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あらまし 小型化・低コスト化が難しい高周波 (RF)/アナログ回路を，ディジタル信号処理回路で置き換える
ことによりディジタルリッチで小型化・低コストな送受信機を実現できる技術としてディジタル RF 技術が開発
され，6GHz 以下の地上ワイヤレス通信用に実用化されている．このディジタル RF 技術で送受信できる RF 周
波数は，サンプリング周波数の 1/2 であるナイキスト周波数以下に制限されてきた．ここでは，高次のナイキス
トゾーンを活用することでナイキスト周波数を超える RF 周波数を送受信できるダイレクトディジタル RF 技術
を紹介する．更に，26/28GHz 帯のダイレクトディジタル RF 送信機/受信機の試作例とその特性について示す．
これらを組み合わせた送受信機構成は，RF 帯の局部発振器 (LO) やアップ/ダウンコンバータが不要なため，次
世代高スループット衛星 (HTS) 搭載用無線通信機器，第 5 世代 (5G) あるいは Beyond 5G 用フルディジタル
方式の高 SHF 帯 Massive MIMO (multiple-input multiple-output) などのマイクロ波/ミリ波帯のマルチアン
テナシステムに適していると考えられる．
キーワード ディジタル RF，アンダーサンプリング，マイクロ波，ミリ波，CMOS，RFIC，衛星通信，5G，
ビームフォーミング，フェーズドアレーアンテナ，1-bit，送受信機

素子あるいは数千素子のアレーアンテナを構成すると，

1. ま え が き

図 1 に示すように，アンテナの外形は十〜数十 cm 程

衛星通信の大容量化とフレキシビリティ向上を目指

度，アンテナ素子間隔は 1cm 以下となり，各アンテ

して，Ka 帯のリコンフィギュラブルアンテナ，ディジ

ナ素子に接続する送受信機の小型化，軽量化が課題と

タルビームフォーミング (DBF) アンテナや，ディジ

なる．また，IF 帯あるいはベースバンド周波数に周

タルチャネライザなどを搭載した高スループット衛星

波数変換する際に必要となる RF 帯の局部発振 (LO)

(HTS) の実用化が進められている [1]〜[4]．更なる大

信号の分配・給電回路も，アンテナ素子数が多くなる

容量化とフレキシビリティ向上を目指した次世代 HTS

につれて，実現が難しく，かつ大型で重量のあるもの

においては，ミリ波帯の衛星搭載送受信機システムも

となってしまう問題がある．また，DBF の場合アン

検討されている [5]．地上の 5G あるいは Beyond 5G
に向けた Massive MIMO (multiple-input multiple-

output) [6], [7] においても，宇宙の次世代 HTS 搭載
機器と同様に，Ka 帯やミリ波帯などの高周波化と

DBF 等のためのマルチアンテナ化が求められており，
特にフルディジタル方式のものに関しては，多数のア
ンテナ素子それぞれに独立した送受信機が必要となっ
てきている [8], [9]．これら比較的高い周波数帯で数百
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図1

28GHz 帯 DBF アンテナと送受信機のイメージ
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テナ (送受信機) ごとに 1 対の中間周波 (IF) あるいは
ベースバンドのアナログかディジタルの信号の入出力

(I/O) が必要になる．アンテナ素子間隔が 1cm 以下
と非常に狭いため，I/O 用ケーブル間干渉やケーブル
の取り回しの問題が生じる可能性が高い．給電回路の
小型化・軽量化，送受信機間の干渉抑圧などの観点か
ら，図 1 に示すように，各送受信機の I/O は，シリ
アルのディジタル 1 ビットデータストリーム (OOK:

図 2 直接 RF 信号を DAC, ADC で処理する RF フロ
ントエンドブロック図 [11]

on-oﬀ-keying 変調) 伝送の光ファイバのみとし，他に
は直流 (DC) 電源が供給されるだけという構成が望ま
しいと考えられる．
送受信機の小型化技術として，微細 CMOS (com-

plementary metal oxide semiconductor) プロセスを
用いて RF フロントエンド部を含む送受信回路の IC
化 (RFIC 化) があげられる [10]．2000 年あたりから

