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論文要旨 

Development of 230 GHz Dual Circular Polarization and 

 Sideband Separation Cartridge Receiver 

 for Submillimeter Band VLBI Observations 

( サブミリ VLBI 観測用 230 GHz 帯両円偏波・両サイドバンド分離 

カートリッジ型受信機の開発 ) 

長谷川 豊 

 

極めて強大な重力を持ち、光をも捕らえて離さない超大質量天体ブラックホール 

(以降 BH) は、様々な観測的事実からその存在が確実視されてはいるが、その特異的

性質のため直接の検出は未達成である。サブミリ波帯 VLBI 観測は、BH の直接的な

観測手法として最も有効であると考えられており、その実現を目的として台湾の天文

機関 ASIAA は Greenland Telescope (以降 GLT) 計画を推進中である。本計画では、

グリーンランドに電波望遠鏡を建設し、基線長 9000 km, 230 GHz 帯以上での VLBI

観測により約 30μ秒角の角度分解能を得て、BH 周辺環境を直接的観測する。 

本研究では、この GLT 計画を実現するための要である 230 GHz 帯 VLBI 観測用 

受信機 ( CPRx-W ) を開発した。本受信機には、サブミリ波帯 VLBI 観測に必須と 

なる技術的要素である 1. 左右円偏波の分離、2. image band noise の排除の 2 点を  

高精度かつ安定して実現するための、1’. Stepped Septum Type waveguide Circular 

Polarizer ( SST-CP ) [1],   2.’ Waveguide Frequency Separation Filter (WG-FSF) [2] 

という 2 種の導波管回路が搭載されている。本論文は、開発した受信機 CPRx-W を

特徴付けるこれら 2 つの導波管回路の開発詳細、及び受信機全体の開発と冷却試験の

結果について述べている。また本論文要旨はこれらの概要について各章毎に記述した

ものである。 
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1.  Introduction 

天文学が観測対象とする天体・星間現象の

中でも最も通常環境から逸脱していると考え

られる、理論上の特異天体ブラックホール 

(以降 BH ) は、これまでの天体観測結果から

その存在がほぼ確実視されている。しかし 

ながら、次に示す主に 3 つの要因のため BH

の直接的な観測は極めて困難である。 

1. 事象の地平面と言う概念。つまり、BH 

からの放射が全く無く、BH 本体がそれに

隠されていること。 

2. BH 周囲の超高温・高密度プラズマによる

強い散乱。 

3. BH 及び事象の地平面のサイズが極めて

小さいこと (最大でも 10μ秒角以下)。 

これらの問題点を概ね回避でき、直接的な

BH の存在確認を可能とする手法として、 

サブミリ波帯 VLBI によるブラックホール・

シャドウ (BHS) の観測が最も有力であると

考えられている。BHS は BH 降着円盤からの 

放射に対して BH の強大な重力が作る特異的

歪みの事であり、問題 1 を回避できる。また

サブミリ波帯、特に 230 GHz 以上では BH

周囲のプラズマガスによる吸収散乱効果が 

弱くなり、問題 2 を解決できると考えられて

いる。そして角度分解能の問題 3 を解決する

ための手法が、2 台以上の電波望遠鏡で電波

干渉計を構築する Very-Long Baseline Inter-

ferometery (VLBI) 観測である。 

 

VLBI 観測における角度分解能は、観測 

地点間距離 D および観測周波数 f に反比例 

して小さくなり、例えば D = 10,000 km,  

f = 230 GHz の場合、約 30μ秒角となる。 

 

一方で BHS の推定サイズは最大 40μ秒角

程度と計算されており、これを十分に検出

することが可能であると考えられる。 

 このような背景から近年、サブミリ波帯

VLBI 観測網の構築・実験は世界的な研究 

計画として特に活発に取り組まれている。

こうした計画の一つとして、台湾の天文 

機関 ASIAA では、グリーンランドの 5000m

級山地に口径 12m の電波望遠鏡を設置し、

チリの ALMA、ハワイの SMA などと共に

地球上最長級の VLBI 観測網を構築する

Greenland Telescope (以降、GLT) 計画を 

推進している (図 1)。本計画により約 30μ

秒角の角度分解能が実現でき、M87 銀河  

中心にある最大級の BHS 候補天体を検出 

できる見込みである。 

本計画の実現には、高精度かつ安定した

左右円偏波の分離、および image band noise

の排除が可能な 230 GHz 帯低雑音受信機が

必須であるが、従来技術ではその開発は 

困難であった。本研究は、その解決に取り 

組んだものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1. GLT 計画による VLBI 観測網概念図 



