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ダイレクトコンバージョン受信機用ミクサの研究開発動向
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Mission Impossible? A Review of Mixers for Direct-Conversion Receivers
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あらまし ダイレクトコンバージョン方式受信機用RF-LSIの研究開発動向について，特にミクサに重点をお
いて回路設計的側面から解説する．ダイレクトコンバージョン受信機特有の問題点と，その解決の努力について
説明する．中でもキーコンポーネントであるミクサの自己混合や 2次の非線形性を低減するために多くの回路的
努力がなされており，ダイレクトコンバージョン特有の問題のかなりの部分が解決されつつある．特に，原理的
に自己混合を生じない偶高調波ミクサはダイレクトコンバージョン方式受信機に適したミクサである．
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1. ま え が き

最近ワンチップ無線機，特にCMOSで実現するも

のに大きな関心が寄せられている．これは，我が国で

いえば携帯電話やPHS等の移動通信端末の爆発的な

普及と，それに伴う各種サービスや，近々予定されて

いる広帯域を売り物とする IMT-2000システムの出現

という社会的・経済的背景と切り離しては考えられな

い．IMT-2000の後ろには，ブルートゥース，高速無

線LAN等の高速・広帯域無線システムが控え，出番

を待っている．これらのシステムを実現するには，小

形で安価な無線機が必要とされており，「ワンチップ無

線機」に対する関心が高い．ワンチップ無線機は，実

現されれば高周波アナログ回路と大規模なディジタル

信号処理回路をも含んだ究極のシステム・オン・チッ

プとなるため，その実現を目指す大きな技術的・経済

的動機がある．

ワンチップ無線機を実現するにあたって一番の技術

的課題は，モノリシック化に適した受信方式の選定及

び受信回路方式の開発であろう．送信側にも種々の課

題はあるが，受信側に比べると困難度はより低い．送

信側は自身の送信すべき信号だけを扱えばよいのに

対して，受信側は受信すべき信号よりも何けたも大き
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く，常に変動する多数の妨害波に打ち勝って，所望の

信号だけを取り出さなければならないため，その実現

はより困難である．したがって，モノリシック化に適

した受信機のアーキテクチャがキーであり，ここ10年

ほどはダイレクトコンバージョン方式（以下，DC方

式），低 IF方式等が大きな注目を浴びている．実際，

本論文を書くにあたって，インターネットで “direct

conversion receiver” を含むウェブサイトを検索して

みたところ，4000件ものヒットがあり，世間の関心の

高さを実感した．ちなみに，“low-IF receiver”は 400

件であった．

ダイレクトコンバージョン受信機（以下，DCR）を

用いた無線機は，Alcatel社によって既に 1992年以来

GSM無線端末 [1], [2]で実用化されており，国内では

同じころから各社のページャで実用化されている [3]．

これらは定包絡線変調方式を採用しているため，2次

の非線形ひずみの影響が少ない上，DCオフセット対

策のために比較的高い周波数まで低域をカットしても

誤り率がさほど増加しないから，DCR特有の問題が

軽減されるのである．また，衛星放送の IF受信機は

DCR方式が主流となっているようである [4]（注 1）．こ

れは，衛星からの多チャネルの信号はほぼ等しい電力

レベルで送信されてくるため，多種多様なシステムが

（注 1）: IFに対してダイレクトコンバージョンを行うので，厳密には
DCRではない．
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混在する地上の移動通信網のように不要波と所望波の

電力比として60 dB程度の値を想定する必要はないか

らである．しかし，同時に扱うチャネル数が多いため，

2次の非線形性に対する要求は必ずしも緩和されるわ

けではない．このように，無線通信方式とシステムの

仕様・特徴によってはDCRが実用可能であり，試作

レベルであるがPHS端末をターゲットとした東芝 [5]

と三菱電機 [6]の報告があり，特性的にはPHSの仕様

を満足することが確かめられている [6]．しかし，振

幅変調成分を有する変調方式を採用していて帯域幅が

比較的狭いPDC，PHS等ではまだ実用化されておら

ず，残念ながら，すべてのシステムに適用できるレベ

ルまで到達しているとはいえない．また，三菱電機は

W-CDMAの開発を偶高調波ミクサを用いたDC方式

で行っている [7]．なお，実用化された例では，いずれ

もRF回路の部分がCMOSではなく，バイポーラト

ランジスタ（以下，BJT）を用いたLSIで構成されて

いる．

本論文では，筆者がかかわってきたDCRに関して，

アナログ IC設計の立場から，問題点と解決に向けた

努力について解説する．なお，DC方式の一般的な知

識として，今でも文献 [8]の記述が有効であるが，本

論文ではそれ以降の偶高調波ミクサに関する発展を中

心に解説する．

2. ダイレクトコンバージョン方式

現在受信機として主流のスーパヘテロダイン方式

（SH方式）は，高周波 (RF) 信号をミクサでいったん

中間周波数 (IF)と呼ばれる低い周波数に変換してチャ

ネル選択を行う方式である．RF信号の周波数を fRF，

中間周波数を fIFとすると，ミクサに供給する局部発

振器 (LO)の周波数 fLOは fRFと fLOの差が fIF とな

るように選べばよく，LOとして fLO = fRF ± fIFの

二つの周波数が可能である．このとき，どちらの周波

数をLOに選んでも，他方の周波数に不要な信号があ

れば同じ fIFに変換されてしまい，所望波と不要波が

分離できなくなる．この不要波をイメージ信号と呼び，

ミクサに入力される以前に所望波と比べて十分小さく

抑圧しておく必要がある（注 2）．このため，SH方式受信

機の設計ではイメージ信号の抑圧が，方式上最大の課

題といえる．

イメージ信号をなくすためには，IFをゼロにして，

RF信号を直接ベースバンド信号（B/B信号）に変換

すればよい．この方式をダイレクトコンバージョン方
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図 1 ダイレクトコンバージョン受信機の構成と特有の問
題．ASP：アナログ信号処理部，DSP：ディジタル信
号処理部，LNA：低雑音増幅器，0/90：90◦移相器，
VGA：可変利得増幅器，LPF：低域フィルタ，A–D：
アナログ–ディジタル変換器，LO：局部発振器出力．

