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概要 

テラヘルツ波帯における通信距離を延伸するため MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術を使用して

300 GHz 帯 TWT（進行波管：Traveling Wave Tube）の開発、TWT を組み込んだテラヘルツ波電力モジュールを開発

した。光コム技術を使った 300 GHz 帯伝送実験システムの開発を実施した。300GHz 帯電力モジュールを使った伝送実

験を実施し、確立した技術の有効性を確認した。 
 
Abstract 

In order to extend the communication distance in the terahertz wave band, we have developed 300 GHz band 
power module incorporating traveling wave tube using MEMS technology. We also have developed transmission 
experiment system using optical comb technology. We conducted a transmission experiment using a 300 GHz band 
power module and confirmed the effectiveness of the established technology. 
 
１．まえがき 
 将来、日常的に取り扱うデータ量が増大し、情報端末と

ネットワークを利用した情報流通自体が巨大市場を形成

すると予測されており、情報端末への瞬時転送を実現する

ための超広帯域・近距離無線通信が普及すると見られてい

る。一例として高精細な動画を情報端末に配信するために

は、超広帯域・近距離無線通信の転送速度を飛躍的に増加

させる必要があり、テラヘルツ波帯（本稿では 100～3,000 
GHz とする）の利用が検討されている。電波利用では伝

搬の減衰量が少ない 300 GHz 帯が有望視されており、高

速通信が可能な端末技術の開発が行われている。将来的な

例として、大容量でビル間の通信を可能とする程度に通信

距離を延伸するためには、テラヘルツ波を発生するシステ

ムの高出力化が必要となる（図 1）。テラヘルツ波帯は、ミ

リ波帯の技術と光波技術の中間領域にあたり“テラヘルツ

ギャップ”と呼ばれる領域が存在しているため、応用研究

の範囲を拡大するためには高出力な電子デバイスの供給

が課題となっている。 
ミリ波帯で代表的な増幅モジュールとしては、半導体素

子を利用した SSPA（Solid State Power Amplifier）があ

るが、テラヘルツ波帯では半導体素子の出力が低下する。

半導体以外の選択肢として、 MVEDs （ Microwave 
Vacuum Electronic Devices）による電磁波の発生、もし

くは増幅が挙げられる。MMPM(ミリ波電力モジュール: 
Millimeter Wave Power Module）は MVEDs の一つであ

る TWT（進行波管：Traveling Wave Tube）を利用して

いる。TWT では増幅が行われる回路部分の機械寸法の多

くが高周波の波長により決定されるため、300GHz 帯まで

高周波化するためには従来の機械加工技術の精度限界を

超えていた。一方で、半導体の加工技術は平面的な積層構

造は得意とするが、TWT で使用される立体回路には適用

できなかった。そこで、MEMS 技術や、nano CNC
（Computer Numerical Control）技術の発展に伴い、こ

れらを採用した比較的小型の MVEDs の開発が海外で行
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われている。筆者らは精密な機械加工を用いて W 帯（75-
111 GHz）で動作する TWT を開発した。 

本研究では MEMS 技術を使って TWT の増幅素子であ

る遅波回路を微細化し、300 GHz 帯で高周波信号の増幅

が可能な TWT を開発したので報告する。さらに、伝送実

験を行い有効性を確認した。 

 
 