 

論文要旨 - 3 

2.  230 GHz 帯円偏波分離器 SST-CP の開発

左右円偏波を分離するデバイスとして、

Stepped Septum Type waveguide Circular 

Polarizer (SST-CP) は分離精度などの各種

特性で見て最も優れており、従来 45 GHz 帯

程度までで広く実用されていた。ところが

86 GHz を超える高周波帯域における SST-

CP の開発・実用例は非常に乏しい。この  

原因は、従来の SST-CP モデルにおける

Stepped Septum の設計が、高周波帯域への  

スケールダウンに適していない事にある。 

そこで本研究では 230 GHz 帯域以上での 

実用を前提とする新たなモデルを開発した。

本モデルでは、従来非常に薄かった Stepped 

Septum を入力導波管サイズの 25 % 程度と

極めて厚くした状態でも、従来と同等以上の

各種特性が達成できる。これにより導波管 

サイズが 1mm を下回る 230 GHz 帯以上に

おいても構造強度を維持でき、設計モデルを

実際に切削加工できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究ではさらに、加工誤差による特性

劣化の抑制に取り組んだ。従来 SST-CP は

回路部と蓋の 2 体構造で製作されてきた 

(図 2(a))。この場合に Stepped Septum と 

蓋の間に生じる隙間は、図 2 (b) に示した

ような非常に大きな特性劣化を招く。 

これを抑制するために、図 2 (c)に示した

ように Septum 最上部の一段下を分割面と

して上下 2 パーツともに回路を切削加工 

する手法を考案した。本手法では従来と 

同様に隙間が生じうるが、その発生位置は

移動しており、その影響は図 2(d)に示した

ように非常に小さく、実質的に加工誤差を

抑制できる。本製作手法による新型 230 

GHz 帯 SST-CP を製作・評価したところ、

従来の 10 倍以上高い左右偏波分離率が 

非常に安定して得られることが実証できた。

すなわち、230 GHz 帯域以上で実用的な 

円偏波分離法が SST-CP により実現された。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性劣化 大 

(a). 従来型 CP の構造概念図 (b). 寸法 sz1 の変化による逆偏波混入量の変化 

(a) (b) 

(c) (d) 

(c). SST-CP の構造概念図 (ｄ). 寸法 sz2 の変化による逆偏波混入量の変化 

特性劣化 小 

図 2. SST-CP の構造と、隙間による特性劣化 
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3.  220/230 GHz 周波数分配器 FSF の開発 

 

SIS-Mixer による極低雑音ヘテロダイン

受信機では、基準信号(LO)の周波数よりも

高い周波数の検出帯域 (USB) と、逆に低い 

検出帯域 (LSB) が考えられ、これらを区別

無く混同して出力する。ところが、サブミリ

波 VLBI 観測においては、混同された帯域に

由来するノイズ (image band noise) が観測

結果に大きな影響を与えてしまう。これを 

排除するために、従来 2SB-Mixer という   

手法が採用されてきたが、特性の不安定性や

開発難度の高さ等、扱いづらい側面があった。 

本研究では、従来にない機能を持つ導波管

回路 FSF により、一定の極めて高い割合で

image band noise を排除する新手法 “2SBF-

Rx” を開発した。図 3 は FSF の構造・機能

概念図である。本回路の Port1 に入力された

信号の内、内部に設けられた High-Pass 

Filter (HPF)を通過できた成分は Port 4 に、

通過できず反射された成分は Port 2 へと 

伝送・出力される。ここで通過帯域を USB, 

反射帯域を LSB に割り当てるなどすると、

image band noise を排除することができる。 

本研究では、2SBF-Rx が実際に機能し、 

天文観測にも十分実用できる事を実証する

ために、218-222 GHz を LSB に, 228-232 

GHz を USB に設定した FSF を開発した。

この帯域には電波天文において頻繁に観測

される 12CO, 13CO, C18O J = 2-1 輝線が含ま

れており、府大 1.85m 望遠鏡でもこれらを

観測しているため、実証実験には最適である。 

 

