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電波法では「電波」とは，「三百万メガヘルツ（3THz）以下の周波数の電磁波」と定義
されています（第 2 条第 1 項第 1 号）．テラヘルツ帯といった場合，1THz 付近のおおむね
周波数 100GHz から 10THz，波長にして 3mm から 30µm の電磁波領域を指します．い
わゆる電波と光波の中間に位置する遠赤外光の領域となります．今回の小特集ではこの「テ
ラヘルツ」に焦点を当て，これまでのテラヘルツ波の研究開発の経緯から，通信への展開
を支えるテラヘルツ波を送信あるいは受信するために必要となるデバイスの開発状況，ま
た，テラヘルツ波を用いた無線通信の無線局免許について，更に，国際標準化の動向やテ
ラヘルツ波を使った様々な応用例まで，その将来展望を概観します．

テラヘルツ波を使った通信では，これまでにない広帯域を確保できるため，高伝送レー
トの通信が可能となります．大気吸収の電波の窓となる 300GHz 帯の短距離 WPAN

（Wireless Personal Area Network）システムの規格 IEEE802.15.3d の標準化（252～
325GHz 帯：最大 100Gbit/s）が 2017 年 9 月に終わるなど，テラヘルツ帯の一部の周波
数帯では国際標準化も進んでいます．また，応用分野の実用化として期待されているのが
ミリメートル級の高空間分解能を持つ非破壊・非接触イメージング技術です．特に安心・
安全を支えるセキュリティに関するセンシング技術分野への応用が注目されています．更
には，電波天文の世界で宇宙の謎を探るため遠方の銀河を観測するのにテラヘルツ波が適
しているという応用例まで紹介します．

まだまだ発展途上であるがゆえに，光デバイス技術の応用による半導体デバイスの開発
等によって，新たな通信分野において超広帯域伝送が早期に実現するなど，テラヘルツ波
の今後の研究開発・実用化に期待します．

最後に，本小特集の発行にあたり，原稿を執筆して頂いた著者の皆様と，査読，校閲そ
して編集作業を行って頂いた全ての皆様に心から感謝致します．
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 1 はじめに
無線通信における伝送速度の進展は著しく，100	

Gbit/s が既に視野に入っている．図 1は有線及び
無線通信のデータ通信速度の発展トレンドを示して
いる．イーサネット規格等の有線通信，無線 LAN
に代表されるノマディック無線通信，及び携帯電
話・スマートフォン等のモバイル無線通信の全てに
おいて，伝送速度は年々指数関数的に増加してお
り，特に無線通信の伝送速度の伸び率は大きく，有
線通信に迫る勢いを見せている．このようなトレン
ドの背景には，大容量のデータを無線通信によって
簡単にやり取りしたいという要求の高まりがある．
無線通信において図 1の赤い星印付近に示す 100	
Gbit/s 級の高い伝送速度を実現する手段の一つとし
て，100GHz 超のミリ波（MMW）及びテラヘルツ
（THz）帯の電磁波（ここでは 0.1～3	THz 程度を
考える，以下「テラヘルツ波」という）の利用が期
待されている．テラヘルツ波無線の応用としては，
図 2に示すような近接データダウンロード（キオ
スクモデル，タッチダウンロード），半導体チップ
間通信，ボード（プリント基板）間通信，きょう体

間通信（データセンターのサーバ間通信等），
4K/8K 等の高精細映像伝送，モバイルネットワー
ク内通信などが想定されている（2），（3）．本稿では，
300	GHz 程度の周波数における技術開発の動向を
中心に，テラヘルツ波無線通信の特徴と，その研究
開発動向について述べる．

 2 テラヘルツ波無線通信の特徴
テラヘルツ波を無線通信に用いる利点として最

も大きいのは，従来技術より広い周波数帯域幅を利
用できる可能性が高いことである．「広帯域」には
二つの側面が考えられるが，その一つは，大気吸収
特性（図 3）を見たときに，吸収の大きい周波数の
ピークの間に，ある程度吸収の小さい「大気の窓」
（Atmospheric	window）があり，この帯域を有効
に活用すれば数十～100	GHz 近くの周波数帯域幅
を一括して通信に利用できる可能性があることであ
る．もう一つは，国際的な周波数割当の法令におい
て 275	GHz 以上は確定的な周波数分配がされてお
らず（unallocated），今後の調整次第で広い帯域が
無線通信で利用できる可能性があることである．
シャノン・ハートレーの理論では通信路容量は帯域
幅に比例することから，広帯域が利用可能であれ
ば，その分高速の通信を実現することができる．ま
た，周波数が高い方が広い周波数帯域幅に対して
「比帯域」は小さくなり，部品技術等で広帯域への
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行して，国際電気通信連合無線通信部門 (ITU-R)における周波数割当の検討や，IEEE802での世界初の300GHz帯無線通信
規格の策定も行われている．本稿では，これらの動向について紹介する．
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対応がしやすくなる面もある．例えば，同じ
30GHz 幅の周波数帯を扱うとしても，60GHz 帯で
は比帯域が 50%に達するのに対し，300GHz では
10%にすぎない．
前述の大気の窓といえども，マイクロ波帯に比べ

ると大気減衰は大きい．しかし，無線通信において
近年注目されている 60	GHz 帯は酸素による吸収
が大きく 12dB/km程度であるが，それに比べれば
70～450	GHz程度までの大気の窓は減衰が少なく，
300GHz で 3.7dB/km である．また，フリスの伝
達公式では受信電力が周波数の二乗に反比例するこ
とから，高い周波数の電磁波は「伝搬損が大きい」
と単純に考えられがちであるが，同公式では受信電
力が送信と受信のアンテナ利得に比例することも示
されている．アンテナ利得は周波数の二乗に比例す
ることから，アンテナ実効面積が同じであれば周波
数が高い方が伝搬損は減少する．よって，一般的に
よく言われるテラヘルツ波のように高い周波数の電

波は「伝搬損が大きい」というのは一概には言え
ず，「アンテナと帯域の選択によっては遠くまで飛
ばすことができる」というのが正しい理解である．
例えば，300GHz において送信電力 10dBm，受信
電力−30dBmで伝送可能な送受信機を用い，送受
とも同じ利得のアンテナを用いるとした場合，必要
なアンテナ利得は通信距離 100mで約 42dBi（理
想的な円形開口半径で約 20mm，以下同様），通信
距離 1kmで約 53dBi（約 71mm）である．同様の
条件で通信距離 100mの場合，60GHz で必要なア
ンテナは約 35dBi（約 45mm），30GHz では約
31dBi（約 57mm）であり，周波数が高いほどアン
テナが小形になることが分かる．
前述のアンテナ利得の議論からも分かるとおり，

テラヘルツ波はマイクロ波やミリ波に比べ指向性が
強いと言える．これは利点とも考えられるし，取扱
いに注意を要する点でもある．指向性が高いと，送
受信機間での軸合せや放射方向のスキャン機構を要

図1　情報伝送速度の進展
（T.	Kürner,	“IEEE	802.15-13-0130-01-0thz	Launching”（1）から引用・加筆）
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図2　テラヘルツ波無線の応用例
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図3　電磁波の大気吸収特性と周波数割当の状況
（AMATERASU（4）提供の大気減衰値を基に作成）



178 通信ソサイエティマガジン No.47  冬号 2018

論評・サーベイ論文

する可能性があるが，他の通信システムへの空間的
な干渉が小さくなり，送受信機の配置や多重方式に
おいて空間分離を活用できる利点があるとも言え
る．テラヘルツ波は性質が光に近付き，見通し外へ
の回込みの性質は弱くなるため，見通し外への通信
は困難となることにも注意を要する．また，集積回
路や実装基板上でのテラヘルツ波の伝送について
は，伝送損や寄生容量，寄生抵抗等の影響について
正確なモデルが確立しておらず，集積回路チップか
ら実装基板を経てアンテナへのテラヘルツ信号の引
き回しや接続方法等について解決に向けて研究開発
を要する．
以上をまとめると，従来のマイクロ波等で一般的

な電波を広く放射し，システム間の共存は周波数を
狭帯域に分割して実現する考え方に対し，テラヘル
ツ波では，見通し間で広帯域を用いた高速通信を空
間的に分離して行うという考え方が有効である．ま
た，テラヘルツ波が飛ばないという考えは必ずしも
正しくなく，アンテナも含めたシステム設計によっ
て様々な通信距離に対応できる可能性がある．

 3 テラヘルツ波無線通信の研究開発
テラヘルツ波による無線伝送特性の検証は，電子

デバイスに先行してフォトミクシング技術によって
けん引されてきた．フォトミクシング技術では，あ
る周波数の差を持つ二つの光信号を混合してフォト
ダイオードに入力すると，光信号の周波数差に相当
する周波数の電気信号が出力されることを利用す
る．データ信号による変調は光信号の段階で行われ
るため，高速の光変調器が利用可能である．ここ
で，光信号からテラヘルツ信号を得るためのキーデ
バイスは単一走行キャリヤフォトダイオード（UTC-
PD	:	Uni-Traveling	Carrier	Photo-Diode）である．
UTC-PD は高速応答と高出力が特徴で，テラヘル
ツ帯の高速信号にも追従可能である．UTC-PD を
用いた伝送実験系により，2009 年には 250GHz で
8Gbit/s の伝送について発表された（5）．その後，
240GHzで100	Gbit/s	（6），300GHz帯で48	Gbit/s（7）

の伝送速度が実現されている．更に，最近では
1THz での無線通信についても報告されている（8）．
電子デバイスでのテラヘルツ波通信の取組みは，

まず高周波特性で優れる化合物半導体デバイスに
よって進められた．日本では，2011～2015 年に実
施された総務省電波資源拡大のための研究開発「超
高周波搬送波による数十ギガビット無線伝送技術の
研究開発」（9）によって，世界に先駆けて能動電子デ

バイス（トランジスタ）を利用したテラヘルツ波無
線通信技術の研究開発が本格的に開始された．半導
体電子デバイスに用いる物質には様々な種類がある
が，その中で一般的に高い周波数で最も優れた特性
を持つのは InP（インジウムりん）を基本物質とし
て利用したデバイスである．この研究開発では，
InP 系半導体を用いた高電子移動度トランジスタ
（HEMT：High	Electron	Mobility	Transistor）	 の
動作速度や雑音性能を改善して 300	GHz 帯での動
作を可能とするとともに，これを集積して増幅器や
変調器の半導体集積回路チップを作製する技術，更
に集積回路チップやアンテナその他の部品を組み合
わせてモジュールとして一体化する技術など，テラ
ヘルツ波を用いた無線通信を実現するための要素技
術が開発された．
2.で述べたように，テラヘルツ波を無線通信に

用いる利点の一つとして，まだ割当が決定されてい
ない周波数帯において，一括して広い帯域幅を用い
られる可能性があることが挙げられるが，この研究
開発では，変調方式としては単純な 2値振幅変調
（ASK：Amplitude	Sift	Keying） を 用 い な が ら
20GHz 以上の広い周波数帯域幅を用いることで，
20	Gbit/s 級の伝送速度を達成可能な送信機及び受
信機が開発された（10）．特に，受信モジュールはア
ンテナを含め体積およそ 1cm3 程度と非常に小形で
ある．また，送信機に用いられた増幅器の最大出力
電力は約 10mWである．これら要素技術の有用性
を実証するため，　図 4のようなタッチダウンロー
ドの実機実験（11）が実施された．300GHz 帯送信モ
ジュールを組み込んだ情報キオスク端末，及びス
マートフォンサイズのきょう体に 300GHz 帯受信
モジュールを組み込んだ受信端末が作製され，これ
らを用いて物理速度 20Gbit/s，誤り訂正処理も含
めた実データ伝送速度として 16Gbit/s を超える高
速ダウンロードが実証された．
海外における化合物半導体電子デバイスを用い

た研究プロジェクトとしては，ドイツ連邦教育研究
省の TERAPAN	（2013～2016 年）（12） において，
Fraunhofer 研究機構の固体物理研究所（IAF）が
中心となり，InAs 系化合物半導体MMIC技術によ
り，屋内で 10	mを 100	Gbit/s で伝送することを
目標とした研究開発が実施された．最近の欧州連合
の研究・イノベーション枠組み計画である
Horizon2020 の Terapod	（2017-2020）（13） で は，
IEEE802.15.3d のユースケースであるデータセン
タ内無線通信の実現可能性を示すことを目的として
いる．
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総務省電波資源拡大のための研究開発では，前述
の研究開発を拡充して 2014 年度から「テラヘルツ
波デバイス基盤技術の研究開発」として，シリコン
CMOS（Comp l emen t a r y 	 Me t a l -Ox i d e -
Semiconductor）集積回路を用いた 300GHz 帯フ
ロントエンドの研究開発が実施されている（14），（15）．
シリコンCMOS集積回路は，コンピュータや電気
製品の演算や記憶を行う部品として，世の中で最も
一般的に用いられている半導体デバイスであるが，
動作速度は InP 等の化合物半導体による電子デバ
イスよりは劣っており，一般にシリコンCMOS技
術で作製した増幅器で増幅できる信号周波数はおよ
そ 250GHz 程度までである．したがって，シリコ
ンCMOS集積回路を用いた 300GHz 無線送受信機
開発では，一般的な無線装置で行われているよう
に，送信機の最終段や受信機の初段で無線信号を増
幅することができないため，信号の増幅は 100～
150GHz より低い周波数で行い，それをアンテナ
に一番近い部分で 300GHz に変換する方式を用い
ている．従来の一般的な変換回路では変換特性のひ
ずみにより信号の線形性が損なわれてしまうが，こ
の研究では信号の線形性を保ったまま周波数を変換
する独自の回路が提案され，前述の 2値 ASKより
一度に多くの情報を送ることが可能な多値直交振幅
変調（QAM：Quadrature	Amplitude	Modulation）
を用いることが可能となり，100Gbit/s を超える伝
送速度が達成されている．シリコン CMOS は，
ディジタル演算回路等で培われた高い集積化が可能
であるため，複雑な変調回路や処理の並列化が得意
であり，図 5の集積回路写真でうかがえるように，
それらの特徴が生かされている．図5の集積回路は，
基準線幅40nmのシリコンCMOSプロセスで製造さ

れており，50GHz程度の搬送波（LO）と105Gbit/s
相当の多値変調データ信号を含んだ中間周波数（IF）
信号を入力することにより，内部で信号処理が行わ
れ 300GHz の無線周波数（RF）信号が出力される
ものである．
これまで述べたようなトランジスタを用いた技

