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マイクロ波帯における丸棒測定用空洞共振器法の高確度化への挑戦
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あらまし 従来より，誘電体丸棒試料を円筒空洞共振器の中心軸上に挿入する空洞共振器摂動法が電子材料測
定法として広く応用されてきたが，正確な誤差評価が困難である難点があった．本論文では，実際に用いる空洞
共振器構造における厳密な解析に基づく高精度計算が，摂動計算に付随する系統誤差の減少に有効であり，また
この厳密解析を保証する精密な空洞の設計製作が，偶然誤差の減少に有効であることを実証する．これまでの
種々の挑戦の結果，本測定法は比誘電率測定に関して 1%，誘電正接測定に関して 10%の測定確度（正確さ）を
達成できた結果，IEC 標準化されるに至った．
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定を達成するため [13], [14]，測定誤差要因を，測定値

1. ま え が き

のかたよりに起因する系統誤差と測定装置を用いて

来る 5G（第 5 世代移動通信システム）社会に向け

繰り返し測定を行ったときのばらつきの要因となる偶

て，新電子材料開発のため，マイクロ波からミリ波帯

然誤差に分類して検討してきた．本論文では，近年導

にわたる材料定数の正確な測定及びその温度依存性測

入された「不確かさアプローチ」ではなく，伝統的な

定への強い要望がある．また電子回路の高精度設計を
実現し，試作回数を減少させて開発期間を短縮するた

「誤差アプローチ」により測定の高確度化を述べる．
系統誤差の軽減には，誤差の発生要因を明らかにし，

めには，誘電体基板及び導体の正確な材料定数の値を

その要因を補正するために，厳密な電磁界解析に基づ

用いた電磁界解析ソフトや回路解析ソフトによる設計

いた計算ソフトを開発することが重要である．本ソフ

が必須の技術と認識している [1]〜[3]．

トは，装置及び試料の寸法誤差などの誤差要因による

筆者は大学在任中からこれまで，フィルタ設計の必
要性から低損失誘電体材料のマイクロ波測定の開発に

測定誤差評価にも応用することができる．
また偶然誤差の軽減には，測定における測定値のば

携わってきた [4]．これまでに，比誘電率測定で 1%，

らつきの要因を最小にするような装置の開発が重要で

誘電正接で 10%程度の測定確度（正確さ）の実現を目

ある．本装置を用いて繰り返し測定を行い，前述のソ

標に，誘電体共振器法，空洞共振器法，遮断円筒導波

フトを用いて偶然誤差を評価し，複数の装置の器差間

管法，平衡形円板共振器法，空洞共振器摂動法（以後，

の測定値のばらつきを評価する必要がある．最後に，

空洞摂動法と呼ぶ）に関する高確度化を実現し [5]〜

系統誤差と偶然誤差を誤差伝播の法則を適用し，標準

[10]，必要に応じて計測装置を所有する諸機関による同

偏差により測定精度が評価される [5]〜[12], [15]．

一試料のラウンドロビン測定を実施し [11], [12]，JIS
や IEC 標準化を進めてきた．

1960 年代からこれまで，空洞摂動法は誘電体やフェ
ライト材料などの電子材料を簡便に測定する方法とし

筆者はこれまで正確さの高い測定すなわち高確度測

て広く用いられてきた [16]〜[18]．しかし，ベッセル
関数の数表と計算尺しか利用できなかった当時の技術
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では，摂動公式から得られる測定値の測定精度を評価
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することは困難であった．その後，電子計算機の演算
性能の向上とともに厳密解析に基づく高精度な計算が
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可能となり，その結果，空洞摂動法の誤差評価が初め

空洞共振器の電磁界分布が試料挿入後に変化しないと

て可能となった．

いう仮定のもとに導出されている．そのため，d1 ，d2 ，

本論文は，誘電体丸棒試料測定用に広く用いられる
空洞摂動法について，摂動公式に含まれる系統誤差及
び測定装置などに含まれる偶然誤差を詳細に検討し，
高確度化へ挑戦し続けた結果，新たな空洞共振器法を
提案し，IEC 標準化 [19] に至った技術的背景について

εr ，tan δ の測定値に関する正確な誤差評価ができな
い難点があった．

3. モード整合法による厳密解析
前節に示した図 1 の構造について，モード整合法に
よる厳密な電磁界解析を行うことにより，摂動公式 (1)

