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(57)【要約】
　テラヘルツ輻射検出システムにおいて、複数の調波送
信機／受信機からなるアレイを視野を横断して走査させ
ることができる。不平衡ショットキー・ダイオード対を
ヘテロダイン受信機のミクサの中で用いることにより、
その受信機を送信機に変換し、局所発振器の偶数調波の
位置でテラヘルツ輻射を発生させることができる。その
送信機と受信機の中で周波数が異なる局所発振器を用い
ることにより、その受信機は発生した輻射を検出するこ
とができる。別の構成では、送信機の局所発振器は、受
信機と同じ周波数を持っていてもよいが、直接に、また
は単に送信機が視野を横断して走査された結果として変
調されていてもよかろう。直接に変調される場合には、
振幅変調または周波数変調が可能であり、これらには異
なる利点がある。ショットキー・ダイオード対に対する
電気的バイアスをオンとオフにすることにより、受信機
を送信機の機能と受信機の機能の間で切り換えることが
できる。本発明の実施態様には、出力の信号対雑音比が
大きいことと、IF出力の狭い帯域幅処理を利用している
ことというさらなる利点がある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輻射を標的に向けて送信する送信機と、その送信機から送信された輻射を標的から受信
する受信機とを備える電磁輻射検出システムであって、前記送信機と前記受信機が、それ
ぞれ、
　i）局所供給源から供給される信号のための入力と；
　ii）前記局所供給源から供給されるその信号を利用して信号を発生させるとともに、局
所供給源とは異なる少なくとも1つの周波数を有するミクサとを備えていて、
　使用中に、受信した前記輻射を、前記受信機により、その受信機の局所供給源から供給
される信号に基づく信号と混合し、前記標的と関係していて中間周波数特性を有する検出
信号を発生させるシステム。
【請求項２】
　前記送信機と前記受信機が同じ局所供給源を共有している、請求項1に記載のシステム
。
【請求項３】
　前記送信機の局所供給源と前記受信機の局所供給源は互いに周波数の差を有しており、
その周波数のうちの少なくとも1つの調波を受信機のミクサの中で混合して中間周波数を
発生させる、請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記周波数の差を変化させる周波数制御が用意されている、請求項3に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記送信機と前記受信機が使用中は互換性を有し、それぞれ、他方が送信した輻射の受
信機として機能する、請求項1～4のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項６】
　少なくとも1つの局所供給源の信号を変調する少なくとも1つの変調器をさらに備える、
請求項1～5のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記少なくとも1つの変調器のうちの1つの変調器が振幅を変調させる、請求項6に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記少なくとも1つの変調器のうちの1つの変調器が周波数または位相を変調させる、請
求項6または7に記載のシステム。
【請求項９】
　変調のレベルを制御する変調制御が用意されている、請求項6～8のいずれか1項に記載
のシステム。
【請求項１０】
　前記送信機の局所供給源と前記受信機の局所供給源が、同じ周波数または実質的に同じ
周波数に固定されている、請求項6～9のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項１１】
　送信された前記輻射の波長特性が、センチメートル～サブミリメートルの範囲にある、
請求項1～10のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項１２】
　送信された前記輻射がテラヘルツ輻射を含む、請求項11に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記送信機のミクサが、逆並列ダイオード対を備える、請求項1～12のいずれか1項に記
載のシステム。
【請求項１４】
　前記ダイオード対が本質的に不平衡である、請求項13に記載のシステム。
【請求項１５】
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　前記ダイオード対に、そのダイオード間の平衡の程度を変化させる電気的バイアスが供
給される、請求項13に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記受信機に、検出信号を分割して少なくとも2つの別々の検出経路をたどらせる信号
スプリッタが設けられている、請求項1～15のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記信号スプリッタが、前記検出信号を、異なる周波数特性を有する2つの検出信号に
分割できる、請求項16に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記異なる周波数特性に、第1の閾値周波数よりも小さい周波数と、第2の閾値周波数よ
りも大きい周波数が含まれる、請求項17に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記送信機および／または前記受信機の少なくとも1つの特性を制御するモード制御が
さらに用意されていて、使用中にシステムを能動モードと受動モードの間で切り換えるこ
とができ、能動モードでは、前記送信機が前記輻射を前記標的に向けて送信し、前記受信
機がそれを受信して前記検出信号を発生させ、受動モードでは、前記受信機が、送信され
た輻射を受信し混合して前記検出信号を発生させることを少なくとも実質的に停止する、
請求項1～18のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記モード制御が、前記送信機のパワーをオンとオフの間で切り換えるスイッチを備え
る、請求項19に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記送信機のミクサが逆並列ダイオード対を備えていて、そのダイオードに、そのダイ
オード間の平衡の程度を変化させる電気的バイアスが供給され、前記モード制御が、電気
的バイアスの程度を変化させることができる、請求項19または20に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記受信機のミクサが逆並列ダイオード対を備えていて、そのダイオードに、そのダイ
オード間の平衡の程度を変化させる電気的バイアスが供給され、前記モード制御が、電気
的バイアスの程度を変化させることができる、請求項19～21のいずれか1項に記載のシス
テム。
【請求項２３】
　各ミクサが低調波（sub-harmonic）ミクサを備える、請求項1～22のいずれか1項に記載
のシステム。
【請求項２４】
　受信した輻射に対するシステムの最大応答を制限する検出信号制限器をさらに備える、
請求項1～23のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項２５】
　請求項1～24のいずれか1項に記載のシステムで使用するため、
　i）局所供給源から供給される信号のための入力と；
　ii）少なくとも一部が前記局所供給源から供給される前記信号に基づいた信号を発生さ
せる逆並列ダイオード対を備えるミクサと；
　iii）前記ダイオードのうちの少なくとも一方に電気的バイアスを供給し、そのダイオ
ード間の平衡を制御する電気的バイアス入力と；
　iv）前記電気的バイアスのレベルを制御して前記平衡を制御し、そのことによって発生
した前記信号の周波数の内容を制御する電気的バイアス制御とを備える送信機／受信機。
【請求項２６】
　前記局所供給源から供給される信号を変調する変調器をさらに備える、請求項25に記載
の送信機／受信機。
【請求項２７】
　発生した前記信号の波長特性が、1センチメートル～サブミリメートルの範囲にある、
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請求項25または26に記載の送信機／受信機。
【請求項２８】
　発生した前記信号がテラヘルツ輻射を含む、請求項27に記載の送信機／受信機。
【請求項２９】
　請求項25～28のいずれか1項に記載の少なくとも2つの送信機／受信機からなるアレイを
含んでいて、各電気的バイアス制御が、1つの送信機／受信機のダイオードを平衡状態と
不平衡状態の間で切り換える構成にされている電磁輻射検出システム。
【請求項３０】
　i）輻射を標的に向けて送信する少なくとも1つの送信機と；
　ii）前記送信機から送信された輻射を前記標的から受信する少なくとも1つの受信機と
；
　iii）前記標的を走査するスキャナーとを備えていて、
　そのスキャナーが、前記少なくとも1つの送信機と前記少なくとも1つの受信機を前記標
的と同期して走査する構成にされている走査電磁輻射検出システム。
【請求項３１】
　i）輻射を標的に向けて送信する少なくとも1つの送信機と；
　ii）前記送信機から送信された輻射を前記標的から受信する少なくとも1つの受信機の
アレイとを備えていて、
　送信された前記輻射が2つ以上の離散周波数を有する電磁輻射検出システム。
【請求項３２】
　1つ以上の送信機を備えていて、異なる離散周波数が個々の送信機から送信される、請