２．研究内容及び成果 
２．１ 300GHz 帯 TWT の研究開発 

300 GHz 帯 TWT はミリ波帯小型 TWT の技術をベー

スとし、これを発展させることにより開発を行った。図

1 に示す通り従来のヘリックス形 TWT とほぼ同じ構成

となっている。遅波回路のみならず、波長に応じた全体

的な部品の小型化と精密な組立技術による電子ビームの

透過特性の確保が課題であった。図 2 を参照しながら開

発した主要な技術について説明する。 

 
２．１．１ 遅波回路の開発 

ヘリックス形遅波回路をテラヘルツ波帯で設計すると

直径が 0.1 mm オーダー（300 GHz 帯）になり、後工程

で組立することは困難であるため、図 3 に示す FWG
（Folded Waveguide）形遅波回路を使って 300 GHz 帯

TWT を開発した。この FWG 形遅波回路ではミアンダ状

に形成された FWG に高周波（電磁波）を伝搬させ、中央

部のホール内を走行する電子に速度変調を与える。電子の

速度を高周波より少し速く設定すると電子が受けた変調

を電力として取り出すことができる（すなわち増幅され

る）。この相互作用を効率的に行うためには寸法精度の管

理が重要となるが、精密機械加工では十分な寸法公差が確

保できない。一方、半導体プロセスは微細なパターンの加

工が可能であるが、大きくとも 1cm 角程度のパターンし

か形成できないため利得向上のための十分な長さを確保

することができない。そこで、今回 MEMS 製造技術の一

つであるX線Lithographie Galvanoformung Abformung
（LIGA）技術を応用して遅波回路の微細化が可能な製造

技術を開発した（図 4）。図 5 に図 4 の製造技術を使って

試作した FWG 形遅波回路の部品を示す。FWG 部分は縦

横比が 1:7 程度であり、さらに利得を考慮するとμm オー

ダーの精度で数十 mm 長の遅波回路を製作する必要があ

るため、有機マスクの管理を厳しくすることにより寸法の

ばらつき（残差）を抑えている。図 6 は遅波回路単体の高

周波特性（S21）の測定結果である（但し、接続素子の減

衰が含まれている）。電子ビームホールが角型の方が製造

技術の負担は小さいが、FWG に比べて電子ビームホール

が相対的に大きくなるため、290 GHz 前後で鋭い共振が

生じる。これを改善するため図 5 では電子ビームホールを

円形としている。図 5 では円形の電子ビームホールにした

遅波回路の特性が改善されていることが分かる。 
 

図 1 本研究開発が想定するユースケース 

図 2 300GHz 帯 TWT の分解図 

図 5 試作した FWG 形遅波回路部品 
電子ビーム径：Φ196 μm 

図 4 X 線 LIGA プロセス 

図 3 FWG 形遅波回路の構造 

図 6 遅波回路の高周波特性 
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２．１．２ 連結構造の開発 
 FWG 形遅波回路では FWG の段数を増やすと電磁波と

