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あらまし 複数の擬似位相整合 (QPM) ピークの得られるマルチ QPM 素子中の多重周波数混合を用いると多
値位相変調された信号の逓倍化を行うことができる．近年の光損傷耐性の高い LiNbO3 導波路作製技術の進展に
より，安定した多重周波数混合過程を利用することが可能になった．本論文ではこれらのマルチ QPM 素子中の
多重周波数混合に関わる技術の進展を述べるとともに，周期分極反転 LiNbO3 導波路中の非縮退パラメトリック
増幅との組合せにより基本的な多値信号である QPSK 信号の位相感応増幅を実現した結果について述べる．
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うる技術の一つとして，我々は周期分極反転 LiNbO3

1. ま え が き

(PPLN) 導波路を用いた位相感応増幅器 (PSA) の研

近年，光通信の分野において多値変調信号等を用い

究を進めている [2]．縮退パラメトリック増幅を利用し

た大容量信号の伝送技術が進展している．多値信号を

た PSA では励起光と同相の成分を増幅し，直交位相

用いることで単位周波数帯域あたりの伝送データ量で

の成分を減衰させる．この性質により，PSA では従

ある周波数利用効率を向上することが可能なためであ

来のレーザ増幅器に比較して自然放出光の発生が小さ

る．一方でシャノンの通信理論によれば周波数利用効

く，増幅に伴う強度雑音の増加を防ぐことが可能にな

率の上限は信号の S/N 比に決まることが知られてお

る [3]．更に位相に応じた利得を利用することで位相雑

り，高い周波数利用効率の実現には高い S/N 比の実

音を低減することも可能になる [4]．このように PSA

現が必須の条件となる．一方で高い S/N 比を得るた

は雑音の低減という観点で好ましい性質を有している

めに光ファイバへの入射パワーを増大させると，光増

が，多値変調信号の増幅においては幾つかの課題があ

幅器の自然放出光による雑音と光ファイバの非線形効

る．縮退パラメトリック増幅を利用した PSA では上

果の相互作用により，一定のパワー以上ではむしろ信

述のように直交位相成分を減衰させる性質があり，直

号の S/N 比が劣化するいわゆる非線形シャノン限界

交位相成分を利用する多値変調信号の増幅にはそのま

の問題が指摘されている [1]．このような課題を解決し

までは適用することができない．この課題については
後に述べるように非縮退パラメトリック増幅を利用す
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させることにより強度雑音の低減を図ることが可能で
ある [6]．別の課題としては PSA においては信号光の
搬送波位相に同期した励起光の生成が必要となるが，
多値変調を施された信号から搬送波の位相情報を抽出
することは一般的には困難である．
これらの課題に対して，我々は多重擬似位相整合

(マルチ QPM) 素子を用いた多重周波数混合による搬
送波位相抽出と非縮退パラメトリック増幅構成を用い
ることにより，基本的な多値変調信号である 4 値位相
変調 (QPSK) 信号に対応する PSA を構成する試みを
行っている [6]．複数の周波数混合過程を組み合わせ
る（多重周波数混合）ことにより位相変調信号の逓倍
化が可能になり，非縮退パラメトリック増幅に必要な
入力信号の複素共役信号の発生と搬送波位相抽出が可

図 1 (a), (b) 非線形定数の分布と (c) 位相変調関数
Fig. 1 (a), (b) Spacial distribution of nonlinear coefﬁcient and (c) phase modulation function.

能になる．このような多重周波数混合を効率的に行う
ためには，マルチ QPM 素子中において高パワーの第
二高調 (SH) 波を発生する必要がある．しかしながら

LiNbO3 に高パワーの短波光を照射するとフォトリフ
ラクティブ効果による屈折率変化を生じることが知ら
れており，高パワーの SH 波を発生した際の屈折率変
化による位相整合条件の変化が懸念される．
本論文ではマルチ QPM 素子の構成，多重周波数混
合の原理，マルチ QPM 素子の位相整合特性の安定性
等のマルチ QPM 素子を利用するうえでの基礎的事項
について述べるとともに，多重周波数混合を適用した

QPSK 信号に対応する PSA について述べる．

図 2 (a) 均一周期構造，(b) 位相変調構造における位相
整合曲線
Fig. 2 Phase matching curves of (a) uniform periodic
structure and (b) phase modulated structure.

