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研究の背景

昨今のICTの発展に伴い，医療の現
場にも多くの変化が現れています．こ
れまで紙に依存していた医療記録は電
子化され，CTやMRIなどの医療画像
データなどを含む「電子カルテ」とな
りました．医師はタブレットPCやス
マートフォンのようなモバイルデバイ
スを利用することにより，病院内外に
おいて電子カルテを参照し，患者に対
する説明や遠隔医療を行っています．
このような医療データのデジタル化な
らびにモバイルアクセス化により，医
療サービスの質の向上が進んでいます．

一方，医療サービスの質は，医療機
器の性能向上によっても改善されてい
ます．CT，MRIを含む医療用画像機
器の性能向上は著しく，以前には発見
が困難であった非常に微小な人体の異
常部位も見つけられるようになってき
ました．これらの映像機器の性能向上，
特に高解像度化は，医療データのデー
タ量を爆発的に増加させ，医療データ
の保管，管理，および利用に問題を生
じさせています．例えば，CT画像は １
スライス当り500 ｋB程度のデータ量が
あり，胸からお腹にかけて0.5 ｍｍ幅で
撮影する場合，約2000スライスとなる

ことから，患者 １ 人で約 １ GBのデータ
量となります．CT １ 台当り１日数１00 
GBのデータが発生し，患者 １ 人に対し
て，過去数年間のCTデータだけで１0 
GB近くなる可能性があります．このよ
うな，現在あるいは近い将来の医療現
場で必要とされる大容量の医療データ
を取り扱うには，最新のWi-Fiなどの
高速無線技術でも転送速度が不十分で
あり，医療サービスの質に影響を与え
るおそれがあります． 

私たちは，医療データなどの大容量
データを，瞬時に簡便にモバイルデバ
イスに転送する技術を超高速ダウン
バースト技術と名付け，その実現を目
指して研究開発を進めています．

テラヘルツ波無線

近未来の超高速無線システムである
超高速ダウンバースト技術を実現する
ために，NTT先端集積デバイス研究所
ではマイクロ波と赤外線の間に存在す
るテラヘルツ波帯の電磁波に注目して
います（１）．テラヘルツ波帯は，周波数
では一般的に１00ギガヘルツから１0テ
ラヘルツとして定義され，「テラヘルツ
ギャップ」や「禁止帯」と言われてい
ます．その理由は，周波数の増加に伴
い信号損失が増加し，信号発生器の出

力の減少および検出器の感度低下など
の大きな技術的な壁が存在するためで
す．それにもかかわらず，その本質的
な広帯域性ゆえにテラヘルツ波帯は，
１00 Gbit/sという超高速無線システム
実現に向けた有望な手段のうちの １ つ
と考えられています．テラヘルツ波帯
は，現在の無線システムで使用されて
いるマイクロ波帯に比較して，周波数
がおよそ１00～１000倍高く，適用可能
な周波数帯域も同様に広くなります．

私たちは，2009年に初めてテラヘル
ツ波帯の高速無線への適用の有効性を
実験的に証明しました．それは，小出
力の信号発生器と低感度の受信器，そ
して特別な信号処理を必要としない簡
易な実験系による ８ Gbit/sのデータ伝
送の実証です．その後，本実験で使用
したデバイスをより広帯域化することに
より，24 Gbit/sまでの伝送を実証して
います．これらの結果は，高速無線通
信へのテラヘルツ波適用の大きなポテ
ンシャルを示していると考えられます．
私たちは，テラヘルツ波無線フロントエ
ンド実現に向け，テラヘルツ波を用いた
超高速無線の要素機能を実現するテラヘ
ルツ集積回路（IC），およびICを実装す
るためのアンテナ一体型小型パッケージ
技術の検討と開発を行っています．

超高速無線 テラヘルツ波 テラヘルツ波無線

テラヘルツ波による超高速ダウンバースト技術

昨今，医療現場においてCTやMRIなどの医療画像データの大容量化が進
むとともにモバイル端末での取り扱いが増加しています．本稿では，大容
量データを瞬時に簡便にモバイルデバイスに転送する超高速ダウンバース
ト技術と，そのための高速無線技術として，100 Gbit/s級伝送速度の実現
が期待されるテラヘルツ波無線フロントエンドの要素技術について紹介し
ます．
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300 GHz帯テラヘルツ IC

テラヘルツ波無線フロントエンドの
要素回路構成は，従来の無線システム
と同様に，アンプ，変復調器，発振器
などからなります．ただし，テラヘル
ツ波帯で動作させることから， ICを設
計する際には，大きな損失と広い帯域
という観点でマイクロ波帯とは大きく
異なってきます．例えば，厚い上層の
配線を使用するマイクロストリップ線
路の場合，導電性の損失が少ない一方，
下層に存在するトランジスタとの接続
層間ビアの使用に伴う寄生成分による
損失が発生します．

