
光通信システムの高速大容量化

光増幅器による中継を用いた長距離

光通信システムでは，ファイバ１本当

りの伝送容量を増やすために，高密度

波長多重（DWDM: Dense Wave-

length Division Multiplexing）方

式が用いられています．これは，１本

のファイバに波長の異なる80波長程度

の光信号を多重化して伝送する方式で

す．DWDM通信システムの送信器側

の重要な部品の１つに，光源としての

波長可変レーザが挙げられます．

DWDM通信システムの導入当初は，

波長可変レーザは構造が複雑でコスト

も高かったために，固定波長のDFB

（Distr ibuted FeedBack: 分布帰

還型）レーザが使用されていました．

この場合，波長の異なる送信器をシス

テムに必要な波長数分だけ用意する必

要がありました．現在では，使用する

波長帯の中から任意の波長で発振でき

る波長可変レーザの開発が進み，長距

離用の光トランシーバの光源の主流と

なっています．波長可変レーザを光送

信器に用いれば，光送信器の種類を単

一にすることができるので，在庫コス

トを大幅に削減できるという利点があ

るためです．

さて，伝送容量のさらなる拡大を考

えた場合，波長数を増やすか，１波長

当りの信号速度を増やすこととなりま

すが，光アンプの使用可能な波長帯域

の制限などから，波長数を増やすこと

は困難であり，信号速度を増やす方向

で研究が進められています．現在，導

入されている光通信システムで，１波

長当りの信号速度が最高のものは，40

Gbit/sです．次世代の光通信システ

ムでは，１波長当りの信号速度を100

Gbit/sにしようということで，研究開

発が進められています．100 Gbit/sの

システムでは，デジタルコヒーレント方

式という新たな変調・復調方式が採用

される見込みです．これに伴い，光源

へ要求される性能も変わってきます．

本稿では，デジタルコヒーレント方

式における光源への要求性能について

解説した後，次期システムに適用可能

な波長可変レーザの開発状況について

紹介します．

デジタルコヒーレント方式と

光源線幅

信号速度が10 Gbit/sまでのシステ

ムでは，変復調方式として，強度変

調・直接検波（ IM-DD: Intensity

Modulation-Direct Detection）方式

が使用されてきました．強度変調は

OOK（On Off Keying）とも呼ばれま

す．図１（a）に示すように，OOKで

は，光強度の強，弱にビットの1，0を

割り当てる変調方式です．受信器では

光強度の強弱のみを判定します．送受

信部で使われる光部品の構成が比較的

簡単なので，10 Gbit/s以下のシステ

ムで広く使われています．IM-DD方式

のまま10 Gbit/s以上の信号を長距離

伝送することは，ファイバの分散，電

子回路の速度制限，50 GHzグリッド

による光周波数帯域の制限などから難

しいため，光の波としての位相情報を

用いた変調方式が用いられます．40

Gbit/sシステムでは，位相変調・差

動検波方式が採用されています．次世

代100 Gbit/sシステムで採用されるデ

ジタルコヒーレント方式では，光の位

相情報を用いた位相変調方式が用い

られ，受信側では，ローカル光と信号

光をミキシングして信号光の強度・位

相情報を検出するコヒーレント検波方

式が用いられます．さらに，偏波多重，

偏波ダイバーシティ技術を用いて，伝

送容量の拡大を行います．検波後の波

形は，高速のAD（Analog to Digi-

tal）コンバータによりデジタル信号に

変換され，DSP（Digital  Signal
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高速伝送用波長可変光源

波長多重光通信システムでは，送信光の波長を任意に設定できる波長可変
レーザが使われています．１波長当りの伝送速度が100 Gbit/sとなる次世代
システムでは，変調・復調方式が従来システムとは異なるため，スペクトル
線幅の狭い光源が必要とされます．本稿では，波長可変レーザの狭線幅化技
術について紹介します．
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Processor）により，光周波数オフ