求項31に記載のシステム。
【請求項３３】
　送信された前記輻射の波長特性が、1センチメートル～サブミリメートルの範囲にある
、請求項29～32のいずれか1項に記載のシステム。
【請求項３４】
　送信された前記輻射がテラヘルツ輻射を含む、請求項33に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、1センチメートル～サブミリメートルの範囲の波長の電磁スペクトルを用い
て物体を検出するのに利用される検出方法と検出装置に関するものであり、特に、局部発
振器を用いて信号（例えば画像信号）を検出するための構成に関するが、これだけに限定
されるわけではない。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の実施態様は電磁スペクトルのマイクロ波からテラヘルツ領域に関係する。しか
しテラヘルツ領域は、多くの用途にとって、小さなシステムで高い解像度が得られるとい
う特別な利点を有する。テラヘルツ領域で動作する本発明の特別な実施態様を以下に記述
する。この文脈における“テラヘルツ”は、1ミリメートル～サブミリメートルの範囲の
波長の電磁スペクトルを意味する。
【０００３】
　局部発振器を用いる構成には、例えばスーパヘテロダイン検出、ヘテロダイン検出、ホ
モダイン検出、直接IF（“中間周波数”）検出と、増幅器が再生ミクサまたは自己発振ミ
クサとして構成された検出のための直接増幅の利用が含まれる。本発明の実施態様は、ス
ーパヘテロダイン調波ミクサとヘテロダイン調波ミクサに特に適しており、平衡調波ミク
サ（例えば低調波（sub-harmonic）ミクサ）にはより一層適している。
【０００４】
　（1センチメートル～サブミリメートルの範囲の波長におけるヘテロダイン検出では、
局部発振器の周波数が検出される入力信号に対してシフトするのに対し、ホモダイン検出
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では周波数は同じである。）
【０００５】
　上記の範囲は、この明細書では、一般にテラヘルツ・スペクトルと呼ぶ。テラヘルツ輻
射は、イメージングやそれ以外の目的にとって有用なツールであることがわかっている。
なぜならいくつかの材料は、可視スペクトルでは不透明だがテラヘルツ輻射に対しては透
明だからである。そのためこれらの材料をテラヘルツ輻射を用いて“透視”できるが、可
視光の輻射を利用してもそれは不可能である。例えば地表のイメージングでテラヘルツの
波長を用いて大気を透過し、（例えば飛行や自動車の運転のために）悪天候時の可視性を
向上させる。いくつかの材料はテラヘルツ輻射によって識別することができる。なぜなら
透過率または反射率が異なるからである。このことは例えば食品または化学成分の検出に
利用されてきた。さらに、物体そのもの（人体も含む）はテラヘルツ輻射を放射すること
ができる。このことは例えば医学で皮膚がんの検出に利用されてきた。衣服は一般にテラ
ヘルツ輻射に対して透明だが武器はそうでないため、別の用途は、人が隠し持った武器の
検出であった。
【０００６】
　テラヘルツ・スペクトルを利用して物体のイメージングを行なうためのカメラが知られ
ている。例えば1つの構成が、欧州宇宙機関の名称による国際特許出願WO 2004/038854に
記載されている。この構成では、カメラは二重バンクにしたホーン・アンテナに基づいて
おり、使用中はそれぞれのアンテナがテラヘルツ輻射をピックアップしてそれを混合し、
局部発振器を用いて中間周波数信号を抽出する。公知のこのヘテロダイン技術により、そ
うでない場合に必要とされるよりも小さな検出器をテラヘルツ領域で室温にて用いること
が可能になるため、より高い解像度がサポートされる。
【０００７】
　能動テラヘルツ・イメージングまたは受動テラヘルツ・イメージングのいずれかを利用
することができる。能動イメージングでは、テラヘルツ供給源を用いて物体または視野を
照射する。受動イメージングでは、輻射源はなく、物体または視野からのテラヘルツ輻射
を単に受け取るテラヘルツ検出方式である。これは、例えば、輻射がそこで反射されるか
ら、および／または物体または視野そのものが輻射源であるから可能になろう。
【０００８】
　受動イメージング・システムは、いくつかの用途（例えば人体のイメージング）で利点
を有する。なぜならこのシステムの利用によって物理的な害が発生する可能性はないから
である。しかし受動イメージングでは信号対雑音比が比較的小さいため、画像を構築する
速度が能動イメージング・システムと比べて制限される傾向がある。したがって能動シス
テムを実現するほうが好ましかろう。こうするとはるかに広いダイナミック・レンジを提
供できるため、調べる対象の範囲を広げられるが、スペクトルのテラヘルツ領域では必ず
しも利用できない大きな電力レベルが要求される可能性がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施態様の第1の特徴によれば、輻射を標的に向けて送信する送信機と、その
送信機から送信された輻射を標的から受信する受信機とを備える電磁輻射検出システムで
あって、送信機と受信機が、それぞれ、
　i）局所供給源から供給される信号のための入力と；
　ii）局所供給源から供給されるその信号を利用して信号を発生させるとともに、局所供
給源とは異なる少なくとも1つの周波数を有するミクサとを備えていて、
　使用中に、受信した輻射を、受信機により、その受信機の局所供給源から供給される信
号に基づく信号と混合し、標的と関係していて中間周波数特性を有する検出信号を発生さ
せるシステムが提供される。
【００１０】
　標的は、受信機のアパーチャと関係する視野の中にあり、検出信号は、例えばその視野
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の中にある物体を検出すること、および／またはその視野の一部または全体からなる画像
を形成することに使用できよう。
【００１１】
　本発明の実施態様は、上記のように送信機と受信機からなるアレイとして構成すること
ができる。その場合、送信機と受信機は全体的な構成は同じだが、視野を照射するのに1
つ以上を使用し、その視野に関係する画像信号を形成するのに1つ以上を使用する。
【００１２】
　受信機のミクサがイメージングで利用される中間周波数を提供するためには、受信した
輻射が、視野からの情報を含む周波数特性を持つ必要がある。その周波数特性は、ミクサ
の中に存在する周波数特性に近いが、その周波数特性とは異なっている。例えば差は40GH
zになる可能性があるが、それよりもはるかに小さいことが好ましい。周波数の差は、2つ
以上の理由で生じる可能性がある。例えば受信した輻射を発生させる元になった送信機の
局部供給源から提供される信号は、受信機の局部供給源から提供される信号とは異なる周
波数特性を持つことができる。あるいはこれら2つの局部供給源は同じだが、視野から受
信する輻射が、変化するため検出可能な非常に低周波数の信号成分を含んでいる場合があ
ろう。例えば変化は、視野の中にある物体が運動してドップラー・シフトを引き起こすた
めに生じたり、振幅を変化させるために視野を走査した結果として生じたりする可能性が
ある。第3のタイプの構成では、局部供給源の1つを変調させることができよう。
【００１３】
　本発明の実施態様で利用できる受信機の便利な1つの形態は、低調波（sub-harmonic）
受信機である。低調波受信機では、受信した輻射を、受信機の局部供給源が発生させる信
号と混合し、周波数応答を生じさせる。その周波数応答には、その局部供給源からの信号
の1つ以上の調波に加え、その1つ以上の調波の側波帯が含まれる。これら側波帯は中間周
波数（“IF”）特性を提供する。その中間周波数特性は、低域変換すること、フィルタリ
ングすること、増幅すること、検出またはイメージングに使用することができる。
【００１４】
　この形態の受信機は、本発明の実施態様では送信機としても利用できる。これは、送信
機内と受信機内のミクサの周波数応答に依存する。公知の低調波受信機では、周波数応答
は、側波帯（すなわちミキシング）を示す傾向だけでなく、局所供給源からの信号の調波
の位置で信号を発生させる傾向もある。この公知の構成においてIF信号の抽出を容易にす
るため、偶数調波での信号の発生を抑制し、偶数調波でのミキシングに起因する側波帯を
残すだけにする。この信号発生を抑制するのに多くの研究がなされてきた。例えばミクサ
として平衡ダイオードが使用される。その後、偶数調波の位置にある側波帯を低域変換す
るのは容易であり、次いでフィルタリングしてIF出力となる。
【００１５】
　しかし本発明の実施態様では、視野を検出するのではなく照射するためには、輻射検出
器の周波数応答の以前は望ましくなかった特性を利用することが可能かつ有利であること
がわかった。別の検出器を受信機として利用することができる。すると検出プロセスを著
しく改善することが可能になる。本発明の実施態様では、従来のように全体構造が低調波
受信機と同じ送信機の中で偶数調波において信号を発生させるため、それを利用して視野
を照射する。視野によって輻射に情報が刻印されると、受信機でその輻射を混合して側波
帯を発生させることができるのであれば、その輻射をIF信号として検出し、適切にフィル
タリングすることで、標的の検出または視野のイメージングに利用することができる。し
たがって以前は望ましくなかった周波数特性が“他の方向”で利用されて視野に向かって
放射され、異なる受信機によって検出される。したがって放射する“検出器”は代わりに
“調波送信機（harmonic transmitter）”として利用される。
【００１６】