術に対して，ダイオードを用いた技術では更に高い
周波数を扱えるものがある．電子デバイスで最も高
い周波数を扱える技術として，共鳴トンネルダイ
オード（RTD：Resonant	Tunneling	Diode）を用
いたものが挙げられる．RTDを用いた発振器では
1.92	THzという高い周波数での発振が実現されてい
る（16）．更に，RTDを用いた500	GHz帯の無線送受
信によって伝送速度34	Gbit/s が達成されている（17）．
海外では欧州HORIZON2020の iBrowプロジェク
ト（2015-2017）（18）で，英国グラスゴー大学が中

電波透過窓

送信機筐体
（ キオスク端末）

受信端末
（ スマート フォン大）

図4　タッチダウンロードの実機実験
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心となりノキアほか 11 機関が参画し，RTDを用
いた極近距離を数十Gbit/s で通信するシステムの
研究開発が実施された．
半導体電子デバイスを用いた増幅器や送受信回

路では，出力電力はシリコン CMOS で数百 µW ，
InP で 10mW程度である．出力電力を更に高める
ために，前述の総務省「テラヘルツ波デバイス基盤
技術の研究開発」の一環として，真空管の一種であ
る進行波管を用いた増幅器（TWTA：Traveling-
Wave	Tube	Amplifier）を 300GHz で実現するた
めの研究開発が実施された（19），（20）．TWTAは図 6
に示すような構成で，遅波回路と呼ばれる真空に保
たれた導波管構造の中を伝搬する高周波信号を，電
子線との相互作用によって増幅させるものであり，
従来からマイクロ波やミリ波では宇宙用途や大電力
用途等の電力増幅器として利用されている．これを
300GHz 帯に適用するためには，波長が短くなるこ
とに対応して遅波回路を微小かつ高精度に作製する
必要があり，MEMS（Micro	Electro-Mechanical	
System）技術を用いて加工するなどの工夫が施さ
れた．これによって，1W級の増幅器の実現が目指
されている．世界的に見ると，TWTA によって
220GHz 帯で 11W	（21），1THz 帯で 29mW	（22）等
の報告がある．
そのほか、ドイツ研究振興協会（DFG）の

Priority	Program	SPP	1655/0	–	Wireless	Ultra	
High	Rate	Communication	 for	Mobile	 Internet	
Access	“Wireless	100	Gb/s	and	beyond”	（2012-
2018）（23）では，内部に 11の子プロジェクトがあ
り，要素技術からシステム研究までを幅広く探求し
ている．また，2018 年度から研究が開始される情
報通信研究機構の日欧協同公募（24）では，「ミリ波
やサブミリ波の周波数帯における無線のバックホー
ル／フロントホールのリンク」が研究開発課題とし

て挙げられている．

 4 標準化の動向
国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R：Inter-

national	Telecommunication	Union-Radio	com-
muni	cation	Sector）では3～4年に一度，世界無線
通 信 会 議（WRC：World	Radiocommunica	tion	
Con	ference）を開催し，無線通信規則（RR：Radio	
Regulations）の改正等を議論している．RRでは周
波数範囲ごとに利用が許される業務種別の割当が規
定されているが，275GHz 以上の周波数について
は正式な割当である「分配」（allocation）はまだ
決まっておらず，275～1,000	GHz の範囲での電
波天文やリモートセンシングといった受動業務にお
い て 利 用 さ れ て い る 周 波 数 の「 特 定 」
（identification）が脚注の中で記述されているのみ
である（25）．「特定」とは，いわゆる周波数の正式
な割当である「分配」とは異なり，まだ未割当では
あるが事前的に利用している旨の表明の位置付けで
ある．2015 年のWRC-15 におけるRRの改正に向
けた議論の結果，次回 2019 年に開催予定のWRC-
19 の議題のうち，議題番号 1.15 で「決議 767
（WRC-15）に従って，275	～	450	GHz で運用す
る陸上移動業務応用と固定業務応用を使用する主管
庁のために周波数帯を特定する検討を行う」ことと
なった（26）．現在，WRC-19 に向けて，ITU-R で詳
細検討を担当する組織であるWorking	Party のう
ちの幾つかにおいて，テラヘルツ無線の業務応用に
関する様々なユースケースと想定される技術要件
（27），（28），及び無線信号の伝搬モデル（29）の検討等が
行われている．
また，無線通信の相互接続仕様で大きな影響力を

持つ IEEE802 委員会（LAN/MAN	Standard	Com-
mittee）では，300	GHz 帯を用いた 100	Gbit/s 級
ポイント間無線通信の標準規格を検討するタスクグ
ループ IEEE802.15.3d が 2014 年 5月に設立され，
252	～325GHz を用いる無線通信システムの PHY
層とMAC層の標準規格が策定され，2017年 10月
に IEEE	Std	802.15.3d としてリリースされた（30）．
この規格では，ユースケースとしてキオスクダウン
ロード，チップ間・ボード間通信，データセンター
内無線通信，モバイルフロントホール・バックホー
ルが想定されている．

電子銃
電子を放出

コレクタ
電子を捕捉

テラヘルツ波
入力

出力

図6　TWTAの構成
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 5 まとめ
大容量のデータを無線通信により簡単にやり取

りしたいという要求の高まりを受けて，従来のマイ
クロ波やミリ波に続く新たな周波数帯としてテラヘ
ルツ波を用いた無線通信の期待が高まっている．本
稿では，テラヘルツ波による無線通信の特徴を述べ
るとともに，それを実現するための研究開発及び標
準化活動についての動向を紹介した．テラヘルツ波
を発生する技術ではフォトニクスの応用が先行して
いたが，近年，電子デバイスによる 300GHz 帯の
研究開発が総務省のプロジェクト等により活発化
し，InP 系等の化合物半導体デバイスによる開発に
始まり，シリコン CMOS 集積回路による RFフロ
ントエンドや，300GHz 帯に対応した進行波管増
幅器の開発も実施されていることを述べた．技術的
な研究開発と並行して，ITU-R における周波数割
当の検討や，IEEE802 での世界初の 300GHz 帯無
線通信規格の策定も進んでいることを示した．
テラヘルツ波の特徴としては従来にない広い帯

域を用いることができる可能性が挙げられるが，同
時に伝搬損やアンテナ利得など様々な要件のトレー
ドオフがあり，従来利用してきた周波数帯の常識に
とらわれずに，新たな発想や利活用を検討すること
が重要である．
謝辞　「テラヘルツ波無線通信の研究開発」の章

で紹介した情報通信研究機構の成果の一部は，総務
省電波資源拡大のための研究開発「テラヘルツ波デ
バイス基盤技術の研究開発」によるものであり，情
報通信研究機構と共同で受託している各機関（日本
電信電話株式会社，富士通株式会社，国立大学法人
広島大学，パナソニック株式会社，NECネットワー
ク・センサ株式会社）による成果が含まれている．
図及びイラストの作成において，情報通信研究機

構の原　紳介氏，菅野敦史氏に御協力頂いたことに
感謝致します．
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 1 はじめに
テラヘルツ（THz）波は電波と光の境界に位置す

る約 0.1～10THz の周波数帯の電磁波のことを指
す．電波側から見ると，波長が短いため高い分解能
を有し，高周波であるため帯域が広い．一方，光波
側から見ると，散乱されにくく透過性が高く，ま
た，分子固有の吸収スペクトルも現れてくるなどの
特徴を有している．そのため，これらの特徴を生か
した，イメージング，分光分析，無線通信等への応
用が期待され研究が行われてきた (1)-(3)．しかしなが
ら，従来から THz ギャップと呼ばれており，これ
まで手軽な THz 光源は存在せず，応用普及の足か
せとなっていた．そのため，小形で室温動作可能な
高出力 THz 光源が応用普及の鍵となっている．
THz 帯応用の開拓はテラヘルツ時間領域分光法
（THz -TD S 	：Te r a h e r t z 	 T im e - D oma i n	
Spectroscopy），また，パラメトリック光源や単一
走行キャリヤフォトダイオード（UTC-PD	：
Unitraveling-Carrier	Photodiode）等を用いたシ
ステムによって行われてきたが，現在，微細加工技
術の発展により真空管デバイスが THz 帯で復活の
兆しを見せ，また，半導体を用いた電子デバイス・
光デバイスの継続的な進展により，THz ギャップ

が徐々に埋まってきている．２.では半導体を用い
た電子デバイス・光デバイスについて現状を概説
し，３.では特に近年国内外で研究の動きが活発に
なっている共鳴トンネルダイオード（RTD	：
Resonant	Tunneling	Diode）を用いたデバイスに
ついて解説する．

 2  半導体デバイスを用いたテラヘルツ光源・受信機

2.1　光源・受信機に必要とされる要素
THz 帯応用によって，光源及び受信機に要求さ

れる能力は異なってくるが，基本的に光源には高出
力特性，受信機には高感度・低雑音特性が要求され
る．ここでの高感度・低雑音特性は一まとめに雑音
等価電力（NEP	：Noise	Equivalent	Power）で評
価される．NEP は雑音電力と等しくなる信号電力
であり，受信機が持つ雑音電圧を電圧感度で割る，
あるいは，雑音電流の場合は電流感度で割ることに
よって求められる．つまり，雑音と感度の大きさの
比が重要となる．雑音電力は帯域に比例するため，
帯域を狭くすると信号対雑音比が向上するが応答速
度が低下する．そのため構築するシステムによって
必要な帯域を決定する必要がある．リアルタイムイ
メージングを行うには，少なくとも 10～100Hz 程
度の帯域が必要である．また，無線通信の場合は
THz 通信に要求される伝送容量を考えると，
10GHz 以上の帯域が必要となる．ピクセル数の多
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クトな光源及び受信機と考えられる．本稿ではトランジスタやダイオード，及び，量子カスケードレーザやフォトダイオードな
どコンパクトなデバイスの候補に関する動向についてまとめるとともに，その中から近年国内外で研究の動きが活発になって
いる共鳴トンネルダイオードを用いたデバイスについて紹介する．

Key Words テラヘルツ，半導体デバイス，共鳴トンネルダイオード，発振器，受信機

ⓒ電子情報通信学会2018

　



184 通信ソサイエティマガジン No.47  冬号 2018

い THz カメラでアクティブイメージングする場合
は 1素子に入る受信電力が下がり，また，大容量
無線通信伝送の場合には広帯域によって雑音が大き
くなるため，このような応用に適用する場合，光源
には 1mWを超える大きな出力が，そして，受信機
には数 pW/Hz1/2 以下の低いNEPが必要となる．
図 1に単体半導体 THz 光源の出力及びカバーす

る周波数についてまとめたものを示す．ここでの単
体半導体 THz 光源とは，外部励起光源が不要のも
のを指す．いまだに，1THz 付近でのミリワット級
の高出力は得られていないものの，10年前の状況 (1)

と比較すれば動作領域が拡大している．特に電子デ
バイスが高周波・高出力動作において拡大してお
り，トランジスタ発振器の出力は 300GHz 帯で 10
倍以上，また，RTD 発振器の動作最高周波数は
1THzから 2THzに向上している．THz帯では種々
のデバイスが研究されており，全てを網羅すること
は難しく筆者の目の届く限定的な範囲にはなるが，
2.2以降は，それらデバイスについて紹介してい
く．

2.2　電子デバイスによる発振器・受信機
電子デバイスでは，ダイオードやトランジスタを

用いた発振器が研究開発されている．ダイオードの
代表的なものは，ガンダイオード（Gunn	Diode），
インパットダイオード（IMPATT	Diode：Impact	
Avalanche	and	Transit	Time	Diode），TUNNETT
（TUNNETT	Diode：Tunnel	 Injection	Transit	
Time	Diode），そして RTDなどである．高周波動
作は難しいが，Gunn，IMPATT 及び TUNNETT
では 100～200GHz の低周波領域で 10dBm以上の
高出力が得られている (4),(5)．最近では 300GHz で

10dBmの高出力の IMPATT発振器が市販されるよ
うになっている (6)．RTD発振器は 1THz を超える
高周波動作が可能であり，通信や分光などの種々の
応用に適用可能なことから，国内外で研究が広がっ
てきている (7)．RTDについては 3.で取り上げる．
トランジスタ及びその回路の動作周波数向上は

継続的に進展してきたが，近年，特にシリコン系の
トランジスタ回路の周波数上昇が非常に急ピッチで
進められている．CMOS 技術を用いた高調波発振
器では 300GHz 付近で 1mWを超える出力が得ら
れ (8)，シリコンゲルマニウム（SiGe）を用いたヘ
テロ接合バイポーラトランジスタ（HBT）では，
発振器アレーによって 500GHz で 1mWの高出力
発振 (9) や，1THz を超える発振が得られている (10)．
化合物半導体では，InP 基板上の高電子移動度トラ
ンジスタ（HEMT）を用いて 1THz 帯の増幅器が
報告され (11)，InP 系 HBT も 670GHz 帯増幅器や
約 700GHz の基本波発振器が報告されている (12)．
また，SiGe	BiCMOS回路を用いて高速にスイッチ
ングすることで，広帯域 THz パルスを発生させる
試みも始まっている (13)．
以上，主に発振器について紹介してきたが，受信

機では非線形特性を利用したショットキーバリヤダ
イオード（SBD）受信機が完成されたデバイスとし
て広く利用されている．最近，ショットキーコンタ
クトの不安定性を解消するべく，半導体ヘテロ接合
を利用したフェルミレベル制御バリヤダイオードが
提案・研究されている (14)．既に数 pW/Hz1/2 の低
いNEPの報告がされ，アレー形の検出器も実現さ
れている．また，トランジスタの有する非線形性を
用いて受信動作も可能であり，CMOS の歩留りと
均一性を利用したカメラ用アレー素子が研究されて
いる (15)．また，チャネルに発生するプラズモン共鳴
を利用した素子は数多く研究され，数十 pW/Hz1/2

の低いNEPが報告されている (16)．

2.3　光デバイスによるTHz開拓
量子カスケードレーザ（QCL）は GaAs 基板上

のものが 1.2THz までの動作と 200K高温動作を達
成しており，低周波動作と高温動作を目指した研究
がなされている (17)-(19)．また，直接 THz 発生では
なく，周波数の若干異なる中赤外のカスケードレー
ザを二つ集積し，非線形光学特性を利用した差周波
発生によりTHz波を発生させる新たな方法が提案・
研究されている．中赤外カスケードレーザは室温動
作が可能であるため，室温の THz 発生が可能であ
る．既に 3.5THz においてパルス動作ではあるが約

