
テラヘルツ波発生器の重要性

テラヘルツ波とは，0.1～10 THzま

での周波数を持つ電磁波のことを指

し，ちょうどミリ波・マイクロ波と光

波との中間領域に位置します．周波数

がこの領域にあることで，電波と光波

の双方の良い特性を併せ持っています

（図１）．

昨今，このテラヘルツ波の優れた特

性を活かしたさまざまなアプリケーショ

ンが提案され，研究開発が活発になっ

ています．主なものでは，①超大容量

無線通信システム，②非破壊検査・

イメージングシステム，③遠隔分光セ

ンシングシステム，④電波望遠鏡の受

信器，などです（図２）．特に安心・

安全にかかわるシステムへのテラヘル

ツ波の適用が熱心に検討されています．

このようなシステムを実現するため

には，小型・軽量で取り扱いが容易，

高出力・広帯域でかつ，周波数が掃

引できるテラヘルツ波発生器が必要

とされ，重要な研究課題になってい

ました．

超高速高出力フォトダイオード

UTC-PDによるテラヘルツ波発生

NTTフォトニクス研究所では，超高

速光通信用受信装置の中核素子とし

て，単一走行キャリアフォトダイオー

ド（UTC-PD: Uni-Traveling Car-

rier Photodiode）と呼ばれる超高速

高出力フォトダイオードを考案し，研

究開発を続けてきました．UTC-PDは

従来のフォトダイオードの超高速化と

高出力化を同時に実現する優れた特性

を持っています（1）．

この優れた特性は受信装置に好適な

だけではなく，電波の発生にも応用す

ることができます．NTTフォトニクス

研究所では，従来からUTC-PDを用

いたミリ波の発生器（フォトミキサモ

ジュール）を開発してきました（2）．今

回，UTC-PDおよびモジュールに高速

化の改良を加え，主に遠隔分光センシ

ングシステム（3）,（4）用のテラヘルツ波発

生器として，0.35 THzを中心周波数

とするテラヘルツ波領域のフォトミキ

サモジュールを実現しました．

フォトミキサによるテラヘルツ波発

生の原理を図３に示します．異なる周

波数f1，f2（f1＞f2）を持つ２つのレー

ザ光を３dBカプラを用いて混合する

と，その差周波であるfb＝f1－f2の周波

数を持つ光のビート信号が得られます．

例えば，波長1.5000 μm（周波数

200 THz）と1.5075 μm(周波数199

THz）を用いれば，得られる光ビート

信号の周波数fbはちょうど１THzにな

ります．光ビート信号をUTC-PDに入

射すれば，光電変換機能により周波数

fbで振動する電流が生じ，これをアン
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UTC-PDを用いたテラヘルツ
フォトミキサモジュールの開発

NTTフォトニクス研究所では，テラヘルツ波を利用した各種システムのテ
ラヘルツ波発生器として用いることを目的に，小型・軽量，高出力・広帯域，
かつ周波数掃引可能なフォトミキサモジュールを開発しました．周波数0.35
THzでフォトミキサとして世界最高出力を達成するとともに，広い波長可変
幅を実現しましたので報告します．
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図１　テラヘルツ波とその特長 
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テナなどを用いて空間に放射すること

によってテラヘルツ波が発生すること

になります．

UTC-PDの特長

従来から受光素子として一般的によ

く用いられてきたのはpin-PDですが，

その動作速度の高速化には限界があり

ました．光がpin-PDに入射すると，電

子・正孔＊１対が生成され，これがキャ

リアとなって電流が流れます（図４

（a））．しかし，正孔は電子に比べて重

く移動速度が遅いため， 光が高速変

調されている場合，変調速度が上がる

につれて追随できなくなっていきます．

つまり，pin-PDの動作速度の上限は

遅い正孔によって決められているとい

うことです．また，空間電荷効果と呼

ばれる現象によって，入射光のパワー

を上げていっても，あるところで出力

電流が飽和してしまう，という問題も

あります．

UTC-PDはこのようなpin-PDの２

つの弱点を克服するために考案されま

した．光を吸収する層とキャリアが走

行する層を分け，かつ吸収層をp型に

ドーピングすることによって重く低速

な正孔をキャリアとして使わない構造

になっています（図４（b））．正孔より

軽く移動速度の速い電子のみをキャリ

アとしているため，正孔による速度制

限がなく，原理的にpin-PDに比べて

高速に動作します．過去に，動作周波

数帯域として310 GHz（３ dB帯域），

＊1 正孔：半導体または絶縁体において，本来
は電子で満たされるべき価電子対の電子が
不足した状態を表します．
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750 GHz（10 dB帯域）という超高

