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あらまし 近年，マイクロ波ミリ波などの高周波帯技術において，その多様性と高度化がますます進展しつつ
ある．本論文では，マイクロ波工学とアンテナ工学の学際的課題ともいえる波動信号処理技術について，その研
究開発の一アプローチを提起している．すなわち，波動信号の位相情報に焦点を当てて，その活用・変換・制御
を行う位相情報処理，その具現化のための電磁波動場・演算処理機能の一体集積化技術について，直交 4 偏波切
換機能アンテナや発振アレーなどの具体的事例を挙げて概説する．
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ここでは，処理対象である電磁波動信号の位相情報

1. ま え が き

に焦点を当て，その位相情報の積極的な活用，その変

近年のユビキタス社会の進展に伴って，ワイヤレス

換，更にはその制御を行う波動信号処理技術とその応

技術は多様かつ機能高度化のニーズが高まりつつある．

用展開について概説する．近年，アンテナ工学とマイ

特にマイクロ波やミリ波などの高周波帯技術に関して

クロ波工学には学際的に接近あるいは融合した領域が

は，通信や放送分野の機能高度化に限らず，各種のワ

顕在化しつつある．例えばマイクロ波回路と平面アン

イヤレスセンシングやマイクロ波エネルギー伝送など

テナの一体集積化による各種の機能アンテナが報告さ

も含めて技術の高度化が進んでいる．その中で，マイ

れている．その事例としては，直交偏波切換機能や偏

クロ波ミリ波帯においては，様々な電磁波動場とその

波共用の機能アンテナ等がある [1]〜[4]．本論文では，

波動信号の特徴を積極的に生かして，直接，RF 演算

この波動位相情報の活用・変換・制御を合目的的に実

処理する技術（ここでは「波動信号処理」と呼ぶ．
）は，

行する波動信号処理技術について，具体的事例を挙げ

送受信モジュール機能の高度化や簡易・小形化等に有

て紹介する．この位相情報の正確な演算処理を具現化

1 情報の搬
効と期待される．電磁波動信号は，主に，

するためには，波動場と演算処理機能部の一体集積化

2 電磁エネルギーの伝送，の二つの機能を利用し
送，

が必須である．ここでは，三つの波動場における事例

ている．Maxwell による電磁波の存在予言以降，人類

を取り上げる．すなわち，(1) 伝送路の伝搬姿態波動

は光波も含めて電磁波動信号の有する多くの物理的特

を処理対象とする直交偏波切換機能アンテナ (2) 共振

徴を積極的に活用してきたが，今後もますます広い分

波動場を処理対象とする発振アレー，(3) 自由空間伝

野で応用展開されていくものと期待される．

搬の電磁波を受信処理するレクテナ及び直交偏波識別

†
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2. 波動信号処理

各アンテナ素子の波動信号には一般に相関性がある．

図 1 に，ここで提起する波動信号処理技術の展開基

理は，アンテナ機能更にはワイヤレスモジュール機能

したがって，上記の位相情報を中心とした波動信号処

本構想を示す．波動信号処理の対象は高周波帯の波動

の高度化，高性能化等に直接的効果が大と予想できる．

信号であり，それは各種の導波路，共振器更には電磁

一方，それを具現化するハードウェア技術について

波の伝搬空間・放射近傍界などの波動場が存在する．

は，波動の位相変動や誤差及び伝送損等の理由から電

一方，その波動信号を処理・演算する機能としては，

磁波動場と演算処理機能部との一体集積化は必然であ

能動・受動を問わず，図 1 に示すように多種多様にわ

る．その高周波ハードウェアの構成要素技術としては，

たっている．ここでは処理対象である波動信号の位相

マイクロ波集積回路（MIC，MMIC），各種半導体素

情報に着目し，適用モジュールの機能実現のための位

子，アンテナ，RF パーツなど多岐にわたっている．ま

相情報処理を行う．それをアンテナ工学とマイクロ波

た，演算処理機能についても，図 1 に示すように多様

工学の緊密な技術融合によって実現し，その結果とし

な多くの機能があり，その複合化が技術の高度化をも

てアンテナ機能の高度化，ワイヤレス機能モジュール

たらす．

の高度化と高性能化及び簡易化を目指す．波動信号処

以上の波動信号処理のねらいと特徴を踏まえて，以

理の位相情報に着目した場合，その目的によってその

下の具体的事例を挙げてその構成法や効用等を紹介

技術フェーズは様々である．その明快な分類は困難で

する．

あるが，あえて整理すれば以下のとおりである．

(1) 波動場の位相情報の特徴を直接的に活用する．
例えば導波路の平衡/不平衡伝送モードを活用した 180
度ハイブリッド回路（3.），リング共振波動場の高調波
共振波動を活用する Push-Push 発振器（4.）などが

