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光通信システムにおける信号 
対雑音比の抜本的改善の必要性

近年，デジタルコヒーレント光通信技
術が飛躍的に進歩し，周波数利用効率
の向上による光通信システムの大容量
化が進展しています．シャノンの通信理
論によれば，高い周波数利用効率を得
るためには高い信号対雑音比（SNR: 
Signal to Noise Ratio）が必須の条件
となりますが，近年光ファイバの非線
形光学効果と光増幅器の雑音による
SNRの限界が指摘され始めています（1）．
光増幅器を中継器として用いた光伝送
システムにおいては，中継器からの雑
音の累積と伝送ファイバ中で生じる非
線形光学効果に起因した符号間干渉に
よるSNRの劣化が，伝送距離を制限す
る主要因となっています．特に近年の
デジタルコヒーレント方式に伴う光信
号の多値化により信号点間の距離を確
保できなくなるため，SNRに対する要
求が急激に厳しくなってきており，光
通信システムのSNRを抜本的に改善す
る必要性が急速に高まってきています．

高効率PPLN導波路を用いた 
位相感応光増幅器（PSA）

光の位相状態に応じた増幅特性は，

非線形光学効果における光パラメト
リック増幅（OPA: Optical Parametric 
Amplification）による励起光からのエネ
ルギー移行を用いることで実現できま
す．励起光の位相を基準とすれば光信
号の 2 つの直交する位相に対して一方
には利得を与え，他方には減衰を与える
特性を有します．この光位相に依存した
増幅特性が従来の光増幅とは全く異な
る点であり，さまざまな機能を発現でき
ます．

最大の特徴は，EDFA（Erbium Doped 
Fiber Amplifier）などに代表される従来
のレーザ増幅器では標準量子限界＊1に
より増幅前後でSNRが必ず 3 dB以上劣
化するのに対し，位相感応光増幅器

（PSA: Phase Sensitive Amplifier）で
は理想的には雑音指数（NF: Noise 
Figure）＊ 2が 0 dB（2），つまりSNR劣化
のない光増幅が可能となることです

（図 1（a）：機能①）．この超低雑音性に
加え，直交位相成分の圧縮（スクィー
ジング効果）によりファイバ伝送中に
生じた位相雑音の低減が可能となりま
す（図 1（a）：機能②）．さらに，光パ
ラメトリック増幅過程は入力光信号の
変調速度よりも高速に応答できるた
め，利得の飽和領域で動作させること
で強度変動も同時に抑制可能となりま

す（図 1（a）:機能③）．このように，
PSAは光増幅器自体の低雑音性に加
え，伝送により発生した非線形雑音を
低減できる可能性を有するため，シス
テム全体として大幅なSNRの改善が
期待できます．

非線形増幅媒質として周期分極反転
ニオブ酸リチウム（PPLN: Pe ri od
ically Poled Lithium Niobate）導波路
を用いたPSAの基本構成を図 1（b）に示
します．EDFAで増幅した1.5 μm帯の
連続波光を局発光とし，PPLN導波路
に入射することで第二高調波発生

（SHG: Second Harmonic Generation）
過程により0.78 μm帯の励起光を生成
します．励起光と信号光をもう一方の
PPLN導波路に入射しOPA過程を用
いて位相感応な光増幅を行います．
PSAにおいて高い利得を実現するた
めには，増幅に用いる非線形媒質が高
い励起光パワーで高い変換効率を有す
る必要があります．私たちの研究グ
ループでは非線形光学媒質として用い

非線形光学 光パラメトリック増幅 光信号処理

＊1	 標準量子限界：量子光学における不確定性
原理に起因した制約であり，レーザ光増幅
器を含む位相感応でない従来の光増幅器に
課せられる理論限界．

＊2	 雑音指数：信号を増幅したときの入出力間
でのSNRの劣化の度合いを示す指数．雑音
指数が高いほど増幅により信号品質が劣化
します．

極限に挑む低雑音位相感応光増幅技術

デジタルコヒーレント光通信技術が飛躍的に進歩し，光信号の多値化が
進展したことで，光通信システムの信号対雑音比（SNR: Signal to Noise 
Ratio）を抜本的に改善する必要性が急速に高まってきています．本稿では，
従来の光増幅器の原理的限界を超える低雑音光増幅と信号品質の再生機能
を併せ持ち，システム全体として大幅なSNRの改善が期待できる位相感応
光増幅（PSA）技術について紹介します．
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るニオブ酸リチウム（LiNbO3）結晶
自体の損傷耐性の向上を図るととも
に，異種基板上へPPLNを直接接合す
ることで結晶の持つ耐性を損なうこと
のない導波路構造作製技術を開発して
きました（3）．さらに，LiNbO3結晶の加
工には適用が困難であるとされてきた
ドライエッチング技術の開発により微
細導波路の高精度加工を実現すること
で，高い光損傷耐性と高い波長変換効
率の両立に成功しました（4）．これにより，
初めて光通信への応用が可能なPSAを
構成することができました．

