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概要 

140 GHz～300 GHz 帯スペクトラム測定技術とその要素技術であるフィルタ（プリセレクタ）および高出力半導体ア

ンプならび測定系評価用の信号源の開発を実施し、スプリアスが抑圧されたスペクトラム測定系を実現した。また、この

帯域での広帯域変調解析技術、特に、その基礎となるミキサの位相特性測定技術を開発した。これにより、位相（群遅延）

特性を含む周波数特性を補償してエラーベクトル振幅（EVM）を低減できることを確認した。 
 

Abstract 
We developed spectrum measurement technique up to 300 GHz band and its element techniques those are filter 

(pre-selector), high power semiconductor amplifier and signal source for measurement system evaluation, and 
realized spectrum measurement system in which its spurious response is suppressed. And we also developed a phase 
measurement technique for mixers as a base of wideband modulation analysis technique in this band. As a result, 
we succeeded in compensating the frequency characteristics including the phase (group delay) characteristics and 
reducing the error vector magnitude (EVM). 
 
１．まえがき 

近年の飛躍的なモバイルデータトラフィックの増大な

どによるマイクロ波帯周波数の逼迫に対応し、通信容量を

確保するための方策の一つとして数十 Gbps の伝送が可

能なミリ波・テラヘルツ波帯通信の利用への要求が高まっ

ている。300 GHz 帯通信の研究は国内でも急速に進展し

ており、国際的にも世界無線通信会議（WRC）において

本格的に 275GHz 以上の能動業務利用に向けた検討が進

められている。これに伴い、新たな周波数帯での電波利用

環境を保護するための技術として、通信システム間干渉の

抑止と適正運用に必要な技術基準の策定や適合性確認の

ための試験方法の確立が不可欠となってきている。このた

め、広帯域な無線通信の信号品質を高精度に測定するため

の測定手法や測定環境、解析技術の実現が期待されている。   
このような背景から 300 GHz 帯無線信号の高精度な測

定技術の実現を目的とする本研究開発を受託し、平成 27
年度からの 4ヵ年計画を進めてきた。技術課題は 140 GHz
～300 GHz 帯のスペクトラム測定技術の実現とその要素

技術の開発および広帯域変調解析技術の実現、特に、その

基礎となるミキサの群遅延特性の測定技術の開発である。

ここでは本研究開発の主要な成果について紹介する。 
 

２．研究内容及び成果 
2.1 研究内容の概要 
研究内容の概略を図 2.1-1 に示す。主要部分であるスペ

クトラム測定系の構築（ア－１）に合わせて、これを評価

するための低スプリアスの評価用信号源も構築（ア－２）

した。また、これらを構築するための要素技術として、ス

ペクトラム測定系のプリセレクタとして使用するミリ波

フィルタバンクの開発（ア－３）および高出力半導体アン

プならびに導波管モジュールの開発（ア－４ 担当：日本

電信電話株式会社）を行った。なお、これらの開発は、標

準方形導波管の通過帯域を考慮して、140 GHz～190 GHz
（G 帯）、185 GHz～260 GHz（H 帯）、255 GHz～315 GHz
（J 帯）の 3 バンドに分割して研究開発を進め、 後に 3
バンドのスペクトラム測定系フロントエンドを並列させ

ることで 140 GHz～315 GHz を測定周波数範囲とするス

ペクトラム測定系を実現した。 
一方、広帯域変調解析技術（イ）として、広帯域の周波

数変換において信号歪の要因となるミキサの位相（群遅延）

特性を評価する手法について開発を進めた。この結果、3
周波以上を重畳したマルチトーン信号を光サンプリング

法に基づいて測定する実験系を構築し、フロントエンドの

位相特性を測定する技術を確立した。さらに、この技術を

用いて目標通りに EVM が低減できることを検証した。 
以下の各節では本研究開発の重要項目であるスペクト

ラム測定系の構成、フィルタバンク、高出力半導体アンプ、

評価用信号源、スペクトラム測定系の特性、ミキサの位相

特性測定について順次説明する。なお、3 分割したバンド

について、各々の測定系の構成や基本的な設計手法には類
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図 2.1-1 研究内容の概略 

 