速動作を実現しています（5）．さらに，

pin-PDで問題となっていた空間電荷

効果も大幅に少なくなることから，よ

り高い入射光パワーまで飽和現象が起

こりにくく，大きな電流を出力するこ

とができます．

UTC-PDチップの最適化

UTC-PDからテラヘルツ周波数の電

流を得るため，まず，周波数に合わせ

てバンド構造を最適化する必要があり

ました．目標とする0.35 THzでUTC-

PDを動作させるために，吸収層の厚

さを薄くし（キャリア走行時間の短

縮），ほかの層もこれに合わせて材料

と層厚を最適化しました．

UTC-PDのバンド構造とともにチッ

プ構造の最適化も検討しました．図５

に0.35 THzを中心周波数として設

計・作製したフォトミキサ用UTC-PD

チップの写真を示します．チップの大

きさは300 μm×450 μmです．

フォトダイオードそれ自体の出力電

流の周波数応答は，周波数の増大に

つれて下がっていく，いわゆる広帯域

型の特性を示します．今回は，目標で

ある0.35 THzでの出力電流（テラヘ

ルツ波の出力パワー）を最大限大きく

するため，チップに共振器構造を導入

しました．共振器構造を用いれば，共

振の中心周波数付近での出力電流の

増大が見込めます．EOS（電気光学

効果を利用したサンプリング法）と呼

ばれる測定法でチップの光パルス応答

を評価したところ，設計どおり0.35

THz付近で共振していることが確認さ

れました．

導波管出力型モジュール

モジュールの検討にあたっては，小

型，軽量で取り扱いが容易であること

に加え，実際に各種システムへ適用す

ることを考慮しました．実用的な観点

からはボードなどへの搭載が容易なモ

ジュールであることが重要です．検討

の結果，モジュール形状としてバタフ

ライ型パッケージの使用が優れている

と判断しました．バタフライ型パッケー

ジは多くの光デバイスに用いられてい

る実績のある汎用パッケージであり，

安価で入手も容易です．

モジュール実装の検討課題としては，

大きく分けて光学実装と電気実装の２

つがあります．前者はUTC-PDにいか

に効率良く光を入射するか，後者は

UTC-PDからの超高周波電流をいかに

効率良くテラヘルツ波として取り出す

か，の検討になります．

0.1 THz以上の超高周波領域での

電流をモジュールの外に取り出すには，

同軸型コネクタの適用は困難になりま

す．そもそも0.35 THzに対応したコネ

クタは存在しません．したがって，導

波管出力型もしくは空間放射型（準

光学型）のモジュール構成技術が必須

となります．導波管出力型については，

これまでのミリ波帯モジュールの開発

過程で良好な周波数帯域特性と出力

特性を確認してきました．テラヘルツ

周波数のモジュールも基本的にはこれ

らの技術の延長線上にあります．
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図４　PD のバンド構造の比較 
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図６にモジュールの断面構造を示し

ます．光をUTC-PDに入射するための

光学系は，コリメートレンズ＊２系と光

ファイバから構成されます．コリメート

レンズ系は光学設計の自由度が高く，

光ファイバ，レンズ，UTC-PD間の光

学軸合せの安定度にも優れています．

UTC-PDチップは矩形導波管（開口

サイズ0.864 mm×0.432 mm）を備

えた金属製マウントに搭載されており，

UTC-PDチップと導波管は，インピー

ダンス＊３変換回路，マイクロストリッ

プ線路および放射器がつくり込まれた

石英カプラによって接続されています．

このマウント一式を，同じ導波管を開

けたバタフライパッケージに搭載してモ

ジュールにします．

UTC-PDからの超高周波電流を効

率良くテラヘルツ波として放射するた

めには，石英カプラの設計が極めて重

要です．設計の指針としては，UTC-

PDチップの電流出力点から導波管の

テラヘルツ波出力点までで，①反射電

力をできるだけ小さくし，②透過電力

をできるだけ大きくする，ということに

なります．本開発では，中心周波数

0.35 THzで0.2～0.5 THz帯をカバー

する広帯域な特性を得ることを目標と

して，３次元電磁界シミュレータを駆

使して石英カプラの構造設計を行いま

した．さまざまな構造について解析し

た結果，0.2～0.5 THzで反射電力

が－30 dB以下，透過電力の損失が３

dB以内，という構造を実現しました．

フォトミキサモジュールの性能

以上のような最適化設計に基づき，

フォトミキサモジュールを作製し（図

７），性能を評価しました．モジュー

ルの大きさは３cm×1.65 cm×１cm

です．

図８に光ビート信号の周波数を0.2

THzから0.65 THzまで変化させたと

きの，モジュールから出力されるテラ

ヘルツ波の出力変化を示します．テラ

ヘルツ波出力は0.35 THzでピークを示

し，最大約0.5 mW出ていることを確

認しました．この最大出力値は，0.35

THz帯域のフォトミキサモジュールと

しては世界最高値です．また，３dB

および10 dB帯域はそれぞれ120 GHz，

260 GHzと，極めて広い動作周波数

帯域を示していることが分かります（6）．

本フォトミキサモジュールの最大の

特長は，高い最大出力と広い動作周
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図 6　フォトミキサモジュールの断面 
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＊2 コリメートレンズ：高精度の平行光をつく
るためのレンズ．

＊3 インピーダンス：交流回路におけるフェー
ザ表示された電圧と電流の比．
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波数帯域を同時に実現している点にあ

ります．また，特に冷却などは必要な

く，室温で連続波が出せることも使い

勝手の良さにつながっています．

アンテナ出力型モジュール

テラヘルツ波の出力方式の多様化を

目指して，導波管出力型のほかにアン

テナ出力型モジュールも研究していま

す．テラヘルツ波発生の原理は導波管

型と同じですが，UTC-PDチップにア

ンテナを集積化し，誘電体レンズを組

み合わせてテラヘルツ波を直接空間に

放射するモジュールです（図９）．

導波管出力型では，目標周波数が

高くなると金属加工による微小導波管

の作製が困難になります．アンテナ出

力型ではこのような問題がなく，高周

波数化に向いているうえ，アンテナの

種類を選ぶことによって広帯域型にも

共振型にもできる，気密構造がつくり

やすい，石英カプラが不要で電気実装

が比較的容易になる，などの特長を

持っています．現在のところ，最大出

力は導波管型に及びませんが，1.5

THzまでのテラヘルツ波発生を確認し

ています（7）．

今後の展開

今後とも導波管出力型，アンテナ出

力型ともに，より高出力化，広帯域

化，高周波数化を目指して研究開発

を進め，同時に各種アプリケーション

への導入を目指していきます．

なお，本研究開発の一部は，独立

行政法人情報通信研究開発機構の委

託を受け，進められました．
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安心・安全のための各種のテラヘルツ波
システムへの導入を目指し，今後も研究開
発を推進していきます．
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