　本発明の第1の特徴による一実施態様では、上記の調波送信機を調波受信機とともに用
いるとよい。そのそれぞれにおいて、調波受信機での利用に関して知られているようにし
て一対のダイオードを用いることにより、送信機と受信機の一方または両方を、送信に適
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した挙動と受信に適した挙動の間で切り換えることが可能になる。これが可能なのは、例
えば電気的バイアス（電圧または電流）を印加することによって一対のダイオードの間の
平衡を制御できるからである。次に、偶数調波での信号の発生を制御する制御装置を電気
的バイアスを利用して実現することができ、したがって送信機／受信機が、視野の照射に
適しているかどうかや、視野から入ってくる輻射の検出に用いるのに適しているかどうか
がわかる。
【００１７】
　したがって本発明の第1の特徴による実施態様では、送信機と受信機の一方または両方
はさらに、例えば局部供給源によって供給される信号の1つ以上の偶数調波の位置におけ
る信号の発生を制御する制御装置を備えることができる。特に、送信機または受信機のミ
クサは一対のダイオードを備えることができ、制御装置は、その一対のダイオードと関係
する平衡制御（例えば制御可能な電気的バイアス）を備えることができる。このような構
成により、さまざまな方法で適用できる電気的制御が提供される。例えば単なる手動オン
／オフ制御がなされたり、所定の方式に従うかリアル・タイムの条件に応答した電子制御
が可能だったりする。
【００１８】
　信号の発生を制御する制御装置を有する1つ以上の送信機を備えたイメージング・シス
テムは、能動モードで使用して送信機によって輻射を視野に向けて放射すること、または
受動モードで使用して視野から輻射を受け取るだけにすることができる。システムが受動
モードのときには、場合によっては送信機を検出器として使用できる。したがって制御装
置によって能動的な挙動と受動的な挙動を切り換えるモード制御が可能になる。
【００１９】
　実際には、各送信機は、送信時に同時に受信機として機能することができる。
【００２０】
　能動輻射を利用する公知のシステムでは、一般に、全視野が投光照射される。そのため
には、テラヘルツ領域では通常は利用できない大量の電力が必要とされる可能性がある。
送信機／受信機のアレイを利用する本発明の実施態様では、視野に向けて放射された輻射
の経路と、視野から戻ってきて受け取る輻射の経路は、実質的に平行であり、各受信機は
、一般に、1つの送信機または少数の送信機から発生した輻射だけを受け取る。ある瞬間
に視野のうちでどれか1つ以上の受信機によって検出できる部分だけを照射する必要があ
る。したがって送信されるパワーを著しく減らすことができる。
【００２１】
　スーパーヘテロダイン、ヘテロダイン、ホモダイン、ゼロIF、自己発振ミキシング形態
のいずれかを利用して動作する送信機／受信機を用いることにより、100dBのオーダーの
ダイナミック・レンジと信号対雑音比（“SNR”）を達成できる。すると極めて少ない送
信パワーを用いることが可能になる。例えば送信パワーは、自然に起こるバックグラウン
ドの電磁輻射よりも少なくできる可能性がある。この明細書ではやはり“能動的照射”ま
たは“能動モード”などの用語を用いてこのことに言及しているが、“能動”システムは
、実際には、“受動”と考えられるシステム（例えば室温での身体）に存在するパワーよ
りも少ない送信パワーを持てることを心に留めておく必要がある。“能動”という用語は
、1つまたは複数の送信機で生成されて視野に向けられる出力が存在することだけを意味
する。したがってその出力は一般に既知の特性を持ち、検出することができる。本発明の
実施態様において1つまたは複数の送信機で生成される能動照射は、例えば、バックグラ
ウンド輻射から区別できる狭い帯域の1つまたは一群の信号を提供することができる。実
際、この技術分野と以下に説明する本発明の実施態様で使用される送信機は、単一の離散
サイン波を含む狭い帯域の信号を発生させることができる。
【００２２】
　本発明の第2の特徴の実施態様によれば、上に説明したシステムで使用するため、
　i）局所供給源から供給される信号のための入力と；
　ii）少なくとも一部が局所供給源から供給される前記信号に基づいた信号を発生させる
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逆並列ダイオード対を備えるミクサと；
　iii）ダイオードのうちの少なくとも一方に電気的バイアスを供給し、そのダイオード
間の平衡を制御する電気的バイアス入力と；
　iv）電気的バイアスのレベルを制御して平衡を制御し、そのことによって発生した前記
信号の周波数の内容を制御する電気的バイアス制御とを備える送信機／受信機が提供され
る。
【００２３】
　それぞれの電気的バイアス制御は、ダイオードを平衡状態と不平衡状態の間で切り換え
る構成にすることができ、そのどちらかの状態において、送信機／受信機は、それぞれ、
局所供給源によって生成された信号の偶数調波を抑制または発生させるために受信モード
または送信モードで作動する。したがって電気的バイアス制御は、能動モードと受動モー
ドの間で切り換えるためのモード制御を提供することができる。
【００２４】
　本発明の一実施態様には、逆並列ショットキー・ダイオードが組み込まれた低調波ヘテ
ロダイン・ミクサに基づいていて、受信能力も同時に有する送信機が含まれよう。低調波
ミクサには、ミキシング・プロセスにおいて周波数が何倍かされて（例えば2倍）より高
次の調波になる局所供給源が設けられている。その結果、局所供給源は、受信機が検出す
る予定の周波数の半分（または他の適切な分数値）で駆動することができる。逆並列ショ
ットキー・ダイオードが組み込まれた低調波ミクサは、電子的に制御されるシステムにお
いて検出と送信を同時に行なう1つの優れた方法を提供する。
【００２５】
　本発明の実施態様で用いるのに適したダイオードは、以下の刊行物に記載されている：
「ミリメートル波長のためのエアブリッジを備えるガラス補強GaAsビーム・リード・ショ
ットキー・ダイオード」、Electronics Letters、1984年9月13日、第20巻、19号、787ペ
ージ。
【００２６】
　別の構成では、受信機／送信機の能動素子として、逆並列ショットキー・ダイオードが
組み込まれたスーパーヘテロダイン低調波ミクサも使用することができよう。しかしその
ためにはいくらか特別な低雑音増幅器が必要とされる。
【００２７】
　本発明の実施態様の第3の特徴によれば、
　i）輻射を標的に向けて送信する少なくとも1つの送信機と；
　ii）送信機から送信された輻射を標的から受信する少なくとも1つの受信機と；
　iii）標的を走査するスキャナーとを備えていて、
　そのスキャナーが、少なくとも1つの送信機と少なくとも1つの受信機を標的と同期して
走査する構成にされている走査電磁輻射検出システムが提供される。
【００２８】
　例えばその少なくとも1つの送信機とその少なくとも1つの受信機は、送信機と受信機か
らなるアレイの中に存在することができ、スキャナーは、例えばそのアレイを移動させて
標的を走査すること、または光路を規定する要素（例えば鏡）を制御し、アレイに対して
標的を走査することができる。使用に適すると思われる走査の構成は公知である。その一
例は、ThruVision Limitedの名称でなされた同時係属中のイギリス国特許出願GB0511209.
9に記載されているものである。
【００２９】
　その少なくとも1つの送信機をその少なくとも1つの受信機と同期させて走査することに
より、視野を照射するのに必要なパワー・レベルは、視野全体を十分に照射するのに用い
る公知の構成と比べてはるかに少なくなる。
【００３０】
　走査電磁輻射検出システムには、送信機によって送信される輻射を変調させて受信機で
検出できるようにする変調器がさらに含まれていることが好ましい。さまざまな方法で変
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調して検出システムの利用度を向上させることができる。例えば変調によって移動する標
的を追跡すること（その中にその速度の測定も含まれる）が可能になる。
【００３１】
　その少なくとも1つの送信機とその少なくとも1つの受信機が、局所供給源の1つの周波
数と受信した輻射を混合して1つの周波数応答を発生させるミクサの使用に基づいている
場合には、送信機によって生成される照射用輻射の変調を利用し、受信機の周波数応答の
中に比較的正確に予測できる1つ以上の周波数を発生させることができる。これは、受信
機の中で著しく狭い帯域幅を適用できるために受信機内の信号対雑音比が顕著に改善され
ることを意味する。
【００３２】
　本発明の実施態様の第4の特徴によれば、
　i）輻射を標的に向けて送信する少なくとも1つの送信機と；
　ii）送信機から送信された輻射を標的から受信する少なくとも1つの受信機のアレイと
を備えていて、
　送信された輻射が2つ以上の離散周波数を有する電磁輻射検出システムが提供される。
【００３３】
　例えば送信機が低調波送信機だと、送信される輻射は、局所供給源の周波数の異なる2
つ以上の調波から発生することになろう。
【００３４】
　このようなシステムは2つ以上の送信機を備えており、異なる離散周波数がそれぞれの
送信機から送信される。
【００３５】
　受信機は、その2つ以上の離散周波数を受信するようにできる。そのような受信機の一
例は、その局所供給源の調波に近い周波数を持つ輻射を受信するようにされた低調波受信
機である。すなわち受信機の局所供給源の周波数は、受信した輻射と混合されたときにそ
