
NTT技術ジャーナル 2011.744

30年で１万倍以上の大容量化を実現し
た光通信技術

●光通信の研究には，これまでどのような技術的な変遷が

あったのでしょうか．

現在の通信ネットワークでは，電話やFTTH（Fiber To

The Home）などアクセス網からのお客さまの情報が多

重・収容されて，メトロ・コア網とよばれる大動脈の光

ファイバを用いた大容量光ネットワークを通して伝送され

た後，再びアクセス網により各地域へ分配され，高信頼か

つ経済的な通信ネットワークが構築されています．私は，

入社以来，鉄道でいえば新幹線のような大動脈の部分にあ

たるこの大容量光ネットワークにおける超高速光通信シス

テム技術の研究開発に携わってきました．

国内で，光ファイバを光通信用の伝送媒体とする本格的

な研究が始まったのは1970年代中頃といわれています．

当時，光ファイバと半導体集積回路による「超高速電気多

重技術（ETDM: Electrical Time Division Multiplexing）」

によって光通信システムの高速化が進み，1981年に，初

めて32 Mbit/sの商用システムが実用化されました．

私が入社した1988年は，それから10年ほど経って，シ

ングルモード光ファイバを用いた日本縦貫ルートが完成し，

1本の光ファイバで1.6 Gbit/s容量のギガビット級の大容

量システムが初めて実用化されたころでした．研究所では，

次世代の10 Gbit/s容量を伝送するシステム研究開発がス

タートしていて，私はそのプロジェクトに配属されました．

それまでの光通信技術は，1つの波長（色）を使い，光の強

度を高速にON/OFF変調することで大容量の通信を実現す

る強度変調直接検波方式といわれるシステムで，主に電話

を経済的かつ高信頼に伝送するためのシステム技術として

発達してきました．10 Gbit/s容量というと，電話で約13

万回線となり，当時の地方の1県分の情報量に匹敵し，将

来的な需要に十分対応できると考えられていました．

ところが，1990年代の後半になると，インターネット

の登場によって，様相は一変します．データ通信が情報の

主役となり，飛躍的な伝送容量の向上が求められるように

なります．それとともに光通信の研究開発は，以降もいく

つかのめざましいシステム技術の誕生の歴史を経て，現在

では，1ファイバ1本で，当初の1万倍以上の1 Tbit/sを超

える大容量伝送が実現されるまでに至っています．

●通信容量が急速に向上した理由は何だったのですか．

伝送ファイバ中を光信号が進むと，光ファイバの損失に

より光の強度が100 km伝送後には100分の1～1 000分

の1程度に減衰します．信号品質を保って長距離伝送を行う

ためには，当時，約100 km程度ごとに光を電気信号に変

換して中継する光中継技術が必要でしたが，実用的な強度

変調直接検波方式によりさらなる高速化を目指すためには，

光中継技術の飛躍的な低雑音化の実現が大きな技術課題と

なっていました．そんな中で，エポックメイキングとなっ

たのが，1989年に開発された「光ファイバ増幅器」です．

光ファイバ増幅器は，希土類元素をコアに添加した光

ファイバを増幅媒体として光を増幅します．これは，非常

に単純な構造でありながら，入射された光を高効率で増幅

でき，しかも増幅媒体自体が光ファイバであるため伝送路
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の光ファイバとの整合性も良いのが特徴でした．

