
フォトダイオード・トランスイン

ピーダンスアンプの役割

光通信システムのより一層の大

容量化および長距離化に向けて，

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通信

方式の開発がさかんに行われています．

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通信

用光受信器の構成を図１に示します．

この受信器では，光ファイバ中を伝送

してきた信号光（ビットレート：最大

125.6 Gbit/s）に加えて，受信検波

に必要な局発光が同時に入力されま

す．入力された信号光は，光偏波と光

位相で多重化されたDP-QPSK（Dual

Polarization-Quadrature Phase Shift

Keying）変調信号であり，まず偏波

分離器においてX偏波・Y偏波の分離

が成され，次いで90度光ハイブリッド

において信号光と局発光を混合するこ

とで位相多重されていたＩチャネル・

Qチャネルが分離されます．ここで90

度光ハイブリッドは分離したＩチャネ

ル・Qチャネルそれぞれを差動信号形

式〔I-pos./I -neg.（Ｉチャネル正出

力/Ｉチャネル補出力），Q-pos./Q-

neg.（Qチャネル正出力/Qチャネル補

出力）〕で出力します．以上，偏波分

離器と90度光ハイブリッドによって，

偏波で２多重，位相で２多重，合計

２×２＝４多重されていた信号光を４

組の独立した差動光信号へと分離しま

す．分離された４組各々の差動光信号

のビットレートは，分離前の信号光

ビットレート（最大125.6 Gbit/s）の

４分の１の最大31.4 Gbit/sとなります．

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通信用光部品技術の研究開発 特
集

NTT技術ジャーナル 2011.3 67

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通信用
フォトダイオード・トランスインピーダンスアンプ

光通信システムの大容量化・長距離化に向けて，100 Gbit/sデジタルコ
ヒーレント通信の研究開発が進められています．NTTフォトニクス研究所で
は，100 Gbit/sデジタルコヒーレント通信用光受信器に必要な，高光入力パ
ワー時でも広帯域性能を維持するフォトダイオードと，広帯域性能を持ちな
がら幅広い入力信号レベル範囲に対して動作可能なトランスインピーダンス
アンプを開発し，その基本性能を確認しました．
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光デバイス 高速電子回路 光通信

図１　100 Gbit/s デジタルコヒーレント通信用光受信器の構成 
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フォトダイオード（PD: Photodiode）

は，この４組の高速な差動光信号を電

流信号へ変換する役割を担っています．

４組の差動光信号を個別に電流信号

へ変換するために，１組が２個からな

るフォトダイオード対４組，合計８個

のフォトダイオードが配置されています．

トランスインピーダンスアンプ（TIA：

TransImpedance Amplifier） は，

４組のフォトダイオード対から出力さ

れる高速な電流信号を電圧信号へ変換

すると同時に，次段のアナログ・デジ

タル変換器が動作可能な電圧振幅ま

で線形増幅する機能をつかさどります．

４組の独立した差動信号を別個に電

流・電圧変換かつ線形増幅するべく，

４個の差動入出力型の高速トランスイ

ンピーダンスアンプが備えられてい

ます．

100 Gbit/sデジタルコヒーレント

通信用フォトダイオード

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通

信においては，フォトダイオードに強

い局発光が入力されるため，高い光入

力パワーでも広帯域に動作するフォト

ダイオードが必要です．このような性

能を有するフォトダイオードとして，

我々は新たに複合電界型MIC-PD

（Maximized  Induced  Curren t -

Photodiode）（1）を考案しました．複

合電界型MIC-PDと従来型MIC-PD

のエネルギーバンド構造を図２に示し

ます．複合電界型MIC-PDは，従来

型MIC-PDのｉ形層の一部に，ｎ形

の電界制御層とｉ形のワイドギャップ

電子走行層を導入した構成となってい

ます．従来型MIC-PDでは，高い光入

力パワーのとき，多数のホールがｉ形

層に蓄積してｉ形層内の電界強度を

弱め電子・ホールの周波数応答を劣化

させてしまいます（空間電荷効果）．

一方，複合電界型MIC-PDでは，導

入されたｎ形の電界制御層とｉ形のワ

イドギャップ電子走行層の効果により，

ｉ形の光吸収層（図２（a）中ピンクの

ｉ形層部分）の電界強度が高められ，

高い光入力パワー時でも，電子・ホー

ルの周波数応答は劣化しにくくなって

います．

作製した複合電界型MIC-PDの周

波数応答特性を図３に示します．光入

力パワーとして低い－4 dBmの場合

と，高い＋4 dBmの場合それぞれの周

波数応答特性を測定しました．図３に

示されているように，－4 dBmと＋4

dBmの光入力パワーそれぞれの周波数

特性はほぼ同一であり，両者の光入力

パワーで３dB帯域が29 GHzであるこ

とが確かめられました．この結果は，

複合電界型MIC-PD構造が高い光入

力パワー下でも周波数応答を劣化させ

ないことを示しています．

また，複合電界型MIC-PDと従来

型MIC-PDの３dB帯域のバイアス電

圧依存性を図４に示します．このとき

の光電流は２mAであり，100 Gbit/s

デジタルコヒーレント通信で起こり得

図２　フォトダイオードのエネルギーバンド構造 
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図３　複合電界型MIC-PD の周波数応答特性 
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る高い光入力パワーの状態に対応しま

