と BB チップを同一基板に配置する 2
チップ構成を実装の目標と定めた。
図 3 に本研究開発プロジェクト全体のチップルール戦略
を示す。本プロジェクト当初は、90nm ルールで要素開発
をスタートし、屋外用として SoC の完成を果たしたが、
屋内用については前述のとおり、チップルールの進展、
BB 回路の微細チップルールのより優れた低消費電力、小
型化等々の効用を期待し、RF 回路は 65nm ルール、BB
回路は 40nm を用いる Step2 の開発目標に舵を切り、
Step2 に基づき開発を進めた。
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図 3 本研究開発プロジェクトの CMOS チップルール戦略
屋内システムの実用化に向けた検証として、試作した当
該集積回路をコアとして用い、その性能を最大限活かした
伝送速度 3Gbps ミリ波帯ブロードバンド通信システムを
構築し、研究開発実施期間内にその性能を実証することと
した。ミリ波帯ブロードバンド通信としては、室内での利
用を想定した 5m 程度までの近距離通信システムを、最終
的にオール CMOS チップデザインを目指すことになる。
屋外用としては、通信事業者等が簡便にエントランス回
線を構成できる１km 程度の中距離通信システムを実証
することとした。該集積回路は上述の通り段階的にその速
度と回路集積密度を上げて行くので、それに応じる形で実
証システムの構成も準備して行くこととした。即ち、本研
究 開 発 前 半 初 期 段 階 で 開 発 す る 38GHz 帯
600Mbps/1Gbps 中 距 離 伝 送 シ ス テ ム に つ い て は 、
I/Q_MODEM 部として広帯域 SiGe_MMIC、RF フロント
エンド部として超高速化合物半導体 MMIC、低雑音 InP
MMIC 増幅器、高性能な平面アンテナなどを組み合わせ
た形でのシステム構築を目指し、その性能を実証するとと
もに、東工大のキャンパス内に設けた屋外環境での実運用
評価を行った。
東工大内の屋外系の評価用のネットワークは稠密に配
置された 8 ヶ所の無線局を、距離や方向が違う様々な 12
対向の回線により結ぶ形とし、また、本ミリ波モデルネッ
トワークの 3 ヶ所のノードには PHS システム(800kbps)
を接続した。更に平成 22 年度には、高機能 PHS 基地局
（20Mbps）も増設し、従来型・高機能型 PHS システム
に対するモデルネットワークのアクセス性能などの実運
用評価ができる構成とした。
これまでの試験では、集中豪雨の際の局所的で特徴的な
伝搬特性が記録された。従来のように 1 つの回線の伝搬実

験から、距離と全域的雨量の関数として減衰をマクロに推
測する考えが、高マイクロ波そして特にミリ波には通用し
ないことが示唆された。4 年目（平成 22 年度）において
はこれまでの習熟技術を駆使し、25GHz 帯、38GHz の 2
周波数帯での運用試験における降雨伝搬特性の面的な統
計データの観測により、ミリ波回線の局所的減衰など特徴
的な振る舞いがより的確に取得できた。将来の実システム
では、この特徴的な振る舞いをダイバーシテイや MIMO
運用などに反映させ、迂回回線を適用するネットワーク運
用などでミリ波回線の稼働率を確保する方法を探ってゆ
くことが望ましい。
光ファイバよりも敷設が容易なミリ波通信の適用領域
を最大限拡げるために、最近サービスが開始された高機能
PHS システムや WiMAX などの IP 通信を対象とした広帯
域移動体通信システムの、バックホール回線としてのミリ
波無線の実用化に向けた検討を行った。さらに、ミリ波の
伝送特性検証だけでなく、これをバックグラウンドで使用
するアプリケーション側の品質保証の立場から伝送速度、
誤り率、稼働率、遅延特性など広範囲な適応能力の実証評
価を行った。
PHS サービスは、データ通信と音声通話の両者を同一
システムで実現する性格を有するものであり、その基地局
は高密度に設置され、これを結ぶエントランス回線は高速
で比較的に短距離なものとなる。このエントランス回線は、
主題のミリ波中継伝送システムが威力を発揮する用途と
目されている。降雨など実環境を学習により模擬できる擬
似伝搬シミュレータも開発し、今後のミリ波帯の降雨減衰
評価用として活用できるようにした。
また、
60GHz 帯 Multi-Gbps 伝送システムに関しては、
将来のさらなる高速化に必要となる要素技術のうち、超高
利得広帯域アンテナ、システム CLK 1GHz 超の領域での
QAM 型高能率多値変復調技術とその安定動作を確保させ
るための、波形等化、歪等化 及び 位相雑音補償に係る信
号処理技術を、併行開発している屋内システム用 2.5Gbps
の RF/BBSoC 回 路 技 術 と 組 み 合 わ せ る こ と で 、
Multi-Gbps 伝送システムの構成法を検討し、10Gbps 伝
送評価を目指し、考案した位相補償技術を利用して
10Gbps の伝送を達成した。
本研究は、要素技術としてミリ波の最先端技術を追及す
ることに止まらず、これらをミリ波無線通信システムとし
て、現実的な価格、サイズ、低消費電力特性、信頼性を備
えた超高速通信手段として提供することも目指すもので
ある。このため、最終目標及び予想される成果物は、商品
化、事業化レベルのものとなるよう計画した。一方無線技
術としてはより低い周波数で駆使されている高度な信号
処理技術を、ミリ波周波数帯でも同様に使えるよう正攻法
で追求したもので、将来の無線周波数の移行などの自由度
を飛躍的に高める技術となり、周波数の有効活用を図るた
めの基盤が構築される。
本研究開発では、シリコン CMOS を用いた集積回路を
開発する「超高速ベースバンド・高周波混載集積回路構成
技術の研究開発」と、その性能を実証するためのシステム
を構築する「シリコン CMOS 混載集積回路の性能を活か
したミリ波帯ブロードバンド通信システム構築技術の研
究開発」を並行して行うことが特徴である。以下、個別の
課題について述べる。
RF チップ開発の成果について
本課題の、60GHz 帯のシリコン CMOS RF 回路は、
本研究開発全体の成否を左右する重要なものであった。開
発過程では多くの課題に遭遇したが、最終的に 60GHz
シリコン CMOS RF を当初の目標とした性能を実現し