光ファイバの中にエルビウムイオン（Er）を添加した

「エルビウム添加光ファイバ増幅器（EDFA: Erbium-

Doped optical Fiber Amplifiers）」は，光ファイバの伝

送損失がもっとも少ない波長帯域（1.55μm付近）で光を

増幅できます．また，信号光より短波長の光で励起するこ

とで，エルビウムにエネルギーが蓄積されるため，非常に

効果的に信号強度を高めることができるのです．さらに

EDFAは，それまでの光通信では1本の光ファイバに1つの

波長で伝送していたのに対して，1本で100チャネル程度

の波長を束ねて一括増幅できる波重多重システムにより，

非常に効率良く大量の伝送を実現することができます．

EDFAは，1989年に有効性が実証されてから6年程度で

実用化され，光ファイバの伝送容量は一気に1波長当り10

Gbit/sの領域に達しました．以降，EDFAを活用したシステ

ムは，複数の波長を用いて伝送する波長多重システムとして

飛躍的に伝送容量を増やし，現在では，1本の光ファイバで

1.6 Tbit/sの容量が伝送可能なシステムも実用化されてい

ます．これは，1波長当り毎秒40 Gbit容量を送信し，2時

間のDVD映画のデータをわずか1秒で送信できる速度です．

また，「情報通信ネットワークに革命をもたらすキーデバ

イス」と呼ばれたEDFAは，インターネットとともに，そ

れ以後の世界を劇的に変えてしまいました．EDFAが開発

されなければ，ブロードバンド通信は，ここまで発展しな

かったのではないでしょうか．EDFAという1つの革新技術

は，研究のトレンドを変えただけでなく，世界中の研究所

の組織構造やシステム開発の考え方までを根底から変革し

てしまったのです（図１）．

当時，入社1年目だった私は，その歴史的な大変化を目撃

し，1つの技術が，これほどまでに大きな変化を起こすのだ

ということに目を見張る思いでした．振り返ってみると，

研究所の研究者たちが新しい革新技術の研究開発とそのシ

ステム応用に果敢にチャレンジし，タイムリーに実用シス

テムとして世の中に役立つものとするための研究開発を推

進する場に配属されたことは幸運であり，大変貴重な体験

だったと思います．

総伝送容量100 Tbit/s級を目指した「超大
容量デジタルコヒーレント光伝送技術」

●宮本さんが，現在，進めていらっしゃる研究についてお

聞かせください．

今後のデータトラフィックの伸びがそのまま続くと，10

年後には，現状の100倍程度にあたる100 Tbit/sクラス

伝送容量が必要となります．そのような時代に対応するた

めの光通信システム技術の確立を目指しています．そのた

めには従来技術の高性能化のみならず，さらに新しい技術

が必要になっています．そこで，期待されているのが，「超

大容量デジタルコヒーレント光伝送技術」です．

図１　光ネットワークにおける大容量光伝送技術のトレンド 

1980年代の光化以降，長距離大容量光伝送技術は光ネットワークの経済化・効率化 
（32 Mbit/s⇒1.6 Tbit/s：40 km⇒500 km）に貢献し， アクセス系・構内系（GbE， 
10GbE）等他分野へ展開・発展した． 

研究ターゲット（100 Tbit/s） 
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デジタルコヒーレント光伝送技術は，「光コヒーレント伝

送技術」と「デジタル信号処理」を融合させた技術です．

コヒーレント技術は，情報を送るのに搬送波の強度のみな

らず，周波数や位相，偏波を活用することにより大容量伝

送を実現する方式です．携帯電話や無線LAN等の無線技術

と同様，デジタル信号処理を組み合わせることで，信号の

伝送速度と容量を飛躍的に増加させることができます．

現在の大容量光通信システムでは，複数の異なる波長を用

いて1本の光ファイバで1 Tbit/s以上の伝送容量を実現しま

す．一方，波長を並べて一括光増幅中継できる波長範囲は有限

であり，現在は約4 THz程度です. よって，さらなる大容量化

を進めるためには1本の光ファイバにさらに多くの信号を詰め

込むための技術が必要です．そこで，無線で実用化されている

信号処理技術を応用・発展させ，光の強度・位相を同時に変調

することで限られた周波数帯域で１波長当りに伝送できる容量

を高速化し周波数利用効率を向上させることで，伝送容量を上

げようというのがデジタルコヒーレント伝送技術です．

デジタルコヒーレント伝送技術を適用することにより，

従来の10倍から100倍の伝送容量を実現することが可能

と考えられています．ただし，そのためには信号処理を実

行する半導体（LSI）に必要とされるスループットが1

Tbit/sを超える高速処理を実現する必要があります．従来

は，そのような超高速信号処理の実現が困難でしたが，近

年の半導体の進歩によってその実現が可能となりつつあり

ます．現在，デジタルコヒーレント伝送技術を使って，1波

長に100 Gbit/sの信号を乗せ，1本の光ファイバで総伝送

量10 Tbit/s程度の容量を安定的に伝送させることができ，

技術の成熟度も，実用レベルに近くなっています．

最近では，この技術をさらに高度化し新たな技術を創出

することで，さらに10倍の100 Tbit/s級の伝送も実験室

レベルで実現されつつあります．私たちの研究所も，100

Gbit/s級のシステム技術の研究開発を開始して5年間ほど

たちますが，世界の主要な国際会議における最新データを

競うポストデッドラインセッション等において，コンスタ

ントに論文採択され，伝送性能のトップデータ争いで抜き

つ抜かれつの状態で技術開発を進めています（図２）．その

ような場所での競争等をとおして，自分たちの技術が世界

のシステム研究開発のトレンドの中で，正しい方向を向い

ているか常に確かめつつ，研究開発を進めています．

「電子立国ニッポン」の「養殖ハマチ世代」

●もともとは半導体の研究をされていたとお聞きしました

が，現在の光ファイバの研究に就かれるきっかけは何だっ

たのでしょうか．

私が新入社員のころはバブルの真っ最中で，当時，世間
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図２　偏波多重16QAMデジタルコヒーレント光変復調技術による69.1 Tbit/s 光伝送実験 
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では私たちのことを「養殖ハマチ世代」と呼んでいました．

