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序 

 

 

 わが国経済の安定成長への推進にあたり、機械情報産業をめぐる経済的、社会的諸条件は急

速な変化を見せており、社会生活における環境、防災、都市、住宅、福祉、教育など、直面す

る問題の解決を図るためには、技術開発力の強化に加えて、ますます多様化、高度化する社会

的ニーズに適応する機械情報システムの研究開発が必要であります。 

 このような社会情勢に対応し、各方面の要請に応えるため、財団法人機械システム振興協会

では、財団法人ＪＫＡから機械工業振興資金の交付を受けて、機械システムに関する調査研究

等補助事業、新機械システム普及促進補助事業を実施しております。 

 特に、システム開発に関する事業を効果的に推進するためには、国内外における先端技術、

あるいはシステム統合化技術に関する調査研究を先行して実施する必要がありますので、当協

会に総合システム調査開発委員会（委員長 東京大学 名誉教授 藤正 巖氏）を設置し、同委員

会のご指導のもとにシステム技術開発に関する調査研究事業を実施しております。 

 この「コヒーレント光通信システムに関する調査研究報告書」は、上記事業の一環として、

当協会が財団法人光産業技術振興協会に委託して実施した調査研究の成果であります。今後、

機械情報産業に関する諸施策が展開されていくうえで、本調査研究の成果が一つの礎石として

役立てば幸いであります。 

 

 平成２２年３月 

 

                            財団法人機械システム振興協会 

 

 

 

 

 



はじめに 

 

 

 当協会では、光産業動向と光技術動向を毎年定点観測している。光産業動向では、ＩＴバブ

ル崩壊やリーマンショックの影響が如実に現れると共に、例えば、ブラウン管から薄型ＴＶへ

の移行と言った産業の推移が見て取れる。一方、光技術動向では、市場形成される前の我が国

の技術開発動向の推移が世界との比較で確認できる。 

光通信分野の技術動向と当協会で 2007 年、2008 年に主催していた「NGN 時代の光技術・

産業懇談会」での情報を基に、光情報通信分野の方向性と光通信方式の関心度を予想した。省

エネに向けては、光化⇒ＷＤＭ化⇒多値化の順で技術開発が進むものと考えられ、実際、その

ように推移してきている。一方、多値化の技術であるコヒーレント光通信技術は、1980 年代、

無線での同期検波技術を転用した研究開発が盛んに実施されたが、光源の安定性などの問題で

一旦、下火となった。 

しかしながら、2005 年ごろからデジタル信号処理による受信同期に可能性が見出され、再び

脚光を浴びるようになってきた。そこで、これらの予測を基に、今回、「コヒーレント光通信シ

ステムに関する調査研究」を提案し実施させて頂くこととなった。本調査により、実用化に向

けての阻害要因、開発項目が明らかとなり、コヒーレント光通信の新たな発展の一助になるこ

とを期待する。 

 

 平成２２年３月 

 

                               財団法人光産業技術振興協会 



委員長挨拶 
 

 

コヒーレント光通信技術は、ヘテロダイン検波やホモダイン検波を用いたコヒーレント光受

信器によって光位相を検出する技術であり、1980 年代に各国で盛んに研究された。コヒーレン

ト光受信器の 大の利点の一つは、局発光ショット雑音限界の高受信感度であり、当時、この

ために中継器間隔を大幅に延伸できるという期待が生じた。しかし、1980 年代後半のエルビウ

ム添加光ファイバ増幅器(Erbium-doped fiber amplifier: EDFA)の実用化によって、EDFA を

中継器として用いた長距離波長多重(WDM)光通信システムが爆発的に発展を遂げた。そこでは、

受信器の高感度性への要求が大幅に緩和されたため、コヒーレント光通信の研究開発は次第に

低調になった。構成の複雑さに見合うだけの利点が、高い受信感度以外には見出せなかったこ

とが、研究の停滞の大きな原因の一つであった。また直接検波受信器は、受信感度が信号光の

位相及び偏波に依存しない。位相や偏波は、ランダムに時間変化するパラメータであるので、

受信感度が位相及び偏波に無依存であるという特長は、直接検波受信器の信頼性を高め、低価

格化を実現するのに大きく役立った。一方コヒーレント受信器では、信号の位相や偏波の変動

に適応的に対処する必要があり、この問題の解決が容易ではなかったことも実用化を阻害する

原因であった。 

1990 年代後半には、WDM 技術の一層の発展によりシステムが大容量化したため、有限な

EDFA帯域を有効に活用し、スペクトル利用効率を向上するための技術が重要性を増してきた。

これらの技術が、多値光変調及び偏波多重である。2005 年以降、多値変調及び偏波多重信号を

復調するための受信器として、コヒーレント光受信器が再び脚光を浴び始めた。新世代のコヒ

ーレント光通信技術の特徴は、高速のデジタル信号処理を導入している点にある。まず初めに、

位相ダイバーシチ・ホモダイン受信器出力を AD 変換器(Analog-to-digital converter)でデジタ

ルデータに変換し、デジタル領域でキャリア位相を推定する方法が検討された。このとき、局

部発振器は信号光の位相を追尾する必要はなく、システムから光位相同期ループを除くことが

できるため、システムの安定度が格段に向上した。次に、偏波ダイバイシティー構成が導入さ

れ、デジタル領域での偏波多重分離が実現された。光学的な手段では実現が困難な高速な偏波

制御により、安定な偏波多重分離が可能になった。このように、新世代のコヒーレント受信器

では、デジタル領域で信号の位相や偏波の変動に対処しており、コヒーレント受信器を実用化

する上で 大の障害となっていた課題の解決に道が開けた。当初、超高速動作する AD コンバ



ータやデジタル信号処理回路の開発は困難視されていたが、2008 年には 11.5 Gsymbol/s で動

作する偏波多重４相位相変調用の ASIC が開発された。これによりこの分野の研究開発が加速

され、デジタルコヒーレント光通信と呼ばれる新しい技術分野が創出された。1990 年代にデジ

タル化によって飛躍的な高性能化を遂げた無線通信技術と同様に、このような光通信とデジタ

ル信号処理の融合は必然的な技術の流れと考えられる。 

本報告書では、発展著しいデジタルコヒーレント光通信技術の 新の研究動向に関し、種々

の側面から解説を行っている。光通信システムやデバイスの研究開発に携わる研究者、技術者

の方々が、この分野の技術動向を把握することに役立つことを期待している。 

 

 平成２２年３月 

 

  国立大学法人東京大学大学院 菊池 和朗 
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1 

１ 調査研究の目的 

 

1970 年ごろ本格化した光ファイバ通信に関わる研究の中で、コヒーレント光通信技術は、半導体レー

ザを使う限り周波数安定度とスペクトル純度の点で実現は難しいと考えられていた。ところが、1980 年

代に入り、半導体レーザのコヒーレンスがコヒーレント光伝送に使用するのに十分なことが明らかにされ、

種々のコヒーレント変復調方式による感度改善などの努力がなされ、実現可能性を大きく前進させた。し

かしながら、1990 年代に入り、エルビウム添加光ファイバ増幅器（EDFA）の登場により、光ファイバ通

信の研究開発は、EDFA と波長多重（WDM）技術に基づく大容量伝送へと向かった。ここでは、比較的

装置構成が簡単で済む、強度変調・直接検波方式が採用された。2001 年には、研究レベルで 1 本の光フ

ァイバ当たり、毎秒 10 テラビットデータ（テラは、10 の 9 乗）の伝送に成功するに至った。現在、広く

商用化されている光ファイバ通信網は、上記の強度変調・直接検波方式を根底に構築されている。 
一方、インターネットの爆発的な増加、放送・通信の融合、ビデオコンテンツのアーカイブなど、トラ

フィック量の増加は留まる所を知らず、光ファイバ通信網の更なる大容量化が求められている。既存の大

容量化の手段は、ルータ数を増やしたり、WDM の波長数を増やしたりする、直接的なものである。そこ

で地球温暖化に対し省エネの気運が高まっている中、将来の大容量化の手段として、2005 年ごろから 1
信号あたりの情報量を増やす多値変調技術が注目を集めている。多値変調技術は、前述のコヒーレント光

通信技術の回帰であり、少ない帯域幅で多くの情報を伝送する技術である。また、多値変調技術は、移動

体通信、衛星デジタル放送、メタル回線のモデム、アマチュア無線などで積極的に適用されている技術で

ある。多値変調技術の中でπ/4 シフト QPSK（Quadrature Phase Shift Keying:直交位相シフト変調）方

式は、1980 年代後半に盛んに研究され、PDC（Personal Digital Cellular:デジタル無線）方式の携帯電

話や PHS などに採用されている。この無線の領域で開発された QPSK を、比較的コヒーレンス性が悪い

光通信領域で実現する技術として、DQPSK（Differential QPSK）方式が開発され、幹線網の一部に適用

されている。 
 上述のように、省エネを保持しつつ通信容量の爆発的増加に対応した光ファイバ通信網を構築するには、

１信号あたりの情報量を増やす多値変調技術の適用は必須である。すでにいくつかの取り組みがなされ、

成果を創出しているが、その操作性や実現性の面で、無線技術で実現されているものと比べて十分とは言

えない。そこで、現在までの光ファイバ伝送でのコヒーレント通信技術を見つめ直し、移動体通信の技術

領域との差異を明確化し、実用化のために必要な技術開発内容を抽出することは、非常に重要である。 
 
 本調査研究では、まず、光のコヒーレント通信が実現したときの将来像を描くことを目的とする。次に、

現状の光ファイバ通信の先端研究開発状況を調査し、移動体通信と光ファイバ通信との技術的差異も明確

化すること及び光ファイバ通信で実施すべき技術開発の項目を抽出することを本調査研究の目的とする。 
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２ 調査研究の実施体制 

 

本調査研究を進めるにあたって財団法人機械システム振興協会内に「総合システム調査開発委員会」を、

財団法人光産業技術振興協会内に学識経験者、メーカ研究者からなる「コヒーレント光通信システム調査

委員会」を設置し、これらの審議指導により調査研究を実施する。 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
             外注 
 

財団法人機械システム振興協会 総合システム調査開発委員会 

財団法人光産業技術振興協会 
コヒーレント光通信システム調査委員会 

沖コンサルティングソリューションズ株式会社 
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      総合研究機構 

教授 

 

委 員   独立行政法人産業技術総合研究所      金 丸 正 剛 

           エレクトロニクス研究部門 

 研究部門長 

 

委 員   独立行政法人産業技術総合研究所      志 村 洋 文 
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委 員    早稲田大学               中 島 一 郎 
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教授 

      

委 員    東京工業大学大学院            廣 田   薫 

       総合理工学研究科 

           教授 

 

委 員   東京大学大学院             藤 岡 健 彦 
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委 員     星田 剛司    株式会社富士通研究所 ネットワークシステム研究所 フォトニク

ス研究部 兼 フォトニクス事業本部 プロダクト開発センター 
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グコンサルタント 

オブザーバ   川勝 正美   沖コンサルティングソリューションズ株式会社 シニアマネージン

グコンサルタント 
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３ 調査研究成果の要約 

 

３－１ デジタル無線通信技術とコヒーレント光通信 

 

3.1.1 通信のデジタル化の流れ 

(1) 無線通信のデジタル化の歴史 

無線通信は 1895 年のマルコーニによる無線電信実験によりその歴史が始まった。当初は主に船舶用の

通信目的として使用されたが、電信から電話へと発展し、半導体技術の進展などにより種々のシステム・

サービスが展開されるようになった。無線通信は電磁波を媒体、自由空間を伝送路とするため、原理的に

通信線が不要で通信局が移動できるという可搬性を有しており、これが 大の利点であるといえる。また

通信局を比較的自由に設置できることから、山頂や静止軌道上の宇宙空間などに送信局を配置することで

広範囲に同一の情報を伝送できる同報性も有している。無線通信には固定通信と移動通信があり、放送を

除くと固定通信では衛星通信、地上マイクロ波通信などがある。これに対し、移動通信の適用範囲は広く、

衛星通信、船舶通信、航空機電話、無線呼び出し（ポケットベル）、携帯電話（セルラ）などのシステム

が実用化されている。その代表的なシステムは現在 も普及しているセルラシステムである。セルラを中

心とした移動無線通信システムの発展と需要は、端末の移動速度及び伝送速度の高速化という方向に進ん

でいる。すなわち高速移動しても高速通信が実現できるシステムが現在も求められている。このセルラの

伝送規格の変遷を表 3.1.1 に示す。 

表 3.1.1 セルラシステムの伝送規格 
generation 1G 2G 3G 3G 3.5G 3.5G 3.9G WiMAX 4G

system NTT(日本) PDC(日本) W-CDMA CDMA2000
HSDPA/
HSUPA

1xEV-DO
Rev.A

LTE
802.16e-
2005

IMT-
Advanced

carrier
frequency

800MHz
800MHz,
1.5GHz

2.1GHz
2.1GHz,
800MHz

2.1GHz
2.1GHz,
800MHz

1.5GHz 2.5GHz 3.5GHz

DL access FDMA TDMA CDMA CDMA CDMA CDMA OFDMA OFDMA (OFDMA)

UL access FDMA TDMA CDMA CDMA CDMA CDMA SC-FDMA OFDMA (OFDMA)

modulation FM π/4QPSK
HPSK,
QPSK

QPSK,
16QAM

HPSK,
QPSK,
16QAM

BPSK,
QPSK,
8PSK,
16QAM

QPSK,
16QAM,
64QAM

QPSK,
16QAM,
64QAM

QPSK,
16QAM,
64QAM, etc

DL data rate 384kbps 144kbps 14.4Mbps 3.1Mbps 326.4Mbps 75Mbps <1Gbps

UL data rate 64kbps 5.7Mbps 1.8Mbps 86.6Mbps 75Mbps >50Mbps

duplex FDD FDD FDD/TDD FDD FDD/TDD FDD FDD/TDD TDD (FDD)

MIMO none none none none none none supported supported (mandatory)

service-in 1979 1993 2001 2002 2006 2006
planned in
2010

already 2010s

0.3k相当 42kbps

 

およそ 10 年ごとに世代（1G, 2G, …）が進んでおり、世代ごとに伝送速度が著しく速くなっていること

がわかる。これは 2007 年にわが国の携帯電話の加入者数が１億台を超え、現在人口比で 90％程度である

ことからわかるように、加入者数が爆発的に増加し収容加入者数の需要が大きいためである。 
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かつては搬送波再生回路や音声をデジタル化するための符号化回路などの信号処理の負担が大きいた

めアナログ変調方式が用いられていたが、信号処理技術の進展により第 2 世代携帯電話システムではデジ

タル変調を用いて周波数利用効率の向上が実現された。また受信側の誤り率特性が低減され高品質伝送が

実現され、この高品質性によりセルラシステムでは位相変調方式が用いられるようになった。また、その

他無線部の国内規格の統一による地域ローミングが行えるようになり、更にデータ通信のサービスが実現

されるようになった。ところが 1990 年代の携帯電話の急激な普及により加入者数が大幅に増加し、さら

なる大容量化が求められるようになった。また、携帯電話のアプリケーションの充実化によりデータ通信

の比重が増加し、さまざまなデータレートを混在できるシステムの構築が求められるようになった。 
 このような背景の下で 1990 年代から第 3 世代携帯電話規格の検討が行われた。第 3 世代規格では、送

信データに伝送速度より高速なユーザ固有の拡散符号を乗算して伝送する手法が採用された。全ユーザは

同じ時間－周波数帯域を使用して多重することができ、拡散率を変化させることで、データ伝送速度を柔

軟に変化させることができる。更に回線交換における統計多重効果（呼の無音確率分ユーザ数を増やす）

によりユーザの収容数を向上させることが可能となった。一方で伝送速度の高速化により、移動通信の伝

搬路において発生するマルチパス波の受信時間差が伝送 1 シンボル長よりも長くなり、シンボル間干渉が

発生するようになった。CDMA はこのマルチパスフェージングを Rake 受信と呼ばれる手法で効率よく取

り除くことができる手法であった。第 3 世代携帯電話規格では静止時に 2 Mbit/s の通信が可能であり、第

2 世代携帯電話規格に比べて 100 倍以上の高速化が実現された。 
ところがメールや画像伝送などのデータ通信の需要が更に増大し、音声通話を上回るデータ量となった。

またさまざまな機能が携帯電話に搭載されるようになり、データ通信を中心として第 3 世代携帯電話規格

を上回るさらなる大容量化が求められるようになった。そこで ITU（国際電気通信連合）では 2011 年に

第 4 世代携帯電話の技術規格を策定する予定であったが、大容量化の需要の高まりのペースと合致してい

ないので第 3 世代携帯電話規格を拡張した第 3.5 世代、第 3.9 世代と便宜上呼ばれる規格が作成され、サ

ービス開始もしくは開始に向けた準備が進められている。第 3 世代規格との違いは、変調方式に多値数の

大きいものを採用している点である。QAM（quadrature amplitude modulation：直交振幅変調）という

変調方式を採用することで、16QAM では 1 シンボルあたり 4 ビット、64QAM では 6 ビット伝送となり、

それぞれ QPSK の 2 倍、3 倍となる。第 4 世代携帯電話規格は、高まるデータ通信の需要に応えるため、

IP 伝送を可能とする方式となる予定である。 
以上のように移動無線アクセスでは音声だけでなくデータ通信の需要の増加と大容量化を実現するため

デジタル化、多値デジタル変調の利用を行い、更なる進化を図っている。一般には無線通信は有線通信の

1/1000～1/100 程度の伝送速度をターゲットとして開発が進んでいると言われており、当面の間のターゲ

ットは 10 Gbit/s の速度と考えられている。 
 
(2) コヒーレント光通信の歴史 

現在の光ファイバ通信システムでは、信号光の強度変化をフォトダイオードで検出する強度変調

(Intensity  modulation: IM)・直接検波(Direct detection: DD)方式が広く用いられている。これに対して、

近、あるシンボルと一つ前のシンボルとの干渉により、シンボル間の位相差を検出する光遅延検波方式

の研究・開発が進められ、実用化に至っている。更に次の段階として、受信端に別途用意された局部発振
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光（Local oscillator: LO）と信号光との干渉（光ホモダイン検波と呼ぶ）によって、信号光の電界複素振

幅を完全再生し、信号光の復調を行う技術への関心が高まっている。 
 LOとの干渉を利用して信号光の復調を行う技術は、コヒーレント光通信技術と呼ばれており、1980年

の大越氏、菊池氏による提案を契機として、1980年代に各国で盛んに研究された。コヒーレント光受信器

では、信号光とLOとのビートにより、電気的な出力が得られる。このビート信号から、信号光の振幅のみ

ならず位相変調をも抽出することができる。位相を検出できることの他に、コヒーレント光受信器の持つ

利点の一つは、ショット雑音限界の高受信感度である。十分に強度の大きいLOを用いれば、受信器出力が

受信器回路雑音に打ち勝つほど大きくできるため、ショット雑音限界まで受信感度を改善できる。高い受

信感度を活用すれば、再生中継器間隔を延伸できるので、長距離コヒーレント光伝送システムの研究が各

国で競って行われた。 
一方、1980年代後半になるとEDFA（光増幅器）の研究開発が急進展し、1990年代には早くも実用化の

フェーズに入った。EDFAで多中継する長距離伝送システムでは、受信光パワーは一定に維持されるので、

コヒーレント光受信器の持つ高受信感度の重要性が薄れた。当時、構成の複雑さに見合うだけの利点が高

い受信感度以外には見出せなかったので、その後の研究が停滞することとなった。また、コヒーレント受

信器では、信号の位相や偏波の変動に適応的に対処する必要があり、この問題の解決が容易でなかったこ

とも実用化を阻害する原因であったと思われる。 

上述の理由で、コヒーレント光通信の研究開発は、その後20年以上にわたり、中断されることになった。

この間1990年代には、 EDFAとWDM（波長分割多重）技術を用いた、IM・DD方式による光伝送システ

ムの大容量化が急速に進み、ついにはEDFA帯域を用いて伝送できる情報量の限界が見え始めた。このた

め2000年以降、有限なEDFA帯域を効率よく利用するための多値光変調技術が、注目を集め始めた。多値

光変調信号を復調する方法として、まず光遅延検波の研究開発が進展した。これは、シンボルと１つ前の

シンボルとの位相比較を行う検波方式で、振幅変化を伴わない多値PSK信号の復調に特に有効である。そ

の後、波長多重DQPSK伝送方式に関する研究が進展し、現在ではビットレート40 Gbit/sで実用に至って

いる。 
光遅延検波器は位相を抽出できるという意味で、広義のコヒーレント受信器ではあるが、信号光同士の

掛け算（二乗検波）を用いているためにコヒーレント光通信方式のすべての利点を引き出すことはできな

い。これに対して 2005 年に、位相ダイバーシチ・ホモダイン受信器と高速デジタル信号処理との組み合

わせにより、従来のコヒーレント受信器の技術的困難性を解決するデジタルコヒーレント受信器という新

しい概念が登場した。デジタルコヒーレント受信器の利点は、以下の点にあると考えられる。 
(1) デジタル信号処理により電気領域で位相雑音を除去し、位相変調を抽出することが可能であるので、

安定性の高いホモダイン光受信器が構築できる。 
(2) どのような変調フォーマットにも対応することができるので、光周波数帯域利用効率を極限まで高

めることが可能となる。 
(3) コヒーレント光受信器は線形な受信器なので、信号光の位相情報が検波後も保持される。このため

光ファイバの群速度分散や偏波モード分散も、電気領域で補償することが可能となる。 
このような特長のために、デジタルコヒーレント光通信の研究開発は、近年、世界各国で急速に進んで

