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あらまし 本論文では，ニューラルネットワーク（NN）を用いて構造パラメータを調整することなく瞬時に
マイクロ波帯域通過フィルタ（BPF）を設計するための逆モデルを提案する．従来の逆モデルは，BPF 構成時
の電磁界分布・電流分布の変化や不要結合の影響を考慮して構築することが困難であり，それを用いた BPF 設
計では構造パラメータの調整が必須であった．提案する逆モデルでは，固有共振モードを表す結合行列と構造パ
ラメータの関係を NN に学習させることで，不要結合まで含む BPF 内の全ての結合を考慮している．これによ
り，設計仕様から求めた結合行列を NN に入力するのみで瞬時に構造パラメータが得られ，それを調整すること
なく BPF 設計が完了する．提案逆モデルを用いた設計例として，3 段マイクロストリップパラレル結合 BPF を
設計し，電磁界解析結果と理想特性の比較から提案逆モデルの有効性を検証している．
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構造の調整や異なる仕様を設計するたびに繰り返

1. ま え が き

し電磁界解析が必要になるという BPF 設計の問題

マイクロ波帯域通過フィルタ（Bandpass Filter，

を解決するために，ニューラルネットワーク（Neural

BPF）の設計では，設計仕様から求めた共振周波数や

Network，NN）が注目されている [2]〜[11]．NN は，

結合係数，外部 Q 値等の回路パラメータの理想値が得

データセットを学習することで任意の入出力関係を高

られるように，それぞれ他の影響がない独立した構造

精度に表すことができ，入力から出力までの計算が高

で設計した後，全てを組み合わせて BPF を構成する．

速である．BPF 設計において用いられる NN のモデ

しかし，所望の周波数特性を得るためには，フィルタ

ルは二つに分類される．一つは，構造パラメータから

構造全体の調整が必須である [1]．これは，BPF 構成

S パラメータ等を出力するモデル [2]〜[6] であり，
「順

時の電磁界分布・電流分布の変化や非隣接共振器間の

モデル」と呼ばれる．電磁界解析の代わりに順モデル

不要な結合により，設計した回路パラメータが理想値

を用いることで，構造パラメータの高速な最適化がで

からずれるためである．この影響とフィルタ構造の関

きる．しかし，最適化の適切な初期値を決めるには，

係が明確であれば調整は容易に行えるが，それを明確

構造パラメータの設計を別途行わなければならないと

にすることは困難である．したがって，調整は構造パ

いう問題がある．もう一つの NN のモデルは，周波数

ラメータを変化させて繰り返し電磁界解析を行わなけ

特性や回路パラメータ等から構造パラメータを出力す

ればならず，BPF 設計には非常に時間を要している．

るモデルである [7]〜[11]．これは，順モデルに対して
「逆モデル」と呼ばれる．逆モデルを用いれば，入力
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ような問題があるものの，瞬時に構造パラメータを求
めることができるという順モデルにはない利点から，

2. NN と学習

BPF 設計で逆モデルを用いることは今後有用になる

2. 1 NN の構造

と考えられる．よって，本論文では逆モデルを用いた

図 1 に本論文で扱う一般的な 3 層 NN の構造を示

BPF 設計に注目する．
従来の逆モデルを用いた BPF 設計では，設計仕様

す．NN は入力層，隠れ層，出力層という三つの層か
ら構成され，各層にはそれぞれ l，m，n（任意の整数）

より得られる結合係数や外部 Q 値等から構造パラメー

個のユニットがある．xi （i = 1, 2, · · · , l），yk （k =

タを求める逆モデルが提案されている [8]〜[10]．この

1, 2, · · · , n）はそれぞれ NN の入力 x と出力 y の要素

逆モデルは，結合係数と外部 Q 値のモデルをそれぞれ

であり，x = [x1 x2 · · · xl ]T ，y = [y1 y2 · · · yn ]T

個別に構築しているため，共振器を多段化した BPF を

である．3 層 NN に x を入力したとき，出力 y の計

効率的に設計できる．ところがこの逆モデルは，BPF

算は次式で行われる．

構成時の影響が一切ない独立した構造から得られる結
合係数や外部 Q 値を用いて構築されているため，BPF

zj = f

(1)
wji xi



+

(1)
bj

(1)

i=1

構成時に回路パラメータがほとんどずれない場合にの
み有効である．マイクロストリップフィルタなどの平

 l


yk =

m


(2)