電子ビーム間の相互作用が増加するため、高い利得が確保

できる。これは電磁波と電子ビーム間の相互作用が連続的

に行われるためである。X 線 LIGA 技術では A3 サイズ程

度まで遅波回路を延長することが可能であるが縦横比が

大きくなりすぎるため、IPP と呼ばれる筒状の部品に挿入

することができない。そこで、図 2 では 2 個の遅波回路を

連結する構造を開発した。図 7 に動作原理を模式的に示

す。左側（1 段目）と右側（2 段目）の遅波回路は FWG
が分離されており、電磁波は直接通過できない。一方、電

子ビームは両遅波回路を通過できる。1 段目では電子ビー

ムと電磁波の間で相互作用が行われ、電磁波は増幅される。

FWG 終端部には損失性の材料が埋め込んであり、電磁波

は損失する。電磁波の変調情報は電子ビームに与えられ、

2 段目の遅波回路では電子ビームが電磁波を誘導し、相互

作用を行う。以上により電磁波は最終的に増幅され、出力

される。電子ビームは直径数十μm であり、高精度な組立

技術を使って連結した構造を実現することを可能とした。 
 
２．１．３ 電子ビームの層流化 

テラヘルツ波電力モジュールは可搬型（または小型）で

あり、かつ出力、操作性、保守性とのバランスが取れるよ

うなコンセプトであるため、TWT は PPM 構造（周期磁

界構造）を採用し、小型化している。PPM は円環状の複

数の磁石を遅波回路を包むように並べた磁界発生装置で

あり、一体型の磁界発生装置に比べて磁石を 1/3 程度まで

小型化できる。ただし、電子ビームの集束装置の設計・製

造の難易度が増す。通常、TWT の動作モードは連続動作

（CW 動作）とパルス動作が考えられる。通信で使用する

場合は、通常は常に電子ビームが遅波回路内を通過してい

る状態、即ち CW 動作で使われる。電子ビームの透過特

性が悪いと電子ビームが電子ビームホールの入射口付近

に連続的に衝突し、パルス動作よりも温度が上昇しやすい。

温度が上昇すると集束装置の磁界に変化が生じたり、部品

がわずかに変形することにより電極間の寸法が変化する

などの不都合が生じる。この電子ビーム系の課題を解決す

るため、電子ビーム系の設計を発展させ、より層流性が確

保できるようにした。 
図 8 は電子ビームの透過率を改善した設計である。300 

GHz 帯 TWT では利得を向上させるため大きな電流を確

保できる集束電子銃を使用している。カソードから放出さ

れた電子ビームはウェネルト、アノード電極により軌道が

制御され、電極の内側に集束されている。FWG の電子ビ

ームホール内に導かれる。下図は上図の赤枠内の拡大であ

る。電子の軌道が電子ビームホール前の集束領域から多数

交差していることが分かる。このような交差は電子ビーム

系の透過率を低下させる。電子ビームの透過率を向上させ

るためには、電子ビームが空間電荷制御状態にあって、層

流状態で走行させる必要がある。すなわち電子の軌道が交

わらない理想的な状態に近づける必要がある。 
図 9 では上下方向に電極の位置を接近させるよう配置

し、よりコンパクトな構造とし、電界分布を制御して電子

が効率的に集束されるよう設計を行った。図 9 では電子ビ

ームの外系は大きく変わらないが、電子の軌道が交差（交

点の数）が明らかに減少し、層流性が増していることが分

かる。よって、効率よく増幅が可能な電子ビーム系を実現

した。 
 
２．１．４ 微小カソードの開発 

電子を放出するためのカソードについては、電子ビーム

径を数十μm 以下に抑えることを目標として先端を微細

化し、試作を実施した。電子はカソード先端の放出面から

放出されるが、サイドエミッション（電子の放出面以外か

らの電子放出）の抑制が微細化時の課題であった。この対

策としてカソード側面に Mo-Ru ろう材の被膜を形成した。

断面調査の結果、Mo-Ru ろう材は、設計通りの範囲で表

面を覆っており、基材であるポーラスタングステンの空孔

を塞いでいないことが確認された。 
カソードが電子に十分な熱エネルギーを与えているか

放射温度計を使って輝度温度を測定し、カソード表面の温

度（Tk）を求めた。カソードは真空チャンバー内に設置し

た。Tk は 980℃b（真温度 1008℃）であり、設計値であ

る 1000℃b に近い値となった。以上より、TWT のカソー

図 7 連結した遅波回路の動作 

図 8 電子ビーム系の透過シミュレーション 

図 9 電子ビーム系の透過シミュレーション 

図 10 カソード内部の破壊検査 
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ド部品として使用できる安定した性能を有することが分

かる。 
本カソードは M 型であるため仕事関数を下げるために

含浸させているBaの含浸状態について詳しい調査を実施

した。ペレット部を調べた結果、Ba 分布及び側面コーテ

ィングには問題がないことを確認した。以上より、熱電子

を放射するカソードとして使用可能であることが改めて

確認された（図 10）。 
 
２．１．５ 入出力窓の開発 

高周波（RF）信号の入出力を行う窓は、TWT の真空気

密を保持しながら RF を入力および増幅した RF を出力す

る重要な構成要素である。RF 窓の材料として一般に使用

されているのはアルミナ系のセラミック材であるが、300 
GHz 帯での周波数特性の確保、及び強度の向上を検討し、

サファイアを選定した。窓の真空封止には、サファイアと

熱膨張係数の近い合金を用いてろう付接合している。帯域

幅の拡大をはかるため、シミュレーションより厚さ 0.1 
mm のサファイヤを使用し、RF 窓の試作を行った（図 11）。
サファイアをさらに薄くすることも可能であるが、相対的

