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—研究の背景
近年デジタルコヒーレント技術の
発展により周波数利用効率が大幅に
向上し、通信の大容量化が急速に進
展している。しかしながら、現在広
く 用 い ら れ る 光 増 幅 器 EDFA

（Erbium doped fiber amplifier）を用
いたシステムでは、光増幅器の材料
に起因した増幅可能帯域の制限、伝
送ファイバー自体の中で生じる非線
形光学効果に起因した信号歪みによ
る許容入力パワー制限、光増幅器か
らの雑音の累積など、物理限界に起
因した課題が指摘され始めている。
そのため、先デ研ではこれらの物
理的限界を打破できる光増幅器とし
て、非線形光学デバイスである周期
分極反転ニオブ酸リチウム（PPLN：
Periodically Poled LithiumNiobate）
を用いた光パラメトリック増幅器の
研究開発を、未来ねっと研究所と連
携して進めている。

—PPLNデバイスによるパラメト
リック増幅技術

非線形光学効果による「信号光増
幅」と「位相共役光の生成」ができ
るパラメトリック増幅器を用いるこ
とで以下のような応用が可能にな
る。①「信号光増幅」の現象を用い
た EDFAを超える広帯域増幅、②位
相共役変換（OPC : Optical phase 

conjugation）を活用した非線形雑音
補償、③位相感応増幅器（PSA : 

Phase sensitive amplifier）動作による、
EDFAの理論限界を超える超低雑音
増幅、である。これらの応用に向け
ては、強い励起光入力が可能な高効
率な非線形光学素子が必要である。
先デ研では、非線形光学媒質とし
て用いる PPLNの結晶自体の光損傷
耐性の向上と結晶の持つ耐性を損な

うことのない導波路構造作成技術の
開発、微細導波路加工技術の高精度
化により、高い励起光パワーの入力
を可能とし、従来に比べて極めて高
い変換効率と高強度の光出力の両立
に成功した。
さらに、励起光・信号光に対して、
それぞれの波長に適した光ファイバか
らの入出力を安定的に合分波するカプ
ラとPPLN導波路を集積し、光ファイ
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（PPLN）を用いた広帯域・
低雑音中継増幅技術
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バとPPLN導波路を低損失に光結合し
た4ポートモジュールを実現した（図１）。
パラメトリック増幅は、一般に利
得と帯域とがトレードオフの関係に
あるが、先デ研では、PPLNの高い
加工精度と高強度の励起光入力、低
損失なモジュール化技術により、利
得と帯域を両立した。実際に PPLN

モジュールを用いた増幅特性とし
て、EDFAと同程度の低雑音特性
（Noise Figure:5ｄ B）でありながら、
EDFAの帯域４THzを大幅に上回る
10.2 THzの帯域で 15 dB以上の高
い増幅利得が得られている。（図２）

—位相共役変換を用いた非線形歪
みの補償技術

OPCは光をあたかも時間が逆戻
りしたかのように振る舞わせる光技

が必ず 3 dB以上劣化し，多段に中
継すると過剰な雑音が累積してしま
う。光のコヒーレントな重ね合わせ
を利用した PSAを用いると、理想的
には雑音指数（NF：Noise Figure）
が 0 dB，つまり SNRの劣化のない
光増幅が可能となる。PPLNモジュー
ルを用いた PSAの増幅特性として、
PPLN型の PSAにおける世界最高の
増幅利得 30.6 dBを実現しており、
増幅媒質としてファイバー伝送路の
損失補償が十分可能なレベルに達し
ている。さらに，EDFAとの比較に
より低雑音性も実証している。雑音
指数（NF）が 4.5 dBの EDFAと同
一利得における雑音レベルの比較に
より，従来の光増幅器の理論的限界
の 3 dBを下回る 1.5dBの NFを確
認することができている（図 4）。

術で、光ファイバ伝送
路の中間地点で位相共
役変換を行うことで、
伝送路の前半で受けた
歪みを伝送路の後半で
修復できる（図 3）。
これによって、従来よ
りも強い強度の光信号
を光ファイバで伝送す
ることができ、SNR

（Signal to Noise Ratio）
を向上させることが可能になる。さ
らに、複数の信号チャネル（波長）
の波形歪みを一括して処理できるた
め、現在実用段階にある電気信号処
理による歪み補償の信号処理量、電
力の大幅な削減も期待できる。
実際にOPC を用いて信号伝送す

る実験を行い、伝送後の信号品質評
価を行った結果が図 3（b）である。
OPCを用いない場合に比べて、
同じ入力パワーで伝送した際の
非線形歪みを低減できることを
確認し、約 1.4倍の伝送距離延
伸に成功している。

—PSAを用いた超低雑音増
幅技術
従来の光増幅器では，標準量
子限界により増幅前後で SNR
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図 3　位相共役変換 OPC の応用
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—光トランシーバにおける高速化
の課題
高精細映像配信、クラウドコン 

ピューティングや IoT（Internet of 

things）など、新しい情報通信サー
ビスの普及・拡大を背景として、光
通信ネットワークを流れるトラ
フィックは急速な勢いで増え続けて
いる。特に大容量かつ長距離伝送技
術が求められる基幹系の光通信ネッ
トワークに目を向けると、今後も指
数関数的増加が予測されている。
伝送距離の確保に向けては、信号
対雑音比が重要なため、変調多値度
を抑えながらシンボルレートを高速
化する方が有利である。最近では、
変調レート 100 Gbaudを超えるよ
うな高シンボルレートでの長距離光
伝送技術が注目を集めている。
しかしながら、100 Gbaudを超
えるような高シンボルレート伝送に
対応しようとすると、光トランシー
バを構成する各デバイスには少なく
とも 50 GHz（シンボルレートのナ
イキスト周波数）以上のアナログ帯
域が求められる。