の受信機で発生する調波が1つ以上の中間周波数を発生させるように選択される。あるい
は2つ以上の受信機を用意し、その受信機を互いの間で調節して2つ以上の離散周波数が受
信されるようにする。
【００３６】
　本発明の第4の特徴による実施態様は、視野の少なくとも一部を2つ以上の周波数の輻射
で照射することをサポートする。こうすると、視野内にあって輻射の周波数スペクトルの
比較的限られた1つ以上の部分でだけ輻射を反射する物体または材料の検出に関するイメ
ージング・システムの潜在的な性能が向上する。
【００３７】
　本発明による実施態様のさらに別の特徴は、請求項に記載されている。
【００３８】
　どの実施態様であれ、その実施態様に関して説明したあらゆる特徴は、単独で利用する
こと、または説明した他の特徴と組み合わせて利用することができ、他の任意の実施態様
の1つ以上の特徴と組み合わせることや、他のあらゆる実施態様のあらゆる組み合わせも
可能であることが理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　単なる例示である本発明の一実施態様としてのヘテロダインTHz送信機／受信機を添付
の図面を参照してこれから説明する。
【００４０】
　図面は概略図であり、どの図面も実際のスケールにはなっていないことに注意されたい
。
【００４１】
　図1を参照すると、送信機／受信機はミクサ部100を備えており、その後にそのミクサ部
100からのIF出力のための増幅器105が続いていることがわかる。増幅器105の後にはアナ
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ログ／ディジタル変換器（ADC）130が続き、そのあとにディジタル・フィルタ135がある
。ADC130とディジタル・フィルタ135は、クロック140によって同期している。視野からミ
クサ部100に入って来るテラヘルツ輻射110は、フィードホーン115を通じ、ダイオードに
基づくミクサ120または二方向性の自由度を持つ他のミクサに供給され、参照信号と組み
合わされる。参照信号は、ここでは局所発振器（LO）125から供給される。
【００４２】
　ミクサ120には非線形素子（例えばショットキー・ダイオード）が組み込まれている。
この非線形素子が、受信したテラヘルツ輻射110を参照信号と組み合わせて和信号と差信
号を生成させる。その中には中間周波数（IF）が含まれる。IFは、通常は、テラヘルツ輻
射110および参照信号よりも周波数が小さく、テラヘルツ輻射110および参照信号が200～1
0000GHzであるのに対してIFは一般に0.1～40GHzである。IFは今や低周波数であるため、
容易に増幅し、必要な場合には整流し、受信したテラヘルツ輻射110の強度に正比例する
電圧を発生させることができる。その後、この電圧を用いて視野に関する画像を形成する
ことができる。
【００４３】
　受信するパワーの検出に必要であるため整流が生じる。整流は検出のための1つの方法
である。別の方法は、信号をアナログ／ディジタル変換器（“ADC”）でサンプリングす
ることである。
【００４４】
　フィードホーン・アレイ
【００４５】
　図2を参照すると、フィードホーン115とミクサ120は、実際には、複数のフィードホー
ンからなるアレイの一部として構成し、それぞれのフィードホーンがミクサを備えるよう
にできることがわかる。1つの局所発振器（図2には図示せず）が、分岐路205に沿ってい
くつかのミクサ120に参照信号を供給することができる。
【００４６】
　さまざまな周波数の輻射を受信するフィードホーンとミクサの他の部品の設計は非常に
よく確立されているため、ここではこれ以上説明しない。しかし入射する輻射が広い範囲
の周波数を持つ可能性があるどの構成でも、十分な範囲の周波数の輻射が通過できるよう
にフィードホーン115とミクサの他の部品を設計する必要があるだろうことに注意された
い。
【００４７】
　図2に示した全体的構造は、欧州宇宙機関の名称による国際特許出願WO 2004/038854に
記載されているようなエピタキシャル法で製造することができる。すなわち3層構造を作
る。中間層は両面がエッチングされ、上層と下層は、それを補うように1つの面だけがエ
ッチングされる。上層と下層が中間層とともに形成されるとき、フィードホーン115と、
ミクサ120のための位置と、参照信号の入力チャネル205とからなる二重アレイが作り出さ
れる。
【００４８】
　上層と下層はさらに、ミクサ120からのIF出力200と接触させるため、そしてバイアス信
号をミクサ120のダイオード（図示せず）に供給するため、メッキされた穴を備えている
。
【００４９】
　図2は、このような構造の中間層の平面図だけを示している。
【００５０】
　ミキシングと信号の発生
【００５１】
　図3を参照すると、各ミクサ120が、実際には、非線形ミキシング素子（例えば逆並列の
構成にされた一対のショットキー・ダイオード）を備えていることがわかる。図3aを参照
すると、従来からあるショットキー・ダイオードは、局所発振器（“LO”）駆動信号305
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に対して公知の電流／電圧応答300をすることがわかる。コンダクタンスの時間変化310を
示す図3bを参照すると、単一のショットキー・ダイオードを用いたミキシングが、局所発
振器駆動信号305に対応する周波数で起こることがわかる。図3c～図3eを参照すると、2つ
のショットキー・ダイオードを逆並列の構成315で接続した場合、局所発振器駆動信号305
に対する電流／電圧応答320は反対称であること、そしてコンダクタンスの時間変化325か
ら、今や、局所発振器駆動信号305の周波数の2倍の周波数でミキシングが起こることがわ
かる。これは、局所発振器駆動信号305が、検出する予定の輻射の半分程度の周波数であ
りさえすればよいことを意味する。
【００５２】
　図3cに示した一般的なタイプのミクサは、局所発振器駆動信号305を用いてより高次の
調波の周波数を検出するのに使用できるが、一般に、低調波ミクサ（sub-harmonic mixer
）と呼ばれる。適切なミクサは公知であり、使用できると思われるミクサのタイプの一例
が、B.P. Monya、C.M. Mann、B.N. Ellison、M.L. Oldfield、D.N. Matheson、T.W. Crow
eによる「局所発振器に必要な電力が少ない、183GHzでの広帯域宇宙品質低調波ミクサ」
という題名の論文（1998年5月27～29日、エスポー、「ミリ波技術と応用に関する第2回ES
Aワークショップ」のプロシーディングに発表）に開示されている。
【００５３】
　この一般的なタイプのミクサでは、LO125の望ましくないより高次の調波が受信機から
出ることを阻止せねばならない可能性がある。そのためのフィルタは公知であり、例えば
帯域フィルタ（RF入力回路で使用できるワッフル・フィルタなど）が挙げられる。この話
題は、C.G. Mattaei、L. Young、E.M.T. Jonesによる『マイクロ波フィルタ、インピーダ
ンス整合網、カップリング構造』（ニューヨーク、1964年、マグロウ-ヒル社）で議論さ
れている。テラヘルツ周波数では、このようなフィルタが望む周波数を不必要に減衰させ
ないように注意する必要があることが理解されよう。
【００５４】
　図4を参照すると、従来の反対称低調波ミクサの動作を数学的観点から調べることがで
きる。それがなされると、ミキシングがLOの周波数である“f0”の偶数倍のまわりに集中
していることがわかる。図4には、反対称電流／電圧応答320を持ち、125GHzのLOによって
駆動される図3cに示したタイプの250GHz平衡低調波ミクサを使用しているときの全周波数
応答が示してある。
【００５５】
　このミクサでは、LO入力信号400の周波数が2倍にされて2次の調波405が得られ、その2
次の調波405が受信した輻射と混合されて側波帯415が生じる。図4には、これらの側波帯
が低域変換されてIF信号410が生じることも示してある。実際には、より高次の調波も存
在しており、追加の側波帯420、425を発生させる。これらの側波帯もIF信号410に寄与す
る。
【００５６】
　この平衡ダイオードの構成では、ミキシングと信号発生の両方が調波の位置で起こるが
、ミキシングは主として偶数調波のまわりで起こり、信号発生は主として奇数調波の位置
で起こることがわかる。したがって側波帯415、420、425は偶数調波2f0、4f0、6f0のまわ
りに出現し、信号430、435、440は奇数調波3f0、5f0、7f0の位置で発生する。ただし、調
波の次数が大きくなるにつれてパワー・レベルはますます低下していく。ダイオードが平
衡している限り、偶数調波の位置での信号発生（例えば2次調波405）は顕著に抑制される
。
【００５７】
　実際には、THz輻射を検出する際に望ましいのは低域変換されたIF成分410である。なぜ
なら、これは十分に低い周波数であるため、増幅して有用な検出信号を発生させることが
比較的簡単だからである。例えばフィルタを用いると、ミクサ120のIF出力からより高次
のあらゆる周波数を阻止することができる。
【００５８】
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　しかし本発明の実施態様では、THz輻射を視野に向けて少なくともある時間送信するの
に第1のミクサ120を使用し、その後その輻射を第2のミクサ120で検出できるようにすべき
である。すると視野に向かう送信方向で、発生する少なくとも1つの調波を全周波数応答
において用いることが望ましくなる。その発生した調波を用いてIF成分を発生させ、それ