 
図 2.2-1 スペクトラム測定系のスプリアスチャート 

 
似する部分も多いため、ここでは も高い周波数帯である

255 GHz～315 GHz（J 帯）を中心に記述する。 
 

2.2 スペクトラム測定系の構成 
 図 2.1-1 のア－１） スペクトラム測定系構築技術に示

した部分が、スペクトラム測定系の基本構成である。

100 GHz を超える周波数帯の信号をスペクトラム解析す

る場合、外付けのハーモニックミキサによって IF 周波数

にダウンコンバートした信号を、汎用のスペクトラムアナ

ライザで解析する手法が一般的に用いられる。しかしなが

ら、高次のハーモニックミキサでは、ローカル信号の高次

ミキシングによって IF 信号を得るため、変換損が大きく、

低レベルの信号の測定が困難な場合がある。また、高次レ

スポンスによるスプリアスが多数発生するため、本来の観

測対象信号との分離が難しい課題も存在する。そこで本研

究開発ではサブハーモニックミキサ（2 次のハーモニック

ミキサ）によるヘテロダイン方式を採用したスペクトラム

測定系を構築し、スプリアスレベルが低く、高ダイナミッ

クレンジな測定が可能であることを実証した。 
さらに、未知の信号をダウンコンバートする場合、所望の

IF 成分にイメージ成分が重なる場合がある。このため、

ミキサの入力側にフィルタ（プリセレクタ）を設けてイメ

ージ成分を抑圧する手法が採られることが多い。数

10 GHz 程度までであれば、YIG 結晶を用いた可変フィル

タ（YTF）を用いることができるが、その適用周波数は

80 GHz 程度までである。このため、300 GHz 帯のプリセ

レクタとしては、透過周波数の異なる導波管フィルタを複

数切り替えるフィルタバンク方式を採用した。 
ローカル周波数およびプリセレクタの透過域を設計す

る際、ミキサで発生するスプリアス成分が所望の IF 成分

と周波数軸上で重ならないことが基本的な条件である。そ

こで、非高調波スプリアスも含めたスプリアスレベルを−

60 dBc 以下とすることを設計目標とした。具体例として

観測周波数 255 GHz～315 GHz に対するスプリアスチャ

ートを図 2.2-1 に示す。図中の(m,n)は RF 信号の m 次と

LO 信号の n 次のミキシングを意味する。適切にスプリア

スを抑圧できるように、着目する RF 周波数（表示周波数）

が 255 GHz～265 GHz のときには IF 信号を 2fLO-fRF成

分（lower side band）、265 GHz～315 GHz のときには 
fRF-2fLO成分（upper side band）と切り替えることとし

た。このとき、LO 周波数、IF 周波数の範囲は 265 GHz
よりも低域側で各々140 GHz～145 GHz，25 GHz～
31 GHz、高域側で 119 GHz～143 GHz，21 GHz～31 GHz
であり、IF 周波数はこの範囲内でバンド毎に 2 GHz の幅

を使う。 
 

2.3 フィルタバンク（プリセレクタ） 
 前節の検討からプリセレクタとして 8 バンクのフィル

タバンクを採用することとした。各バンクは、255 GHz
～261 GHz，261 GHz～269 GHz，269 GHz～277 GHz，
277 GHz～285GHz，285 GHz～293 GHz，293 GHz～
301 GHz，301 GHz～309GHz，309 GHz～315GHz の通

過域（損失 8 dB 以下）を持ち、通過域の両端から外側に

8 GHz 程度で損失 40 dB 以上の遮断域を持つことを設計

仕様とした。 
 各バンクのバンドパスフィルタ（BPF）は H 面スリッ

トを持つアイリスで構成された共振器を並べることで実

現した。シミュレータを用い BPF を設計した結果、全て

の BPF が 13 段共振器を用いた構成となった。 
図 2.3-1 にフィルタバンクの構造の概要を示した。入出

力ポートとなる導波管が作り込まれた固定部と複数の

BPF が並列に設置された可動部から構成される。入出力

の導波管と可動部の BPF は 0.1 mm 以下の間隙を介して

非接触で対向しており、可動部の位置をずらすことによっ

て使用する BPF を選択する。非接触であるため、摩耗に

よる性能の劣化がなく、高い耐久性が得られる。その一方、

導波管の接続部から間隙に信号が漏洩するため、図 2.3-1
（右）のように導波管開口の周囲を重のチョークで囲む構

造として漏洩を抑制している。 

EVM 測定系 

イ）広帯域変調解析技術 

 ア-４） 高出力半導体アンプ技術  

ア-２） 評価用信号発生技術 
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LO 
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任意波形 
 or CW 