(2)

wkj zj + bk

(2)

j=1

面フィルタは構造上不要結合が大きく，それに伴う影
響も大きい．したがって，この逆モデルにより平面フィ

ここで，zj は隠れ層の j 番目のユニットの出力，f (·)

ルタを設計した場合，必ず構造パラメータの調整が要

は活性化関数と呼ばれる非線形関数である．また，wji

求される．また文献 [11] では，隣接した結合線路のみ

は入力層の i 番目のユニットと隠れ層の j 番目のユ

について逆モデルを構築して多層マイクロストリップ

ニット間の重み，bj

BPF の設計を行っている．しかし，この逆モデルで

(2)
かかるバイアス，wkj

も隣接線路間の結合しか考慮していないため，調整が

と出力層の k 番目のユニット間の重み，bk は出力層

必要となる．このように，調整の原因である BPF 構

(1)

(1)

は隠れ層の j 番目のユニットに
は隠れ層の j 番目のユニット
(2)

の k 番目のユニットにかかるバイアスを表す．隠れ層

成時の電磁界分布の変化や非隣接共振器間の不要結合

の出力に活性化関数を用いることで，NN は任意の x

まで考慮して平面フィルタを設計できる逆モデルの例

と y の非線形関係を表す能力をもつ．NN で x と y

はない．

の関係を表すためには，適切な活性化関数と隠れ層の

そこで本論文では，従来考慮されていなかった BPF

ユニット数を決定し，次節で述べる学習によって重み

構成時の影響まで考慮し，構造パラメータを調整す

wji ，wkj とバイアス bj ，bk の最適値を求める必

ることなく平面フィルタの設計が可能な逆モデルを提

要がある．

(1)

(2)

(1)

(2)

案する [12], [13]．提案する逆モデルでは，NN の入力

2. 2 NN の学習

として共振周波数や結合係数，外部 Q 値等の個別に

NN の学習方法として，誤差逆伝播法がある．これ

設計する回路パラメータではなく，BPF 全体を固有
共振モードで評価する共振器並列形フィルタ回路の結
合行列を用いる．これにより，設計に必要な回路パラ
メータに加えて，BPF 構成時の影響まで含んだ固有
共振モードと構造パラメータの関係を NN に学習させ
ることができる．よって，構造パラメータの最終調整
が不要となり，回路合成で得られる結合行列の理想値
を NN に入力するのみで瞬時に BPF 設計が完了する．
提案逆モデルを用いた設計例として，3 段マイクロス
トリップパラレル結合 BPF を設計し，電磁界解析結
果と理想特性の比較からその有効性を検証する．
Fig. 1
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図 1 3 層 NN の構造
Structure of three-layer NN.
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を行うためにはまず，学習させたい任意の入力 x と出
力 y の組み合わせをもつ二つのデータセットを用意
(1)

(2)

する．一つは学習データであり，これは wji ，wkj ，
(1)

(2)

bj ，bk の最適化に用いる．もう一つはテストデー
タであり，これは学習データに含まれない入力に対す
る NN の精度を確認するために用いる．これらのデー
タに対して，学習を効率的に行うための前処理として，
次式により x と y を規格化し，x̄ と ȳ を得る．

xi − xi,min
xi,max − xi,min
yk − yk,min
ȳk =
yk,max − yk,min
x̄i =

(3)
(4)

ここで，x̄i ，ȳk はそれぞれ xi ，yk の規格化後の値，

xi,min ，xi,max ，yk,min ，yk,max はそれぞれ学習データ
内の xi ，yk の最小値と最大値を表す．次に，活性化関
(1)

(2)

(1)

数と隠れ層のユニット数を決定し，wji ，wkj ，bj ，
(2)

bk の初期値を乱数などで与える．この NN に学習
データの x̄ を入力して得られる出力 ȳ (NN) と，学習
データの ȳ との間の誤差 E を次式で求める．
n 
2
1    (NN)

ȳk,a − ȳk,a 
2 a=1

に対する ȳ

は a 個目のデータ

の k 番目の要素，ȳk,a は a 個目のデー

微係数の計算の都合上の値である．E を

(1)
(2)
wji ，wkj ，

(2)

bj ，bk についてそれぞれ微分し，その値を用いて
E が小さくなるように

れる BPF を一つの結合共振器として扱い，その構成
をブラックボックスとしてみなす．このとき，ブラッ
クボックス内の N 個の共振器間の全ての結合は，結
合共振器に現れる N 個の固有共振モードとして評価
できる [14]．固有共振モードは，図 3 (b) に示す BPF
で表され，行列を用いると，