(1) 各種導波路の伝送モードの特徴を活かし，更に
演算処理機能の複合効果を活用した直交 4 偏波切換機
能アンテナ（3.）

(2) 共振波動場の特質を活用した Push-Push 発振器
と更にその特徴を生かした発振アレー（4.）

(3) 自由空間を伝搬する電磁波の一様性（コヒーレ

ある．

(2) 波動場の位相を変換・加工して演算処理の前処
理あるいは後処理と位置づけて利用する．例えば，そ
の簡単な事例としては，5.2 の直交円偏波識別機能ア
ンテナの π/2 位相遅延がある．

(3) 波動位相を調整・制御して目的の演算処理機能

ント性）を生かしたレクテナ及び直交偏波識別機能ア
ンテナ（5.）

1 対象の電磁波動場の位
いずれの事例においても，
相情報や特徴を積極的に活用し，更には変換や制御す

2 波動信号処理の高度化と簡易化へ向けて，演算
る，

を実現する．例えば，4. 発振アレーの隣接発振器間の

処理機能の複合化を推進する，の 2 点に焦点を当てて，

位相差制御などがある．

上述のように具体的事例で概説する．

アレーアンテナにおいては，送信・受信を問わず，

3. 直交 4 偏波切換機能アレーアンテナ
従来の偏波ダイバーシチ技術に加えて，近年では，
ポラリメトリックセンサや MIMO などの事例に見ら
れるように，自由空間を伝搬する電磁波の直交偏波を
積極的に利用しようとする傾向が高まっている．その
ためには直交偏波を自在に制御する機能アンテナ，更
には偏波識別機能技術などが求められる．直交偏波と
しては，大別して，直線偏波の水平/垂直偏波と円偏
波の右旋/左旋偏波の 4 種があり，それらを自在に制
御できることが望ましい．例えば右旋/左旋の直交円
偏波切換機能アレーアンテナ，更には直交円偏波の同
時共用アレーアンテナなどの機能アンテナが，近年，

Fig. 1

図 1 波動信号処理技術の基本構想
Basic conception of RF signal processing.

報告されている [5], [6]．
ここでは，4 種の直交偏波を切り換えることができ
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図 2 180 度ハイブリッド回路（マジック T）
Fig. 2 180 deg. hybrid circuit. (Magic-T)

る機能アレーアンテナ，更に直交偏波を同時に共用可

図 3 直交 4 偏波切換機能アンテナの基本構成
Fig. 3 Fundamental structure of orthogonal fourpolarization switchable array antenna.

能な機能アレーアンテナを紹介する．それらは，RF
移相器及び 180 度ハイブリッド回路（ここでは「マ
）及び直交給電アレーアンテナで構
ジック T」と呼ぶ．
成している．すなわち，RF 機能の一体複合化によっ
て実現することができる．

3. 1 直交伝送モードを活用したマジック T
図 2 (a)，(b) は，それぞれコプレーナ線路（CPW）
と変形コプレーナ線路を用いた 180 度ハイブリッド回
路（マジック T）の構成例である．ここでは，技術的
に元祖の方形金属導波管型マジック T に準じて，同
相分岐合成ポート，逆相分岐合成ポートをそれぞれ

図4

直交 4 偏波切換機能アンテナにおける直交円偏波の
位相関係
Fig. 4 The phase relation of orthogonal circular polarization on the four-polarization switchable
array antenna.

「ポート H」，「ポート E」とし，残る二つのポートを
ポート 1，ポート 2 と呼ぶ．図 2 (a)，(b) の場合，見
かけ上は 3 ポートであるが，CPW や変形 CPW の直