—帯域ダブラ技術により高速伝送

を 経 済 的 に
解決
そこで先デ
研では、アナ
ログマルチ
プ レ ク サ
（AMUX） お
よびアナロ
グデマルチ
プ レ ク サ
（ADEMUX）
を用いた光送
受信器の帯域
を 2倍にする
「帯域ダブラ」
に取り組んで
いる。帯域ダ
ブラの概要は
図 5のとおり
である。
送信器側の技術的な
ポイントは 2つある。
一つは、2個の DAC

（D i g i t a l - t o - a n a l o g 

converter）からのアナ
ログ信号を合成して倍
の帯域の 1つのアナロ
グ信号として出力する高速な AMUX

を開発したことである。この AMUX

モジュールを利用すれば、50GHz以
上の出力信号帯域を実現できる。
もう一つのポイントは、AMUX

からの出力信号が所望のものとなる
ように、DSPの出力信号を前もっ
て処理する「前置デジタル信号処理」
を実施することである。CMOS 

DACをサブ DACとして使うことが
できるので DSPとの集積性もよい。
帯域ダブラを使えば、CMOS LSI 

が不得意な広帯域信号生成をアシ
ストできる。長距離デジタルコヒー
レント伝送への帯域ダブラの適用検
討は、未来ねっと研究所と連携して
進めており、図 6に示すように、
120Gbaudを超える光信号の長距離
伝送にも成功している。また、世界
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図 5　帯域ダブラの構成図

図 6　伝送実験の結果

超 1 Tbps 光伝送および超
100 Gbps 無線伝送を実現す
るデバイス技術
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初となる１波長あたり 1 Tbpsを超
えるような超大容量長距離伝送にも
成功しており、昨年３月に報道発表
している。

—Beyond 5Gにむけた100 Gbps
超無線通信実現のためのInPデバイ
スおよび回路技術
ブロードバンドネットワークの普
及拡大に伴い、100 Gbps級の大容
量無線伝送技術が世界で注目を集め
て い る。Beyond 5G 時 代 の 400 

Gbps級～ 1 Tbps級の大容量無線伝
送技術を実現するためには、1波（1
キャリア）で伝送帯域幅と変調多値
数を両立して拡大すること、および
これらを複数重ねて伝送する空間多
重数の増加が必要になる。現在研究
開発が進んでいるキャリア周波数
28 GHz～ 110 GHzでは、伝送帯
域幅に限界があるため、より伝送帯
域を拡大しやすい 300 GHz帯から

て周波数変換を担うキー部品である
ミキサ回路およびパワーアンプ回路
に適用し、インジウム燐高電子移動
度トランジスタ（InP-HEMT）で IC

を実現した（図 7）。ミキサ回路は、
局部発振周波数ポート（LO）、無線
周波数ポート（RF）、中間周波数ポー
ト（IF）の 3つのポートを持つ。
300  GHz帯でベースバンド信号か
ら 16QAM変調信号を発生させる
ことはハードルが高いため、今回は、
より低周波（約 20 GHz）の IF帯
で 16QAM変調信号を作り、IF信
号を RF（300 GHz）に周波数変換
する方式を検討した。テラヘルツ波
の非常に高周波の信号で動作させる
場合には、ミキサ回路や外部の実装
に寄生する僅かな静電容量を介し
て、いとも簡単にポート間を不要信
号が漏れてしまう。λ／ 4線路を
用いて実現した本設計では、不要信
号を抑圧できるため SNR向上に寄
与するだけでなく、ミキサ ICをモ
ジュールに実装する際の周波数特性
劣化の防止にも寄与する。本設計技
術により、IC実装における各ポー
ト間の不要信号の漏れを抑圧するこ
とに成功し、従来の 300 GHz帯で
の無線通信の伝送帯域幅拡大と信号
対雑音比（SNR）向上とを両立させ
ることができた。

—伝送実験で確認
開発したパワーアンプおよびミキサ

を用いた 300 GHz帯無線フロントエ
ンドモジュールを実現し、16QAM変
調を用いることにより、東京工業大
学と共同で、300 GHz帯において
120 Gbps、10 m級の無線伝送に
世界で初めて成功した（図 8）。

なるテラヘルツ波の周波数帯の利用
が検討されている。
5Gで検討されている 28 GHz帯
と比較して、300 GHz帯では 10倍
以上の高い周波数であることから、
広い伝送帯域幅を確保し易い特長を
持つ。一方で、高い周波数であるこ
とから、IC内部や実装における各
ポート間の不要信号の漏れなどが生
じやすく、これまで十分に高い信号
対雑音比（SNR）特性を得ることが
できなかった。このため、300 GHz

帯を利用したとしても、広い伝送帯
域幅と高い変調多値数とを両立して
得ることができず、これまで数 10 

Gbps級の無線伝送に留まっていた。

—300 GHz帯を活用するための
課題と解決方法
今回、独自の高アイソレーション
設計技術を考案し、この技術を 300 

GHz帯無線フロントエンドにおい
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図 7　300 GHz 帯トランシーバの構成図
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図 8　120 Gbps 無線伝送実験