しかし，世の中が，いつまでも養殖してくれるわけではあり

ません．やがて，バブルは弾け，金融業界を中心に不況の波

が日本を襲いました．大学の同級生の中には，金融業界に就

職先を求めた人たちも多く，あの大きな変化で苦労した友人

も少なくありません．もともとモノづくりが好きだった私は，

ハードウェアに関する仕事がしたくて，大学では半導体の基

礎研究を専攻していました．その流れの中で，自分にとって

やりがいのある半導体を活かした，世の中に役立つ分野を求

めてNTTに入社したように思います．当時，半導体技術で

世界を席巻していた日本が「電子立国ニッポン」と呼ばれ，

その発展を期待されていた時代です．当時のNTT研究所に

は，超高速半導体分野において優れた研究をされている方々

が多く，それがNTTに入社するきっかけにもなりました．

研究所で配属されたのは，半導体そのものを研究する部

門ではなく半導体を活用して大容量光通信システムを研究

する部門でした．光通信システムは，大学院の講義等で聞

いて面白い分野があると思っていましたが，それまで半導

体のほんの一分野しか知らなかった当時の私にとって，光

通信システムは全くの未知の世界でした．同期入社の中で

ももっとも光の分野の知識が乏しく，本当にこの分野で

やっていけるか，一時は辞めようかと考えたほど悩んだこ

ともありました（笑）．

しかし，入社間もなく，幸いにも前述したEDFAという

革新技術が，周辺基盤技術とともに光通信システムの世界

を塗り替えていく過程に，参画することになりました．自

分の設計した回路が安定に動作することで，わずかながら

研究開発に貢献できた経験や達成感が，今振り返ると，そ

の後の自分自身の研究開発への大切な基盤になっているよ

うに思います（写真）．その後，いろいろ苦しい局面があっ

たときに，あきらめずに研究を続けてこられたのも，その

当時の大きな技術革新の波の中で得られたいくつかの経験

があったからのように思います．また，今では，デジタル

コヒーレント技術でも，期せずして半導体技術とかかわる

展開になっていることも嬉しいことです．

●最後に，宮本さんから若い研究者の方々にアドバイスを

いただけますか．

1つは，特にシステム研究開発にかかわる研究分野では

「世の中の役に立つ場面」を意識して研究開発することが大

事であるということです．現在，我々が取り組んでいる研

究開発は，光通信において最先端分野と位置付けられます

が，それが「研究のための研究」に陥ることなく，実用に

耐える技術になるよう，日々，技術分野のバランスを取っ

ていくことがとても大切です．既存技術と全く親和性のな

いものとなると，せっかくの技術もその価値を示すことは

できません．ですから私は，日頃から，最先端技術の研究

を進めつつ，実用の世界の

技術課題にかかわりを持っ

て研究を行うことが理想だ

と思っています．それが

「最先端技術のタイムリー

な実用化」につながる第一

歩であり，成果が使われる

ことで世の中に貢献できる

ことが，研究者として大変

やりがいにつながるのでは

ないか思います．

もう1つは，我々の現在

の成果は，諸先輩方がこれ

まで積み上げていただいた

実績や，周辺技術の発展か

ら大きな恩恵を受けていることを意識してほしいというこ

とです．もちろん我々自身の努力による成果も必須ですが，

先端技術さえあれば，すべてが可能になるわけではありま

せん．何もないところから闘いを始めるのは至難の業です．

実際，デジタルコヒーレントシステムを構成するコヒー

レント検波方式は，私が入社当時の20年前に，精力的な研

究が進められそれまでの光の強度変調（ON/OFF変調）直

接検波方式に代わるものとして，コヒーレント検波技術が，

超高速大容量化を目指す光通信技術の次の本命になるだろ

うといわれていました．ところが，1989年のEDFAの登

場によって，強度変調（ON/OFF変調）直接検波方式の性

能が飛躍的に向上し，それまで進められていたコヒーレン

ト技術は，その後20年近く棚上げされてしまったのです．

ところが，デジタル信号処理技術の発展により，今，コ

ヒーレント技術は，20年の時を超え，違うかたちで本命技

術として再登場を果たしました．

コヒーレント検波方式を開発していた先輩たちが残して

くれた研究基盤がなければ，現在の波長多重伝送方式や，

最近のデジタルコヒーレント方式を実現することは難しかっ

たでしょう．この技術に必要とされる高性能半導体レー

ザや光受動デバイス等の基本技術が確立されていなかった

なら，たぶん現在のような成果を得ることは難しかったの

ではないでしょうか．その意味で，我々は非常に恵まれた

環境と実績の基で研究開発に従事しているのです．そのこ

とを意識し，それが当たり前ではないことを知り，その知

見をこれからの研究に生かしてほしいのです．

ただ，これらのことは口で説明してもなかなか理解して

もらうのは難しいことです．ですから，私は，かつて私自

身が先輩方から教えてもらったように，技術の実用化に向

けた技術課題に取り組み，そこに見えてくる課題を解決す

るプロセスに参加してもらうことで，次の研究開発のヒン

トを得る環境の大切さを伝えたいと思っています．

写真　199 1年，東京を起点に
10 Gbit/ s光増幅中継システムの
フィールド環境実験を行ってい
る入社間もないころの宮本氏