○
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た。 この RF チップは、世界初のミリ波帯 64QAM 伝送
を達成し、同時に世界最高速の 16Gbps を実現したことは
特筆に価するものである。具体的には、2011/04 版 RF チ
ップ、2011/08 版 RF チップにおいて以下の諸特性を実現
した。
・2011/04 版 RF チップ(16QAM, 10Gbps)
QPSK: EVM=-21.6dB, 最高 8G/s
16QAM: EVM=-23.3dB, 最高 10G/s
・2011/08 版 RF チップ (64QAM, 16Gbps)
QPSK: EVM=-21.6dB, 最高 8G/s
16QAM: EVM=-26.2dB, 最高 16G/s
64QAM: EVM=-27.3dB, 最高 10.56G/s

Data rate [Gb/s]

60GHz フロントエンド性能を他社の公表データと比較
したものを図 4 に、また RF チップの特性を図 5 に示す。
伝送速度は世界最高速を達成している。開発した RF チッ
プの性能を表 1 に示す。他社製品との性能比較を表 2 に
示す。最高レベルの低消費電力を達成していることを示し
ている。

・BB チップ開発について
38GHz、60GHz 帯無線機用 SoC に各種 ABB 回路を開
発し、搭載した。全て当初の目標性能を達成した。これを
実現するために以下の考案を行った。
・ 低オフセット、低ノイズ、低消費電力なダイナミック
型比較器を考案した。
・ 提案した比較器を用いて 5bit 2.3GS/s Flash ADC を
開発した。
＊60GHz 帯無線機として世界最小電力動作を実現した。
・ 絶対利得に影響されない新しいパイプライン型 ADC
を考案し、10bit 400MS/s ADC を開発した。
＊世界最小レベルの低消費電力動作を実現した。
・無線機構成(60GHz)
図 6 に、60GHz 無線機の構成を示す。
60GHz

図 4 開発した 60GHzRF チップのフロントエンド性能
比較
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CEAHetero 7Gb/s
LETI [5]

1,357mW
/ 454mW

SiBeam
Hetero 7Gb/s
[6]

This
work

Direct 10Gb/s

–
ch.2-3 (EVM < -19dB)
50m (LOS)
16m (NLOS)
ch.1-4 (EVM < -23dB)
1.3-1.6m (QPSK)
0.3-0.5m (16QAM)
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/ 172mW

1,820mW
/ 1,250mW
319mW
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[1] K. Okada, et al., ISSCC 2011 [4] H. Asada, et al., A-SSCC 2011 [5] A. Siligaris,
et al., ISSCC 2011 [6] S. Emami, et al., ISSCC 2011