2. マルチ QPM 素子について
本研究で用いるマルチ QPM 素子の構造について簡
単に述べる．例えば非線形結晶を用いた第二高調波発

おいては，式 (1) の積分を実行して SH 光の強度 P2

生（SHG）の過程において，基本波の波長変換による

を求めると，次式が得られる．

強度の減衰が無視できるという小信号近似を用いると，

P2 (Δβ) = ηP12 L2

SH 波の強度は次式で与えられる [7]．
E2 = i

2π
|E1 |2
n2 λ2



sin2 [(Δβ − 2π/Λ0 )L/2]
[(Δβ − 2π/Λ0 )L/2]2

(2)

L

d(z) exp(−iΔβz)dz

(1)

0

ここで λ2 は SH 光の波長，n2 は SH 波長における屈

ここで η は導波路の断面積等で決まる単位長さあた
りの変換効率，P1 は基本波の強度，L は PPLN 導波
路の長さである．

折率，E1 は基本波の電界，d(z) は伝搬方向の位置 z に

式 (2) は図 2 (a) に示すように Δβ = 2π/Λ0 の所謂

おける二次非線形定数，Δβ は基本波と SH 波長にお

擬似位相整合 (QPM) 条件を満たすときに最大値を示

ける伝搬定数の差である．式 (1) をみると変換光の電

す sinc2 関数の形となっている．一定周期 Λ0 で分極

界は非線形定数の空間的な分布関数を Δβ を変数とし

反転された PPLN において，基本波波長を掃引して

てフーリエ変換した量に比例することが分る．図 1 (a)

SH 光強度を測定すると，狭い波長範囲では Δβ は基

に示すように非線形定数の符号が一定周期 Λ0 で反転

本波波長に対してほぼ線形に変化するために図 2 (a)

するように分極反転された一般的な構造の PPLN に

のような sinc2 関数型の位相整合曲線が得られる．こ
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れに対して我々は PPLN の周期分極反転構造に分極

に示すように QPSK 変調を施した信号光の波長をマル

反転周期よりも長い周期 Λph で空間的な位相変調を施

チ QPM 素子の QPM ピークの一つに一致させ，マル

したマルチ QPM 素子を作製している [8]．図 1 (b) に

チ QPM 素子の位相整合ピークの周波数間隔だけ離調

非線形定数の空間的な分布，図 1 (c) に位相変調の関

した無変調の局発光 (LO1) とともに，マルチ QPM 素

数の例を示す．このような素子では分極反転構造の波

子に入射することを考える．信号光の波長は位相整合

数 2π/Λ0 が位相変調の波数 2π/Λph で変調されてい

波長に一致しているために，SHG 過程により SH 光に

ると捉えることができる．このような構造において式

変換される．この SH 光と LO1 の差周波発生 (DFG)

(1) の積分を実行すると，例えば図 1 (e) に示されるよ

により第 1 のアイドラ光（idler1）が発生する．idler1

うな複数の QPM ピークが次式を満足する波長で現れ

と信号光の周波数差は信号光と LO1 の周波数差に一

る位相整合曲線が得られる．

致するため，idler1 の周波数は第 2 の QPM ピークに



Δβ = 2π

1
n
+
Λ
Λph



一致する．idler1 は SHG 過程による再び SH 光に変

(3)