いる。１波長チャネルあたりのビットレートが 100 Gbit/s の伝送実験が続々と報告されており、100 ギガ

ビットイーサーネット伝送への適用の検討が本格化している。このような光通信のデジタル化の流れは、
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1990 年代初頭の無線通信のデジタル化の進展に対応しているとみられる。今後、無線技術の歴史に倣い、

デジタル信号処理を駆使した高機能光通信システムの構築が進むものと期待される。 
 

3.1.2 構成部品とその性能の特徴 

(1) アナログ回路 

無線機を構成する上での重要なアナログ回路には、電力増幅器（送信機）、低雑音増幅器（受信機）、周

波数変換器、局部発振器、逓倍器、RF フィルタ、デュープレクサ、RF スイッチ及びサーキュレータなど

がある。光通信系との比較で述べると、無線通信系では伝送路としての自由空間を上り回線と下り回線で

共用することにある。そのため、電力レベルの大幅に違う（100dB を超えることはしばしば起こる）送信

機と受信機間に十分なアイソレーションを確保することが無線機の回路設計上、重要な課題となる。一方、

光アクセス系では上り回線と下り回線とを同一の光ファイバ（伝送路）を共用するのが通例であるが、上

り回線には波長 1.3 μm、下り回線には波長 1.5 μm の WDM 方式を採用している。WDM に必要な分波合

波器のアイソレーションレベルは 40 dB 程度である。 
また通信系の構成でいうと、無線通信では変復調部(ベースバンド（BB）信号処理部)と RF 送受信部と

の間に周波数変換部が送信機、受信機ともに必要になってくる。周波数変換の仕方も、直接変換の他に、

途中に中間周波数帯を用意したヘテロダイン方式も多用されている。但し、ヘテロダイン方式では IF フ

ィルタが不可欠であり、集積回路化に馴染まないため今後は直接変換方式の比率が高まると予想される。 
一方、コヒーレント光通信システムでは、送信側で、外部変調器を用いて直接光キャリアへベースバン

ド信号を周波数変換するのが一般的である。受信側でも、直接変換方式により光キャリアが直接ベースバ

ンドに変換される。この方式は光技術分野では、ホモダイン検波と呼ばれる。光通信では信号のビットレ

ートが高いので、ビットレートの数倍の中間周波数帯を用いたヘテロダイン検波を導入することは困難で

ある。 
(2) デジタル回路 

デジタル無線通信ではベースバンド部でのデジタル信号処理が重要な役割を担っている。それには通信

の中核的処理である変復調処理、符号化復号化処理も含まれている。DSP に不可欠な回路が AD/DA 変換

器である。一方で光通信では、信号のシンボルレートが高いことが無線通信との顕著な差異である。現在、

シンボルレート 25 Gsymbol/s の AD/DA 変換及び DSP の開発が検討されている。このような高速な信号

処理を実現するには、オーバサンプリングレートを２以上とることは困難であり、高度な信号処理を行う

場合の障害となり得る。同様に、AD/DA 変換器の分解能を上げることも難しく、4 相を超える多値度を実

現することは、現状では容易ではない。 
現在無線機の 1 チップ CMOS 集積化という観点から、「デジタルアシスト技術」への期待が高まってい

る。これは無線機の RF アナログ回路部の不完全性をデジタル信号処理技術で補償しようとするものであ

る。補償技術の対象は、非線形歪み補償、DC オフセット補償、直交変復調器の直交性補償、位相雑音補

償などがあり、この技術動向は、光通信でも同様である。 
(3) キャリア発生 

無線通信では、周波数シンセサイザにより搬送波を生成する。ほとんどの周波数シンセサイザは位相同

期ループ (phase locked loop: PLL) 方式を採用しているので、PLL シンセサイザ、あるいは PLL と略し

て呼ばれている。PLL シンセサイザの基本構成を図 3.1.1 に示す。PLL の出力は電圧制御発振器 (voltage 
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controlled oscillator: VCO) が生成している。VCO 出力は 1/N 分周器で、周波数と位相が 1/N に変換さ

れて、位相比較器に入力される。位相比較器は基準信号と 1/N 分周器出力との位相差を抽出する。VCO
出力の周波数が低く、基準信号とほぼ同じ周波数であれば、1/N 分周器は用いないので、位相比較器は基

準信号と VCO の位相を比較する。位相比較器出力はループ・フィルタへ入力される。このループは位相

に関して負帰還がかかっており、出力の周波数と位相が、基準信号の周波数と位相をそれぞれ N 倍したも

のに同期する。 
 

 
 

図 3.1.1 PLL シンセサイザの基本構成 
 
 光通信用発振器である半導体レーザは比較的大きな位相雑音を持つため、コヒーレント受信の際の大き

な障害となる。多くの場合、レーザは自走状態で用いられるため、レーザ自体の位相雑音を低減すること

が重要である。周波数シンセサイザは位相同期をかけるため、基準信号に対して位相は拡散せず、線スペ

クトルが得られ、同期検波後の位相安定度も極めて高い。一方、光領域では、局部発振用レーザも送信用

レーザと同様な特性を持つので、二つのレーザのビートをとると、その位相は時間とともに拡散する。こ

のため、単にビートをとっただけでは位相変調を復調することができない。この問題を解決する手段の一

つが光位相同期ループ（光 PLL）である。これは、光学的手法で局発光の位相をキャリア位相に追従させ

る技術であるが、技術的難易度が極めて高い。これに対して、近年、検波後にデジタル領域で位相揺らぎ

を除去する技術が開発された。2005 年に発表された QPSK を変調フォーマットとして用いたこの技術の

実証が、その後のデジタルコヒーレント技術の発展の契機となった。 
 
3.1.3 デジタル信号処理技術 

(1) 無線通信におけるデジタル信号処理の現状 

無線通信においては送信側から送られた電波が直接波以外にもビルや地面などで反射、回折及び散乱さ

れ、 終的に複数の経路を通って受信側に届く。この同一時刻に送信された電波が複数の経路を通って受

信される通信路をマルチパス通信路という。直接波が初めに受信され、反射波などは経路長が長くなって

いるので遅れて受信される。この場合、場所、時間及び周波数の三つの要素が変わると受信の状況が変わ

るという状態（フェージング）が生じる。フェージング通信路においては受信信号が歪み振幅と位相がフ

ェージングにより変化しているため、送信側で電力を大きくしても正しく情報を得ることができず、受信

側の復号誤り率は下がらなくなってしまう。そこでこれを避けるために、受信側で等化と呼ばれる信号処

理を行う。等化とは受信信号からフェージング信号の歪みを取り除く操作である。等化を行うためには、

受信側でフェージングの成分を得る必要がある。そのため通常送信側で周期的に既知信号を送信データの

間に挿入し、受信側で既知信号部分のフェージング成分から全体のフェージング成分を推定し等化に用い
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る。これをチャネル推定という。複数のデータシンボルの先頭にトレーニングシーケンスもしくはパイロ

ットシンボルと呼ばれる、通常は複数シンボルからなる既知信号を挿入する。この部分をプリアンブルと

呼ぶ。プリアンブル長を伸ばしフレーム内のデータシンボル数を減らすとよりチャネル推定を高精度に行

うことができるが、伝送速度の効率が低下するため、この二つはトレードオフの関係にある。 
周波数領域等化を容易に実現する伝送手法に OFDM（orthogonal frequency division multiplexing）が

ある。OFDM は無線ＬＡＮ、地上デジタル放送、第 3.9 世代携帯電話規格などで用いられているマルチキ

ャリア伝送方式の一種である。OFDM は、サブキャリアの合成と分離に高速フーリエ変換（FFT）を用い

る手法であり、サブキャリア間が も狭くなるように（実際は一部重なって）配置できる優れた特性があ

る。これにより信号スペクトルは矩形状になり、周波数利用効率が向上する。図 3.1.2 に OFDM の伝送系

を示す。送信シンボルはシリアル－パラレル（S/P）変換されたのち、高速逆フーリエ変換（IFFT）によ

って領域変換されて伝送される。同様に受信側でも、受信した信号に FFT を掛けて周波数領域の信号に

変換し、FDE によってフェージング歪みを等化し、その後各サブキャリアのシンボルを用いて復号する。 
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図 3.1.2 OFDM 伝送系のブロック図 

無線通信におけるシングルキャリア伝送では、サンプリングされた受信信号から同期検波、更に判定を

行うため、シンボル同期を行う必要があり、受信信号からシンボルレートに対応するクロックを抽出する。

シンボルレートの 8倍でサンプリングされたBPSK (binary phase shift keying) 信号からシンボルレート

のクロックを抽出する様子を図 3.1.3 に示す。 

 

   

  図 3.1.3 クロック抽出の基本原理 
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フィルタにより帯域制限されており、フェージングや雑音の影響はないとする。シンボルタイミングを

抽出するため、信号波形が正から負、あるいはその反対に極性が変わった時点を抽出する。図中の黒丸が

抽出されたサンプルである。実際にはこの点は雑音などで変動するので、デジタル PLL でタイミングを

平均化する。ゼロクロスから 終的に求まったタイミングの中間をシンボルタイミングとする。また、こ

の処理を逐次行うことでクロック偏差を補償する。 
近年は無線通信の広帯域化に伴い、非常に多くのマルチパス遅延波が観測されるため、上述の方法でク

ロック抽出を行うことは難しい。また、シングルキャリア伝送から OFDM 伝送へと移行しており、同期

処理もクロック抽出から FFT を行うタイミングを抽出する、FFT タイミング再生とサンプリング周波数

同期に変更になっている。無線 LAN の標準仕様である IEEE802.11a/g におけるパケット構成を図 3.1.4
に示す。パケット先頭に同期用のトレーニング信号として、ショートプリアンブルとロングプリアンブル

が挿入されている。まず、パケット検出とシンボルタイミング検出が行われ、プリアンブルの位置が決定

される。両プリアンブルを用いて自動周波数制御 (automatic frequency control: AFC) によりキャリア周

波数オフセットが推定され、補償される。次に、ショートプリアンブルを用いて FFT タイミング再生が

行われる。決定されたタイミングで FFT が行われ、周波数領域の受信信号とロングプリアンブルを用い

てチャネル推定が行われる。更に、各シンボルにおいて 4 本のパイロット信号を用いて AFC で取りきれ

なかった残留キャリア周波数オフセットや位相雑音による位相回転を推定し、受信信号から取り除く。こ

のように時間的に連続して挿入されたパイロット信号を用いることでキャリア位相の追尾が行える。また、

サンプリング周波数の誤差で発生する位相回転も同時に補償できることからサンプリング周波数同期も

確立される。 

   
 

図 3.1.4 無線 LAN のパケット構成 

無線通信では、高速・高信頼の信号伝送を実現する技術として MIMO (multiple-input multiple-output)
が注目されている。MIMO は、図 3.1.5 に示すように、複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを用い

て空間処理を行う。理論的には、送受信アンテナ数に比例して伝送レートを向上できることが知られてい

る。MIMO における伝送方式は、送信ダイバーシチと空間分割多重 (SDM) に大別できる。送信ダイバー

シチとは、シングルストリームに対して時空間符号化を行い、冗長な信号を同時に NT 本の送信アンテナ



 

12 

から送信する方式である。伝送レートは変わらないが、時空間符号化により空間ダイバーシチ利得が得ら

れ、伝送特性を改善できる。一方、SDM では、複数のストリームを NT本の送信アンテナから送信するこ

とで M 倍の伝送レートを実現できる。受信側では、受信信号から M ストリームを検出・分離する必要が

ある。信号検出法としては、非線形検出である 尤検出（MLD) や、線形検出である ZF 、MMSE 検出

がある。 
 

 
 

図 3.1.5 MIMO の基本構成 

上述の MIMO 伝送方式は送信側でチャネル情報がわからないことを前提とした方式である。近年では、

受信側で測定されたチャネル情報を送信側にフィードバックすることで、チャネル情報を用いて MIMO
伝送を行う方式について盛んに検討が行われている。送信ダイバーシチとしては、チャネル情報を用いる

ことで 大比合成送信が可能となり、STBC のように 2 タイムスロットを使用しなくても 大の空間ダイ

バーシチ利得を得ることができる。また、マルチストリームでは、MIMO のチャネル行列を特異値分解し

て得られるユニタリ行列により送信ビームを形成して送信を行う固有モード伝送が可能になる。固有モー

ド伝送では完全に直交する固有モードチャネルを形成でき、各モードで適応変調、送信電力制御を行うこ

とで優れた伝送特性と伝送レートを実現できる。更に、これらの MIMO 技術を移動通信のマルチユーザ

環境においても適用できるように拡張したマルチユーザ MIMO が検討されている。 
(2) コヒーレント光通信におけるデジタル信号処理の問題点 

図 3.1.6 に、デジタルコヒーレント光受信器の概念図を示す。位相・偏波ダイバーシチ・ホモダイン受

信器の四つの出力端子からは、二つの偏波状態に対する光複素振幅の情報が得られる。高速の４チャネル

AD 変換器を用いて、これら四つの出力はデジタル信号に変換される。AD 変換後のデジタル信号処理に

は、図 3.1.7 に示すように、固定/適応分散補償、偏波多重分離/偏波分散補償、クロック抽出、位相雑音除

去、シンボル識別などが含まれる。このようにデジタルコヒーレント受信器は、多値信号を復調できるだ

けでなく、デジタル領域で種々の信号処理を行うことができるという特長がある。ただし、高速化と高分

解能を両立させることは容易ではない。 
デジタルコヒーレント受信器の 大の特長は、デジタル領域で、高速に信号光と LO 間の位相雑音除去

ができるため、光 PLL のような不安定要素をシステムから排除できる点にある。これまで、M 相 PSK 信

号の複素振幅をM 乗するフィードフォワード位相推定法や、判定指向型 PLL が提案されている。いずれ

の場合でも、シンボルレート一定の基では、光源のスペクトル幅を狭窄化することが符号誤り率の向上に

繋がる。デジタルコヒーレント受信器は、光信号の複素振幅に関する情報を抽出しているので、光ファイ

バ伝送路中で生じる群速度分散（GVD）や偏波モード分散（PMD）などによる線形な波形歪を、受信端
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で電気的に補償することができる。光ファイバの群速度分散が既知である場合には、群速度分散を補償す

る伝達関数を、有限インパルス応答（FIR）フィルタを用いて電気段で実現することができる。複素タッ

プ係数は、FIR フィルタの伝達関数が分散の逆特性を持つように決定される。GVD が未知である場合で

も、タップ係数は、 小二乗誤差アルゴリズムを用いて適応的に決定することができる。このアルゴリズ

ムを用いると、フィルタ出力と識別されたシンボルの誤差を用いて、シンボル毎にタップ係数が更新され

ていく。しかし、タップ数が大きくなると、適応等化を行うための計算量が指数関数的に増大する。この

問題を避けるために、無線通信と同様に、OFDM を含む周波数領域での等化技術の導入が検討されている。 

位相・偏波ダイバーシティー・
ホモダイン光回路

LO(自走
状態）

信号光

Re

Im

x

y

SOP

複素振幅

ADC/DSP
復号され
たシンボル

 
図 3.1.6 デジタルコヒーレント光受信器の構成図 

 

 
図 3.1.7 デジタル信号処理の概要 

 
3.1.4 まとめ 

コヒーレント光通信のデジタル化の流れは、1990 年代初頭の無線通信のデジタル化の進展に対応して

いる。今後、無線技術の歴史に倣い、デジタル信号処理を駆使した高機能光通信システムの構築が進むも

のと期待される。しかし、無線との顕著な差異として、以下のような点があげられる。 
(1) シンボルレートが極めて高い。 
(2) このため、AD 変換の分解能を低く設定せざるを得ない。 
(3) オーバサンプリングレートは 2 以上にすることが困難である。 
(4) キャリア及び局発は位相同期しておらず、位相雑音が大きい。 
(5) ファイバの分散による波形ひずみは、10-100 シンボルに及ぶ。 

無線技術をコヒーレント光通信へ導入する際には、上記のような無線との差異を考慮した研究開発が必

要である。 
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３－２ コヒーレント光通信システムのデバイス・送受信器技術 
 
本節では、コヒーレント光通信システムの重要な構成要素となる光コンポーネントの技術的動向、市場

動向を整理するとともに、将来の超高速光通信実現に欠かせないと考えられるデバイス性能について述べ

る。 
 
3.2.1 コヒーレント光通信用光源 

(1) 業界動向 

 1990 年代に、光位相同期をベースとするコヒーレント光通信の導入が検討された際、光源の線幅要求

について広く研究がなされ、局発光源の位相を送信光源の位相に同期させるために必要となる線幅要求が

非常に厳しい水準にあることが公知となった。一方で、Si 半導体プロセスの微細化によって可能となった

超高速デジタル信号処理の併用により要求される位相制御精度が現実的となったこと、伝送速度がかつて

の 40～100 倍を対象としていること、市場の光源の高性能化が進んだことなどにより、コヒーレント光通

信の求める線幅は既存製品で対応可能な水準となった。 
標準化動向として、OIF では波長可変光源に対して四つの規格の標準化が完了している。現段階では、

光源に関してコヒーレント光通信用途に新しい議論は行われてはいない。OIF がコヒーレント光通信方式

としてサポートする 100 Gbit/s 偏波多重 4 位相偏移変調（DP-QPSK）は、光源への要求が比較的緩いた

めに、光学特性の観点からは、ITLA-MSA に準拠した既存製品のうち狭線幅の製品を適用可能である。電

界吸収型半導体変調器と光源を集積化したEMLが SFPやXFPなどのクライアント側伝送路に用いられ、

InP などの半導体マッハツェンダ（MZ）変調器と光源の集積化についても検討が進められている。 
(2) コヒーレント用途に求められる諸元 

 DP-QPSK 方式コヒーレント光送受信機用の光源に求められる主な光学特性例を表 3.2.1 に示す。通常

の光送受信機用諸元と大きな差異はないが、高出力化、狭線幅化が求められている。光源は送信用と局発

光源用があるが、それらへの要求条件は類似している。OIF ではより詳細な光学特性が Ultra Long Haul、
Long Haul、Metro の各アプリケーションに対してそれぞれ規定されている。以下に各パラメータへの要

求内容を簡単に記す。 

表 3.2.1 コヒーレント用光源に求められる主な光学特性例 

送信光源 局発光源 Unit 備考 No. パラメータ 

Min Max Min Max   

1 光出力 +13 +16 +13 +16 dBm  

2 周波数安定度  +/- 2.5  +/- 2.5 GHz  

3 線幅  0.5  0.5 MHz  

4 SMSR 40  40  dB  

5 波長帯 1530 
1570 

1570 
1610 

1530 
1570 

1570 
1610 

nm 
nm 

フルCバンド 
フルLバンド 

光出力：変調器構成や駆動方法が複雑化し、変調器全体としては挿入損失や変調損失の増大が生じてい

るので、従来の光送受信機用よりも高い光出力が求められる傾向にある。また、OSNR への
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要求から更に高い光出力が必要となり、局発光源を共用する場合には更に 3 dB 高い光出力が

求められる。 
周波数安定度：OIFに準拠した波長可変光源の周波数安定度はEnd Of Lifeで+/- 2.5 GHzであるため、

システムでは 大+/- 5 GHz の周波数差を想定しなければならない。100G DP-QPSK 光送受

信機用途に対しては適用可能な値と考えられるが、変復調方式やデジタル信号処理部の実装ア

ルゴリズムとの兼ね合いにより、要求条件は変化する。 
線 幅：表 3.2.2 に各種変調方式の許容線幅を示す。OIF で検討対象となっている DP-QPSK では、5 

MHz 以下の線幅であれば十分線幅要件を満たしている。一方で、16QAM では 100 kHz 以下

の狭線幅特性が要請される。現在、光源線幅に対する制約を緩和する検討も精力的に行われて

いるが、光源線幅の狭窄化に対する要求は尽きないものと考えられる。 

表3.2.2 各種変調方式における許容線幅（線幅/ビットレート） 

変調方式 線幅/ビットレート 規定条件 

QPSK ～1×10-4  

8-PSK ～2×10-5 

16-QAM << 1×10-6 

64-QAM << 1×10-8 

1dB-penalty 

 @BER= 10-4 

 

サイドモード抑圧比（SMSR）：コヒーレント光通信においても、SMSR への要求条件は従来の通信方

式と同等である。 
波長帯：送信光源、局発光源ともにフル C バンド（1530～1570 nm）あるいはフル L バンド（1570

～1610 nm）の波長可変性が要求される。局発光源に関しては、送信光源への要件に加え、周

波数の微調整が可能であることが望ましい。 
その他：光源には送信側と局部発振側で合計 5 W 程度の割り当てが想定される。これは OIF-ITLA- 

MSA による 大値 6.6 W と比較すると厳しい値である。コヒーレント送受信機の寸法は 5 イ

ンチ×7 インチ程度が当面のターゲットとなると想定される。 
(3) デバイス・方式紹介  

表 3.2.3 に波長可変光源の方式例を示す。各方式について、以下に簡単に紹介する。 

表 3.2.3 波長可変光源の方式例 

No. 方式 波長可変方法 利点 
1 DFB-LDアレイ DFB-LDの並列配置＋温度調整 波長高安定 

小型 
2 SG-DBR 

SSG-DBR 
異なる周期の回折格子への電流注入によるバーニア

効果を利用 
低消費電力 
小型 

3 CSG-DR SG-DFBとCSG-DBRを結合した分布反射構造 高出力 
小型 

4 リング共振器 複数の石英リング共振器の温度調整 波長高安定 
5 外部共振器 SOAとハイブリッド実装した二つの外部エタロンを

温度調整 
波長高安定 
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DFB-LD アレイ型：DFB 型レーザを複数集積化し、出力光を合波する構成をとり、温度調整により数

nm スパンの波長制御が可能である。コヒーレント光通信への展開を意識した取り組みとして、

長共振器 DFB レーザアレイによる狭線幅化（～500 kHz）も進んでいる。 
DBR 型：異なる周期の回折格子への電流注入によるバーニア効果を利用して波長制御を行う。温度変