また，薄い下層の配線を使用するイ
ンバーテッドマイクロストリップ線路
の場合，導電性の損失が大きい一方，
ビアによる寄生成分の損失が発生しな

いという利点があります．
このような設計のための考察を基に，

私たちは，300 GHz帯の無線フロント
エンド用要素回路であるアンプ，発振
器，そしてQPSK（Quadrature Phase 
Shift Keying）変復調器の一連の回路
を設計しました．300 GHz帯はまだ電
波の割り当てがされていない275 GHz
以上で最初に現れる大気の窓として，
今後のテラヘルツ無線通信に最適な帯
域です．回路の試作には，カットオフ
周波数（fmax）が約650 GHzである最
先端の化合物半導体トランジスタ技術
を用いました．以下に，個々の要素回
路の設計と試作結果を簡単に説明し
ます．

図 １ は，試作した300 GHz帯の 3 段
アンプのチップ写真，回路設計図（ １
段），利得と雑音指数の測定結果です．

アンプは，300 GHzにおいて大きな利
得を得るためにカスコード構造を選択
し，入出力部のインピーダンスマッチ
ング回路の線路長が長いことから，信
号損失の抑制のためにマイクロスト
リップ線路を用いて設計しました．測
定から得られた小信号利得は中心周
波数で約2８ dB，比帯域は１0％であり，
消費電力としては，3.3 V印加で８0 mA
程度でした．雑音指数は，動作周波数
である300 GHz付近で約１0～１2 dBで
あり，このような高周波において既報
のものより低く，もっとも高性能な結
果です．これは，伝送線路構造の適切
な選択による信号損失の抑制の効果と
考えられます．

電圧制御発振器は，テラヘルツ信号
を発生させるための重要な高周波部品
であり，図 ２ はそのチップ写真と発生

図 2 　電圧制御発振器
（a）　チップ写真 （b）　周波数スペクトル （c）　時間波形
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図 1 　300 GHz帯テラヘルツアンプIC
（a）　試作した 3段アンプのチップ写真 （b）　回路設計図（ 1段） （c）　測定結果
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させた300 GHz信号の周波数スペクト
ルです．発振器の設計では，回路構成
の複雑化による損失を避けるためにコ
レクタ接地型コルピッツ回路＊を採用し
ました．さらに，QPSK変調器と組み
合わせるために，電圧制御発振器を
4 ポート直交出力，すなわち，0 °，90°，
１８0°，270°出力とする，いわゆる 4 相
出力電圧制御発振器として設計しまし
た．これを実現するために，出力の位
相差が90°である 2 つの等価な発振器
を相互同期させました．このため，2
つの単位発振器は可能な限り近傍に配
置させる必要があり，損失面で近距離
接続に適しているインバーテッドマイ
クロストリップ線路を選択しています．
図 2 に示すように，回路の中心部はイ
ンバーテッドマイクロストリップ線路
のグラウンド配線で隠れ見えません．
測定結果から，単一モード発振と 4 相
信号発生が確認できます．私たちの知
る限り，本結果は，世界で最初の300 
GHz帯における 4 相出力電圧制御発振
器です．発振器の周波数安定度の性能
指数である位相雑音は，１0 MHzオフセッ
トで約−90.4 dBc/Hzであり，QPSK変
調に十分な特性であることが確認でき
ました．

QPSK変調器と復調器を実現するに
あたって，私たちはより広帯域システ
ムに適したダイレクトコンバージョン
型を採用しました．設計したダイレク
トコンバージョン型のQPSK変調器と
復調器ICの写真を図 ３ に示します．
チップ写真に見えるように，QPSK変
調器と復調器は 2 つの異なる伝送線路

（マイクロストリップ線路とインバー

テッドマイクロストリップ線路）を利
用しました．パッシブ素子部は線路長
が長いことからマイクロストリップ線
路を適用し，一方，コア回路部は，広
帯域化のため短接続長時に損失が小さ
いインバーテッドマイクロストリップ
線路を適用しています．

変調器と復調器の動作可能な最大
データ速度を評価するために，評価用

のICを作製し，バック−バック接続に
よる60 Gbit/sまでの伝送試験を実施
し，50 Gbit/sまでの動作を確認ができ
ました（図 ４ ）．私たちが目指している
目標の半分の速度ではありますが，
50 Gbit/sは，現在の最速の無線システ
ムの１0倍以上高速であり，DVD １ 枚の
データ量を １ 秒以内に完全にダウン
ロード可能な無線システム用の変復調

図 3 　ダイレクトコンバージョン型のQPSK変調器と復調器IC
（a）　変調器 （b）　復調器
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図 4  60 Gbit/sまでの復調信号のアイダイアグラムと
 ビットエラーレート（BER）
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＊	コレクタ接地型コルピッツ回路：トランジスタを
用いたLC発振回路の一種です．この回路はコレ
クタ接地型の基本回路の入力部にLC発振回路
が接続されているような構成になっています．
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回路を実現できました．