に窓を構成する部品の寸法も小さくなり、加工精度の影響

が大きくなる。そこで、加工精度の影響を小さくしつつ、

広帯域化をはかるため、適度な厚みを選定した。その結果、

設計値である 290 GHz 前後で約 40 GHz の帯域幅を確保

することができた（図 12）。さらに製造技術を改善するこ

とにより反射量を低減させることが今後の課題である。 
 
２．１．５ TWT の試作と増幅特性 
 ここまで述べた TWT の試作に必要な要素技術を確立

し、300 GHz 帯 TWT を開発した。図 13 は 300 GHz 帯

TWT をネットワークアナライザに接続した状態を示す。

TWT の全長は 20cm 以下であり、A4 程度の大きさの電

力モジュールにも内蔵可能である。図 14 はパルス動作さ

せた場合の利得のグラフであるが、最大値は 265 GHz で

+15 dB であった。CW 動作時の利得は+5dB 程度であっ

た。これは伝送実験の都合上、280 GHz 付近で調整した

ためであるが、265 GHz 付近で調整すればさらに利得の

低下量は少なくなる。 
図 14 では同期点を高周波側に動かすと、利得が得られ

る周波数帯域はしだいに拡がる。これは、広い周波数帯に

わたって回路波の位相速度が一定に保たれ電子ビームと

の同期関係を維持できるためであるが、結合が弱まり利得

図 16 電力モジュールの回路構成 

図 15 電力モジュールの外観 

図 14  300 GHz 帯 TWT の増幅特性 

Ebody=14.0 kV 
13.5 kV 

13.0 kV 

12.5 kV 

図 13  300 GHz 帯 TWT の測定評価 

 

図 12 RF 窓の高周波特性 

図 11 RF 窓の断層写真 
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が低下する傾向にある。ここで図中の電圧は FWG ボディ