LPF

LPF

60GHz Q

Digital
BB

6.3Gb/s

DAC

RFチップ

DAC

BBチップ

• ダイレクトコンバージョン型による小型化・低消費電力化
• キャリブレーションによる低消費電力ADC

図6

60GHz 無線機構成

開発した RF チップと BB チップを合わせた性能と、公
表されている他機関データの性能比較を表２に示す。RF
は、他社はヘテロダイン構成であるのに対し、本開発では、
ダイレクトコンバージョン方式を採用した。消費電力特性
が大幅に改善されていることが分かる。
開発した RF チップと BB チップを合わせた性能と、
公表されている他機関データの性能比較
Integration
CEALETI [5]
SiBeam
[6]

Data rate
(16QAM)

RF (Hetero) 3.8Gb/s
RF (Hetero) 3.8Gb/s

RF: w/ wider-BW
RF (Direct)
10Gb/s
+analog BB
RF+BB:
(This work) +digital BB
6.3Gb/s

表 1 開発した RF チップと公表されている他機関
データの性能比較
PDC
(Tx/Rx)

6.3Gb/s

ADC

20GHz

Tokyo
Tech

Distance for BER
<10-3
ch.1-2 (EVM < -17dB)
11Gb/s [1]
Tokyo
Direct
2.7m (BPSK/QPSK)
Tech [1]
16Gb/s [4]
0.2m (8PSK/16QAM)

Digital
BB

BB PLL

60GHz I

Tx

4.4dB
4.6dB
5.0dB
5.7dB
7.0Gb/s 7.0Gb/s 7.0Gb/s 7.0Gb/s
-23.0dB -23.0dB -23.3dB -22.8dB
0.3m
0.5m
0.5m
0.3m

Max. rate
in 16QAM

VGA
LPF

20GHz PLL

図 5 開発した RF チップのまとめ
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direct-conversion
QPSK+16QAM+64QAM
18
other arch.
16
Tokyo Tech
14
全発振器内蔵
QPSK+16QAM
12
10
8
Univ. of Toronto
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Tech.
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[5] A. Siligaris, et al., ISSCC 2011 [6] S. Emami, et al., ISSCC 2011

○

ミリ波室内近距離通信システムについて
屋内システムの実用化に向けた検証として、上記で述べ
た集積回路を用い、その性能を最大限活かしたミリ波帯ブ
ロードバンド通信システムを構築し、研究開発実施期間内
にその性能を実証した。ミリ波帯ブロードバンド通信とし
ては、室内での利用を想定した 5 m 程度までの近距離通
信システムをオール CMOS チップデザインで構成し実証
することを目標に研究開発を行った。
開発当所の 2 年間は超高速 AD,DA や 60GHz 帯シリコ
ン RF の要素回路やアンテナ実装、ミリ波伝搬特性の把握
などの個別の基礎技術を研究開発するとともに、シリコン
プロセスの微細化の進展や内外の標準化の動向をにらみ、
屋内システムと装置の具体的なイメージ、仕様、開発手順
電波資源拡大のための研究開発
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を固めるフェーズであった。3 年目は、前述のとおり、RF
チップは 65nm、BB チップは 45nm のチップルールを採
用し、RF と BB チップを同一基板に配置する 2 チップ構
成を実装の目標と定めた。このような構成による進め方で
は、RF と BB それぞれの動作確認をある程度並行に行う
ことでプロジェクト全体の研究開発の速度を上げること
ができた。将来、RF 回路の一層の微細化のメリットが生
じ、さらに製品量産規模が上がり経済効果が現実となった
際には、本プロジェクトで確立するディジタル支援 RF 回
路やアナログ BB 回路などを活用すれば、1 チップ化移行
は可能である。製品レベルの無線回路の多くはこの構成を
取っている事に加え、市場立上げ期であるミリ波無線では、
ここで行う実装法が、そのままシリコン RF ミリ波装置の
標準的なものとなる可能性も大きい。開発の最終製品にお
いては、送受の通信モジュールを他の制御回路とともに
PCB 基板上に構築し、2m 超の距離において 1Gbytes の
画像ファイルを 3 秒以内に伝送するという成果を得、国内
外の報道機関において取り上げられ、好評を得た。
主な成果を示すと、以下のとおりである。
・LDPC デコーダーを開発し、世界最小ビット当たり低消
費電力 11.8pJ/bit を達成した。
（表 3）
・60GHz・3Gbps 室内近距離無線通信システムを構築し、
伝送速度 3.1Gbps @1.7m、6.3Gbps ＠5cm を達成し、
当初目標の 2.5Gbps 伝送距離 1m 以上を達成した。(図
7）
・最終の試作製品の 60GHz・3Gbps 屋内無線通信システ
ムとそれを用いた画像ファイル伝送実験で 1Gbytes の画
像ファイルを伝送距離約 2m において 3 秒以内に伝送でき
ることを確認した。
表3

