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̶光モジュールの小型化・高機能化
昨年よりプレサービスとして開始
された５Gネットワーク（NW）を
活用するアイデアが数多く提案され
ている。通信用 NWは、社会基盤
として不可欠なものとして受け止め
られており、テクノロジーの進化（小
型化・高機能化・低コスト化）が求
められている。世界中の人々がイン
ターネットでつながり、さらに IoT

機器の増加、コネクテッドカーの導
入など「つながる」モノの増加にと
もない、NWに対する要求もますま
す高まっている。
インターネットの普及とブロード

バンド化により、コア・メ
トロ系 NWからアクセス
系 NWにいたるまで、高
速化や波長多重による大
容量化が進展している。
光通信システムにおい
て、電気信号から光信号に
変換する部分と光信号か
ら電気信号に変換する部
分をモジュール化したも
のを、それぞれ光送信モ
ジュール、光受信モジュールと呼ぶ。
従来は、それらの光部品がディスク
リート（discrete：個別的）に装置
に組み込まれていたが、光送信モ
ジュールと光受信モジュールを一体
化した光トランシーバが採用される
ようになり、小型化化に大きく貢献

している。

̶５GあるいはBeyond 5G向け
の小型光トランシーバ
光トランシーバの機能は、電気信
号と光信号の変換であるため比較的
簡単な機能であるが、その構成要素
である光デバイス、光モジュールお
よび電気回路の技術と実装・組立技
術とを複合化することにより実現で
きるデバイスである。光通信 NW

装置において、光トランシーバは
もっとも重要なキーデバイスの１つ
となっている。
情報処理・通信技術に関しては、 
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図１　モバイルバックホールとフロントホール
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組みの 1つが 5Gあるいは Beyond 

5Gに向けた小型化・高機能化と低
コスト化関連の取り組みである（図
１）。親局・子局間のモバイルフロ
ントホール（MFH）や、基地局間
NWすなわちモバイルバックホール 

（MBH）で使われるデバイスを開発
している。より遠くまで届く出力の
強い光通信用レーザは、研究開発に
取り組む機関が少なく、まさにデバ

従来の 2/3以下となっている。また、
高速化の要求も強く、最近では
400Gb/sの高速化が求められている。

̶技術開発のバックグランド
この研究開発のバックグランドを
示す。レーンあたりの伝送速度と伝
送距離の関係を示すと図３のとおり
である。従来では、伝送距離が 10 

kmから 40kmにおいては、10Gb/

sを 4多重すると 40Gb/sであり、
25Gb/sを 4多重すると 100Gb/s

と な る。400Gb/s 伝 送 に は、
50Gb/sを8多重する必要があった。
そのため、コンパクトなデバイスで
低消費電力な 400Gb/sトランシー
バには、強い要求が出ていた。1波
長あたり 100Gb/sを実現すると、
4多重にチャネル数が減少可能とな
り、低消費電力な動作が実現できる
ことになる。図４には、開発の目標
値を示すが、40kmを 4波多重で実
現することが今回の目標となる。

̶高ロスバジェット化のために
AXEL技術とAPD技術を活用
4波多重で 100Gb/s伝送するた
めには、シングルモードファイバ
（SMF）で 40km伝送するためには、
高出力な光源が必要である。パワー

イスイノベーションセンタ（DIC）
の役割と考えている。近年では、長
延化をねらった 10kmから 40km 

のメトロ系への適用やデータセンタ
向けの要求が強い（図２）。図２では、
デジタルコヒーレント用デバイスの
適用領域を赤で、本技術によるアン
プを用いない光強度変調による
40km伝送可能な 400Gb/s（1波
長あたり、100Gb/s）を青で示し

ている。低消費電
力化については、
400Gb/sのトラン
シーバあたりで、
12W以下であり、

※1

※2

※1 : 月次 80-0060(2012)
※2 : 月次 80-0041(2014)

図２　本技術の位置づけとデジタルコヒーレント方式の比較
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バジェットの推定では図５のとおり
で あ る。 図 は、EML （Electro-

absorption Modulator Integrated 

Laser Diode）‐TOSA と APD‐
（Avalanche Photodiode）ROSA

（Receiver Optical SubAssembly）の
伝送システムにおけるパワーバ
ジェットを示す。EMLおよび APD

の 100Gb/s動作時の特性について
は既報を引用した（S. Kanazawa et 

a l . , OFC2014、M. Nada et a l . , 

OFC2016）。EMLチップからの変
調出力レベルは、+4.5dBmであり、
APDの受光レベルは、-11.5dBm

である。損失レベルを最大で 3dB

と仮定すると、4チャンネル TOSA

の出力レベルは、+1.5dBmとなる。
それゆえに、このシステムでのパ
ワーバジェットは約 13dBとなる。
さらに、ファイバおよびコネクタ損
失を、それぞれ、1.3μｍで 0.4dB/

kmと 2.0dBと仮定すると、
40kmの SMFには、パワー
バジェットとして 18dBと
なる。EMLおよび APDの
パワーバジェットはこれよ
りも小さいため、トランス
ミッタ出力レベルをこれよ
りも上げる必要がある。
本技術開発の目的は、４
チ ャ ン ネ ル の EADFB