セットの補正や各種分散の補正が行わ

れます．位相変調方式としては，４値

のQPSK（ Quadrature Phase Shift

Keying）方式が用いられます．図１

（b）に示すように，１タイムスロット中

の光の位相が４つの値（π/4，3π/4，

5π/4，7π/4）のいずれかとなるように

し，２ビット分の意味を持たせます．こ

れにより，ボーレートの２倍の速度の

データを伝送することができます．２

値の変調方式と比べると，使用する光

の周波数帯域利用効率が２倍となり

ます．次世代100 Gbit/sシステムで

は，ボーレート25 Gbaudで４値の変

調方式を用いることにより，倍の50

Gbit/sのデータ速度となり，さらに偏

波多重を行うことによって，10 0

Gbit/sのデータ信号が扱われます．

従来のIM-DD方式では，光の位相

情報は用いていないので，光源に要求

されることは，単一波長で発振してい

ることで，位相ノイズに関しては問題

とはならなかったのですが，デジタル

コヒーレント方式では，信号光源，お

よびローカル光源の位相ノイズが問題

となります．デジタルコヒーレント方式

では，信号光とローカル光の波長（光

周波数）が完全に一致していなくても

よく，それらの周波数オフセットは，

DSPにより補正されます．比較的遅い

成分の位相（周波数）揺らぎは補正

可能ですが，速い成分は補正できない

ので，光源の位相ノイズ特性がシステ

ムの性能に大きく影響します．光源の

位相ノイズの大きさを示す指標として，

スペクトル線幅がしばしば用いられま

す．位相ノイズが小さい場合，スペク

トル線幅は狭くなり，大きい場合は広

くなります．

図２に示すように，スペクトル線幅

が十分狭い光源を用いた場合は，コン

スタレーション上で，４値のシンボル

が識別できますが，線幅が広い場合は，

コンスタレーション上で位相角が変動

してしまうため，シンボルの識別がで

きなくなっていきます．このように，次

世代高速伝送システムにおいては，波

長可変光源への要求仕様に線幅が付

け加わります．100 Gbit/sシステムで

は，１ MHz以下の線幅が送信光源，

およびローカル光源に要求されます．

なお，40 Gbit/sシステムにおいても位

相変調方式が用いられていますが，１

タイムスロット前の信号光周波数を基

準とした差動検波方式であるため，光

源への線幅要求値は５MHz程度以下

と緩く，多くの場合，10 Gbit/s用に

開発された波長可変レーザが使用可能

です．

図２　コヒーレント通信における光源線幅の影響 
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各種波長可変レーザ