の電圧である。LIGA プロセスのウェハサイズには余裕が

あるため、この低下分は伝送損失を低減しつつ回路の全長

を長くすることで利得を向上できると考えている。 
 
２．２ 電力モジュールの開発 

２．２．１ A4 サイズ電力モジュールの開発 
表 1は TWTの性能緒元から決定した電力モジュールの

主要な性能緒元である。TWT の増幅性能の最大化には、

電気的性能の主要パラメータの適正化が必要であること

から、各電極出力電圧、電流の目標性能を広範囲とした。

また、テラヘルツ波電力モジュールを可搬型とするため外

形は A4 サイズ（縦 210 mmｘ横 297 mm）を目標とした。

図 15 の電力モジュールは TWT の評価用として開発され

ているためオーバースペックとなっており大型化してい

るが、運搬が容易な寸法、重量となっている。 
TWT の増幅性能の良好性、安定性を決定するボディ電

圧を低電圧への負帰還による PWM 制御によって高電圧

を安定化させる方法とした（図 16）。高電圧回路は、脈流

成分の少ない直流高電圧を生成するため全波整流回路を

採用し、最大 15 kV の高いボディ電圧を生成するため倍

電圧方式とし、コレクタ電圧も同じ方式とした。TWT へ

の電力供給が、数 10 W～300 W と広範囲で変動すること

が想定される。供給する電力の増減に対して安定した高電

圧を生成するため、高電圧トランスの駆動回路は、フルブ

リッジ方式を採用した。また、PWM 動作周波数は、一般

電気部品との親和性が良好な 70 kHz～80 kHz とした。 
 

表 1 電力モジュールの主要性能 
高電圧電源モジュール 主要性能 

電気的性能 
給電部入力電圧 20 V～25 V 
電源効率（最大出力時） 76％ 
機械的性能 
モジュール外形 
（本体のみ） 

高さ 150 mm×幅 218×
奥行 297 mm 

質量（本体のみ） 7 kg 
監視制御入出力機能 

高圧投入遮断制御入力 接点短絡時高圧投入／開

放時高圧遮断 
主電源投入監視出力 給電時接点短絡 
予熱完了監視出力 予熱完了時接点短絡 

 
制御回路は、1)TWT を安定動作させるために各電極に

対して規定の直流電圧を発生し外乱による影響を抑制す

る、2)TWT の起動時においては TWT の動作は最も不安

定な状態となるため複雑なシーケンスによる電圧の制御

を行う、3)動作状態を監視し異常動作時に保護回路を動作

させる機能を有する。ヒーター電圧を投入してから熱的に

安定する時間が経過した後に各電極に電圧を与えるが、ア

ノード電圧をボディ電圧より数十 ms 遅らせて ON にし、

電子が正常な軌道で走行するように設計している。また、

TWT を CW 動作（ここでは、アノードが ON で電子ビー

ムが常時走行している状態）させると温度上昇が問題とな

るため、ファンにより冷却しているが、電力損失を低減で

きるよう設計パラメーターを調整すれば冷却系の負荷を

減らすことは可能と考える。 
 
２．２．２ 低背型高電圧トランスの開発 

この TWT を駆動するため、高電圧モジュールで最も大

きい部品である高電圧トランスを耐電圧性と両立させな

がら、低背化した。 
図 17 左図は試作評価を実施した主要なトランスの形状

であり、図 17 右図はトランスのコア断面の磁束密度分布

である。色が青から赤くなる従い磁束密度が高いことを示

す。タイプ①ではコア全体で磁束密度の変化が大きいこと

が分かる。特に、磁路が最小となる中心脚の角孔の角部分

に磁束が集中しており、磁路が長くなる外周部では磁束密

度が低下している。これはフェライトコアの面積を増し、

巻線の幅を広げたため巻線の内側と外側で磁路長に大き

な差ができ、結果としてフェライトコア全体を有効利用で

きていないことを示している。また、磁束の集中が起きる

と局部的に温度が上昇し、フェライトコアが劣化する可能

性が出てくる。タイプ 3 はフェライトコアが脚部に対して

非対称な形状となっているが、フェライトコア幅方向の寸

法が短縮されているため、フェライトコア内部の磁束密度

は均質化されている。脚部角孔の角部の磁束が高くなって

いるが、磁束が集中していると呼べる程度のものではない

ことが分かる。 
コアの材料として Mn-Zn 系フェライト材の中から駆動

周波数領域において渦電流による鉄損を幅広い温度範囲

において低損失を維持するコア材を選定し図 18 のトラン

スを試作した。これにより電力モジュールの外形寸法を

A4 サイズ程度とすることを可能とした。 
 
２．３ 実証実験システムの開発 

２．３．１ 送信機の開発 
一般的に無線通信では移動・固定問わず無線規則により

利用可能な周波数範囲が定められている。たとえば、250 
GHz 以上の周波数領域においては表 2 のとおりである。 

この中で固定・移動通信に割り当てられている周波数幅

は 252-275 GHz の 23 GHz 幅である。変調フォーマット

図 18 低背形トランス 

図 17 トランスの形状と磁束密度 

(a)タイプ 1 

(b)タイプ 2 

(c)タイプ 3 
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として単純な 2値強度シフトキーイング(2-ASK)を用いる

場合、22 Gbit/s 程度の伝送は可能である。しかしながら、

広帯域な周波数範囲においては伝送時のフェージングの

影響を顕著に受けるため、周波数領域等化などの手法を用

いる必要がある。その場合、受信機に用いるアナログ・デ

ジタル変換器(ADC)の帯域が重要となるが、40 Gsample/s
を超える ADC の入手は非常に困難である。また、更に高

速化を行うためには、単純な変復調方式では帯域幅の拡大

しか方策がないが、前述の通り電波法・無線規則で利用可

能な周波数は制限されている。そこで、①ADC 等デバイ

スの許す範囲で、②周波数利用効率を高めた変復調方式を

採用し高いスループットの無線通信技術を開発すること

が肝要である。狭帯域にすることで、周波数あたりの電力

密度(PSD)が向上し、受信搬送波・雑音電力比を改善でき

ることも重要な利点の一つである。そこで、本課題では 5 
GHz 程度の周波数帯域幅において 20 Gbit/s を超えるテ

ラヘルツ伝送技術の研究開発を実施した。光技術を利用し

た送信機を構成するため、図 18 のような送信機システム

を構築した。J 帯単一走行キャリアフォトダイオード

（UTC-PD）後に H 帯低雑音増幅器（LNA）を配置し、

その後 H 帯中電力増幅器（MPA）を配置した。出力電力

はおよそ 2 mW であり、前述の TWT 飽和電力には届かな

いことから、変調フォーマットを QAM 方式として原理実

証試験を行った。構成した送信機の写真も図 19 に合わせ

て示す。 
 

表 2 分配表（総務省・周波数割当計画より抜粋） 
周波数(GHz) 国際分配（第一地域） 
250-252 地球探査衛星（受動） 

電波天文 
宇宙研究（受動） 

252-265 固定 
移動 
移動衛星（地球から宇宙） 
電波天文 
無線航行 
無線航行衛星 

265-275 固定 
固定衛星（地球から宇宙） 
移動 
電波天文 

 