ア-１） スペクトラム測定系構築技術 
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図 2.3-1 フィルタバンクの原理的構造 
 

 
(a) バンド 1       (b) バンド 8 

図 2.3-2 各フィルタの反射・透過特性の数値解析例 
 

 
図 2.3-3 フィルタバンクの透過特性の数値解析 

 
上述の通り、各 BPF として空洞共振器直結型の導波管

フィルタを採用した。電磁界シミュレーションによってス

ペクトラム測定系のスプリアス抑圧性能から要求される

仕様を満たすように共振器の段数と各部の寸法を設計し

た。一例として 低域（バンド 1）と 高域（バンド 8）
の反射・透過特性のシミュレーション結果を図 2.3-2 に示

す。また、図 2.3-3 に全バンドの透過特性を示す。計算上、

共振器 13 段の構成で所望の特性が得られることを確認し

た。 
 シミュレーションに基づいて作製した 8 つの BPF を図

2.3-4（左）のように並列して、BPF の下側にある直動ア

クチュエータで切り替えることによってプリセレクタを

構成した。プリセレクタの外観を図 2.3-4（右）に示す。

フィルタ部の母材はアルミニウムである。このプリセレク

タの透過特性の実測結果を図 2.3-5 に示す。実測結果とシ

ミュレーションはよく合致している。実測した透過域の損

失は 2 dB 程度以下、アイソレーションも 80 dB 以上であ

り、スペクトラム測定系から要求される使用を満足する特

性が得られている。 
 
2.4 高出力半導体アンプ 
2.4.1 半導体高耐圧デバイス・回路技術 
 パワーアンプ高度化のための要素技術として、InP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-4 フィルタバンクの内部および外観 
 

 
図 2.3-5 フィルタバンクの透過特性の実測結果 

 
HEMT 製造プロセスの特性再現性および面内均一性の向

上にむけた検討を行った。具体的にはゲート電極の形成工

程、および 1 層配線形成前のシリコン酸化膜形成工程を

適化した。この結果、試作毎における再現性を担保しなが

ら、InP-HEMT 特性の面内均一性をこれまでと同等以上

とする InP-HEMT 製造プロセスを実現した。また、本研

究開発で作製した高速版／高耐圧版 InP-HEMT の長期安

定性試験を種々のバイアス条件にて 1000 時間実施し、パ

ワーアンプ応用に向けた InP-HEMT の特性の長期安定性

が確保できる動作範囲で確認した。さらに、配線電流容量

を向上させるため、基板エッチングレートの累積データと

の比較から、エッチング装置の不安定性を検出し、エッチ

ングレートの許容値を設定する手法を導入した。これらの

工程管理によって、基板貫通ヴィアと裏面配線間の電気抵

抗を低減して高電流容量化が可能な裏面配線形成プロセ

スを実現した。 
 図2.4-1にパワーアンプ形成裏面の基板貫通ヴィアおよ

び高電流容量配線の光学顕微鏡像を示す。工程管理によっ

て基板貫通ヴィアの形成不良など無く、裏面配線が形成さ

れていることが分かる。電流容量を高く維持できる裏面配

線を形成することが可能なエッチング工程管理手法を構

築した。 
 
2.4.2 導波管アンプモジュール技術 

また、150 GHz 帯アンプについては、アンプバイアス

条件の 適化を行うことにより、高線形バイアス条件を適

用し、1 dB 利得抑圧点出力+10 dBm を達成した。 
図 2.4-2 (a)に 150 GHz 帯アンプの構成を示す。単位増

幅段は、複数段構成のソース接地増幅器で構成され、この

うち、入力部側は利得増幅段として領域Ａ（トランスコン

ダクタンスの 大値近傍のバイアス領域）にバイアスされ

たトランジスタを用い、出力側は、入力側で大きく増幅さ

れた大振幅の高周波信号を線形性高く増幅するための線

形増幅段として、領域Ｂ（トランスコンダクタンスがなだ

らかに変化するバイアス領域）にバイアスされたトランジ 
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図 2.4-1 パワーアンプ回路裏面へ形成した基板貫通ヴィ