60 GHz CMOS 用アンテナ一体パッケージ
上に述べた、60GHz 帯の屋内システムプロトタイプに
は、アンテナ一体型のパッケージが搭載されている。この
開発に当たっては、図 8 に示すに示すような、ワイヤレス
ファイル・トランスファーシステムを想定し、これに適し
たアンテナパッケージを検討し、開発した。60 GHz 帯で
は、チップのごく近傍にアンテナを配置することが必須で
あり、図 9 に示すように電波を基板(PCB)に平行に放射す
るアンテナ一体パッケージとした。完成したアンテナパッ
ケージの上面写真を図 10 に示す。性能は、アンテナ利得
5～7 dBi(59 ～66 GHz)、ビーム幅 E 面 約 60 度、H 面
約 60 度、送信・受信アンテナ間のアイソレーション 46 dB
を得た。
○

図8

60GHz 帯屋内システムの利用イメージ

60GHz の屋内伝送システム評価ボードに搭載した
LDPC 符号と他社比較

（世界最小のビット当たり消費電力 11.8pJ/bit を達成）

Mounting configuration of the proposed package on a PCB
図 9 電波を基板(PCB)に平行に放射するアンテナと一体
のパッケージ(アンテナパッケージ)

図 10 完成した利得 6 dBi 送信・受信アンテナを
有するパッケージ
○
図7

60GHz システムプロトタイプ

ミリ波中距離伝送システムについて
開発初年度の H19 年度よりシステム検討および基本
設計を開始し、同時に無線部のアナログキーデバイスの
電波資源拡大のための研究開発
第５回成果発表会（平成 24 年）

施し、P-P 回線としての基本動作を確認、更に先行して
いる 600Mbps 級中距離伝送システムと同様な実運用試
験を開始した。特にここでは、降雨降雪といった伝播特
性の面的な統計データを観測することで、ミリ波の特徴
的な振る舞いがより的確に取得でき、且つ、適応変調の
有効性を確認することができた。また、図 12 に示すよ
うに、ミリ波モデルネットワークの各回線距離に応じた
降雨に対する回線不稼動率について、約 1 年半の観測
データをまとめ、システム諸元から算出した不稼動率と
の比較確認を行った。

図 11

38GHz 1Gbps 屋外無線機の外観と設置状況、
伝送速度の表示
(上り回線：907Mbps、下り回線 100Mbps)
３８GHzシステム 回線区間降雨による不稼働率実測累積プロット
2010/10/29～2012/02/23

1 E-03

1 E-04
回線不稼働率

部分試作評価を実施、またシステムの中枢となるディジ
タル変復調処理機能を集約した「中距離伝送システム用
超高速ベースバンド集積回路」のディジタル処理部設計
も 600Mbps 級対応のものとして完成させ、
「600Mbps
級中距離伝送システム用超高速ベースバンド集積回路」
試作に組み入れる事により、H20 年度末「600Mbps 級
中距離伝送システム用超高速ベースバンド集積回路」を
入手、その単品評価を行った。
H21 年度には 38GHz 帯 600Mbps 級中距離伝送装置本
体を、
「38GHz 帯 600Mbps 級中距離伝送システム用超高
速ベースバンド集積回路」搭載させた形で試作し、無線シ
ステム全般の機能動作確認 及び、無線システムとしての
総合評価を行って、温度試験など各種基礎データの取得を
完了した。
その結果、本システムの動作目標であった、装置アン
テナ端受信レベル-61dBm にて前方誤り訂正（FEC：
Forward Error Correction）前ビット誤り率（BER：
Bit Error Rate）＜1e-6 （16QAM /CLK=200MHz）を
実現。 同時に、この受信状態に於いても、本システム
Ethernet 入出力端でフル帯域 640Mbps 以上の伝送速
度が得られる事を確認した。
尚、ここで完成した「38GHz 帯 600Mbps 級中距離
伝送システム」については、H21 年度中に東工大構内
への 10 ホップの設置、更に、東工大構内より 3.7km、
4.1km の距離にある NEC 玉川事業場の高層ビルに、石
川台 6 号館より伸延させる形で追加設置を完了させ、
H22 年度初頭より、このモデルネットワークの実運用
試験を開始した。また、同期網接続を想定したシンクロ
ナス・イーサネット対応試験なども実施し、PHS など
の各種アプリケーションとの接続能力評価も実施した。
一方、
「38GHz 帯 600Mbps 級中距離伝送システム」
の電力増幅部を別途個別に開発した GaN（窒化ガリウ
ム）MMIC を搭載する構成に変更した増力型システム
を製作し、NEC 玉川事業場と東工大構内の緑ヶ丘１号
館との間 4.1km の長距離ホップも増設、GaN MMIC
適応の有効性などについても確認を行った。
さらに、H21 年度からは、38GHz 帯中距離伝送装置
の 1Gbps 増速版の実現に向けて、「64QAM 対応増速
1Gbps 級超高速ベースバンド集積回路」の試作評価も
開始した。主な改良点は、高速性能を維持しながらベー
スバンド入力部 A/D 変換器の有効ビット数を向上させ
64QAM の復調に対応させるというものであったが、内
蔵させたクロック供給系の残留ジッタ低減などといっ
た集積回路全体としての性能更新も要求された為、H21
年度、H22 年度の 2 回の試作を通しての目標性能到達
となった。図 11 に 38GHz 1Gbps 無線機の外観とポ
ール上の設置状況を示す。無線機は、150mm(W)ｘ
300mm(L)ｘ150mm(D)程度のコンパクトサイズで設
置工事が極めて簡便である。
H22 年度後半には、この 2 回目の改版「64QAM 対
応増速 1Gbps 級超高速ベースバンド集積回路」を、
「38GHz 帯 1Gbps 級中距離伝送システム」試作機に搭
載させ、温度試験など各種基礎データの取得を行って、
無線システムとしての評価まで完結させた。その結果、
本システムの動作目標であった、装置アンテナ端受信電
力-54dBm にて FEC 前 BER＜10-6（64QAM、200M シ
ンボル/秒）を実現。同時に、この受信状態においても、
本システムイーサネット入出力端端でフル帯域
990Mbps 以上の伝送速度が得られることを確認した。
H23 年度は、この「38GHz 帯 1Gbps 級中距離伝送
システム」について、実環境下でのスループット、レイ
テンシといった伝送能力評価や無線回線品質評価を実

