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Beyond 100G 光トランスポートネットワークに向けたデバイス技術開発

ネットワークの高速大容量化

近年のモバイル，クラウドサービス
の普及に伴う旺盛な帯域需要に対応す
べく，ネットワークの高速大容量化の
検討が活発に行われています．ネット
ワーク装置の規格の 1 つである「イー
サネット」の標準化では，100ギガビッ
トイーサネット（100GbE）が2010年
に，IEEE 802.3ba（1） として規格化さ
れました（図 1 ）．100GbE仕様の 1
つであるシングルモード光ファイバ

（SMF）を用いた10， 40 km伝送規格
（100GBASE-LR4/ER4）では， 4 つ
の異なる25 Gbit/sのデータ信号を，
各々異なる波長を用いて波長多重

（WDM: Wavelength Division Multi-
plexing）したマルチレーン構成が採
用されています．その後，2013年か
らIEEE（Institute of Electrical and 
Electronics Engineers）で標準化作
業が開始された400ギガビットイーサ
ネット（400GbE（2））では，50 Gbit/s 

（25 Gbaud PAM-4＊ 1 ）のデータレー
ンを 8 波長で多重する方式が一部の

規格に採用されており，トランシーバ
ではCFP- 8（3）として仕様化が進めら
れています．この規格では 8 波長を使
用するため， 4 波長の送受信モジュー
ルを 2 つ用いることが想定されており，
トランシーバの小型化の要求から，波
長数を半分にした100 Gbit/sのデータ
信号を 4 波長で多重する（100 Gbit/s
× 4 λ）方式が，将来技術として検討
され始めています．トランシーバの帯
域を向上させ，かつ波長多重数を低減
するためには， 1 波長当りの情報量を
増やす必要があります．

NTTデバイスイノベーションセンタで
は，1 波長当りの伝送レートを高速化す

るために，周波数特性を抜本的に改善
する実装技術を開発しました．この技
術を用いれば，1 波長で100 Gbit/s伝
送（100 Gbit/s/λ）の伝送が可能と
なり，400GbEは 4 波長で伝送するこ
とができます．以下に，モジュール小
型化に必須となる100 Gbit/s/λ伝送
を可能とする高周波実装技術について
説明します．

100 Gbit/s/λ-高周波実装技術

次 世 代 の400GbEで は，50 Gbaud 
PAM-4信 号（100 Gbit/s信 号 ） を，
4 波長分用いる方式が候補の 1 つと
してあげられています．この方式では，
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図 １ 　イーサネット規格の動向

＊1	 PAM（Pulse Amplitude Modulation）：多
値変調方式の一種で，振幅方向をマルチレ
ベル化することで，１ 変調当りの情報量を
増加することができます． 4 値変調では，
PAM-4： log24=2ビットとなります．

100 Gbit/s/λ伝送の実現をめざした光送信 
モジュールの高周波実装技術

NTTデバイスイノベーションセンタでは，400ギガビットイーサネット
用光トランシーバのさらなる小型・低消費電力化を想定し，これを実現す
るための基盤技術として開発を進めています．本稿では， 1 波長当り100 
Gbit/sを超える光送信モジュールに適用可能な高周波実装技術について紹
介します．
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4 つの強度レベルを持つ多値変調
（PAM-4）フォーマットを用いており，
かつ50 Gbaudと高速なシンボルレー
トとなるため，光モジュールには，平
坦かつ，広帯域な周波数応答特性が求
められます．従来型の光送信モジュー
ルでは，ワイヤを介して高周波のデー
タ信号を，EA-DFBレーザのEA変調
器に給電します．しかしワイヤは寄生
成分を持つため，ワイヤを伝搬する
データ信号の高周波特性を劣化させる
問題がありました．50 Gbaud PAM-4
方式では，シンボルレートが従来に比
べ高速となることから，ワイヤによる
高周波特性の劣化が大きな課題となり
ます．