Fig. 1 Block diagram of a typical direct-conversion receiver

(DCR), and its specific issues. ASP : analog sig-

nal processing block, DSP : digital signal processing

block, LNA : low noise amplifier, 0/90 : 90◦ phase

shifter, VGA : variable gain amplifier, LPF : lowpass

filter, A–D : analog-to-digital converter, LO : local

oscillator.

式と呼び（注 3），古くから知られているが，以下に述べ

るDC方式特有の問題の解決が困難だったため，限ら

れた用途で使われるにすぎなかった．しかし，この方

式はイメージ抑圧フィルタや IFフィルタが除去できる

特徴をもつので，LSI技術の進展に伴って，ワンチッ

プ化可能な方式として再評価されるようになった．

DC式受信機の構成ブロック図と，各ブロックにお

ける主要な問題を図 1に示す．なお，IFがゼロだと

ベースバンドの波形が折り重なって復調できないため，

DCRでは位相の90◦異なる二つのLO信号と2組のミ

クサを用いて直交復調を行う．以下，問題の項目ごと

に説明する．

2. 1 LO信号の放射

RF周波数とLO周波数が同じであるため，LO信号

がRF信号経路にもれ込むと，アンテナからLO信号

が放射され，他の受信機への妨害となる．

LO信号の放射は注意深いシールドで問題ないレベ

ルまで軽減できるという検討結果 [9]があり，実際に

も 2GHzにおいて通常のシングルバランス型ミクサの

LO-RFポート間のアイソレーションとLNAの逆方向

利得 |S12|を総合すると65dB程度のアイソレーション

が可能であるとの実験結果がある [5]．これは実装基板

（注 2）:無線通信システムの仕様によって異なるが，普通の携帯電話等で
は，所定の誤り率を得るために必要なD/U比 20dBを想定すると 80dB

程度のイメージ抑圧が必要である．
（注 3）:直接変換，ホモダイン，ゼロ IF方式など，種々の呼び名がある．
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の配置とシールドによって更に軽減できるため，実用

