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サマリー：次世代携帯電話向けローカル発振器の提案と検証
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次世代携帯電話通信においては、更なる高速・大容量化が期待されている

•今後、携帯電回線高速化の実現のために、利用電波帯域は数十GHz帯への移行が予測される

•実際に、現在検討が進められている5G世代でも、利用電波帯域幅の変更により
実証実験では5GHz帯や24GHz帯の利用が行われている。今後より高周波数帯の利用も想定
されている。

一方、周波数が上がるほど発振器の位相ノイズが増大、通信速度に影響を及ぼす

•周波数が上がると、共振系の導体表皮効果などのためにQ値が低下して位相雑音が上昇する
傾向にある

我々はSAW発振器を応用した低位相雑音の発振器を提案し、有線での通信試験で、半導体
LCタンクＶＣＯよりも優れた性能を確認した



次世代5G携帯電話の課題

従来の4Gネットワーク

現在の携帯電話ネットワークでは、

スペック上の通信速度と実際の通信速度に

大きな乖離

基地局からコンテンツを送る場合、通信速度
が一時的に低下しても、大きな問題にならな
い

次世代の5Gネットワーク

次世代携帯電話（5G）では、携帯端末だけで

なく、自動車、インフラ、ロボットなど様々な
機器が無線で接続される

機械の制御など、リアルタイムの通信が要求
されるケースでは通信品質を維持し、通信速度
の一時的な低下や短時間の遅延も許されない。

5Gでは通信速度を安定的に向上することが求め
られる



位相雑音が通信速度に与える影響

QPSK
2bit 

16QAM
4bit 

256QAM
8bit 

現在の携帯電話は、ローカル発振器から出力される正弦波を短い区間に区切って
位相と振幅を変調させ、デジタルデータを表現

1bit 

2bit 

位相と振幅をより細かく分割し、1シンボルで表現するビット数を向上させることが可能
4Gでは最大256個（256QAM）に分割し、1シンボルで8bitを通信可能

X

ローカル発振器

デジタル信号
シンボル

位相

振幅

位相ノイズによって
位置がずれる

位相と振幅の分割が細かくなるほど個々の信号の差が小さ
くなり、ローカル発振器からの正弦波に
位相のゆらぎ（位相ノイズ）が加わるとビット誤りの確率
が高くなる
→安定した通信速度のために低位相ノイズの発振器が必須



GHz帯無線装置へのSAW発振器の応用の検討
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SAW発振器の原理 SAW発振器の位相雑音特性

入力側 出力側

水晶板

SAW(surface acoustic wave)とは、表面弾性波と呼
ばれる、物体表面に集中して伝播する振動のことを指
す。
水晶の板の一端が入力側で、ここに交流電圧を加える
と水晶の表面が変形して振動する（逆圧電効果）。
この振動が表面弾性波となって水晶板の上を伝わり、
出力側の電極に振動に応じた電圧が生じる（圧電効
果）。表面弾性波で共振エネルギーを蓄えるSAW共
振子となる。
SAW共振子にアクティブデバイスと接続するとSAW
発振器となる。

従来の半導体VCO発振器：

• ＬＣ共振系はQ値を高めるのが

困難で位相ノイズが大きい

• 今後、通信に利用される周波数帯では
さらに悪化

SAW発振器：

• SAW共振子は、表面弾性波に変換し
て共振エネルギーを蓄える

→損失が少なくQ値が高い

非常に位相ノイズが良好

• 温度変動による伸縮で周波数が変動

バリキャップで補正不可能

周波数温度変動±100ppm 

バリキャップ補正範囲 ±50ppm

→バリキャップ以外の補正手段が求めら
れる

SAW



提案する新しい回路方式
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提案する回路方式の特徴

１．DACの生成する周波数範囲が広
くSAWの温度変動幅をカバーできる

※DAC生成範囲は±数MHz

２．DACの生成する周波数が低いの
でDAC起因で位相雑音が劣化するこ
とがない

SAWの周波数は数十GHzに対して、

DAC生成周波数は最大数十MHz

３．フィードフォワードによる周波
数安定化制御である

周波数誤差 +Δf

生成周波数 -Δf

※特許出願中



試作したローカル発振器の提案回路方式
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主なスペック

・SAW発振器周波数 5.0000GHz

・目標出力周波数 5.0034GHz

・出力 -4dBm

SAW発振器

DSP

DAC

基準水晶
ADC



温度変動に対する周波数の安定性
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SAW発振器の生信号は環境温度により±50ppm変動する

製造誤差や経時変化も考慮すると、バリキャップ装荷では補正困難である。

提案する方式を用いることで安定化が確認できた

基準水晶の誤差により+2kHz程度の誤差があるが、原理上はSAW発振器の安定化ができている



位相雑音の実測結果
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256QAMで安定した変復調を

行うには位相揺らぎは0.5度rms

以下とされている

提案する方式の位相揺らぎ= =0.10度rms

次世代携帯電話でQAM変調を行う際の位相揺らぎの見積もり

従来VCOの位相揺らぎ= =1.71度rms

※

低遅延にするためOFDMAサブキャリアの変調周波数が約150kHとなる見込み、復調側のAFCの効果を見込んで積分の下限値は1KHzと
した



OFDMケーブル伝送実験による位相雑音影響の検証-1

10

送受信の条件

中心周波数 ：5004MHz

変調方式 ：OFDM-256QAM-キャリア40本

占有帯域 ：1.332MHz

データレート：10.65Mbps



OFDMケーブル伝送実験による位相雑音影響の検証-2
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半導体VCOを用いた通信結果 提案するローカル発振器を用いた通信結果