における基本機能回路として適用する場合に有効であ

交伝送モード（even，odd）を活用しているので，電

る．このマジック T においては，マイクロストリップ

気的には 4 ポート回路である．基本動作は，図中に模

ライン，CPW 及びスロットライン上を伝搬する波動

式的に矢印で示しているが，おおむね，以下のとおり

信号の平衡/不平衡性を積極的に活用しているととも

である．同図 (a) の場合，ポート H からの入力信号

に，同時に，異種線路の複合化（組合せ）の効用も利

（even-mode）は，via-hole を介してポート 1 と 2 へ

用している．

同相同振幅で分岐される．一方，ポート E からの入

3. 2 直交 4 偏波切換機能アレーアンテナ

力信号（odd-mode）は，Slot line と Microstrip line

直交給電型のアレーアンテナにこのマジック T と

で構成する逆相 T 分岐の動作原理に基づいて，ポート

RF 移相器を一体複合化することによって，直交直線

1 と 2 へ逆相同振幅で分岐される．回路の可逆性原理

偏波（水平/垂直）と直交円偏波（右旋/左旋）の切換

と CPW 直交モード伝送動作に基づいて，二つの分岐

機能を有するアレーアンテナが実現できる．

合成は互いに独立である．また，インピーダンス整合

その基本構成とその基本動作を図 3，図 4 及び表 1

すれば，重畳原理に基づいてポート 1，2 間のアイソ

に示す．例えば送信系の場合，図 3 の RF Port から給

レーション特性も実現できる．図 2 (b) の変形 CPW

1 のケース（移相差 0）
電された RF 信号は表 1 中の

を用いたマジック T の動作も原理的に同じである．こ

ではマジック T のポート H を介して全て直交給電回

れらのマジック T の実用的利点は，ポート 1，2 に関

路の垂直ポート V へ伝送されて，垂直偏波の放射と

してポート H，E を片側に配置できることである．こ

2 のケース（移相差 π ）の場合はマジック T の
なる．

の特徴は，特に二次元構造の平面回路や平面アンテナ

ポート E を介してアンテナの水平ポート H へ伝送さ

472

招待論文／ワイヤレスモジュールの機能高度化へ向けた波動信号処理の一アプローチ
表 1 直交 4 偏波切換機能アンテナの基本動作
Table 1 Basic behavior of four-polarization switching.

図 6 4 偏波切換&共用アレーアンテナの基本構成
Fig. 6 Array antenna for both the switching and the
simultaneous use of orthogonal polarizations.

表 2 偏波切換機能アンテナの偏波共用基本動作
Table 2 Basic behavior for both the switching and
the simultaneous use of orthogonal polarizations.

Fig. 5

図 5 直交 4 偏波切換機能アレーアンテナ
The four-polarization switchable array antenna.

3 ，
4 のケー
れるために水平偏波を放射する．更に，

図 6 に示すが，図 3 の基本構成にマジック T などの

ス（移相差 ±π/2）では，図 4 に示すそれぞれの直交

ハイブリッド回路を一つ追加した簡易な構成である．

位相関係でアンテナポートの V，H へ給電されて，右

この場合，RF 入出力ポートが二つ（Port 1，Port 2）

旋/左旋の直交円偏波を放射する．このように，二つ

となり，それぞれのポートに対応する直交偏波を表 2

の移相器の移相差に対応して四つの直交偏波を自在に

に示す．なお，図 6 のアンテナ側のマジック T は削除

切り換えることができる．なお，ここでは移相器は 2

することもできる．その場合の直交直線偏波は，±45

個用いているが，原理的には 1 個でもよい．また，可

度傾いた偏波面となる．

逆原理によって，受信系アンテナとしても同様に 4 種

4. 発振アレー

の直交偏波動作が実現できる．図 5 に，図 2 (a) に示
したマジック T と 4 素子直交給電パッチアレーアンテ

マイクロ波ミリ波帯において，複数の RF 発振器を

ナを一体集積化した構成事例を示す．直交給電アレー

結合器で結合し，その隣接間位相差に制御機能を付与

アンテナについては，いくつかの報告例があり，4 素

した発振技術をここでは「発振アレー」と呼ぶ．

子に限らず，16 素子以上の多素子高利得化も可能であ
る [7]．

これとアレーアンテナを一体集積化することによっ
て，ビームステアリング機能などを実現し，併せて高

3. 3 直交偏波切換機能並びに直交偏波共用機能を
有するアレーアンテナ

周波帯空間電力合成の信号源ともなり得る．その構造
には二次元構成も考えられるが，ここでは一次元リニ

3.2 では四つの直交偏波切換が可能な機能アレーア

ア構成で紹介する．Push-Push 発振器と呼ばれる高調

ンテナを示したが，ここでは更に直交偏波の同時共用

波発振器を用いた場合の一次元発振アレーの基本構成

が可能な機能アンテナを紹介する．その基本構成を

と動作原理及び結合器の構成法を表 3 に示す．一次元
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Table 3

表 3 発振アレーの基本構成
Fundamental structure of oscillator array.

図 8 第 2 次高調波 Push-Push 発振器とそれを用いた注
入同期型発振アレー
Fig. 8 The second harmonic push-push oscillator and
its application to injection locked oscillator array.