タの ȳ の k 番目の要素を表しており，係数の 1/2 は
(1)

ず，図 3 (a) に示すように，N 個の共振器から構成さ

⎡

(5)

k=1

(NN)
ここで，Ndata はデータ数，ȳk,a
(NN)

振器並列形フィルタ回路の結合行列 [M ] の要素，出
力 y が構造パラメータである．提案逆モデルではま

の汎用的な等価回路である共振器並列形フィルタ回路

Ndata

E=

図 2 BPF 設計のための提案する逆モデル
Fig. 2 Proposed inverse model for BPF design.
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を更新

する．これを繰り返し，E が所定の値より小さくなれ
ば，NN の学習は終了である．また，学習中はテスト
データに対する E も評価し，この値も学習終了の基準
とする．このようにして学習した NN では，x を入力
するときは式 (3) で規格化し，得られた出力は式 (4)
で y に戻すことを前提とし，以降この操作についての
説明は省略する．なお，誤差逆伝播法の詳細について
は，文献 [2] を参照されたい．次章では，提案する逆モ
デルについて説明し，NN の学習に必要なデータセッ
トの生成と，構築した逆モデルによる BPF 設計につ
いて述べる．

3. 提案する逆モデル
3. 1 固有共振モードに基づく逆モデル
図 2 に提案する逆モデルを示す．NN の入力 x が共

0

MS,L

⎤

⎥
M1,L ⎥
⎥
⎥
M2,L ⎥
⎥
.. ⎥
⎥
. ⎥
⎥
MN,L ⎥
⎦
0
(6)

と表される．これは，原形低域通過フィルタ（原形 low-

pass ﬁlter，原形 LPF）の角周波数 Ω における共振器
並列形フィルタ回路の結合行列 [M ] である．ただし，狭
帯域近似を適用しているため，本論文では狭帯域 BPF
を設計対象とする．式 (6) で，Mi,i（i = 1, 2, · · · , N ）
は i 番目の固有共振モードの共振周波数，MS,i ，Mi,L
はそれぞれ電源の内部抵抗または負荷抵抗と i 番目の
固有共振モードとの結合量，MS,L は入出力直接結合
量を表す．また，提案逆モデルでは，後述するように
一般的な対称構造の BPF を設計対象にするため，固
有共振モードには偶モードと奇モードが現れる．その
条件式

Mi,L =

MS,i

for even mode

−MS,i

for odd mode

(7)
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図 4

図3

(a) BPF のブラックボックスモデル，(b) 共振器並
列形フィルタ回路の結合トポロジー
Fig. 3 (a) Black-box model of BPF. (b) Coupling
topology of transversal array ﬁlter circuit.

を利用すれば，x として用いる結合行列 [M ] の要素は，

x = MS,1 MS,2 · · · MS,N M1,1 M2,2 · · · MN,N

T

(8)

提案逆モデルを構築するためのデータセット生成
手順
Fig. 4 Procedure of dataset generation to construct
the proposed inverse model.

出法 [15] を用いて，固有共振モードの共振角周波数

ω0i ，外部 Q 値 Qe,i （i = 1, 2, · · · , N ）及び入出力直
接結合量 MS,L を抽出する．ここで，MS,L は伝送零
点の生成に寄与することが知られているが，今回の設
計例で扱う BPF は構造上，MS,L が他のパラメータに
比べて十分小さく，MS,L を近似的に 0 としても通過

となる．これにより，NN の入力変数を削減できる．

域特性には影響がないため，x には含めないこととす

式 (8) に MS,L を含めない理由については次節で述べ

る．抽出された ω0i ，Qe,i を用いて，x の要素は次式

る．以上の結合行列 [M ] は電磁界解析で得られる S パ

で計算できる [16]．

ラメータから抽出することができる．
以上から，図 2 に示したように，固有共振モードを
表す結合行列 [M ] の要素を NN の入力とすることで，

BPF 構成時の影響を含む全ての結合と構造パラメー
タとの関係を構築することができる．次節では NN の



Ωc
ω0,data
ω0i
−
FBWdata ω0,data
ω0i

Ωc
=
FBWdata · Qe,i

Mi,i = −
MS,i

(9)
(10)