 
試作した送信機と電力モジュールを基に信号伝送シス

テムの実証試験系を組み、信号疎通試験を行った。ブロッ

クダイヤグラムを図 20 に示す。送信原理検証のため、高

安定な 2 台のファイバレーザ(FL)を用いて光信号を生成

した。一方は光参照用信号として、もう一方は光強度変調

器により IF 変調(搬送波周波数 8GHz)を行い、不要側波

帯を光フィルタで抑圧、増幅器等を用いてレベル調整した

後に合波し、偏波調整後に 300 GHz 送信機へ接続した。

300 GHz テラヘルツ信号へ変換後、電力モジュールを介

して 47 dBi カセグレンアンテナより信号放射した。受信

系は同じアンテナ利得を持つカセグレンアンテナで捕集

し、LNA により増幅後に 300 GHz 帯ヘテロダインレシー

バで周波数下方変換を行った。IF 増幅器でレベル調整後

オシロスコープに導入し復調をおこなった。用いた IF 信

号は、中心周波数 7 GHz のシングルキャリア QPSK、

16QAM および 32QAM 信号とした。すべての電波放射実

験は、NICT が保有する大型電波暗室内で実施した。放射

テラヘルツ信号の周波数は、FL1、FL2 を調整することで

284.3GHz とした。受信ヘテロダインシステムは 12 逓倍

サブハーモニックミキサで構成され、24.1 GHz の局発駆

動することで、受信 IF 周波数を 7.5 GHz とした。 
図 22 にヘテロダイン後の受信 IF スペクトルを示す。

SNR はおよそ 13 dB(シンボル速度 3 GHz 時)が得られた。

16QAM 伝送が可能なレベルといえる。図 23 に 3Gbaud 
16QAM（伝送速度 12 Gbit/s）の伝送距離と復調誤差ベク

トル強度（EVM）の関係を示す。6 m 以降の伝送距離に

おいては EVM 値がほぼ変化なく延びている事がわかる。

図 20 信号伝送実証システムブロック図 

図 21 大型電波暗室での実験風景 

図 19 300GHz transmitter 送信機外観と内部写真 

図 22 受信 IF スペクトル図 

図 23 伝送距離と復調 EVM の関係 
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アンテナ利得 47 dBi（アンテナ半径 6 cm 程度）であるた

