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あらまし 本論文では，垂直磁化フェライト基板上に構成された右手/左手系複合メタマテリアルにおいて，非
相反移相特性の増強技術並びに周波数分散設計とその応用に関する最近の研究進展を解説する．まず，非相反性
を増強する方法として，直線状メタマテリアル線路において，フェライト基板上に構成された容量性スタブから
なる櫛型構造を紹介する．もう一つの増強法としては，リング状のメタマテリアル線路において，線路の曲率と
非対称なスタブ挿入との最適な組み合わせにより，非相反性が増強することを示す．更に，非相反性の周波数分
散設計が有効となる例として，実効屈折率に現れる非相反性の周波数分散がほぼゼロとなるメタマテリアル線路
の構成法を紹介し，擬似進行波共振器からなるビーム走査アンテナに適用することにより，ビーム方向の周波数
依存性が大幅に低減することを示す．
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1. ま え が き

導波路に沿って伝搬する電磁波の透過係数が，順方向

最近，メタマテリアルに関する研究が活発に行われ

は一般に，
「時間反転対称性の破れ」と「空間反転対称

ている．メタマテリアルとは，伝搬する波動の波長に

性の破れ」の二つの要素の組み合わせにより可能とな

比べて十分小さなスケールの構成要素からなる人工

る．時間反転対称性の破れを獲得する方法としては，

媒質・構造体のことで，負屈折率媒質の構成，クロー

マイクロ波帯では電子スピンを起源とする強磁性体や

キング・光学迷彩など新奇な波動現象の発現，新機能

フェライト [3], [4] を，光領域では磁気光学材料を利用

と逆方向とで異なることを意味する．非相反性の発現

デバイスの創製が期待されている [1], [2]．対象は従来

することがよく知られている．なお，時間反転対称性

の光・電磁波のみならず，最近では，音波など，物理

の破れを実現する上で，磁性体の利用は必然でないこ

学・工学の様々な分野に見られる波動現象に対して適

とを強調しておく．磁性体や磁石を用いる代わりに，

用されている．本論文では，光・電磁波伝搬を対象と

例えば，ダイオードなどの半導体素子を用いることに

する従来タイプのメタマテリアルのうち，特に「非相

より，回転異方性をもつメタマテリアルが最近提案さ

反性」を有するメタマテリアルの最近の研究動向を紹

れている [5]〜[9]．しかしながら時間反転対称性の破

介する．ここで「非相反性」とは，伝送線路若しくは

れだけでは，非相反性は発現しない．なぜなら，順方
向と逆方向とで，異なる経路を辿るとしても，あるい
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る平面に関して，導波路構造が非対称となることによ

を目的として，複数の容量性スタブからなる櫛型構造

り実現する．以上のように，非相反性とは，時間及び

を，非相反性増強構造の例として最初に紹介する．こ

空間の対称性が同時に破れたときに生じる．以下では，

れにより，25 mT 程度の弱印加直流磁界で，従来技術

時間反転対称性の破れとしては従来方式として垂直磁

と同程度の非相反性が得られている [20]．

化フェライト基板マイクロストリップ線路からなる右

擬似進行波共振器に沿って分布する位相勾配は，ビー

手/左手系複合 (CRLH) メタマテリアルを取り扱うも

ム走査だけでなく，偏波制御にも応用することができ

のとし，空間反転対称性の破れ，つまり導波路構造の

る．一般に，直交した二つの電流素子の間に 90 度の位

非対称性が非相反性に与える影響に焦点を当てて特性

相差を与えると，円偏波放射が可能となる．円形リン

改善を試みている例を紹介する．したがって，本論文

グの非相反メタマテリアル共振器の場合，周回で 360

で紹介する非相反性の増強技術及びその周波数分散設

度の位相差となるように構成すると，軸比特性の良い

計理論は，磁性体を用いていない非相反メタマテリア

円偏波放射が得られる．このように円形リングの非相

ルに対しても，適用可能であることを強調しておく．

反メタマテリアル線路からなる擬似進行波共振器の位

本論文では，アイソレータやサーキュレータなどの

相勾配を用いた円偏波アンテナが提案されている [21]．

ように透過係数の大きさに現れる非相反性 [10]〜[13]