的な値に抑えることは十分可能である．

2. 2 自己混合の問題

RF周波数とLO周波数が同じであるため，LO信号

がRF信号経路にもれ込むとLO同士の自己混合を生

じ，大きなDCオフセットを発生する．もれ込むLO

信号のレベルは外界の影響で変動するため，DCオフ

セットも変動する．静的なDCオフセットは回路のダ

イナミックレンジを狭め，動的なDCオフセットは等

価的に低周波雑音となるので受信感度を低下させる．

自己混合がいかに重大か，数値例を挙げよう．例え

ばRF信号が 10µV程度であるのに対して，LO信号

は数百mVの大きさであるから，受信機内に所望波よ

り 4けたほど大きな妨害信号源を抱えていることにな

る（注 4）．

通常のアクティブミクサのダイナミックレンジは

70dB前後であるため，100dB にも及ぶRF信号のダ

イナミックレンジを取り扱うためには，ミクサ前段の

LNA の利得を切り換える必要がある．しかし，これは

LNA出力側の反射係数の変化を伴わずには実現できな

いので，LO信号のRF経路へのもれ込み量も，LNA

の利得切換によって変化し，自己混合によるDCオフ

セット量も変化する．反射係数の変動をかなり小さく

抑えても，もともとのLO信号漏
えい

洩量が受信感度に対

応するRF信号よりもはるかに大きいのであるから，

DCオフセットの変動量も所望信号より非常に大きく

なり得る．したがって，DCRではミクサの設計が最

も重要なポイントであるため，ミクサについては別に

説明する．

2. 3 DCオフセット

携帯電話等の無線通信ではアンテナで受信した信号

をB/Bの音声帯域の信号にするには，100dB前後の

増幅度が必要である．SH方式ではこの大部分を IF段

で稼いでいるが，DCRには IF段がないため，B/B部

で 60～80dB前後の利得を稼ぐ必要がある．これがど

のくらい深刻かは，80dBの直流利得はミクサの出力

に 0.1mVのDCオフセットがあれば出力を飽和させ

るのに十分であることを考えれば明らかであろう．

DCオフセットの主要因は，二つある．一つは LO

信号がRFポートにもれて発生する自己混合によるも

ので，もう一つは回路を構成する素子のばらつきによ

るものである．後者ははぼ一定であるが，自己混合に

起因するものは外界の状況によって変化するので，静

的な成分と同時に予測できない変動成分をもつ．一般

に，静的なオフセットが支配的であり，これは容易に

キャンセルできるが，動的な成分は適応的にキャンセ

ルせざるを得ないので対策がより難しい．

受信信号経路の最も上流でDCオフセットが発生す

るのはミクサであるから，ミクサでのDCオフセット

発生を低減するのが本質的であり，これは別に論ずる

が，現実的にはミクサ出力のDCオフセットをゼロに

することはかなわない．したがって，B/B部における

DCオフセットの存在を前提とする受信機のシステム

設計が必要である [10]．

静的なDCオフセットキャンセルには，すべてB/B

部のアナログ回路で行う方法 [11], [12]と，B/B出力

をA–D変換後にディジタル信号処理部でオフセット

を検出し，D–A変換器を介してアナログ部にフィー

ドバックする方法 [13], [14]がある．動的なDCオフ

セットキャンセルには，ディジタル的に適応制御する

方法 [14], [15]が提案されている．

更に，適用するシステムによっても難しさが異な

る．例えば，TDMAのシステムでは送受信しない時

間が周期的に回ってくるので，ある受信スロットの間

（あるいは休止期間）にDC成分を平均化して保持し，

次の受信スロットではそのオフセットを差し引くこと

で，スロット間隔程度の周波数まではDCオフセット

のキャンセルが可能である [14], [16]．逆に，TDMA

システムではバースト受信をせねばならないので，必

ずスロット間隔の時間内でオフセットのキャンセルを

完了せねばならない．このため単なるキャパシタによ

るDCカットの手法は時定数がバーストの周期に対し

て過大になるため，適用できない．

一方，非TDMAのシステムではバースト的にくる

信号でも，FSK（ページャ）のようにDC成分が少な

い場合には，DCカットの手法が利用できる．また，

CDMAのように，広帯域かつスペクトル拡散を行う

場合は，低域信号のある程度の欠損は逆拡散を行うこ

とにより全帯域の一様な信号レベル低下に変換される．

このため，プロセスゲインによって低域の欠損は目立

たなくなり，NFの若干の劣化と引換えに単純なDC

サーボによるオフセットキャンセルが適用できる．最

近の文献では，例えば [11]はLPF部に，[12]はVGA

部にオフセットキャンセル機能をもたせている．後者

は，定常状態でのDCサーボの時定数が非常に大きい

（注 4）: LO信号がそのままRFポートにもれてゆくわけではなく，減衰
しつつ伝わるのであるが，LO ポートからRFポートへの減衰量は条件
にもよるが，せいぜい 40～60dBである．
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ため，立上げ時に高速にオフセットキャンセルが終了