化を必要としないため、低消費電力化が可能である。SSG-DBR は、その高速波長可変性能を

活かして医療用センシング技術（光干渉断層像法：OCT）への適用も期待されている。 
CSG-DR型：一定の波長間隔で利得を発生する SG-DFBと、温度制御可能な波長可変反射器CSG- DBR

を結合した分布反射（DR）構造を持つもので、サンプルグレーティングが DFB-LD 内部に形

成されているため、位相調整が不要である。 
リング共振型：超小型リング光共振器を二つ設けたシリコンベースの波長可変共振器と、光の増幅を行

う化合物半導体光増幅器を 1 つの素子に集積した構成が検討されている。小型・低消費電力・

広帯域波長可変素子として有望である。 
外部共振型：共振器内に設けた二つのシリコン・エタロンフィルタを温度調整して、波長可変性能を得

る構成である。二つのエタロンフィルタは、フィルタ周期が僅か異なり、中心波長の一致する

波長でのみ、選択的に発振する。エタロンフィルタの組み合わせにより共振器の Q 値を調整

できること考慮すると、線幅の狭窄化には有利な構造であると考えられる。 
 図 3.2.1 に上述の光源の構成例を示す。 
 

 

           

(a) DFB-LD アレイ型波長可変光源     (b) SG-DBR 型波長可変光源 

                

 

 
 (c) SSG-DBR 型波長可変光源       (d) CSG-DR 型波長可変光源 

               
(e) 外部共振器型波長可変光源        (f) 外部共振器型波長可変光源

図 3.2.1 波長可変光源の構成例 
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コヒーレント光通信の黎明期から光センシング・CATV 用途への展開を経て、高いコヒーレンスを有す

る光源技術は着実に進展しており、線幅低減のためのさまざまなアイディア蓄積がある。今後、量子ドッ

ト活性層などの導入によるさらなる進展も予想され、400G/1Tbit/s コヒーレント光通信の実現に大きく貢

献するものと期待する。 

 
3.2.2 IQ 変調器（LN、集積化技術） 

デジタルコヒーレントの光変調では、コヒーレント光を IQ 変調器によって直交振幅変調（QAM）する

方式が一般的である。直交振幅変調とは、位相が 90 度異なる二つの搬送波の振幅を独立に変調し、振幅

と位相の両方に情報をのせて伝送する方式である。振幅と位相を多値で変調することにより、１つのシン

ボルで伝送可能な情報量を大幅に拡大できる点が大きな特長である。一般に 2N QAM により１チャネルの

帯域で N ビット伝送させることが可能であり、通常の OOK に比べてその周波数利用効率を N 倍向上する

ことができる。実際に、単一チャネルにおいて業界 高級の 10bit/s/Hz までの周波数利用効率が得られた

128QAM 信号の伝送試験結果が報告されている。 
デジタルコヒーレント用変調器に対しては、IQ 変調器そのものの改良、駆動を簡略化するための工夫、

二つの偏波に対する変調を行うための集積化などさまざまな検討、開発が進められている。 
(1) 業界動向 

 OIF では 100 Gbit/s 偏波多重 4 値位相変調（PD-QPSK）の標準化が進められている。コヒーレント光

を直交する各々の偏波に対し、四つの光位相（0°、90°、180°、270°）に、各々2 ビットのデータを割り当

てる方式である。波長分散耐力、偏波モード分散耐力、雑音耐力の観点から、優れた変調方式の一つであ

ると言われている。構成は、図 3.2.2 に示すように光源、ドライバ、スプリッタ、二つの独立した IQ 変調

器、偏波回転子、偏波ビームコンバイナを用いることが想定されている。動作速度は、FEC オーバヘッド

を勘案して 32 Gbaud までが想定されており、光入出力、変調器駆動信号、低速制御信号インタフェース、

外観、動作環境などの仕様も議論されている。変調器の仕様書（IA）は 2010 年中に公開予定で、OIF 準

拠の変調器モジュールの販売がアナウンスされており、実用化間近の段階に来ている。 

 
図 3.2.2 OIF で標準化が進む PDM-QPSK 送信モジュール構成 

 学会では、モノリシックあるいはハイブリッド集積を用いた取り組みも議論されている。例えば、NICT
の川西氏らは高度な変調方式に向けたモノリシック LiNbO3 変調器、NTT の井上氏らは石英系 PLC と

LiNbO3をハイブリッド実装した PDM-QPSK 用変調器、Infinera の Welch 氏らは InP 上に光源とモノリ

シック集積した多チャネル QPSK 変調器、NTT の菊池氏らは波長可変光源と変調器を InP 上にモノリシ

ック集積したデバイスを発表している。 
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(2) コヒーレント用に求められる性能 
 表 3.2.4 に、コヒーレント用光変調器に求められる性能を示し、以下に簡単な解説を加える。 

表 3.2.4 コヒーレント用光変調器に求められる主な性能（例） 

No. 項目 Min. Max. Unit 

1 光波長 1530 1610 Nm 

2 挿入損失  14.0 dB 

3 動作速度 32.0  Gbaud 

4 DC消光比 20.0  dB 

5 駆動振幅Vπ  7.0 Vpp 

6 光反射減衰量 30.0  dB 

駆動振幅：IQ 変調器ではマッハツェンダ型干渉計を用いるが、QPSK 変調時には強度変調時と異なり、

変調曲線上の光強度 小点（NULL 点）を中心として、光強度 大となるピーク点とピーク

点を結ぶ振幅の電気信号を印加する。同じ光強度で光位相“0”と“π”を生成するため、強度変

調時に比べて 2 倍の駆動振幅が必要になる。そのため、低消費電力化と小型化のためには、

従来以上に Vπが低いことが求められる。 
動作速度：100 Gbit/s DP-QPSK を想定した場合、動作速度は 大 32 Gbaud が求められ、既に商用化

されている 40 Gbit/s NRZ 変調器に比べて、広帯域な光変調器が必要となる。 
残留波長チャープ：一般にチャープを抑圧する手法として、対称なプッシュプル差動駆動や X カット

基板が用いられている。差動駆動では、二つの信号電極に、正負の両極性に等しい電圧を印加

することで、残留チャープを 小限に留めている。ただし、大振幅出力差動駆動ドライバが必

要となるという課題がある。 
DP-QPSK 方式以外に線形性を前提とした QAM や OFDM 方式では、変調器の伝達特性の非線形性に

起因する変調歪が問題となる。特に、OFDM 方式では、サブキャリア間の相互変調歪が信号品質に影響す

る。複合マッハツェンダ型干渉計である IQ 変調器を用いる場合、マッハツェンダ干渉計の NULL 点にバ

イアス点を設定し、変調度を小さくすることで、線形性を確保できるが、NULL 点を中心に変調している

ため、過剰な光損失が生じる。損失補償のために変調度を大きくすると、その分線形性が損なわれ相互変

調歪の影響が大きくなる。この二律背反な性質に起因するペナルティを如何に抑制するかが、100 Gbit/s
以降のさらなる高速化・高効率化実現に向けたポイントの一つとなるものと考えられる。 
(3) 変調器の実現方式 

IQ 変調器では電界印加による屈折率変化（電気光学効果）が使われている。電気光学効果を用いる方式

は、電界吸収型の変調器に比べ、高速性と高い信号品質（低チャープ）の両立が可能とされている。一般

に、直接変調や EA 変調器は、光強度を変調する際に、デバイス固有のチャープの影響が残り、位相が変

化するため、振幅と位相を独立に制御することが容易ではない。表 3.2.5 に提案されているデバイス、方

式の発表例を示す。変調器と光源を別にパッケージ化することで変調器としてのデバイス性能を 大限に

引き出すアプローチ、光源と変調器を一つのパッケージにハイブリッド集積化することで小型な光送受信

器を実用化しようとするアプローチがある。以下に簡単に解説する。 
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表 3.2.5 光変調器のデバイス、方式の発表例 

 デバイス 伝送速度と変調方式 

1 LiNbO3 光導波路 100Gbit/s DQPSK 

50Gbit/s 16QAM 

100Gbit/s RZ-PDM-QPSK 
2 

モノリシック集積型 

InP光導波路 400Gbit/s PDM-DQPSK 10ch光源/変調器ア

レイ 

3 ハイブリッド型 石英系導波路とLiNbO3
光導波路 

100Gbit/s PDM-QPSK  
240Gbit/s 64QAM 

モノリシック集積型 LiNbO3 変調器： LiNbO3 変調器では、二つのマッハツェンダ干渉計が並列に集

積されたデバイス、DPMZM を用いて、100 Gbit/s（変調速度 50 Gbaud）を超える動作が実

現されている。光変調器内で偏波多重多値信号を合成する手法として、四つのマッハツェンダ

干渉計を並列に持つ、QPMZM が提案されている。1 シンボルで 4 ビットを伝送可能である

ため、シンボル速度は 12.5 Gbaud となり、偏波多重を併用することで 100 Gbit/s への適用も

期待されている。 
富士通の白石氏らは、LiNbO3導波路でRZ変調器とDQPSK変調器をモノリシック集積し、

偏波ビームコンバイナとハイブリッド実装したデバイスを報告している。100 Gbit/s 
RZ-PDM-QPSK 用の変調器として、挿入損失は C、L バンド通じて約 12 dB、通過帯域 30 GHz
以上、DQPSK 変調器間の電気的なクロストーク-20 dB 以下、QPSK 変調部の Vπが 3.5 V、

RZ 変調部の Vπが 3.7 V という優れた性能が報告されている。 
NICT の Guo-Wei Lu 氏らは LiNbO3導波路にモノリシック集積した MSK 変調器を報告し

た。タンデム接続された MZI を用いた構成であり、20 Gbit/s の MSK 信号を生成した。 
モノリシック集積型 InP 変調器：InP ベースの半導体マッハツェンダ変調器は小型、低駆動電圧、高

速動作が可能であり、レーザとの集積も可能で将来有望な位相変調器である。課題の挿入損失

の低減に対して、光挿入損失補償のための半導体光増幅器（SOA）をモノリシック集積した

報告例もある。 
NTT の都築氏らは、InP 光導波路による変調器モジュールを報告した。高周波特性に優れ

た LCP を用いる提案であり、80 Gbit/s NRZ 信号変調時のエラーフリー動作が示されている。 
Infinera の M.Ziari 氏らは、InP モノリシック集積による 10 ch PDM-DQPSK 用多チャネ

ル光源・変調器アレイを発表した。10 個の波長可変型 DFB 光源と 20 個の IQ 変調器で構成

し、10 チャネル分の光源・変調器出力を合波したのち偏波多重を行い、1 チップのトータル

容量 400 Gbit/s を達成している。変調器の Vπが 2.5 Vpp、消光比が 25 dB 以上と報告されて

いる。 
ハイブリッド集積型変調器： NTT の山崎氏らは石英系光導波路と LiNbO3 導波路をハイブリッド集

積した 100 Gbit/s DP-QPSK 変調器、64QAM 変調器を開発した。IQ 変調器 2 個と PBS を集

積し、LiNbO3を用いた DQPSK 変調器と同等以下の挿入損失 4.8 dB を実現している。NTT
の佐野氏らは、この変調器を用いた 240 Gbit/s PDM 640QAM の変復調を報告している。振

幅比 4:2:1 の三つの QPSK 信号を重ねて 64QAM 信号を生成し、20 Gbaud 64QAM 信号に 10 
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ns 遅延を与えて偏波多重し 240 Gbit/s PDM 64QAM 信号を生成している。多値度は 12 
bit/symbol を達成している。 

 
3.2.3 コヒーレント光受信モジュール 

 本項ではデジタルコヒーレント受信器の光フロントエンドを実現するコヒーレント光受信モジュール

について述べる。 
(1) 業界動向 

 現在、OIF において 100 Gbit/s 長距離伝送の標準化の検討が進められている。OIF の物理層では、機能、

高速電気インタフェース、低速電気インタフェース、光インタフェース、機構及び環境が議論されている。 
図 3.2.3 は OIF に示されているコヒーレント受信機のブロック構成図である。変調方式を DP-QPSK と

しており、局発光以外のコンポーネントを集積化することが望ましいとされている。その前段として、4
セットのバランスドフォトダイオード、四つのリニア型差動出力アンプ、及び二つの差動出力型 90 度ハ

イブリッドの機能が 1 つの光コンポーネントに集積化されるべきと議論されている。 

 

図 3.2.3 コヒーレント受信機のブロック構成図 

 学会動向としては、NTT の坂巻氏らが、偏波ビームスプリッタ、偏波保持ビームスプリッタ、90 度ハ

イブリッドを組み合わせた DPOH を石英導波路に一体集積した復調器を、Infinera の M.Ziari 氏らが高 Δ
の Si 系光導波路を用いた DP-DQPSK 用の 10 ch 受信フロントエンドを、u2t の Ludwig 氏らが 90 度ハ

イブリッドとツイン PD を集積化したシングル偏波の復調器を、Alcatel-Lucent の C.R.Doerr 氏らが SiGe
を用いて DPOH と PD を一体集積したデバイスなどを紹介している。 
(2) コヒーレント用に求められる特性 

 従来の光送受信機用のデバイスと異なる点は、集積化を前提とすること、大きな出力振幅が必要であ

ること、レスポンスにリニアリティが要求されること、広帯域な PD 素子が求められることなどである。

ツイン PD 出力での大きな出力振幅は、後段で AD 変換してデジタル信号処理を行うので、AD 変換器で

の高い精度、分解能をえるために望まれる。また、広い入力ダイナミックレンジでのリニアリティは、ツ

イン PD からの受信波形がリミッティングされると後段でのデジタル処理で高度な波形歪等化ができなく

なるため、受信した光波形形状を変えず、AD 変換器に入力するために必要となる。シンボルレートが 32 
Gboud となるので、従来の 40 Gbit/s DPSK 用と同様な広帯域 PD 素子の検討が進められている。PD に

は導波路型と面入射型の方式がある。導波路型は広帯域性、二つの PD の同一高速応答性に優れ、面入射

型は安価となる場合が多いこと、偏波依存性が小さい。 
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 集積化を前提としたコヒーレント光受信モジュールに求められる諸元例を表 3.2.6 に示す。シンボルレ

ートは 32 Gboud であり、基本的には従来からの 40 Gbit/s DPSK 用ツイン PD モジュールと共通化でき

る項目が多い。波長帯は C 帯、L 帯をカバーする必要がある。入力信号光パワーは広いダイナミックレン

ジをカバーすることが求められている。局発光の入力光パワーは信号光に比べてはるかに高い出力が要求

されている。リニア出力振幅は調整可能であることが望ましく、1V 近くの大振幅が欲しいとの意見もあ

る。リニアなアナログ信号を扱うために、リターンロスはこれまでのデバイス同様以上に十分に小さいこ

とが求められている。小信号帯域は、従来の受信器と同様にシンボルレートの 0.7 倍の帯域が必要である。

また従来の遅延干渉計と同じくチャネル間スキュー、P/N 間スキューの規定も必要である。 

表 3.2.6 コヒーレント光受信モジュールに要求される主な性能（例） 

 パラメータ Min Typ Max 単位 備考 

1 シンボルレート   32 GBaud  

2 波長 1530 
1570 

 1570 
1608 

nm C-band 
L-band 

3 入力信号パワー -18  0 dBm 平均光パワー 

4 局発光入力パワー 0  20 dBm 平均光パワー 

5 リニア出力振幅調整範囲 300  900 mVpp  

6 小信号帯域  22  GHz  

7 スキュ－ p / n   2 ps  

8 チャネルスキュー   10 ps  

9 チャネルスキュー変動   5 Ps  

OIF ではパッケージからの高周波信号、DC 信号などすべての信号はピンから出力されるよう検討が進

んでいるが、信頼性の点でフレキシブル基板による接続を望む声もある。フレキシブル基板で 30 GHz ま

での広帯域にわたり良好な特性を実現した例も報告されており、パッケージ形状の点でも今後議論が進む

ものと思われる。 
(3) コヒーレント用受信モジュールの実現方式 

 受信モジュールに必要なツイン PD や 90°ハイブリッドは、DPSK や DQPSK などの従来の遅延検波方

式で使われている技術を基本に開発されている。受信モジュールの主な方式を表 3.2.7 に示す。 

表 3.2.7 受信モジュール方式 

方式 特長 報告者例 

石英系光導波路 低損失、集積化容易、低コスト、高信頼性高

偏波消光比 
FOC、古河、NTT、 

InPモノリシック集積 PDとの集積化容易、小型 u2t、Santur 

自由空間系 制御フリー、低損失、低温度依存性 Optplex、 KyLia 

ファイバ系 低損失 ETRI 

実現方法については、大きく導波路方式と空間光学系方式に分けられ、前者は集積化や低損失に優れ、

また低コスト化が容易である。後者は低損失に優れ、また温度依存性が小さいなどの利点がある。コヒー
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レント用受信モジュールは偏波ビームスプリッタを含むなど構造が複雑になるため、実現し易い導波路型

での検討が活発に行われている。 
 OIF の標準化委員会ではツイン PD と 90°ハイブリッドを集積することが議論されており、各社で検討

が進められている。シリコンフォトニクスの集積回路にツイン PD、偏波ビームスプリッタ、偏波保持ビ

ームスプリッタを載せ、PD-QPSK で 112 Gbit/s の動作が確認されている。90°ハイブリッドと偏波ビー

ムスプリッタと偏波保持ビームスプリッタを一体化した報告例もあり、28 mm×5 mm のチップサイズに

集積化されている。ツイン PD1 つと 90°ハイブリッド１つを集積化した例も報告されており、50 Gbit/s
の SP-QPSK で 480 km の伝送試験結果が示されている。モジュール化までされており完成度が高い。 

 
3.2.4 デジタルコヒーレント光トランシーバ 

光トランシーバは電気信号と光信号を変換するモジュールである。光送信器と光受信器が一体化されて

おり、光電気変換用のレーザダイオード、フォトダイオード、電気信号のデジタル化及び多重化や並列化

を行う IC によって構成されている。通信装置インタフェース としての相互接続性や互換性を保証するた

めに標準規格の確立が重要であり、これまでも、規格化に伴い製品が普及する製品サイクルを繰り返して

いる。本項ではデジタルコヒーレントに求められる光トランシーバの動向について述べる。 
(1) 業界動向 
 OIF では、DP-QPSK を念頭においたデジタルコヒーレント光トランシーバの標準化活動が進められて

いる。図 3.2.4 に、典型的なデジタルコヒーレント光トランシーバのブロック構成図を示す。ブロック右

の“100G LH Integrated Photonics”は送信・受信モジュールである。ブロックの“100G LH Module EM”
は、トランシーバ基板に実装されるブロックを示している。 

 

図 3.2.4 デジタルコヒーレントトランシーバのブロック構成図 

OIF では消費電力、実装機構、放熱条件、高速電気信号インタフェース及び制御インタフェースを主な

標準化のターゲットとしており、特に動作温度とモジュールサイズから導かれる 大許容電力に関する議

論が活発である。制御インタフェースに関しては、既に標準化された CFP に準拠する方向で進められて

おり、各種レジスタ設定だけが専用に割り当てられるように調整されている。主な構成要素は、光源、光

送信モジュール、光受信モジュール、QPSK エンコーダ、アナログデジタルコンバータ及びデジタル信号
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処理部であり、オプションとして、FEC をデジタル信号処理部に統合することが議論されている。FEC
に関しては、デジタルコヒーレント光トランシーバとは別の枠組みでも議論されている。 
近年、光トランシーバの業界では、複数の製造メーカが MSA と呼ばれる共通仕様を定め、外形寸法や

機能仕様を共通化して互換性を確保することで、共通仕様の光トランシーバを普及させる動きが活発であ

る。システムボード設計を標準化することで複数のサプライヤからの安定供給が期待できること、量産品

を用いることでコストを削減できることなどのメリットがある。100 Gbit/s 光トランシーバも、装置間の

短距離伝送をターゲットにした CFP－MSA が提案されており、サンプル出荷されている。 

 高速 LSI によるデジタル信号処理技術の急速な発展を背景に、デジタルコヒーレント光トランシーバの

研究開発が各国で活発に行われている。図 3.2.5 にデジタルコヒーレント研究の進展のトレンドを示す。

2008 年に 46 Gbit/s 偏波多重 QPSK 信号に対してリアルタイム処理を可能にする ASIC が Nortel 社から

報告され、デジタルコヒーレント光トランシーバの実用化に向けた競争は激化している。ECOC2009 では、

全 41 件のデジタルコヒーレント関連の研究発表があり、リアルタイム実証例は 7 件、ASIC を開発した例

は University of Paderbom の１件であった。FPGA による実装では、OFDM 用の送信側 DSP を FPGA
で実現した報告が目立っている。変調方式としては、16QAM 以上の QAM や OFDM 発表例もあるが、

DP-QPSK 方式に関する発表が も多い。 

 