GHz 帯の無線 LAN (local area network) や携帯電
話など送受信回路が CMOS RFIC 化されるようにな
り，更なる微細化の進展とともに，2010 年あたりか
ら 60GHz 帯などのミリ波帯の RFIC も開発される
ようになってきた．CMOS を用いた RFIC 化の場合，

図3

ダイレクトディジタル RF と従来のディジタル RF
の違い

ベースバンド回路を含むディジタル回路は，プロセ
ス微細化とともにダイサイズ (IC のチップ面積) も小

信機への適用は困難である．そこで，図 3 に示すよ

型化できるが，RF/アナログ回路部は，プロセス微細

うに，ディジタル信号からサンプリング周波数の 1/2

化を行っても，周波数などの要求性能が変わらなけれ

であるナイキスト周波数 (fs) を超える RF 信号を直

ば，ダイナミックレンジが必要となる部分のトランジ

接生成する送信機 [13], [14] と，fs を超える RF 信号

スタサイズ，あるいは，整合/バイアス回路を構成す

を直接，S/H(Sample/Hold) 回路による離散化の直

るインダクタやコンデンサの大きさはあまり小さく

後に量子化することで，ディジタル信号に変換する

することができないため，微細化によるダイサイズ

受信機 [15], [16] が開発されてきた．この送受信機技

小型化の限界に達しつつあった．これを解決する方法

術を，我々は，ダイレクトディジタル RF と呼んでい

として，RF/アナログ回路をディジタル回路で置換す

る [14], [16]．これによれば，従来のディジタル RF で

るディジタル RF が提案された．RF/アナログ回路を

は取り扱えなかった Ka 帯やミリ波帯の送受信機の

最小にする構成としては，図 2 に示すように，RF 信

ディジタル RF 化が可能となり，DBF などのマルチ

号を直接 ADC (analog to digital converter)，DAC

アンテナシステム用送受信機を実現することができる

(digital to analog converter) でディジタル信号に置

と考えられる．

き換えるもの [12] であり，送受信機の I/O はクロック

以下，2. では送信機，3. では受信機のダイレクト

信号と，ディジタル信号だけとなる．また，変復調を

ディジタル RF 技術とその試作例を示し，4. で結論と

ディジタル領域で行うため，変復調方式や変調帯域幅

今後の展望を述べる．

などは，ハードウェアに依存せず，ソフトウェアの書
き換えにより比較的自由に変更することができる．静
止衛星 (GEO: geosynchronous equatorial orbit) の

2. 高次イメージを用いた 1 ビットバンド
パス ΔΣ 変調器

搭載機器のように長寿命な送受信機においては，フレ

ディジタル信号から直接 RF 信号を生成する方法と

キシビリティ向上を図ることができるメリットも大き

しては，高速 DAC の第 1 ナイキストゾーン (fs 以下

い．しかし，RF 信号の周波数の 2 倍以上の高速サン

の周波数領域) に生成されるアナログ出力をバンドバ

プリングが必要となるため，Ka 帯やミリ波帯の送受

スあるいはローパスフィルタで濾波してそのまま RF
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図 5 NRZ 及び RZ 信号の高次ナイキストゾーンにおけ
るイメージ出力の周波数レスポンス
図 4 n-bit DAC, 1-bit DAC で構成した従来のディジタ
ル RF 送信機の構成

信号として用いることが考えられる [12]．図 4 は，変
調器部を，n-bit DAC あるいは 1-bit DAC で構成し
た従来のディジタル RF 送信機の構成を示したもの
であり，いずれもサンプリング周波数の 1/2 の周波
数 (= fs/2) 以下の周波数領域に RF 信号を生成する
ものである．n-bit DAC の場合，S/N あるいは隣接
チャネル漏洩電力 (ACP) を含むキャリヤ近傍のスプ
リアス放射電力などのダイナミックレンジは，DAC
の bit 数に依存する信号の振幅の分解能により決定さ