するようスピードアップ回路を備えている．

なお，チャネル選択はB/Bのアナログ回路で行うだ

けでなく，A–D変換後にディジタルフィルタを用いる

ことができるし，アナログ部とディジタル部に分散さ

せることもできる．分散させる場合は，アナログフィ

ルタはラフなチャネル選択と，A–D変換器の折返し

防止フィルタとしての機能を果たす．このような場合，

B/B 部出力の静的なDCオフセットはA–D変換器の

ダイナミックレンジを損なわない程度であればよいが，

A–D変換器に入力される段階の信号は，まだチャネル

選択が十分に行われていないので，所望波と同時に大

きな不要波をも含む．したがって，A–D変換器の分解

能は，想定される最大の不要波をディジタル信号処理

で除去した後に必要な所望信号の SN比が確保できる

値が必要である．つまり，アナログB/Bチャネル選択

フィルタの不要波除去性能とA–D変換器の分解能が

トレードオフになるが，高分解能の高速A–D変換器

の開発が進んでいるので，今後チャネル選択フィルタ

を簡易化してA–D変換器をより多ビット化する方向

に向かうと考えられる．

2. 4 ベースバンド回路の雑音

DCR方式には IF増幅段がないので，その分の利得

の大部分をB/Bで稼ぐ必要があるため，B/B信号処

理部の低周波雑音が問題になりやすい．SH方式では

中間周波数段で増幅するため，普通，熱雑音だけを考

慮すればよく，能動素子の 1/f 雑音は問題にならない

が，DCR方式ではこれが問題となり得る．したがっ

て，雑音の観点からは，ミクサの変換利得ができるだ

け大きいことが望ましく，ダイオードミクサなどの受

動ミクサ（これらは数dB～10dB程度の変換損を有す

る）よりも，変換利得を有するギルバート乗算器（普

通，10dB前後の変換利得を有する）などのアクティ

ブミクサが有利である．

低周波の雑音には，ミクサから出力されるものと，

B/B部から発生するものがある．どちらも低く抑える

必要があるが，ミクサはB/B部より前段にあるため，

ミクサの低周波雑音低減が特に重要である．

BJTを用いた回路では特に問題は生じていないよう

であるが，増幅器の低雑音化は消費電流の増加につな

がるので注意が必要である．なお，MOSの 1/f 雑音

はBJTより 1けた以上大きく，DCRでは問題となる

かもしれない．

なお，2. 5で述べるダイナミックマッチングの手法は

DC付近の2次の相互変調成分だけでなく，ミクサコア

部で発生するDCオフセットや 1/f雑音にも低減効果

がある．CMOSで構成したミクサでは 1kHzで 30dB

の1/f雑音改善効果が得られており [17]，CMOS実現

の場合に利用が考えられる．

2. 5 2次の非線形性

いったん 2次の非線形性によってベースバンドに不

要波が発生すると，所望波と区別がつかないので取り

除くことができない．したがって，まずミクサ部分で

対処する必要があるが，これは別に説明する．DCR

方式ではベースバンドでも所望波と不要波を一緒に取

り扱うため，B/B部における 2次の非線形性も考慮し

なければならない．2次の非線形性は，入出力に平衡

信号を用い，かつ，回路が完全に対称に構成されてい

れば，原理的には発生しない．このようにすると，対

称性によって，2次の非線形から生ずる成分はすべて

同相信号になるからである．したがって，2次の相互

変調が問題になるB/Bブロックを構成するLPFや可

変利得増幅器も，平衡構成あるいは全差動構成とする

ことが非常に有効である．

3. ミ ク サ

本章ではミクサに関係したDCオフセットと 2次の

非線形対策について述べる．

3. 1 ギルバート乗算器タイプのミクサ

アクティブミクサとして一般的なギルバート乗算器

タイプのミクサをDCRに適用すると fLO = fRFと

するしかないため，自己混合から免れえない．これを

緩和するため，種々の工夫がなされ，用途によっては

DCR に適用できる．

3. 1. 1 SBM対DBM

ミクサとしてよく使われるシングルバランス型のギ

ルバート乗算器タイプミクサ (SBM)とダブルバラン

ス型のミクサ (DBM)について，LO信号に対するDC

オフセットと 2次の非線形性の関係を解析して比較し

た報告 [18], [19]がある．これによれば，DCオフセッ

トの原因としては，LO信号のデューティ比が 50%か

らずれることによるもの，及び自己混合があり，前者

はLO信号を作るためのコンパレータのオフセットが

主原因であり，後者はLO信号系からミクサを構成す

る差動対の共通エミッタへの結合が関係している．LO

信号系からのもれは同相成分がほとんどだと考えら

れ，デューティ比の誤差もDBMでは同相信号となっ

て現れるため，すべての入出力ポートが差動構成であ
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るDBMでは同相除去比の分だけ SBMよりもDCオ

フセットと 2次の非線形性が改善されることが明らか

にされている [18], [19]．LO信号のもれの差動成分は

DBMレイアウトをLO信号系の引き回しに関して対

称にすることで非常に少なくすることができる．実際

には，DBMを構成する素子のマッチングは完全では

なく，レイアウトも完全に対称とすることは困難であ

るが，SBMに比べて対称性の度合だけDCオフセッ

トが低減できる利点は大きい．以上のことから，DCR

方式のミクサにおけるDCオフセットを低減するため

には，雑音が SBMに比べて若干増加する問題はある

ものの，DBMを用いることが必須といえる．

この考えに基づいたBJTによるDBMの試作の結

果，LO信号レベルを大きくすることにより，DCオ

フセット，2次の非線形性とも改善され，DBMの入力

換算で300µVのDCオフセットが得られ，入力換算し

た 2次のインターセプト点として IIP2=+34dBmの

値が得られている [18]．更に，文献 [11]ではもともと

2乗特性に近いMOSをRFポート側に使用すること

により 3次の非線形性を改善することを試み，電流ス

イッチをバイポーラトランジスタで構成したDBMに

て IIP2=+43 dBmを得ている．

3. 1. 2 DBMへのダイナミックマッチング法の適用

他にミクサの2次の非線形性改善手法として，DBM

にダイナミックマッチングの手法を適用した例があり，

ダイナミックマッチングを行わない場合に比べて IIP2

が 12 dB改善されて IIP2=+72 dBmという驚異的な

値を得たという報告がある [17]．

この原理を図2を用いて説明する．この手法は，DBM

の前後に fLOよりも相当低い周波数 fφで同期して動

作する極性切換スイッチを挿入するものである．これ

により，同図 (a)各部の信号のスペクトルは同図 (c)の

ようになる．周波数 fxの不要波と，周波数 fLOの所

望波がA点のRF入力ポートから入力されると，切換

スイッチの働きでB点のスペクトルのように，それぞ

れ fxと fLOを中心として副搬送波周波数 fφで変調さ

れ，結果として上下に fφだけ隔たった周波数に移動す

る．これをLO信号の周波数が fLOのミクサで周波数

変換すると，C点のスペクトルは fLO分だけ平行移動

され，ミクサの2次の相互変調成分 IM2はDC付近に

現れる．これを再び極性切換スイッチに通すと，出力

D点のスペクトルは副搬送波 fφで復調され，通常の

ダイレクトコンバージョン同様，所望波はDCに，不

要波は fx − fLOに移動されるが，2次の相互変調成分

LO
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0

0
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fLOxf −

図 2 ダイナミックマッチングによる 2次の非線形性の改
善 [17]．(a)ミクサの前後に同期した極性切換スイッ
チを挿入する，(b)各部のクロック波形，(c)ミクサ
前後 A～D部分のスペクトル

Fig. 2 Improvement of second-order nonlinearity by us-

ing dynamic matching. (a)Placing synchronous

switches before and after the mixer, (b)clock

waveforms for LO and φ, (c)frequency spectra at

points A to D.