 図 1　単体半導体THz光源の現状
（2018年 6月時点）
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2mWの高出力動作 (20) や広帯域動作 (21) が報告され
ている．今後，動作周波数の低周波領域への拡大と
高出力なCW動作に期待がかかる．p形Geレーザ
は高出力動作が可能だが，極低温環境が原理的に必
要であり，室温動作は困難である．
UTC-PD などの高速なフォトダイオードによる

差周波 THz 発生はよく使われている方式である．
従来は，外部レーザ光源からの出力をファイバを通
してダイオードに空間的に入射していたため，コン
パクトなシステムとは言えなかった．しかしながら
現在，レーザとダイオードを同一基板上に集積し，
それらを基板上の導波路で接続したチップの研究が
行われている (22)．

 3  共鳴トンネルダイオードを用いたテラヘルツ光源

2.では，半導体THz 光源の現状についてまとめ
たが，その中で，RTDは唯一 THz 帯の中心付近で
室温動作し，現在，国内外で研究が広がっている．
本章ではこのRTDデバイスについて注目していく．
RTDは微分負性抵抗特性を有する素子で，1991

年に導波管共振器を用いて 712GHz の発振が達成

された (23)．その後，周波数向上はしばらく停滞し
ていたが，2010 年に 1THz の発振が達成され (24)，
現在までに 1.98THz まで周波数向上が実現されて
いる (25)．近年では基板上オンチップアンテナを集
積した平面形の発振器が主流になっている．RTD
は室温で直流動作し，デバイスの大きさもアンテ
ナ，バイアス電極含めて約 1mm角以下と小形であ
る．また，通信に必要な広帯域特性や分光に必要な
周波数可変特性も有している．以下では，RTD発
振器の基本原理を中心に，順を追って紹介してい
く．
	

3.1　RTDの構造と微分負性コンダクタンス特性
図 2に一般的なAlAs/InGaAs	二重障壁 RTDの

層構造と伝導体バンド構造を示す．障壁に囲まれた
井戸内に量子準位が形成され，電圧を印加すると第
一準位とエネルギーが一致するエミッタの電子がト
ンネルして電流が流れる．電圧を更に印加すると準
位がエミッタの伝導帯の底よりも下がり，電子がト
ンネルしなくなって電流が減少する．これにより微
分負性コンダクタンス（NDC）特性が得られ，こ
のNDCによって回路の損失を打ち消し発振器を形

 図 2　RTDの層構造（上）と動作原理（下）
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成することができる．更に電圧を掛けると井戸内の
第二準位を通ってまた電流が流れるため，IV特性
は図 2下の実線に示すような三次関数的なものに
なる．
障壁・井戸の材料として現在の主流はAlAs 及び

InGaAs であり，基板は半絶縁性 InP が用いられる．
最近では，AlN/GaN の RTD が報告されており，
新材料による新たな発展が期待されている (26)．ち
なみに，実際に I -V 特性を半導体パラメータアナラ
イザで測定してみると滑らかな曲線は得られず，
NDC領域で“ガタガタ”した特性となる（図 2下
の点線で示した I -V 特性）．これは，NDC領域にバ
イアスすると，測定器を含む測定回路とNDCで発
振が起こり，更に発振した信号をRTDの非線形特
性によって整流して自己バイアス電流が流れるため
である．正確にNDC特性を測定したい場合は，発
振しないようにRTDの直近に並列に抵抗を配置し
て測定するしかない．
さて，話を元に戻そう．基本的に，このNDCが

発現する限り，損失のない理想的な共振器を用いる
ことでいかなる周波数でも発振が可能である．しか

しながら，エミッタからコレクタまで電子が移動す
るのに時間が掛かり，この応答遅れによってNDC
の絶対値は周波数が高くなるにつれて小さくなるた
め，実際には発振周波数の上限が存在する．また，
応答遅れは容量性のリアクタンスを生じ，発振周波
数を低下させる (27)．遅延時間は二重障壁内を滞在
する時間及び空乏層を走行する時間で構成される．
このNDC絶対値の低下による影響を小さくするた
め，障壁や井戸層を薄くしたり，空乏層の厚さを調
節するなどの工夫がされている．現在までに，
AlAs/InGaAs	二重障壁 RTDのピーク電流密度は
最大のもので	50	mA/µm2，	ピーク電流とバレー電
流の比は ~1.7，NDR領域の電圧幅Δ V は 0.4	V で
ある．障壁は 1nm，井戸は 2.5nmと薄膜のものが
用いられている (28)．

3.2　発振器構造と動作原理
次に，現在多くの機関で研究されているスロット

アンテナ集積RTD発振器の代表的な構造を図3に，
また，その電源まで含めた等価回路を図 4に示す．
これを用いて発振器の動作について説明していくこ

 図３　RTD発振器の構造

図４　発振器の等価回路
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とにしよう．RTDはスロットアンテナをまたぐよ
うに集積され，アンテナ横には MIM（Metal-
Insulator-Metal）キャパシタ CMIM が形成されてい
る．この CMIM	は高周波で短絡し，直流では開放と
なるため，THz領域ではMIMは一つの金属とみな
せ，アンテナの形成とRTDへの直流電圧印加が両
立可能となる．RTDは，NDCと空乏層容量と遅延
時間による追加的な容量を含めて -GRTD と CRTD で
表される．アンテナは LC成分（Lant と Cant）と放
射及び導体損（まとめて Gant）から成り，RTDも
含めた THz 帯での回路は図 4右上のように表され
る (27)．CMIM の短絡により外部電源回路から切り離
されていることが分かる．RTD の GRTD が Gant を
上回ったときに発振が得られ，発振周波数は RTD
のキャパシタンスとアンテナの LC成分との並列共
振周波数 fr =1/2 π (Lant(CRTD+Cant))1/2 によって決
定される．アンテナのアドミタンスについては電磁
界シミュレーションによって算出が可能である．
なお，この回路では，発振振幅が無限大に大きく

なるように見受けられるが，前述のように I -V 特性
は三次関数のようになっており，発振振幅が大きく
なるとNDC領域から外れてしまうため，最終的に
発振振幅は一定に落ち着く．よって，発振振幅を大
きくするには，NDC領域が大きな RTDを用いる
のが好ましい．また，負荷を 0にすると出力が得
られず，NDCと同じにすると発振振幅が 0になり，
これもまた出力が得られなくなるため，最大出力を
取り出すためには負荷をNDCの絶対値の半分にな
るようにするのがよい．負荷を調整するために，
RTDの位置をスロット中央からオフセットして配
置し，放射損を増大させる構造が利用されている．

3.3　寄生発振の抑圧
NDCは直流からTHz領域まで存在するため，バ

イアスラインなどの外部回路による寄生発振が発生
する．この寄生発振を抑制し安定化するために
RTDと並列に抵抗が形成され，外部回路から見て
NDC特性を打ち消している．そのため，図 5に示
すように作製された発振器の電流電圧特性において
明瞭なNDC特性は観測されない．直流から低周波
領域の等価回路は図 4右下のようになる．もし，
並列抵抗を電源の近くに設置した場合，線路のイン
ダクタンス成分によってRTDから見た並列抵抗の
インピーダンスが大きくなり，NDCを打ち消せず
寄生発振が起こってしまう．そのため，並列抵抗は
基板上に集積する必要がある．

3.4　評価方法及び発振特性
図 5の出力のバイアス依存性に示すように，負

性抵抗領域にバイアスすることで THz 発振が得ら
れる．基板上にスロットアンテナが形成されている
ため，アンテナ内に形成される電気力線は空気中よ
りも誘電率の高い基板側に集中し，ほとんどの出力
が基板方向へ放射される．測定ではシリコンレンズ
の上に基板を置き，空中に放射された電磁波をレン
ズ若しくはパラボラ鏡で平行光に変換した後，ファ
ブリペロー干渉計や FTIR などの分光装置を通し，
ボロメータや SBD受信機等で受信する．3.1で述
べたように，発振器の周波数は等価回路の LC共振
で決定され，単一スペクトルの発振が得られる．一
例として，図 6 中に筆者らの研究室で得られた
1.92THz 発振のスペクトルを示す．
図 6に発振周波数のRTD面積依存性を示す．面

積が小さくなるにつれて発振周波数が上昇してい
く．これは，RTDの容量がアンテナの容量成分よ
り大きく支配的であるので，面積のルートに周波数
が反比例するためである．RTDの容量が分かって
いない場合，アンテナのアドミタンスをシミュレー
タで計算しておけば，この特性から単位面積当りの

図５　発振器の I -V 特性と出力特性

図6　発振スペクトルと発振周波数のメサ面積依存性
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容量を見積もることが可能である．面積を小さくし
過ぎると，単純な電流減少，及び，3.1で述べた
遅延時間による高周波でのNDC絶対値の減少に
よって，アンテナの損失を打ち消すことができなく
なり，これ以上発振が得られない発振限界に達す
る．この発振限界から，遅延時間を見積もることが
可能である．

3.5　高性能化・高機能化とTHz応用
以上，RTD発振器の基礎特性について紹介して

きたが，高性能化や高機能化も行われている．特に
RTD発振器の出力はマイクロワット程度と小さい
ため，アレー化による高出力が行われている．
300GHz 帯や 600GHz 帯では 2 素子のアレーに
よって (29),(30)，また，1THz 帯においては多素子ア
レーによってミリワット級の出力が得られている(31)．
また，MIMキャパシタの縮小により，変調信号に
対する高速応答特性が得られ，この特性を用いて数
10Gbit/s の大容量無線通信の実現が報告がされて
いる (32),(33)．更に分光分析応用に向け，RTD発振器
に容量可変のバラクタダイオードを集積させた周波
数可変素子も実現され，初期的な分光分析応用が実
施されている (34)．レンズ不要の THz 放射に向け，
ラジアルラインスロットアンテナの集積 (35) や，放
射効率や導波管との結合効率向上などに向けフォト
ニック結晶集積素子も研究されている (36)．

 4 むすび
現在の半導体 THz 光源・発振器及び受信機の進

展について紹介した．中でも電子デバイスの躍進が
顕著だが，光デバイスでも新たなデバイスが提案さ
れ，今後の進展が期待される．歴史から見ると 2
端子デバイスは 3端子デバイスに置き換えられる
運命にあるが，RTDは発振器の構成が比較的簡単
であり，高周波動作が容易なことから，“終わった”
デバイスの状態からよみがえることができた．真空
管デバイスも THz 帯で新たな芽を出している今，
技術のリバイバルが新たな技術革新を生むかもしれ
ない．
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  1  はじめに
テラヘルツは電波と光の中間の性質を持つ 1THｚ

（テラヘルツ）近くの電磁波である．この周波数帯の信
号はフォトニクスデバイスや電子デバイスで生成・検出
されているが，技術的難易度が高く，いまだ開発途上で
広く利用されるには至っていない．しかしながら，この
テラヘルツを用いた通信が近年注目を集めている．それ
は，マイクロ波やミリメートル波と異なり，圧倒的に広
い 100GHz 近くの周波数帯域を使えるからである．こ
のような広い周波数帯域は，光通信では当たり前のよう
に用いられ，高いデータレートが実現されているが，無
線通信でも利用できるようになったのである．更に，テ
ラヘルツ信号の生成にはフォトニクスデバイスが先行し
て研究されてきたが，最近は集積回路による研究が活発
になっている．これは電子デバイスの性能が向上してい
るためでもあるが，それだけではない．
確かに，ムーアの法則に従い，微細化の恩恵を受け

て，シリコンだけでなく化合物半導体を用いたデバイス
の性能は向上してきた．トランジスタのゲート長（ある
いはベース厚）の縮小により容量や抵抗が減少すると，
高周波性能は向上する．しかし，トンネル電流の影響や
電源電圧の低下によるばらつきの影響が大きくなるた
め，単純な三次元の寸法縮小はできず，寄生容量や寄生
抵抗の影響によりトランジスタの高周波性能は向上しな
くなりつつある．ディジタル回路では，トランジスタの
性能が上がらずとも，微細化により配線長が短くなるた
め回路性能は向上している．一方，高周波，特にテラヘ
ルツを扱う回路ではトランジスタの最高動作周波数
（fmax）が重要である．CMOS集積回路では，65nmプ
ロセス以降 fmaxは 300GHz 前後にとどまり，トランジ
スタの性能は余り向上していない．そこで，トランジス
タの微細化に頼らない回路技術により，超高周波回路の
実現がなされてきた（1）．本稿では，テラヘルツ帯の中で
最も有望と考えられる 300GHz 帯がなぜ通信に使われ

ようとしているのか，またCMOS集積回路で 300GHz
帯通信をどのようにして実現するのか説明したい．そし
て，テラヘルツ通信の将来像について議論したい．

  2   無線通信用途に有望な300GHz帯
なぜ 300GHz 帯は通信に有望なのであろうか．理由

は二つある．一つ目の理由は周波数の割当規則である．
電波は有限の資源であり，それぞれの周波数の利用法が
決められるため，通信に利用可能な周波数帯は限られて
いる．ミリメートル波以上の非常に高い周波数には広い
周波数帯域が存在するものの，宇宙に関係する様々な観
測用途に周波数が割り当てられており，連続した広帯域
を通信に利用することが難しい．一方で 275GHz 以上
のテラヘルツ帯の割当はまだ定められておらず，現在議
論が進められている．テラヘルツ帯は指向性が高く，干
渉が小さいことから通信と観測の共用も検討されてい
る．そのため，275GHz 以上の周波数帯の通信利用の
可能性は高まっている．
二つ目の理由は大気減衰である．周波数が高くなるに

つれ，大気中の主に水分による減衰が大きくなる．しか
し，大気中の水分による吸収は周波数に依存しており，
200～300GHz に掛けて大気減衰が 10dB/km以下とな
る広い電波の窓が存在している（2）．この二つの要因か
ら，テラヘルツ帯の低周波域である 300GHz 帯が通信
用として注目を集めている．テラヘルツ通信が議論され
るワーキンググループの IEEE	802.15.3d では 252～
322GHz のチャネル割当案が示されており（3），この周
波数帯域が今後通信に使われる可能性が高い．