図6

NRZ 信号と RZ 信号マンチェスタ符号化信号の時
間波形の違いとその生成方法

れる．一方，1-bit DAC の場合，オーバサンプリング
による時間軸の高分解能化により，帯域制限後の振幅

プリングを行っており，n-bit DAC を使った場合に比

方向のダイナミックレンジも向上する．1-bit バンドパ

べて非常に (n 倍) 高いクロック周波数を用いている．

ス ΔΣ 変調を行うとともに，信号帯域付近をフィルタ

このため，イメージ周波数も比較的高い周波数に生じ

リングしたフィードバックを行うことで，第 1 ナイキ

ることになり，我々の提案するダイレクトディジタル

ストゾーンの任意の周波数に，ノイズシェーピングを

RF 送信機においても，n-bit DAC を用いた場合に比

行いながら比較的高ダイナミックレンジの RF 信号を

べて約 n 倍高い周波数の信号を生成することができる

生成することができる [17], [18]．1-bit DAC と n-bit

点で，魅力的である．図 5 は，通常の 1-bit DAC に用

DAC を比較すると，振幅方向の分解能が要求されな

いられている NRZ (non return to zero) 信号の sinc

い分，あるいはシリアル/パラレル変換 (S/P) が不要

関数の周波数レスポンスを示したものであり，高次ナ

な分，1-bit DAC のクロック周波数を約 n 倍高くする

イキストゾーンのイメージ出力は，ナイキストゾーン

ことが可能であり，ナイキスト周波数も約 n 倍高くで

の信号出力に比べて大きく減衰していることがわかる．

きると考えられる．このため，従来のダイレクト RF

高次ナイキストゾーンのイメージ出力を高める方法と

送信機において，1-bit バンドパス ΔΣ 変調器を用い

して，RZ (return to zero) 信号を用いることが提案さ

ることで，より高い周波数の RF 信号を生成すること

れており，on/oﬀ のデューティ比を小さくすることで，

ができる．

より効率的に高次イメージ信号成分を生成できるとさ

ナイキスト周波数を超える周波数の RF 信号を生成

れている [19], [20]．図 5 には，デューティ比を 50%，

するため，図 3 のように，DAC のイメージ出力を用

25%としたときのイメージの周波数レスポンスも示し

いる方法を，我々はダイレクトディジタル RF 送信機

ているが，NRZ 信号に比べて，ヌルとなる周波数を

を呼んでいる．これまでの 1-bit DAC を用いた 1-bit

除けば，S/N を大きく改善できるとは言いにくい状況

バンドパス ΔΣ 変調器は，第 1 ナイキストゾーンで

である [21]．

RF 信号を生成するために使われてきたが，高いダイ

高次ナイキストゾーンのイメージ出力を更に高める

ナミックレンジを実現するために，高次のオーバサン

方法として，マンチェスタ符号化 [22] がある．図 6 に
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図 7 マンチェスタ符号化した 8Gsps の 1-bit バンドパ
ス ΔΣ 変調器で生成した RF 信号のスペクトラム
及び 26GHz 帯イメージ信号の拡大図 [21]

図 8 5Mbps, QPSK 変調時の 26GHz 帯イメージ出力信
号のコンステレーションとスペクトラム [21]

示すように，50%デューティ比の RZ 信号は，NRZ 信
号とクロック信号の AND をとることで生成すること
ができるが，マンチェスタ符号化信号は，NRZ 信号と
クロック信号の XOR をとることで生成することがで
きる．RZ 信号では，NRZ 信号が 0 のときに 0 となっ
てしまうために，イメージ成分を生成する波形エッジ
部分が生成されず，イメージ出力レベルが減少する．