を第2のミクサ120において低域変換することができる。
【００５９】
　図1に示した検出器100の使用に基づく以下の説明では、必要に応じてミクサ120の周波
数応答の偶数次または奇数次の調波を抑制または増大させうることを、図5、図6、図7を
参照して示す。本発明の実施態様では、国際特許出願WO 2004/038854に記載されている実
質的な受動THz検出システムを、照射と検出を行なう能動システムに変換することが可能
になる。やはり以下に説明することだが、信号対雑音比（“SNR”）が非常に大きいイメ
ージング・システムを作ることも可能である。
【００６０】
　より詳細には、本発明の実施態様の文脈では、“受動”システムは単に視野からの輻射
を検出するのに対し、“能動”システムは、輻射の放射と、その輻射の検出の両方を行な
う。
【００６１】
　図5は、図4とは異なり、非対称な（例えば不平衡な、またはバイアスがかかった）非線
形ミキシング素子を有する低調波ミクサの全周波数応答を示している。実際には、これは
よく起こる状況である。というのも、逆並列ダイオード対で使用する正確に平衡したダイ
オードを製造することは物理的に難しいからである。
【００６２】
　図5からわかるように、ここではミキシングと信号発生の両方があらゆる調波の位置で
起こる。
【００６３】
　信号発生だけに注目し、図6には、図3cの平衡した構成において発生する周波数を示し
てある。図4と同様、逆並列ダイオード対315のダイオードが平衡していると、単一トーン
駆動周波数400（125GHz）の奇数調波430、435、440だけが発生することがわかる。これは
、THz輻射の検出に適した構成である。というのも、調波の半分が抑制されるためにシス
テム全体の雑音がより少なくなるからである。実際には駆動周波数の偶数調波においてい
くらか信号が発生するであろうが、ダイオードが適切に平衡していると、その信号は駆動
周波数の奇数倍において発生する信号よりも何桁も小さいであろう。
【００６４】
　図7cを参照すると、図5に関係する平衡していない構成で発生する周波数が示してある
。ここでは、逆並列のダイオード対315が平衡していないと、単一トーン駆動周波数400（
125GHz）の奇数調波と偶数調波の両方405、430、515、435、710が発生することがわかる
。これは、輻射を視野に向けて逆に送信し、第2のミクサ120によって検出するのに適した
構成である。
【００６５】
　能動／受動の切り換え
【００６６】
　常に第1のミクサを用いて輻射を送信し、常に第2のミクサを用いて輻射を受信すること
が可能であろう。しかし本発明の実施態様では、同じ送信機／受信機を送信機または受信
機として用いることができるため、1つのミクサを異なる全周波数応答の間で切り換える
ことが可能である。例えば第1の送信機／受信機はTHz輻射を受信してIF信号を出力するの
に適しており、第2の送信機／受信機は、視野にTHz輻射を照射として向け、別の送信機／
受信機でその輻射を検出するのに適している。図7aを参照すると、このタイプの切り換え
可能な送信機／受信機を実現する1つの簡単な方法は、ミキシング素子として使用される
逆並列ダイオード対315のダイオードの一方に印加する電気的バイアス700のための入力を
用意することであることがわかる。電気的バイアス700を印加すると、逆並列ダイオード
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対315の電流／電圧応答は図7bに示してあるようにシフトしてもはや反対称ではなくなり
、単一トーン・ポンプ信号に対するミクサの全周波数応答が変化する。
【００６７】
　上に述べた電気的バイアス700は、バイアス電流またはバイアス電圧として供給するこ
とができよう。
【００６８】
　電気的バイアス700を利用した切り換え可能な構成により、バイアスをオンとオフの間
で切り換えることで1つのミクサ120を異なる周波数応答の間で切り換えられるというモー
ド制御が提供される。例えばそのミクサの1つ以上はTHz輻射を発生させるのに適しており
、1つ以上はTHz輻射を検出するのに適している。この切り換え法は、純粋にバイアス回路
の速度によって制限される本質的に速いプロセスである。例えば図6と図7cに、図7aの構
成のミキシング素子を用いた低調波ミクサ120の周波数応答において発生する周波数を示
してある。図6の場合にはバイアス700がなく、図7bの場合にはバイアス700がオンにされ
ている。
【００６９】
　電気的バイアス700を供給することには第2の利点も考えられる。従来の検出構成では、
（特に非常に強いLOポンプ信号400の場合に）不適切な周波数で視野に向かって戻る輻射
を避けるため、そしてIF出力の雑音を減らすため、フィルタリングを利用して周波数応答
の望ましくない成分を抑制していた。このようにすると回路の設計が非常に複雑になる。
その代わりに同じ電気的バイアス700を利用するがここでは異なるレベルにすることで、
低調波ミクサ120を受信機モードで利用するときにはそのミクサの二方向性素子の間の平
衡を“微調整”することが可能である。こうすると、受信機モードで動作するとき、ミク
サの性能の望ましくない周波数成分を抑制するフィルタの必要性を著しく少なくするか、
その必要性をなくすことができる。例えば1mAのオーダーのバイアス電流700を用いてダイ
オードを不平衡にしてミクサ120を送信モードに切り換えるのであれば、ダイオード飽和
電流Isの一部であるバイアス電流700（例えばほんの0.1mAのオーダー）が、2つのダイオ
ード間の本質的なあらゆる不平衡を平衡させ、したがってミクサ120を受信モードに切り
換えるのに十分であることがわかるであろう。
【００７０】
　アレイの少なくともいくつかの受信機において電気的バイアス700を利用する代わりに
、または電気的バイアス700を利用することに加えて、例えば受信機内の物理的構造物で
ある他のRFフィルタ構成を利用できる。しかしこれは、電気的バイアス700を利用するよ
りも柔軟性および／または精度がかなり低い可能性がある。
【００７１】
　能動／受動アレイ
【００７２】
　一般に、上に説明したような低調波ヘテロダイン・ミクサを利用した図1に示したテラ
ヘルツ検出器100は容易にアレイに組み込むことができるため、画像捕獲時間が短くなる
。このようなアレイは、上に説明したようにわずかに異なる周波数ポンプ信号400を持つ
第1と第2のミクサ120を備えることができるため、アクティブ・アレイとして機能するこ
とができる。
【００７３】
　多数のこのような検出器100は、それがすべて同じ周波数を必要とする限り、図2に示し
たような構成において共通ポンプ信号によって駆動することができる。しかし各ミクサ12
0は構成に応じて0.1～10mWの閾値電力を必要とするため、単一のLO供給源125によって駆
動できる検出器100の数には制限がある。テラヘルツLO供給源125の出力パワーの限度は1
～200mWである。その結果、大きなアレイでは、周波数が共有されている場合でさえ、2つ
以上のLO供給源125が必要とされよう。わずかに異なる周波数ポンプ信号400を持つ第1と
第2のミクサ120がアレイに含まれている場合には、図8に概略を示してあるように、異な
る周波数を供給するのに一般に少なくとも2つのLO供給源125が必要となろう。



(14) JP 2009-526988 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

【００７４】
　図8を参照すると、一般に1つのLO供給源125は、4つのミクサ120に対して信号を供給す
ることができる。例えば、逆並列ショットキー・ダイオードに基づく4つのミクサ120のた
めのLO供給源125としてガン・ダイオード発振器を使用することができよう。そのため8つ
の低調波ミクサ120からなる1つのアレイは、一般に、4つのミクサからなる2つのアレイか
らなり、4つのミクサからなる各アレイは、単一のガン・ダイオード発振器LO供給源によ
ってポンプされる。このことを図8に示してある。この図には、“LO供給源1”と“LO供給
源2”が存在している。
【００７５】
　図9を参照すると、実際には、4つのミクサ120からなる2つのアレイは、ホーン115の開
口部が互いに隣接していて最適な光学的解像度のための稠密充填条件が容易に満たされる
ように配置することになることがわかる。
【００７６】
　能動／受動切り換えアレイ：LO周波数が固定されていて、電気的バイアスによって切り
換えられる
【００７７】
　図8と図9に示した構成では、4つのミクサ120からなる各アレイは、そのアレイ専用の独
立したLO供給源125によって駆動される。LO供給源1は125.0GHzの周波数に設定され、LO供
給源2は125.5GHzの周波数に設定されている。
【００７８】
　受動動作モードでは、4つのミクサからなる両方のアレイ120は平衡しており、ショット
キー・ダイオード対に電気的バイアスは印加されていない（か、平衡を向上させるために
ほんのわずかなバイアスが印加されている）。このモードでは、各アレイのミクサは、図
4に示したタイプの周波数応答を示すことになろう。ミクサは、LO供給源125の2次の調波4
05を中心としたIF周波数415で主にミキシングを行なうことになろう。これら2つのアレイ
の2次の調波は、それぞれ250GHzと251GHzに位置することになろう。その一方で、これら
のアレイは、そのそれぞれのLO供給源125の3次の調波430、すなわちそれぞれ375GHzと376
.5GHzでパワーを発生させることになろう。したがってどちらのアレイも、他方のアレイ
がミキシングを行なわない周波数ではパワーを発生させない。2次の調波405と3次の調波4