共振器の共振波動場から所望の高調波を選択的に抽出
図 7 Push-Push 発振器構成の基本概念
Fig. 7 Fundamental concept of push-push oscillators.

できる．その共振波動場上の第 2 次高調波出力点（B，

D）は，基本周波数信号の電圧ヌル点である．したがっ
て，負荷変動や外乱に比較的強く，発振アレーの構成

発振アレーは，その動作原理から 2 種類に大別できる．

回路として適した発振器である．共振波動場をコアと

一つは結合が単方向性（ユニラテラル）の「注入同期

した独特の回路構造であるために，複数の入出力ポー

型」，もう一つは結合が双方向（バイラテラル）である

トの設定が可能である．これは，発振アレー構築に有

「相互結合型」である．それぞれ特徴と課題があるが，

利な構造的特徴である．図 8 (b) は，注入同期型発振

それらの基本動作は実証され報告されている [8], [9]．

アレーの構成例である．結合回路は，単方向性実現の

構成要素である Push-Push 発振器にはいくつかの構
成法があるが，図 7 は共振器をコアとした Push-Push

ための RF 増幅器及び移相器で構成している．また，
共振波動場から基本発振周波数成分（f0 ）を選択抽出

発振器構成の基本概念図である [10]．演算処理の対象

するために，そのヌル点（D 点）において磁界結合で

となる波動信号は，共振器上の共振波動である．この

構成している．この事例に示すように，高調波を含め

基本概念の特徴は，共振波動場を中心に据えて，その

た共振波動場の電磁界分布を活用することによって極

共振波動を励振する負性抵抗回路並びにその共振波動

めて簡易な結合回路で所望波動信号を抽出することが

場から所望の高調波を選択的に抽出する出力回路で構

できる．その結果，基本周波数信号の位相情報処理に

成していることである．その結果，回路設計が比較的

よって隣接発振器間の位相差を簡易に制御することが

容易であり，不要高調波の優れた抑制と特定の高次高

できる．すなわち，リング共振器の高調波を含めた共

調波の抽出が可能となる．例えば，V バンドにおいて

振波動場の情報を積極的に利用することによって，安

第 8 次高調波の発振が報告されている [11]．

定かつ良好な発振アレーを構築することができる [9]．

図 8 に，リング共振器を用いた第 2 次高調波 Push-

Push 発振器とそれを用いた注入同期型発振アレーの

5. レクテナと直交偏波識別アレーアンテナ

構成例を示す．発振アレー用の発振器として図 7 の構

5. の処理対象となる波動信号は，自由空間を伝搬す

造の Push-Push 発振器を用いることは，以下の理由に

る電磁波である．レクテナは，電磁波動エネルギーを

拠る．図 8 (a) の第 2 次高調波 Push-Push 発振器は，

直流へ変換する整流回路を含むアンテナである．偏波

図 7 の基本概念に基づいており，前述のようにリング

識別アレーアンテナは，電磁波の物理情報の一つであ
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図 9 パッチアレーアンテナを用いたレクテナ
Fig. 9 Rectenna using patch array antenna.

図 10

リング結合型全波整流回路を用いた直交受信レク
テナ
Fig. 10 Orthogonal polarization reception rectenna
using ring coupled full-wave rectifier.