図 9 ダイレクトディジタル送信機を用いた光ファイバ給
電 DBF アンテナ用送信系のブロック図

一方，マンチェスタ符号化信号では，NRZ 信号が 0 の
ときに 1 のときと逆相の信号が生成されるため，エッ

による隣接チャネル漏洩電力 (ACP) 38dBc 未満とい

ジ部分の数が減少せず，イメージ出力レベルは RZ に

う低ひずみ，低スプリアスな特性が得られ，変調特性

比べて電圧が 2 倍となり，電力としては 6dB 程度増

の大きな劣化がないことを確認した．

加するものと考えられる．更に，DC 成分のオフセッ

1-bit バンドパス ΔΣ 変調器を用いた送信機はその

トが発生しないので，RZ 信号では顕著に発生するク

入力信号として，1-bit のディジタルデータストリーム

ロックリークが，NRZ 信号同様に抑圧されることが

しか必要としないため，図 9 に示すように，DBF な

予想される．したがって，マンチェスタ符号化信号を

どのマルチアンテナシステムの給電系を含む送信系を

用いることで，より高いイメージ出力が得られ，高い

簡素化，小型化できる可能性がある．ディジタル信号

S/N が実現できる．同時にクロックリークの低減によ

処理 (DSP) 部と，1-bit DAC との間の 1-bit のディ

る低スプリアスな特性が得られ，RF 帯のバンドパス

ジタル信号は，OOK 変調の光ファイバリンクにより

フィルタへの要求も緩和することができる．

伝送することができ，この構成によれば，図 1 に示し

図 7 はマンチェスタ符号化した 8Gsps の 1-bit バ

た光ファイバ給電による 28GHz 帯あるいはそれ以上

ンドパス ΔΣ 変調器で生成した RF 信号のスペクト

の周波数帯であるミリ波帯の DBF アンテナ用送信系

ラム及び 26GHz 帯イメージ信号の拡大図を示したも

が実現できるものと考えられる [23]．

のである [21]．マンチェスタ符号化信号を用いた場合，

7 次のナイキストゾーンに生成される 26GHz 帯の信
号の S/N として，40dB 以上が得られている．更に，

1bit バンドパス ΔΣ 変調のノイズシェーピングによ

3. ダイレクト RF アンダーサンプリング
受信機
ディジタルリッチな受信機として，RF 信号を直接

り高次イメージ出力の信号近傍においても，1 次ナ

サンプリング受信するダイレクト RF サンプリング

イキストゾーン同様に不要波が抑圧されていること

方式が提案され，GHz 帯受信機への適用が報告され

が確認できる．図 8 に，5Mbps, QPSK (quadrature

ている．RF 信号を直接ナイキストサンプリングする

phase shift keying) 変調時の 26GHz 帯イメージ出力

方法 [12] もあるが，サンプリングクロックの周波数が

信号のコンステレーションとスペクトラムを示す [21]．

RF 周波数の 2 倍以上となるため，RF 周波数が高い場

7 次のイメージ信号においても，EVM (error vector

合は，高速 ADC の実現が難しい．このため，RF 周波

magnitude) 2.4%の変調特性と，ノイズシェーピング

数に比べて低く，かつ，変調帯域幅に比べて高いサン
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図 10

図 11

28GHz 帯 S/H-IC の回路図 (差動構成の片側の
み) と 65nm CMOS プロセスを用いて試作した
S/H-IC のチップ写真

図 12

28GHz 帯ダイレクト RF アンダーサンプリング
S/H-IC の評価結果

図 13

試作した 28GHz 帯ダイレクト RF アンダーサン
プリング受信機の構成

ダイレクト RF アンダーサンプリング受信方式の
DBF 受信機の構成

プリング周波数を用いた，ダイレクト RF アンダーサ
ンプリング受信方式が提案，検討されている [15], [16]．
図 10 に，ダイレクト RF アンダーサンプリング受信
方式で DBF 受信機を構成した場合のブロック図を示
す．RF 周波数に比べて大幅に低いクロック周波数を
用いて，RF 信号を直接，高次サブサンプリングする
サンプル・アンド・ホールド (S/H) 回路と LNA と，
その間に，サンプリング周波数の 1/2 以下の通過帯域
をもつアンチエリアスフィルタ（RF 帯 BPF (band