学習に必要なデータセットを生成する方法について説

ここで，ω0,data ，FBWdata はそれぞれデータセット

明する．

を生成する際に用いる中心角周波数及び比帯域幅であ

3. 2 データセットの生成

り，設計仕様として与える中心周波数や比帯域幅とは

図 4 に N 段共振器並列形フィルタ回路の結合行列

異なるので注意されたい．ω0,data と FBWdata は，設

[M ] の要素 x と BPF の構造パラメータ y の組み合

計対象の BPF の中心角周波数や比帯域幅に近い値で

わせをもつデータセットを生成する手順を示す．まず，

あれば任意に設定してよい．後述するように，構築し

BPF の構造及び変数とする構造パラメータ y を決定

た逆モデルに合わせて入力値を変換すれば，所望の通

する．ただし，S パラメータから結合行列 [M ] を求

過域設計が可能である．

める際に用いる回路パラメータ抽出法の制約により，

BPF は対称構造とする．次に，設計で用いる y の範

以上のようにして得られた x と y をデータセット
とする．学習データは事前に定めた範囲内で y を等間

囲を定め，その範囲内で y を変化させて電磁界解析を

隔に変化させて生成し，テストデータは y を範囲内で

行う．電磁界解析で得られた S パラメータ S11 ，S21

乱数により変化させることで生成する．また，データ

から，共振器並列形フィルタ回路の回路パラメータ抽

セットを規格化する際に用いる x と y の最大値と最
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小値については，y は事前に定めた範囲から決まり，

ず，式 (9)，(10) において ω0,data = ω0 ，FBWdata =

x は抽出された値の範囲から求める．このデータセッ

FBW として，原形 LPF の x を BPF の共振角周波

トを用いて 2.2 で述べた方法で NN の学習を行い，提

数 ω0i 及び外部 Q 値 Qe,i に変換する．次に，式 (9)，

案する逆モデルを構築する．ただし，学習の終了につ

(10) により ω0,data ，FBWdata を用いて，ω0i ，Qe,i

いては，構造パラメータそのものの誤差の平均値で判

を原形 LPF の x に再度変換する．このようにして計

定するために，式 (5) ではなく次式の平均 2 乗誤差 Ē

算した x により，設計仕様の ω0 や FBW が変わって

を用いる．

も，NN の学習をやり直すことなく，設計仕様に応じ

Ndata n 
2
   (NN)
1

Ē =
yk,a − yk,a 
nNdata a=1

て y を得ることができる．

(11)

k=1

(NN)