ア及び裏面配線 
 

 
 

図 2.4-2 高線形 150 GHz 帯アンプの構成 
 

 
図 2.4-3 150 GHz 帯アンプのチップ(a)とモジュール(b) 
 
スタを用いている。この、バイアス条件を調整するための

回路として、図 2.4-2 (b)に示すような抵抗分割型のゲート

バイアス回路を用いた。図 2.4-3 に 150 GHz 帯アンプの

チップ(a)とモジュール(b)の写真をそれぞれ示す。導波管

モジュール化においては導波管と集積回路を接続するカ

プリング損失が問題となる。NTT において実績のあるリ

ッジカプラー構造について、300 GHz 帯は改良設計、

150 GHz 帯は新規設計を行った。図 2.4-4 に作製した

150 GHz 帯パワーアンプモジュールの入出力特性の評価

結果を示す。上記の工夫によって、1 dB 利得抑圧点出力

（OP1dB）として+10.7 dBm が得られた。 
300 GHz 帯アンプについては、4 フィンガーFET のデ

バイスモデルを用いて 2 フィンガーFET、4 フィンガー

FET を組み合わせた高線形単位アンプ構造を有する 8 並 

 
 

図 2.4-4 150 GHz 帯アンプの入出力特性 
 

 
 

図 2.4-5 300 GHz 帯アンプの構成 

 
図 2.4-6 300 GHz 帯アンプの入出力特性 

 
列出力構成のパワーアンプを検討した。出力段のコンバイ

ナは低インピーダンス伝送線路の適用により合成損失の

低減を図った。本パワーアンプ回路により、1 dB 利得抑

圧点出力+ 6 dBm をモジュールにて達成した。 
図 2.4-5 に 300 GHz 帯のアンプの構成を示す。6 段構成

のうち、前段 3 段は利得段として利得の大きな 2 フィン

ガーFET により構成し、後段 3 段は線形増幅段として利

得は小さいが線形性の高い 4 フィンガーFET を用いるこ

とで、利得・線形性・消費電力のバランスを取った構成と

した。図 2.4-6 に作製した 300 GHz 帯パワーアンプモジ

ュールの入出力特性の評価結果を示す。上記の工夫によっ

て、315 GHz において、1 dB 利得抑圧点出力（OP1dB）

として+ 6 dBm が得られた。 
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図 2.5-1 評価用信号源のブロックダイアグラム 

 

 
 