  3   300GHz帯トランシーバ用CMOS集積回路
最初に述べたとおり CMOS 集積回路の fmaxは

CMOS集積回路を用いた
テラヘルツ広帯域通信と
その応用

藤島　実 Minoru Fujishima 広島大学

ⓒ電子情報通信学会2018
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300GHz 近辺であり，300GHz 帯増幅器を用いること
ができない．したがって，トランシーバに通常用いられ
る，送信機の電力増幅器と受信機の低雑音増幅器を利用
できない．後述のように，通信性能を決定付けるのは送
信電力と受信機の雑音指数であるが，電力増幅器や低雑
音増幅器がないことは無線通信を行う上で極めて不利で
ある．この不利な条件をどのように克服すればよいので
あろうか．送信機や受信機の無線フロントエンドを構成
する高周波回路は，ベースバンドの変調信号を高周波信
号へと変換することが基本的な機能である．増幅器を使
うことができなければ，周波数変換を担うミクサが送信
機の最終段，受信機の初段とならざるを得ない．その結
果，このミクサの工夫が不利な条件の中で無線通信を実
現する技術の鍵となる．
300GHz帯 CMOS送信機では，中間周波数信号（IF）

を高周波信号（RF）に変換するアップコンバージョン
ミクサが最終段に用いなければならない．しかし，一つ
のミクサから得られる出力電力は小さい．通常は，電力
増幅器で出力電力を増幅するのだが，たとえ電力増幅器
を用いなくても，複数のミクサを並列接続し電力を合成
すれば理論上電力を増大させることはできる．しかし，
ミクサの並列接続は容易ではない．それは，周波数変換
される信号と局部発信信号（LO）の乗算を行うミクサ
は 2入力 1出力となるためである．2入力 1出力のミ
クサを並列接続するには，この三つの信号を図１のよう
に，それぞれ並列に分割，合成しなければならない．し
かし，三つの入出力にそれぞれ 2分木を用いると信号
線の交差が必ず生じる．これはレイアウトを複雑にする
だけでなく，交差による信号の劣化が生じ，期待するよ
うな性能向上が得られない．
そこで，信号の劣化を生じさせないために，図 2に

示すように，入力の 2信号を一つの信号線に重畳する
スクエアミクサを送信機の最終段に用いた（4）．重畳され
る二つの入力信号の周波数が近ければ，二つの信号を同
時に一つの増幅器で増幅することができる．そうすれ
ば，レイアウトを複雑にすることなく 2分木により分
割と合成が可能になる．スクエアミクサの基本動作は周
波数ダブラと同様，入力信号を二乗することである．し
たがって，スクエアミクサでは，重畳された IF 信号と
LO信号の和が二乗される．展開された項には，重畳さ
れた二つの信号の積から成る所望信号が含まれる．一方
で，所望信号のほかには，IF 信号の二乗や LO信号の
二乗から成る不要信号も同時に生成される．これらの所
望信号と不要信号の周波数は互いに近いため，帯域フィ
ルタを用いて除去することは難しい．そこで，図 3に
示すように，IF-LO 信号を入力するスクエアミクサと
IF+LO信号を入力するスクエアミクサの二つのパスに

分け，両方の出力をバランに入力する．そして，バラン
から差動信号を取り出すことにより，所望信号のみが残
り，不要信号をキャンセルすることができる．
40nm	CMOSプロセスを用いて，300GHz 帯送信機

を試作した．送信機のチップ写真と測定結果を図 4に
示す．試作した 300GHz 帯 CMOS 送信機では，21	
Gbaud,	32	QAM入力時に最大105Gbit/sのデータレー
トを実現している．一方で，3.52Gbaud,	128QAM入
力時には 24.64Gbit/s	を 4.5GHz 帯域で生成すること
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図 1　300GHz 帯 CMOS送信機において最終段のミク
サを並列接続するときの課題．2入力1出力のミクサでは
レイアウトが複雑になり，並列接続が困難になる．

スク ク 1 6 Q AM

ンス
ー ン

2 x L O
ス クト

f

I F1

L O

ク

R F
I F2

L O lea k

図2　300GHz帯CMOS送信機のブロック図．最終段の
スクエアミクサには IF信号とLO信号を重畳して入力する．

IF

LO

RF

IF

LO

LO+O+O IF

LO–O–O IFF

(LO+O+O IF)F)F 2

(LO–O–O IF)F)F 2

(LO+O+O IF)F)F 2

–(LO–O–O IF)F)F 2

=4LO·I·I·F

SSB ク

スク ク

ン

図3　スクエアミクサで発生する不要信号の抑制．スクエア
ミクサでは重畳された IF 信号とLO信号の二乗が出力され
るが，二つのパスに分け，出力信号の差を抽出することによ
り，不信号をキャンセルする．
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ができる．異なる周波数でこの 4.5GHz帯域の信号を 6
チャネル生成したときのスペクトルを重ね合わせた様子
を図 4下に示した．これにより，送信機はチャネル帯
域を制限することにより，合計で帯域幅 27GHz	
（=4.5GHz× 6 チャネル）の信号を生成することがで
きる．これは 60GHz 帯で使われるチャネル帯域幅
2.16GHz信号の 12.5 チャネル相当になる．
一方，図 5には 300GHz 帯 CMOS 受信機のブロッ

ク図を示す（5）が，低雑音増幅器を用いることなく，どの
ようにすれば受信機の雑音指数を下げられるであろう
か．受信機の雑音指数を下げるためには，初段のミクサ
の雑音指数を下げるだけでなく，変換損も小さくしなけ
ればならない．ミリ波以上の高い周波数帯では，局部発

振信号の周波数を抑制するためにハーモニックミクサが
用いられる場合が多いが，基本波ミクサの方がハーモ
ニックミクサよりも変換損は小さくできる．ここで，基
本波ミクサにはRF信号と同じ周波数の LO信号が必要
となるが，LO信号用の 300GHz 帯増幅器は利用でき
ない．一方で，ミクサの変換利得は局部発振信号の電力
に比例するため，局部発信信号の電力は十分に大きくす
る必要がある．そこで，送信機と同様，図 6に示すよ
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器（LNA）と LOドライバ用増幅器は利用できない．
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うに並列合成により十分な出力電力を持つ LO信号を生
成し，ミクサに供給している．
送信機と同様に 40nm	CMOS プロセスを用いて

300GHz 帯受信機を試作した．チップ写真を図 7（左）
に示す．LO信号を生成するための並列合成回路により，
チップの大きな面積を LO信号用ドライバが占めてい
る．受信回路の測定結果を図７（右）に示す．300GHz
帯受信機に入力する 300GHz 帯の変調信号は図 4に示
す 300GHz 帯 CMOS 送信機で生成した．試作した
300GHz 帯 CMOS 受 信 機 では，16QAM 時に最大
32Gbit/s が得られている．

  4   300GHz帯トランシーバ用モジュール
３.では，300GHz 帯トランシーバのコアとなる

CMOS集積回路の技術を紹介した．CMOSチップの測
定ではウェーハプローバに装着された導波管プローブを

用いていた．導波管プローブにアンテナを装着すること
も可能であるが，ウェーハプローバによる通信実験では
トランシーバを実用に結び付けることはできない．空間
の電波と回路の電気信号を変換するアンテナとCMOS
チップとの接続方法も重要である．ミリメートル波帯
CMOSトランシーバではオンチップアンテナが用いら
れる場合がある（6）．しかし，オンチップアンテナのアン
テナ利得は小さく，数 cm程度の近距離無線に用途が限
られる．一方で，通信距離を伸ばすには利得の高いアン
テナを用いることが必要である．高利得アンテナのイン
タフェースは一般に導波管となるため，CMOSチップ
と導波管をつなぐインタフェースが必要になる．
そこで，実用化を考慮し，図 8に示すような通常の

多層ガラスエポキシプリント基板を用いたCMOSチッ
プと導波管インタフェースを試作した（7）．CMOSチッ
プは多層プリント基板にフリップチップ実装する．
CMOSチップで生成される 300GHz 帯信号は，プリン
ト基板上の 200µm程度の短いマイクロストリップ線路
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を用いて伝送される．マイクロストリップ線路の先端に
は，パッチアンテナと類似の形状を持つ導波管変換プ
ローブを形成した．導波管変換に必要となる 1/4 波長
のバックショート構造は多層基板内に形成し，プリント
基盤の表面には金属導波管フランジを装着した．これに
より，	CMOS・導波管変換を実現している．
図 9に導波管開口部での反射特性とモジュールの写

真を示す．プリント基板を用いたCMOS導波管変換の
可能性を示すことができた．ただし，基板の材料特性の
誤差とCMOSチップの出力反射特性の見積もり誤差に
より，反射特性は 250GHz で最小となり 300GHz 帯か
ら下方にずれている．
試作したCMOS送信モジュールを用いて無線通信の

実験を実施した．このモジュールの性能を比較評価する
には，ほかのテラヘルツ通信実験による結果と比較する
必要がある．一方で，それぞれの通信実験では，変調方
式，アンテナ利得，周波数（波長），許容ビット誤り率
が異なるために，単純にデータレートと通信距離だけを
比較することはできない．これらのパラメータが正規化

された通信距離dnは

となる（7）,（8）	ただし，d は通信距離，λ は波長，SNRは
受信 SN比，Gt,	Grはそれぞれ送信用と受信用のアンテ
ナ利得である．dnと雑音電力スペクトル密度Np（=−
174dBm/Hz）とシンボルレート rsを用いることによ
り，性能指標FOMは

となる．FOMは，送信電力P t と受信機の雑音指数NF
の比で決まる．比較結果を図 10に示す．我々のCMOS
送信機を用いた通信実験の結果はほかの化合物半導体を
用いた結果と比較し遜色ないことが分かる．
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  5  テラヘルツ通信の未来
300GHz 帯を含むテラヘルツ通信の応用は，データ

センター内のサーバ間通信や，ネットワークのバック
ホールとフロントホール，あるいは電子機器内の高速通
信が考えられている（3）．これらは光ファイバで実現され
てきた固定通信である．しかし，本来テラヘルツ通信は
無線であり，固定通信の置き換え応用だけでは，その潜
在的な能力を最大限引き出すことにならない．一方，テ
ラヘルツの大気減衰は大きく，長距離通信に不向きであ
ると思われるかもしれないが，２.に述べたとおり
300GHz 帯には大気の窓がある．また，波長が短くて
もアンテナサイズが維持されれば，指向性は上がるもの
の伝搬損は小さくなる．将来，送信電力がワット級とな
り，アンテナ利得も大きくすれば，航空機や衛星と地上
間の通信も不可能ではない（9）．
更に，遠い未来において，社会が抱える課題を解決す

るためにテラヘルツ通信を活用できないだろうか．例え
ば，実社会の様々な現象を大規模かつ正確にシミュレー
ションするために，スーパコンピュータの性能向上は欠
かせない．スーパコンピュータの性能向上をこれからも
期待するなら，解決しておかなければならない課題は何
であろうか．スーパコンピュータの演算性能は指数関数
的に向上しており，およそ 10年で 1,000 倍となってい
る．現在，1秒間に 100 京回（1018 回）浮動小数点演
算を行うことのできるエクサスケールコンピュータの
2020年の実現に向けて開発が進んでいる．もし，2020
年の後も演算速度の向上が続くとすれば 2030年には 1
秒間に 10垓回（1021 回）という途方もない速度で浮動
小数点演算を行うことのできるゼタスケールコンピュー
タが誕生することになる．ここで一つ問題となるのが消
費電力である．エクサスケールコンピュータでは消費電
力は 20MWになると言われている（10）．一方で，演算能
力が 1,000 倍高いゼタスケールコンピュータでは単に
ハードの規模を 1,000 倍にすると消費電力は 20GWと
なる．当然低消費電力化が進められるだろうが，ゼタス
ケールコンピュータの消費電力は 1GW程度になるので
はなかろうか．1GWの消費電力はおよそ原子力発電機
1機に相当する．このようなスーパコンピュータの膨大
な消費電力を賄いつつ持続可能な社会を維持ためにはど
うすればよいのであろうか．
安定した再生可能エネルギーの候補の一つとして，静

止軌道衛星上の 2.5km四方の太陽パネルを用いる宇宙
太陽光発電の研究が進められている（11）．この太陽光パ
ネルは 1GWを発電できると言われている．宇宙太陽光
発電で作られる電気はマイクロ波を用いて地上に送電さ
れる．この送電効率の目標は 50%となっている．しか

し，スーパコンピュータを宇宙に設置し，宇宙太陽光で
発電された電力をその場で消費すれば，送電損なく電力
を有効に活用できる（2）．光ファイバを敷設することので
きない宇宙のスーパコンピュータに対する大容量のデー
タ交換が必要となるが，ここに超高速テラヘルツ通信を
用いることは可能であろう．
また，間もなく，1兆個を超える膨大なセンサで実社

会をモニタし，その情報を人工知能で活用する時代とな
る．センサから得られる情報はそのまま蓄えられるわけ
ではないものの，蓄えられるデータ量は指数関数的に増
大する一方である．その一方で時間がたってアクセス頻
度が低くなるコールドデータも増大する一方である．
コールドデータはアクセス頻度が低いために，アクセス
速度は重要ではない．遅いアクセスを許容するなら，
コールドストレージデータセンターを地球以外の，例え
ば月面に建設することも可能であろう（2）．月までの光の
伝搬時間は 1.3 秒である．したがって，アクセス速度は
往復で 3秒程度となるが，月面の有効活用の一つとし
て考えられるのではないだろうか．
更に，現在火星への有人探査と人類の移住が検討され

ている（12）．火星に移住した人類が地上と通信する手段
は無線に限られる．100	Gbit/s のデータレートで情報
が送り続けられれば，1日で 1PByte を伝送することが
できる．火星が地球から最も遠くなると，光でも伝搬す
るのに 21分掛かるためリアルタイムにはならないが，
テラヘルツ通信を使えば地球と火星で大容量の情報を交

3 6000 km

波 300GHz
100 Gbit/s (16QAM/25 Gbaud)
受信機 10dB

0.6 ン

ト 10-3

送信電 ン

1 W 4.5 m

10 W 8 m

100 W 130 m

送信電 ン

図11　300GHz帯通信を宇宙に用いるときに必要となる
性能の試算結果．将来，テラヘルツ通信の送信電力が大き
くなれば，宇宙に向けた広帯域通信リンクを形成すること
も可能になる．
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換することが可能である．静止軌道，月，火星にテラヘ
ルツ通信を実現するために必要となる性能を図 11に試
算した．すぐに実現できる技術とは言えないかもしれな
いが，人類の持続的な発展のために挑戦する価値のある
研究課題となるのではないだろうか．