しかしながら，先行研究においては作製の容易さから

ではなく，透過係数の位相特性に現れる非相反性，す

誘導性スタブを円形リングの外側に挿入していたが，

なわち，伝搬方向により実効屈折率の異なるメタマテ

直線上の非相反メタマテリアルの場合に比べて，非相

リアルを対象とする．具体的に言うと，双方向に対し

反性が小さくなってしまうことが問題となっていた．

てほぼ透明で伝搬損は小さいが，順方向伝搬の場合は

これは，線路のもつ曲率自体が空間反転対称性を破り，

正屈折率，逆方向は負屈折率を示すメタマテリアルが

非相反性が発現するためであり．非対称なスタブ挿入

興味の対象となる [14]〜[16]．負屈折率とは，位相速

による非相反性を打ち消した結果による．そこで，二

度と群速度とが互いに反平行となるバックワード波伝

つ目の非相反性増強の例として，リング状メタマテリ

搬を支える状態 [1], [2] であることから，伝搬方向によ

アル線路のもつ曲率と非対称なスタブ挿入との最適な

り屈折率が正負入れ替わる非相反メタマテリアルでは，

組み合わせにより，非相反性が強め合って増強するこ

電磁波電力の向きに関係なく，波数ベクトルの向きが

とを示す [22]．

同じになる．更に特定の周波数に限定されるが，波数

これまで，メタマテリアルの非相反性を増強する観

ベクトルは方向だけでなく，大きさも同一に設定する

点で述べてきたが，非相反性の大きさだけでなく，応

ことも可能である [14]．このような非相反メタマテリ

用例によっては，その周波数依存性が非常に重要な役

アル線路の両端に反射素子を取り付けて伝送線路共振

割を担う場合もある．例えば，従来の漏れ波アンテナ

器を構成した場合，電磁波が共振器内を一往復すると

の場合，放射ビーム角はアンテナを構成する線路の実

線路長に関係なく自動的に位相整合が取れて共振条件

効屈折率 neﬀ により決まる．線路に沿って伝搬する電

を満たす．その結果，共振周波数を固定したまま共振

磁波が外部の自由空間の電磁波と結合し漏れ波放射す

器サイズを自由に変えて設計することができる．更に

るためには，neﬀ が 1 よりも小さくなる速波領域で動

共振器に沿って電磁界分布が作る位相勾配を，共振状

作するよう設計を行う必要がある．しかしながら，速

態を保ちながら動的に操作することができる [17]．こ

波領域では，位相速度が真空中の光速 c を超えるため，

のような位相勾配可変の非相反メタマテリアル共振器

能動素子を使用する場合 [23] を除けば，エネルギー伝

（擬似進行波共振器）を漏れ波アンテナに応用すること

搬速度である群速度と一致することはなく，必然的に

により，従来の漏れ波アンテナにはない，小型で高効

周波数分散をもつ．その結果，動作周波数の変化に伴

率な漏れ波ビーム走査アンテナが構成できる [18]．こ

い放射ビーム方向が変化してしまうビームスクイント

の非相反メタマテリアルを用いた漏れ波ビーム走査ア

の問題が生じる．これに対して，先に紹介した擬似進

ンテナでは，ビーム走査角が線路の非相反性の大きさ

行波共振器の場合，共振構造のために，線路に沿って

に依存する．しかしながら，従来技術では非相反性の

伝搬する順方向と逆方向の電磁波成分が共存し，これ

大きさが十分でなく，例えば ±15◦ のビーム走査角に

らの重ね合わせの結果として形成される線路内の位相

対して，100 mT 以上の強い印加直流磁界を必要とし

勾配，つまり実効屈折率に現れる非相反性 Δneﬀ によ

ていた [19]．本論文では，この印加直流磁界の低減化

り放射ビーム方向が決定される．したがって，従来の
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漏れ波アンテナのように，位相速度と群速度の速度整
合条件を満足しなくても，Δneﬀ が周波数分散をもた
ないような非相反メタマテリアル [24], [25] を設計すれ
ば，共振状態を利用してビームスクイントをゼロにす
ることが可能となる．本論文では，まず，実効屈折率
に現れる非相反性の周波数分散がゼロとなるメタマテ
リアルを紹介し，それを擬似進行波共振器に適用した
場合に，ビームスクイントが大幅に低減することを示
す [25]．