図 2.5-2 評価用信号源の外観 
 
2.5 評価用信号源 
 スペクトラム測定系の特性評価や測定値の値付け（例え

ば、−10 dBm の信号が測定系に入力されたときの測定値

（指示値）が−10 dBm となるようにすること）のために

は信号源が必要である。 
ここでは 255 GHz～315 GHz の信号源について述べる。

図 2.5-1 にブロックダイアグラムを示す。信号源は 2 系統

としている。第 1 系統（SG1）はスプリアス測定系の値付

けに用い、第 2 系統（SG2）はスプリアス測定系の 2 信号

3 次歪特性の評価あるいはスプリアス評価に使用する。こ

のため、SG1 は出力レベル −10 dBm 以上、SG2 はスプ

リアス−70 dBc 以下を仕様とした。 
評価用信号源の外観を図 2.5-2 に示す。SG1 と SG2 は

外形寸法が同じであるが、RF 信号出力ポートは左右対称

の配置になっている。これはスペクトラム測定系の 2 信号

3次歪み評価時に2信号を合波して出力する際に信号源の

出力ポートを近づけることで導波管の経路長を短くし、損

失を抑えるためである。 
スペクトラム測定系の校正器に起因するレベル不確か

さの要因となるカロリーメータの測定ばらつきを測定し

た。評価用信号源とカロリーメータを接続した状態で評価

用信号源の出力周波数を 300 GHz とし、出力レベルを 
−15 dBm から−1 dBm まで変化させ、それぞれのレベル

において 1 分間隔で合計 10 回の測定を行った。測定結果

を図 2.5-3 に示す。横軸は評価用信号源の出力レベル、縦

軸は測定ばらつきの標準偏差（）である。なお、この測

定では出力段の結合器などを外した状態で出力レベルを 
−1 dBm まで変化させている。 

一般にカロリーメータの入力レベルが上がるほど、測定

値のばらつきは減少するため、評価用信号源の出力レベル

は高いことが望ましい。図 2.5-3 から評価用信号源の出力 

 
図 2.5-3 カロリーメータの入力レベル（評価用信号源の

出力レベル）に対する測定値のばらつき 

 
図 2.5-4 評価用信号源（SG1）の出力レベル 

 
図 2.5-5 評価用信号源（SG2）のスプリアス特性 

 
レベルを−7 dBm とすることでカロリーメータの測定値

のばらつきの標準偏差を 0.04 dB 程度に抑えられること

が見て取れる。 
試作した 255 GHz～315 GHz 評価用信号源の特性を図

2.5-4、図 2.5-5 に示す。図 2.5-4 は SG1 の出力レベルで

あり、275 GHz～315 GHz の範囲で−7 dBm までの出力

が得られることがわかる。カロリーメータで値付けを行い、

出力 −7 dBm 設定時に出力レベル±0.5 dB 以内に収まる

特性が得られている。図 2.5-5 は SG2 のスプリアスレベ

ルの測定結果である。平成 30 年度に改善を行い、−75 dBc
以下の低スプリアス特性を実現した。 
 
2.6 スペクトラム測定系の特性 

測定周波数 255 GHz～315 GHz のスペクトラム測定系

について目標性能を表 2.6-1 のように定めた。この中で局

部発振器のフロア雑音性能−120 dBc/Hz 以下およびイメ

ージ信号−30 dBc 以下は開発課題であるが、これ以外は一

般的なスペクトラムアナライザの特性などを参考に設定 
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表 2.6-1 255 GHz～315 GHz スペクトラム

測定系の目標性能 
項目 目標性能 

表示平均雑音レベル −134 dBm/Hz 以下 
3 次インターセプトポイント +14 dBm 以上 
非高調波スプリアス −60 dBc 以下 * 
イメージ信号 −30 dBc 以下 
局部発振器フロア雑音性能 −120 dBc/Hz 以下 

*）信号入力レベル −15 dBm において 
 

 
図 2.6-1 255 GHz-315 GHz スペクトラム測定系のブ

ロックダイアグラム 
 

 
 