  6  まとめ
300GHz 帯は大気減衰が比較的小さく，70GHz 近く

の広い利用可能な周波数帯域を有する最後に残された周
波数帯である．有線通信と同等のデータレートを実現で
きる 300GHz帯無線通信は，2020年以降の宇宙計画に
も影響を与える可能性を秘めている．また，商用の光通
信用CMOS超高速ベースバンド信号処理チップとテラ
ヘルツフロントエンドと組み合わせれば，近い将来テラ
ヘルツ通信は実用化されるであろう．しかしながら，
CMOS集積回路を用いたテラヘルツ回路の性能はいま
だ十分とは言えない．化合物半導体による電力増幅器や
低雑音増幅器などの技術をCMOS集積回路と組み合わ
せることにより，更なる性能向上を図る必要がある．更
に，ワット級の出力電力が必要となる応用には進行波管
も考えられる（13）．CMOS集積回路と化合物半導体や進
行波管のヘテロジニアスな統合は，未来の課題を解決す
る鍵となる可能性がある．
謝辞　300GHz 帯 CMOS送受信機に関する研究成果

の一部は，総務省「テラヘルツ波デバイス基盤技術の研
究開発̶300GHz 帯シリコン半導体CMOSトランシー
バ技術̶」を通じて実施したものである．本プロジェク
ト参加の情報通信研究機構，パナソニック，広島大学の
関係各位に深謝する．
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  1  はじめに
テラヘルツ波の発生・検出デバイスに対する研究開発

の進展により注目度が高まっているテラヘルツ技術にお
いて，期待される応用分野の一つにイメージングがあ
る．特に，光と電波の境界の周波数帯に位置するテラヘ
ルツ波の「直進性」や「透過性」を利用した非破壊イ
メージングは，各種工業製品の品質管理やインフラ保全
のための検査，あるいはセキュリティ関連分野等，様々
な方面への適用が見込まれている．

テラヘルツイメージング装置としては，従来からテラ
ヘルツ時間領域分光法（THz-TDS：Terahertz Time 
Domain Spectroscopy）を用いた方式が知られてお
り（1），我々も開発を行ってきた．この方式ではパルス発
振のテラヘルツ波が得られるため，対象物に照射したパ
ルスの遅延時間から，いわゆる TOF（Time of Flight）
の原理により奥行き方向の情報取得が可能であり，文化
財の診断（2）–（4）をはじめ，医薬品の品質管理（5）や塗装膜の
検査（6）等において非常に有用な手法である．一方で

THz-TDS 方式では，テラヘルツ送受信素子を励起する
ための超短パルスレーザや，光学遅延装置が必要である
ため，測定器としては大形・高コストなシステムとなり
やすく，広く実用化されたとは言えないのが現状であ
る．

近年，超短パルスレーザ等の励起光源が不要なテラヘ
ルツ送受信素子としての電子デバイスの研究開発が活発
になされ，システムの小形化，低コスト化，及び低消費
電力化に寄与するものと期待されている．その電子デバ
イスの一つとして，我々は共鳴トンネルダイオード

（RTD：Resonant Tunneling Diode）に着目し，送受
信素子として RTD を採用したテラヘルツイメージング
システムの開発に取り組んできた（7）–（9）．本稿では最新
の RTD イメージングシステムに加え，テラヘルツ受信
素子としてショットキーバリヤダイオード（SBD：
Schottky Barrier Diode）を用いたラインスキャナシス
テムについて紹介する．

電子デバイスを用いた
テラヘルツイメージングシステム

山口　淳 Atsushi Yamaguchi パイオニア

ⓒ電子情報通信学会2018

図1 　RTD の電流–電圧特性例
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  2   共鳴トンネルダイオード（RTD）
RTD はバイアス電圧の印加により簡便にテラヘルツ

波の発生・検出が行える電子デバイスであり（10），小形，
低消費電力であること，室温動作が可能であること，更
に同一素子でテラヘルツ波の発生と検出の両方が可能で
あることなどの特徴がある．RTD におけるテラヘルツ
波発生，検出に関して，図 1 に電流̶電圧特性の例を
示す．RTD では，あるバイアス電圧範囲において，共
鳴トンネル効果により負性抵抗を示す領域が存在する．
負性抵抗素子は外部共振器との接続により発振器を構成
することが可能であるため，RTD 素子と合わせて共振
器やアンテナを形成したデバイス構造とすることで，テ
ラヘルツ波を単一周波数で連続発振させることができ
る．一方，非線形性を示す領域にバイアス電圧を設定す
ると，テラヘルツ波の照射により電流̶電圧特性がシフ
トすることを利用して，高感度なテラヘルツ波検出器と
して用いることが可能である．すなわち，バイアス電圧
を変えることで，同一のデバイスが発振器，検出器のい
ずれとしても動作する．

RTD に関しては，現在もなお盛んに研究が進められ
ており，特にテラヘルツ波発振器としての高周波化，高
出力化の面での性能向上が顕著である（11）～（17）．これら
の研究の進展により，イメージングはもとより，高速無
線通信分野でも RTD に対する期待が高まっている（18）．

  3  RTD イメージングシステム
ここでは，送信素子，受信素子としてそれぞれ RTD

を 1 個ずつ搭載した構成のイメージングシステムにつ
いて紹介する．テラヘルツ波の発生，検出に同種のデバ
イスを用いることで，駆動制御等において共通化が図れ
るのは利点と言える．各システムに用いた RTD の発振
周波数はいずれも 0.3THz 付近である．

3.1　透過形イメージングシステム
最初に紹介するのが，図 2 に示す透過形イメージン

グシステムである．発生側 RTD は発生したテラヘルツ
波をできるだけ外に取り出すためにシリコンレンズ上に
実装され，テラヘルツ波は樹脂材料によるコリメートレ
ンズ，及び対物レンズを通じて計測対象物に集光・照射
される．対象物をテラヘルツ波の集光面に設置してラス
タスキャンすることによりイメージングを行い，対象物
を透過したテラヘルツ波は発生側と同一の光学系により
検出側 RTD に導かれる．発生側では，バイアスティー
を介してバイアス電圧に 500KHz の変調信号を重畳し
て RTD に印加することでテラヘルツ波を発生させ，検
出側では RTD の出力信号に対して 500KHz において
ロックイン検出を行った．図 3 に，対象物として ABS
樹脂ケース内に五円硬貨やクリップ，錠剤等を配置し，
透過イメージングを行った結果を示す．

3.2　反射形イメージングシステム
上記の透過形イメージングシステムでは，対象物の前

後に光学系を配置する必要がある上，サンプルスキャン
であるために大きな対象物の撮像が難しい等，計測条件
の制約が大きい．そこで計測対象の拡大を図るために構

図2 　透過形イメージングシステム

可視像（蓋を開いて撮影）

テラヘルツ像

図3　透過形イメージング撮像例
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築したのが，反射形イメージングシステムである．
反射形イメージングシステムではヘッドスキャンが

可能となるため，（励起光の集光光学系等が必要な THz-
TDS システムと比べて）小形ヘッドの構築が可能な
RTD システムは好適である．ヘッドの光学系について
は，図 4 に示すように，RTD から放射されるテラヘル
ツ波が直線偏光であることを利用した偏光同軸光学系を
導入した．偏光光学系の採用により，テラヘルツ波の利
用効率向上が可能となるだけでなく，発生側 RTD に不
要反射成分が戻ることを防ぐアイソレーション効果が付
加されるため，動作安定性への寄与が期待できる．図 5
及び表 1 に，RTD 反射形イメージングシステムの外観
及び主な仕様をそれぞれ示す．動作制御用のタブレット
PC は本体にはめ込み可能で，本体部を対象物の上に設
置することにより，簡単に二次元イメージング像を取得

することができる．本体のきょう体内で多くの部分を占
めるのは，小形ヘッドをラスタスキャンするためのメカ
ニズムである．

図 6 に，反射形 RTDイメージングシステムを用いて得
られた撮像例（スキャンピッチ：0.32mm）を示す．タ
イル裏の水やデニム布で覆った金属物等が明瞭に観察で
きており，インフラ検査用途，あるいはセキュリティ用
途等への対応可能性を示唆する結果であると考えている．

3.3　その他のイメージングシステム
上記の透過形，反射形の RTD イメージングシステム

は，対象物の各座標におけるテラヘルツ波の透過率，反
射率の違いを画像化したものであり，得られるのは二次
元画像であった．更なる高機能化を図るため，我々は二
つの方法について，奥行き方向の情報取得を検討した．

一方は，RTD から発生するテラヘルツ波が極めて単
色性，可干渉性が高いことを利用した，干渉計導入によ

図4　反射形スキャニングヘッド

図5　反射形イメージングシステム外観

表1　反射形イメージングシステム仕様

発振周波数 0.3THz

スキャン範囲 最大 240 x 120mm

消費電力 30W

寸法 W450 x D290 x H170mm

重量 約 10kg

(a) タイル裏の漏水

(b) デニム布裏の金属物

テラヘルツ像可視像

図6　透過形イメージング撮像例
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る段差イメージングシステムである（19）．従来の反射形
イメージングシステム光学系（図 4）に対して，参照光
を得るための光路を追加し，マイケルソン干渉計＊ 1 を
構成した部分が相違点となっており，参照ミラーによる
反射テラヘルツ波と，計測対象からの反射テラヘルツ波
を検出側 RTD 上で干渉させることにより，段差計測を
可能としたシステムである．干渉による強度変化を利用
した段差計測では，5µm 程度の計測精度が得られてい
る．
＊1入射光を参照光とサンプル光の2光路に分割し、それぞれの
反射光を再度結合させて観測する構成の干渉計．

上記の段差イメージングシステムでは，干渉を利用し
ているため，計測が可能な段差は使用波長の 1/2，すな
わち 500µm までであった．奥行き方向の計測範囲を広
げるために検討したもう一方の方式が，送受信信号の位
相差により TOF 計測を行う方式である（20）．光学系及び
概念図を図 7 に示す．光学系は図 4 に示した反射形イ
メージング光学系と同様，偏光光学系を採用している．
発振用 RTD を単一周波数において変調駆動し，検出用
RTD で受信したエコー信号との位相差を取得すること
で，テラヘルツ波の飛行時間を取得し，対象物までの距
離を算出する．この方式により，波長以上の距離計測が
可能であることが確認できており，更に三次元イメージ
ングを行った例を図 8 に示す．この例では光学系から
100mm の距離に設置した段差物体について三次元像が
得られており，RTD を用いた距離計測，更にはテラヘ
ルツレーダの可能性を示唆するものと考えている．高精
度レーダを実現するためにも，高出力化を中心に，今後
の RTD 研究の更なる進展を期待したい．

  4  SBD ラインスキャナシステム
上記の反射形 RTD イメージングシステムでは，従来

の THz-TDS システムに比較して装置の大幅な小形軽量
化や，それによる高いユーザビリティを実現した．一方

(a) 光学系

(b) 概念図

図7　TOF計測による段差イメージングシステム

段差サンプル テラヘルツ像

図8　段差サンプル撮像例
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で，ヘッド部のラスタスキャンにより撮像する方式は
THz-TDS システムと同様であり，多くの用途で要求さ
れる，大面積の高速スキャンというニーズには対応でき
ていない．

このような課題を改善するため，我々はテラヘルツ受
信素子として SBD を用いたラインセンサを構成し，テ
ラヘルツ光源として 0.1THz のインパットダイオー
ド＊ 2 と組み合わせることで，透過形ラインスキャナシ
ステムを構築した．0.3THz の RTD システムと比べる
と，低周波化により解像度の面では不利となるが，一般

＊2　インパットダイオ ード
（IMPact-Avalanche Transit-Time diode）電子雪崩現象を利用
してマイクロ波を発振させる半導体素子． 

に透過性は向上するため，撮像可能な対象物の拡大が期
待できる．また，0.1THz 帯の市販デバイスを活用でき
る点も大きな利点である．

上記ラインセンサでは SBD を 1.5mm 間隔で 256 素
子配列し，384mm のセンサ長を確保した．光源にはシ
リンドリカル（円筒）レンズを設置することで，テラヘ
ルツ波をセンサ面に向けてライン状に集光させた．搬送
メカニズムとの組合せによるラインスキャナシステムで
は，最大のスキャン速度として 1m/s での動作を可能と
しており，これはベルトコンベア等による搬送に十分対
応できる速度と見込んでいる．図 9 にラインスキャナ
システムの外観，図 10 に撮像例をそれぞれ示す．大面
積，あるいは高速のスキャンが求められる，各種の品質
検査やセキュリティ分野におけるテラヘルツイメージン
グの実用化に向けて，更に前進できたものと考えてい
る．

  5  おわりに
我々は，THz-TDS 方式によるシステムに引き続き，

電子デバイスを用いたテラヘルツイメージングシステム
の研究開発を進めてきた．本稿で紹介した SBD ライン
スキャナシステムの構築により，実用化に大きく近付い
たものと考えている．今後は，より高い周波数に対応し
た電子デバイスの導入による高解像度化の検討を行い，
対象物に応じて要求される透過性，あるいは解像性能へ
の対応を図る予定である．また，光学系との組合わせに
よる反射形のラインスキャナシステムの構築にも着手し
ており，より高機能，高性能なテラヘルツイメージング
システムの開発を継続し，幅広い分野における社会実装
を目指す所存である．
謝辞　本研究の一部は，JST 未来社会創造事業探索加

速型本格研究（ACCEL 型，JPMJMI17F2）の支援を受
けたものである．また，本稿で紹介したイメージングシ
ステムに用いた RTD デバイスは，ローム株式会社に御
提供頂いたものである．
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  1  はじめに
テラヘルツ帯は，電波と光が出合う周波数帯と言われ

ることがあり，技術や人材が細分化・専門化されて扱わ
れるようになった現代において，「電波」を専門とする
者と「光」を専門とする者による技術の交流・融合が行
われる周波数帯である (1)-(4)．そのため，同じ「電磁波」
を扱っているのにもかかわらず，偏波（TE波 /TM波）
と偏光（p波 /s 波）といった具合に異なる用語が使わ
れたり，電波の分野では周波数，光の分野では波長を
使って議論が行われることが多いため，換算しながら議
論したりする．
我が国の法律を眺めてみると，やはり，テラヘルツ帯