30の間の周波数差（約125GHz）は、典型的な上方IF周波数（20～40GHz）よりもはるかに
大きく、低域変換はない。したがってミクサの各セットで検出されるTHz信号は、対応す
る優勢な偶数次のミキシング周波数を中心としたIF側波帯のそれぞれに存在する受動的エ
ネルギーである。
【００７９】
　図7も参照すると、ここで電気的バイアス700（または増大した電気的バイアス700）を
第2のミクサ・アレイのダイオード対に印加すると（それは、図8にIF信号5～8が生じるこ
とによって示してある）、このアレイの各ミクサ120はもはや平衡状態ではなく、図7bに
見られる電流／電圧特性がシフトた状態であることがわかる。第2のアレイの各ミクサ120
は、今や図5に示した周波数応答を持つことになろう。したがって第2のアレイの各ミクサ
120は、LO供給源2の周波数の偶数次と奇数次の調波の両方（251GHz、376.5GHzなど）でパ
ワーを発生させるとともに、偶数次と奇数次の調波の両方でミキシングを行なうことにな
ろう。したがって今や第2のアレイの各ミクサ120は251GHzで相対的に強い信号を発生させ
、それを第1のアレイの各ミクサが、その2次の調波（250GHz）と混合することによって検
出できる。したがって第2のアレイのミクサは、第1のアレイのミクサのために視野を照射
することができる。
【００８０】
　ミクサ120の送信機モードを生じさせるためのバイアス電流700は、一般に、0mA～Idmax
（デバイスの製造者によって指定されるダイオードの最大電流）になろう。このバイアス
電流は、“バイアス・ティー”（図17に参照番号1700で示してある）を用いてミクサのIF
ポートに供給されることになろう。これは、インダクタとキャパシタからなる公知の構成
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であり、大きなインピーダンス負荷を生じさせつつDC電流をIFピンに流すことができる。
大きなインピーダンス負荷により、バイアス・ティーに起因するIF信号の損失が避けられ
る。上に説明した動作周波数におけるGaAsダイオードでは、これは一般に約1mAであろう
。
【００８１】
　その結果、イメージング・アレイのミクサ120の逆並列ダイオード対にバイアスを印加
することにより、受動イメージャを電子的に切り換えて能動イメージャにすることができ
る。制御された電気的バイアス700によってモード制御がなされる。
【００８２】
　この実施態様をさらに一歩進めると、第1のアレイのミクサ120のダイオードにも小さな
電気的バイアス700が印加される場合には、LO供給源1の周波数の偶数次と奇数次の両方に
おいて調波が発生することになろう（250GHz、375GHzなど）。今や、第1のアレイは第2の
アレイと同様に能動状態になっている。第1のアレイで発生する信号は視野を照射し、第2
のアレイのミクサによって検出されることになる。第1のアレイで2次の調波において発生
する信号を低域変換して1GHzの強いIF出力として出現させることができる。ここでも2つ
のLO供給源の差の2倍である。
【００８３】
　すべてのミクサ120が今やすべての調波でミキシングを行なうため、3次の調波から1.5G
HzにおいてもIF出力に寄与できるが、より高次の調波に向かって非常に顕著にパワーが低
下する。
【００８４】
　上に説明したように切り換えを制御できる電気的バイアス700がなく、例えば能動アレ
イを作るときにダイオード対に固有の不平衡に頼る場合には、もちろんアレイの送信ミク
サのスイッチを単にオフにするのが別の選択肢である。するとアレイが受動モードに切り
換わるが、限られた数の受信機だけが動作する。
【００８５】
　受動／能動切り換えアレイ：不平衡が固定されていて、LO周波数によって切り換える
【００８６】
　あるいは受動イメージャを切り換えて能動アレイにすることのできる第2の方法は、1つ
以上のLO供給源125の周波数を他の供給源と同じか異なる周波数に電子的にチューニング
し、ダイオード対内の不完全さによって発生する残りの偶数次の調波の信号を用いること
である。LO供給源125が互いに同じ周波数だとアレイは受動だが、LO供給源の周波数が互
いにわずかに異なっていると、ダイオード対内の不完全さにより、偶数次の調波を発生さ
せるのに十分な不平衡が生じて能動アレイになる。（図1に示した）周波数制御145は公知
のやり方で実施することができる。それは、例えばフェーズ・ロック・ループ（“PLL”
）回路を用いてLO供給源125に対するチューニング電圧を変えることによる。完全に平衡
した逆並列ダイオード対はLO周波数の偶数次の調波を発生させないが、実際にはそれを実
現することは難しいため、いくらか不平衡が存在することになろう。すると偶数次の調波
においていくらかパワーが発生することになろう。これは、一般に、非対称なダイオード
特性によって生じるよりも1桁または2桁小さい。しかしヘテロダイン技術では極めて大き
な感度が利用できるため、有効なイメージングに必要であるよりも著しく大きな信号強度
になる可能性がある。
【００８７】
　上では切り換え（モード制御）が周波数制御145を利用してなされ、少なくとも1つのLO
125が再チューニングされる。ここで図16を参照する。能動的挙動と受動的挙動の間のモ
ード制御の別の構成では、周波数が異なる2つのLOを用いることができる。それは図示し
たLO供給源1とLO供給源2であり、例えば周波数が125GHzと125.5GHzであるとする。LO供給
源2のパワーはLO供給源1の2倍である。入力チェーンの中に2つの状態の間で切り換えるこ
とのできるスイッチ装置1600が存在している。2つの状態とは、すべてのミクサ120がLO供
給源2によって駆動され、LO供給源1は整合した終端1605に向けられた受動モード状態（実



(16) JP 2009-526988 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

線で図示）と、ミクサ120の半数がLO供給源1によって駆動され、半数がLO供給源2によっ
て駆動される能動モード状態（点線で図示）である。能動モード状態では、LO供給源2の
パワーの半分が整合した終端1605に向かう。こうすることでミクサ120に供給するLOの半
分の周波数を2つの異なる周波数の間で効果的に切り換える1つの方法が得られるため、今
やスイッチ装置1600によって周波数制御がなされる。
【００８８】
　この形態の切り換えでは、ミクサ120のいくつかが相変わらず輻射を視野に向けて放射
するが、おそらく低レベルでしかもはや検出できない。したがって任意のミクサ120のあ
らゆるIF出力は、切り換え式アレイのミクサから送信される輻射ではなく、主に、または
完全に、周囲の輻射、または別の供給源からの輻射に基づいている。
【００８９】
　受動／能動切り換えアレイ：変調されたLO
【００９０】
　発振器が何らかの方法で変調されている場合には、変調のタイプと変調信号に応じて搬
送波と多数の側波帯が存在するであろう。図8を参照すると、変調器800を一方または両方
のLO125に設けられることがわかる。
【００９１】
　例えば125GHzの発振器が1GHzのサイン波によって振幅変調される場合（図12に線1200で
示してある）には、図13を参照すると、スペクトル分析器で観察できるであろう3つのト
ーン1300、1305、1310が存在することがわかる。これらは、125GHzの搬送波と、その搬送
波のそれぞれ上下1GHzの位置にある一対のトーン（124GHzと126GHz）である。この場合の
これら側波帯1300、1310の振幅は、1GHzの変調用サイン波の振幅と変調の深さ（“ベータ
”）に依存することになろう。そして搬送波は、変調のない搬送信号の振幅になろう。
【００９２】
　他方、125GHzの発振器が1GHzのサイン波によって位相変調または周波数変調される場合
には、搬送波から周波数が1GHzずつ変化する位置に発生する無限の数の側波帯が存在する
ことになろう（126GHz、127GHz、128GHzなどと、124GHz、123GHz、122GHzなど）。すると
、全パワーは一定でなければならないため、搬送波（125GHz）は、変調されていない発振
器と同じ振幅にはならないであろう。側波帯と搬送波の振幅は、変調信号の振幅とベータ
に依存するであろう。これはすべて非常によく知られていることであり、通信理論に関す
る多くの文献に記載されている。
【００９３】
　上に説明したように、システムが、周波数と変調の一方または両方を個別に制御できる
2つ以上のLOを備えている場合には、変調された任意の側波帯、または発振器間の周波数
差が、上に説明したように低域変換されるのが見られる。例えば1GHzのサイン波で変調さ
れた信号を用いる上述の振幅変調の場合には、2つの側波帯1300、1310が+1GHzと-1GHzだ
け低域変換されることになろう。位相変調または周波数変調される場合には、±1GHzの間
隔で低域変換された無限の数が存在することになろう（1GHz、2GHz、3GHzなど）。
【００９４】
　変調された1つ以上のLOを用いると、送信機／受信機アレイの能動的な挙動と受動的な
挙動を切り換える別の手段が提供される。というのも変調制御805を利用して変調器800を
オンとオフの間で切り換えることができるからである。
【００９５】
　能動アレイ：視野による変調
【００９６】
　図15を参照すると、実際には、複数のフィードホーン115a（1つだけを図示してある）
からなる第1のアレイを用いて視野1505にある物体1515を照射し、複数のフィードホーン1
15b（1つだけを図示してある）からなる第2のアレイを用い、視野1505から戻ってくる輻
