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ミリ波・テラヘルツ波応用研究の概要

ミリ波・テラヘルツ波は，エレクトロニクス技術とフォトニクス技術の境
界領域にある技術分野であり，両方の技術分野から，通信，計測，医療，生

く

化学等への広範な利用が期待されています．本稿では，NTTマイクロシステ
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ムインテグレーション研究所で研究開発を進めているミリ波・テラヘルツ波

NTTマイクロシステムインテグレーション研究所

の応用研究について紹介します．

用されてきました．それに比べて，ミ

分解能が高まり，マイクロ波イメージ

リ波・テラヘルツ波は，雨による減衰，

ングに比べて，高精細な画像が得られ

ミリ波・テラヘルツ波は，波長の長

さらに，酸素や水分子の共鳴吸収等に

るという効果もあります．

さ（周波数の大きさ）で分類されてい

よる減衰が発生するために，長距離無

さらに，THzの領域になると，分子

ますが，ともに，電子レンジや医療用

線通信には不向きです．しかし，一方

間の弱い結合による分子ネットワーク

の患部を温める装置等で一般的に利用

で，波長が短くなることによって，一

を検知できる可能性があるため，たん

されているマイクロ波と同じ電磁波で

度にたくさんのデータを送ることが可

ぱく質の分析，創薬などへの応用が期

す． ミリ波 は， 30 GHz〜 300 GHz

能となるという利点があります．また，

待されています．この関連については

（波長１mm〜10 mm）の電磁波で，

イメージング技術に適用した場合は，

本特集の『テラヘルツ分光技術』で解

ミリ波・テラヘルツ波とは

波長がミリメートルオーダーであること
から，この名前がついています．一方，
テラヘルツ波は，300 GHz〜３THz
（波長100μm〜１mm）で，この場合
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ミリ波・テラヘルツ波の特徴
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説します．その一方で，波長が短くな

ラヘルツ波の特徴を活かし，社内外の

た携帯型端末から宅内のセット・トッ

るにつれて，電磁波が物質の内部に入

ニーズに対応する基盤的研究開発を推

プ・ボックスやPCへコンテンツを移動

りづらくなるという性質があるため，深

進してきました（図２）．

するなどの利 用 形 態 が I E E E

い物質内部の分析は難しくなります．

ミリ波・テラヘルツ波開発の現状

ミリ波・テラヘルツ波領域では，図１

802.15.TG3cにて検討されています（1）．
また，業界団体によるWirelessHDコ

に示すように周辺の周波数に比べて，

ミリ波領域では，現在，自動車の

減衰の比較的少ない領域（窓領域）

衝突防止レーダー用として，主に76

第１版の規格が発表されています（2）．

がいくつかあります．電波資源は，有

GHz帯が利用されています．さらに，

現在，60 GHz帯が活発に議論されて

限なものであることから，これらの窓

60 GHz帯は，主に近距離無線通信用

いる背景には，７GHz帯域という比較

領域をどのような用途に利用すること

途として，DVDプレーヤなどから高品

的広い帯域がライセンスフリーで利用

が，産業および人類の発展のために重

位（HD）映像を非圧縮で薄型 TVに伝

できるという点と，近年のシリコンデバ

要かを念頭に研究開発を進めていく必

送するアプリケーションやビデオ・キオ

イス技術の進歩により，SiGeやCMOS

要があります．

スクから携帯型端末にHD映像をダウ

などで，この周波数帯を扱うことが可

ンロードし，そのコンテンツを格納し

能となってきたことが挙げられます．

私たちは，以上に示したミリ波・テ

ンソーシアムにおいて，2008年１月に

超高速・広帯域通信
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物質分析

・非圧縮ハイビジョン映像多重伝送
・10GE等のラストワンマイル

・社内コンクリート構造物検査
・一般セキュリティ応用

・安心安全のための有害ガス検知
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ミリ波・テラヘルツ波研究開発の方向性
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また，70 GHz帯・80 GHz帯を利