QPSK
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QPSK_雪なし
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16QAM_雪なし
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図 12 ミリ波モデルネットワークにおける降雨に
よる不稼働率実測データ
○低雑音増幅器について
屋外システムの受信部フロントエンド用に低雑音 InP
HEMT MMIC を開発搭載した。その主な成果、特性は
以下のとおり。
・低雑音 InP HEMT MMIC 増幅器を開発し、40GHz
帯で雑音指数 1.7dB を達成した。
（図 13）
・不要平行平板共振モードを定量的に除去する方法を開発
し、InP MMIC チップのフリップチップ実装に応用して
成功裏に高周波特性を得ることが可能になった。
・開発した低雑音 InP MMIC 増幅器（LNA）は、周波
数 38-39.5 GHz、伝送速度 1Gbps の中距離通信システム
に搭載され、東工大ミリ波モデルネットワークで問題なく
3 年超稼働中である。
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平成22年度

GaN_MMIC
平成23年度

図 15

図 13 低雑音 InP HEMT MMIC 増幅器
(40GHz 帯で雑音指数 1.7dB を達成)
○

ミリ波高出力増幅器について
屋外システムの送信部フロントエンドの送信部用に
GaN ベースの MMIC を開発搭載した。
ギガビット無線伝送が可能となるミリ波帯において、屋
外中距離伝送を実現するためには、高出力増幅器の出力向
上が必要となる。CMOS や GaAs では実現できない高い
出力を得るために、GaN をベースとした高出力増幅器の
開発は、日本電気株において進められた。平成 20 年度末
までに 38 GHz 帯 2～3 W 級、相互変調歪-35 dBc（8dB
バックオフ以上）以下の広帯域 GaN_MMIC の実現を目
指した。また、周波数利用効率を高めた高度変調(16 QAM
等)による長距離ギガビット伝送で伝送では、GaN_MMIC
のさらなる高出力化（4W 強）と同時に歪み補償技術の開
発が前提となる。これらの研究開発により、従来の高出力
増幅器では実現できなかったミリ波帯高出力特性と歪み
特性のトレードオフを大きく改善させることができる。本
研究開発で実現を目指す、ミリ波帯 GaN_MMIC は、世
界的に見てもまだ実現されていない Si 基板上で実現を目
指すことで、将来的な事業化での低コスト化が期待される。
開発した高出力 GaN MMIC の特性の一例を図 14 に示
す。
本課題の主な成果は、以下のとおりである。
・高出力 GaN_MMIC の 4W 級出力特性を実証した。
・GaN_MMIC をモジュール実装し、38GHz 帯 600Mbps
屋外無線機に搭載して東工大ミリ波モデルネットワーク
上で評価した。(図 15)
・独自の歪補償 MMIC リニアライザを実現し、5dB 以上
の歪補償を実証した。

