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フォトニックネットワークに貢献する光半導体技術

高速イーサネットの現状

クラウドコンピューティングなどの

データ通信系サービスの急速な成長に

伴い，クライアントサイドネットワーク

に要求される伝送容量が急速に増加し

ています．このような要求にこたえる

ために，2010年に次世代の超高速

ネットワークを構成する規格の１つと

して，100ギガビットイーサネット

（100GbE）の標準化が完了しました．

一口に100GbEといっても，信号の形

態（電気または光）や伝送距離に応じ

て，いくつかの規格があります．その

うち光を信号として用いる規格につい

ては，ラック間（～100 m）のデータ

のやり取りをする比較的伝送距離の短

いものから，中・長距離のビル間

（～10 km），遠隔ビル間（～40 km）

のデータのやり取りをするものがありま

す．この中で，中・長距離の通信を行

う1 0 0 G b E の規格はそれぞれ，

100GBASE-LR4，100GBASE-ER4

と名づけられており，送信側では，規

格で定められた４つの光の波長に対

し，それぞれに25 Gbit/sのデータを

乗せた後，重ね合わせて100 Gbit/s

の信号を生成するという，LAN-WDM

（Wavelength Division Multiplex-

ing）と呼ばれるマルチレーン方式が

用いられます．つまり，100GbEを実

現するためには，送信側において，

25 Gbit/sの信号を生成することが可

能な４つの光源と，それらの信号を１

本のファイバに束ねるための合波器

（MUX）が必要となります．

現状の100GbE用トランシーバの

問題点

図１に100GbE用第１世代トラン

シーバである，CFPトランシーバの概

要図を示します．トランシーバ内部は

光の送信部，受信部，電気信号処理

部からなり，送信部は４台のTOSA

（ Transmitter Optical SubAssem-

bly），それらのMUX，そして引き回

しのための光ファイバから構成されて

おり，そのサイズ，消費電力が非常に

大きく，必要な光部品の数も多くなっ

ています．100GbEの普及を図るため

には，そのサイズ，消費電力を低減し，

製造コストを小さくする必要があり

ます．

本稿では，100GbEなどの高速イー

サネット用光源の最近の進展について

紹介します．まずはじめに，次世代

100GbE用トランシーバへの適用を目

指した，超小型モノリシック集積光源

について述べ，さらに，100G超ネット

ワーク実現に向けた，超高速変調器集

積光源について紹介します．

超高速イーサネット用変調器集積光源

送信部 
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図１　CFPトランシーバ内部の概要図 
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本稿では100ギガビットイーサネット（100GbE），および100G超ネット
ワークへの適用を目指した，超高速信号を生成する，光半導体変調器集積光
源の最近の進展について紹介します．
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100GbE用モノリシック集積光源