に，一つの大きな区切りが存在しており，電波法第 2
条第 1項第 1号に「「電波」とは，三百万メガヘルツ以
下の周波数の電磁波をいう．」と定められている (5)．
300 万MHz，すなわち 3	THz 以下が「電波」であり，
我が国では 3	THz 以下のテラヘルツ波は，電波法を
守って利用・活用されなければならない．
本稿では，テラヘルツ帯を「電波」として眺めた

3 THz 以下の周波数帯について，電波伝搬の研究開発
や実験を行うために必要となる無線局免許の取得と，免
許申請の際に必要となる電力計の基準となる電力標準に
関し，我が国の研究開発状況について紹介する．

  2  無線局免許制度
2.1　「無線設備」と「高周波利用設備」
我が国においては，3	THz 以下の電波は電波法に基

づいて使わなければならない．電波法では，電波を発生
させる装置を，電波を発射する「無線設備」と 10	kHz
以上の高周波電流を利用する「高周波利用設備」とに区
別し，無線局を開設しようとする者は，あらかじめ総務
大臣の免許を受けなければならない，一方，高周波利用
設備を設置する場合には，あらかじめ総務大臣の許可を

受けなければならないと定めている (6)．高周波利用設備
としては，電子レンジや非接触 ICカードが広く知られ
ているが，超音波洗浄機やプラズマ成膜装置なども高周
波利用設備である．また，レーザ発振器等で使用される
AOQスイッチ（音響光学Qスイッチ）及びそれを駆動
する高周波電源なども設置許可が必要となる．現在の法
律では，電磁的に遮蔽された実験室（シールドルーム）
内で使用する場合であっても，設置許可が必要であり，
電波環境を維持する観点から厳しい規則となっている．

2.2　「無線局免許」と「無線従事者免許」
本稿では，以後，免許について述べるが，免許には二

つの免許がある．一つは，無線設備に与えられる「無線
局免許」，もう一つは，無線設備を操作する人に与えら
れる「無線従事者免許」である．これらの免許の関係に
ついて，よく似た免許制度である自動車を運転する場合
と比較した結果を図 1に示す．	
自動車を運転する（運行する）には，運転者は「運転

免許証」（免許証）が必要であり，資格によって，運転

図1　免許制度
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できる自動車や自動二輪車などの種類が決まっている．
免許証は，運転中，常に携帯していなければならない．
有効期限は原則5年 *1となっており更新が必要である．	
自動車自体には「自動車検査証」（以下，「車検証」と

いう）が必要である．新しく自動車を購入すると，検査
を受けることになるが（多くの場合，自動車販売店が代
行して申請する），合格すると「自動車登録番号」（ナン
バ）や寸法，用途などが記載された車検証が発行され
る．自動車を運転するときには車検証を備え付け，「自
動車登録番号標」（ナンバプレート）を自動車の前後の
見やすい位置に取り付けて，表示しなければならず，
「検査標章」（ステッカ）を，フロントパネルの所定の位
置に表示することが義務付けられている．車検は，新車
の場合には 3年後，以降，2年ごとに継続検査を受けな
ければならない．

一方，無線機（無線設備）を使って電波を空間に飛ば
す（運用する）ためには，無線設備を操作する者は，

「無線従事者免許証」（以下，「従免」という）が必要で
あり，資格によって操作できる無線設備の範囲が決まっ
ている (7)．従免は，運用中，常に携帯していなければな
らない．従免には有効期限はない．

無線機自体には「無線局免許状」（以下，「局免」とい
う）が必要である．新しく無線設備を用意し無線局を開
局する際には，検査を受けることになるが，合格する
と，免許の番号や「識別信号」（呼出符号 , コールサイ
ン，呼出名称など），通信方式，周波数，電力，目的な
どが記載された局免が発行される．無線設備を運用する
ときには，局免は無線局に備え付けておかなければなら
ない．更に，主たる送信装置のある場所の見やすい箇所
に掲げておかなければならないことや，局免の備え付け
が難しい無線局（移動するアマチュア無線局や実験試験
局など）に対しては，免許を有していることを照明する
免許証票（ステッカ）を，送信設備のある場所に備え付
ける（送信設備に貼る）ことが義務付けられ，自動車の
場合のナンバプレートの表示や，ステッカの貼付けと同
様の義務が課されていた *2．局免の有効期限は最長 5 年
であり，継続したい場合には再免許を受けなければなら
ない． 

以上の説明は，一例であり，自動車の種類や無線局の
種別によって，期間が異なったり省略が認められていた
りと，様々な利便性が図られている．例えば，後述する
NICT が開設した 300 GHz 帯の実験試験局では，識別
信号は付与されていない．

2.3　テラヘルツ帯の電波伝搬実験をする方法
近年，テラヘルツ帯で高出力な送信源が開発されるよ

うになってきたことにより，実用化に向けた伝搬実験を
するための無線局の開設が必要となってきている (8)，(9)．

2.3.1　免許を必要としない無線局として実験する場合
電波法第 4条第 1項第 1号では，発射する電波が著

しく微弱な無線局については，免許を受けなくてもよい
と定めている．そのため，3	THz の電波を送信する無
線局についても，電波の強さが「著しく微弱」であれ
ば，免許を受けなくてもよい．そこで，どのくらいの利
得を有するアンテナや送信機の組合せであれば，免許申
請が不要となるかについて検討してみる．
具体的には，図 2に示すレベルよりも小さい電界強

度であれば免許は不要である (10)．
送信機に接続されたアンテナから放射される電界強

度 Eは，よく知られている以下の式を用いて計算する
ことができる．

 （V/m）	 (1)( )
d

PG
E in

2
ini 130 Γ−

=

　ただし，

	

d ：観測点までの距離（m）
G i ：アンテナの利得（–）
Γin ：アンテナ反射係数（–）
P in ：入射電力（W）

ここで，送信機とアンテナの間は整合して反射係数 

in は 0 であると仮定し，d=3 m, E<500 µV/m を代入
すると，

 9
in 1075 −×<PGi (2)

という条件式が得られる．アンテナの利得と入射電力と
の関係を図 3 に示す．利得 Gi が 1 (0 dBi) の等方性ア
ンテナが取り付けられた場合を考えると，微弱無線局と
して許されるアンテナへの入射電力（送信機の出力）は
Pin<75 nW となる．

テラヘルツ帯では，空間伝搬損が大きいこと，波長に
比べて大きな寸法のアンテナが用意できることから，パ
ラボラアンテナなど，大きな利得を有するアンテナを用
いることが多い．例えば，利得 40 dBi（Gi=10,000）
のアンテナを使う場合，許される入射電力は， 7.5 pW
未満である．学会などで「開発した無線機は，出力が小
さいから免許申請は不要だろう」という発言を耳にする
ことがあるが，テラヘルツ帯の電波を使って実験を行う
際には，免許取得が必須であると考えていた方がよい．

*1　5回目の誕生日から起算して 1か月を経過する日まで．
*2�　平成 30年 3月 1日，局免の掲示義務については，船舶局などの一
部無線局を除いて廃止，免許証票の貼付けは全ての場合について廃止
された．
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2.3.2　電波暗室やシールドルームで実験する場合
高周波利用設備を使用する場合には，たとえそれが電

波暗室内やシールドルーム内であっても，設置許可を受
ける必要があるが，無線設備を使用する場合には，電波
暗室やシールドルームなど金属きょう体で覆われた試験
設備であって，一定の条件を満足すれば，免許を受けな
くても電波を飛ばした通信実験を行うことができる (11)．
テラヘルツ帯の電波は，ガラスや木材などの一般建材で
も大きな伝搬損が生じるため，40 dB 以上の壁や天井，
窓に覆われた実験室（部屋）を実現することは難しくな
いが，法令上は，あくまでも金属きょう体で覆われてい
なければならない．今後，様々な研究開発を行い，テラ
ヘルツ帯の利活用を促進するためには，法令が改正さ
れ，規制が緩和されることが望まれる．

2.3.3　実験試験局を開設する場合
無線局の種別は「実験試験局」となる (12)．また，迅

速な技術開発・製品化等，産業の活性化を目的とした
「特定実験試験局」制度も設けられており (13)，短期間で
免許取得が可能となる場合もあるので，申請内容に応じ
て利用するとよい．
実験試験局を運用するために必要な無線従事者の資

格は，伝搬実験やデータ伝送実験など技術操作を伴う実
験を行うための操作が可能な「第一級陸上無線技術士」
「第二級陸上無線技術士」「第一級総合無線通信士」及び
「第二級総合無線通信士」である．ただし，これらの資
格のうち，無線設備の種類，周波数，送信電力などに
よっては操作できない資格もあり，必要な資格の範囲が
変わるため，事前に確認しておくのがよいだろう．
図 4は，電波伝搬実験を行うために，情報通信研究

機構（NICT）にて 300	GHz 帯の無線局を開設した際
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の送信設備と無線局免許状（一部抜粋）である．市販の
信号発生器と逓倍器，ホーンアンテナを用いたものを送
信機として申請し，無線局の免許を取得した．逓倍器か
らの出力は，31.6	µW,	ホーンアンテナの利得は 25	
dBi，反射係数が十分小さな値であることから，0とし
て式 (1) に当てはめると，距離 3	mにおける電界強度
は，E=	0.18	V/m	（180,000	µV/m）と，500	µV/mを大
きく上回っており，居室や廊下など，電波暗室以外の一
般環境下で実験するにあたっては (14)，(15)，無線局免許の
取得が必要と判断し，申請を行った．
また，NICT では，日本電信電話株式会社（NTT），

富士通株式会社と共同で，KIOSK端末を試作し，実環
境化でデータ伝送実験を行うために無線局免許を取得し
た (16)，(17)．
ところで，無線局を運用する際，NICTでは，第一級

陸上無線技術士など，無線局の操作に必要な資格を有す
る複数の職員が操作を行っているが，大学の研究室では，
例えば，研究室に配属されたばかりの学生が第一級陸上
無線技術士を取得するまで実験できず，卒業論文を書く
ためのデータを取得できないとなると致命的である *3．
この問題を解決する方法の一つは，2.3.2で述べた電

波暗室やシールドルーム内での実験であるが，居室や廊
下など一般環境下での実験や伝搬距離特性の実験を行い
たい場合には，「主任無線従事者制度」を用いるとよい (19)．
この制度は，一人または複数の無線従事者を「主任無線
従事者」として選任すれば，従免を持たない人であって
も，主任無線従事者の監督の下で，主任無線従事者が有
する資格の操作範囲内で，無線設備の操作が可能となる
制度である．
例えば，研究室の教授が必要な資格を取得して無線局

を開設し，主任無線従事者となっておけば，研究室に配

属される学生が操作に必要な従免を持たなかったとして
も，無線機を操作し実験を行うことができる（図 5）．
もちろん，学生は将来，仕事に就いて自分で無線局を開
局することを見据えて，従免を取得することが望ましい
ことは言うまでもない．

  3  測定器の較正（こうせい）（用語）
ところで，無線局の免許を受けるには、送信機から発

射される電波の強さ（空中線電力）の測定を行わなけれ
ばならないが，その測定器がいい加減なものであって
は，法令で許容値を定めても何の意味も持たない．正し
い測定器を使って正しい方法で測定できることが重要と
なる．そこで電波法では，較正または校正を受けた測定
器を用いて検査を行うことと定めている．
図 6は，図 1に示した関係図の自動車検査証と無線

局免許状の部分を掘り下げて描いた図である．
自動車の場合，車検に用いる機械器具は，国土交通大

臣の登録校正実施機関 *4 が校正することとなっている．
そして，登録校正実施機関が有する測定器を測定する機

*3�　無線従事者（上級資格）の国家試験は，年 2回しか行われていな
い (18)． *4��　一般財団法人日本自動車機械工具協会（http://www.jasea.org/）
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小特集 これからのテラヘルツ

器（標準器）は，産業技術総合研究所・計量標準総合セ
ンター（NMIJ:	National	Metrology	Institute	of	Japan）
によって校正することが法律で義務付けられている．こ
のような計量に関する連鎖を計量トレーサビリティ（用語）

と言う．NMIJ は，国際比較を行うなどして，国家標準
器を維持管理している．国家標準器は，国際単位系（SI）
の七つの基本単位（長さ，質量，時間，電流，温度，物
質量，光度）を基準としており，トレーサブルであり，
全ての物理量が関係付けられている (20)，(21)．
無線機の場合，検査に用いる測定器類は，NICTまた

は総務大臣が指定する較正機関（指定較正機関）によっ
て較正された測定器のほか，計量法に基づいて校正され
た測定器や，外国で較正された測定器を使用しなければ
ならないことが電波法によって定められている．
ここで問題となるのは，NICTが維持管理している標

準器は，法令上，NMIJ が維持管理している国家標準器
とのトレーサビリティを要しないという点である．すな
わち，NICTが維持管理している電力計が示す値が正し
くても正しくなくても，電波法では認められる．このこ
とは，NMIJ や外国で「校正」された電力計を用いて測
定した結果とNICT で「較正」された測定器を用いた
結果が異なっていても問われないことを意味しており，
例えば，NMIJ や外国で「校正」された電力計で検査を
受けると不合格となるが，	NICTや指定較正機関で「較
正」された電力計で検査を受けると合格になるといった
不整合が生じ，公平・公正な電波監理，電波環境の維
持，また，無線機の品質管理などに影響を与える可能性
が考えられる．
更に，スマートフォンや無線 LAN端末に代表される

国際的に流通している無線機については，それらの検査
結果が国際的な整合性が取れないことになってしまうた
め，貿易上の障壁になり，我が国にとって不利益を被る
可能性が考えられる．	
この問題を解決するには，自動車の場合と同様，

NICT及び指定較正機関の標準器は，NMIJ の国家標準
とトレーサブルであること，すなわち，定期的にNMIJ
で校正を受けることを定めればよいが，これまでのとこ
ろ法改正には至っていない．そのため，現在，周波数に関
してNICT は，電波法における最上位の較正機関とし
てだけでなく，計量法における指定校正機関として経済
産業大臣から指定を受けて国家標準器を維持管理してお
り，NMIJ が維持管理する国家標準器と合わせて，我が
国では二つの国家標準器が稼動し，利用されている *5．
一方，電力計など周波数以外の標準器については，自主

的にNICT からNMIJ へ，年 1回の周期で校正を依頼
することと，電力や減衰量，アンテナについては，計量
法における登録事業者として登録を行った上で校正サー
ビスを行うことで，測定結果の同一性・国際整合性が保
たれるよう努めている．