2. スタブの非対称挿入による非相反性増
図1

強と印加直流磁界の低減

櫛型容量性スタブによる非相反メタマテリアル構造．
(a) 鳥瞰図．(b) 単位セル．(c) 断面． [20] より引用

まず，従来の非相反メタマテリアル線路として，直
線状のメタマテリアル線路における非相反性につい

けるこのスタブの役割を考えると，並列（シャント）

て述べる．垂直磁化フェライトを基板にもつマイクロ

枝に挿入されているので，メタマテリアルの実効誘電

ストリップ線路においては，金属ストリップの一方の

率に影響を与える．例えば，容量性スタブの挿入は実

端に電磁界が指数関数的に偏って分布するエッジ導波

効誘電率を上昇させ，誘導性スタブの挿入は，実効誘

モードが伝搬する [26]〜[28]．この横方向面内の電磁

電率を低下させる働きがある．したがって，線路の両

界分布の偏りは，伝搬方向あるいは印加磁界を逆向き

側に挿入されるスタブの一例として，容量性スタブ及

にすることにより反転する．この線路構造に沿って伝

び誘導性スタブをそれぞれ異なる側面に挿入すると，

搬するエッジ導波モードの非相反性を大きくするため

順方向伝搬の場合には，容量性スタブの挿入されてい

に必要なことは，磁化と伝搬方向の作る面に関して，

る側に電磁界が集中し，その影響で実効誘電率が大き

導波路構造の対称性を大きく崩すことである．例えば，

くなり，実効屈折率も大きくなって経路長が長くなる．

マイクロストリップ線路の両側にスタブを非対称に挿

これに対して，逆方向伝搬の場合には，誘導性スタブ

入することが一つの方法として挙げられる．

の挿入された側に電磁界が集中し，実効誘電率が低下

垂直磁化フェライト基板からなる非相反メタマテリ

して，経路長が短くなる．以上の結果として，順方向

アル線路の場合，非相反性の大きさは，順方向と逆方

と逆方向で，経路長に差異が生じ，非相反特性が発現

向の位相定数 β+ , β− の差 Δβ = (β+ − β− )/2 として

することが理解できる．では，非相反性を大きくする

定義され，印加直流磁界が弱い場合，先行研究により

にはどうすれば良いだろうか．上記の考えに基づいて，

既に定式化されている [29]．

容量性スタブが挿入されている線路の側面には，伝搬
距離を伸ばすための工夫が必要となる．一方，誘導性

γμ0 Meﬀ (Y1 − Y2 )
Δβ ≈ j
2c

(1)

スタブが挿入されている側面には，伝搬距離をより短
くする機構が必要となる．実際，具体的な構造に基づ

ここで，γ はフェライトの磁気回転比，μ0 は真空の透

く電磁界シミュレーションの結果によれば，容量性ス

1 及び Y2 は，中央のマイクロストリッ
磁率を表す．Y

タブを構成する誘電体基板には，より高い比誘電率 εr

プ線路の金属ストリップエッジ下の両側面に導入され

の基板を用いることにより，非相反性が大きくなるこ

た境界面の表面アドミタンス Y1 と Y2 をそれぞれ自由

とが確認されている (図 2 (a) 参照)．更に，容量性ス

空間の波動アドミタンス Y0 = 1/120π Ω

−1

で規格化

タブを挿入した側の伝搬距離を更に伸ばす方法とし

したものである．非相反性 Δβ は，フェライト基板内

て，図 1 に示すように，容量性スタブを構成する基板

の実効磁化 Meﬀ に関係する因子と，アドミタンス Y1

として，エッジ導波モード伝搬を支える垂直磁化フェ

及び Y2 の差に関係する因子との積で表される．具体

ライト基板を用いることが提案されている [20]．これ

的な構造に対応させて考えると，メタマテリアルを構

により，周期的に挿入される容量性スタブを構成する

成する中央マイクロストリップ線路の側面には，周期

マイクロストリップのエッジに電磁界が偏って伝搬し，

的にスタブが挿入されているが，等価回路モデルにお

電磁波の実効的な伝搬距離が更に伸びる結果となる
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図 3 曲率をもつメタマテリアル線路と非相反性．(a) 上
面図．(b) 断面図．(c) 非相反性． [22] より引用