38GHz・600Mbps 無線機に搭載した GaN
MMIC 基板

○

中距離伝送システム用ミリ波簡易平面アンテナにつ
いて
中距離伝送システム用ミリ波アンテナが平面構成であ
ることにより、無線機のコンパクト化を実現する大きな効
果があるとともに、送受間で 75dB もの高いアイソレーシ
ョン、高いアンテナ利得（38GHz で約 35dBi）
、驚異的な
効率（約 85%）と広い帯域（300MHｚ幅で利得変化１dB
程度）のアンテナ特性が中距離伝送システムの実現に大き
く貢献した。以下具体的に研究開発の達成状況を示す。
開発した 38GHz 帯中距離伝送システム用平面アンテナ
は、部分並列給電回路を下層に配置した 2 層構造導波管ス
ロットアレーアンテナとなり、2×2 サブアレー化すること
で広帯域化を追求した。平面構成であると共に給電構造に
工夫してアンテナ厚さ 5.2mm と重さ 550g という薄型
化・軽量化に成功したことによる装置のコンパクト化を実
現する大きな効果がある。
製作技術の加工精度、安定性および量産性の検討を兼ね
て、積層銅薄板の拡散接合技術で 30 枚を試作して、反射
と利得の周波数特性を評価した。また同一寸法アンテナに
対し、試作精度のバラつきが小さく、使用帯域において反
射が-13dB 以下で、利得が 33.5dBi 以上を実現した。高い
アンテナ利得（38GHz で約 35dBi）、驚異的な効率（約
85%）と広い帯域（300MHｚ幅で利得変化１dB 程度）の
アンテナ特性を実現した。(図 16)
送受アンテナに金属遮蔽体を配置して、その形状と寸法
を最適化することでアンテナ間アイソレーションの向上
を目指した。最終的に壁高さ 12mm、幅 10mm の立方体
を採用することにより、レドーム有りで図に示す通りに送
受間 70dB の高いアイソレーションを実現した(図 17)。よ
って、小型・軽量の無線機を実現する上で大きな貢献をし
ている。同じアンテナを縦横無線機の取り付け方向を変え
るだけで、V 波、H 波の無線機として利用できる。
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図 16 試作した 30 台の銅製アンテナの動作特性測定値
（特性ばらつきが非常に小さい）
図 14 試作した高出力 GaN MMIC の特性の一例

電波資源拡大のための研究開発
第５回成果発表会（平成 24 年）

40

Shielding Wall
Antenna 1

Antenna 2

Isolation [dB]

80
70

図 18 東工大ミリ波モデルネットワーク構成
（キャンパス内）

60
50
37.5

38

38.5
39
39.5
Frequency [GHz]

40

図 17 アンテナ外観（上）
アンテナ間アイソレーション特性（下）
○

屋外系ミリ波性能実証について
東工大のキャンパス内 (図 18 )及び張り出し回線とし
て 4km 長の回線を NEC 玉川事業場間 (図 19 )に構築し
た東工大モデルネットワークにより 38GHz 帯を主にし、
25GHz 帯を比較データ取得用システムとして構築した。
基地局は総数 8 ヶ所、12 対向の回線により構成されてい
る。短い回線は 77m 長、長い回線は 4.1km 長の様々の回
線長で構成し、また V 偏波、H 偏波の回線も構成したメ
ッシュ状のネットワークを構築した。各基地局近傍には雨
量測定用の雨量計を設置し、雨量と回線品質の同時相関特
性を評価できるようにした。また、3 ヶ所のミリ波ネット
ワークのノードにミリ波のアプリケーションとして想定
した PHS および高機能 PHS を設置し、ミリ波伝搬特性
と PHS の運用性能評価も行った。図 20 に、降雨の量と、
ミリ波伝搬特性の降雨減衰の実測結果の 1 例を示す。
これまでの試験では、集中豪雨の際の局所的で特徴的な
伝搬特性が記録された。従来のように 1 つの回線の伝搬実
験から、距離と全域的雨量の関数として減衰をマクロに推
測する考えが、高マイクロ波そして特にミリ波には通用し
ないことが示唆された。4 年目（平成 22 年度）において
はこれまでの習熟技術を駆使し、25GHz 帯、38GHz の 2
周波数帯での運用試験における降雨伝搬特性の面的な統
計データの観測により、ミリ波回線の局所的減衰など特徴
的な振る舞いがより的確に取得できた。この特徴的な振る
舞いをダイバーシテイや MIMO 運用などに反映させ、ま
た、迂回回線を含むネットワーク運用でミリ波回線の稼働
率を確保する方法が実現できる見通しを得た。測定結果の
1 例として、25GHz 帯及び 38GHz 帯の降雨減衰係数の取
得データを図 21 に示す。降雨は、高降雨になるほど局所
性の振る舞いが顕著になり、降雨の局所性を利用して迂回
回線の適用により、大幅に稼働率が向上することを明らか
にした。