換される．この SH 光と信号光の DFG により idler2
が発生する．このように SHG 過程と DFG 過程が順

ここで n は任意の整数である．

次繰り返すことにより複数のアイドラ光を発生するこ

実用上有効な QPM ピークがいくつ得られるかは，

とができる．このとき，SHG 過程において光周波数

用いる位相変調の波形や深さによって決定される [8]．

だけでなく位相情報も逓倍化されることを考慮すると，

実際の素子の作製の際は最適化された位相変調関数を

各アイドラ光の位相は次式で与えられる．

元に非線形定数の分布を計算し，そのデータに基づい

φi1 = 2φs − φL1

(4)

成する．そのデータを元にフォトリソグラフィにより

φi2 = 3φs − 2φL1

(5)

電極を形成し，電界印加法により LiNbO3 の分極を反

φi3 = 4φs − 3φL1

(6)

て電界印加のための電極を形成するフォトマスクを作

転し所望の構造を作製する．実際の分極反転時のドメ

ここで φi1 , φi2 , φi3 は第 1, 2, 3 のアイドラ光の位

インの広がりを考慮してマスクデータには若干の修正

相，φs は信号光の位相，φL1 は LO1 の位相である．式

が施す必要があるが，分極の境界位置に若干のランダ

(6) を見ると idler3 では信号光位相が 4 逓倍されてお

ムな変動があっても素子の効率が劣化するだけで，位

り，位相が π/2 ごとに変化する QPSK 信号に対して

相整合曲線の形状は保たれることが分っている [8]．

は位相変調が相殺することが分る．また式 (5) を見る

3. 多重周波数混合について

と idler2 では信号光位相が 3 逓倍されており，QPSK
信号の四つの位相状態 (0, π/2, π, 3π/2) がそれぞれ

2. で紹介したマルチ QPM 素子を用いると，複数の

（0, −π/2, −π, −3π/2）へと変換され，QPSK 信号

周波数混合過程を同時に利用した多重周波数混合を行

に対しては位相共役の関係にある信号光を得られるこ

うことが可能になる [6]．以下に多重周波数混合を用い

とが分る．これらの性質を利用して後に述べるように，

た多値信号の位相情報の取扱いについて述べる．図 3

QPSK 信号からの搬送波抽出と非縮退パラメトリック
増幅を用いた QPSK の位相感応増幅に利用すること
が可能である．

4. マルチ QPM の位相整合特性評価
これまでに説明したようにマルチ QPM 素子中の
多重周波数混合を用いることで，周波数間隔が一定の
複数のアイドラ光を発生することが可能になる．しか
し多重周波数混合を高効率に行うためには，マルチ

QPM 素子の位相整合ピークが一定周波数間隔で維持
図3

周波数混合における (a) 位相整合曲線と (b) 各成分
の配置
Fig. 3 (a) Phase matching curve and (b) allocation
of each components.
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されていることが前提となる．多重周波数混合を利用
する際は複数の波長変換過程を経るため高パワーの

SH 光を発生する必要がある．LiNbO3 導波路中で高
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Fig. 4

図 4 位相整合特性評価の実験系
Experimental setup for measurement of phase
matching curve.

図 5 増幅光を用いた位相整合曲線の測定結果
Fig. 5 Phase matching curve measured using ampliﬁed signal.

パワーの SH 光が発生すると，フォトリフラクティブ
効果による屈折率変化を生じる懸念がある．屈折率変
化によって，導波路の伝搬方向に伝搬定数の差 Δβ の
分布が生じると，位相整合曲線が変化することが懸念
される．フォトリフラクティブ効果に対する耐性は導
波路の作製方法の違いによる結晶内の欠陥密度に大き
く依存する．Ti 拡散法よりもプロトン交換法の方が耐
性が高く，更に結晶への不純物の拡散を伴わないウエ
ハ直接接合や接着剤による接合導波路では更に高い耐
性が得られることが知られている [9]．また SH 光波長
における微弱な吸収により導波路の温度が変化し，屈
折率変化を生じて位相整合特性が変化することも考え
られる．多重周波数混合では素子自身が SH 光を発生
しており，基本波の波長を変化させると SH 光の強度
も位相整合曲線に沿って大きく変化してしまうため，

図6
Fig. 6

変調光を用いた位相整合曲線の測定結果
(a) 信号振幅，(b) 位相，(c), (d) 信号電圧
(a) signal amplitude, (b) phase, and (c), (d)
signal voltage in measurement of phase matching curve using modulated signal.