め、フラウンホーファー距離はおよそ 12 m 程度と推測さ

れる。つまり近傍界・遠方界の境界付近で計測しているた

め、EVM が距離に応じて劣化する様子が見られなかった

ものと考える。最近接（4.7 m）時の EVM 劣化は受信機

の入力飽和によるものと考えられる。また、5 Gbaud 変調

時にも EVM はほぼ変化ないことから、20 Gbit/s、20 m
級の伝送が実現できたと言える。 

 
２．３．２ 電力モジュールの伝送実験 

次に電力モジュールを挿入した場合の疎通試験を行っ

た（図 24）。電力モジュールの帯域幅は 5 GHz 程度以下

であったため、シンボル速度 5 Gbaud の QPSK および

2Gbaud 16QAM にて検証を行ったところ、それぞれおよ

そ 29%、14％の EVM が得られた（5 m 伝送時）。また、

1 Gbaud 32QAM で線形性検証を行ったところ信号の疎

通が確認された（図 25）。現時点での総出力はおよそ 50 
μW 程度であるため到達距離は 5m 程度にとどまるが、

利得向上と 300GHz 送信機の電力向上で 1W 出力が実現

した場合は、およそ 100 倍（√1000/0.05）の 500 m に延

伸することが期待される。つまり、5G スモールセルを接

続するワイヤレス・モバイルフロントホールへの適用が可

能であると言え、20Gbit/s 級無線の中距離伝送が電力モ

ジュールの実装により実現可能といえるであろう。以上の

ことから、電力モジュールを用いることで 20 Gbit/s を超

える伝送容量を有した 100m 以上級中距離固定無線シス

テムの実現が可能になると期待される。 
 
２．３．３ アンテナの検討 

300 GHz 帯無線信号の送受信において、300 GHz 帯信

号伝送実証ではカセグレンアンテナ（利得：47dBi）を使

用したが、将来の 300 GHz 帯無線通信ではカセグレンア

ンテナだけでなく、様々な高利得アンテナが使用される可

能性がある。そのため、3 種類の高利得アンテナの放射パ

ターンについて測定・評価し、300 GHz 帯無線通信に最

適なアンテナについて調査・検討した。 
 図 26 に放射パターンを測定・評価したアンテナを示す。

なお、①は Diagonal horn（Aperture diameter：5.6mm、

Horn length：26.5mm）、②は Gauss lens（Diameter：

50mm）、および③は Focus lens（Diameter：70mm）で

ある。 
アンテナ間距離は 1500 mm および 1000 mm で評価し

た結果、300 GHz 帯無線通信では広い周波数帯を使用す

ることから、周波数に対してアンテナ特性がほとんど変化

しない Gauss lens（40-dB gain）が適当と思われる。 

 
２．４ ITU-R 標準化活動 

現在周波数割当てが決まっていない 275 GHz 以上の周

波数帯の提案活動を行い、新レポート草案「275‒450 GHz
で運用する陸上移動業務応用、固定業務応用と受動業務間

の共用両立性検討」に向けた作業文書の更新等を実施した。

日本、米国、ロシア、ESA からの寄書に基づき、新レポー

ト草案「275‒450 GHz で運用する陸上移動業務応用、固

定業務応用と受動業務間の共用両立性検討」の更新を行っ

た。その結果、275-325GHz の範囲において EESS(受動)
と FS システムが共用できる周波数帯(275-296GHz、306-
313GHz)の暫定案が出された。これにより我が国におい

ては、252GHz～296GHz の 44GHz が本研究開発が想定

しているビル間通信等に分配できる帯域として WRC19
以降に確保されると考えられる（表 2 参照）。本提案活動

についてはテラヘルツシステム応用推進協議会標準化

WG 等と連携した。 
 
３．今後の研究成果の展開 
 本研究開発では 300GHz 帯の増幅器技術を確立し、伝

送実験でその有効性示した。あわせて今後の伝送実験に必

要となる信号発生、アンテナ技術の検討を行った。 
 図 28 に本研究開発で実施した TWT の利得向上の状況

を示す。TWT として動作していることが確認されてから

1 年程度の期間で飛躍的に性能が向上している。設計を改

良すれば結果が出ている状況であり、今後も改良の努力を

続けていく。現状では製造プロセスのばらつきや精度の関

係で、300GHz 帯よりも低い周波数で利得がピークとなっ

ている。今後は 300GHz 前後の周波数帯で十分な利得が

得られるよう製造プロセスのパラメータを最適化してい

く。一方、電力モジュールの屋外対応等も進め、図 1 で示

したようなビル間通信等の実証実験を行うと共に、通信用

電力モジュールとしての実用化を目指す。図 29 は電力モ

ジュールの動作点（出力）を 0.1W とした場合のシミュレ

ーション結果である。本研究開発で開発した実証実験シス

テムを使えば 100m 前後の距離の信号伝送が可能である。 
他方、テラヘルツギャップにおける高出力デバイスのニ

ーズは 300GHz 帯の通信にとどまらない。300GHz 通信

以外の領域における波及効果も追及していく。具体的には、

①さらに高い周波数帯を含むセンシング等の周波数利用

への貢献、②非破壊検査や物質の識別等を行う検査装置等

への高出力デバイスの供給等の領域で連携も含めた活動

を実施中であり、今後も継続し電力モジュールの活用法の

開発を行っていく。 
 

図 26 高利得アンテナ 

図 24 電力モジュールとの接続の様子 

図 25 5Gbaud QPSK（左）、2Gbaud 16QAM（中）、

および 1Gbaud 32QAM（右）の復調コンスタレーシ

ョン図 
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４．むすび 

本研究開発では、テラヘルツ波帯における通信距離を延

伸するため MEMS 技術を使用して 300 GHz 帯 TWT の

要素技術の確立を行った。これを使って TWT を開発し、

さらにTWTを組み込んだテラヘルツ波電力モジュールを

開発した。光コム技術を使った 300 GHz 帯伝送実験シス

テムの開発を実施した。300GHz 帯電力モジュールを使っ

た伝送実験を実施し、確立した技術の有効性を確認した。 
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