図 2.6-2 スペクトラム測定系の外観 
 

した自主的な設計目標である。この表示平均雑音レベルと

3 次インターセプトポイント（TOI）の値から、一般的に

スプリアス測定で用いられる分解帯域幅（RBW）1 MHz
では、信号入力レベルが −15 dBm のときにダイナミック

レンジが 大となる。図 2.6-1、図 2.6-2 に 255 GHz～
315 GHz スペクトラム測定系のブロックダイアグラムお

よび外観を示す。本研究開発の主要部分はフロントエンド、

つまり、プリセレクタを含むダウンコンバータである。 
図 2.6-3 に 255 GHz～315 GHz スペクトラム測定系の

主要特性の測定結果を示す。スプリアスレスポンスおよび

表示平均雑音レベルは目標仕様を十分に満足している。3
次インターセプトポイントは自主的な設計目標に達しな

かったが、一般的なマイクロ波のスペクトラムアナライザ

の特性 +10～+18 dBm と同程度であり、実用上は問題無

いと考えられる。図示していないが、255 GHz～315 GHz
の範囲でリターンロスは 13.5 dB 以上（VSWR 1.52 以下）

である。 
また、255 GHz～315 GHz スペクトラム測定系による

測定値の拡張不確かさ(k=2)は 1.05 dB と見積もられた。

測定不確かさ全体に対して汎用スペクトラムアナライザ

の測定不確かさが分散として 67%、評価用信号源の出力

レベルの測定不確かさが 27%を占める。 
ここまで 255 GHz～315 GHz スペクトラム測定系につ

いて説明したが、140 GHz～190 GHz，185 GHz～
260 GHz についてもスペクトラム測定系を構築し、同様

の特性評価を行った。表 2.6-2 に 3 バンドのスペクトラム 

 
(a) スプリアスレスポンス 

 
(b) 表示平均雑音レベル（DANL） 

 
(c) 3 次インターセプトポイント（TOI） 

図 2.6-3 255 GHz-315 GHz スペクトラム測定系の主

要特性 
 

測定系について主要特性の測定結果を示す。 
これまで送信電力や不要輻射等は空中線電力として規

定されていた。しかしながら、ミリ波帯の無線通信機器で

は空中線端子を持たない機器が増えており、このような空

中線端子を持たない機器の不要輻射を測定するためには

空間結合（OTA：Over-The-Air）により受信電力を測定

し、その測定結果と使用したアンテナゲインから空間での

伝搬損失を求めて、空中線電力を推定することが必要であ

る。 
このため、図 2.6-4 のように信号源とフロントエンドに

それぞれホーンアンテナを取り付けて受信電力を測定し、

伝搬損失を求める系を構築した。3 バンドのフロントエン

ドを取り替えることで 140 GHz～315 GHz の全範囲にわ

たって伝搬損失を測定できる。ホーンアンテナの利得は、

既知のアンテナによる測定を基準とする方法（アンテナ置

換法）によって得ることができる。 

フロントエンド 

SG（LO） 

SPA 
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表 2.6-2 スペクトラム測定系の特性 
 

項目 
周波数範囲 [GHz] 

140～190 185～260 255～315 
D レンジ [dB] 155 153 155 

DANL[dBm/Hz] −142 −140 −144 

TOI[dBm] +13~+20 +13～+20 +11～+18 
スプリアス[dBc] −69 −80 −70 

 

 
 

図 2.6-4 OTA スペクトラム測定の実験系 
 

 
図 2.6-5 12 逓倍出力の測定例 

 
このため、図 2.6-4 のように信号源とフロントエンドに

それぞれホーンアンテナを取り付けて受信電力を測定し、

伝搬損失を求める系を構築した。3 バンドのフロントエン

ドを取り替えることで 140 GHz～315 GHz の全範囲にわ

たって伝搬損失を測定できる。ホーンアンテナの利得は、

既知のアンテナによる測定を基準とする方法（アンテナ置

換法）によって得ることができる。 
140 GHz～315 GHz にわたる測定と低スプリアス特性

の検証のため、11.75 GHz CW を入力とする 12 逓倍器の

出力を測定した。この出力には 12 逓倍（141 GHz）だけ

でなく、高次の逓倍波が含まれているため、これを測定す

ることでスペクトラム測定系の内部で発生するスプリア

スが抑圧されている状況を観測できる。図 2.6-5 に測定結

果を示す。期待通りに 12 逓倍から 24 逓倍までのスペク

トルが観測される一方、測定系に由来するスプリアスは認

められず、プリセレクタの有効性が見て取れる。 

 

 
図 2.7-1 光サンプリング法の原理 

 

 
図 2.7-2 位相特性の算出方法 

 
2.7 ミキサの群遅延特性測定 

変調解析など変調信号を時間領域で解析する際、

100 GHz を超えるような高周波信号については時間波形

を直接電気的に取得することは困難であるため、ダウンコ

ンバートした IF 信号を解析することになる。信号源につ

いても同様に IF 信号の時間波形が既知であってもアップ

コンバートされた RF 信号の波形はアップコンバータの

周波数特性（振幅特性、位相（群遅延）特性）によって変

化する。しかしながら、ミキサを含む周波数コンバータ（本

節ではミキサと記す）の特性評価は、入出力ポートの周波

数が異なるため、ネットワーク・アナライザなどで測定す

ることが難しい。 
特に、広帯域の変調解析においてはミキサの振幅特性、

位相（群遅延）特性の影響が大きく、この補償精度が測定

系の性能の直接的な制限要因となる。したがって、これを

高精度に測定し、補償することが、広帯域変調解析の高精

度化には不可欠である。 
直接電気的に取得することができないような高周波の

電気信号でも周期的な信号であれば、短パルス光を用いた

光サンプリング法（電気光学サンプリング法）によって時

間波形を測定することができることが知られている。図

2.7-1 に光サンプリング法の原理を示す。電気光学結晶に

適切な偏光を入射した状態で電界を印加すると、出射光の
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図 2.7-3 マルチトーン信号振幅・位相特性測定系／受信系校正系のブロックダイアグラム 