 

 

開発した 220/230 GHz FSF の周波数 

特性設計値および実測値を図 4 に示した。

両者は+2 GHz の周波数ズレで概ね一致し、

2SBF-Rx が実現できる事は確認できた。 

特性ズレについては 10μｍ程度の加工 

誤差によるもので、本論文ではこれについ

ても詳しく述べている。 

図 4. 220/230 GHz FSF の周波数特性 

赤線は Port 1→ Port 2 の伝送率を、 
青線は Port 1→ Port 4 の伝送率を示す。 
また、各太点が実測値、点線が設計値を示す。 

図 3. FSF の構造・機能概念図 

緑線が USB 信号の、赤線が LSB 信号の 
伝送の様子を示す。 
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4.  大阪府大 1.85 m 望遠鏡による 230 GHz SST-CP, FSF の運用実施試験 

 

 大阪府大 1.85m 電波望遠鏡 ( 図 5 ) は、

恒星形成メカニズムの解明等を目的とした

230 GHz 帯 CO 分子輝線観測を行っている。

本望遠鏡に、SST-CP および FSF を用いた

230 GHz 帯 VLBI 観測用受信機を搭載し、

天文観測実施試験を行った。 

図 6 に 12CO J = 2-1 輝線観測結果を示した。

図 6 (a),(b)は従来受信機の、図 6 (c),(d)は 

搭載した新型受信機による観測結果である。

12CO 輝線の受信強度を示した図 6 (a),(c)は 

ほぼ一致しており、新型受信機が従来と変わ

らず輝線検出できている事が分かる。一方で

image band への漏れ込み量を示した図 6 (b), 

(d)から、従来の漏れ込み率 12.5 %に対して 

新型では 0.3 %と極めて低くなっている事が

分かる。この結果から FSF を用いた image 

band noise 排除手法が天文観測にて実際に 

応用可能であることを実証できた。 

 

 

 

天文観測実用実証した SST-CP, FSF を

用いて、GLT 搭載 230 GHz 帯 VLBI 観測

用カートリッジ型受信機  “CPRx-W”を  

開発した。図 7 は CPRx-W の冷却受信機

の写真、図 8 は 4K 冷却ステージ上の写真

である。本受信機は SST-CP で左右円偏波

した後、それぞれに接続された FSF で USB, 

LSB を分離し、合計 4 系統の観測信号を

SIS-Mixer により検出、周波数変換する。

変換された信号は低雑音増幅系で増幅 

され、ALMA Band 6 システムによりそれ

ぞれ分光処理される。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLT 搭載時の環境を再現した受信機 

冷却試験の結果、４つの SIS-Mixer の等価

雑音温度 TRX-SSB は概ね 80 K 以下、良い 

場合は 50 K 近くである事が分かった。本

結果は CPRx-W が 230 GHz 帯 VLBI 観測

に十分実用的である事を示唆している。 

 

 

 

 

 

 

図 5. 大阪府大 
1.85m 望遠鏡 

Image band への漏れ込み量 

図 6.  1.85m 望遠鏡による 12CO J = 2-1 
輝線の観測結果比較 

従来受信機 本研究の結果 

5.  GLT 搭載 230 GHz 帯 VLBI 観測受信機 CPRx-W の開発 

図 7. CPRx-W 冷却受信機 

LO 

Feed 

FSF SST-CP FSF 

SIS-Mixer 

Input 
IF Output 
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本研究では、ブラックホールシャドウの