波長可変レーザは，光に利得を与え

る半導体利得領域と発振波長を選択

する波長可変フィルタから構成されて

います．波長可変フィルタの透過波

長，もしくは反射波長を何らかの手段

を用いて変化させることによって，発

振波長を変化させます．光増幅器の帯

域35～40 nmの中の任意の波長で発

振できることが標準的な要求仕様と

なっています．

現在WDM通信システムで使用され

ている波長可変レーザを，構造別に分

類したものを表に示します．外部共振

器型レーザ，DFBレーザアレイ，DBR

（Distributed Bragg Reflector：分

布反射型）レーザの３つに大別され

ます．

外部共振器型レーザは，外部の光

フィルタと半導体光増幅器とをレンズ

を用いて空間的に結合させ，共振器構

造を構成するものです．高性能の外部

フィルタを用いることができるので，比

較的広い波長可変域を得ることができ

ます．共振器長が長いため，線幅特性

に優れており，100 kHz以下の線幅を

容易に得ることができるので，デジタ

ルコヒーレント通信システム用の光源

として有力な構成といえます．欠点と

しては，モード間隔が狭いためモード

の安定化制御が必要なことと，他のモ

ノリシック型波長可変レーザと比べて，

構成部品が多く，組立てコストの点で

不利であることです．

DFBレーザアレイは，通信用光源

として実績のあるDFBレーザをアレイ

化して，広い波長可変特性を実現す

るものです．特徴は，波長可変時に

モード跳びがないことと，波長可変の

ための制御が簡便なことから，レーザ

の長期的な安定動作に優れる点である

こと，モノリシック型なので，量産性

に優れることです．このため，現用の

10 Gbit/sシステムにおいて，広く使

用されています．通常の共振器長の

DFBレーザの線幅は数MHzですが，

長共振器化によって数100 kHzへの狭

線幅化が可能です．

最後に，DBRレーザですが，モノリ

シック型で量産性に優れること，電流

注入型なので波長切替速度が速い

（nsオーダー）ことなどが特徴です．線

幅特性に関しては，電流注入による波

長チューニング時に，線幅が劣化して

しまうという問題があるので，デジタ

ルコヒーレント用光源としては，不利

となります．

以上のように，波長可変レーザの構

造に関しては，いずれも一長一短があ

り，それぞれ性能競争をしながらアプ

リケーションに応じて使用されていく

ものと考えられています．

波長可変DFBレーザアレイの

狭線幅化

NTTフォトニクス研究所では，モー

ドの安定性，量産性を重視して，波長

可変DFBレーザアレイ（TLA: Tun-

able DFB Laser Array）の研究開

発を進めてきました（1）．10 Gbit/s用

に開発されたTLAの線幅は数MHzで，

次期100 Gbit/sシステムの要求線幅

条件を満たしていません．そこで，

TLAの線幅の低減化を行った例につい

て紹介します．

半導体レーザの線幅は，共振器内に

存在するコヒーレント光の全光子数に，

自然放出光によるインコヒーレントな

光子がどの程度混入するかによって決

まります．一般にレーザ共振器長を長

くすれば，共振器内の全光子数が増え

るので，線幅特性を改善することがで

きます．そこで，DFBレーザを長共振

器化したTLAを試作し，線幅特性を

検証しました．DFBレーザの共振器長

を450，900，1 500μmとしたTLA

のチップ表面写真を図３に示します．

TLAは，DFBレーザアレイ部，光合

波器部，半導体アンプ（SOA: Semi-

conductor Optical Amplifier） 部

の３領域から構成されます．試作した

長共振器TLAは，DFBレーザ部分の

共振器長を変化させていますが，その

他の領域は同一構造としています．ア

レイ状に集積された12個のDFBレーザ

は，隣り合うレーザの発振光周波数が

400 GHz異なるように設計されていま

す．この中の１つのレーザを動作させ

ることにより，発振波長を大まかに選

択し，レーザチップの温度を変えるこ

とにより，発振波長を調整します．し

たがって，4.8 THz（＝12×400 GHz）

の光周波数帯域中の任意の光周波数

で動作させることができます．レーザ

光は，光合波器で１つの光導波路に

結合され，SOAで増幅され，光出力

が調整された後，光ファイバに結合さ

特
集
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表　波長可変レーザの構造別分類

レーザ構造

外部共振器型レーザ

DFBレーザアレイ

DBRレーザ

線幅 備考

ハイブリッド構成，制御が複雑

モード跳びがなく高信頼性

制御電流により線幅劣化

◎

○

△
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れます．

線幅を全波長チューニング域に対し

て測定した結果を図４に示します．光

周波数は，50 GHz間隔のＣ帯WDM

グリッド上に設定し，ファイバ光出力が

20 mWとなるような条件で動作させま

した．DFBレーザ長450，900，1 500

μmのTLAの線幅は，それぞれ１～

３ MHz，300～600 kHz，90～160

kHzとなっており，長共振器化により

線幅特性が改善されていることが分か

ります．DFBレーザ長900μm以上の

TLAで，１MHz以下の線幅となって

おり，100 Gbit/sシステムへの要求条

件を満たします．実際に，本TLAを，

QPSKやさらに狭線幅光源が要求され

る 16 QAM（ Quadrature Ampli-

tude Modulation）を用いたデジタル

コヒーレント方式の伝送実験に使用

し，その有用性が確認されています（2）．

今後の展開

次世代光通信システムとして，100

Gbit/sシステムの開発が行われていま

すが，さらに多値化を進めた10 0

Gbit/s超のシステムに関する研究も検

討されています．そこでは，さらに位

相ノイズの小さい光源が求められます．

今回取り上げた線幅特性以外にも，高

出力化，波長チューニングの広帯域化

など，波長可変光源のさらなる高性能

化に向けて，研究開発を推進していき

ます．
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WDMネットワークの発展に伴い，波長可
変レーザも急速に進展を遂げてきました．
我々は，光半導体デバイスの研究開発を推
進していくことで，今後も光ネットワーク
の発展に貢献できるようにしたいと考えて
います．
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図４　スペクトル線幅のレーザ共振器長依存性 
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図３　DFB レーザを長共振器化した波長可変レーザ 
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