 

 
 

図 2.7-4 マルチトーン信号の複素振幅測定系の外観 

 
偏光状態が電界に依存（比例）して変化する。入射光を短

パルスとし、電気光学結晶の大きさを適切に設定すれば、

印加される電界を光パルスでサンプリングすることがで

きる。光パルスと周期変化する電界が同期していれば、電

界の時間波形の同じ部分をサンプリングでき、S/N を改善

することができる。光パルスにt の遅延を与え、t を順

次変化させることで電界の時間波形をなぞって測定する

ことができる。 
したがって、ミキサの位相（群遅延）特性を光サンプリ

ング法で測定するためには、短パルス光の繰返し周期に同

期し、かつ 小限の時間波形から群遅延を抽出できる信号

を準備する必要がある。 
そこで、短パルス光の繰り返し周波数の整数倍の周波数を

もつ 3 周波以上の同期した正弦波を重畳したマルチトー

ン信号を発生し、その波形を光サンプリング法によって測

定する方式を採用した。図 2.7-2 に位相の求め方の概念図

を示す。3 周波の場合、f1, f2, f3 の 3 波のマルチトーン信号

の位相差1, 2 を測定し、次に、f2, f3, f4のマルチトーン

信号の位相差′2, ′3 を測定して、これらを連結してい

く。マルチトーン信号の各正弦波の絶対位相および位相差

は測定ごとに初期位相が異なるため、2 と′2 は一致し

ない。しかし、2 − 1, ′3 − ′2 は絶対位相および位

相差に依存しないため、f2, f3, f4 のマルチトーン信号の位

相を2 − ′2 だけ回転させ、f1, f2, f3 の 3 波のマルチトー

ン信号に重なるようにシフトすることで1 の延長と 

 
図 2.7-5 4 波マルチトーン信号の時間波形 

 
しての3 を、3 = ′3 − ′2 + 2 として求めることが

できる。この処理を繰り返していくことで測定帯域全体の

位相特性を求めることができる。 
図 2.7-3 に振幅・位相特性測定系のブロックダイアグラ

ムを示す。300 GHz 帯のマルチトーン信号は任意波形発

生器（AWG: Arbitrary Waveform Generator）で生成し

たマルチトーンの IF 信号をミキサでアップコンバートし

て生成される。マルチトーン IF 信号とミキサのローカル

信号源を光短パルス光源の繰返し周期に同期させること

で、短パルス光の周期がマルチトーン信号の周期の整数倍

となり、光サンプリング法でマルチトーン信号の時間波形

を測定することが可能となる。 
まず、図 2.7-3 の「測定時」の構成で、上述のように周

波数を順次変えて、300 GHz 帯のマルチトーン信号の波

形を測定し、各周波数成分の複素振幅を算出する。次に「校

正時」の構成で受信波形の複素振幅を算出し、マルチトー

ン信号の複素振幅で除算すれば、受信系の振幅・位相特性

が得られる。これによりダウンコンバータの振幅・位相特

性の校正が可能となる。 
図 2.7-4，図 2.7-5 に 300 GHz 帯マルチトーン信号の複

素振幅測定系およびこの系で測定した 290.4 GHz, 
290.7 GHz, 291.0 GHz, 291.3 GHz の 4 波マルチトーン

信号の時間波形（2 ns の測定スパンのうち 200 ps の区間

を表示）を示す。また、図 2.7-6 にこの測定値から算出し

たスペクトラムを示している。横軸を拡大すると 0.3 GHz
間隔の 4 波マルチトーン信号が測定されていることが見

て取れる。 
さらに、図 2.7-7 に 4 波マルチトーン信号の測定を繰り返

して得られた帯域幅 15.3 GHz の振幅・位相特性の測定結

果を示す。 
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図 2.7-6 4 波マルチトーン信号のスペクトラム 
 

 
 