ここで，yk,a

は学習中の NN が出力する構造パラ

メータであり，yk,a はデータセットのそれである．

3. 3 提案逆モデルを用いた BPF 設計

4. 設 計 例
4. 1 BPF の構造
提案した逆モデルの有効性を確認するための設計例
として，図 6 に示す 3 段マイクロストリップパラレ

構築した提案逆モデルによる BPF の設計手順を図 5

ル結合 BPF を取り上げる．本フィルタは，入力から

に示す．まず，設計仕様として中心周波数 f0 ，比帯域

出力に向けて半波長共振器を三つ平行に並べて配置し

幅 FBW，帯域内反射損失 RL，伝送零点周波数 fTZ

た構造であり，図中の一点鎖線について対称である．

を与える．ただし，NN は学習範囲内でのみ有効な値

このようなフィルタは，一般的に図 7 (a) に示す共振

を出力するため，ここでの設計仕様は事前に定めた構

直結形フィルタ回路の結合トポロジーを基に結合係数

造パラメータ y の変化範囲内で実現できる値に限る

kij （i, j = 1, 2, 3）や外部 Q 値 Qe,S ，Qe,L の理想値

ものとする．設計仕様から，伝達関数を一般化チェビ

が得られるよう個別に設計する [1]．例として，中心周

シェフ関数として，原形 LPF の角周波数 Ω における

波数 3.0 GHz，比帯域幅 0.05，帯域内反射損失 16 dB

共振器並列形フィルタ回路の結合行列 [M ] を合成す

（帯域内リップル約 0.1 dB）の 3 段チェビシェフ特性

る [17]．設計仕様の ω0 （= 2πf0 ），FBW と，データ

として各回路パラメータを設計し，BPF を構成した

セットを生成する際の中心角周波数 ω0,data ，比帯域

ときの周波数特性を図 7 (b) に示す．理想特性と比較

幅 FBWdata が等しい場合，結合行列 [M ] の要素 x

すると，通過域内で反射零点が一つしかなく，反射損

を NN に入力することで構造パラメータ y が得られ

失が大きく異なっていることから，調整が必須である

る，一方，設計仕様の ω0 ，FBW とデータセットを生

ことがわかる．これは，1. で述べたように BPF 構成

成する際の ω0,data ，FBWdata が異なる場合，x を変

時に個別設計時から電磁界分布や電流分布が変化する

換してから NN に入力する必要がある．具体的にはま

ことや，一段目と三段目の共振器間の不要結合が原因
であると考えられる．なお今回の設計では，誘電体基
板は比誘電率 εr = 2.6，厚さ t = 1.0 mm とし，共振
器の線路幅は 2.0 mm，励振線の線路幅は 2.7 mm で
固定とする．

図 5 提案逆モデルを用いた BPF の設計手順
Fig. 5 Procedure of BPF design using the proposed
inverse model.

図 6 3 段マイクロストリップパラレル結合 BPF
Fig. 6 Third-order microstrip parallel-coupled BPF.
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比帯域幅 FBWdata をそれぞれ 3.0 GHz，0.05 として

x を抽出した．このとき，lq の値によっては外部 Q
値が非常に高くなり，回路パラメータを抽出できない
場合がある．この場合を除くと，学習データの総数は

914 となった．また，テストデータは 1000 通りの電
磁界解析を行い，回路パラメータを抽出できない場合
を除くと総数は 984 となった．
以上のデータセットを用いて NN の学習を行う．活
性化関数としては様々な非線形関数がある [2] が，今回
は事前に試験的な学習を行い最も誤差が小さくなった

tanh(·) を用いる．学習は，設計した BPF をエッチン
グにより試作することを想定し，その精度が 10−2 mm
程であることから，学習データとテストデータの両
方に対して平均 2 乗誤差を表す式 (11) が 10−4 を下
回ったときに終了とする．隠れ層のユニット数を 10，
図 7

一般的な BPF 設計 (a) 共振器直結形フィルタ回
路の結合トポロジー，(b) 調整前の BPF の周波数
特性
Fig. 7 General BPF design. (a) Coupling topology
of direct-coupled ﬁlter circuit. (b) Frequency
characteristics of BPF before tuning.

15，20 個として学習を行った結果，20 個のときに誤
差が 10−4 を下回ったため，隠れ層のユニット数は 20
個と決定した．その結果，学習終了時の学習データ
とテストデータに対する平均 2 乗誤差は，それぞれ

0.610 × 10−4 ，0.992 × 10−4 であった．
表 1 構造パラメータの変化範囲と刻み幅
Table 1 Range and step of structural parameters.

4. 3 設計仕様 1
構築した逆モデルを用いて BPF を設計し，電磁界解
析結果と理想特性を比較する．まず，設計仕様 1 として，
中心周波数 f0 = 3.0 GHz，比帯域幅 FBW = 0.05，
帯域内反射損失 RL = 16 dB と与える．ただし，図 6
の BPF は一段目と三段目の共振器間の飛び越し結合
により，図 7 (b) に示したように通過域の高域側に必
ず伝送零点が一つ現れるため，その結果を参考にして

4. 2 逆モデルの構築

伝送零点周波数 fTZ = 3.3 GHz という条件を加える．

図 6 の BPF について，提案する逆モデルを構築す

設計仕様を基に結合行列 [M ] を合成すると，

⎡

る．まず初めにデータセットを生成する．変数とする
構造パラメータは，共振器長 l1 ，l2 ，共振器間隔 g ，励
振線を共振器へタップ接続する位置 lq とする．した
がって，NN の入力 x と出力 y はそれぞれ，

x=

y=

MS,1 MS,2 MS,3 M1,1 M2,2 M3,3

l1

l2

g

lq

T

T

0.532

0.436

0.688

(13)

し，y の全ての組み合わせ（980 通り）について電磁界
解析を行った．なお，電磁界解析には Sonnet Software
社製の電磁界シミュレータ Sonnet em を用いている．電
磁界解析結果から，中心周波数 f0,data（= ω0,data /2π ）
，