図 3.2.5 デジタルコヒーレント技術トレンド 

(2) デジタルコヒーレント光トランシーバに求められる諸元 

 基本性能は、光部品や LSI の性能でほぼ決まるとも言えるが、その光部品や LSI の性能を十分に引き出

す設計技術が光トランシーバ設計者に求められる。3 次元電磁界解析・熱解析を積極的に取り入れたトラ

ンシーバ基板設計前のシミュレーション検証の重要性も高まっている。以下に基本的な送受信器の原理・

構成と、主に MSA で議論されている設計項目を説明する。 
(a) 送受信器 

 デジタルコヒーレント光トランシーバの構成例を図 3.2.6 に示す。光送信部は多値光位相強度変調部、

光受信部は受信フロントエンド、信号処理部及び電気信号処理部から構成される。 大の特徴は局発光シ

ョット雑音限界の高感度な受信感度を実現する光受信部にある。光受信部では、位相ダイバーシチ・ホモ
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ダイン受信出力をアナログ・デジタル変換回路によってデジタルデータに変換し、デジタル信号処理によ

ってキャリア位相を推定する。そのため、従来コヒーレント方式の 大の難関技術とされていた局発光の

位相追尾が不要となる。偏波ダイバーシチ受信とデジタル信号処理によって偏波多重分離するため、光学

的な手段では困難だった高速かつ安定な偏波多重分離も可能となっている。また、線形な検波方式によっ

て、信号光の複素電界を検出するため、どのような多値変調フォーマットにも対応できる。更に、信号光

の複素電界を取り込むため、光ファイバの群速度分散や偏波モード分散をデジタル信号処理によって補償

することができる。 
信号光の垂直及び水平偏波を、同一の局発光を用いて位相ダイバーシチ・ホモダイン検出することによ

り、各偏波成分に対して光複素振幅が得られる。これを偏波ダイバーシチと呼ぶ。偏波ダイバーシチ・ダ

ブルバランス型フォトダイードの四つの出力端子からは、光複素振幅及び偏波状態の情報を抽出するため

に、高速 AD 変換器を用いて四つの出力をデジタル信号に変換する。AD 変換後に、固定/適応分散補償、

偏波多重分離/偏波分散補償、クロック抽出、キャリア位相推定及びシンボル識別などの信号処理を行う。 

   
   (a) 光送信部の構成例         (b) 光受信部の構成例 

 図 3.2.6 デジタルコヒーレント光トランシーバの構成例 

(b) 外形寸法  

一般的に光トランシーバの外形は、光通信装置の筐体に装着するシステムボードの機構条件によって制

約される。クライアント用トランシーバや OTN フレーマ・FEC 符号化/複合化用の LSI・電源回路といっ

た必要機能ブロックの実装スペースを考慮すると、トランシーバの実装スペースは自ずと決まってくる。

デジタルコヒーレント光トランシーバのサイズは、10 G/40 Gbit/s 長距離 WDM 伝送用ライン側トランシ

ーバとして も普及した 300 pin MSA トランシーバの外形寸法が一つの参照基準になっている。また、

動作速度 100 Gbit/s と同速度をサポートする CFP MSA の外形寸法も一つの基準である。参考となる光ト

ランシーバとして、40 Gbit/s、300 pinMSA と CFPMSA の外形を図 3.2.7 に示す。長距離光伝送用途の

ライン側トランシーバでは基板固定タイプ、短距離用途のクライアント用トランシーバはメンテナンス性

で有利な活線挿抜型が一般的であり、その用途によって外形寸法や実装方法が異なっている。 
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(a) 40 Gbit/s 300 pinMSA:177 mm x 127 mm x 18 mm             (b) CFPMSA:144 mm x 78 mm x 13.6 mm 

図 3.2.7 光トランシーバ外観例 

寸法以外に考慮すべき主な項目は、ヒートシンク、光コネクタインタフェース及び電気コネクタインタ

フェースである。トランシーバとしてはヒートシンクなしフラットトップタイプでの供給が好まれる場合

がある。光コネクタインタフェース は、ライン側トランシーバの場合、性能・信頼性重視の観点から、

光コネクタは Pigtail 型を、電気コネクタは固定型が使われている場合が多い。一方、クライアント側ト

ランシーバでは、光コネクタはレセプタクル型、電気コネクタは活線挿抜型が採用される場合が多い。シ

ステムボードと接続する電気コネクタは、高周波特性や電源・制御インタフェースを含めた全接続点数を

考慮して、部品選定する必要がある。 
(c) 制御信号インタフェース 

 デジタルコヒーレント光トランシーバの制御信号インタフェースは、100 Gbit/s をサポートする 新の

MSA 光トランシーバを参照して議論されることが多いため、ここでは CFP MSA の制御インタフェース

を参考情報として紹介する。CFP では、ホストとなるシステムボードとトランシーバ間の制御インタフェ

ース として MDIO が採用されている。MDIO インタフェースは、同一のバスで複数の光トランシーバの

接続を可能とし、各トランシーバに対して合計 65,536 レジスタへのアクセスを可能にしている。図 3.2.8
に CFP MSA の制御インタフェースを示す。ホストから、トランシーバ内の起動シーケンス非揮発性メモ

リ（NVM）とデジタル診断モニタの格納データにアクセス可能である。ホストからの読み出し/書き込み

時間に要する 高動作速度は 4 MHz である。起動後に NVM データをレジスタシャドウに格納すること

で、レジスタから NVM へのデータ格納にも対応する。DDM データは定期的に更新されており、更新時

間は遅くても 10 Hz である。全レジスタには、NVM データだけでなく、制御状態、DDM レジスタを含

んでいる。 

 

図 3.2.8  CFP MSA の制御インタフェース 
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 (d) 消費電力 

 光デバイス技術の進展により、ビットレート単位の光コンポーネントや LSI の消費電力は下がってきて

いるものの、システムボード実装領域の制約から、難易度の高い熱設計が必要になってきている。100 
Gbit/s デジタルコヒーレント光トランシーバでは、シンボルレート 32 Gbaud に対応した 4 チャネルの

ADC や各種高速信号処理に伴う LSI、同じく 32 Gbaud 対応の複数ドライバなど、高速化によるデバイス

消費電力の増加だけでなく、従来の OOK トランシーバにない機能追加による消費電力増加がある。OIF
では、雰囲気温度 55℃において、 大ケース温度 70℃までの動作が想定されている。トランシーバケー

ス寸法は、5 inch×7 inch×高さ 33 mm を目標にし、風速 2 m/s、トランシーバケース高さ 16 mm、放熱

フィン高さ 17 mm としたときに許容できる 大消費電力は 80 W と見積もられている。 
 
3.2.5 まとめ 

デジタル信号処理技術を用いたコヒーレント光通信システムで用いられる光受信器内部の信号処理に

ついて調査を行った。 初に、100 Gbit/s 信号の長距離光ファイバ伝送方式の実現方式であるコヒーレン

ト偏波多重４値位相変調方式を取り上げ、光送受信機の全体構成と受信機内部の信号処理の概要について

整理を行った。次にコヒーレント受信、復調処理の実現の鍵となる、光源周波数オフセットの除去方式、

と光源位相揺らぎの除去方式について整理した。前者は、無線システムと比較して光通信システムに顕著

な課題の一つであり、光源へのフィードバック制御を前提にした場合や全デジタル処理を前提にした場合

などに向け、各種の方式が提案されていた。後者については、無線分野でもいくつかの手法が提案されて

いるが、高速光通信では信号線幅が桁違いに広くまた高速演算が必要となるため、演算処理が軽く高速の

位相追従の可能な位相推定手法が求められていた。 
 ついでコヒーレント受信器の 大の特徴である信号劣化の等化処理について調査を行い、その課題と

新の研究動向を明らかにした。光ファイバの持つ波長分散の等化は、主として時間領域等化と周波数領域

等化の観点から調査を行い、補償量と回路規模などの特徴について整理を行った。また偏波モード分散補

償・偏波変動追従・偏波分離/合成の機能については、適応等化を用いる必要性から、等化フィルタの収束

手法や、等化フィルタの同一偏波状態への収束の回避が問題となることを示し、これまでの提案手法を整

理した。更に、伝送路の非線形効果を Back-propagation 方式で補償する技術について、各種研究機関か

らの報告を整理するとともに、回路規模の削減に向けた工夫が重要であることを示した。 後に、コヒー

レント受信フロントエンドの不完全性を補償して高性能化・低コスト化することの可能性について整理し

た。 
コヒーレント光通信システムを構成する主要デバイス・送受信技術には以下の課題がある。まず、光源

として、送信器側の波長可変光源と受信器側の局発光源があるが、求められる技術課題は概ね同一である。

すなわち、同期検波精度を上げるには一層の狭スペクトル化、安定化が必要である。IQ 変調器は、複数の

マッハツェンダ干渉計の複雑なバイアス制御が課題であり、半導体変調器の性能向上、損失低下も望まれ

る。90°ハイブリッドに対しては、小型化に向けた導波路型の開発が進んでいるが、低コスト化、偏波無

依存化が課題となる。バランスドレシーバは、面入射型に比べ導波路型の方が高速化可能であるが光軸調

整の容易化と高入射パワー耐力の課題がある。トランシーバは、装置内の空冷能力を勘案して 80 W 以下

の概算値が示されているが、一層の低消費電力化が望まれる。 
 



 

27 

３－３  コヒーレント光通信システムの受信器の信号処理 
 本節では、近年出現したデジタル信号処理技術を用いたコヒーレント光通信システムで用いられる光受

信器内部の信号処理について解説を行う。まず、基本構成を述べ、デジタル信号処理を位相、周波数など

のオフセット処理と、波長分散、偏波分散などの等化処理に分けて、 新の研究開発動向を示す。 
 

3.3.1 基本構成 

 本項ではコヒーレント偏波多重 4 値位相変調（DP-QPSK）方式を用いた 112 Gbit/s 光送受信器を代表

例として取り上げ、その基本構成について概説する。 
(1) デジタルコヒーレント送受信器の基本構成 

 図 3.3.1 に光送信器の構成と入出力光信号（複素平面表示）を示す。伝送される 100 Gbit/s の情報信号

は、誤り訂正・符号化回路で 4 本の 28 Gbit/s 信号に変換され、偏波多重光変調部に入力される。送信光

源には、一般に狭線幅半導体レーザを用いた波長可変光源が用いられる。その出力光は偏波多重光変調器

内部で二つに分離され、2 台の QPSK 変調器に入力され、それぞれ変調速度 28 Gsymbol/s の 4 値位相変

調光に変換される。QPSK 変調器としては、LiNbO3 結晶や半導体基板上の導波路構造を利用して形成し

たマッハツェンダ（MZ）型光変調器が、更に入れ子構造に集積化して直交合成して出力する複合光変調

器が用いられる。各 QPSK 変調器から出力される信号は、偏波合成器によって直交する偏波状態に多重さ

れて出力される。(b)に示す出力光の光電界の複素平面表示において、S、P 各偏波の光信号は、それぞれ

28 Gsymbol/s で変調された 58 Gbit/s の QPSK 信号となるため、偏波多重信号全体の伝送速度は 112 
Gbit/s 信号となる。 
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 (a) 光送信器の構成 (b) 出力光の光電界（信号点） 

図 3.3.1  112 Gbit/s 偏波多重４値位相変調光送信器 

 図 3.3.2 は、光受信器の構成と受信信号光の光電界の様子を示している。光受信器は、内部に受信信号

光とほぼ同一の波長の局発光源を備え、その出力光を受信信号光と干渉させて電気信号に変換（コヒーレ

ント検波）する。コヒーレント検波は強い偏波依存性を持つため、一台の受信器では局発光と同一の偏波

状態の光信号しか受信できないので、受信信号の入力部に偏波分離回路を備えて、受信信号を二つの直交

偏波成分に分離している。この結果、一つの光信号の受信に 2 台の光受信器が必要となるが、信号光を偏

波多重し情報伝送量を 2 倍にすることによって、その不利を補っている。各偏波の受信部では、信号光と
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局発光が光 90 度ハイブリッド回路に入力される。同回路からは、両光を互いに同相及び逆相で干渉させ

た１組の出力光、直交（90 度）及び逆直交（-90 度）で干渉させた１組の出力光の計 4 本の出力光が得ら

れる。これらをそれぞれ一組ずつ 2 個のバランス型フォトダイオードで差動受信すると、不要な直流成分

をキャンセルし、信号光と局発光のビート成分のみを効率的に抽出することができる。2 個のバランス型

フォトダイオードから出力される電気信号は、それぞれ信号光と局発信号の同相干渉成分（I）と直交干渉

成分（Q）となる。この X 偏波の IQ 成分、Y 偏波の IQ 成分の計四つの電気信号は、それぞれ高速に AD
変換されて、デジタル情報信号に変換された後に、後続のデジタル信号処理回路に入力される。このよう

にして得られたデジタル信号は、無線通信で広く用いられるデジタル信号処理を用いて、さまざまな等

化・判定処理が可能となる。さまざまなデジタル信号処理が施され、誤り訂正を行ったのちに 100 Gbit/s
の情報信号が出力される。 
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 (a) 光送信器の構成 (b) 受信信号光の光電界の例 

図 3.3.2  112 Gbit/s コヒーレント偏波多重４値位相変調光受信器 

(2) 受信側信号処理の機能概要 

 図 3.3.3 に受信側信号処理の機能とブロック構成例を示す。受信側デジタル信号処理の機能を大別する

と、コヒーレント受信・復調処理（イントラダイン受信の実現）と等化処理であり、更に等化処理は、伝

送路による波形劣化の等化と、受信フロントエンド回路の不完全性劣化の等化に分類できる。 
コヒーレント受信・復調処理は、受信信号光の搬送波位相と局発光源の位相の位相差に対し、信号の電

界を識別可能にした上で、識別判定処理を行う受信器の根幹部分である。コヒーレント受信の方式は、信

号光と局発光の周波数・位相の関係によって、ヘテロダイン方式、ホモダイン方式及びイントラダイン方

式の 3 方式に分類される。このうちイントラダイン方式は、局発光の周波数・位相を厳密に制御すること

なく、残留周波数オフセットや位相誤差をデジタル信号処理回路によって解決する方式である。イントラ

ダイン検波を実現するためのデジタル信号処理として、光源間の周波数差を検出・補正する周波数オフセ

ット補償回路、光源間の位相差を検出して補正する搬送波位相同期回路、識別・判定を行う識別・デコー

ド回路がある。 
 伝送路による波形劣化の等化は、各種の伝送波形歪を補償する回路ブロックである。光の電界情報を線

形に周波数変換してベースバンドのデジタル情報として処理できるので、波長分散や偏波モード分散とい

った線形な歪みは、理論上ほぼ完全に補償することが可能となる。更に 近では、伝送路中で発生する非

線形効果についても補償することが盛んに検討されている。また、偏波多重伝送を行っている場合の偏波
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分離の処理もこの機能ブロックで同時に実現することが一般的である。波長分散や非線形効果の補償を受

け持つ回路ブロック(準静的等化回路)と、偏波変動、偏波モード分散、偏波依存性損失などの補償を受け

持つ回路ブロック(動的等化/適応等化回路)を分離する構成が有効と考えられている。 
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図 3.3.3 受信側信号処理の機能とブロック構成例 

フロントエンド不完全性の補償は、コヒーレント受信器の入力側にある光ハイブリッド、フォトダイオ

ード、トランスインピーダンス増幅回路及び AD 変換器などのアナログ部品の特性不完全性、特に偏波ダ

イバーシチと位相ダイバーシチに対する四つのアナログレーン間の特性ばらつきに起因する信号品質劣

化を抑制するためのものである。これらの機能の一部は、全体的な回路規模の削減、機能分離による制御

アーキテクチャの見通しの良さ、受信器内の特性と伝送波形劣化のバジェットの切り分けの容易性などの

観点から、伝送波形劣化の等化とは独立な機能ブロックとして扱うことに一定のメリットがあると考えら

れる。 
 
3.3.2 コヒーレント受信・復調処理 
(1) 光源周波数オフセットの除去 

 一般的な波長多重用光源を用いた場合、送信器側の光源と受信器側の局発光源の間には、波長確度の範

囲内で光周波数のずれ（オフセット）が発生し得る。現在市場で一般的な波長多重用光源の場合、この周

波数オフセットは 大数 GHz 程度となる可能性がある。デジタルコヒーレント方式の受信アルゴリズム

を論じている報告の大多数は、搬送波位相同期ブロックに先だって、独立した光源周波数オフセットの除

去ブロックを設けるアーキテクチャを前提にしている。そのような構成をとる理由は、ひとえに搬送波位

相同期回路に対する要求仕様を緩和するためである。光源周波数オフセットが十分小さい場合、ある短時

間にわたって観測した信号コンスタレーションには、固定の位相ずれのみが観測される。一方、光源周波

数オフセットが大きい場合には、周波数オフセットによって観測時間内にコンスタレーションが回転して

しまうため、そのままでは符号情報を処理・識別することが困難になる。この問題に対処するための光源

周波数オフセット除去方式は、全デジタル型とアナログフィードバック型の二つに大別される(表 3.3.2)。
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前者は、すべての処理がデジタル信号処理回路内で完結するため、受信回路の全体アーキテクチャが単純

になり、また光源レーザに対して波長可変機能などの特別な機能が必要ないことがメリットである。一方、

後者では、光源周波数オフセット推定回路線形性やダイナミックレンジに対する要求が低い、コヒーレン

トフロントエンドから AD 変換器に至るアナログ電子信号の帯域制限の影響を受けにくく、高性能が期待

されるといったメリットがある。 

表 3.3.2 周波数オフセット除去方式の比較 

 全デジタル方式 アナログフィードバック方式 

局発光源に対する要求 ○ 波長微調整機能が不要 × 波長微調整機能が必要 

フロントエンドの帯域の影響 × 影響を受けやすい ○ 影響を受けにくい 

オフセット推定回路への要求 × 良好な線形性が必要 ○ 線形性要求は低い 

周波数変動への追従性 ○ 追従速度を高めやすい × 追従速度を高めにくい 

  Alcatel-Lucent の Leven 氏らは、M 相 PSK 変調方式に適用可能なアルゴリズムとして累乗法による

信号位相除去をベースにした方式を提案・実証した。また Paderborn 大の Hoffmann 氏らは Leven 氏ら

の提案と本質的に等価ではあるが演算順序を違え、繰り返し演算により精度を向上する変形版を提案した。

これに対して富士通研の Li 氏らは、信号の仮判定を行いその結果を差し引いて PSK 符号化成分を除去す

る方法により、周波数オフセット推定範囲を更に拡大する PADE 方式を提案・実証した。これらの発表に

対して、Pisa 大の Morelli 氏らはスペクトルを分析することによって周波数オフセットを推定する方式を

提案している。ParisTech の Selmi 氏らは、この方式の難点である推定精度を改善するために繰り返し推

定を適用した上で、QAM 方式への適用を報告している。以上の手法は、いずれも全デジタル型を志向し

た形で提案されているが、 初からアナログフィードバック型のアーキテクチャを前提としたアーキテク

チャもある。例えば富士通研の Tao 氏らは、周波数オフセットの検出に I, Q 信号間の相関を検出する方法

を提案している。 
(2) 光源位相揺らぎの除去 

 デジタルコヒーレント光通信では、変調速度の高速化とデジタル信号処理による位相揺らぎの除去技術

により光源線幅の許容量が大きく緩和されたことがその実現の契機となった。光源位相揺らぎの除去は、

光源周波数オフセットを除去した後に残存する時間的にゆっくりとした位相残差を除去する技術である。

位相揺らぎの要因の大部分は、送信側の信号光源と受信側の局発光源の位相揺らぎに起因している。 
(a) フィードバック型の位相揺らぎの除去 

 無線通信分野における位相揺らぎの除去には、デジタル位相同期ループが広く用いられている。受信器

内部に周波数 f のデジタル発信器を備えその出力波と受信信号の位相誤差を検出し、位相誤差がゼロとな

るようにデジタル発信器の発振周波数をフィードバック制御する位相揺らぎの除去手法である。デジタル

コヒーレント光通信分野においても Taylor 氏や Li 氏らにより、デジタル位相同期ループの利用可能性が

比較検討されているが、デジタル位相同期ループはループフィルタの遅延が大きく、フィードフォワード

型に比べて位相揺らぎへの追従性が悪く、光源線幅耐力が不十分となることが報告されている。このため

デジタルコヒーレント光通信においては主にフィードフォワード型の利用が検討されている。 
(b) フィードフォワード型の位相揺らぎの除去 
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フィードフォワード型の位相揺らぎの除去は、位相揺らぎを含むキャリアの位相を推定し、これを時間