図 19 ミリ波モデルネットワーク構成２
（キャンパス外の NEC 玉川事業場に無線局）

図 20 ミリ波伝搬特性の降雨減衰の実測結果の一例
(上：降雨減衰、下：降雨量)

図 21 ミリ波帯における降雨減衰係数
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PHS 等の基地局、端末のミリ波伝搬路における降雨に
よる振る舞いによる影響を調査、解析するために降雨によ
るミリ波伝搬路を模擬するネットワークシミュレータを
用いて PHS,高機能 PHS の特性を評価した。図 22 にミリ
波通信ネットワークシミュレータの概念図を示す。
高機能PHS端末
LANモニタ

LANモニタ

高機能PHSネットワーク

Willcom
Network
Simulator

ミリ波
送受信機

擬似空間
シミュレータ

ミリ波
送受信機

HUB

ミリ波通信ネットワークシミュレータ

ミリ波情報
収集サーバ

HUB

高機能PHS基地局
Ethernet
同軸ケーブル

図 22 ミリ波通信ネットワークシミュレータの概念図
○

高能率ミリ波変復調構成技術
シリコンCMOSによる60GHz帯RFチップでは、位相雑
音の影響により多値QAM高能率変調方式において伝送特
性の劣化が生じるため、信号処理による位相雑音補償技術
について検討を行い、確立した。まず、位相雑音を測定し、
モデル化を行った。そのモデルを用いた計算機シミュレー
ションにより位相雑音補償技術を検討した｡
具体的には、位相雑音を信号処理により予測し、抑圧す
るようにキャリア位相を制御する方法と、復調器における
搬送波再生により位相雑音を推定し、補償する方法とを検
討し、それらの方法により位相雑音補償技術を確立した｡
シングルキャリア伝送に対する高能率変復調器を、また、
シングルキャリア周波数領域等化およびOFDM 伝送に
対する高能率変復調器をそれぞれ試作し、実験によりその
有効性を実証した。
前述の60GHz帯RF チップを用いた10Gbps OFDM伝
送における実証実験を行い、図23に示す判定指向形位相
雑音補償(DD-PNC)により位相雑音補償技術の効果を定
性的に確認した(図24)。
さらに、Multi-Gbps伝送 （8Gbps ,10Gbps）における
スループットを測定し、図25に示すように10Gbps のス
ループットの達成を実験により実証した。

・SNR = 24.1 dB で 8 Gbps のスループットを達成
・SNR = 27.2 dB で 10 Gbps のスループットを達成
図 25

Multi-Gbps （8Gbps ,10Gbps）のスループッ
トの測定と 10Gbps 伝送の達成

○ 知的財産、国際標準化への貢献
(i) 出願特許 ；36 件（出願予定 2 件含み、国際出願 7 件
を含む、当初目標 76 件に対し、目標達成率は、約 50%）
(ii) 技術文献（発表論文など）
；全数 564 件 （国内：349
件 国際：216 件、当所目標の発表論分数 114 件に対し、
約 500％の達成率） なお、報道発表数 10 件は、当初目標
数 11 件に対し、約 90%の達成率である。
(iii) 国際標準化への貢献
・平成 22 年 12 月 6 日、東京工業大学において”The
International
Workshop
on
Millimeter
Wave
Technology and Application”と題した、東京工業大学
COE 主催、総務省を含む国際諸学会後援 の国際ワーク
ショップを開催した。
・60GHz 帯ミリ波国際標準化作業 IEEE 802.15.3c にお
いて本研究の担当者（ソニー㈱）が提案し、規格として採
用された独自開発の高符号化率 LDPC 符号を、本研究で
開発した BB 回路 LSI に実装している。
(iv) 特許の取り組み、技術発表の取り組みの実績（見込み
を含む）のまとめを表 4 に示す。
(v) 表彰の成果
本研究開発においては、Best
計 20 件の表彰を受けた。