述べる．

に含まれる誤差を評価することが可能となった [20]〜

2. 空洞摂動法

[25]．TM010 モードに関する誤差評価の一例を示す．

空洞摂動法に用いる円筒空洞共振器の構造を図 1 に

まず，寸法 D = 2R3 = 115mm，H = 2L = 50mm

示す．直径 D，高さ H の円筒空洞の中心軸上に直径

の円筒空洞共振器の中心に εr ，d1 = 2R1 の誘電体円

d1 の誘電体丸棒試料（比誘電率 εr ，誘電正接 tan δ ）

柱を置いた共振器構造（試料挿入孔なし，図 2 (a) 参

を直径 d2 の試料挿入孔から図のように挿入する．先

照）に関して厳密解析により εr を計算し，式 (1) で

端部にループをもつ同軸励振線により TM0m0 モード

与えられる εp に含まれる誤差 Δε = εp − εr を計算

を励振する．本論文では，一つの共振器で 2 点の測定
結果を得るために，基本モード TM010 モード及び共
振周波数の高い高次モード TM020 を扱う．
空洞共振器への試料挿入前後の共振周波数 f0 ，f1
及び無負荷 Q 値の Qu0 ，Qu1 の測定結果の差を用い
て，誘電体丸棒の比誘電率 εp ，及び誘電正接 tan δp
は次の摂動公式により求めることができる [18]．



2

f0 − f1
+1
f1
 2 

αm D
1
1
tan δp =
−
2εp d1
Qu1
Qu0

εp = αm

D
d1

(1)
(2)

ただし，TM0m0 モードにより決まる定数 αm は，

αm = 2J12 (j0m )

(3)

である．また，J1 (x) は第 1 種 1 次ベッセル関数であ
る．j0m は第 1 種 0 次ベッセル関数の m 番目の根で
あり，j01 = 2.40483，j02 = 5.52008 である．しかし
ながら，式 (1)，(2) は，試料を挿入しない状態の空の

図1

誘電体丸棒測定用円筒空洞共振器の構造

図 2 TM010 モードに関する摂動公式 (1) に含まれる誤
差の計算 [20]〜[25]
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した．その結果を図 2 (a) に示すに示す．εp は εr よ

106 S/m に対する比導電率である．マイクロ波帯では，

りも大きめに測定され，εp の誤差は εr が大きいほど，

電流は表皮効果により表面しか流れないため，σr は

また d1 が太いほど大きくなることがわかる．

酸化やキズなどの導体表面状態及び周波数に依存する．

次に，図 2 (a) 中に示される共振器に試料挿入孔

測定に用いる空洞の寸法 D，H 及び σr は，空の空

d2 = 2R2 を開け，丸棒試料を挿入した状態の空洞構造

洞共振器の TM010 モードと TM011 モードの共振周

（図 2 (b) 参照）に関して，TM0m0 モードの共振周波

波数及び無負荷 Q の測定結果より，あらかじめ求めて

数 f1 及び無負荷 Q，Qu1 の厳密解析を，リッツ・ガレ
ルキン法を応用したモード整合法により行った [21]〜

[25]．

おく必要がある [25], [26]．

5. 測定治具及び測定結果

d1 = 3 mm として，試料直径 d1 を変化させた場合

SDCR 法は，1 個の空洞共振器の複数の高次モード

の εp の誤差計算の結果を図 2 (b) に示す．この際，g

を用いることにより，丸棒試料の εr 及び tan δ の周波

の値は εr < 100 では 6 mm 以上であれば，測定に影

数依存性の高精度測定に有効である．これを実証する

響しないと評価されたので [22], [24]，g = 10mm とし

ために，直径及び高さの異なる 6 個の空洞共振器を製

た．試料挿入孔の影響は測定値 εp を下げる方向に作

作し，種々の誘電体丸棒（d1 < 3 mm）の εr 及び誘

用することがわかる．摂動法の測定誤差は，経験的に

電正接の周波数依存性を測定した．その結果，本法で

3%程度であると言われているが，εr < 5 であれば正

は，εr 測定に関して 1%，tan δ 測定に関して 10%の

しいことがわかる．

測定確度（正確さ）を達成できることを実証すること

更に次数 m の大きい TM0m0 モードについても同
様の検討が行われ，更に摂動公式 (2) tan δp に関する

ができた [26]〜[33]．
本節では測定治具及び測定結果の一例について述べ

検討も行われたが，省略する．

る．測定に用いた TM010 モードの共振周波数 3GHz

4. SDCR 法の提案

の純銅製の空洞共振器（D = 76.5mm，H = 20.0mm）

図 1 の構造に関して，前節の厳密解析に基づいて

器（D = 28.7mm，H = 7.5mm）を用意した．同一

プログラミングされた計算ソフトを用いて，TM0m0

試料の周波数依存性を測定できるように，挿入孔直

の写真を図 3 に示す．同様の構造で 8GHz 空洞共振

モードの共振周波数及び無負荷 Q の測定結果から εr

径 d2 = 3mm は統一した．空洞内壁を流れる TM0m0

及び tan δ を求める方法を提案する．本法を丸棒測

モードの電流は，上部励振孔から上部短絡板を半径方

定用空洞共振器法と称し，SDCR 法 (Stick-Dielectric

向に放射状に流れ，側壁を軸方向に流れを変えて，下

Cavity Resonator Method) と略称する．

部短絡板より下部励振孔に戻る経路をとるので，短絡

εr は，TM0m0 モードの共振周波数 f1 の測定値よ
り次の正方行列式を用いて求められる．

det X(εr ; f1 , d1 , d2 , D, H, L) = 0

板と円筒部の接続面の隙間は，共振周波数の変化及び
無負荷 Q 値の劣化を招く要因となる．接合部のはんだ

(4)