図 2

非相反性の周波数依存性．(a) 基板の比較．(b) 印
加直流磁界の影響． [20] より引用

（図 2 (a) 参照）．図 2 (b) に，非相反性 Δβ の印加直
流磁界の影響を示す．ここで，Δβ は透過係数 S21 と

ωM
Δβ ≈
c



Y1 − (1 − w/R)Y2
w2
j
−
εr
2
6R

 
ω
c

(2)
ここで，ω は動作角周波数，ωM = γμ0 Meﬀ である．

S12 の位相特性を用いて，Δβ = (∠S21 − ∠S12 )/2l よ

式 (2) で定式化された非相反性 Δβ は，直線形状の場

り求められる．なお，l は非相反線路の長さ，図中の

合の式 (1) と類似しており，簡潔で明瞭な物理的解釈

Bex は測定時の外部印加直流磁界，H0 は数値計算で

を与える．まず，非相反性 Δβ は，時間反転対称性と

の内部直流磁界を表す．図 2 (b) より，従来構造では

空間反転対称性の破れが同時に生じたときに発現する

100 mT 以上の外部直流磁界を必要としていた大きさ

ことを表している．一つ目の因子 ωM /c は，実効磁化

の非相反性が，わずか 26 mT の直流磁界で同程度の

に比例していることから，時間反転対称性の破れに相

非相反性が得られていることがわかる [20]．このよう

当している．式 (2) 右辺の括弧で囲まれた二つ目の因

に，非相反性を増強することにより，非相反性発現に

子は，空間反転対称性の破れに対応しており，その因

必要な印加直流磁界の大きさを大幅に低減することが

子は更に二つの項に分けられる．第 1 項は，Y1 と Y2

できる．

の差に関係していることから，スタブの非対称な挿入

3. 線路の曲率と非対称なスタブ挿入との
組み合わせによる非相反性増強効果

による構造の非対称性に相当している．また，第 2 項
は，曲率半径 R の逆数に比例することから，線路の曲
率による構造の非対称性に相当していることがわかる．

非相反性の発現に不可欠な要素の一つとして，構造

スタブ挿入と線路曲率との関係を示す前に，線路の

の非対称性が挙げられるが，垂直磁化フェライト基板

曲率により発現する非相反性について考える．線路幅

マイクロストリップ線路の場合，スタブの非対称な挿

w = 2 mm として，線路の曲率を変化させた場合に

入以外にも，図 3 (a) に示すような線路の曲率により，

非相反性の変化の様子を図 3 (c) に示す．反時計回り

構造の非対称性を変えることができる．そこで，単純

の順方向伝搬と時計回りの逆方向伝搬に対して，エッ

化したモデルとして，図 3 (a), (b) に示すように，線

ジ導波モードの偏るストリップ端は，それぞれリング

路幅 w，リング外側の曲率半径 R，リングの外及び内

の内側及び外側となり，その経路差が非相反性となっ

側面の表面アドミタンスがそれぞれ Y1 ，Y2 の非相反

て現れる．図 3 (c) より，曲率半径が小さくなるにつ

メタマテリアル線路を考える．このとき，非相反性は，

れて，経路差は大きくなり，非相反性は負の値を取り

次式のように近似的に表される [22]．

つつ，絶対値は大きくなることが確認できる．なお，
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図 3 (c) の電磁界シミュレーションと式 (2) の結果を
比較すると，R が大きい場合，良く一致しているのに
対して，R = 10 mm の場合，差異が顕著となってい