0

⎤

⎥
⎢
0
0
0.532 ⎥
⎢ 0.532 1.297
⎥
⎢
[M ] = ⎢
0
−1.261
0
0.436 ⎥
⎥
⎢ 0.436
⎥
⎢
0
0
−0.169 −0.688 ⎦
⎣ 0.688
0
0.532 0.436 −0.688
0
(14)

(12)

とする．y の変化範囲と刻み幅を表 1 に示すように決定
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0

となる．この設計では，設計仕様の f0 ，FBW とデー
タセットの生成で用いた f0,data ，FBWdata が等しい
ため，x について入力値の変換を行う必要はない．x
を NN に入力した結果，構造パラメータ y が次のよう
に得られた．

y=

34.06

T
33.48

2.07

12.93

(15)
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図8

提案逆モデルで設計した BPF の電磁界解析結果と
理想特性の比較（設計仕様 1）
Fig. 8 Comparison between EM simulation result of
BPF designed by the proposed inverse model
and synthesized one (design speciﬁcation 1).

図 9 提案逆モデルで設計した BPF の電磁界解析結果と
理想特性の比較（設計仕様 2）
Fig. 9 Comparison between EM simulation result of
BPF designed by the proposed inverse model
and synthesized one (design speciﬁcation 2).

このときの BPF の電磁界解析結果と理想特性の比較
を図 8 に示す．設計した BPF の特性は，通過域で理

x = 0.451 0.385 0.593 0.228 −1.517 −0.753

T

(17)

想特性通りの等リプル特性ではないものの，構造の調
整を一切行うことなく通過域内に反射零点が三つ生

となる．この x を NN に入力した結果，構造パラメー

成され，反射損失や帯域幅が理想特性とよく一致して

タ y が次のように得られた．

T

いる．したがって，提案逆モデルは調整することなく

y=

BPF を瞬時に設計できることが確認できた．
4. 4 設計仕様 2
NN を用いる BPF 設計の利点として，一度逆モデル
を構築すれば，NN が学習した範囲内において電磁界
解析を再度行うことなく異なる仕様の BPF を設計で
きるという点がある．そこで，4.2 で構築した逆モデ
ルを用いて，設計仕様 1 と異なる仕様の BPF を設計
する．設計仕様 1 から中心周波数 f0 ，比帯域幅 FBW，
帯域内反射損失 RL を変更し，設計仕様 2 として，

f0 = 3.05 GHz，FBW = 0.03，RL = 20 dB と与え
る．ただし，設計仕様 1 と同様の理由で fTZ = 3.3 GHz
を加える．設計仕様から得られる結合行列 [M ] は，

⎡

0

0.582

0.497

0.765

0

⎢
0
0
0.582
⎢ 0.582 1.482
⎢
⎢
[M ] = ⎢ 0.497
0
−1.425
0
0.497
⎢
0
0
−0.152 −0.765
⎣ 0.765
0
0.582 0.497 −0.765
0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(16)

33.48

32.91

3.11

13.05

(18)

このときの BPF の電磁界解析結果と理想特性の比較
を図 9 に示す．設計仕様 1 と同様，構造パラメータ
を調整することなく，電磁界解析結果と理想特性がよ
く一致している．よって，提案モデルは異なる仕様の

BPF でも再度電磁界解析を行うことなく設計できる
ことが実証された．
以上の設計結果から，提案モデルを用いれば，不要
結合が発生するマイクロストリップ BPF でも調整す
ることなく瞬時に設計できることが示せた．

5. む す び
本論文では，従来考慮されていなかった BPF 構成
時の電磁界分布・電流分布の変化や非隣接共振器間の
不要結合の影響を考慮し，構造パラメータを調整する
ことなく BPF を設計することが可能な NN による逆
モデルを提案した．提案逆モデルは，固有共振モード
を表す結合行列を入力，構造パラメータを出力として

NN の学習を行うことで構築できる．提案逆モデルを

である．ここで，設計仕様の f0 ，FBW とデータセッ

用いた BPF の設計例として，異なる二つの設計仕様

ト生成時の f0,data ，FBWdata が異なるため，x に対

について 3 段マイクロストリップパラレル結合 BPF

して 3.3 で述べた変換を行う．これを行うと x の値は，

を設計し，電磁界解析結果と理想特性の比較を行った．
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