射1530を捕獲することができよう。走査装置1500（例えば鏡）が視野全体にわたって輻射
を走査し、構成がわかっている光学装置1530を用いて反射されたTHz輻射1530を捕獲して
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それを受信用フィードホーン115bに送る。同じ光学装置1530を逆に動作させ、送信ミクサ
・アレイ115aで発生した信号1525を視野1505に送る。
【００９７】
　光学装置は視野1505に供給される輻射1525を平行に揃えることができるが、フィードホ
ーン115の開口部の性質から、各フィードホーン115が、いくらか広い角度から入って来る
輻射1530を捕獲することが生じる。その結果、視野1505のうちで受信ミクサ・アレイ115b
によって画像化される部分は、送信ミクサ・アレイ115aから放射される輻射によって効果
的に直接照射することができる。これを受信アレイ115bの中で混合し、2つのLO供給源125
の周波数差の倍数の位置（すなわち2次の調波の位置である1GHzと3次の調波の位置である
1.5GHz）に側波帯を生じさせることができ、それを次に低域変換して受信アレイのミクサ
のIF出力（図8にIF1～IF4として表示）に出現させることができる。
【００９８】
　各ホーンの輻射パターンは完全に直交してはいないため、送信アレイから放射される信
号は不可避的に受信アレイによって受信されることになる。対象物の表面の輪郭が原因で
さまざまなレベルの反射信号が戻ってくるためにコントラスト情報が得られ、それが、得
られる画像を構成するのに利用される。受信された信号の変調は、材料の性質と、伝播方
向に垂直ではない面での角度のある鏡面反射とによって生じる画像平面内で、反射率、す
なわち有効な振幅を変化させることによってなされる。
【００９９】
　イメージングに関するこの選択肢は、世界中の最高のどの回路でさえ、0Vではないオフ
セットを有するために生じる。2つのミクサは同じ周波数で動作している場合でさえ、ミ
クサ内で発生する“自然の”DCオフセットに付加されるDC信号を発生させるであろう。物
体を視野の中に置くというまさにそのプロセスによってこのDC信号が変化する。物体の運
動または視野の走査によってDC信号に影響が及ぶ傾向がある。例えばミクサ内の熱効果や
他のドリフト現象が原因で生じる雑音に起因するDC信号から画像情報を得ることは容易で
ないだろうが、理論的にはこのDC信号から画像情報を得ることがやはり可能であろう。
【０１００】
　移動する標的の検出
【０１０１】
　変調および／またはLO周波数の正確な形状がわかっていると、例えば標的が検出器に向
かって移動しているか検出器から離れていくかを明らかにできよう。標的は受信機から離
れていくか受信機に向かって移動するかであるため、戻ってくる信号は、ドップラー・シ
フトの効果により周波数が小さくなるか大きくなるであろう。局所発振器が互いに同じ周
波数だと、DC信号が発生し、その信号のいずれかの側（プラスの周波数とマイナスの周波
数）に、ドップラー周波数のシフトとともに変化するスペクトル成分が存在するであろう
ことにも注意すべきである。
【０１０２】
　カメラ（すなわち受信アレイ）に向かって移動するかカメラから離れていく標的に関し
てスペクトル成分が生じるのは、必ずしもどれもが同じ速度では移動してはいない複数の
物体が原因で相対的ドップラー・シフトが異なる画素間では異なってくるからである。す
なわち一人の人物の場合には、おそらくポケットの中で運ばれる重い物体に関しては衣服
の残部と比べて時間の遅れのために例えば異なる運動が存在する可能性がある。これは、
自然な慣性モーメントによって生じるであろう。このようにして、実際に、移動する人物
が保持する物体の有効質量を明らかにすることができる。
【０１０３】
　まとめ：能動アレイ
【０１０４】
　したがって本発明による実施態様での検出で用いる中間周波数を実現する2つ以上の方
法が存在している。それは以下のようにまとめられる。
　・送信ミクサと受信ミクサのLOが異なる周波数を持つ
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　・LOは場合によっては互いに同じ周波数を持てるが、一方または両方のLOが変調される
　・LOは同じ公称周波数を持つが、標的を走査すること、または見ることによってDC成分
に変化が生じるため、検出可能なIF成分が発生する。
【０１０５】
　狭いIF帯域幅
【０１０６】
　本発明の実施態様の1つの利点は、狭いIF帯域幅の出力だけが必要とされることである
。すると増幅が単純になる。
【０１０７】
　これらの供給源はシステムの制御下にあるため、発生したこれらの信号がIFチェーンの
どこに位置するかが明らかであり、その位置を決定できるはずである。標的または視野か
ら戻ってくると考えられる信号の周波数の近くに適合するようにされたIFチェーンのフィ
ルタに切り換えることができるため、IFチェーンの帯域幅は、上に説明した受動のケース
における広い範囲のGHzからこの帯域幅の一部に制限することができる。雑音のパワーは
決められた帯域幅内の雑音のパワーの積分であるため、帯域幅が受動システムの帯域幅の
一部に限定されている場合には、そして標的または視野からの信号のパワーが一定である
か、能動システムの場合のように実際には増大していく場合には、SNRは、帯域幅が狭く
なるのに合わせて同じ因子だけ大きくなり、戻ってくるパワーも大きくなるであろう。
【０１０８】
　例えば上に説明したように2つの発振器の一方が125GHzであり、他方が125.5GHz（図10
に示すようにミクサにおいて250GHzの線405及び251GHzの線1000として現われる）、標的
から戻ってきて得られる信号は1GHzのトーン（図11に線1100として示してある）になるで
あろう。2つのLOは周波数が2倍である。IFチェーンの帯域幅1105は、戻ってくる信号の適
切な受信のために含まれる必要がある周波数の不確定さとドップラー周波数のあらゆるシ
フトを考慮するのに十分な広さがあるだけでよかろう。この帯域幅1105は数kHz以下まで
狭くすることができよう。例えばこの幅が、同等な受動システムでIF帯域幅が10GHzであ
るのに対して10kHzだとすると、IF帯域幅を制限することだけに起因する信号対雑音比（
“SNR”）の増大は、1,000,000倍すなわち60dBになろう。ここに示した10kHzよりもはる
かに狭い帯域幅にすることが可能であり、おそらく数Hzまで下げることさえできよう。す
るとSNRの90～100dBの増加が、純粋に帯域幅を狭くすることから得られよう。
【０１０９】
　広い／狭い帯域幅出力の切り換え
【０１１０】
　図14を参照すると、送信／受信ミクサの2つの供給源（LO）125の両方とも周波数が固定
されている場合には、変調信号はそれほど高周波数である必要はないことがわかる。すな
わち低域変換された信号は、ベースバンドの中で直流（“DC”）に非常に近いトーンから
なることになろう。これらの信号は、雑音が少ない狭い帯域幅ベースバンド増幅器105を
通過させるのが非常に簡単であろう。この増幅器105は、同等な受動システムの高価な低
雑音広帯域RF増幅器1420ではなく、非常に安価な演算増幅器のタイプの増幅器にすること
ができよう。すると増幅器105のあとに低域フィルタ1405を用いることができる。この低
域フィルタとしては、アナログ・フィルタ1405、または図1に示したアナログ／ディジタ
ル変換器130（“ADC”）の後のディジタル・フィルタ135、またはサンプリング速度を慎
重に選択し、アナログからディジタルへの変換とその逆の変換における固有ミキシング・
プロセスによって低域変換されたトーンの組み合わせがすべて同じ周波数になるようにし
たADCが可能であろう。例えば変調された信号が0.5GHzのサイン波周波数変調（“FM”）
であるために1GHz（ミクサの中で周波数が2倍になることが原因で0.5GHzではなく1GHzに
なる）の間隔で無限の数の側波帯を発生させるとし、さらに、ADCが増幅されたIF信号を
サンプリング速度1500MHzでサンプリングするのであれば、すべてのトーンがディジタル
領域にエイリアシングされて500MHzになるであろう。これらの信号だけを通過させ、他の
帯域幅の成分はすべて除去するようなフィルタを構成することができよう。
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【０１１１】
　ADCを利用した別の構成では、IF信号を、上のADCサンプリング周波数（1500MHz）と同
じ周波数の別の発振器と混合することができる。この第2の発振器は1.5GHzにすることが
できよう。そしてミクサの非線形性のためにLO信号の倍数の周波数はトーンと混合してす
べてが500MHzになるであろう。（ADCはミクサと似た性質を持つ。ミクサは±m±nを混合
する。ただし、mとnは2つの入力周波数であり、ADCは±m±nの周波数成分をエイリアシン
グして同じ出力周波数にするであろう。）ここでもこの望む信号のまわりの帯域幅は、必
要ならばHzのオーダーという非常に狭い値にできよう。
【０１１２】
　さらに別の構成は、得られた上記の信号（500MHz）をはるかに小さな周波数と（ミクサ
またはADCによって）混合し、これらの周波数で利用できるフィルタで処理することであ
ろう。これは、二重または三重のヘテロダイン技術で利用される方法である。
【０１１３】
　多重周波数検出
【０１１４】
　LO125をサイン波またはより複雑な波形を用いて正確な変調周波数および正確な変調指
数で周波数変調（“FM”）すると、戻ってくる多数の信号がIF帯の中に入るであろう。例
えばこれら側波帯が互いに10GHz（例えばFM変調搬送波の中の5GHzの変調サイン波信号（