 4  高周波電力標準器
4.1　高周波電力
電波の強さは，言うまでもなく電波が持つ単位時間当

りのエネルギー，すなわち，電力で表示される *6．単位
はW（ワット）であり，「この送信機の出力は 10	µW
である」といった具合に表現する．また，1	mW を	
基準とした dB 表示を使って，「この送信機の出力は	
−20	dBm」と表現することもある *7．電波の電力（高
周波電力とも呼ばれる）の単位であるワットは，先に述
べたとおり SI 基本単位を基準として組み立てられてい
るので，「電気ストーブの消費電力 800	W」という消費
電力を表すときに用いるワットや，「自動車の最高出力
81	kW」という動力を表すときに使うワットと等価と
なっている．もし，SI 基本単位を基準とせず，トレー
サビリティが途切れてしまっている（トレーサブルでな
い）としたら，高周波電力の 1	Wと自動車の出力 1	W
とは，同じワットという単位で表記しているのにもかか
わらず，別の単位ということになり，お互いを直接比較
することはできなくなる．このことからも，計量標準や
計量トレーサビリティの必要性・重要性が分かる．
さて，電波の伝搬形態としては，同軸ケーブルや導波

管といった伝送線路を伝搬する場合と，空間を伝搬する
場合が考えられるが，無線局の検査は元来，送信機とア
ンテナを分離して，送信機から出力する電力を測定する
方法が用いられているため，同軸ケーブルや導波管を伝
わる電波の強さを，電力計を使って測定する方法が基本
となっている．しかしながら，テラヘルツ帯では，伝送
線路を伝わる際に生じる損失が大きくなってしまうこと
や，送信機とアンテナとが分離できない構造の無線機が
多いため，空間を伝搬する電力を精密に測定する方法
も，検査方法の一つとして備える必要がある．

4.2　高周波電力標準器の実際
電力計やスペクトル分析器（スペクトラム・アナライ

ザ）を校正する方法として，現在，世界中の計量標準機
関において最も広く用いられている方法は，カロリー

*5�　両者が提供する周波数の値は，世界中の標準機関との間で比較・
評価がなされており，どちらも正しい値である．

*6�　単位当りの平面を通り抜ける電力，すなわち電力密度として表現
することもある．このときの単位はW/m2 である．

*7�　10log10{(10 × 10−6)/(1 × 10−3)}= −20�dBm
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メータと呼ばれる測定器を標準器として用いる方法であ
る．カロリーメータは直流電力を入力した場合に生じる
熱量と，高周波電力を入力した場合に熱に変換して得ら
れた熱量とを比較する装置であり，直流電力は厳密な測
定が可能な直流電圧と直流抵抗から決定できるため，熱
量の比較を精密に行うことで高周波電力を正確に測定で
きる．カロリーメータ周囲の測定環境温度の変化や，測
定中の熱量の漏れなどによる影響をどれだけ防げるかが
高精度化の要素となる．
テラヘルツ帯の電力標準の開発は世界中で積極的に

行われているところであるが，以下，2018 年 12 月現
在，NMIJ 及びNICTにおけるテラヘルツ帯の電力標準
の研究開発について述べる．
導波管を伝搬する高周波電力を決定するカロリー

メータについては，NMIJ と NICTが共同で研究開発を
進めており，2014 年 3 月に 0.11～0.17	THz（110～
170	GHz）のカロリーメータの開発 (22)，2018 年 3月
に 0.22～0.33	THz	（220～330	GHz）のカロリーメー
タの開発に成功した (23)．前者は，我が国の国家標準器
として稼動し，市販の電力計について，NMIJ では校正
サービス，NICTでは較正サービスを行っている．後者
は，まだ国家標準器としての指定が行われていないが，	
NICTでは 2018 年 4月から電力計の較正サービスを開
始した．現在，140～220	GHz（0.14～0.22	THz）用
のカロリーメータの開発を行っている (24)．
なお，これらの周波数帯の区切りは，方形導波管を基

本モード（TE10モード）の電波だけが通過する帯域と
一致している．したがって，導波管が入力端であるカロ
リーメータは，導波管の規格の数だけ用意しなければな
らないという問題がある．これは，複数開発しなければ
ならないという意味だけでなく，開発すれば開発するだ
け，国家標準器として維持管理していかなければならな
いという意味を含んでおり，技術の継承や維持の方法に
ついての検討が必要である．
一方，空間を伝搬する高周波電力を決定するカロリー

メータについては，NMIJ により積極的に研究が進めて
られており，2014 年には 1	THz における電力標準の
開発が行われたのを契機として，電波の強さ（電力の大
きさ）に応じて，正しく出力される能力（線形性）を確
認する技術や，周波数帯域の拡張など，実用化に向けた
研究開発が継続して行われている (25)-(29)．
図 7は導波管，図 8は空間を伝搬する高周波電力を

決定するカロリーメータの外観と構造である．いずれの
カロリーメータも，NMIJ が長らく培ってきた「等温制
御型ツインドライカロリーメータ」の技術を採用してい
る．
等温制御型ツインドライカロリーメータは，その名の

とおり，同じ吸収特性，形状を有する受信部を二つ備え
ており（ツイン），一方を，入射電力測定用，もう一方
を温度補償用（ダミー）として用いることで，環境温度
の変化による影響を低減する．

図8  の の
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図8　空間を伝搬する電波の高周波電力を計測するためのカロリーメータ

図7　 導波管を伝搬する電波の高周波電力を計測するため
のカロリーメータ

図7  の の
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小特集 これからのテラヘルツ

これらの受信部は，抵抗体（ヒータ）及び冷却素子
（ペルチエ素子）で，基準温度ブロック（金属）に対し
て温度が等しくなるようにフィードバック制御される
（等温制御）．ここでテラヘルツ帯の電波（高周波電力）
を入射すると，受信部の吸収体によって吸収された熱量
の分だけ温度上昇が起こるため，フィードバック制御回
路は，等温になるように抵抗体からの熱量を減少させ
る．
いま，テラヘルツ帯の電波を入射させていないときの

抵抗体の消費電力（電圧と抵抗値を測定することで厳密
に得られる）をPh1，入射させたときの抵抗体の消費電
力を，Ph2 とするとき，入射したテラヘルツ波の入射電
力は，

 (3)( )h2h12
in

in
1

PPKP −
Γ−

=

から決定できる．ただし，Γin は入射した電力が熱に変
換せずに反射してしまう割合を表す反射係数と呼ばれる
量（光学の分野における反射率Rに等しい量），Kは抵
抗体で生じる熱量とテラヘルツ波が吸収されて生じる熱
量との関係を表す係数（直流置換係数）であり，両者が
完全に等価であるならばK=1となる係数である．導波
管を伝搬する高周波電力を決定するカロリーメータで
は，断熱導波管を用いるなどの工夫が施されているた
め，より複雑な数式を用いた解析を行い，高精度な電力
測定を実現している．

  5  おわりに
テラヘルツ帯の電磁波，特に 3	THz 以下の電波を用

いて，電波伝搬の研究開発や実験を行うために必要とな
る無線局免許制度と，免許申請の際に必要な電力計の基
準となる高周波電力標準の我が国における研究開発状況
について紹介した．テラヘルツ帯は長い間，未開拓領域
であったが，高出力の発振器，増幅器が開発され，実用
化の段階を迎えつつある (30)．これらが広く普及し活用
されていくためには，免許制度に代表されるルールを守
りながら研究開発を進めていくことが大切であり，同時
に，正しい測定値を得るための計量標準が整備されてい
く必要がある．
謝辞　無線局免許制度について御助言頂いた情報通

信研究機構経営企画部情報通信システム室電波利用管理
試作グループ関澤信也グループリーダーに感謝致します．

■用語解説
・較正と校正
　測定器の「こうせい」には，「較正」と「校正」の文字
が使われている．法律の上では「較正」は電波法に基づく
もの，「校正」は計量法をはじめとした電波法以外の法律
で用いられている文字で，「較正」は測定器の調整を含む
が，「校正」は調整を含まないとしている．ただし，自動
車に関する法令のように「校正」の文字を使っていても調
整を行っている場合も存在する．
　校正（Calibration）は、測定器が示した値と正しい値
（標準器）との差分を示すことであり，調整（Adjustment）
は含まないことが国際規格や JIS 規格で決められている．
現在，NICTでは「較正」と「校正」の両方のサービスを
行っているが，測定器のディジタル化などに伴い，測定器
のケースを開けるなどして調整ができる測定器は減ってい
ること，また，ケースを開けるとメーカ保証が受けられな
くなる等の理由から，現在は「較正」であっても測定器の
調整は行っておらず，作業内容に違いはない．
・計量トレーサビリティ
　無線局を開局するために使用する測定器は，標準器を用
いて較正または校正されるが，その標準器は，更に上位の
標準器によって較正または校正が行われる．これを繰り返
して遡っていくと，最終的には国家標準器にたどり着く．
このように，較正または校正を繰り返すことによって，基
準となる標準器に結び付くことができる測定結果の性質を
「トレーサビリティ」と呼ぶ．例えば，国家標準にまで遡
ることができる測定結果を「この測定結果は国家標準にト
レーサブルである」と言う．

無線局の開局申請，高周波利用設備の許可申請について
　受付は，全国 10 か所にある総務省総合通信局と沖縄
通信総合事務所で行っている．詳細はWebページで確認
し，担当課へ問い合わせて頂きたい．
　http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/commtab1.
htm
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1 はじめに
南極内陸部の高原地帯にテラヘルツ望遠鏡を設置し

て，現代天文学の大きな謎の一つである銀河の誕生や進
化等を明らかにするテラヘルツ天文学を計画している．
そのために必要な高精度テラヘルツアンテナやテラヘル
ツ検出器の開発を進めている．

2 テラヘルツ波で探る宇宙
宇宙は約 138 億年前まではほとんど点で超高密度・

超高温だったものが，大爆発（ビッグバン）を起こして
急激に膨張したと考えられている．宇宙の初期は非常に
高温であるから電子は陽子（原子核）と分離して自由に
飛び回って宇宙空間は電離状態であったが，膨張に伴っ
て宇宙の温度が下がり，ビッグバンから約 38万年後に
は温度が約 3,000Kと低下して電子は陽子と結合し，宇

宙は中性状態となる．その後，水素から成るガスが重力
的に収縮して星が生まれ（初代星），星の集団である小
銀河が衝突合体して現在のような大きな銀河が生まれた
と推測されている．星が生まれるとその星からの紫外線
で宇宙空間のガスは再度，電離状態になり（宇宙再電
離），現在の宇宙のようになったと考えられている（図1）．
現在の我々は大口径光学望遠鏡等でこの宇宙初期に

おける星・銀河の誕生を観測しようとしている．実際，
最も遠いところでは我々から約 132 億年遡ったところ
にある銀河（約 132 億年前に発した光が現在観測され
ている銀河）が見つかっている．しかしながら，現在ま
での観測において以下のような大きな謎や未解明問題が
ある．

①可視光では，宇宙の再電離に必要な銀河（星）のう
ち 1～3割しか見つかっておらず，残りの 7割以上は行
方不明である．この見えない銀河（暗黒銀河）の正体は

図1　宇宙の進化の模式図
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何か．
②そもそも再電離の時期（＝星・銀河の誕生の時期）

はいつか．
③宇宙全体の星形成史の矛盾：可視光観測と赤外線

（及び電波）観測では宇宙の歴史において，星形成率
（単位時間当り，単位体積当りに生まれる星の総質量）
が大きく異なっている．
④銀河にはだ円銀河や円盤状をした渦巻銀河など異

なる種類がある．渦巻銀河には多くのガスがあり，その
ガスから生命の源である星・惑星系が現在も盛んに誕生
しているのに対し，だ円銀河にはガスがほとんどなく，
星・惑星系の誕生は 100 億年ほど前に停止してしまっ
た．なぜ，そのような違いが生じたのであろうか．
⑤多くの銀河の中心に存在する太陽の 100 万～数億

倍という巨大質量ブラックホールはいつ，どのようにし
てできたのだろうか．

このような問題を解明するためには，銀河（そして巨
大ブラックホール）がいつ，どのように誕生し，どのよ
うに進化してきたかを観測的に明らかにする必要があ
る．そのためには宇宙の非常に遠方にある（＝膨張して
いる宇宙を過去に遡ったところにある）銀河を宇宙空間
の広い領域で探査する必要がある．そのために最も適し
ているのがテラヘルツ波なのである．
多くの銀河は実は赤外線で最も明るく輝いている．星

からのふく射で暖められた星間じん（固体微粒子，ダス
ト）が赤外線を放射しているのである．ところが，遠方

にある銀河は宇宙膨張に乗って我々から遠ざかっている
ために，銀河から放射された赤外線は赤方偏移によって
地上で観測されるときは放射のピークがより低周波数側
に来る．
図 2は，近傍にあって星形成が活発な典型的な銀河

Arp220 が赤方偏移 z=0.5（49 億年前）～20（135 億
年前）に存在した場合，その銀河から放射された赤外線
が地上で観測されるときのスペクトルを示す．赤方偏移
によって，スペクトルのピークがテラヘルツ波に来るこ
とが分かる．つまり，非常に遠方にある銀河はこの周波
数帯で最も明るく輝いて見えるので，見つけるのに最も
適しているのである．更に図 2を見て分かるように
300～400	GHz 付近では銀河がどの距離（z＝ 1～10）
にあっても明るさが変わらない（！）ことが分かる．た
だし，銀河の距離はピークの周波数で推測するので，そ
のピークの周波数を知るためにはより高い周波数も観測
する必要がある．図 2の網掛けした周波数帯（0.2～1.5	
THz）が目的とする観測周波数である．
実際，図 3の例に示すように，可視光（カラー）で

は見えない非常に遠方（z=2.56；110 億年先）の銀河
が電波（350	GHz）では検出されている（等強度線）(1)．

3 なぜ南極か
遠方にある銀河の探査にはテラヘルツ波が最も適し

ている．しかし，このような高い周波数の電波は大気中
の水蒸気（や酸素等）に吸収されてしまう．そのため，

図2　近傍にあって星形成の活発な Arp220 という銀河がいろいろな距離（赤方偏
移 z＝ 0.5～20）にあった場合の地上で観測されるスペクトル（平下博之，私信）．
横軸が周波数で縦軸が観測される電波強度．0.2～1.5 THzが南極テラヘルツ望遠
鏡の観測周波数域である．なお，最初の星・銀河が誕生した時期は z=10～15 で
はないかと推測されている．
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地上で観測するためには水蒸気が少ないところでなけれ
ばならない．その唯一最高の場所が南極大陸の内陸部の
高原地帯なのである（図 4）．
南極内陸部は標高が 3,000～4,000mと高く，平均気