観測を目的とする GLT 計画で用いられる

230 GHz 帯 VLBI 観測受信機を開発した。

本受信機は、従来 230 GHz 帯での実現が

困難であった左右円偏波・両サイドバンド

分離を実現する 2 種の新型デバイスを搭載

している。本研究ではまず、これらのデバ

イス単体の設計開発と評価を行い、特性が

十分実用的である事を実証した。さらに、

これらを府大 1.85m 望遠鏡に搭載しての

観測実験により、その天文応用を実証した。

そして GLT 搭載のための受信機システム

開発と冷却評価までを完了した。 

本研究のこれらの成果により、ブラックホ

ールの観測的研究の促進が期待される。 

また、将来的に需要が高まると予想される

より高い周波数帯域における VLBI 観測の

実現にも貢献が期待できる成果である 

 

図 8. CPRx-W 4K 冷却ステージ上の写真 

Feed (反対面) 

観測信号 

 

IF-A 

IF-B 
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提出者氏名   長谷川 豊 

 
宇宙の理解は、観測する空間分解能の向上に伴って劇的に進んできた。干渉計は非常に

長い基線長を実現することにより、高い空間分解能実現を目指した装置であり、アルマ望

遠鏡を始め、電波天文学の標準的な手法となっている。最近、その高い空間分解能を活か

して、電波干渉計を用いたブラックホールシャドウの直接検出が世界中で計画されている。

高い空間分解能を達成し、ブラックホール周囲のプラズマによる散乱を避けるため、230GHz
帯より周波数の高い電波領域での VLBI (Very Long Baseline Interferometer: 超長基線電波干
渉計)観測がもとめられている。本研究で開発された受信機システムは、Greenland Telescope 
(GLT)に搭載され、ALMA, ハワイの SMA等と結合して地球サイズの電波望遠鏡として運用
される。230GHz 帯は地球大気による吸収が大きく、その波長も極めて短い(1.3mm)ことか
ら、VLBI 用の高感度受信機を作製することが非常に困難であった。本論文では、230GHz
帯での導波管での円偏波分離器、ヘテロダイン受信でのサイドバンド分離器、の新手法を

考案・開発し、効率のよい両偏波観測の実現を目指した。 
VLBI 観測では、左右両円偏波を効率よく分離することが必要不可欠である。230GHz 帯
の波長は 1.3mmと非常に短いため、今まで数 GHz帯の VLBI観測で使用されていた円偏波
分離器のスケールダウンは通用しない。本研究では、円偏波分離器の内部構造である階段

状の金属障壁「セプタム」の円偏波分離における役割を再解析した。それにより、セプタ

ム部を従来の 3 倍以上厚くした状態でも優れた円偏波分離精度が達成できることを見いだ
した。また、セプタムを含む導波管を切削する際の分割面を従来とは異なりセプタム内部

に移動させることにより、加工誤差が電磁界に与える影響を最小限に抑えることが可能と

なり、10 倍以上高い左右偏波分離率が得られた。ヘテロダイン受信においては、基準信号
周波数に対して高い側と低い側の周波数帯域(サイドバンド)が混在することにより、希望す
る信号の S/N 比が下がる問題があった。それを解決するために、両サイドバンドを分離す
る手法が考案されてきた。本研究では、従来の 2 つのミクサを用いる方法ではなく、導波
管回路のみで両サイドバンド分離を実現する手法を考案し開発した。ハイブリッドカプラ

ーと導波管 High pass filterを組み合わせた導波管回路のみで製作されているため、非常に高
く安定なサイドバンド分離度を実現した。これらのコンポーネントは大阪府立大学の 1.85m
電波望遠鏡に搭載し、長期間安定運用を実現した。 
以上のように本研究では、受信機コンポーネントの基礎特性を丁寧に調査することによ

り、新たな手法による 230GHz帯での高い左右円偏波分離度・サイドバンド分離度を実現し
た。コンポーネント開発のみならず、実際の望遠鏡での性能試験も実施し、GLT 望遠鏡の
要求を満たす受信機システムの開発に成功した。 
以上により、本委員会は本論文を学位論文として十分な内容を有しているものとして判

断した。 
主査 大西 利和 

細越 裕子 
久保田 佳基  
小川 英夫 
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