波長の大きく異なる励起光・信号光
を簡便かつ安定的に入出力するために
PPLN導波路はモジュール内に実装し，

2 つの光の位相はフィードバック機構で
ある位 相 同 期（PLL: Phase Locked 
Loop）回路を用いて同期しています．
図 1（c）はPPLNモジュールの外観写真
です．モジュールは，それぞれの波長
に適したファイバからの入力を誘電体
多層膜ミラーで合分波できる構成とし
ています．これにより，光ファイバと
PPLN導波路との低損失な結合を実現
すると同時に安定性を確保しました．

連続波光に対して位相感応光増幅動
作させたときの同位相および直交位相
利得の励起光パワー依存性を図 1（d）に
示します．励起光パワーの増大に対し
て対称的に，同位相利得は増大，直交
位相利得は減衰していることが分かり

ます．10 dB以上の利得が得られ，素
子の変換効率と励起光パワーから算出
される理論式ともよく一致していま
す．これはPPLN導波路内で信号光と
励起光が空間的に高いオーバラップを
していると同時に，連続波光での励起
により時間的にも高い相互作用が得ら
れており，理想的な位相感応増幅特性
が達成できていることを意味していま
す．さらに本PSAでNFを評価したと
ころ，従来の増幅器では達成不可能な
標準量子限界（NF: 3 dB）を超える
NF: 1.8 dBの超低雑音増幅が確認でき
ています（5）．NFの劣化要因の大部分
は入力ファイバとPPLN間の結合損
失によるもので，結合損失の改善に

直交位相利得
（減衰）

（a）　PSAの機能

（b）　PSAの基本構成

（c）　PPLNモジュールの外観

（d）　同位相および直交位相利得の励起光パワー依存性
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よりさらなる低雑音増幅が期待でき
ます．

インライン型PSAによる強度 ･
位相再生機能を用いた多中継伝送

PSAの低雑音性や強度 ・ 位相の再生
能力は，長距離伝送における中継増幅
器として複数回用いた場合に顕著な効
果が期待できます．PSAを光中継増幅
器として動作させるためには変調され
た信号光の搬送波位相に同期した連続
波の励起光を信号光とは独立した局発
光から生成する必要があります．図 ₂（a）
に 2 位 相 偏 移 変 調（BPSK: Binary 
Phase Shift Keying）信号に対して中
継増幅が可能なインライン型PSAの
構成を示します．分岐したBPSK信号

光の一部を，PPLN中で第二高調波光
〔SH（Second Harmonic）光〕に変換
します．これにより信号波位相も 2 逓
倍されるため， 0 とπの位相変調を
キャンセルし，搬送波位相を抽出する
ことができます．同じPPLN中での差
周 波 発 生（DFG: Diff  er ence Fre
quen  cy Generation）過程により搬送
波位相を1.5 μm帯の光に変換し，光
注入同期により搬送波位相を局発光源
に同期します．この局発光を用いるこ
とで位相感応増幅の中継動作が可能と
なります．

安定動作のため，図 2（a）中の 3 つ
のPPLNモジュールや注入同期用局
発光源等のインラインPSAの主要光
学部品とその電気制御系を図 2（b）に

示す1₉インチユニットに収容し，増幅
特性を確認した結果を図 2（c）に示し
ます．ユニットの全損失5.7 dBを加味
しても12 dBの外部利得を持つBPSK
信号に対する高利得PSAが実現でき
ていることが分かります．

さらに，本インラインPSAを周回
伝送路における中継増幅器として適用
し，EDFAとの比較により効果を検証
した結果を図 2（d）に示します．左側
のコンスタレーションは，EDFAを単
体で用いた場合に最良の伝送特性が得
られた入力パワーの条件下における
70周回（約3000 km）伝送後の結果で
あり，光ファイバ中の非線形効果と
EDFAの自然放出光による強度 ・ 位相
雑音により信号品質が劣化しているこ

PSA: + 7 dBm, 70周回（2940 km）

（PSA out）
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とが分かります．一方，右側のコンス
タレーションは，EDFAとPSAを併
用した場合においてPSAの利得飽和
条件が満たされる入力パワーでの同一
周回である70周回伝送後の結果であ
り，PSAのスクィージング効果によ
る位相雑音の低減と利得飽和による強
度雑音の低減により信号品質の大幅な
改善が確認できています．