温が−54℃，最低気温が−80℃の極寒の地である．その
ため，大気中の水蒸気が極めて少なく（図 5）（2），宇宙
から来るテラヘルツ波の大気透過率は高い（図 6）（3）．
また，晴天率も 9割以上であり，風も弱く，地上で唯
一最高の天文観測拠点である．

4 テラヘルツ望遠鏡
望遠鏡としてはまず国内の大学連合が中心となって

口径 10mのテラヘルツ望遠鏡を建設する計画が進行中
である．また，その後に口径 30m級のテラヘルツ望遠
鏡を建設する計画が日本の電波天文コミュニティ（宇宙
電波懇談会）と日本学術会議に提案されている．建設場
所は 10m鏡については，図 4のドームCにあるフラン
ス・イタリアのコンコルディア基地若しくは日本のドー
ムふじ基地の近くに国立極地研究所が予定している新

図4　南極 10mテラヘルツ望遠鏡の建設候補地の新ドーム
ふじ基地（日本）とドームC（フランス・イタリアの基地）．
カラーは標高を表す．

図3　天空上のある領域の可視光の写真（カラー）と 350 
GHz の電波の写真（等強度線）（1）．可視光では手前（z=0.25；
29 億年先）にある銀河が写っているが，電波ではもっとは
るかに遠く（z=2.56；110 億年先）にある銀河が写ってい
る．これは可視光では見えていない．

図５　現在，地上で最も水蒸気が少ない南米チリ北部のアタカマ砂漠にある電波
干渉計アルマの地（標高 5,050m）と図4の南極のドームふじとドームCの中間
にあるリッジA（標高 4,050 m）での大気中の水蒸気量（2）．南極高原地帯の水蒸
気量は極めて少なくかつ安定しているのが分かる．
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ドームふじ基地を想定している．一方，30m鏡につい
ては新ドームふじ基地を考えている．
図 7は南極 10mテラヘルツ望遠鏡の完成予想図であ

る．観測周波数は 0.2～1.5THz，観測波長は 1.5mm～
200µmである．その最短波長を観測するためにはアン
テナの鏡面誤差は 20µm以下でなければならないので，
主鏡面は鏡面精度 5µmで長さ 1m程度のアルミニウム
のパネル約 100 枚にアクチュエータを取り付けて高さ
を調整できるようにする．
設置場所は常に晴れているために，放射冷却により主

鏡面に霜がついて電波を反射しなくなる．それを防ぐた
めに，主鏡面の下の空間は閉構造にして周囲の大気の温
度よりも 2～5℃程度高くする．

強度の必要な架台部は−80℃に耐えられる特殊鋼材を
使用する．望遠鏡は雪の吹きだまりにうずもれるのを防
ぐために高さ 2m程度の高床式の台の上に設置され，下
を風が通るような構造にする．
当該望遠鏡は天空上のどこにあるか分からない暗黒

銀河の探査を主目的とするため，天空上の広い領域を掃
天観測する．そのため，望遠鏡には広い視野が要求され
る．それを実現するため，アンテナの主鏡に放物面鏡で
はなく双曲面鏡を採用する（リッチー・クレチアン光学
系）．それにより，視野中心から外れたところでも球面
収差とコマ収差が小さくなり，広い視野が確保される．
それによって発生する非点収差は全ての受信機側で補正
することになっている．当該光学系は光学望遠鏡では以
前から使用されていたものであるが，光学の場合は設計
には幾何光学を使えばよいのに対して，波長の長い電波
の場合は波動光学を使う必要があり，計算が非常に複雑
で膨大な時間がかかるので容易ではなかった．そこで幾
何光学で済むところはそれを用い，真に波動光学が必要
なところだけでそれを用いるという工夫により計算時間
の大幅な短縮を図った．それにより直径 1度という極
めて広い視野の光学系を実現することができた（4）．

5 テラヘルツ・検出器
5.1　スペクトル線観測用ヘテロダイン受信機
テラヘルツ波帯には，星間空間中の分子ガスの高温高

密度領域の観測に適した高励起の一酸化炭素COの回

図7　南極 10mテラヘルツ望遠鏡の完成予想図．天体から
の電波は主鏡と副鏡で反射され，主鏡下の第 3 鏡（斜鏡）
で左右にある受信機室に導かれる．

図6　大気の温度と水蒸気量から計算された周波数ごと（横軸）の大気の透過率
（縦軸）（文献（3）を改変）．新ドームふじ基地では1THz 以上では地上で唯一観
測可能であり，1THz 以下でも圧倒的に高い大気透過率を示す．マウナ・ケアはハ
ワイ島にある高さ4,200mの山．
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転遷移の輝線（例：460	GHz の CO	J=4-3 輝線）や，
分子ガス表層の観測に適した炭素原子の輝線が存在す
る．
電波源が観測者に対して動く場合には，ドップラー効

果で観測される輝線周波数が変化するので，電波源の速
度情報が得られる．宇宙膨張とともに遠ざかっている遠
方銀河から放射された輝線も赤方偏移で周波数が変わる
ので，周波数の変化から銀河までの距離を推定すること
ができる．テラヘルツ波帯輝線の分光観測は，そのまま
では周波数が高く分光計で処理できないため，天体から
の信号fRF に，ミクサ（局部発振器）で発生させた局部
発振信号fLO を混ぜ，ミクサで周波数の差fIF ＝ fRF-fLO
を中間周波数（fIF）信号として受信する（ヘテロダイン
受信）．
ヘテロダイン受信機による分光観測の感度は，大気吸

収及び受信機内部で発生する雑音によってほぼ決まる．
受信機の内部では，ミクサと初段の増幅器の雑音が受信
機システムの雑音を決めており，高い周波数ほど雑音が
大きい．南極の大気の良さを生かすには受信機雑音の低
減が必要である．超伝導素子（SIS）を用いたミクサを
使用することで，現在，受信機雑音を等価熱雑音温度で
表した場合に，500	GHz 帯では理論的な限界値である
量子雑音の数倍程度の 100K（SSB観測時）以下が実現
されている．従来，超伝導体ニオブNbのギャップ電圧
の制約で 700	GHz 付近が高い周波数の限界であると思
われていたが，窒化ニオブチタンNbTiNのような新材
料や作成プロセスの改善で 2THz 程度までは SIS で実
現できる見込みである．
超伝導素子の動作には SIS 素子を搭載したミクサブ

ロックを 4Kに冷やす必要がある．SIS ミクサは素子の
特性やミクサブロックの構造に起因して観測帯域に制約
があるため，図 6の大気の窓に合わせて複数の冷却受
信機を用意する．観測周波数範囲は 0.2～1.5THz であ
る．
冷却受信機にはミクサと初段増幅器以外に，ミクサブ

ロックに自由空間の信号を導くホーン，局部発振信号を
観測信号に結合する機構，増幅器の信号を取り出す同軸
ケーブル等から成る．SIS ミクサは真空容器内の低温ス
テージに配置し，機械式冷凍機を用いてステージを 4K
に冷却する．通常の電波天文用の冷凍機は8	kWほどの
電力が必要であり，電力事情の厳しい南極での運用は困
難である．筆者らは，ふく射熱の低減や熱アンカ位置の
最適化等で熱設計を工夫して，2	kW級の小形の冷凍機
を用いながら，500	GHz のヘテロダイン受信機では世
界レベルの感度を実現した．南極では2	kW級の小形冷
凍機を用いて，1台の冷却受信機に 2バンドの SIS ミク
サのユニットを配置する計画である．

冷却ヘテロダイン受信機は，図 7の受信機室内に設
置され，アンテナからの信号を伝送光学系で受信機に結
合させる．光学系を伝わる信号（ビーム）の形状は周波
数に依存するが，鏡の曲率や設置位置に特殊な条件を課
すことで，受信機位置でのビーム形状が周波数に依存し
ない光学系を設計した．観測バンドを変更しても伝送光
学系を変える必要がない．受信機室内には受信機選択用
の可動鏡を設け，5台ある冷却受信機の中から使用する
受信機を選べるようにする．
冷却受信機の IF信号出力は 4～12	GHz で共通化し，

全観測バンドの信号を共通の IF系で増幅及び周波数変
換を行い，分光観測を行う．分光計の帯域は 2	GHz 程
度のディジタル分光計の使用を予定している．周波数が
高くなるほど，同じ分光帯域幅で観測できる天体の速度
の幅が小さくなるので，テラヘルツ帯の分光観測ではよ
り広い帯域の分光計が望ましい．ディジタル技術の進展
に合わせて分光計を変更できる機器構成としている．

5.2　連続波観測用MKIDカメラ
遠方銀河のダストからの連続波電波の高感度検出を目

指して，連続波観測用の超伝導電波カメラの開発を進め
ている．世界的には電波領域の天文観測用に，Transition	
Edge	Sensor	（TES）（5）やMicrowave	Kinetic	Inductance	
Detector	（MKID）（6）と呼ばれる超伝導体を利用した検
出器の開発が盛んである．筆者らは南極望遠鏡に向けた
電波カメラの検出器として，MKIDの開発を行ってい
る．MKIDは超伝導ギャップエネルギー以上のエネル
ギーを持つ光子が，入射した際に生じるクーパー対の破
壊に起因する力学インダクタンスの変化を利用した超伝
導検出器であり，1/4 または 1/2 波長共振器を用いたア
ンテナ結合形MKIDや集中定数形MKID等が開発され
ている．
図 8（a）は筆者らが製作したアンテナ結合形MKID

の一例であり，コプレーナ線路を用いた 1/4 波長共振
器にダブルスロットアンテナと呼ばれる平面アンテナが
接続されている．このMKIDは 100	GHz帯の観測のた
めに開発したものであり，基板にシリコン，超伝導材料
にはアルミニウムAl を用いている．アンテナへの光子
入射により超伝導体中のクーパー対が破壊され力学イン
ダクタンスが変化することで，	（LC）−1/2 に比例する共振
周波数（典型的に数GHzのマイクロ波帯に設計）が変
化する．図 8（b）はMKIDの Sパラメータ（透過特性
S21）の測定例であり，青線及びオレンジ線はそれぞれ
77K（液体窒素温度）と 300K（室温）の黒体源を用い
た際の応答を示している．このように共振周波数が変化
することを利用して，振幅または位相の読出しから天体
からの連続波電波を検出することができる．
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電波カメラは多素子により天球上を広視野掃天観測
することを目的としているため，より多素子の同時読出
しが必要になる．MKID は共振器の長さにより，共振
周波数が変化する．そのため，共振器の長さが僅かに異
なる素子をアレー化すると周波数方向に多重化できるの
で，一対の同軸ケーブルで 1,000 素子規模の読出しが
可能となる．また，検出器の構造が比較的単純であるた
め高い検出器歩留りが期待できるなどの特徴もある．
次に，南極 10m望遠鏡搭載に向けて検討を進めてい

る電波カメラの機械設計案を図 9（a）に示す．図 9（a）
は，内部構造が分かるように断面図を表している．南極
10m鏡用電波カメラでは 1度の視野を七つのモジュー

ルに分けて検出することを検討しており，一つのモ
ジュールは真空窓，シリコンレンズ 2枚を用いた伝送
冷却光学系，観測周波数以外の電磁波（特に赤外線）を
遮断するフィルタ，迷光を抑えるバッフル等から構成さ
れる．伝送光学系の焦点部分には，1,000 素子規模の
MKIDから成る図 9（b）のような焦点面アレーの設置
を予定している．MKIDの超伝導材料である使用する
Al の超伝導転移温度は約 1.2K であるため，Al-MKID
を高感度で動作させるためにGifford-McMahon 冷凍
機及び希釈冷凍機を使用して約 0.1Kまで冷却する．図
9（b）はレンズアレーを用いた焦点面アレーであり，
図 9（c）のようなシリコンレンズアレーとダブルスロッ

図８　 (a）アンテナ結合形MKID一素子の顕微鏡写真．
（b）90 mKでのMKIDの Sパラメータ（透過特性S21）の測定例．

反射防止コーティング
シリコンレンズアレー

MKID基板

真空窓

シリコンレンズ
バッフル

フィルタ 焦点面アレー

シリコンレンズアレー
読み出し用
SMAコネクタ

（a）

（b）

（c）

（0.1 K）

図９　 （a）南極10m望遠鏡搭載用電波カメラの機械設計図．
（b）焦点面アレーの設計案．（c）シリコンレンズアレーの概略図．
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トアンテナ（図 8（a））を組み合わせることで対称性が
良く，サイドローブレベルの低いビームパターンを実現
する．またホーンアレーを用いた焦点面アレーの開発も
進めており，最終的にレンズアレーとホーンアレーを用
いた七つの焦点面アレーで，観測周波数帯である 0.4，
0.85，1.3	THz の 3周波数で計 2万素子規模の電波カ
メラの実現を目指している．

6 望遠鏡計画の現況と
南極天文台構想

南極 10m望遠鏡の建設期間は 7年である．アンテナ
の設計に 1年，製造と国内仮組みに 2年，調整試験に
2年，6年目に南極沿岸部の基地に輸送し，7年目に内
陸部の基地で再組立を行う．その間にヘテロダイン受信
機や連続波用電波カメラ等を製作し，望遠鏡に搭載す
る．望遠鏡の開発は南極天文コンソーシアム（筑波大，
関西学院大，北大，国立天文台，電通大，埼玉大，国立
極地研究所，福島高専，金沢大など）が推進している
が，高精度大形アンテナの開発やテラヘルツ波帯高感度
受信機・検出器等の開発に新たな大学も参画されること
を期待している．南極 10mテラヘルツ望遠鏡は日本学
術会議でも高く評価され，その建設費を文科省に要求中
である．30m級望遠鏡については電波天文コミュニティ
と日本学術会議に提案中である．
南極内陸部の高原地帯は 1THz 以下において地上で

最高の大気透過率とその安定性を示し，1THzから赤外
線では地上で唯一観測可能な大気の窓を提供する．更に
可視光観測でも非常に良好なシーイングを示す（7）．こ
のように南極高原地帯は天文観測において地上で唯一最
高の観測環境にあるので，一大天文観測拠点として国際
南極天文台を設置し，将来の天文学に飛躍的な発展をも
たらすことが期待されている．
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