遅延させた受信信号から差し引く方式である。この際、受信信号自身の持つ多値変調成分が邪魔となるた

め、これを除去する位相推定技術が必要となる。図 3.3.4 に代表的な位相推定技術である累乗法と判定指

向法を用いた位相揺らぎ除去の構成を示す。 
 図 3.3.4-(a)に示す、累乗法アルゴリズムは N 値の位相変調信号を対象とした位相推定方式であり、受信

した複素信号を N 乗することで位相変調成分を除去する方式である。なお、多くのデジタルキャリア位相

推定法には、サイクルスリップの発生と初期位相の推定という問題がある。サイクルスリップの対策とし

ては、送信多値信号にあらかじめ論理的な差動符号化を施すことで、サイクルスリップや初期位相不定性

の影響が伝播しないようにする手法や、特殊な符号パターンなどを利用してキャリア位相の検出ミスを検

出してサイクルスリップを訂正するなどの手法が用いられる。この累乗法のデジタルコヒーレント受信器

への適用は Noe 氏らが提示し、Ly-Gagnon 氏らによって実際に狭線幅 DFB レーザを用いたコヒーレント

QPSK 変復調の実現可能性が実証された。また Tsukamoto 氏らによって 8 値位相変調実験への適用も報

告されるなど広く利用が検討されている。しかしながら、累乗法の課題としては、原理的に N 値位相変調

にしか適用できない、キャリア位相推定精度が低い、複素数の N 乗や位相角の検出などの非線形演算が必

要になるなどが挙げられる。 
N 値位相変調にしか適用できない課題については、Seimetz 氏らは 16QAM 変調などのさまざまな変調

方式に適用可能な V&V アルゴリズムの改良法を示している。キャリア位相推定精度が低いことについて

は、フラウンホーファー通信研究所の Seimetz 氏がさまざまな変調方式に対してキャリア位相推定を行っ

た場合のレーザ線幅の許容幅を報告している。これに対し、Taylor 氏らは Wiener フィルタの利用による

高精度化を提唱している。また、Kuschnerov 氏らは偏波多重して伝送される二つの偏波成分間のキャリ

ア位相の相関を利用し、相互位相変調効果などの非線形効果があっても精度の高い位相推定が可能な手法

を提案している。 
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 (a) 累乗法による位相推定 (b) 判定指向による位相推定 

図3.3.4 フィードフォワード型の位相揺らぎ除去の構成 

 もう一つのキャリア位相推定法として、判定指向法（図 3.3.4(b））がある。これは受信信号に一旦多値

信号の判定処理を行い、判定結果を差し引いた位相残差からキャリア位相を推定する方式である。累乗法

と異なりどんな多値変調にでも適用可能な方式であるが、図 3.3.4(b）に示すようにやや複雑な信号処理が

必要となる。Cai 氏らは累乗法と判定指向法の性能差について検討を行っており、狭線幅の位相雑音の小

さなレーザでは判定指向法の方が高精度な位相推定が可能であることを示している。また Winzer 氏ら、

あるいは Mori 氏らはコヒーレント偏波多重 16QAM 信号の位相推定に判定指向法を利用した実験結果を

報告している。 
なお、他の光源位相揺らぎの対策として、「狭線幅レーザと光 PLL の利用」、「セルフホモダイン受信」
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も検討されている。これらは必ずしもデジタル信号処理技術を利用したものではないが、デジタルコヒー

レント受信器への適用も可能である。以下、これら二つの手法について簡単に紹介する。 
狭線幅レーザと光 PLL の利用：変調速度が低い場合や多値度が高い場合などに有効な解決策となる。

例えば、東北大学では、線幅が 4 kHz と極めて狭いファイバレーザを利用し、1 Gsymbol/s と

いう位相雑音の影響の厳しい条件で 64QAM ならびに 128QAM 信号の変復調を実現している。 
セルフホモダイン受信：信号光の一部を局発光として利用する手法である。信号光と局発光が同一の光

源から発生する場合、両者の位相揺らぎは瞬時的には同一であり、互いに複素共役積を取るこ

とでキャンセルされて光源位相揺らぎの除去が可能となる。 
セルフホモダイン検波方式は、更にパイロットキャリア同送方式と光遅延検波方式に分類できる。 
パイロットキャリア同送方式は無変調の信号光の一部を多値変調光とともに受信側に伝送し、これを位

相検出の参照光として利用する方式である。パイロットキャリア生成は信号スペクトル中の一部に無変調

キャリアを残存させる方式、直交偏波を利用して伝送する方式などが提案されている。この方式は位相雑

音耐力の高さが特長であり、中村は 30 MHz の線幅の光源を用いて 30 Gbit/s 8PSK 信号の変復調を実証

した。しかしながら、パイロットキャリアを用いても雑音光に由来する位相雑音はキャンセルできないた

め、通常のコヒーレント検波に比べ感度が低下するという問題点がある。一方、遅延検波方式は受信した

光信号の一部を分岐して遅延し、新たに受信した光信号と干渉させて電気信号に変換させる方式である。

この方式は信号自身を局発光の代わりに利用するため、パイロットキャリア方式と比べ伝送効率の低下が

ないという利点を持つ。また、送受信器の構成が比較的簡素で通常の DFB レーザが利用可能となるため、

43 Gbit/s 2 値差動位相変調方式（DPSK)、4 値差動位相(DQPSK)変調方式などが既に実用化されている。

更に、デジタル信号処理を適用して 32 値までの多値伝送が実現されている。しかしながら、受信信号の

復調が非線形過程となるため、伝送劣化の補償や、光多値信号復号が困難となるなどの問題点もある。 

 
3.3.3 等化処理 

 デジタルコヒーレント受信器の 大の特長の一つは、波長分散や偏波モード分散などの伝送波形歪みを

強力に等化できることである。伝送波形歪みを補償するためには、波長分散などの時間的に変動しない歪

みを補償する準静的等化器と、偏波変動などに起因してある程度高速な変動を伴う歪みを補償する適応等

化器を分離することが一般的である。このように分離することによって、適応等化の追従性を向上するこ

とが容易になるばかりでなく、デジタル信号処理回路の規模を縮減することも可能になる。本項では、こ

うした等化処理のためのアルゴリズムについて解説を行う。 
(1) 波長分散の補償 

 波長分散は、光ファイバ中の光信号の伝播時間（群遅延）が波長成分ごとに異なる現象であり、光ファ

イバ伝送の伝送距離を制限する主要な劣化要因の一つである。波長分散の影響はビットレートの二乗に比

例して急速に増加し、波長分散を受けた光信号は波形が大きく歪み、誤り率が大きく劣化してしまう。 
コヒーレント偏波多重 4値位相変調方式では、偏波多重技術と多値伝送技術によってシンボルレートを 1/4
の 28 Gsymbol/s に低減できるため、2 値伝送に比べれば波長分散の影響をおよそ 1/16 に低減できる。そ

れでも 112 Gbit/s 信号の 大伝送距離は、SSMF でおよそ 4 km に過ぎず、長距離光ファイバ伝送におい

てはなんらかの波長分散の補償が必須となる。従来の波長分散補償は主として光デバイスを用いて光領域

で実現されていた。これに対しデジタルコヒーレント受信器においては、波長分散を受信器内部のデジタ
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ル信号処理で補償することが可能となる。これは波長分散の伝達関数が線形関数となるためである。した

がって、伝送路中の波長分散のみを選択的に補償する場合であれば、受信機中に伝達関数のインパルス応

答を模した複素デジタル FIR フィルタを備えることで波長分散の補償が可能となる。デジタルコヒーレン

ト受信器を用いた波長分散補償の実現性は、2003 年に Taylor 氏らの 10 Gbit/s 2 値位相変調信号の 89 
kmSSMF 伝送によって示された。また 2005 年には Tsukamoto 氏らによって 20 Gbit/s 4 値位相変調信号

の 200 kmSSMF 伝送に適用され、その後も多くの実験で利用されている。 
 波長分散補償に用いる FIR フィルタとしては、1 シンボルあたり 2 タップ程度の分数間隔フィルタが用

いられる。タップ数は波長分散補償量で決まり 112 Gbit/s偏波多重 4値位相変調信号（変調速度28 Gbaud）
で SSMF 1,000km の波長分散補償には、256 タップもの大きな FIR フィルタが必要となる。デジタル信

号処理 ICの内部では回路の動作速度の制限からこのFIRフィルタを数 10～数 100並列化して実装する必

要があり、波長分散補償回路の規模が極めて大となりコスト等のネックとなる点が課題の一つである。 
また、少量の波長分散であれば受信器内部にタップ係数が可変の線形適応 FIR フィルタを備え、LMS

アルゴリズムなどを用いて受信波形の歪みが 小となるように適応等化するだけでも補償が可能になる。

このような適応等化フィルタの収束性はタップ数の増加につれて急激に劣化するため、適応等化のタップ

数は高々数十である。このため、デジタルコヒーレント受信器では、大容量の波長分散を補償する固定等

化部と、その残差を補償する可変等化部である適応等化フィルタを組み合わせた実装が検討されている。 
上記の回路規模の問題を解決する手法として、周波数領域での波長分散などの線形劣化を等化する周波

数領域等化(FDE)技術がある。周波数領域における波長分散の伝達関数は各周波数成分の位相を回転させ

るだけの単純な演算で表現できるため、一定の回路規模で大きな波長分散の補償が可能となる。Spinnler
氏らは周波数領域等化と時間領域等化の比較を行い、回路規模や収束性の面で周波数領域等化の有効性を

示している。Ishihara 氏らは、送信シンボルをブロック分割して約 6.2%のサイクリックプリフィクスを

挿入した 112 Gbit/s の偏波多重 4 値位相変調信号を SSMF 240 km 伝送し、受信側で周波数領域すること

に初めて成功した。周波数領域等化の問題点としては、周波数領域への変換に用いられるフーリエ変換の

周期性確保のために、ブロック前後にチャネル遅延時間より長いガードインターバルを設ける必要があり、

伝送効率が低下する点が挙げられる。この対策として、Kudo 氏らは 2009 年に、受信信号をブロック分割

して 2 系統にインタリーブして周波数領域等化を行うことでガードバンドを不要とする周波数領域等化法

の提案を行っている。 
 なお、デジタルコヒーレント受信器内部で大きな波長分散補償を行う場合の問題点として、Xie 氏らは

局発光の光源位相雑音が強度雑音に変換されて信号劣化を引き起こす可能性を指摘している。波長分散に

よる劣化は変調速度に伴って増加する特性を持つため、将来的に大きな波長分散補償が実現された場合に

は本現象が顕在化する可能性がある。 
(2) 偏波モード分散補償・偏波変動追従・偏波分離/合成 

 偏波分離/合成は、受信信号を一旦偏波ダイバーシチ受信し、その後受信機内部のデジタル信号処理で元

の二つの偏波成分を再合成する処理である。光信号の伝送路となる長尺の光ファイバでは偏光主軸が一定

に保持されておらず、出力光の偏波状態は光ファイバの温度や振動に応じて時々刻々と変化し続けるため、

上記の処理は出力光の偏波状態の変化にも追従する必要となる。一方、偏波モード分散（PMD）は光ファ

イバの持つわずかな複屈折に起因する偏波成分ごとの伝播時間差である。長尺の光ファイバはわずかな

PMD を持つ短いファイバをランダムに接続したものとみなすことができ、PMD の瞬時的な大きさは時間
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や温度などの環境変化によって大きく変動する。光ファイバ上を伝送された光信号は偏波成分ごとに伝播

時間が異なり、時間波形の短い高速信号ほど大きな受信波形の歪みを生じる。PMD の影響は信号ビット

レートに比例して増大するため長距離大容量伝送においては PMD の補償が重要となっている。 
デジタルコヒーレント受信器では、偏波モード分散補償、偏波変動追従及び偏波分離/合成などの非常に

複雑な処理が必要に見える。しかしながら、光ファイバの偏波状態の伝達関数は線形な 2×2 行列で比較

的簡単に表記でき、伝送路が偏波依存損失を持たない場合には、偏波変換行列はユニタリ行列となり前後

での直交性が維持されるという特性がある。このため光ファイバ伝送路の偏波伝達特性の補償は図 3.3.5
に示す単一のバタフライ型 FIR フィルタを用いて実現することが可能となる。特に、偏波分離/合成だけ

であれば 2×2 型のバタフライ行列で、また偏波モード分散や波長分散などの線形劣化の等化も各要素を

複素デジタル FIR フィルタとすることで同時に実現できる。バタフライフィルタのタップ数は数～10 数

タップ程度が一般的である。Tsukamoto 氏らは 2006 年に 10 Gbit/s の 2 値位相変調信号を偏波ダイバー

シチ型のデジタルコヒーレント受信器しオフライン信号処理による偏波分離/合成を実証した。一方、Pfau
氏らは FPGA を利用したデジタルコヒーレント受信器を試作し、光ファイバ伝送後の 2.8 Gbit/s の偏波多

重 4 値位相変調信号を偏波ダイバーシチ受信し偏波分離及び偏波変動への追従の実時間動作を実証してい

る。なお、偏波伝達特性は周波数領域での等化も原理的には可能であり、Spinnler 氏らがその構成の検討

を行っている。 

入力信号

Xi

Yi

hxx

hyy

hyx

hxy
出力信号

Si

Pi  

図 3.3.5 偏波状態補償用のバタフライフィルタの構成 

(i はサンプル番号、Xi/Yiは入力信号の X/Y 偏波成分、Si/Piは入力信号の S/P 偏波成分) 

 バタフライフィルタの偏波変動への追従においてはなんらかの 適偏波状態の検出・制御法が必要とな

り、これまで CMA（constant modulus algorithm）法、判定指向法(DD-LMS)、特別なトレーニングシン

ボルを用いる手法などが提案されている。以下、それぞれについて簡単に 新の研究開発動向を紹介する。 
CMA 法：ブラインド等化の一種であり、出力信号の振幅変調成分がゼロとなるように適応フィルタ

のタップ係数を適応等化する方式である。波形が大きく劣化した状態でも適用が可能で柔軟

性が高く、またアルゴリズムが簡単で実装が容易という特長があるため、偏波多重４値位相

変調方式の偏波分離法としてこれまでもっとも広く用いられている。問題点としては、第一

に偏波分離後の二つの信号の単一性が保証されない点が挙げられる。解決法としては、例え

ば Kikuchi 氏らは、CMA アルゴリズムにおけるバタフライフィルタのタップ変更時の漸化

式を修正し、常に二つの直交した偏波成分が出力されるように修正する方法を提案した。ま

た Liu 氏らは、バタフライフィルタのうち片側の出力信号を先に収束させ、その後もう一方

をタップ係数が直交となる初期状態に設定して収束を開始する手法を提案した。更にLi. Liu
氏からは、独立成分分析を用いた偏波分離手法が提案され、計算量は CMA のほぼ 2 倍とな
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るものの、ほぼ同性能で単一性の問題が解決できることが報告されている。また、振幅変調

を持つ多値信号の場合には CMA法の適用が困難でその効果が大きく減じてしまう問題点が

あり、対策として、H. Zhang 氏らから 8QAM 変調信号を用い 2 段階の CMA 演算を行う方

式が提案された。また出力される偏波成分が入れ替わってしまう現象も問題となり、送信信

号への偏波マーカーへの挿入や後段での信号の交換などによって対処する必要がある。 
判定指向法(DD-LMS)：多値判定の前後の信号を比較し、両者の二乗誤差が 小となるように適応等

化フィルタを制御する手法である。原理的にはどんな多値変調にも適用が可能であり、

Savory 氏らは判定指向法によって CMA より良好な伝送品質が得られることを示した。し

かしながら、多値判定を必要とすることから、その適用にはある程度信号点が分離された状

態（アイ開口が得られた状態）が必要であり、単独で偏波分離、特にバタフライフィルタの

初期収束に利用することは困難である。このため Winzer 氏らは、CMA 法と判定指向法を

組み合わせた 16QAM 信号の偏波分離方式を提案した。CMA 法だけでは振幅変調のある

16QAM 信号には適用困難であるため、 初に CMA 法で適応バタフライフィルタの適応等

化を実施し、ある程度収束して信号点が分離できるようになった時点で判定指向による等化

に切り替えることで 16QAM 信号の偏波分離を実現した。 
トレーニング法：偏波多重される二つの送信信号中に特殊な偏波マーカーを埋め込み、これを基準に

偏波伝達特性を推定し二つの偏波を分離する方式である。偏波伝達特性の推定には無線通信

などで用いられている多入力・多出力チャネル推定方式である MIMO(Multi- Input- Multi- 
Output)法などが利用可能である。光ファイバ通信における偏波多重伝送は 2 入力 2 出力モ

デルで取り扱うことが可能であり、コヒーレント光通信への適用は、Han らによって提案さ

れ、Jansen らによって 52.5 Gbit/sOFDM 信号のデジタルコヒーレント伝送実験が報告され

ている。 
 一方、デジタル信号処理以外を用いた補償法の検討も行われており、例えば Pfau らは高速偏波分離や

偏波モード分散の補償向けに高速の自動偏波コントローラを開発し、3.5 krad 程度の偏波変動への高速追

従の可能性を実証した。 
(3) 非線形効果の補償 

 ひとたび波長分散や偏波モード分散による波形歪みが高精度で等化できるようになると、長距離伝送シ

ステムの伝送距離を制限する要因は光信号帯雑音比(OSNR)となる。OSNR を改善してシステムの伝送距

離を延伸するためには、伝送路中の信号光パワーを増大することが有効であるが、そこで制限要因として

顕著になってくるのが非線形効果である。波長多重伝送システムにおける非線形効果としては、チャネル

内非線形とチャネル間非線形の 2 種がある。それぞれ支配的なのは、自己位相変調(Self-phase modulation)、
相互位相変調(Cross-phase modulation)である。本項では、特に前者に関する対策に注目する。なおここ

で、自己位相変調という用語は、カー効果による波長チャネル内非線形効果全体を指す広義の意味で用い

ており、チャネル内四光波混合(Intra-channel four-wave mixing, IFWM)やチャネル内相互位相変調

(Intra-channel cross-phase modulation, IXPM)などの概念も包摂している。 
 自己位相変調を受信器内で補償するという発想は古くからある。たとえばマイクロ波衛星通信での進行

波管で発生する自己位相変調を受信器で補償するという提案は既に 1980 年代になされている。光通信分

野でも、2006 年以降いくつかの類似の報告がなされた。しかし、自己位相変調は、当該チャネルの強度
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に応じて位相が変調される現象であるので、多くの長距離光伝送路がそうであるように、波長分散のよう

に光信号の強度波形を変化させる要素と共存する場合には、複雑な複合的効果をもたらす。これらをすべ

て効率よく補償するためには、非線形効果と線形効果を同時に補償する必要がある。これを近似的に行う

ために、波長分散を少し補償したのち、非線形効果を少し補償する、という構成を多段に縦続接続する構

成の非線形補償方式が提案され、伝送実験を通じて効果が実証されている。これは伝送路を非線形効果が

顕著な領域と線形歪みが顕著な領域に便宜的にわけてモデル化し、これを等化するための逆特性の回路を

図 3.3.6 に示すような回路で補償するものである。このような回路に必要な多段数として、性能の観点か

らは光増幅中継数と同等程度以上とすることが望ましいことが報告されている。超距離伝送に適用するた

めには多段数が大きくなるため、実用上の大きな課題は回路規模をいかに削減するかにある。そのために、

波長分散の補償回路を時間領域処理とするか、周波数領域処理とするかは重要な視点となる。また、前者

の場合、FIR フィルタの係数を決定するためにウェーブレット変換を用いることによって、回路規模を削

減する提案もなされている。 
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図 3.3.6 多段非線形等化回路のブロック構成例 

(4) コヒーレント受信フロントエンドの不完全性の補償 

 信号処理は、コヒーレント受光フロントエンドのアナログ特性の不完全性を補償することによって、送

受信器の性能向上、部品の要求特性緩和、歩留まり改善などに貢献することもできる。そのようなアナロ

グ特性の例としては、光 90 度ハイブリッドの非直交性、4 レーン間の振幅ばらつき、4 レーン間のスキュ

ー、4 レーン間の周波数応答のばらつき、などが挙げられる。 
 このうち光 90 度ハイブリッドの非直交性については、無線の分野で Harris 氏が提案しているように、

後段の信号処理によってある程度補償することができる。この処理は、同時に 4 レーン間の振幅ばらつき

の影響の一部(同一偏波成分の I-Q 間の振幅ばらつき)も吸収することが可能である。その後なお残留する

振幅ばらつきについては、偏波分離・合成回路で適応的に補正することも可能であるが、偏波分離・合成

回路のダイナミックレンジを 大限確保し、動的な変動に対する追従性と耐性を高める上で、レーン間振

幅ばらつきのうち時間的に変動しない成分は別回路で補償することが望ましい。これは、振幅モニタと乗

算回路によって容易に実現することが可能である。4 レーン間のスキューについては、FIR フィルタを用

いた補間型遅延回路が有効であることが報告されている。 
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3.3.4 まとめ 

 本節では、コヒーレント光通信システム、なかでも近年出現したデジタル信号処理技術を用いたコヒー

レント光通信システムで用いられる光受信器内部の信号処理について、特にコヒーレント偏波多重４値位

相変調（co-DP-QPSK）方式を代表例として取り上げながら解説を行った。 
コヒーレント受信を高性能・低コストで実現するために以下に示す各種の処理の解説を行った。 

・イントラダイン方式実現のための搬送波位相同期や光源周波数オフセット補償のための処理 
・偏波多重信号の分離、波長分散、偏波モード分散などの線形歪みや非線形効果による波形歪みの強

力な補償のための処理 
・受信器のフロントエンド回路のアナログ性能に対する要求仕様を緩和し、一層の高性能化と低コス

ト化を実現するための処理 
上記のような各種アルゴリズムが世界中のさまざまな研究機関によって盛んに検討・報告されており、

今後一層の性能向上、低コスト化、高機能化に向けた検討が続くものと考えられる。 
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３－４ コヒーレント光通信システムの伝送システム技術 
本節では、まず、主に基幹ネットワークの大容量化を実現する上で必須の大容量光ネットワークにおい