IM2は fφに移動し，所望波とは分離される．実際は，

方形波でミクシングするので fφの奇数次高調波の所

にもサイドバンドが多数発生するが，簡単のため，図

では省略した．なお，この手法が3. 2. 2で述べる偶高

調波ミクサにも適用できることは，いうまでもない．

3. 2 非ギルバート乗算器タイプのミクサ

自己混合の問題を避けるためには fLOと fRFが異な

ればよいが，普通のギルバート乗算器タイプのミクサ

やダイオードミクサではこの条件は実現できない．次

に，この条件を満足できるミクサについて説明する．

3. 2. 1 ダウンサンプリングミクサ

fLO �= fRFが実現できるミクサとして，Chanらの

提案になるダウンサンプリングミクサがある [20]．例

えば搬送波が 2GHz である場合に，50MHzでインパ

ルス的にサンプリングして意図的に折返しを発生させ

ると，2GHzを中心とする側帯波が 50MHzの整数倍

を中心とする側帯波に周波数変換される．LOの周波

数はRFの周波数と異なるので，自己混合は生じない．
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このようなサンプリングは，MOSのスイッチによっ

て極めて高性能のものが実現できるので，サブサンプ

リング方式ミクサは，一見，CMOSワンチップ無線機

の実現に好適であると思われる．しかし，この方式で

は折り返した回数分の雑音が IFに現れるため，雑音

指数が非常に悪くなる．これを避けるためには，RF

段で十分帯域制限をしておく必要がある（この例だと

2GHzにおいて通過域が 50MHz以下のフィルタが必

要）が，そのようなフィルタが利用できるなら，はじ

めからDCR方式以外を考える方が賢明であろう．

3. 2. 2 偶高調波ミクサ

伊東らは偶高調波ミクサ (even-harmonic mixer)は

原理的に自己混合がないことに着目し，ダイレクトコ

ンバージョン用のミクサとして利用することを提案し

た [21]（注 5）．

偶高調波ミクシングの原理を簡単に説明する（図3）．

点対称な非線形特性（同図 (a)）を有する素子を考える

と，その入力 xに対する出力 yは xの奇関数で表され

るから，非線形特性は xの奇数次の項だけからなる級

数に展開できる：y = f(x) = a1x + a3x3 + · · · .この
点対称な非線形素子を二つの正弦波（同図 (b)；周波数

f1, f2とする）を加えたもので励振したとすると，3次

の非線形の項からは次のような周波数成分が現れる：

f1, 3f1, f1 − 2f2, 2f1 − f2, f2, 3f2, 2f1 + f2, f1 +2f2.

f1 = fLO, f2 = fRFかつ fLO < fRFと考え，更に f1

VLO

RFV

ID

VD

+

–

ID ID

VD

V
D

t

t

–
+
–
+

(c)

(d)

(a)

(b)

DC component

RS

図 3 逆並列ダイオード対による偶高調波ミクサの原理
Fig. 3 Operation of even-harmonic mixer using anti-

parrarel diode pair (APDP).

と f2に関して対称な式は同一視すると，出力の周波

数 fIFは fIF = 2fLO ± fRFとなることがわかる．つ

まり，fLOを fRFの 1/2に選べば fIF = 0となり，図

3(c)のように fRFの振幅に比例した直流成分が出力さ

れ，ダイレクトコンバージョンが実現できる．この場

合，LO信号がもれてRF信号の経路から入力されて

もRF信号とは周波数が異なるため，LO信号成分が

ベースバンドに変換されることはない．実際，前記 3

次の混合に基づく出力周波数成分には f1 ± f2の組合

せがないから，fLO = fRFの場合にも自己混合は起こ

らない．すなわち，偶高調波ミクサを用いれば，原理

的に自己混合を避けることができ，同時に不要放射の

問題から免れ得る．更に，用いる非線形素子が奇対称

特性をもつため，偶数次のひずみも原理的に発生しな

いなど，ダイレクトコンバージョン方式のミクサ特有

の問題がほとんど解決できる．

偶高調波ミクサとして用い得る非線形素子は入出

力特性が点対称なものなら何でもよいが，実際に利

用されている素子には逆並列接続したダイオード対

(APDP) [23]とバイポーラトランジスタ差動対 [24]が

ある（注 6）．

APDPは 2端子素子なのでRF, LO, B/B信号の

ポートが同じになるため，三者を分離するために厳重

なフィルタが必須となる．図 4に，APDPを用いた偶

高調波ミクサの実際の構成を示す．同図 (a)は，フィ

(a)

(b) (c)

APDP

B/BRF

LO

B/BRF

APDP

short
open

short
open

@fLO
@fRF

@fLO
@fRF

open stub

short stub

APDP

B/BRF

LO

λ/4

λ/4

@fLO

@fLO

VCM

VRF

VRF

–+ –+

–

+

–

+

VLO VLO

VB/B

図 4 APDPを用いた偶高調波ミクサの回路構成
Fig. 4 Circuit configurations using APDP.

（注 5）:偶高調波ミクサはミリ波の領域で 70年代から使われていたが，
原理自体は筆者の知る限りでは偶高調波型磁力計 (1936年) [22]にさか
のぼる．ただし，これは DC→ 2fLO のアップコンバータである．
（注 6）:差動対をMOSで構成しても，当然偶高調波ミクサが実現でき
る．
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図 5 バイポーラ差動対による偶高調波ミクサの原理
Fig. 5 Operation of even-harmonic mixer using BJT dif-

ferential pair.