きた光通信技術を応用し，フォトニク

Mobility Transistor）プロセスによる

用 したポイント・ ツー・ ポイントで

ス技術によりつくり出された光サブ

超高速の電子デバイスのミリ波領域へ

Gigabit Ethernet信号を送る無線装

キャリアデータ信号を，通信用デバイ

の応用も並行して研究開発を進めてき

置が，欧米で製品化されており，ビル

スとして開発していた超高速な応答速

ました．フォトニクスを応用した技術に

（3）

（5）
，（6）

比べて，電子デバイスのみで構築する

間での通信などに利用されています ．

度を特徴とするUTC-PDにより

しかしながら，現時点では，伝送速度

OE変換し，電波に変えて，ミリ波・

システムは，小型化が可能であり，ま

は２Gbit/s程度までです．

テラヘルツ波を発生させる独自の技術

た，部品点数も少なくできることから，

を研究開発してきました（図３）．こ

トータルで低消費電力化，低コスト化

年３月にTerahertz Interest Group

の技術は，フォトニクスの広帯域性，

が可能です（図４）
．この技術を応用し

（IGthz）が立ち上がり，300 GHz以

超高周波性，安定性を活かし，さま

たものとして，現在，総務省のファン

上のテラヘルツ波領域を利用した無線

ざまな応用に合わせたミリ波帯，テラ

ドを利用し，120 GHz帯を用いたハイ

通信に関する議論が始まりつつありま

ヘルツ波帯の電磁波生成が可能です．

ビジョン非圧縮映像多チャネル無線伝

この技術を通信に応用した例として，

送技術の開発をNHK放送技術研究

120 GHz帯無線に適用したものはすで

所，株式会社フジテレビジョンととも

（7）

に進めています（8）〜（10）．これらについ

さらに，IEEE802.15では，2008

（4）

す

．一方，さらに高い数THz程度

を使ったアプリケーションとしては，
超高速なフェムト秒レーザなどでつく
り出したパルス波を用いたテラヘルツ

，

に報告しています ．
また，この技術は，複数の周波数を

ては，本特集の『小型，低消費電力

時間領域分光分析技術（THz-TDS）

扱うことや周波数掃引がフォトニクス

を使った薬物等の非破壊分析が，郵便

技術で実現できるため，本特集の『テ

物や空港でのセキュリティ検査用途と

ラヘルツ波によるガス検知技術』では，

像素材伝送トライアル』で，さらに，

して，注目されています．

その特徴を活かした応用として，ガス

詳しい説明を加えます．

NTTにおけるミリ波・テラヘルツ
波の研究
NTTでは，長年研究開発を続けて

分析について詳細に述べます．

無線通信技術としての適用領域を
伝送距離と伝送速度の関係を図５に示

し た 技 術 と と も に ， InP HEMT

します．120 GHz帯無線は，10 Gbit/s

（ Indium Phosphide High Electron

の伝送能力があるため，10 GEのラス
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図４

技術の展開

トワンマイルとしての利用や，最大６

ウを基に，主に市販技術をベースにミ

ン技術とともに，広帯域な特性を有す

チャネルの非圧縮ハイビジョン映像の

リ波の近接場における電磁波散乱を検

る電気光学（EO）効果を利用した電

多重伝送，災害復旧時の臨時的な大

知する独自のイメージング技術を開発

界センサによる高周波アンテナの実測

容量回線としての利用が期待できます．

し，事業会社ニーズの高いコンクリー

評価を行うことも，研究課題の１つと

ここで，現在の120 GHz帯を用いた無

ト構造物の非破壊診断技術への適用

しており，本特集『アンテナ計測に適

（11）

線システムは，ASK変復調方式（占

を試みています

有帯域幅17 GHz）を採用しているた

いての最新状況を，本特集『ミリ波イ

め，最大伝送速度が10 Gbit/sです

メージング技術によるコンクリート構

が，近い将来，QPSKや16QAMなど

造物診断』で説明します．

．この技術開発につ

した光ファイバ電界センサ』において
詳細な解説を行います．

ま と め

の多値変復調技術を取り入れることに

さらに，ミリ波・テラヘルツ波の周

本稿では，NTTマイクロシステムイ

よって，20 Gbit/s以上の大容量化に

波数帯は，産業としては未成熟な分野

ンテグレーション研究所で推進してい

も対応が可能となります（図６）
．

であるため，特性を評価する計測技術

るミリ波・テラヘルツ波の応用研究に

また，私たちは，今までに述べてき

も，まだ開発されていません．したがっ

ついての概要を示しました．私たちは，

た研究開発で培ってきた技術，ノウハ

て，電磁界解析によるシミュレーショ

この周波数帯を利用した超高速無線通
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変復調方式とビットレートの関係

信，イメージング，物質分析それぞれ
の技術と，それらの特性を測る計測技
術の研究開発を行い，社内外のニーズ
に対して，タイムリに対応していく予
定です．
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ミリ波・テラヘルツ波は，産業的に，ま
だ十分に活用されていない周波数帯ですが，
大きな可能性を秘めた分野です．本特集で
取り扱った内容が，近い将来，身近なもの
となることを目指して，研究開発を進めて
います．
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