て、一波長あたり100 Gbit/s級の波長多重光伝送システムの標準化動向を述べ、次に、 近のデジタル信

号処理を駆使した長距離伝送技術として、変復調技術と伝送路技術の二つの観点から、近年注目されてい

るデジタルコヒーレント伝送技術に関する技術動向について調査した結果を述べる。 
 

3.4.1 大容量光ネットワークにおける超高速イーサネット転送の国際標準化動向  

大容量光コアネットワークの国際標準に関しては、世界各国の通信会社・システムベンダが参画してい

る国際電気通信連合（ITU-T）においてOTN（Optical Transport Network）と呼ばれる複数の国際標準

勧告群が標準化されている。OTNの論理インタフェースとしては通信会社の光コアネットワークの相互接

続ならびに、多様なユーザ信号を既定し柔軟に多重・収容し高信頼かつ経済的に長距離伝送することを目

的にG.709勧告が国際標準化された。図3.4.1にユーザ（クライアント）信号種別と国内外の通信会社の光

コアネットワーク（OTN）で用いられる信号種別を示した。2.7G（OTU1）、10.7G（OTU2）、43G（OTU3）
の3種類の信号階梯が標準化されている。これらの信号階梯は、OTNの主要なクライアント信号として、

当初は音声（電話）を収容するSDH（同期デジタル多重化階梯）信号（2.4G、10G、40G）を主体に標準

化が進んできたが、近年ではデータ信号の代表的なクライアント信号である1G、10Gイーサネット信号の

普及により、その柔軟な収容を実現してきた。現在の光コアネットワークでは、1波長あたり40 Gbit/s容
量の信号チャネルOTU3を複数チャネル波長多重することにより、光ファイバ1本あたり約1 Tbit/s以上を

長距離（数100 km）伝送する40G DWDMシステムが実用化されている。 近では、後述する100Gイ－

サネット信号もOTNに収容可能な100G級の新しい信号階梯OTU4の標準化がほぼ合意された。 

クライアント信号の種別 OTN の論理インタフェース

STM-16/OC-48 2.488Gb/s OTU-1 2.666Gb/s

STM-64/OC-192 9.953Gb/s OTU-2 10.709Gb/s

STM-256/OC-768 39.813Gb/s OTU-3 43.018Gb/s

GbE 1.25Gb/s 2MUX -> 
OTU-1

2.666Gb/s

10GbE
WANPHY 9.953Gb/s OTU-2 10.709Gb/s

LANPHY 10.3125Gb/s OTU-2e 11. 1Gb/s

4MUX-> 
OTU-3e

44.57Gb/s

40GbE 41.25 Gb/s OTU-3 43.018Gb/s

100GbE 103.125 Gb/s OTU-4 111.8 G

IEEE 802.3 ITU‐T SG15  

図 3.4.1 国際標準化されたユーザ信号種別と光ネットワーク（OTN）の信号種別 

一方、イーサネット（Ethernet）は米国電気電子学会（IEEE）で規格化されているLANの標準規格で

ある。IEEE 802.3では、有線LANに関する標準規格が策定され、これまでに 大伝送距離40 kmまでの

10Gイーサネット信号規格（10GbE）が標準化されてきた。 近では、LANやデータセンタにおけるさら
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なる高速化に対応するため、新たな次世代の超高速イーサネット規格（IEEE802.3ba）として40G、100G
イーサネット信号を2010年6月までに標準化することが合意され、標準として間もなく承認される予定で

ある。 
今後の光コアネットワークでは、将来の40G/100Gイーサネット信号がOTNを介して長距離伝送できる

ことが必須である。このため、ITU-TとIEEEの異なる標準化機関の間で密接な連携が求められており、日

本は積極的に貢献してきた。特に、 近のITU-TにおけるOTNの国際標準化では、100GbE信号をOTNで

長距離伝送するための新たな信号階梯として、40GbEをOTU3にマッピングするトランスコーディング方

式や、OTU4の標準化（ラインレート：111. 8Gbit/s）が合意された。 

 
3.4.2 変復調技術 

(1) 多値符号化技術 

多値符号化技術は、一般にシンボルレートを下げることができ必要な信号帯域を削減できるため、波長

多重システムにおけるチャネル速度の高速化ならびに波長多重の高密度化に有効である。従来の強度変調

方式の多値化では難しかった位相並びに振幅方向に多値化を行うことで符号間距離が大きくとれるQAM
変復調技術を用いることができ、偏波多重分離技術（PDM）や直交周波数多重分離技術（OFDM）など

の多重分離技術と併用することで、高感度に変復調することが可能となる。このため、従来の波長多重シ

ステムの一般的な周波数間隔（50 GHz間隔）で伝送可能なチャネル速度を100 Gbit/s以上に高速化し、100 
ch程度波長多重することにより、光ファイバ一芯で10 Tbit/s以上の大容量化が可能になる。伝送容量では

今までにPDM 8値QAM符号により32 Tbit/sの大容量伝送が実現され、従来の2値強度変調方式の約3倍以

上の大容量化の実験報告がされている。また、伝送容量・伝送距離積では、PDM-QPSK符号やPDM-OFDM- 
QPSK符号を用いることにより、100 Pbit/s・kmクラスの10 Tbit/s超級－7000 kmを超える大容量伝送が

報告され、従来の2倍以上の大容量・長距離伝送の可能性が報告された。4値以上のさらなる多値化を進め

ると、所望の誤り率を与える光SNRが増大する（図3.4.1）。光ファイバ通信では、信号出力パワーを増大

させると光ファイバ中の光非線形効果により、大幅に信号出力パワーを増大することが難しいため、SNR
耐力を改善するための新たな光伝送路技術や誤り訂正符号の高性能化などと併用していく必要がある。 
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図 3.4.1 多値符号における周波数利用効率と SNR 耐力のトレードオフ 



 

40 

変調方式としては、大きく分けて、2 値電気信号のみで駆動する光変調器を直列・並列接続し光学的に

合成する方式、1 台のベクトル変調器を用いて電気的に合成した多値電気信号で駆動する方式がある。前

者の方式は、4 値 QPSK 符号が基本となる構成であり、基本的に矩形のコンステレーションマップ発生に

適している。また、駆動波形が 2 値であるため波形歪が少なく DAC＋DSP の速度制限がない、変調器の

構成、制御が複雑化するといった特徴がある。変調器の集積化技術を駆使することで、多値電気信号の発

生の課題を回避し、超高速化を図るのに適している。現状では 64 値 QAM まで変復調実験が報告されて

いる。  
図 3.4.2 に も基本的な 4 値符号としての QPSK 符号発生の構成を示す。2 値デジタル信号で変調した

Mach-Zehnder 変調器（MZM）を BPSK 変調器として用い、2 台の MZ 変調器で変調した BPSK 信号を

π/2 だけ光位相をずらして安定化し、光学的に合成することで 4 値の位相状態を持つ QPSK 符号を発生

させることができる。本方式は、MZM の非線形な飽和特性を用いるため、駆動波形の線形性があまり要

求されない利点がある。代表的な変調器として半導体変調器を用いた集積化 QPSK 変調器や、ニオブ酸リ

チウムを用いた集積化変調器がある。 

Ｉチャネル

（２値ＮＲＺ）

Ｑチャネル

（２値ＮＲＺ）

π/2

 

図 3.4.2 QPSK 変調方式 

 
QPSK 変調器を基本に、複数の QPSK 変調器を並列に接続することにより、4 値を超える矩形のコンス

テレーションを持つ 4QAM 変調を光学的に合成することができる。NICT の坂本氏らは、本方式により

50 Gbit/s 16QAM 信号発生を報告している。図 3.4.3 (a) には、NTT の山崎氏らにより報告された、一定

比率でパワー分岐した 3 台の QPSK 変調器を用いた 64QAM 信号を変調の報告例を示す。NTT の佐野氏

らは、本変調器を 20 GSymbol/s で変調し、偏波多重することにより 240 Gbit/s の PDM 64QAM 信号の

デジタルコヒーレント変復調実験を報告している(図 4.2.1.3 (c)(d))。AT＆T の X.Zhou 氏らは、QPSK 変

調器の動作点を変化させ、片方の MZM を非飽和で変調させることにより、非矩形のコンステレーション

をもつ 8QAM 符号変調を提案した。これにより、114 Gbit/s 信号を 25 GHz で多重した 32 Tbit/s DWDM
伝送に成功した。その他、HHI の Seimetz 氏らは、ベクトル変調器と位相変調器により 8PSK 信号を発

生し、更に強度変調器を直列に接続することにより 2 値変調信号のみで 80 Gbit/s Star 型 16QAM 信号の

伝送実験を報告している。この方式は、変調器構成・制御が複雑になる課題があるが、送信側の DSP や
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DAC を用いずに 2 値デジタル信号のみで 4 値以上の QAM 変調ができ、高速化が容易である点が利点で

ある。 

 

図 3.4.3 64QAM 変調方式 
(a)PLC-LN 変調器 (b)64QAM 変調の原理 (c)PDM 240 Gbit/s コンステレーション  

(d) PDM 240 Gbit/s 変調スペクトル 

一方、1 台のベクトル変調器を用いて電気的に合成した多値電気信号で駆動する方式は、128QAM 以上

の超多値信号が発生可能であり、DSP＋DAC を用いる場合は、前置補償処理や変調歪除去が可能である。

また、複雑なコンステレーションを生成可能にし、非線形トレランスに対する耐力が向上するといった特

長があり、DSP などの回路実現性や、光非線形効果を考慮した信号点配置の検討が進むと考えられる。東

京大学の Mori 氏らは、任意波形発生器（AWG）を用いた電気の 16QAM 信号を合成しベクトル変調器を

用いて 40 Gbit/s、16QAM 信号の 200 km-Unrepeated 伝送実験を報告した。ALU の P．Winzer 氏らは、

2 値信号のアナログ加算により歪の少ない 4 値電気駆動信号を発生し、16QAM 光信号を合成した。本方

式により、112 Gbit/s の PDM-16QAM 信号のデジタルコヒーレント処理によるブラインド復調を行い、

波長多重伝送により 4 bit/s/Hz 以上の周波数利用効率を報告した。また、東北大学の中沢氏らのグループ

は、DSP の部分に AWG を用いてベクトル変調器により 14 Gbit/s 128QAM 信号を合成し、トレーニング

信号と光 PLL 回路を用いた 14 Gbit/s 128QAM の波長多重伝送実験を行い、10 bit/s/Hz の高密度多重伝

送に成功している。一方、三菱電機の杉原氏らは、送信端の DSP で極座標変換を行うことによりベクト

ル変調器の代わりに通常のシンプルな MZM 変調器を用いた 4 値 DQPSK 信号変調を提案している。本

DSP では同時に波長分散の前置補償処理も行い、送信端 DSP 処理の多値変調における有効性を示した。

また、日立製作所の菊池氏らは、光非線形効果による回転を考慮した信号点配置を提案し、遅延検波方式

においてその有効性を示した。 
(2) 偏波多重（PDM）技術 

直交する偏波を有する光信号に、それぞれ独立の情報を載せて送出する偏波多重（PDM）技術は、単一
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偏波で通信を行う通常の光通信の 2 倍の情報量をやりとりできるため、古くから検討が行われてきた。

PDM の送信側は、二つの直交する直線偏波信号を偏波コンバイナで合波するだけの簡単な構成で実現で

きる。しかしながら、伝送媒体として用いられる単一モード光ファイバは、製造時にコアに生じる異方性、

光ファイバに印加される温度、応力及び張力などの諸条件でコアに生じる異方性により、伝搬モードであ

る HE11モードの縮退が解け、HE11ｘ、HE11ｙが伝搬可能となる。そして両モードの伝搬定数が異なる複屈

折現象が生じるため、伝搬光の偏波状態は、光ファイバの環境条件の変動により、時々刻々変化する。更

に、両モード間に群速度の差が生じ偏波モード分散（PMD）が生じる。光ファイバ伝送路にある程度以上

の PMD が生じた場合には、伝送波形に歪みが生じ、伝送特性の劣化を招く。 
偏波変動の速度（周波数成分）については、これまでいくつかの検討事例が報告されている。図 3.4.4(a)

は、45 km 長の海底ケーブル敷設時に、海底ケーブルを通過した光信号を偏光子に入力し、その出力光の

パワースペクトラムを測定した結果である。海底ケーブル敷設時には、 大 50 Hz 程度の偏波変動が生じ

ていることがわかる。また、陸上に敷設されている光ケーブルにおける偏波変動については、これまであ

まり速い変動は生じないものと考えられてきたが、2005 年に報告された測定結果によると、光ファイバ

に人為的に加えられた振動などにより、 大で 10 kHz 程度の極めて速い変動が観測された。図 3.4.4(b)
にこのような速い偏波状態変動が発生したときのストークスパラメータの経時変化例を示す。 

 

(a) 海底ケーブル敷設時の偏波変動スペクトラム           (b) 速い偏波状態変動発生時の変化例 

図 3.4.4 偏波変動の速度測定例 

このように時々刻々変動する偏波状態を有する直交 2 偏波信号が、コヒーレント光受信器に入力するた

め、局発光の偏波状態との不整合が生じ、何ら対策を施さない場合には、直交 2 偏波信号の復調後の信号

には、互いに直交する偏波成分が混入してくることになる。そこで、これらの問題点を解決するために、

偏波制御器を受信端で用いて、偏波状態が変動している直交 2 偏波信号を、送信端の直交偏波信号に復元

する試みが行われてきている。偏波制御装置としては、 近では制御速度などの観点から、LiNbO3 導波

路を用いたデバイスが多く用いられている。図 3.4.5 は、LiNbO3導波路を用いたエンドレス偏波制御装置

である。バビネソレイユ補償版と同じ役割を、導波路に印加する電圧を制御することで達成可能としたも

ので、 大 9 krad/s の応答速度を有する。受信信号強度を 大に保つような制御をかけた状態で偏波状態

を測定した結果、偏波状態は完全に安定化されていることを示している。 
ここで、J. X. Cai 氏らが実施した偏波状態制御装置を用いた伝送実験について述べる。図 3.4.4 に示す

ように偏波多重技術と偏波制御装置を用いた 40 Gbit/s、RZ-DPSK、5,200 km 伝送実験の送信側では、2
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系列の 21.4 Gbit/s、DPSK 信号が、そのパルス列が相互に 1/2 ビット分ずれるようにして、偏波コンバイ

ナ（PBC）によって合波され伝送される。伝送路は 1 周あたり 1,040 km 長の周回伝送実験系である。受

信側では LiNbO3を用いた 5 段の偏波制御装置によって偏波制御が施され、伝送路中の偏波状態変動に関

わらず、直交偏波信号が正しく分離されている。結果として、両偏波信号間に生じる相互位相変調（XPM）

により、両偏波信号のパルスピーク値が近接するに従って、Q 値が劣化した。この影響を 小限にとどめ

るには、両偏波信号のパルスピーク位置を 1/2 ビット分だけずらすように配置すべきである。PDM 技術

を用いた場合には、キャリアあたりの伝送速度が 1/2 となるため、その分、非線形光学効果の影響を受け

にくくなる。そのため同一の伝送速度を実現するためには、PDM 技術を用いるのが 良である。偏波状

態制御装置を用いれば PMD により発生する非偏光成分の発生により Q 値が劣化する期間があるものの、

全体としては高い Q 値を保つことができる。 

 

図 3.4.5 エンドレス偏波制御装置の構成 

  

 

図 3.4.6 伝送実験の送信系と偏波制御装置 

 次にデジタル信号処理を用いた高偏波分散発生下での伝送実験について述べる。図 3.4.7 は、L. E. 
Nelson 氏らによって実験された 46 Gbit/s、PDM-QPSK 信号の偏波分散耐力を確認するためのデジタル

コヒーレント光送受信系である。送信側では、44.6 Gbit/s の QPSK 信号が生成され、受信器では、152
タップの FIR フィルタで 大 50,000 ps/nm までの波長分散補償をペナルティなしに行うことができる。

実験では 100 km スパンの伝送路を 8 回通過させる総延長 800 km の伝送を行っている。伝送路に高い偏

波分散（DGD）を発生させて、室内の温度変化によって、自然に DGD が変動するようにした。DGD 変

化の状態と FEC 適用前の符号誤り率特性の経時変化を図 3.4.8 に示す。DGD は 13 ps～116 ps まで変動

しているもが、デジタルコヒーレント光受信器により正しく補償され、FEC 適用前の符号誤り率が極めて
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安定していることがわかる。 
偏波状態変動の補償技術としては、光学的方法及びコヒーレント光受信器内における電気的な方法があ

り、それぞれにおいて優れた研究開発結果が報告されている。しかしながら、どちらの方式も動作速度や

安定性において、必ずしも完全なものではなく、今後更なる研究開発の進展が期待される。また、これら

の補償技術の動作速度の仕様を決めるために、実光伝送路で発生する偏波状態変動の挙動を更に詳細に把

握する必要があり、この方面の研究も極めて重要であるものと考えられる。 

 

図 3.4.7 46 Gbit/s、PDM-QPSK 信号送受信系 

 
(a) 偏波分散（DGD）の経時変化               (b) FEC 適用前の符号誤り率（BER）の経時変化 

図 3.4.8 DGD 及び FEC 適用前の符号誤り率の経時変化 

(3) OFDM 技術 

波長／偏波分散などの各種の光ファイバ伝送制限要因に対する耐力は、変調信号のシンボル速度を低速

化することで向上できる。現在の基幹系波長多重伝送システムでは、各チャネルは単一の光キャリアを変

調した信号を用いて伝送されているため、変調方式の多値化や偏波多重を用いて、シンボル速度の低速化

を図る検討が進められている。シンボル速度の一層の低速化のためには、各チャネルを構成する光キャリ

ア数を一つではなく複数にする方法も考えられる。このような各チャネルを複数光キャリアにより伝送す

る方式として、地上波デジタル放送や無線 LAN などの 近の無線システムで用いられている OFDM を高
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速光通信に適用する検討が進められている。光 OFDM 信号の生成方法には、大きく二つの方法がある。1
つは、無線システムと同様に、逆フーリエ変換などのデジタル信号処理により、デジタル的に OFDM 信

号生成を行った後、デジタル／アナログ変換器（DAC）によりアナログ信号に変換し、その信号で光キャ

リアを変調する方法である(図 3.4.9(a))。もう一つは、一つの光キャリアから複数のサブキャリアを生成し、

生成した複数のサブキャリアを並列型の光変調器を用いて独立に変調した後、アナログ的に合波して光

OFDM 信号生成する方法である（図 3.4.9(b)）。また、光 OFDM 信号の受信方法にも、直接受信とコヒー

レント受信の 2 通りの方法がある（図 3.4.10）。高感度化、偏波多重への対応および高周波数利用効率化

などのため、長距離・大容量伝送が必要となる基幹系伝送向けには、コヒーレント受信が主に用いられて

いる。コヒーレント光 OFDM の場合、その受信器構成は単一キャリア変調信号の場合と同様であるが信

号処理のアルゴリズムは異なる。 

 
(a) 逆 FFT を用いた光 OFDM 方式                      (b) 複数の光変調器を用いた光 OFDM 方式 

図 3.4.9 光 OFDM の送信器構成 

 

光ファイバ

光変調器LD
光ハイ ブリ ッ ド

ローカル光

実部

虚部

•コヒーレント受信 (CO-OFDM)

•直接受信 (Direct Detection, DD-OFDM)

光ファイバ

PD

ローカル光

キャリア

光変調器LD

利点：高感度 欠点：光学部品点数、光位相雑音補償

OFDM信号
生成

OFDM
信号

アップコン
バージョン

ダウンコン
バージョン

OFDM
信号

OFDM
信号

利点：簡易 欠点：低感度、低周波数利用効率、広帯域光変調器・PD  

図 3.4.10 光 OFDM の受信器構成 
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コヒーレント光 OFDM を用いた 100 Gbit/s 伝送実験が報告されている。S. Jansen 氏らによる、逆 FFT
による方法を用いた光 OFDM 100 Gbit/s 伝送実験では、サブキャリアを 8QAM 変調した OFDM を 4 バ

ンド用い、偏波多重も併用することで 5 GS/s 以下の DAC を用いて 100 Gbi/s 光 OFDM 信号を生成して

いる。このようにして得られた 100 Gbit/s 光 OFDM 信号を 50 GHz 間隔で波長多重し、1,000 km の SMF
を分散補償なしで伝送することに成功している。一方、E. Yamazaki 氏らによる光領域で生成した 2 サブ

キャリア光 OFDM による 100 Gbit/s 伝送実験では、光源で発生した一つのキャリアを変調することで二

つのサブキャリアを生成している。各サブキャリアを分離するための波長インタリーバと 2 台の QPSK 変

調器を内蔵した集積型の光変調を用いて 50 Gbit/s 信号を発生している。その後、偏波多重することで 100 
Gbit/s 信号を生成している。受信器でフーリエ変換（FFT）を用いた周波数領域での分散補償を行った実

験では、高次ラマン増幅による光伝送路の低非線形化も図り、100 Gbit/s 信号の 10,000 km 以上の伝送に

成功している。更に、電気領域と光領域のOFDM生成を併用した方法を用いた 100 Gbit/s以上の光OFDM
実験も報告されている。Q. Yang 氏らは、デジタル信号処理により生成した 10 Gbit/s OFDM を 5 バンド

用い、光学的に多重した上で偏波多重することで 100 Gbit/s 信号を生成した実験を行っている。光源で発

生した一つのキャリアを変調することで五つのサブキャリアを生成し、すべてのサブキャリアを 1 台の変

調器で一括変調している。光OFDM伝送のメリットの一つは、周波数利用効率の向上である。H.Takahashi
氏らによる 65.1 Gbit/s 偏波多重光 OFDM 信号を 8 GHz 間隔で波長多重した実験 では、分散補償ファイ