ルタとして fLOの波長を λとする λ/4線路をスタブ

として使用したもので，オープンスタブは fLOに対

して短絡かつ fRFに対して開放となり，ショートスタ

ブは fLOに対して開放かつ fRFに対して短絡となり，

APDPにRF信号とLO信号の和が印加される．B/B

ポートには，RF信号を短絡せぬようインダクタが直

列に挿入されており，RFポートにはB/B出力を短絡

せぬようキャパシタが直列に挿入されている．2GHz

帯では λ/4線路はサイズが大きく，ICチップ上に集

積化できない難点がある．このため，同図 (b)のよう

にAPDPをブリッジ接続して平衡変調器として用い，

RFとLOのポートを分離する手法が提案された [25]．

この手法ではスタブを使用しないので集積化が可能で

ある．更に，同図 (c)のように，スタブの代わりに集

中定数素子を用いる手法も提案されており，ミクサ全

体がGaAsチップ上に集積化されるに至った [26]．

これに対して，トランジスタは 3端子素子であるた

め自然な形でRF，LO，BBのポートが分離できる利

点があり，ミクサ以外の回路と一緒に大規模集積化も

容易である．BJT差動対を用いて偶高調波ミクサを

構成するためには図 5(d)の回路構成とすればよいが，

LO信号のB/Bポートへのもれを低減するため，実際

には図 6のように 2つの偶高調波ミクサを用いてRF

信号とB/B信号に対しては平衡構成としている [27]．

素子のマッチングが完全でないため，実際には右側の

差動対と左側の差動対では発生する 2次の相互変調成

分が異なり，完全にはキャンセルしない．これをキャ

VRFVRF

+

–
IQ

outV

LOV

RC

+ – + –

VCM∆±

VCC

RC

IQ IQ

図 6 BJT差動対を用いた平衡形偶高調波ミクサの構成
Fig. 6 Construction of even-harmonic mixer using two

BJT differential pairs.

LO

LNA

0/90

VGA

VGA

ASP

図 7 DCRの他の構成法．90◦電力分配器をRF信号経路
に入れる

Fig. 7 Another option for phase shifter: placing 90◦

power splitter in RF signal path.

ンセルするため，左側の差動対のバイアス電流源の値

を若干増減 (±∆IQ)することが有効であり，この調整

によって IIP2が 20dB程度改善された [27]．

さて，偶高調波ミクサを用いて直交復調を行うとき，

LO側で位相差を与えたい場合（図 1）には通常のミ

クサとは異なり，二つのミクサに 45◦の位相差をもっ

たLO信号を加える必要がある．これは fLO = fRF/2

であることによる．45◦移相器はあまり使われないが，

集積化可能なものとして，2個の中心周波数が異なる

全域通過フィルタ（CRブリッジ）を用いて広帯域化

を行う手法 [27]と，ブリッジの腕をCRの直列素子と

並列素子から構成して広帯域化する手法 [32]が報告さ

れている．45◦移相器の使用を避けるためには通常の

ミクサ同様，図 7のようにRF信号を 90◦ 電力分配器

で分けて二つの偶高調波ミクサに加えればよい．90◦

電力分配器の実現方法としては，プリント基板内層に

λ/4伝送線路を設ける方法 [5]や，チップ上に LC集
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中定数回路で構成する方法 [25]が報告されている．移

動公衆網に利用される 1～2GHzでは伝送線路を利用

する方法はサイズが大きくなり集積化できない．集中

定数素子を用いる方法は集積化可能だが，広帯域にわ

たって精度の良い 90◦電力分配器を実現することは難

しい．他にRCポリフェイズフィルタ [28]を用いる方

法があり，段数を増やすことによって広帯域で高精度

の 90◦移相器を実現することができるが，挿入損が大

きくなるため，LO経路に用いるにはよいものの，RF

信号経路に挿入するにはNFの劣化を招きやすい．

偶高調波ミクサの場合，LO信号は正弦波を必要とす

ることが通常のミクサと異なる．もちろん，原理から

わかるようにRF信号の基本周期の 2倍の周期を有す

る奇対称の周期波形（三角波など）ならばLO信号と

して用いることはできるが，偶対称性分を含むとDC

オフセットを発生するので厳重な注意を要する．GHz

帯で正弦波以外の正確に奇対称な周期波形を作るのは

現実には難しく，LO信号波形の多くの調波を含むほ

どに広帯域の移相器は実現できないため，事実上，45◦

移相器の入力信号は正弦波に限られる．GHz帯で正弦

波の振幅を精度良く制御することはそれほど容易では

ないため，変換利得のLO振幅依存性が大きいと，利

得変動が問題となり得るが，LO振幅に対する変換利

得のカーブは山形になること [27], [29]を利用して，変

換利得の最大付近を動作点に選べば，比較的利得変動

を低く抑えることができる．

このように，非線形素子が点対称な特性を有する限

り，偶高調波ミクサはダイレクトコンバージョン用の

ミクサとして理想的な性質を備えているが，実際は製

造ばらつきがあるため，LSI上で完全に点対称な非線

形素子を製造することはできない．それでは，実際の

偶高調波ミクサの自己混合特性と 2次ひずみ特性はど

うであろうか．非線形素子としてAPDPを用いた例

と，BJT差動対を用いた試作報告を見てみよう．これ

らはいずれも 2GHz前後で実際にミクサのRF入力端

子からLO信号周波数の信号を入力して，自己混合の

抑圧度を測定している．BJT 差動対を用いたもので

はLO-RFポート間のアイソレーションを含めて90dB

以上（100dB程度と推定）[27]，APDPを用いたもの

ではミクサのLO側入力と同じレベルをRF入力ポー

トに加えても自己混合によるB/B雑音の増加が認め

られなかった [23]ということから，やはり100dB程度

の抑圧度があるものと推定される．これらの数字は自

己混合によるB/Bへの出力が，ミクサの雑音レベル

表 1 偶高調波ミクサを構成する非線形素子による比較例
(fRF = 1.9GHz)

Table 1 Performance comparison between APDP even-

harmonic mixer and BJT differential pair even-

harmonic mixer (fRF = 1.9GHz).