図23

OFDM受信処理
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３．今後の研究成果の展開
以上に述べた研究開発は、今後の展開に向けて貴重な指
針を与えた。得られた研究成果の今後の展開については以
下のように取り組む予定である。
A (屋外系 40G）
本研究開発では、システムの実証を 38GHz 帯で行って
きたが、実用化に向けた応用開発として、実際に所望の
CH 帯域幅の適応が許される周波数帯域への移行を実施
しなければならない。
今後は、適応が認められた周波数帯（例えば 40GHz 帯）
での実フィールド運用データ、特に降雨に対する回線稼働
率などシステム設計上のパラメータ取得を実施し、ミリ波
ネットワークに有効な運用法を開拓することとなる。
あわせて環境耐性やユーザ側システムとの整合性確認を
行って製品仕様を固める過程が必要となる。
実際のサービス展開を想定した製造ラインの構築、品質
保証手続きなどを進め、5 年後の製品化を目指す。
B (屋内系 60G)
既に基本的な特性把握は終わったが、高信頼を要する実
際の製品化に当たっては、携帯端末製品に搭載する際に必
要となる、RF・ベースバンドの制御アルゴリズムとアプ
リケーションインターフェイスの開発と、6Gbps を安定
して伝送するためのベースバンドの回路検討を更に行う
必要がある。具体的には、RF については、面積・消費電
力の削減と、無線特性や量産性を上げるために自律補償機
能の検討を行う必要がある。アンテナ内蔵 RF パッケージ
については、低コスト化・低プロファイル化のための基盤
技術開発が更に必要である。更に、搭載する製品の確定、
製品試作、製品の出荷計画に合わせた生産・検査体制を整
え、5 年後の製品化を目指す。
C （既存通信ネットワークへの接続）
超高速で非干渉ながら比較的短距離に限定されたミリ
波無線通信の特徴を生かし、既存のネットワークに導入し
無線周波数の混雑を低減するために、開発した技術、デバ
イスのユーセージモデルを積極的に提案してゆく。

[3] 谷口 徹他、“実効伝送速度 1Gbps 級ミリ波帯ワイヤ
レスシステム”、電子情報通信学会技術研究報告
RCS2011-98 Vol.111 No.145 pp141-146（平成 23 年 7
月 22 日）
【申請特許リスト】
[1] 松澤 昭他、“Comparator and Analog/Digital
Converter”USP13/127,141、2011 年 5 月 25 日
[2] 朝倉 康生他、"電子装置およびホスト決定方法"、日本、
平成 24 年 3 月 29 日、特願 2012-075157
[3] 平地康剛他、“ポスト壁導波路アンテナ及びアンテナ
モジュール” 日本、平成 23 年 2 月 24 日、 特願
2011-38304
【受賞リスト】
[1] 須山聡他、Best Paper Award、“Decision-directed
phase noise compensation for millimeter-wave single
carrier transmission systems with frequency-domain
equalization”、2009 年 9 月
[2] 岡田健一、IEEK Best Paper Award、“A 60GHz
16QAM/8PSK/QPSK/BPSK,
Direct-Conversion
Transceiver”、2011 年 11 月 17 日
[3] Jiro Hirokawa, et al., Best Paper Award, IEEE
International Microwave Workshop Series on
Millimeter
Wave
Integration
Technologies
“Plate-laminated-waveguide Corporate-feed Slot
Array Antennas with a Polarization Conversion
Layer”, September 2011.
【報道発表リスト】
[1] “DVD 映画 10 秒で転送ソニー・東工大、次世代無線
の半導体”日本経済新聞、2012 年 2 月 21 日
[2] “東工大、16QAM 変調方式導入した 60 ギガヘルツ帯
ミ波無線機開発”日刊工業新聞、2011 年 5 月 3 日
[3] “ミリ波帯向け発振器 雑音 100 分 の 1 以下”日刊工
業新聞、2011 年 11 月 9 日

４．むすび
6 機関という多くの企業・機関が完全相互補完・協力に
よって初めてなし得た研究開発であった。目的研究にもか
かわらず大学がリーダを務めたことにより、IP やノウハ
ウの共有などが敷居の低い状態で可能となり、期待どおり
の成果が得られた。その結果、ミリ波帯におけるシリコン
CMOS 回路などの最先端技術を研究開発できただけでな
く、ミリ波家電製品へ繋げるため、成果物は、低コスト、
小型、低消費電力、高品質などの観点で商品化・事業化レ
ベルとなっている。量産のための技術開発は必要であるが、
実現した成果はミリ波市場へ一石を投じるとともに、未開
拓周波数の価値を高めており、結果として電波産業の活性
化に大きく貢献するなど、大きな経済的・社会的効果の増
大が期待できる。
【誌上発表リスト】
[1] Kenichi Okada, Keitarou Kondou, et al., "A Full
4-Channel
6.3Gb/s
60GHz
Direct-Conversion
Transceiver with Low-Power Analog and Digital
Baseband Circuitry," IEEE International Solid-State
Circuits Conference (ISSCC), pp.218-219, Feb. 2012.
[2] K. Kondout et al.,“A new parallel algorithm for
full-digital phase-locked loop for high-throughput
carrier and timing recovery systems”、Proc. IEEE
(ICECS2010) pp1156-1159（2010）
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