4. 非相反性の周波数分散設計とビームス
クイント低減化への応用

る．この理由としては，式 (2) の導出の際，線路幅と

前節までは，メタマテリアルの位相定数に現れる非

曲率半径の比 w/R が 1 に比べて十分小さいものと仮

相反性の増強技術について述べてきたが，非相反性は

定して，2 次以上の高次項を無視しているためである．

その大きさだけなく，周波数依存性が重要となる場合

次に，曲率をもつ線路に誘導性スタブを挿入する場

がある．本節では，非相反性の周波数分散の設計法に

合を考える．誘導性スタブのアドミタンスはインダク

ついて紹介する．

タンスを L とおくと Y = 1/jωL と表されるので，式

一本の伝送線路から構成される漏れ波アンテナにお

(2) から，Y1 ではなく Y2 つまりリングの内側に誘導性

いて，線路に沿って一方向伝搬する電磁波の動作周波

スタブを挿入した方が線路の曲率による非相反性と強

数が変化すると，放射ビーム方向も変化してしまう

め合い増強することが予想できる．電磁界シミュレー

ビームスクイントの問題がある [23]．線路内の位相定

ションで設計した具体的な構造として，リングの内側

数 β と放射ビーム角 θ の関係を次式に示す．

及び外側にスタブを挿入した場合をそれぞれ図 4 (a),

(b) に，数値計算及び測定結果の比較を図 4 (c) に示
す．図 4 (c) には，比較のため，線路が曲率をもたな
い直線状線路の場合も示している．この図から，誘導
性スタブは，リングの外側からではなく内側から挿入
した方が非相反性を増強できることが確認できる．以
上の結果は，直線状線路の場合に述べたのと同じ考え
方で，動作原理を説明することができる．誘導性スタ
ブを挿入する線路の側面には，実効的な経路長を短く
する機構が必要となる．つまり，誘導性スタブはリン
グの内側に挿入した方が非相反性は増大する．また本
論文では明示していないが，容量性スタブ挿入の場合，
リング外側に挿入した方が非相反性は増大することを
数値計算及び実験で確認している [22]．

θ = sin−1

β
= sin−1 neﬀ (ω)
β0

(3)

ただし，β0 = ω/c は自由空間中の位相定数である．
式 (3) からわかるように，漏れ波放射が生じる速波領
域では，線路の実効屈折率 neﬀ が 1 より小さくなけ
ればならず，伝送線路内の位相速度が光速を超えるこ
とから，位相速度と群速度との速度整合が得られない
ため，ビームスクイントは不可避となる．これに対し
て，非相反右手/左手系複合メタマテリアル線路を用
いた擬似進行波共振器からの漏れ波放射は，共振器を
構成する線路に沿って順方向及び逆方向に伝搬する電
磁波の重ね合わせにより，ビームが形成されることか
ら，ビーム方向は，線路の実効屈折率そのものではな
く，その非相反性 Δneﬀ = n+ − n− により決定され，

θ = sin−1

Δneﬀ (ω)
Δβ
= sin−1
β0
2

(4)

と表される [25]．ただし，n+ 及び n− は，それぞれ順
方向及び逆方向伝搬の実効屈折率を表す．したがって，
擬似進行波共振器からのビームの方向が周波数によら
ず一定となるためには，先述の速度整合を満足する必
要がなく，非相反性 Δβ の周波数依存性を最適化する
ことにより可能となる．
印加直流磁界が弱く，動作周波数が磁気共鳴周波
数より高域側にある場合，垂直磁化フェライト基板

CRLH メタマテリアル線路の非相反性は，式 (1) のよ
うに表されることは既に述べた．したがって，実効屈
折率の非相反性 Δneﬀ が周波数によらず定数，つまり
図 4 誘導性スタブ挿入と線路曲率の組み合わせによる非
相反性．(a) 内側挿入．(b) 外側挿入．(c) 非相反性
の比較． [22] より引用

Δβ が動作周波数 ω に比例するためには，アドミタン

1 − Y2 ) が動作周波数に比例する必要がある．
スの差 (Y
つまり，容量性素子を用いる必要がある．一方，メタ
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図 5 非相反性の周波数分散がゼロのメタマテリアル線路
構造． [25] より引用

マテリアルの実効誘電率を負の値にするために，誘導
性スタブを挿入する場合が多いが，誘導性素子のアド
ミタンスは周波数の逆数 1/ω に比例するため，誘導性
スタブを非対称に挿入すると，1/ω に比例した非相反
性が現れてしまう．したがって，周波数分散がゼロの
非相反性を実現するためには，誘導性スタブは対称性
を有するように，中央線路の両側から挿入し，非相反
性への寄与を相殺しておく必要がある．
図 5 に，非相反性の周波数分散がほぼゼロとなる