pass ﬁlter)）が必要となる．S/H 回路と ADC を分け
ることで，ADC は通常のナイキストサンプリング動
作でよいことになり，市販の ADC をそのまま使うこ
とができる．例えば，受信周波数 28GHz，クロック
周波数が 1GHz の 28 次のアンダーサンプリング受信
の場合，折り返し雑音の影響を除去する BPF の通過
帯域はクロック周波数の 1/2 の 500MHz 以下とする
必要があるが，比帯域は 2%弱であり，数段の誘電体
フィルタで実現可能なレベルである．ダウンコンバー
タが不要であり，RF 帯の LO 信号の分配回路も不要
となる．特にアンテナ素子数の多いマルチアンテナシ

5MHz 帯域で 40dB 以上の信号対雑音比 (SNR) が得

ステムの受信系を構成する際に，受信機全体の小型化，

られており，64QAM の復調が可能であることを確認

軽量化の効果が大きく，特に，次期 HTS などの衛星

している．

搭載に適した構成と考えられる．また，1GHz 程度の

更に，本 S/H-IC を用いて 28GHz 帯の受信機を試

クロック信号と，ADC と DSP の間のディジタルデー

作した [25]．受信機のブロック図を図 13 に示す．アン

タは，光ファイバリンクで伝送可能であり，提案の方

チエリアスフィルタとして作用する RF 帯の BPF の

式により，図 1 に示した DBF アンテナ用受信系を実

周波数特性を図 14 に示す．28GHz 帯の受信 RF 信号

現できると考えられる．

に対して，974MHz のサンプリングクロックを用いる

65nm CMOS プロセスを用いた試作した 28GHz 帯

ため，BPF は 7 次チェビシェフフィルタとすること

S/H-IC [24] の回路図と IC チップ写真を図 11 に，評

で，通過帯域の 0.1dB 帯域幅は 520MHz，通過帯域

価結果を図 12 にそれぞれ示す．28GHz 帯の RF 信

から 200MHz 離れの帯域外減衰量は 30dB 以上が得

号を 1GHz のクロックで直接サンプリングしたとき，

られている．
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ムアンテナやディジタルチャネライザの適用，あるい
は地上系の 5G あるいは Beyond 5G のフルディジタ
ル Massive MIMO の実現のため，数百から千個程度
のマイクロ波/ミリ波帯送受信回路を高密度に実装する
必要がある．小型な送受信機を実現する上で，CMOS
用いた RFIC 化が必須となるが，CMOS プロセスの
微細化に伴い，ディジタルリッチな送受信機構成が求
められている．ナイキストサンプリングをベースにし
た従来のディジタル RF 技術の場合，10GHz を超える
図 14

試作した 28GHz 帯アンチエリアスフィルタ (BPF)
の周波数特性

マイクロ波やミリ波帯の RF 信号を直接生成，離散化
するには，RF 信号の 2 倍以上のクロック周波数が必
要となり，実現が困難であった．本論文では，高次ナ
イキストゾーンを活用するダイレクトディジタル RF
技術について述べた．送信に関しては高次イメージを
用いた 1 ビットバンドパス ΔΣ 変調器，受信に関して
はダイレクト RF アンダーサンプリング受信機の構成
及び試作例を示し，その有効性を示した．
謝辞 本研究の一部は，総務省「戦略的情報通信研
究開発推進事業 SCOPE」(155002005)，及び，総務
省委託研究「狭空間における周波数稠密利用のための

図 15

試作した 28GHz 帯アンダーサンプリング受信機
の NF の周波数特性

周波数有効利用技術の研究開発」により実施されま
した．
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