半導体ＶＣＯよりもSAW発振器のほうが、高密度変調が可能であることが実証できた。

5GHzからさらに周波数が上がるほど、ＶＣＯとＳＡＷの違いは顕著になると予想される。



まとめと今後の方針

12

今後携帯電話端末で利用が見込まれる数十GHz帯において、SAW発振器を応用した新しい
ローカル発振器を提案

5GHz帯において提案する回路方式を試作し、温度による周波数変動と位相雑音を検証した

OFDMの送受信に適用し、コンスタレーションダイヤグラムを評価して提案する回路の低位
相雑音特性が有効であることを示した

・ドップラーシフトも考慮したOFDMの実証

・レーダー向けの実証

・24GHz帯のOFDM実証

などを今後行いたいと思います。

弊社にお力添えいただける方がおりましたら、ご一報いただければと思います。



現状のデバイスとの構造／スペクトルの比較
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弊社の技術概要

現状のデバイス：
VCO発振器とバリキャップ

弊社デバイス：
SAW発振器とデジタルPLL

TCXO

RF       BB + CPUデジタルPLL

SAW
フィルタ

SAW
発振器

RFモジュール

RF、BB、CPUが一体化したIC

SAWローカル発振器

TCXO

RF       BB + CPUデジタルPLL

SAW
フィルタ

SAW
発振器

RFモジュール

RF、BB、CPUが一体化したIC

SAWローカル発振器

VCO

発振器

バリ
キャップ

VCOローカル発振器

構造

無線通信用モジュールの1箇所を置き換えるだけで、大幅にスペクトル純度の高い
搬送波を得ることが出来る⇒他の技術と併用が可能

スペクトル純度：低 スペクトル純度：高

周波数

スペクトル純度が
1000倍程度向上

パワー ピーク：5GHz

周波数

パワー ピーク：5GHz



弊社の技術の概要：独自技術により、スペクトル純度がより高いSAWロー
カル発振器の安定化に成功
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弊社技術の概要

弊社技術の概要 着眼のポイント

無線デバイスに内蔵されているローカル発振
器はスペクトル純度もさることながら、安定
性が非常に重要

•発振器の周波数は、温度や振動によって変動

•そこで、その変動を最小化する制御機構が搭
載されている

•制御機構がない場合、安定して基準信号を生
成できず、通信品質が低下する

従来は無線デバイスには、従来、半導体を利
用した「VCOローカル発振器」が内蔵されて
きた

•VCO発振器はスペクトル純度は高くないが、
制御機構が確立されている

•SAWローカル発振器はスペクトル純度は高い
が、制御が難しいと考えられていた

弊社は、高スペクトル純度のSAWローカル発
振器の安定化に成功し、試作品も開発

•独自技術のデジタルPLL回路を組合せ、SAW
の安定化にはじめて成功した

VCO
発振器

SAW
発振器

スペクトル純度 ☓ ◎

制御機構
（安定性）

◎ ☓

SAW発振器が高スペクトル純度であることは
知られていたが、安定化の難しさから実用化
されてこなかった

弊社は独自技術として、デジタルPLL回路を
開発し、安定化に成功。スペクトル純度の高
さから、帯域幅の有効利用に大きく貢献でき
る可能性



SAW発振器の特徴と欠点
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弊社の技術概要

SAWローカル発振器の原理 特徴

• 従来のVCO発振器に使われるＬＣ共振
系は周波数選択性が悪く、近傍の余分
な周波数でも共振してしまう

• SAW発振器は、表面弾性波の周波数が
入力電極の形状と、表面弾性波の伝播
速度（物質によって決定）によって決
定される。周波数選択性が鋭く、スペ
クトル純度が高い

一方で

• SAW発振器は、物理的な振動を利用し
ているため、温度変化や加速度が加わ
ると、表面弾性波の周波数が変化する。
これが発振器の周波数に反映されてし
まう。

⇒SAWローカル発振器を安定化するノウ
ハウが弊社独自技術

SAW発振器の欠点を解消することに成功
した

入力側 出力側

水晶板

SAW(surface acoustic wave)とは、表面弾性波と呼
ばれる、物体表面に集中して伝播する振動のことを指
す。
水晶の板の一端が入力側で、ここに交流電圧を加える
と水晶の表面が変形して振動する（逆圧電効果）。
この振動が表面弾性波となって水晶板の上を伝わり、
出力側の電極に振動に応じた電圧が生じる（圧電効
果）。
これを信号として取り出すと、SAW発振器となる



独自開発のデジタルPLLにより、SAWローカル発振器の安定化に成功し、
特許を取得申請中
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弊社の技術概要

SAWローカル発振器とデジタルPLL 概要

左記のデジタルPLL(Phase-locked 

loop, 位相同期回路, ②～③に相当)

を用いることで、外部環境などに
よってSAW発振器の発振周波数が

変化した場合、補正・安定化するこ
とが可能に。

左記ブロックで示したSAWローカル
発振器の特許を申請中

• 併せて周辺特許、関連技術も開
発・特許申請中

• 将来的には、半導体VCOを置き
換えて、IC上に一体化される予定

①SAW発振器から出力される信号をAD変換

②変換されたデジタル信号で基準となる周波数と比較、

誤差が生じていた場合、補正用のデジタル信号を生成

③補正用のデジタル信号をDA変換

④ SAW発振器の出力信号を補正用信号により変調し、

所定の周波数の信号を出力

変調器

誤差補正
装置

発振周波数

ベース
発振器