CRLH メタマテリアル線路の構造の例を示す．図 5 に
示す構造は，水平方向に配置された中央のマイクロス
トリップ線路に対して，下側の側面にのみ非対称に容
量性スタブが挿入されている．これが動作周波数に比
例する非相反性 Δβ を実現している．一方，誘導性ス

図 6

分散曲線と非相反性 Δβ ．(a) μ0 Hex = 108 mT,
(b) μ0 Hex = 0 mT, (c) μ0 Hex = −108 mT. [25]
より引用

図7

ビーム方向の周波数依存性と印加直流磁界によるそ
の変化の様子． [25] より引用

タブは上下の側面に対して挿入されている．これは，
負の誘電率を獲得するために挿入されたスタブである
が，非相反性に影響を及ぼさないよう，両側から対称
性を保ちながら挿入されている．
図 5 の提案モデルに対する分散曲線及び非相反性

Δβ の周波数依存性を図 6 に示す．図 6 (a), (b), (c) は
それぞれ，外部印加磁界が μ0 Hex = 108 mT, 0 mT,

−108 mT の場合を示している．図 6 (b) からわかる
ように，印加直流磁界がゼロの場合，メタマテリアル
線路は相反性となり，非相反性 Δβ は周波数に関係
なく 0 となる．フェライト基板に対して，垂直に正
の直流磁界が印加された場合の図 6 (a) では，Δβ は

が μ0 Hex = 108 mT, 0 mT, −108 mT の三つの場合

負の値を取るが，特に低周波領域において動作周波

を重ねて示している．図 7 中の 2 本の二点鎖線の直

数 f にほぼ比例して変化していることが確認できる．

線は，同じメタマテリアル線路に沿って順方向あるい

直流磁界が負の値の図 6 (c) の場合においても，低周

は逆方向に電磁波が一方向伝搬する場合の漏れ波放射

波領域で比例特性を示していることが分かる．なお，

のビーム方向を表している．この結果からわかるよう

図 6 (a)(c) の高周波域では，Δβ の直線性が失われて

に，提案の非相反メタマテリアル線路を，従来の漏れ

いるが，これは容量素子として終端開放スタブを使用

波アンテナと同様に電磁波を一方向伝搬させて使用す

しているためで，スタブ長の影響が無視できなくな

ると，動作周波数の変化に伴い，ビーム方向も変化し

り，分散性が現れた結果による．次に，図 6 の伝搬特

てしまう．一方，同じ非相反メタマテリアル線路に対

性をもつ非相反 CRLH メタマテリアル線路を擬似進

して共振器構造を採用し，擬似進行波共振に基づく漏

行波共振器に適用し，放射ビーム方向の周波数依存性

れ波アンテナとして動作させた場合，ビーム方向が平

を調べた結果を図 7 に示す．図中には，外部印加磁界

坦になっていることが確認できる．特に，印加直流磁
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界が μ0 Hex = 108 mT の場合，5.70 GHz から 6.05

ム方向の周波数依存性が大幅に低減することを示した．

GHz までの範囲（比帯域 6%）に亘り，ビーム方向が

本論文では，アンテナへの応用を中心として，非相

◦

θ = −10 で，ほぼ一定となっていることが確かめら

反メタマテリアルに関する最近の研究進展を紹介した．

れる [25]．なお，μ0 Hex = 108 mT のシミュレーショ

まえがきにおいて少し触れた「対称性の破れ」は，非相

ン結果を参照すると，5.75 GHz 以下の帯域において，

反性の発現に限定された話ではない．例えば，空間反

ビーム方向が大きく変動しているが，これは低域側に

転対称性の破れによるカイラルメタマテリアルにおい

存在する-1 次共振モードの影響による．一方，印加直

ても，興味深い電磁現象が報告されており，新たな電磁

流磁界が逆向きの μ0 Hex = −108 mT の場合，ビー

現象の発現，応用技術分野の開拓・発展に期待したい．
文

ム方向が平坦となる周波数範囲が狭いことが分かる．
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