図 2.7-7 振幅・位相特性測定結果 
 

 
図 2.7-8 変調解析系のブロックダイアグラム 

 
図2.7-8に変調解析を行う場合の送信系と受信系のブロ

ックダイアグラムを示す。図 2.7-8 では、ここまでに述べ

たマルチトーン信号を用いた光サンプリング法による測

定系を補償パラメータ抽出系と記述している。同図の送信

系から出力される 300 GHz 帯マルチトーン信号を補償パ

ラメータ抽出系で測定することにより送信系の周波数特

性を補償することも可能であり、送信系の位相特性を補償

して変調解析を行った実験結果を以下に示す。 
キャリア周波数 292.5 GHz、 10.2 Gbaud、 Roll off 0.5

の QPSK 変調信号を送受し、図 2.7-7 の振幅・位相特性

測定結果を用いて周波数特性を補償したときのコンスタ

レーションおよび EVM を図 2.7-9 に示す。３つのコンス

タレーションは上から順に、補償なし、振幅特性のみを補

償した場合、振幅・位相特性ともに補償した場合である。

振幅特性のみを補償するとEVMが22.4%から16.3%に改

善されるのに対して、振幅・位相特性ともに補償すると更

に改善され 7.9％の EVM が得られた。これにより、当初

の目標である 300 GHz 帯 QPSK 信号に対して EVM 10%
以下が検証された。 

 
図 2.7-9 補償有／無のコンスタレーション比較 

（QPSK, fc: 292.5 GHz, 10.2 Gbaud, Roll off: 0.5） 
 
３．今後の研究成果の展開 

ITU-R の SM.329-12 では無線機器の不要輻射について

測定周波数を上限 300 GHz としている。また、米国 FCC
では 76 GHz～81 GHz 自動車レーダーの不要輻射測定の

上限周波数を 231 GHz としている。300 GHz 帯の周波数

利用に向けた標準化や周波数割り当ての準備活動が進め

られており、OTA 測定を含む試験需要も徐々に増加して

いくものと予想される。本研究開発で実現したスペクトラ

ム解析や EVM 測定などはミリ波帯の無線通信利用の促

進に不可欠なものであり、引き続き、学会や展示会を通じ

て本研究成果を認知してもらうように努めるとともに、市

場動向を調査して実用化の検討を進める予定である。国際

標準化への貢献としても、平成 28 年度から IEC（国際電

気標準会議） TC103 （ Transmitting equipment for 
radiocommunication） WG6 の国内委員会に参加してお
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り、300 GHz 帯スペクトラム測定法の標準化に向けた活

動を継続したい。また、要素技術として開発を進めたフィ

ルタ、高出力半導体アンプや評価に用いた低スプリアスの

信号源などの有用な技術も個別に実用化の検討に取り組

む予定である。 
本研究開発は基盤技術確立の段階であり、今後、温度特

性、耐久性、機械的強度を含む信頼性、製造再現性、操作

性、コスト低減といった製品化に必要な課題に取り組む必

要がある。継続的に市場動向を注視し、その要求に合致し

た性能、機能の実現を検討しながら、早期の実用化に結び

付けられるよう尽力していきたい。 
 

４．むすび 

300 GHz 帯のスペクトラム測定技術とその要素技術お

よび広帯域変調解析技術、特に、その基礎となるミキサの

群遅延特性の測定技術を開発した。主要な成果は次の通り

である。 
・100 GHz 以下と同程度の精度をもつスペクトラム測定

手段が存在しなかった140 GHz～300 GHz帯において、

フィルタバンク方式のプリセレクタおよびサブハーモ

ニクスミキサを使用してスプリアスを抑圧したスペク

トラム測定系を実現した。 
・これを高精度に評価するために必要な高出力半導体アン

プモジュール、低スプリアス評価用信号源を実現した。 
・300 GHz 帯ミキサの振幅・位相特性を電気光学サンプ

リング法で測定する手法およびこれに基づき測定系の

振幅・位相特性を補償する技術を確立した。 
ここで得られた測定技術等はミリ波無線機器の開発や不

要放射測定などの通信システムの適正運用に必須の技術

と位置付けられ、今後のミリ波利用の拡大と精緻化に伴い、

その重要性が増大していくものと考えられる。これらの成

果が通信・電子機器産業はもとより、ミリ波分光、イメー

ジング、電波天文、医療などの異分野においても、その発

展の基盤を提供しながら、無線通信の周波数利用帯域拡大

に資することを期待している。 
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