この課題を解決するため，ワイヤ接
続が不要となるフリップチップ＊ 2

（Flip-Chip）接続技術を採用しました．
ワイヤ接続，フリップチップ接続によ
るEA-DFBレーザへの高周波信号の
給電形態について図 ₂ に示します．ワ
イヤ接続では，サブキャリヤ上に，
RF配線基板，EA-DFBレーザ，そし
て終端抵抗が搭載されており，それぞ

れがワイヤで，電気的に接続されてい
ます．一方，フリップチップ接続では，
フリップチップ接続基板と数10ミク
ロンサイズの微小なAu（金）バンプ
でRF配線基板とEA-DFBレーザが接
続されるため，接続部における寄生成
分による影響が非常に小さく，高周波
信号の劣化の抑制が可能です．ワイヤ
接続，フリップチップ接続の周波数応
答特性を図 ₃ に示します．フリップ
チップ接続によって寄生成分が低減さ

れ，周波数応答特性が広帯域かつ平坦
となっていることが分かります．

フリップチップ接続を用いた光送信
モジュールでのBack-to-Back，10 km
伝送後における光信号波形を図 ₄ に

＊2	 フリップチップ接続：基板間を接続する実
装方法の １ つ．アレイ状に並んだバンプと
呼ばれる突起状の端子によって接続します．
ワイヤ ･ ボンディングに比べて実装面積を
小さくできるため，狭ピッチ化による小型
化，多出力，一括接合等からコスト低減が
期待できます．
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図 2 　高周波信号の給電形態
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図 3 　ワイヤ接続，フリップチップ接続の周波数応答特性
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示します．広帯域かつ平坦な周波数特
性により10 km伝送後でも，4 値（ 0 ，
1 ， 2 ， 3 レベル）の良好な光信号
波形が観測されています．

Back-to-Back，10 km伝送時のビッ
トエラーレート特性を図 5 に示しま
す．10 km伝送後でも，BCHコードに
おける誤り訂正限界 1×10- 3 以下の
ビットエラーレートが得られました．
従来報告されてきた高速，多値変調
フォーマットを用いた光信号伝送で
は，デジタル信号処理により波形整形
が必須でしたが，本光モジュールでは，
広帯域かつ平坦な周波数応答特性を有
しているため，デジタル信号処理によ
る波形整形が不要となります（4）．波形
整形を行うデジタル信号処理回路は，
回路規模が大きいため消費電力が大き
く，信号処理により遅延が発生します．
波長削減に加え，波形整形のためのデ
ジタル信号処理が不要になることで，
より一層の消費電力削減に寄与すると
ともに，低遅延ネットワークへの適用
が可能となります．これらの特長より，
多量のトランシーバの高密度実装が求
められるネットワーク装置を収容する
データセンタなどへ，本実装技術の適
用が期待されます．

さらに本光モジュールの高周波特性

を活かし，あえて波形整形のためのデ
ジタル信号処理を行えば， 1 波長当り
の伝送容量を増やすことも可能となり
ます．私たちの実験では， 1 波長当り
200 Gbit/sの伝送（5）にも成功しまし
た．本技術を適用することで， 1 波長
100 Gbit/s動作では，波形整形のため
のデジタル信号処理機能が不要とな
り，低消費電力化を実現でき，波形整
形のためのデジタル信号処理を加える
ことで 1 波長200 Gbit/sまで伝送容量
を増やすことも可能となることから，
光トランスポートネットワークの帯域
需要に応じて柔軟に対応できる光モ
ジュールが実現できます．

今後の展開

今回開発した基盤実装技術により光
モジュールの小型 ・ 低消費電力化が可
能になります．今後は，光合波器集積
技術と，フリップチップ接続による高
周波実装技術により400GbE用4ch光
送信モジュールの実現をめざします．
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今回開発した実装技術により，高周波特
性を大幅に改善することが可能となります．
これにより光モジュールの小型 ・低電力化
を実現し，ネットワークの高速大容量化に
貢献していきます．
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図 4 　50 Gbaud PAM-4の光信号波形
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図 5 　50 Gbaud PAM-4のビットエラーレート特性