す．従来型MIC-PDでは，24 GHzの

３dB帯域を得るために－3.5 V程度の

バイアス電圧を要するのに対し，複合

電界型MIC-PDではわずか－2 V程度

のバイアス電圧で29 GHzの３dB帯域

を実現しています．この結果は，複合

電界MIC-PD構造による i 形光吸収

層の電界強度向上が，わずか－2 V程

度の低バイアス電圧下でも有効に機能

していることを示しています．なお本

MIC-PDは感度として0.8 A/Wが得

られており，100  Gb i t/sデジタルコ

ヒーレント通信用光受信器への適用に

十分な値が得られています．

100 Gbit/sデジタルコヒーレント

通信用トランスインピーダンスアンプ

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通

信において，トランスインピーダンスア

ンプが増幅する４組の差動信号の各々

のビットレートは最大31.4 Gbit/sと

非常に高速です．とあるビットレー

トBbit/sを増幅するのに必要なアンプ

の帯域は0.7 BHzであることが経験的

に知られており，100 Gbit/sデジタル

コヒーレント通信用のトランスイン

ピーダンスアンプは22 GHzもの広帯域

性能を有する必要があります．また，

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通信

において，トランスインピーダンスアン

プに入力され得る信号電流量の範囲は

約100 μAから１mA程度です．この

幅広い入力信号レベル範囲（入力ダ

イナミックレンジ）に対してほぼ一定

の出力電圧振幅が出力されるよう，ト

ランスインピーダンスアンプは動作する

必要があります．

我々は，上記の２つの要求性能が

同時に満足されるトランスインピーダ

ンスアンプを１μm InP HBT（InP

Hetero Junction Bipolar Transistor：

InPへテロ接合バイポーラトランジス

タ）プロセスを用いて設計しました．

１μm InP HBTは，トランジスタ単

体の速度性能指標である電流遮断周

波数が170 GHzと高く，トランスイン

ピーダンスアンプの広帯域性能を得る

には好適なトランジスタです．トラン

スインピーダンスアンプの回路構成を

図５に示します．フォトダイオードの

出力電流は，差動入力端子IT，ICか

ら入力され，TIAコア，ポストアンプ，

可変利得アンプ，高利得広帯域アン

プ，出力段アンプにより順次増幅され

て，差動出力端子OT，OCから電圧

信号として出力される構成となってい

ます．

また，約100μAppから１mApp程

度の広い入力信号レベル範囲に対して

ほぼ一定の出力電圧振幅を出力させる

べく，ピーク検出器と自動利得制御回

路が付加されています．ピーク検出器

で検出される高利得広帯域アンプの実

際の出力振幅電圧と，端子THCから

与えられる目標の出力振幅電圧を自動

利得制御回路が比較し，その比較結

果に基づいて実際の出力振幅電圧と目

標の出力振幅電圧が一致するように自

動利得制御回路は可変利得アンプの

特
集
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図５　トランスインピーダンスアンプの回路構成 
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図４　複合電界型MIC-PD と従来型MIC-PD の３ dB 帯域のバイアス電圧依存性 
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利得を制御します．この結果，入力電

流量が変化しても出力振幅が自動的に

一定になる機能が得られます．

さらに，本回路では差動信号間の

DC電圧オフセット（DC電圧の違い）

により，高速信号の増幅が阻害されな

いように自動オフセット制御回路も付

加されています．本回路の電源電圧

は－5.2 V，消費電力は１つのトラン

スインピーダンスアンプ当り660 mW

です．

今回作製したトランスインピーダン

ス利得の周波数特性を図６に示しま

す．トランスインピーダンス利得とし

て68 dBΩ（＝2 510 Ω），３dB帯域

として目標の22 GHzを超える23 GHz

が得られることを確認しました．

また，入力電流信号量の変化に対

する出力振幅電圧の変化を図７に示し

ます．付加されたピーク検出器と自動

利得制御回路が正しく機能し，入力

電流信号量160μAppから2.6 mApp

の幅広い範囲で出力振幅電圧が

540 mVppdとなっていることが分かり

ます．さらに，入力電流260μApp時

に，32 Gbit/sという高速信号に対し

て良好な出力波形（アイパタン）が得

られていることが確認できます．

ま と め

100 Gbit/sデジタルコヒーレント通

信用の高速フォトダイオードと高速ト

ランスインピーダンスアンプについて述

べました．

今後は，多波長信号を一括受信す

る可能性を踏まえ，より大きな光入力

パワー，より幅広い入力信号レベル範

囲に対しても動作可能なフォトダイオー

ド・トランスインピーダンスアンプの実

現を目指します．

なお，本研究の一部は総務省委託

研究「超高速光伝送システム技術の

研究開発」の助成を受けています．
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図７　トランスインピーダンスアンプの入力電流信号振幅と差動出力振幅 
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図６　トランスインピーダンスアンプの利得周波数特性 
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