付けはあいまいさを残すので採用しなかった．円筒部
と挿入孔付短絡板は純銅バルク材から一体構造で機械

ただし，行列要素は省略する [23]〜[25]．また，tan δ

加工されている．短絡板と円筒部は多数のねじでしっ

は対応するモードの Qu1 の測定値を用いて次式より

かり固定され，空洞内壁は鏡面研磨及びアニール処理

求められる．

tan δr = A/Qu1 − BRs

(5)

ただし，L = H + 2g ，g は試料挿入孔深さ，A，B は
厳密解析により求められる定数である．また，円筒空
洞の表面抵抗 Rs と導体の導電率 σ は，次式により関
係付けられる．



Rs =

ω0 μ0
,
2σ

σ = σr σ0

(6)

ただし，σr は万国標準軟銅の導電率 σ0 = 58x
4

図3

3GHz 空洞共振器の写真
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密計算式及び摂動公式に基づいて計算され，チャート
化された [32]〜[35]．TM010 モードに関するチャート
を利用して国際標準化が実現された [19]．

7. 本法の波及効果

1 本法を利用して，丸棒試料の温度依存性の測定の
可能性について検討したが [36]〜[38]，丸棒試料への
熱伝導が遅いため，測定に長時間を要することがわ
かった．


2 本法の高確度性を利用して，角柱試料を用いる測
定の誤差評価が行われた [39]．

3 空洞の試料挿入孔に誘電体チューブを挿入し，チュー
ブ内に液体を入れて，その複素誘電率を測定する方法
を提案し，この方法により液体の高精度測定が実現さ
れた [40]〜[46]．

4 本法を拡張して，フェライト丸棒の ε，μ の分離測
図4

溶融石英ガラスの周波数依存性測定結果

定法が提案されている [47], [48]．

5 同様の共振器法によるミリ波帯測定への応用が検

されている．TM0m0 モードの励振は先端に微小ルー
プをもつ同軸励振線により磁界結合で行われ，励振強
度の調節はマイクロメータ構造により励振線挿入長を
可変して行われる．

討されている [49], [50]．

8. む す び
本論文では，厳密な解析に基づく高精度計算が，系

3GHz 空洞の 4 個のモード（m = 1〜4）及び 8GHz

統誤差の減少に有効な手段であり，また偶然誤差の減

空洞の 3 個のモード（m = 1〜3）を用いて，溶融石

少には，厳密解析を保証する精密な空洞の設計製作が

英丸棒（d1 = 2.698 ± 0.001mm）の比誘電率と誘電

必要であることを実証した．今後，本測定法が普及し，

正接の周波数依存性を測定した．式 (4)–(6) を用いて

広く浸透することが期待される．

求めた 7 点の測定結果を図 4 に黒丸印及び黒角印で示

謝辞 筆者は，1965 年〜2004 年，埼玉大学在任中，

す [29], [31]．2 個の共振器で 3–30GHz，すなわち 1 オ

フィルタ設計の必要性から本論文で述べた電子材料測

クターブバンドの広帯域測定が実現された．比較のた

定法の開発研究を行ってきた．また，定年前に設立し

め，摂動公式 (1)，(2) から求めた結果を白抜きの丸印

たサムテック社で，これらの測定法を発展させるとと

と角印で示す．摂動法では，試料挿入孔の影響がモー

もに，厳密解析計算プログラムの維持管理に努めて

ドごとに異なるので，周波数依存性の測定は困難であ

いる．

ることがわかる．

長年にわたり本研究に携わってきた大学院生の方々

6. 国際標準化

に心からお礼を申し上げるとともに，装置製作にご協

本測定法の高精度性は実証されたが，取扱いに専門

坂清三氏に深謝する．また測定の不確かさ評価に関し

的な技術を要し，普及に難があった．そこで取り扱い

て，文献紹介と貴重なご意見を頂いたサムテック社小

を容易にするために，摂動公式で求められる値を補正

林創太郎氏に感謝致します．

力頂いた埼玉大学技官加藤正之氏，及び川島製作所赤

する係数をあらかじめ図表化するすることにより正確
な値を求める方法として次式を提案した [32]〜[35]．

εr = C1 εp ,

tan δr = C2 tan δp
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