前述したように，現行の100GbE用

トランシーバにおいては，そのサイズ，

消費電力の大きさが重大な問題となっ

ています．この課題を解決するために

は，４つの25 Gbi t/s光源，および

それらのMUXを何らかの方法で集積

する必要があります．我々は，NTT

フォトニクス研究所で研究開発を進め

てきた，半導体光デバイス設計技術，

および高品質結晶再成長技術を駆使

することにより，４つの電界吸収型変

調器集積レーザ（EADFBレーザ），

そしてそれらのMUXを１つのチップに

モノリシック集積した，超小型

100GbE用半導体集積光源を世界で

初めて実現しました（1）．作製したチッ

プの顕微鏡写真を図２に示します．４

つのレーザ，EA変調器，光出力モニ

タのためのモニタPD（PhotoDiode），

そして，多モード干渉（MMI: Multi-

Mode Interface）カプラを用いた

MUXがモノリシック集積されており，

そのサイズは2×2.6 mm2と非常に小さ

く，本チップを実装した送信モジュー

ルにより，従来のCFPトランシーバの

送信部に比べ，90％以上の体積削減，

必要な光部品の数を４分の１以下に

縮小することに成功しました．次に，

本チップを構成する主要な技術につい

て紹介します．

まずレーザ部について，これまで用

いていた通常の位相シフト型DFB

（Distr ibuted-FeedBack）レーザ

（図３（a））では，発振モードは非常に

安定化されますが，共振器内に光が強

く閉じ込められ，また，前方，後方端

面から同じだけの光出力が得られるた

めに，前方への光出力はそれほど大き

くありません．そこで，安定な発信

モードを保ったまま，光出力を向上さ

せるために，図3（b）に示すようなリア

グレーティング（RG）構造を導入し

ています．この構造では通常の位相シ

フトグレーティングの前方に，回折格

子を形成しない増幅領域を持たせ，共

振器内の光強度分布を非対称にし，

前方からの光出力取り出し効率を高め

るものです．図４（a）に作製したEADFB

レーザアレイモジュールの光出力注入

電流依存性を示します．通常DFB

レーザに比べて，RGレーザを使用した

モジュールの出力が２dB程度改善さ

れているのが分かります．また図４（b）

にRGレーザの発振スペクトルを示しま

す．サイドモード抑圧比50 dB以上で

４レーンそれぞれのレーザがシングル

モード発振していることが分かります．

次に変調器部についてですが，EA

変調器を駆動する際には，その駆動電

圧振幅Vppが消費電力に大きな影響

を与えます．Vppが小さければ，変調

器を駆動するドライバの消費電力を低

減できる可能性があり，エレクトロニ

クスにおける消費電力削減を光デバイ

ス側から助けることができます．ここ

では，我々独自の半導体量子構造設

計技術を駆使して，低電圧駆動のた

めのEA変調器に用いる多重量子井戸

構造を設計しました．具体的には，電

圧のかかるノンドープ層の厚さを薄く

して電界をかかりやすくすることで，

図５（a）に示すように消光カーブを急峻

化させ，少ない電圧で大きな吸収の変

化を得られるようにしました．その際，

少ない層厚でも１井戸当りの吸収を十

分に確保できるように量子井戸を設計

しています．図5（b）に25 Gbit/s駆動

時の動的消光比のVpp依存性を示し

ます．４レーンすべての波長に対して，

わずか0.5 VでLR4システムに要求され

る４dBという動的消光比を満たすこ

とができることが分かります．図２　100GbE用モノリシック 
　　　集積光源 

図３　DFBレーザの共振器方向断面図 

（a）　通常位相シフト型DFBレーザ 

共振器内光強度分布 

（b）　RGDFBレーザ 
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100G超イーサネット向け光源

ここまで100GbE向け光源の研究の

進展を紹介してきましたが，世界では

100G超ネットワークに関する議論がす

でに始まっています．100G超ネット

ワークでは，１波長で必要な伝送容量

を確保することは難しいと考えられる

ため，100GbEと同様にマルチレーン

方式が必須になると考えられます．こ

のとき，100GbEで用いられる１波当

り25 Gbit/sの光源を必要なだけ束ね

る，ということも可能ですが，その場

合，必要なレーン数が増加し，サイズ

や消費電力が大きくなると考えられる

ことから，100G超ネットワークにおい

ては，１波当りの伝送速度を向上する

ことも非常に重要な課題になってきま

す．ここでは，100G超ネットワークへ

の適用を目指して試作した，１波当り

50 Gbit/sで動作するEADFBレーザ

について紹介します（2）．

50 Gbit/s用EADFBレーザのため

のチップ設計について簡単に説明しま

す．EA変調器では，光を吸収させて

０と１の信号をつくり出しますが，そ

の際，吸収した１つの光子に対して，

電子と正孔のペアをつくり出します．

通常，つくり出された，電子，正孔は

変調をかける中で，井戸の外へと掃き

出されますが，正孔は有効質量が重い

ため，電子に比べて井戸の中にとどま

りやすく，高速変調時には悪影響を与

図５　EADFBレーザアレイモジュールのEA変換器の特性 
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（a）　EA変調器の消光カーブ （b）　25 Gbit/sでの動的消光比のVpp依存性 

レーン０ 

レーン１ 

レーン２ 

レーン３ 

動
的
消
光
比 

RGレーザ 

DFBレーザ 

>50 dB 
 

図４　EADFBレーザアレイモジュールのレーザ特性 
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える可能性があります．そこで，図６

に示すように，引張歪量子井戸を用い

ることによって，この問題の緩和を

図っています．引張歪量子井戸では，

価電子帯の第１順位が軽い正孔

（LH：ライトホール）のバンドとなる

ため，その有効質量が重い正孔

（HH：ヘビーホール）が小さいことか

ら価電子帯バンドオフセット，ΔEvが

小さくなり，正孔が井戸の外に抜けや

すくなります．ここでは，シミュレー

ションによって，この歪量を最適設計

しています．

図７に作製したEADFBレーザの発

振スペクトルを示します．これらは８

個の独立したEADFBレーザのもので

あり，隣接する波長の間隔を400 GHz

としています（100GbEの半分）．た

だし，８個のEADFBレーザの層構造

はすべて同一です．便宜的に，もっと

も短波長側のレーザから順に，レーン

0～７としています．図８にバックツー

バック（BTB），40 km伝送後の50

Gbit/sでの各レーンの伝送波形を示し

ます．40 km伝送後も明瞭なアイ開口

が得られており，これらのEADFBレー

ザが，100G超ネットワーク向け光源

として有望であることが分かります．

今後の展望

本稿では100GbE用，そして将来の

100G超ネットワーク向け超高速光源

に関する研究の最新の成果について紹

介しました．今後は100G超ネットワー

ク向け光源の集積化，そして，さらな

る高速化を目指した新規光源の研究を

行いたいと考えています．
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次世代ネットワークを構成する新規光デ
バイスを研究開発していきたいと考えてい
ます．
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図６　引張歪量子井戸の価電子帯 
　　　バンドダイアグラム 

LH

HH
ΔEv

レーン０ 

（10 dB/div） 

1 290 1 295 1 300 1 305 1 310 1 315 1 320（nm） 

1 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

波長 

強
度 

図７　発振スペクトル 
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