項　目 APDP [23] BJT diff-pair [27]

変換利得 −6 dB +6 dB

雑音指数 16. 2dB 14 dB

LO電力 −3 dBm −10 dBm

IIP3 −3 dBm −4 dBm

IIP2 +49 dBm ≥ +37 dBm

コア部消費電力 0 2.7 V × 5 mA [24]

と同程度以下であることを意味している．なお，通常

のギルバート乗算器タイプミクサではLO-RFポート

を直結したとすると自己混合抑圧度は 0dB であるか

ら，LO-RFポート間のアイソレーションを考慮して

も，偶高調波ミクサの方が 40～60dB程度自己混合抑

圧度が大きい．

偶高調波ミクサの非線形素子としてAPDPを用い

たものとBJT差動対を用いたものの性能比較を表 1

に示した．受動素子と能動素子の違いを反映して，変

換利得と必要なLO電力レベルがかなり違う．また，

APDPは受動ミクサであるため，ミクサ自体の消費電

力はゼロである．2次の非線形性を表す IIP2（2次の

インタセプトポイントの入力換算値 [30]）は，APDP

の方が 10dB以上高く，APDPの方がマッチングにか

かわる素子数が少ないことを反映していると考えられ

る．また，APDPは 2端子素子なので，2次の相互変

調成分の電流はダイオードのループ中を流れ，外には

現れないので，IIP2の値はダイオードのペア性だけに

依存する．これに対して，BJT差動対の方は 2次の相

互変調成分が二つの負荷抵抗の間の同相電圧として現

れるので，IIP2の値に影響する要因が負荷抵抗のマッ

チング及び差動対自身の同相電圧除去比，これを検出

する回路の同相電圧除去比をも含み，APDPに比べて

ばらつきの影響を受けやすいものと推察される．

3. 2. 3 複数の乗算器を用いる方法

fLO �= fRFを実現するため，複数の LO信号を利

用する方法が提案されている [31]～[33]（注 7）．原理は

図 8に示すとおり，最も簡単には，例えばLO信号を

周波数が fRF/2で，互いに位相が 90◦ずれた二つの

（注 7）:文献 [32]は “sub-harmonic mixer”と名乗っているが，前記
のハーモニックミクサとは原理が異なり，ハーモニックミクサに分類す
べきものではない．なお，このアイデアは変調器について提案されたも
の [36]と同じである．

344



招待論文／ダイレクトコンバージョン受信機用ミクサの研究開発動向

+1

–1
+1

–1
+1

–1

t

t

t

LO2V

LO1V

LO1V LO2Vx

RF B/B

LO1 LO2x

B/B

LO2

RF

LO1

図 8 複数の乗算器を用いる方法
Fig. 8 Method using plural multipliers to avoid self-

mixing.