バを一切用いずに 640 km の標準シングルモードファイバ伝送が可能であることが示されている。光

OFDM 信号を構成する各サブキャリアを 32QAM 変調して信号帯域の低減をはかり、7.0 bit/s/Hz の周波

数利用効率が達成されている。 
 
3.4.3 伝送路技術 

(1) 分散マネージメント技術（陸上） 

 これまでの強度変調、直接検波を用いた長距離伝送システムでは、光増幅中継器内に分散補償光ファイ

バ（DCF）を設置して中継区間で累積した波長分散を補償しながら伝送を行うのが一般的であった。しか

しながら、デジタルコヒーレント光通信方式の出現によりこの状況は一変し、伝送路で累積した波長分散

は、コヒーレント光受信器で電気的に補償することが可能となった。X. Zhou 氏らは図 3.4.11(a)に示すよ

うな伝送実験系で良好な結果を示している。送信器で 114 Gbit/s、PDM-RZ-8PSK 信号が生成され、各 4
チャネルの偶、奇の 50 GHz 間隔の WDM 信号は、25 GHz 間隔のインタリーバで合波され、8 チャネル

の WDM 信号となる。伝送路は 80 km 長のシングルモードファイバ 8 スパンから構成され、中継器は光

増幅器のみが用いられている。総延長 640 km の光伝送路の有する累積波長分散は、9,988 ps/nm＠1540 
nm、また 1 次の偏波分散（DGD）の平均値は 1.9 ps であった。受信側ではインタリーバと二つの光バン

ドパスフィルタによって、一つの光信号が選択された後、光受信器で受信される。波長分散は 156 タップ

のFIRフィルタによって補償され、その後各直交偏波成分の復元がCMAを用いて達成される。図 3.4.11(b)
に各偏波成分、各チャネルの符号誤り率測定結果を示す。両偏波成分の信号共に、FEC 限界以下の符号誤

り率を達成している。この結果から、波長分散補償と偏波分離を DSP で行なうシステムで極めて良好な

特性が得られていることがわかる。 
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        (a) 伝送実験系                     (b) 両偏波成分の受信特性 

図 3.4.11 DSP を用いた偏波分離・分散補償を行う伝送実験系と受信特性 

 デジタルコヒーレント光受信器ですべて電気的に波長分散補償を行う方式は、FIR フィルタのタップ数

が増えるという問題であった。FIR フィルタの段数を減らして実現を容易にする代わりに、伝送路中でも

分散補償ファイバによる分散補償を併用する方式についても検討されている。C. R. S. Floudger 氏らが

111 Gbit/s PDM-RZ-DQPSK 伝送実験に用いた送受信系をに示す。シンボルレートは 27.75 Gsymbol/s で

あり、これに DQPSK 変調、偏波多重技術を組み合わせることにより、111 Gbit/s の信号を生成している。

受信側ではデジタルコヒーレント光受信器が用意され、信号の復調が行われる。図 3.4.12(b)はデジタルコ

ヒーレント光受信器の波長分散補償性能の測定結果であり、符号誤り率 10-3を実現するために必要な光信

号の信号対雑音比（OSNR）を、補償すべき波長分散量に対して示している。FIR フィルタのタップ数を

パラメータとした結果であり、31 タップの FIR フィルタを用いた場合に、-2,000 ps/nm～2,000 ps/nm の

範囲ではペナルティが観測されないが、タップ数を減少させると、補償可能な波長分散量が減少していく

ことがわかる。同様な実験が DGD を変化させた場合についても行われ、その結果、3 タップの FIR フィ

ルタにより 30 ps の DGD が、また 9 タップの FIR フィルタにより 100 ps 以上の DGD が補償可能である

ことが確認されている。 

 
(a) 実験系                          (b) 実験結果例 

図 3.4.12 波長分散補償ファイバ（DCF）と DSP 併用の実験に用いられた送受信系 
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 次にこの光送受信機を用いた長距離伝送実験結果について述べる。送信信号は、50 GHz 周波数間隔の

20 チャネル WDM 信号である。-1,530 ps/nm の波長分散を有する分散補償ファイバによりプリディスト

ーションを受けた信号は、周回伝送実験系に入力される。周回伝送実験系は 95 km×5 スパンのシングル

モードファイバ、分布ラマン増幅と EDFA を併用した光増幅器、及び分散補償ファイバにより構成されて

いる。周回伝送系を所定の回数だけ周回した WDM 信号は、可変分散補償器で残留分散をほぼゼロに近い

値に補償されて、デジタルコヒーレント光受信器に導かれる。使用した FIR フィルタのタップ数は 13 タ

ップであった。 1,900 km 伝送後と 2,375 km 伝送後の各チャネルの符号誤り率特性から、2,375 km 伝

送後でも良好な伝送特性が得られており、タップ数の小さい FIR フィルタと光学的な波長分散補償の組み

合わせにより、電気信号処理部分の複雑性を大幅に軽減できることがわかった。 
 上述したように、デジタルコヒーレント光受信器では電気的に分散補償が可能となるため、受信器内で

電気的に分散補償することが多く行われており、強度変調・直接検波方式の研究の歴史において見られた

光伝送路における分散補償や受信側での光学的な残留分散補償を行った例はほとんど見受けられない。伝

送路中で分散補償を行うか否かという点については、調査した範囲では、両方の方向性があることが確認

されたが、現在の研究動向の主流は、受信器内で一括して電気的補償を行う方式である。例えば、

OFC/NFOEC2009 のポストデッドライン論文での発表を調査した結果、以下のような伝送実験結果が報

告されている。 
（a）AT&T Labs, NEC Labs America, Corning 
 32 Tbit/s（114 Gbit/s×320 チャネル）、PDM-RZ-8QAM、580 km 伝送、すべて受信器で分散補償 

（b）NTT 
13.5 Tbit/s（111 Gbit/s×135 チャネル）、PDM-OFDM、6,248 km 伝送、すべて受信器で分散補償 

（c）KDDI R&D Labs 

520.8 Gbit/s（65.1 Gbit/s×8 チャネル）、PDM-OFDM、240 km 伝送、すべて受信器で分散補償 
（d）Alcatel-Lucent Bell Labs 

1.12 Tbit/s（112 Gbit/s×10 チャネル）、PDM,16-QAM、630 km 伝送、すべて受信器で分散補償 
 しかしながら、上記結果のみから、伝送路中で波長分散補償を行わない流れになっていくと判断するの

は、時期尚早であると考えられる。実際の光伝送路では、従来の強度変調された光信号も波長多重される

ことが多いものと考えられ、強度変調信号の長距離伝送には伝送路中での波長分散補償が必須である。ま

た、コヒーレント光に伝送路中で波長分散補償を施さない場合、補償を施した場合に比して波形歪みが顕

著になると考えられ、その強度変調成分が相互位相変調現象を介して、他の波長信号の特性を劣化させる

こともあり得る。一方で、実際には伝送路中の光増幅中継器内に挿入される分散補償ファイバは比較的非

線形性が強いため、分散補償ファイバ内の相互位相変調現象によって伝送特性の劣化が生じることがある。

以上述べたように、伝送路中における波長分散補償の是非についての結論を得るには、さまざまな観点か

らの考察が必要であり、今後更に詳細な検討を行っていくべきであると考えられる。 
(2) 分散マネージメント技術（海底） 

光海底ケーブルシステムにコヒーレント光通信方式を適用する場合としては、既存のシステムをアップ

グレードする場合と、新規に敷設する光海底ケーブルシステムに適用する場合が考えられる。既存システ

ムのアップグレードの場合、光伝送路（光ファイバ及び光中継器）は既存のものをそのまま使用し、送受

信端局のみを更新することで、システムの容量増加を図る。この場合、従来の光伝送路の分散マップをそ
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のまま用いてコヒーレント光通信を行う必要がある。光海底ケーブルシステムでは、光増幅中継技術が導

入された 初の単一チャネルシステムから分散マネージメント技術が採用されてきた。WDM 伝送方式の

導入に際し、主にチャネル間の非線形光学効果の影響を低減するために、大きな波長分散を有する光ファ

イバを導入した。その際、過度の波長分散の累積を避けるために、伝送路中で周期的に分散補償を行うよ

うな分散マネージメントが用いられた。更に、テラビット級の海底ケーブルシステムでは、光ファイバの

分散スロープによるチャネル間の累積波長分散のばらつきの影響を避けるために、波長分散と分散スロー

プ特性が逆特性となる 2 種類の光ファイバでスパンを構成し、広帯域にわたり平坦な波長分散特性を実現

している。 
コヒーレント通信方式をシステムのアップグレードのために用いる場合、分散マップでの適用可能性を

検証する必要がある。このような検討の一例として、H. Taga 氏らによる RZ-DPSK 信号の長距離伝送に

おける分散マップの影響に関する報告がある。本報告によると、従来システムで広く用いられている、数

100 km 程度の間隔で周期的な分散補償を行う伝送路では、図 3.4.13 に示すように、平均分散が零近傍と

なる波長のチャネルにおいて、伝送特性が劣化し、3 dB 程度のチャネル Q 値のばらつきが観測されてい

る。したがって、コヒーレント通信を適用するシステムの分散マップの影響については慎重に検討する必

要がある。更に、アップグレードの場合、強度変調信号とコヒーレント信号が共存する場合も想定される

ので、強度変調信号と隣接するチャネルではチャネル間の非線形干渉の影響が増大する可能性も考慮する

必要がある。 

 

図 3.4.13 RZ-DPSK 信号伝送による分散マップの影響 

新規システムにコヒーレント光通信方式を適用する場合には、コヒーレント光通信に 適化した分散マ

ップを用いることができる。コヒーレント受信を用いる場合、伝送路の波長分散は受信端で一括補償する

ことが可能となるため、単一種類の光ファイバで伝送路を構成する方法も候補となる。一般に、分散補償

用に用いられている光ファイバは、通常の伝送用光ファイバと比較して損失や非線形性が大きく、その対

策が課題であった。そのため、伝送路から分散補償ファイバを取り除くことが可能となれば、伝送路全体

での低損失化及び低非線形化が図れる。更に、波長分散などの光ファイバのパラメータへの制約条件が緩

和されれば、光ファイバの一層の損失低減や実効断面積拡大の可能性も拡がる。また、新規システムの場

合、すべてのチャネルで同一の変調方式が用いられるため、変調方式毎に異なる非線形光学効果の影響を

考慮する必要は無い。このような単一種類の光ファイバを用いた、大洋横断級の長距離伝送実験例として

M. Salsi 氏らによる、100 Gbit/s 偏波多重 QPSK 信号の 7,200 km 伝送で、112 Peta bit/s･km の伝送容
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量距離積を達成した報告がある。本実験では、112 Gbit/s の偏波多重 QPSK 信号を C＋L バンド全域にわ

たって 50 GHz 間隔で波長多重し、155 チャネルの 7,200 km 伝送を行った。伝送用ファイバとしては、

平均損失が 0.168 dB/km、実効断面積が 110 μm2の大口径低損失ファイバを用い、伝送路の一層の低非線

形化を図るため、EDFA とラマン増幅のハイブリッド増幅方式が用いられている。また、S. Chandrasekhar
氏らは、偏波多重光 OFDM 信号を用いて、周波数利用効率 3.7 bit/s/Hz で 7,200 km の伝送を行い、27 
kbit/s/Hz･kmの周波数利用効率距離積を達成した。本実験では、24キャリアを光学的に多重した光OFDM
を用い、各キャリアを 50 Gbit/s の偏波多重 QPSK としている。これにより、300 GHz の帯域で総伝送容

量 1.1 Tbit/s の信号伝送を行った。本実験でも、平均損失が 0.185 dB/km、実効断面積が 120 μm2の大口

径低損失ファイバを用い、EDFA とラマン増幅のハイブリッド増幅方式を併用することで、長距離伝送が

達成されている。 
(3) 光ファイバ伝送路と光増幅中継技術 

従来の大容量光通信システムにおける光入力パワーをプロットすると、1 Gbit/s を伝送するのに約 1 
mW が必要である。この技術トレンドを延長すると 1 Tbit/s を超えるような容量を 1 本の光ファイバで伝

送するためには、光ファイバに 1 W 以上の信号パワーが必要となる。しかしながら、実用的な環境下でネ

ットワークの保守者の目の安全や、光ファイバ、コネクタ、クロージャといった通信設備への安全性を考

えた場合、無制限に光ファイバへの入射パワーをあげることができない。たとえば、ファイバフューズと

いった現象は、1 W を超える入射パワーで顕在化し、コネクタの着脱などをきっかけにファイバのコアが

溶けながら光源方向に進み、通信設備へ致命的な劣化を生じてしまう場合もある。したがって、光ファイ

バ内の信号光入力パワー制限がある中で、大容量化を進めるためには、大容量化しても信号パワーの増加

をある一定のレベル以下に抑えるための、誤り訂正技術、低雑音光増幅中継技術といった新しい光伝送技

術が必須となる。特に、デジタルコヒーレント方式において、4 値以上の多値化を進めシステムの大容量

化を図る場合には、再生中継距離を保つための SNR 向上技術が必須となる。なかでも分布ラマン光増幅

技術は、飛躍的な低雑音化が実現できる低雑音光増幅中継技術の中核である。 
ラマン増幅を用いた分布光増幅中継方式は、各中継ノードに配置される集中増幅器を固定のラマン増幅

器で実現するか、EDFA で実現するかによって、それぞれ、全ラマン光増幅中継方式、ハイブリッドラマ

ン光増幅中継方式の二つに大別される。前者の全ラマン光増幅中継方式は、励起光波長を複数用いること

で 大 10 THz に近い C＋L バンドを一括増幅するようなシステムも構築可能である。後者のハイブリッ

ドラマン光増幅中継方式では、高出力時の光増幅ファイバ中での高出力時の非線形クロストークが小さい

ためダイナミックレンジが必要な光増幅中継の実現や、低消費電力化に有利である。また、ラマン増幅を

用いた光増幅中継器の構成方法として、光ファイバ伝送路を後方から励起する場合と、前方ならびに後方

から励起する場合の二つの方式がある（図 3.4.14）。 
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図 3.4.14 分布ラマン増幅による低雑音化 

ラマン増幅効率を単位励起パワーあたりの利得[dB/W]で比較した場合、増幅媒体である光ファイバのコ

ア径や屈折率分布を制御する添加物の有無によって差が生じる。たとえば、1.3 μm 零分散ファイバ

（G.652）に比べ、1.5 μm 零分散ファイバ（G.653）では励起効率が約 2 倍程度高効率となり、分布ラマ

ン増幅媒体として優れた特性を示す。通常、数 100 mW の励起光パワーで 10 dB 以上の分布利得を実現

できる。たとえば後方励起の場合（図 3.4.14(b)）は、分布増幅をしない場合（図 3.4.14 (c)）に比較して、

信号光パワーの減衰を補償することにより、約 5 dB 程度の信号の SN 比を向上することが可能である。 
デジタルコヒーレント方式により従来は光増幅中継器ごとに必要であった分散補償ファイバを除くこ

とができ、光増幅中継器の雑音指数を低減することが期待できる。また、精緻な分散マネージメントを必

要としないため、 近では、伝送路の損失そのものを低減することにより、低雑音な分布ラマン増幅伝送

路を適用することが可能となっている。表 3.4.1 に 近の大容量伝送実験で適用された低損失ファイバの

一例を示す。分散シフトファイバ（DSF）、ND-DSF などに比較すると低損失であり、局所分散は SMF
と同等かそれ以上の値を持つため、デジタルコヒーレント方式に適しているが、ラマン増幅効率は SMF
よりも有効断面積が大きいため低下する。H. Masuda 氏らは、PSCF を用いた分布ラマン増幅により、SMF
（G.652）より低雑音なハイブリッドラマン増幅中継系を構成し、約2倍の長距離化（13.5 Tbit/s-7,200 km）

に成功している。 

表 3.4.1 低損失光ファイバのパラメータ 

低損失ファイバタイプ 損失（dB/km） 有効断面積（μm2
） 波長分散（ps/nm） 

PSCF 0.16 110 20 

ULL(SMF-28)  0.169 80 16 

Longline  0.184 120  
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3.4.4 まとめ 

本節では、主に大容量光ネットワークのためコヒーレント光通信システム技術に関して、1)変復調・多

重化技術、2)伝送路技術の観点から技術動向を調査した。 
1) 変復調・多重化技術 

多値変復調符号に関しては、4 値を超える高密度波長多重の実現に向けて大別して二つの方式検討が進

んでいる。一つは送信端デジタル信号処理（DSP）とデジタル－アナログ（DA）変換を用いる方式であ

り、もう一つは 2 値電気信号駆動の複数の光変調器による光学的合成方式である。偏波多重・制御技術に

関しては、偏波制御装置を用いる光学的な手法や、デジタルコヒーレント光受信器内で補償を行う電気的

な手法が検討されており、十分な実用性を有している。コヒーレント光通信への OFDM の適用方法とし

ては、光学的又は電気的に OFDM 信号を発生する方法が検討されている。更に、両者を組み合わせた方

法による、100 Gbit/s 以上への高速化に関する検討も進められている。 
2) 伝送路技術 

陸上伝送路に向けた研究には、デジタルコヒーレント光受信器内で電気的に分散補償を行う方式と伝送

路中の分散補償と受信器内の補償を併用する方式の二つの流れがある。一方、海底ケーブルシステムは、

システムのアップグレードの場合と新規システム構築の場合で条件が異なる。新規システム構築の場合に

は、非線形光学効果の影響を低減するために、単一種類の低損失で実効断面積の大きな光ファイバを用い

て伝送路を構成する方法を中心に検討が進められている。また、大容量化と長距離化を同時に進めるため

に、感度低下を補う低損失・低非線形ファイバの適用や分布ラマン増幅の適用が進められている。 
大容量光ネットワークにて、1 波長 100 Gbit/s を超える高速化とファイバ 1 芯あたり 10 Tbit/s 以上の

大容量伝送を実現する基盤技術としてデジタルコヒーレント方式は不可欠となっている。その実現には優

れた DSP アルゴリズムを集積した LSI と、光フロントエンド回路を経済的に実現する光集積回路が必須

となる。DSP は無線通信システムでは携帯電話などで当たり前のように使われている身近な技術であるが、

光通信システムでは、まだ緒についたばかりであり、今後大きな発展が見込まれる。信頼性設計や、光非

線形効果など光ファイバ通信固有の問題を考慮した DSP システム技術として今後さらなる研究開発が望

まれる。 
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３－５ 特許出願からみる、コヒーレント光通信システムの将来展望 

 

本項では、無線通信分野で代表的な携帯電話で利用されている多重アクセス技術やデジタル変調技術の推移

をサービスの実用化時期と特許出願状況より分析し、妥当性を検証する。その後、光通信分野の主にコアネッ

トワークにおける技術展開と特許出願状況から該分野の状況を分析し、 後にコヒーレント光通信に関する特

許出願状況と前記二者の分析結果を合わせて分析することにより、コヒーレント光通信の実用化の可能性及び

その時期を探って行く。 

今回の特許検索は、1980年から2007年の国内の公開特許に限定して行った。1980年は、光通信技術の

実用化開始時期であり、2008年、2009年を含めなかったのは、特許出願から特許公開までの遅延の関係で

抽出数が極端に少なかったためである。各図での特許出願の抽出方法は、付表に示した。 

 

3.5.1 無線通信システム関連特許の変遷 

現在では、日本の携帯電話の加入者数は既に1億人を超えており、更に世界では40億人に達する状況で

ある。そのほとんどのユーザが、インターネットへのアクセスや画像などの高速データ通信サービスを利

用している。この様な、携帯電話の発展は、第1世代の自動車電話から始まり、第2世代として日本ではPDC

方式が広まり、更に、現在では第3世代方式としてW-CDMA、CDMA2000の方式で、より高速な移動無線

通信が実現されている。1990年代前半に開始された第2世代のPDCでは、伝送速度は、 大で40 kbit/s程

度であったが、2010年にサービス開始が予定されている第3.9世代と言われるLTE方式では、下り回線で

大100 Mbit/sもの高速通信を達成することとなっている。このような携帯電話の高速化を実現するため

の技術にはさまざまな技術が用いられてきているが、限られた周波数帯域の中で1 Hzあたりの伝送速度を

向上させる技術として、デジタル変調技術の活用も携帯電話の高速化に大いに貢献した技術と言える。 

NTTが自動車電話として、民間サービスを世界で始めて本格的にサービスを開始したのは1979年である。

その後、NTTは世界的な規格として普及させようとした第2世代のPDC方式によりデジタル携帯電話サー

ビスを1993年に開始した。そして、現在の携帯電話の主流となっている第3世代の携帯電話である

W-CDMAを2001年に開始し、更に高速化を狙った第3.9世代のLTE方式は2010年のサービス開始を予定し

ている。図3.5.1 にNTTにおける携帯電話サービスの開始時期を示す。 
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図 3.5.1 NTT における携帯電話サービス開始時期 

移動体通信システムでは、移動する端末と基地局との間で無線を用いて通信する。1つの基地局エリア

内には多くの移動する端末が存在し、そのため複数の端末が１つの基地局と同時に通信することとなる。
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限られた周波数の中で、複数の端末が基地局へ同時に通信するためには、無線信号を多重化して基地局へ