（E l e c t r o - a b s o r p t i o n 

Distributed Feedback Laser）
レーザ TOSA（Transmitter 

Optical SubAssembly）の高
出力化を図ること、およびコ
ンパクト化を図ることであ
る。従来型の EADFBレーザ
TOSAでは、40km長の SMF

で伝送するには高出力化に限
界があった。さらに、光損

失を減らすことおよびサイズの小型
化が一層求められる。この問題を解
決するために、SOA（Semiconductor 

Optical Amplifier）を用いた AXEL

（SOA assisted extended reach EADFB 

laser）を伝送チップとして用いるこ
とが考えられる。AXELチップ内に
実装された SOAは、TOSAの変調後
の出力レベルを上げるのに役立つ。
さらに、TFF（Thin Film Filter）もコ
ンパクトな低損失な光の多重技術と
して有効である。

̶AXELチップの構造とサブアセ
ンブリの構成
つぎに AXELデバイスの詳細につ

いて述べる。図６（a）に AXELの
構成図を示す。AXELは、光出力を
上げるための手段として有効であ
る。このデバイスは、ポストアンプ
として SOAを有するモノリシック

に集積された EADFBレーザであ
る。そのため、光変調後の出力レベ
ルを効果的に上げることができる。
DFBレーザの活性領域は、SOAと
ほぼ同じである。そのため、AXEL

は、従来型の EADFBレーザと同様
な製法で作製することができる。
EAM長は、高速動作のために最適
化している。EAM電極の下には、
低誘電率材料である BCBが使われ
ている。それゆえに、これらのこと
により、100Gb/sの高速変調帯域
を達成できた。DFBレーザの長さ
および SOAの長さは、それぞれ
300μm、85μmである。AXELは、
ファイバアンプの無いシステムで、
４ch× 100Gb/s伝送には、魅力あ
るシステムといえる。
次に、AXELサブアセンブリにつ
いて説明する。図６（b）は、1ch

の AXELサブアセンブリを示す。青
色が AXELチップである。電気信号
は、赤色の金ワイヤにより RF回路
から EAMに伝送される。もう１つ
の電極より、50Ω抵抗を通過させ
て RF回路から電気信号が金ワイヤ
より供給される。キャパシタは、
DCブロックの役目をする。AXEL

チップ、キャパシタおよび 50Ω抵
抗で集積された RF回路は、コンパ

チップ出力
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出力
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+4.5 dBm1) 

+
1.5 dBm
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1) S. Kanazawa et al., OFC2014
2) M. Nasa et al., OFC2016

図５　従来の EMLと APDで実現できるパワーバジェット
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図６　（a） AXEL チップの構造、（b） AXEL サブアセンブリの構成
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クトなサブキャリア（幅 0.65mm）
の上に置かれる。すべてのコンポー
ネントをサブキャリアに置くこと
で、40GHzの高速変調を行った。
これは 100Gb/sあたりの動作には
十分である。測定値とシミュレー
ション結果はよく一致している。こ
れにより、コンパクトで高速変調が
可能な AXELが得られた。

̶波長多重はTFFデバイスで達成
次に 4ch AXEL TOSAの構造を示

す（図７）。4個のデスクリートな
AXELサブアセンブリがレンズを通
過してから TFF（Thin Film Filters）
とミラーからなる合波デバイスを通
過して、アイソレータを出ていく。

℃、レーザ電流は 80mA、SOA電流
は 40mA、である。EAバイアス電
圧 は、4ch に 対 し て そ れ ぞ れ、
-1.27, -1.52, -1.56, -1.37Vである。
このピーク値は、LAN-WDMグ
リッドに一致し、サイドモード抑制
比は、すべてに対して40 dBである。

̶完成したAXEL-TOSAおよび
APD-ROSAの写真
図８に、完成した AXEL-TOSAと

APD-ROSAの写真を示す。写真では、
大きさがわかるように 1円玉と対比
しているが、1円玉の体積に相当す
るサイズで超小型パッケージ（0.6cc

以下）に、高出力な AXELチップと
高感度な APDを実装した光送受信
モジュールである。
本モジュールを用いて、1波長あ
たり 100Gb/sの PAM４光信号を 4
波長で用いた 400 Gb/sで 40 km伝
送に成功している。ファイバアンプ
無し、強度変調方式では世界で初め
てである。

光学系は温度コントローラの上に
置かれている。AXELサブアセンブ
リで作られた 4つの信号が、4個の
コリメートレンズで合成される。光
多重された 4波の多重信号は、LC

レセプタクルを介して光ファイバに
入力される。TFFタイプの合波デバ
イスが使われることで、コンパクト
で低損失な合波デバイスが得られた。
レンズの結合損失はすべてのレン
ズで 3dB以下である。写真は、4ch 

AXEL TOSA であり、サイズは、
18.2× 6.2× 5.4mmである。
作成した AXEL TOSAの性能評
価については、以下のとおりである。
波 長 ch は、1.295, 1.300, 1.305, 

1.310μmであり、チップ温度は 50

図７　TFF 多重デバイス

※1：AXEL-TOSA
(SOA assisted eXtended reach EADFB 
Laser Transmitter Optical Sub-Assembly)

※2：APD-ROSA
(Avalanche Photo Diode Receiver Optical 
Sub-Assembly)

図８　AXEL-TOSAと APD-ROSAの写真