ミクサによって2倍の周波数にされる））離れているとすると、特に変調が劇的に変化す
る場合には、多くの異なる周波数で標的を検出することが、同時に、または非常に短期間
に可能になろう。例えば変調指数を変えること、または変調源の周波数を低周波数から高
周波数へと掃引または増大させることができよう。
【０１１５】
　多重周波数検出の別の一例は、例えば5GHzのサイン波でLOの1つを周波数変調すること
であろう。LOの周波数がミクサの中で2倍にされる上記の例では、側波帯は互いに10GHz離
れることになろう。正確な変調指数を用いると、信号は、LOから例えば100GHzまたはそれ
以上離れた位置に側波帯を持つことができよう。例えばFMの変調指数が0から大きな数に
変化すると、さまざまなRF周波数の位置に強い信号が存在することになろう。IF信号の分
析により、ある周波数でだけ輻射を反射させる隠された材料を検出することができよう。
IF信号の複素成分（IとQ）が分離されると、戻ってきた側波帯（プラスまたはマイナス）
のどれが戻ってきたIF信号にとって重要であるかを明らかにすることさえできよう。（複
素成分の分離は、“複素ミクサ”などの既製品を利用して公知の方法で実施できる。）
【０１１６】
　同時能動／受動モード
【０１１７】
　図17を参照すると、別の動作モードは、同時に能動モードと受動モードの両方を持つこ
とであることがわかる。これは、2つの局所発振器125と電子式スプリッタ装置1700（例え
ば図7を参照して上に説明した“バイアス・ティー”）の間の低周波数オフセットを利用
し、非常に低周波数の信号を低周波数増幅器105を通じて能動検出システム1410に送り、
低周波数の信号を高周波数増幅器1420を通じて受動検出システム1415に送ることによって
実現できる。例えばLO間のオフセットは5MHzのオーダーにすることができ、非常に低周波
数の信号は20MHzまでにすることができ、高周波数の信号は100MHz以上にすることができ
よう。
【０１１８】
　バイアス・ティー1700は、バイアス電流700をミクサ120のダイオードに供給するのにも
利用できる。適切なバイアス・ティーが市販されており、その挿入損失とカット-オフ周
波数で特徴づけられる。
【０１１９】
　この構成により、低周波数“能動”システムは、低周波数エレクトロニクスにだけ見え
て優勢な高周波数エレクトロニクスには影響しない信号を発生させることができる。高周
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波数“受動”信号は優勢でないため、設計基準に従って低周波数エレクトロニクスに入れ
ること、または除外することができる。
【０１２０】
　このようにバイアス・ティー1700は、検出信号を分割して少なくとも2つの別々の検出
経路をたどらせる信号スプリッタを提供する。信号は、周波数特性（例えば第1の閾値周
波数よりも低い周波数（能動信号）、第2の閾値周波数よりも高い周波数（受動信号））
に応じて分割することができる。
【０１２１】
　この能動／受動モードによって物体を同時に見る二重モードが可能になるため、相互相
関情報と、独立な情報とを集めてユーザーに提示することが可能になる。
【０１２２】
　追跡
【０１２３】
　金属物体は常にテラヘルツ・パワーを周囲の環境に反射している。環境温度が比較的一
様だと、周囲温度でのテラヘルツ輻射がイメージング・システムに常に向けられている。
本発明の一実施態様による軸上能動検出システムでは、送信機と受信機が同じアレイ内に
あって一様な投光照射ではなくテラヘルツ輻射ビームが有効に生成されるため、状況は非
常に異なっている。標的を見るには、ビームを標的で跳ね返らせてビームが実質的にその
経路を再びたどるようにする必要がある。このような反射は光学の分野でよく知られてお
り、ネコの目（動物）、“夜間反射装置”（道路上）、自転車の反射板が典型例として挙
げられる。コーナー部立方体反射器などのアイテムは、離れた物体の計画的な追跡を非常
に容易にするであろう。
【０１２４】
　微光（グリント）の検出
【０１２５】
　監視状況では、物体がわざと隠されており、軸上照射スキームを利用したのではそのよ
うな物体の真の形状は目に見えない。しかし金属物体を完全に隠すことは可能でなかろう
。というのも、エッジが周囲のテラヘルツ輻射と比べて多くの信号を返してくるだろうか
らである。金属物体にカバーまたは被覆を取り付けることはそれほど有効ではなかろう。
というのも、金属物体をうまく隠すには、そのような被覆またはカバーが、入ってくるテ
ラヘルツ・エネルギーの大半を吸収せねばならないが、mm波やテラヘルツ周波数ではその
ような吸収材料を容易に入手できないからである。非金属物体からの反射でさえ、物体の
角度がビームを軸上に直接返すようになっているときには非常に強くなる可能性がある。
【０１２６】
　軸上照射、すなわち本発明の一実施態様によって発生するビームを用いると、システム
はレーダー・システムと似たものになり、物体はそのテラヘルツ反射断面と関連させて考
えることができる。物体の形状を見るのではなく、物体の存在が微光（閃光）から明らか
になる。そのためさらに調べることができる。実際、人物とともに標的が運動することは
、脅威を明らかにするのに役立つ。といのも、運動により、隠された物体のさまざまな部
分から微光が出る可能性がより大きくなるからである。
【０１２７】
　このようなスキームをうまくいかせるための重要な1つのポイントは、入ってくる信号
をアナログ手段またはディジタル手段でフィルタして微光の大きさを制限することの必要
性であろう。例えば標的からの微光が、人物を見るときに一般的な範囲よりも1000倍強か
ったと仮定しよう。ディスプレイの色がこの強い信号に合っていると、その結果として画
像の残部は“洗い流される”（コントラストが不足する）であろう。図14を参照すると、
信号制限器1425によって典型的な微光フィルタリングを提供できることがわかる。この信
号制限器1425は、検出回路においてアナログ・クリッピングを行ない、ディジタル・デー
タの対数圧縮を行ない、隣り合ったサンプリング点の間の差を利用して素早い過渡現象に
関する信号の範囲をディジタル的に限定し、過渡現象を同定する（非線形微分フィルタ）
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などの操作を行なう。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】送信機／受信機のブロック・ダイヤグラムである。
【図２】送信機／受信機の一群のミクサを提供する構造の平面図であり、局所発振器から
の入力とIF出力も合わせて示してある。
【図３ａ】1つのショットキー・ダイオードの電流／電圧特性を示している。
【図３ｂ】1つのショットキー・ダイオードのコンダクタンス特性を示している。
【図３ｃ】平衡逆並列ショットキー・ダイオード対を示している。
【図３ｄ】平衡逆並列ショットキー・ダイオード対の電流／電圧特性を示している。
【図３ｅ】平衡逆並列ショットキー・ダイオード対のコンダクタンス特性を示している。
【図４】図3の平衡ショットキー・ダイオード対を用いたミクサの全周波数応答の中で検
出される周波数と送信される周波数の両方を示している。
【図５】不平衡ショットキー・ダイオード対を用いたミクサの全周波数応答の中で検出さ
れる周波数と送信される周波数の両方を示している。
【図６】図3の平衡ショットキー・ダイオード対を用いたミクサで発生する周波数だけを
示している。
【図７ａ】図1の送信機／受信機で使用することが好ましいショットキー・ダイオードの
構成を示している。
【図７ｂ】図1の送信機／受信機で使用することが好ましいショットキー・ダイオードの
電流／電圧特性を示している。
【図７ｃ】図1の送信機／受信機で使用することが好ましいショットキー・ダイオードの
好ましい構成で使用されるミクサで発生する周波数を示している。
【図８】図1に示したような送信機／受信機の二重アレイの概略図であり、各アレイの送
信機／受信機は局所発振器を共有している。
【図９】図8に示した二重アレイに含まれる8つの送信機／受信機のホーン開口部の物理的
構成の概略図である。
【図１０】図1に示した受信機のミクサを使用しているときに存在する周波数を示してい
る。
【図１１】図10に示した周波数を混合することによって得られる帯域フィルタ通過後のIF
信号を示している。
【図１２】検出に用いるIF信号を得るための別の構成において局所発振器を振幅変調する
1GHzの信号を示している。
【図１３】図12の構成において局所発振器の出力で得られる側音を示している。
【図１４】受動モードと能動モードでそれぞれ動作する1つのミクサからの広帯域出力と
狭帯域出力を切り換えるためのスイッチング装置を示している。
【図１５】図8に示した送信機／受信機アレイを用いて視野を走査するための構成の一部
を示している。
【図１６】図8の二重アレイが、異なる周波数の局所発振器をアレイの少なくとも一方に
切り換えられる構成であることを示している。
【図１７】同時に能動モードと受動モードでミクサを使用できる構成を示している。
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【図４】 【図５】
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【図６】 【図７ａ】

【図７ｂ】 【図７ｃ】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【国際調査報告】
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