アクセスすることが必要となる。この無線アクセス多重技術には、大きく周波数分割多重（FDMA）、時

分割多重（TDMA）、符号化分割多重（CDMA）の三つのアクセス多重化技術があり、また、 近では

OFDMAという直交周波数分割多重方式が実用化されている。 

無線アクセス多重化方式の各技術に関する特許の出願状況の推移を見ると、図3.5.2のようになる。第2

世代のデジタル携帯電話で使用される無線アクセス方式であるTDMA技術に関する特許出願は1980年代

中頃から徐々に増加して、PDCとしてサービスが開始された1993年に向けて出願件数が増加している。ま

た、PDC方式と同様に、PHS携帯電話でもTDMA方式が使用されておりPHSサービスが開始される1995

年に向けて、更に、出願件数の増加傾向が見られる。一方、第3世代のW-CDMA方式やCDMA2000方式で

は、CDMAの符号化分割多重方式をアクセス方式として採用しているが、特許出願の状況を見ると2001

年のサービス開始を控えた1999年が出願件数のピークとなって、その後は減少傾向となっている。 

2009年にサービス開始をしたWiMAXや、2010年に開始する予定のLTEサービスではOFDMA方式を使

用するが、特許出願の傾向を見ると2004年から急激に立ち上がっており商用サービスとの相関性が明らか

である。先ず、TDMA技術の出願が第2世代のPDCサービスに向けて立ち上がり、同様にCDMA技術が第

3世代のサービス開始に向け1999年にピークを迎え、その後、OFDMA技術が急激な増加なって現れてい

る。このように、サービスに必須となる要素技術の特許出願はサービス開始に向けて増加することがこの

状況から示され、特許出願と商用サービス時期の密接な相互関連性が明らかになっている。 
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図 3.5.2 無線アクセス多重化方式の特許出願推移 

デジタルデータをそのままベースバンド信号として変調を行うと、変調波は、1 で変調したときと、0
で変調したときの二つの状態を持つことで、1 ビット情報を伝送することとなる。このような変調状態を

複数作って複数ビットを伝送するデジタル変調方式は、表 3.5.1 のようにデジタル携帯電話の各世代で使

用されて、携帯電話のデータ伝送の高速化を可能としている。そこで、表 3.5.1 の変調方式をキーワード

に特許検索を行い、年代順に整理したが、商用サービスとの明確な相関は得られなかった。すべての変調

方式に関する特許出願件数が 1992 年ごろから増加するといった結果となった。（図は省略） 
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表 3.5.1 デジタル携帯電話、世代毎の方式 

世代 略称 アクセス多重方式 変調方式 

第 2 PDC TDMA π／4 シフト QPSK 

第 3 W-CDMA CDMA BPSK（上り）、QPSK（下り） 

第 3.5 HSPA CDMA QPSK、16QAM 

第 3.9 LTE SC-FDMA（上り）、OFDMA（下り） QPSK、16QAM、64QAM 

WiMAX IEEE802.16e OFDMA QPSK、16QAM、64QAM 

以上の特許調査より、無線技術のアクセス多重技術とデジタル変調技術での特許出願状況と携帯電話の

商用サービスについて以下に整理する。 

・第2世代のPDCで使用されるTDMA技術の特許出願は、商用サービスを開始する1993年に向け増加し、

その後サービスが開始されたPHSサービス（TDMA方式を使用）に向けて更に増加している。 

・第3世代のW-CDMAで使用するCDMA技術は、2001年のサービス開始に向けて特許出願のピークと

なっている。 

・第3.9世代のWiMAXや LTEで使用されるOFDMA技術も同様に、2009年、2010年のサービス開始に

向けて、2004年から特許出願が急激に立ち上がっている。 

上記の考察から、無線アクセス多重化技術の特許出願傾向と、携帯電話の各世代でのサービス実用化時

期には相関関係があると考えられる。一方、デジタル変調技術の特許出願傾向からは、携帯電話の実用化

時期と明確な相関関係は見出せなかった。 

 
3.5.2 光通信システム関連特許の変遷 

光通信技術は 1980 年代前半に国内で世界に先駆けて実用化された。その後は、伝送容量の増大に向け

た技術開発が行われ、電気レベルでの多重化が進み 10 年後には 2.4 Gbit/s のシステムが導入された。ま

た、この時期光増幅器が実用システムに導入されるようになり、伝送距離の長距離化に貢献した。電気レ

ベルでの多重化は技術的に限界に近づいており、光レベルでの多重化技術の一つである波長分割多重

（WDM）が 1990 年代半ばより本格導入されるようになった。図 3.5.3 に光通信技術の進展を、年代を追

って示した。 
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図 3.5.3 光通信技術の進展 
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そこで、光増幅器と波長多重に関わるキーワード検索を行った。併せてコヒーレント光通信に関わるキ

ーワード検索を試みた所、ヒット件数が少なかったので、全文中に「コヒーレント」の文字が存在する特

許を抽出した。一方で、近年のデジタルコヒーレント光通信で必要不可欠である、DSP、PSK、QAM、

OFDM などのキーワードを光通信との掛け合わせで特許抽出を行った。結果を図 3.5.4 に示した。 

 
図 3.5.4 光通信システム関連特許の出願数の推移 

1990 年代初頭に伝送距離の長距離化に向け光増幅器が国内ネットワークに導入されたが、光増幅器関

連の特許出願（凡例：×光 AMP）は 1989 年から急激に立ち上がり 1997 年をピークに徐々に減少し 2005
年ごろより急激に減少している。波長多重は 1995 年ごろに国内ネットワークに本格的に導入されている

が、関連特許出願（同：▲WDM）は 1989 年から 1994 年に掛けて徐々に立ち上がり、その後 2002 年ま

で急激な立ち上がりを見せ、2002 年をピークに急激な減少を辿っている。このことは、光増幅器や波長

多重の技術開発が既にそのピークを過ぎており、光通信の伝送容量の拡大（光ファイバの帯域の有効利用）

と伝送距離の長距離化のためには、これらとは別の次の技術の台頭が必要であることを示唆している。 
コヒーレント光通信の全文検索（同：■コヒーレント光通信）は、1989 年を中心にほぼ前後 5 年間に

集中し、その後はピーク時の一割前後で推移してきている。したがって、これらの特許は、1980 年代に

盛んに検討されたアナログ方式のコヒーレント光通信に関するものと考え、詳細な分析は行わなかった。

一方、デジタルコヒーレント光通信（同：●デジタルコヒーレント）は、2003 年以降増え始めており、

近年のデジタルコヒーレント光通信に関係するものと考えられる。 
図 3.5.5 は、図 3.5.4 で示したデジタルコヒーレント通信技術の出願特許に着目し、その構成要素を分解

して示したものである。1982 年から 1990 年代前半はホモダイン検波及びヘテロダイン検波に係る出願が

大部分を占めており、ピークの年代がアナログコヒーレント光通信と酷似している。一方、デジタルコヒ

ーレント光通信技術の研究が盛んになる 2005 年の 10 年ほど前となる 1994 年に DSP に係る出願が出始

め、その後 QAM、PSK、OFDM に係る出願が 2003 年まで多少の増減はあるものの安定して出願されて

きた。これは、この時期、デバイスレベルで DSP の研究が進められ、その成果を活用して現在のシステ

ム開発が進んでいるものと考えられる。それらの成果を受けて、2003 年以降、システムサイドの研究開

発が盛んとなり、特許出願件数が右肩上がりで伸びているものと考えられる。2004 年にはこれらに関す

る出願数が倍増し、その後 DSP に係る出願は 2007 年には前年の 2.5 倍に急増している。 
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図 3.5.5 デジタルコヒーレント光通信の要素技術に係る特許出願の推移 

光通信が実用化されるとその後、光通信の長距離化、伝送容量の拡大に向け光増幅器が実用化され続い

て WDM が導入された。これらに関する特許出願は実用化の前から立ち上がり、実用化後 10 年くらいで

ピークを迎え、その後は減少傾向を辿っており、特許出願の推移と技術の実用化の間には、明らかに相関

関係が見られた。一方コヒーレント光通信に係る特許出願には、二つの傾向があり、その一つは、1990
年ごろにピークを持ち、その後下火となった「アナログコヒーレント光通信」関連特許であり、もう一つ

は、2003 年ごろから出願件数が増えている「デジタルコヒーレント光通信」関連特許である。「アナログ

コヒーレント光通信」では、同期検波に関わるものが主流で、「デジタルコヒーレント光通信」では、DSP
を用いた位相変調・受信に関わるものとなっている。但し、「デジタルコヒーレント光通信」に関連する

特許は、1990 年代、数は多くないがコンスタントに出願されており、その当時の研究成果が、2005 年以

降の「デジタルコヒーレント光通信」技術の研究開発を下支えしているものと見ることができる。 
 

3.5.3 まとめ 

無線通信の特許出願とサービス実用化の時期との関係、及び光通信における特許出願と技術の実用化の

関係を表3.5.2にまとめた。実用化された技術で見ると技術の実用化の前に特許出願が増加し引き続き立ち

上がって行く傾向は、無線通信分野及び光通信分野の両者でうかがうことが出来る。 

表 3.5.2 特許出願とサービス実用化の時期との関係 

分野 サービス 開始 検索キーワード 立上り⇒ピーク⇒減衰 

第 2 世代 1992 TDMA 1991 ⇒ 1997 ⇒ 2002 

第 3 世代 2000 CDMA 1995 ⇒ 2000 ⇒ 2006 

無線 

第 3.5 世代 2006 OFDMA 2004 ⇒（2008）⇒ ？ 

光増幅器 1990 光増幅器、光アンプ 1990 ⇒ 2000 ⇒ 2006 

波長多重 1994 波長多重、ＷＤＭ、波

長分割多重 
1993 ⇒ 2002 ⇒ 2006 

光通信 

40G 位相変調 2008 DSP,SSK,QAM 2003 ⇒（2012？）⇒ ？ 
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無線通信分野では、1990年代に入ると、PSK変調方式に係わる特許出願が立ち上がり、光通信に先駆け

てPSK変調方式を用いたコヒーレント通信が第2世代PDCサービスで実用化された。無線通信で使用する

周波数（約2 GHz）は、光通信で用いる周波数（約195 THz）に比較し遙かに低く、実用化への閾値が当

時のレベルで乗り越えられところにあったといえる。 

一方光通信分野では、光通信技術が実用化されると、1990代初めには市場ニーズに従い従来技術の延長

にある電気信号の時分割多重において多重度をあげることにより、伝送容量を2.4 Gbit/sまで増加させた。

このとき、光通信技術の開発に携わる技術者は、電気レベルでの伝送容量増加には限界がすぐに来ること

を見抜いていたのではないかと考える。 

コヒーレント光通信技術に関する特許出願には二つの傾向が現れた。一つは同期検波を中心とした「ア

ナログコヒーレント光通信」関連で、1989年をピークに前後5年に集中し、その後低迷した。もう一つは、

DSPや変調技術に関連した「デジタルコヒーレント光通信」関連の特許出願である。1990年代もコンスタ

ントに特許出願されており、2004年からPSK、QAM、OFDM及びDSPに関する特許出願が伸長している。

1990年代のDSPに係る技術開発の成果が2000年を越えて現れ、2005年以降のシステム開発につながった

ものと考えられる。デジタルコヒーレント光通信で使用される要素技術に関する特許出願はこの3、4年で

急速な伸びを示してきており、このまま右肩上がりの傾向を続けるものと推察できる。既存の技術が実用

化されてきたときの特許出願と同様の推移をたどり、将来的にコヒーレント光通信が実用化に至り、大い

に花開くことを期待したい。 
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付表 

付表１ 特許の抽出方法 

NO. 凡例記号 抽出方法 
1 TDMA 「要約、請求項」を（TDMA、時分割多重）＊（無線、ワイヤレス、携帯電話）”でキ

ーワード検索（＊は AND、カッコ内は OR 条件、以下同様） 
2 CDMA 「要約、請求項」を（CDMA、符号化分割多重）＊（無線、ワイヤレス、携帯電話）” 

でキーワード検索 
3 OFDMA 「要約、請求項」を“OFDMA＊（無線、ワイヤレス、携帯電話、WiMAX）” でキー

ワード検索 

付表２ 特許の抽出方法 

NO. 凡例記号 抽出方法 

1 光ＡＭＰ 「要約、請求項」を“光通信＊（光増幅器、光アンプ）”でキーワード検索 

2 ＷＤＭ 「要約、請求項」を“光通信＊（波長多重、WDM、波長分割多重）” でキーワード検索

3 コヒーレント光通信 「全文」を“コヒーレント光通信、光コヒーレント通信”でキーワード検索 

４ デジタルコヒーレント 4.1～4.5 で抽出した結果を各年で合計 

4.1 デジタル光･ダイン検波 「要約、請求項」を”（光通信、光伝送）＊（ホモダイン検波 ヘテロダイン検波）”

4.2 デジタル光･DSP 「要約、請求項」を”（光通信、光伝送）＊（デジタル信号処理 DSP）” 

4.3 デジタル光･OFDM 「要約、請求項」を”（光通信、光伝送）＊（OFDM 直交周波数分割多重）” 

4.4 デジタル光･QAM 「要約、請求項」を”（光通信、光伝送）＊（QAM 直交振幅変調）” 

4.5 デジタル光･PSK 「要約、請求項」を”（光通信、光伝送）＊（PSK 位相シフト変調 位相シフトキー

イング）” 
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３－６ 今後の技術開発 

 

3.6.1 開発課題 

(1) 無線技術との差異からみて 

送信器における非線形的な要素は、主として光変調器にある。光通信用発振器である半導体レーザは

比較的大きな位相雑音を持つため、コヒーレント受信の際の大きな障害となる。無線通信で用いられてい

る周波数シンセサイザのように、レーザを基準信号に位相同期させることは極めて困難であり、多くの場

合、レーザは自走状態で用いられる。このため、レーザ自体の位相雑音を低減することが重要である。 

デジタルコヒーレント光受信器の信号処理は、シンボルレートを除けば基本的には無線技術との差異は

ない。例えば 10 Gsymbol/s のシステムでは、AD 変換器に毎秒 20 G サンプル以上のサンプリング速度が

要求され、エレクトロニクスへの負荷が重い。また、変調の多値化を進めると、より高い AD 変換器の分

解能が要求され、高速化と高分解能を両立させることは容易ではない。 

(2) 光通信技術の開発状況からみて 

コヒーレント光通信システムを構成する主要デバイス・送受信器技術については以下の課題がある。光

源は同期検波精度を上げるために一層の狭スペクトル化、安定化が必要である。IQ 変調器は、複数のマッ

ハツェンダ干渉計の複雑なバイアス制御が課題であり、半導体変調器の性能向上、損失低下も望まれる。

90 度ハイブリッドは、低コスト化、偏波無依存化が課題となる。バランスドレシーバは、光軸調整の容易

化と高入射パワー耐力の課題がある。トランシーバは、一層の低消費電力化が望まれる。 
信号処理技術には、三つの主要な処理がある。第 1 は搬送波位相同期や光源周波数オフセット補償のた

めの処理で、第 2 は偏波多重信号の分離、波長分散・偏波モード分散などの線形歪みや非線形効果による

波形歪みの強力な補償のための処理、第 3 は受信器のフロントエンド回路のアナログ性能に対する要求仕

様を緩和し一層の高性能化と低コスト化を実現するための処理である。これらの処理をより一層、性能良

く、低コスト化で実現するために、開発コスト/リスクの低減、回路規模の削減、偏波追従速度や精度の向

上、部品仕様の緩和、多値度の向上と処理の高精度化、及び変調速度の向上などが挙げられる。 
１波長 100 Gbit/s を超える高速化とファイバ１芯あたり 10 Tbit/s 以上の大容量伝送を実現するには優

れた DSP アルゴリズムを集積した LSI と、コヒーレント通信用の光フロントエンド回路を経済的に実現

するのに適した光集積回路が必須となる。DSP は、信頼性設計や、光非線形効果など光ファイバ通信固有

の問題などを考慮した DSP システム技術として今後さらなる研究開発が望まれる。 

 

3.6.2 今後の取り組み 

 無線技術との対比から技術調査を行った結果の 大の知見は、複雑な信号処理であっても、LSI 化でき

れば、民生品（携帯電話）にまで展開できるということである。デジタルコヒーレント光通信技術は、幹

線系の大容量・長距離伝送のみならず、FTTH 展開に向けても非常に有効な技術であると考えられる。し

かしながら、現状延長線上の改良技術のみでは、すでに実現が困難な所に来ているともいえる。今後の取

り組みとしては、将来の FTTH 展開を視野に入れて、異分野技術と融合・複合した基盤技術を新たに進め

ることが必要であると考えられる。 
通信ネットワークの分野でも次世代ネットワーク (NxGN)の次をゼロベースで考える新世代ネットワ

ーク（NwGN）の検討が始まっている。光通信の送受信器、デジタル信号処理 LSI などの開発も、ゼロベ
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ースで、光源、変調器、受信器、配線方式などを見直し、シリコンフォトニクス、フォトニック結晶、量

子ドット、ドレストフォトンなどの新技術との融合を視野に入れて技術開発を続ける必要がある。 
総務省関連プロジェクトでは、幹線系、アクセス系システムへコヒーレント光通信技術を早期適用する

ために、CMOS ベースでの DSP 開発を始め、必要とされる技術開発が精力的に行われている。本調査研

究の成果として、今後の取り組みは、より将来の FTTH 適用を視野に入れた、小型、低コスト、低消費電

力化を実現するための要素技術と解決案を見出していく。そうした場合、一企業で研究開発できるもので

はなく、日本国の技術力を結集した研究開発へと進んでいくべきと考える。 
 

3.6.3 終わりに 

 無線技術の特許出願状況調査から、第 2 世代の商用化と TDMA、第 3 世代の商用化と CDMA、第 3.9
世代と OFDMA、といった特徴ある特許出願数の変遷が確認された。光通信分野では、2003 年ごろから

徐々にコヒーレント関連の特許出願数が増え始め、それと、偏波多重、QPSK 変調方式の商用化の関係が、

無線技術との関係と良く一致している。偏波多重、QPSK 変調に代わる次の候補は未だ決定版はないが、

無線の例に見るように、第 2 波、第 3 波が起こり、将来的に大容量の FTTH システムへ発展していくもの

と考えられる。 
1980 年代の携帯電話は自動車電話であり、当時、今の状況を予想することはそう容易ではないと考え

る。研究開発段階でのコヒーレント光通信システムも、実験台に所狭しと配置される既存光部品の量を見

ると、すぐに家庭内に受信器は入るとは簡単には考えられない。しかしながら、コヒーレント光通信シス

テムを実現するための要素技術は整いつつあるので、光のコヒーレント性能を有効利用した新システムが

次のうねりとして現れてくることを切に願う。そのために開発される技術が日本の将来の発展につながる

ことを併せて期待する。 
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４ 調査研究の今後の課題及び展開 

 

本調査研究では、近年、発展の著しいデジタルコヒーレント光通信技術に関して、研究開発の動向を調

査した。 
コヒーレント光通信技術は、 1980 年代に各国で盛んに研究されたが、1990 年代における EDFA 技術

及び WDM 技術の発展により、一時研究開発がストップしていた。しかし、2000 年以降、有限な EDFA
帯域を有効に活用し、スペクトル利用効率を向上するための技術として、コヒーレント光受信器が再び脚

光を浴び始めた。これまでの WDM 技術の蓄積、急速なデジタル信号処理技術の発展、スペクトル効率に

対する要求などが相まって、新世代のコヒーレント光通信技術が急速に発展しつつある。1990 年代にデ

ジタル化によって飛躍的な高性能化を遂げた無線通信技術と同様に、このような光通信とデジタル信号処

理の融合は必然的な技術の流れと考えられる。 
本報告書では、発展著しいデジタルコヒーレント光通信技術の 新の研究動向に関し、種々の側面から

検討を行っている。その結果、以下に示す課題が今後に残されていることが判明した。 
（１） デジタル無線通信技術とコヒーレント光通信の関係 

デジタル無線通信では、OFDM、MIMO などの新技術が実用化されている。デジタルコヒーレン

ト光通信においても、これらの技術を導入することは可能であるが、無線環境との違いを考慮し、

真に光通信に有効な技術を選択していく必要がある。 
（２） コヒーレント光通信システムのデバイス・送受信器技術 

直接検波方式に比べ、コヒーレント光受信器は複雑な構成をとるため、受信器の集積化が必須の技

術的課題である。送信用レーザと多値光変調器の集積化、90 度光ハイブリッド、バランス型フォト

ダイオード、局発光源の集積化技術が今後重要になる。 
（３） コヒーレント光通信システムの受信器の信号処理 

各種デジタル信号処理は、デジタルコヒーレント受信器の中核となる機能である。これまで、オフ

セット周波数除去回路、位相追尾回路及び線形・非線形等化回路などに関し、研究が進展している。

今後、集積回路への実装の可能性を考慮した検討が重要となる。 
（４） コヒーレント光通信システムの伝送システム技術 

デジタルコヒーレント光通信では、光ファイバの分散等化は比較的容易であるが、光ファイバの非

線形性による信号劣化は避けることができない。このため、光ファイバの非線形性を抑圧するため

の分散マップの 適化は、依然として重要な技術課題として残っている。 
 

このようにデジタルコヒーレント光通信技術は、光デバイス技術、集積回路技術及びデジタル信号処理

技術などが複合した分野を形成している。このため、技術的課題も多岐にわたるが、幹線系光通信技術と

しての波及効果がきわめて大きいので、我が国の国際競争力を高めるためにも、国が主導する早期かつ集

中的な研究開発が求められる。 
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