信号LO1とLO2に分解し，それらに対応した 2個の

ミクサを用いて等価的に fRFの周波数をもつ LOを

実現しようとするものである [32], [36]．この例では

fLO1 = fLO2 = fRF/2であり，理想的には LO1と

LO2がRFポート側にもれても自己混合を生ずること

はなく，アンテナからの不要放射も簡単に抑圧するこ

とができる．しかし，LO1とLO2の信号のデューティ

サイクルが 50%からずれると，合成されたLO信号の

デューティサイクルも 50% からずれ，自己混合を発

生してDCオフセットが出力される [32]．簡単な計算

から，DCオフセットは∆t/T（T：LOの周期，∆t：

デューティサイクルのT/2からのずれを時間で表した

量）となることが示されるので，偶高調波ミクサ [27]と

同程度の自己混合抑圧度を確保するには50±0.001%の

デューティ比が必要となり，現実的でない．更に，第

2のミクサ入力にLO2の信号がもれ込めば自己混合を

生ずるので，注意を要する．実際，文献 [32]の記述に

よれば，fLO = 500MHzのとき，最大の自己混合抑圧

度は 39dBであったが，この値は偶高調波ミクサの約

100dB と比べるとまだ 3けたも大きく，ベースバンド

信号処理部に強力なDCオフセットキャンセル回路を

用いる必要がある．

この方法で直交復調器を構成するには，LOの周波

数が fRF/2であるため，I側とQ側に 45◦の位相差を

もったLO信号を供給する必要があるのは偶高調波ミ

クサと同様である．

具体的なミクサの回路としては，ギルバート乗算器

タイプの自然な拡張である，BJT差動対を縦積みにし

た電流スイッチや [32]，差動対をNORゲートとして

用いるもの [36]，CMOSロジック回路と親和性の良い

MOSのアナログスイッチを使ったもの [31]がある．文

献 [31]では周波数が fRF/3の 12相のLO信号を用い

て直交復調器を構成している．なお，LO1とLO2に分

解する方法には自由度があり，fRFの周波数付近にス

ペクトル成分をもたない波形を選ぶことができる [33]．

3. 2. 4 逓倍器を用いる方法

2逓倍器をミクサのLOポート側に用いることによ

り，fLO = fRF/2を実現する手法がある．2逓倍器と

して 2個のバイポーラトランジスタのエミッタ同士，

コレクタ同士を接続した素子 (CECCTP)を用いるも

のと [34]，2個のMOSのソース同士，ドレーン同士

を接続した素子を用いるミクサ [35]が提案されてい

る（注 8）．MOSを用いたfLO = 450MHzのミクサでは，

RF ポートからLO信号を入力した場合，正規のRF

信号を入力した場合に対して変換利得が 44dB抑圧さ

れたと報告されている [35]．この値はRFポートとLO

ポート間のアイソレーションが 50dB確保できるとす

れば，偶高調波ミクサに迫る自己混合抑圧度であるが，

1/f雑音の影響でNFが24.5dBと悪く，改善の余地が

ある．

4. 低 IF方式と広帯域 IF方式

ダイレクトコンバージョン受信機では，余りにもDC

オフセットと 2次相互変調の問題が大きかったため，

IF周波数 fIFをゼロではなく，当該無線通信システム

のチャネル間隔程度の低い周波数（数百 kHz程度）に

しようという提案がなされた [37]．これを低 IF方式

受信機と呼んでいるが，fIF �= 0であるから，もはや

DCR方式ではなく，立派なSH方式であることに注意

しなければならない．すなわち，DCオフセットや 2

次の非線形性等の問題から免れるのと引換えに SH方

式固有のイメージ除去の問題を背負い込むことになる．

DCR方式との重要な相違点は，抑圧すべきイメー

ジ信号が，DCRでは自分自身であったのに対して，低

IF方式では所望波よりも何けたも大きな妨害波であ

ることである．このため，低 IF方式ではイメージ抑

圧が 80dB以上も必要となる．これを緩和するために，

RF部にイメージ抑圧機能を一部残し，IF周波数を数

百MHz に設定する広帯域 IF方式 [38]が提案されて

いる．

これらとDCR方式の比較については [39]を参照し

て頂きたいが，要するにDCR方式の困難な点を別の困

難な問題に移し変えたにすぎず，問題点が解決されれ

（注 8）:文献 [34], [35]は「偶高調波ミクサ」あるいは“harmonic mixer”

と称しているが，エミッタ（ソース）同士，コレクタ（ドレーン）同士
を接続したものは二つのベース（ゲート）からの入力に対して偶対称の
非線形特性を示すことから，これらはいずれも前項で述べた奇数次の混
合に基づく偶高調波ミクサではない．
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ば，DCRが最も簡単な構成であることに注意したい．

5. む す び

ダイレクトコンバージョン受信機のキーであるミ

クサを中心に，研究開発の現状を説明した．B/Bの

LPF，VGA，A–D変換器については触れることがで

きなかった．DCRは実用化困難と考える向き [30]も

あるようだが，着実に固有の課題を克服しつつあり，

GSM/DECTやページャだけでなく，種々の無線方式

に実用されるようになるだろう．APDPによるDCR

ミクサのワンチップ化・面積縮小 [26]，回路の見直し

による低消費電力化の検討 [40]など，実用化に向けた

研究が進んでいる．

DC方式は，高周波の高Qの受動フィルタを取り除

くための努力に源を発しており，受動フィルタを使わ

ないことと引換えに種々の新たな問題を抱えた．自己

混合の問題を除いても，消費電流の大きいミクサが 2

系統 (I/Q)になる，線形性に対する要求が従来のフィ

ルタを多用する狭帯域信号処理に比べて格段に厳しく

なり，必然的に消費電力の増加につながるといったこ

とがRF部のワンチップ化と引換えに起こった．

しかし，通信の広帯域化の流れを考えると，従来の

ような高Qで狭帯域のフィルタが利用できないため，

伝統的なスーパヘテロダイン方式の受信機は逆に難し

い立場になる．つまり，ダイレクトコンバージョンや

低 IF方式でなければ広帯域の受信機を実現すること

は難しい．したがって，DCR方式が悩み，解決して

きた，または解決しつつある問題点は，肯定的にとら

えれば，伝統的な SH方式では実現できない広帯域化

を実現するための試練だともいえる．コアとなる技術

は狭帯域信号のアナログ処理から，広帯域信号のディ

ジタル処理へ移りつつある．これは，ディジタル信号

処理技術の進歩とCMOS-LSIの進歩によるパラダイ

ムシフトであり，この流れに沿うアナログ回路を工夫

していかねば，アナログ回路技術者の存在価値はなく

なるだろう．

最後にRF-CMOSの行方を考えてみたい．BJTと

CMOSではRF回路の構成と到達性能に大きな違い

はないが，現状で一番の問題はCMOSの単位電流当

りのトランスコンダクタンスの低さからくる消費電

流の多さであろう．高速性については，BJTの側に

SiGe-HBTという援軍が現れ，勝負はまた先に延びた．

DCR方式に関していえば，固有の課題を克服するた

めに至るところで全差動構成ないし平衡構成を利用し

ているが，CMOSはBJTに比べて素子のマッチング

が悪い．このため，BJT と同等の性能を実現するには

どうしても消費電流が増えると考えられ，更に何らか

の工夫が必要である．したがって，只今現在のところ

期待されているほどにはCMOSは使われていないが，

技術開発は確実に進んでおり，ブルートゥース (BT)

等のローエンドシステムから実用化が始まるだろう．

実際，いくつかのメーカからCMOSだけで実現した

BT用のRFトランシーバの製品がアナウンスされて

いる [41], [42]．しかし，BTはNFとイメージ除去の

要求が緩いため，これらはDCオフセット等の問題を

避けられる低 IF方式を採用しているようである．
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