多値信号 ･ 偏波多重信号増幅
への適用

既存の光通信システムや，今後さら
なる進展が見込まれるデジタルコヒー
レント技術との親和性の観点から多値
変調フォーマット信号かつ偏波多重さ
れた信号増幅に対応することは極めて
重要です．

前述のPSAは，縮退パラメトリッ
ク過程を用いているため 2 値の信号
しか取り扱うことができませんが，非
縮退パラメトリック過程を用いること
で多値変調信号へ対応可能なPSAを
実現できます．OPA過程では，周波
数 2 ωの励起光からω 1 とω 2 の信号
光とアイドラ光へのエネルギー移行が
起きますが，このときω 1 ＝ω 2 の場
合は縮退型と呼ばれ，ω 1 ≠ω 2 の場
合は非縮退型と呼ばれます（図 ₃（a））．
非縮退型では，アイドラ光を信号光の
位相共役光とするといった相互作用す
る光波の位相関係を適切に設定するこ
とで多値変調信号へ対応が可能となり
ます．

また，PPLNに代表される二次非線
形光学媒質には偏波依存性があるた

め，偏波多重信号を増幅するためには
2 つの偏波成分を独立に増幅する偏
波ダイバシティ構成が必要となりま
す．私たちの提案した偏波ダイバシ
ティ構成を図 3（b）に示します．入力
信号を偏光ビームスプリッタ（PBS: 
Polarizing Beam Splitter）で分離し
た後増幅し，同じPBSを用いて再合
波するループ型の構成となっていま
す．ループ構成は 2 つの偏波成分が同
じ光路を通るため偏波成分間の光路長
の制御が不要という利点があります
が，一方で不要な反射光がそのまま偏
波分離した他方の光信号成分に重畳さ
れ信号品質が劣化するという課題もあ
りました．特に，ループ内で反射光が
増幅されると大きな反射雑音となって
しまいます．私たちは，ループ内に 2

Y
偏
波

（a）　パラメトリック過程

（b）　偏波ダイバシティ構成 （c）　位相感応増幅の結果
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図 ₃ 　多値信号・偏波多重信号増幅
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つの独立したOPA機構と，OPA間に
偏波回転機構を設けることで反射光雑
音の大幅な抑制を図りました．PPLN
の持つ片偏波増幅特性を活かし，
OPA間で偏波を₉0°変えることで反射
光の増幅による雑音増大を抑制するこ
とができます．

上述した偏波ダイバシティ構成にお
いて，位相共役なアイドラ光を用いた
非縮退パラメトリック増幅を適用し，
偏波多重（PDM: Polarization Division 
Multiplexing）された多値変調信号の
位相感応増幅が可能かを確かめた結果
を図 3（c）に 示します．送 信 器 で20 
Gbaudの 4 位 相 偏 移 変 調（QPSK: 
Quadrature Phase Shift Keying）信号
からDFGによりアイドラ光を生成した
後 2 分岐し，遅延をかけて偏波多重す
ることで80 Gbit/sのPDMQPSK信号
を生成しました．さらにPSAの持つ位
相雑音のキャンセリング効果を確かめ
るために，変調器により位相雑音を付
加しています．変調器の持つ偏波依存
性により，偏波多重信号の片方の偏波

（Y偏波）に雑音が多く付加されている
ことが分かります．PSAでは，信号と
アイドラに同一方向の位相雑音が付加
されるとき，アイドラは信号に対して
逆位相を持つ信号を生成するため位相
雑音が打ち消し合います．信号を識別
できないほど位相雑音を付加したY偏
波に対してもPSA後では位相雑音が
低減され明確に 4 値を識別できてお
り，PDMQPSK信号に対する位相感
応増幅が動作していることが確認でき

ます．

今後の展望

本稿では，ネットワーク大容量化の
鍵となる光通信システムの抜本的な
SNR改善に向け，光通信への適用を
目指した位相感応光増幅技術の研究開
発について紹介しました．今後本技術
をさらに進展させ，デジタルコヒーレ
ント光通信技術の持つ潜在能力を最大
限に引き出し，将来の基幹系光伝送シ
ステムのさらなる大容量化への貢献を
目指しています．

本研究の一部は独立行政法人情報通
信機構（NICT）の高度通信 ・ 放送研
究開発委託研究「光周波数 ・ 位相制御
光中継伝送技術の研究開発」の一環と
してなされたものです．
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