る直交偏波を識別する機能をもつアンテナである．

5. 1 レ ク テ ナ

(2) λ/4 長の短絡スタッブを整流ダイオード電極に

電磁波をアンテナで受信してその電磁エネルギーを

近接して配置する．図 9 (b) の等価回路にも示すよう

直流へ変換する機能を有するレクテナは，ダイレクト

に，この短絡スタッブは直流リターン回路の役割を果

な波動信号処理が不可避である．そのためには電磁波

たすとともに，偶数次高調波成分を抑圧する役目が

の効率的受信とともに，給電系や整流回路の低損失化，

ある．

整流効率の向上，そして装置の小形・経済化が求めら

(3) スリットで二分した地板が直流電極の役目を担っ

れる．ここでは，それらの各課題に対処することを目

ているので，このレクテナユニットは，レクテナサ

的とした簡易なレクテナ構成例を紹介する [12]．

イズの拡張性にも優れている．つまり，ユニットの自

図 9 は，パッチアレーアンテナを用いたレクテナユ

在な直列接続と並列接続が高い自由度で実施できる．

ニット，その等価回路及びその直・並列接続したレクテ

図 9 (c) には，レクテナユニットを 2 並列 × 8 直列 =

ナ構成例を示している．自由空間における伝搬波動信

16 ユニットにサイズ拡大する場合の構成例を示して

号の一様性を踏まえて，鏡面対称型給電回路系を構成

いる．

しており，その結果，整流ダイオードへの RF 入力は

これらの特徴は，アンテナの鏡面対称給電構造によ

逆位相の平衡信号となる．同図 (a) のレクテナユニッ

る波動位相の平衡化，高周波帯回路及び直流回路の一

トの特徴は，以下のとおりである．

体集積化によって実現した結果である．

(1) 接地導体には Array #1 と Array #2 を分離す

図 10 は，全波整流型レクテナの構成例である．4 素

るスリットを設けるとともに，整流ダイードの直下に

子パッチアレーアンテナにより直交偏波受信を行い，

コンデンサーを装荷する．

更に鏡面対称合成でスロットラインへ平衡変換した後，

このコンデンサーは，RF 信号の短絡という役目と

アンテナと一体集積化したリング結合型全波整流回路

同時に，整流電荷を蓄電する役目もある．また，スリッ

で直流変換する．同図 (b) は全波整流回路部の拡大図

トで分割された接地導体は，パッチアンテナの地板で

である．

あると同時に，直流回路の電極の役割もある．
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Table 4

表 4 直交偏波識別の波動信号処理
RF signal processing for detecting orthogonal polarization.

3）
図 12 直交円偏波識別機能アンテナ（表 4 の
Fig. 12 Orthogonal circular polarization detection
3 in Table 4.
array antenna for 

動信号のいずれかを π/2 遅延の位相調整を行い，処理

4 では π/2 ハイブリッド回路による位相変換によって
識別可能となる．

3 の動作原理に基づく直交円
図 12 には，表 4 中の
偏波識別アレーアンテナの構成例を示す [13]．12 素子
のパッチアレーで直交受信した波動信号は，鏡面対称
の給電回路構成であるために垂直成分 Vv と水平成分

VH の平衡信号がそれぞれ得られる．同図では，垂直
図 11 直交円偏波識別の波動信号処理フロー
Fig. 11 RF signal processing for detecting orthogonal circular polarization.

成分対応の給電系線路に π/2 遅延を設定した位相前処
理を施す．その位相遅延の後に水平/垂直の波動信号
を乗算（位相検波）し，検波結果の正負極性により右
旋/左旋の識別をする．ここでは，乗算回路としてス

5. 2 直交偏波識別機能アンテナ

ター結線の二重平衡型位相検波器をアレーアンテナに

3. では，直交偏波切換機能アンテナを紹介したが，

一体集積化している．

本節は，受信した電磁波動信号の直交偏波識別機能の

以上，自由空間を伝搬する電磁波動の特質（一様性）

簡便な実現法である．まず容易に考えつくことは，図 3

と直交給電アンテナ，整流回路及び乗算回路の演算機

の直交 4 偏波切換アレーアンテナを用いても識別可能

能複合化によって実現する拡張性に優れたレクテナ，

であることである．一方，もし直線偏波か円偏波があ

更には極めて簡易な直交偏波識別機能アンテナを紹介

らかじめ既知の場合には，より大幅に簡易に識別する

した．

ことができる．その波動信号処理の要点を表 4 に示す
とともに，その中の直交円偏波の識別機能アンテナ構

6. む す び

3 と
4 に対応）を図 11 に示す．表 4 に
成（表 4 中の

本論文は，高周波波動信号を直接演算処理する波動

示すように，いずれの偏波の場合も，まずは直交直線

信号処理技術について，平面アレーアンテナの機能高

偏波成分を直交受信した後，直線偏波の場合はそれぞ

度化を主な目的とした技術基本構想を提起し，またそ

1 ）か，あるいは位
れをダイレクトに振幅検波する（

れに基づいた具体事例を挙げて概説した．具体的には，

2 ）．直交円偏波の識別機能については，
相検波する（

電磁波動信号の位相情報処理に焦点を当てて，波動場

3 と
4
上述のように図 11 の 2 種類の構成法（表 4 の

の特徴を踏まえた位相情報の活用，更にはその変換や

に対応）がある．右旋/左旋のいずれの場合でも二つ

制御を中核とした波動信号処理技術である．また，演

の直交受信波動信号は直交しているためにそのまま検

算処理の高度化と装置の簡易化等に向けて，演算処理

3 では直交受信した波
波しても識別不可である．処理

機能自体の複合化も重要な技術ポイントである．それ
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らを具体化するためには，波動場と演算処理機能部の
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