300 GHz帯LTCC製ホーン 
アンテナ一体型小型パッケージ

テラヘルツ波無線フロントエンドを
実現するためには，空中を伝搬する無
線信号を受信するアンテナや，アンテ
ナとテラヘルツICのインタコネクショ
ンを備えたパッケージが必要になりま
す．テラヘルツ波帯では波長が短くな
るため，アンテナやパッケージ全体の

小型化が可能となります．このような
パッケージの小型化，低廉化が実現で
きれば，テラヘルツ無線フロントエン
ドを，タブレットPCやスマートフォン
などのモバイルデバイスへの組込みが
期待できます．

しかし，従来のテラヘルツ波無線フ
ロントエンドは，金属製のパッケージ
にICを実装したシリコンレンズアンテ
ナを貼り付けることで実現されていま
した．このような従来のフロントエン

ド構成は，高価でインタコネクション
部の実装が難しいという課題がありま
した．

そこで，私たちは，マイクロ波帯や
ミリ波帯パッケージで用いられる低温
焼 結 セ ラ ミ ッ ク ス（LTCC: Low 
Temperature Co-fired Ceramics） を
使用してホーンアンテナを構成した，
300 GHz帯LTCC製ホーンアンテナ一
体型小型パッケージを考案しました(2)．
パッケージの断面図を図 ５ に示します．
ホーンアンテナ一体型パッケージとす
ることで，アンテナ自体の小型化のほ
か高周波ICの内蔵や電源や信号線の高
密度配線による小型化が実現でき，イ
ンタコネクション部の実装の課題が解
決され，さらに，量産時には低廉化も
期待できます．

図 ６（a）は，多層LTCC基板により試
作したホーンアンテナの写真です．ビ
アと金属層で囲まれたキャビティと言
われる空孔のサイズを徐々に広げて
ホーンアンテナを形成しています．ア
ンテナサイズはおよそ 5 × 5 × 3 mm3

とコンパクトにかかわらず，アンテナ

図 6 　ホーンアンテナ
（a）　外　観 （b）　測定結果
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利得は１5 dBiを実現し，帯域幅60 GHz
以上の広帯域化を実現しました．また，
このアンテナとICとのインタコネクショ
ンも多層LTCC基板により作製しまし
た(3)．LTCCで形成した導波管の中に
プローブを配置することにより導波管
内の電磁波と結合して，マイクロスト
リップ線路の伝搬モードに変換し，IC
へと接続します．試作したインタコネ
クションの写真を図 ７ に示します．サ
イズはおよそ １ × １ ×0.3 mm3と薄型
で，帯域幅40 GHzの広帯域にわたっ
て挿入損失は 3 dB以下を実現しまし
た．これらの要素技術を一体化したパッ
ケージを構成して，テラヘルツICを内
蔵することによってテラヘルツ波帯フ
ロントエンドの実現を目指します．

今後の展望

無線通信技術の進歩の歴史におい
て，ここ数年のデータ伝送速度の進歩
は，それ以前の１00年をはるかに上回り
ます．しかし，人々の扱うデータ量の
増加はデータ伝送速度の進歩を凌駕し

ており，人々の要望を満たすことはで
きていません．データ伝送速度が不十
分であるのは，無線システムの動作周
波数がいまだにマイクロ波帯にあり，
本質的に帯域が限られているためです．
マイクロ波帯より１00倍も高い周波数の
テラヘルツ波を無線通信に利用すれ
ば，広い帯域の利用が可能になり，問
題が解決される可能性があります．医
療現場などで １ 日に生み出されるデー
タが，日々指数関数的に増加しており，
昨今のビッグデータやクラウド関連の
新しい産業がますます加速的に増加し
ていることを考慮すれば，テラヘルツ
波帯の広い帯域の開拓が今後１0年間の
うちに必要になると私たちは考えてい
ます．

このような将来へのビジョンを持っ
て，私たちは300 GHz帯テラヘルツ通
信のための無線フロントエンドの要素
回路として，アンプ，発振器，そして
一連の変復調器回路を開発してきまし
た．また， 300 GHz帯で動作するQPSK
変復調ICにより，50 Gbit/sという現在

の最速の無線システムの１0倍以上の高
速動作に成功しました．そして，実利
用を考え，小型パッケージの要素技術
を開発しています．これらの結果は，
将来の１00 Gbit/s級やそれ以上の超高
速データダウンバースト技術実現への
テラヘルツ波適用の大きなポテンシャ
ルを示しています．
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図 7 　インタコネクション

（a）　外　観 （b）　測定結果
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テラヘルツ波帯無線を用いた超高速ダウ
ンバースト技術を実現することにより，ま
すます大容量化する医療データの取り扱い
の簡易化に寄与できるよう研究開発を進め
ていきます．
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