実際の高パワー SH 光が発生している状態における位
相整合特性を評価することは困難である．そこで我々

次に，レーザの波長を中心となる QPM ピークに同

は以下に述べるような方法により，高パワー SH 光が

調させ，高パワーの SH 光を発生する．更に光チョッパ

発生している状態における，直接接合法で作製された

で変調を施された 2 台目の波長可変レーザの波長を掃

マルチ QPM 素子の位相整合特性の評価を試みた [10]．

引して，発生する SH 光及び高パワーの入射光と微弱

作製した素子は三つの QPM ピークをもち，それぞれ

な変調光の和周波 (SF) 光をフォトダイオードとロッ

のピークにおける SHG 変換効率は約 700%/W，素子

クインボルトメータを用いて検出し，位相整合曲線

長 50mm の導波路の損失は 1.5dB であった．図 4 に

を測定した．この測定法では信号の位相の検出によっ

実験系の概略を示す．2 台の波長可変レーザ (TLA) を

て，SF 光の発生と SH 光の減衰を区別することが可

用い，一方は EDFA で増幅を行い，他方は光チョッパ

能になる．図 6 (a), (b) に EDFA からの入力パワーが

で変調を施し，両者を光アイソレータを介して光カプ

30dBm の場合の，入射光の波長に対する測定信号の

ラで合波し，ファイバ入力が可能なモジュールとして

振幅と位相をそれぞれ示す．この条件下では 20dBm

実装したマルチ QPM 素子に入力する．モジュール内

の SH 光が導波路から出力されている．図 6 (a) で主

のファイバと素子の結合損失は片端あたり 1.8dB 程度

に観測される SH 光の振幅ピークの波長範囲におい

と見積もられる．まず，EDFA で増幅される波長可変

ては図 6 (b) 中の信号の位相はほぼ 0◦ (同相) である．

レーザの波長を掃引してマルチ QPM 素子から発生し

位相が 0◦ の状態は和集波発生 (SFG) 過程に相当す

た SH 光を検出して位相整合曲線を測定した．図 5 に

る．一方，位相整合ピークから離調した場合，位相が

EDFA の出力が 23dBm の場合に測定された位相整合

−180◦ (逆相) となる領域が存在する．これは高パワー

曲線の例を示す．この素子では 100GHz の周波数間隔

の SH 光と微弱な変調光の差周波発生（DFG）によっ

で三つの QPM ピークが得られている．

て，SH 光から長波長の光への逆変換が生じ，SH 光の
119
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減衰が生じていることに相当する．図 6 (a), (b) の信

り，サーキュレータを介して半導体レーザに注入同期

号強度と位相を用いて，SH 光の信号電圧を求めた結

を行うことにより，第 2 の局発光 (LO2) を発生する

果を図 6 (c) に示す．信号電圧が正負はそれぞれ SFG,

ことができる．LO1 と LO2 は合波され，EDFA で増

DFG 過程に相当する．この結果をみると主要な位相

幅されたのちに PPLN 導波路 2 に入射され，SFG に

整合ピークの間に観測されるピークは，SH 光の減衰

よりパラメトリック増幅のための励起光に変換される．

によるものであることが分かる．図 6 (d) に EDFA 出

LCOS 型光フィルタから出力された入力光と idler2 及

力が 23dBm の場合の測定結果を示す．図 6 (c), (d) を

び励起光は PPLN 導波路 3 に入射され，非縮退パラ

比較すると，入力パワーを変化させても SFG と DFG

メトリック増幅が行われる．各構成部品を接続する光

の割合が変化するだけで依然として位相整合曲線の形

ファイバの伸び縮みによる位相変化は EO 位相変調器

状は維持されていることが明らかとなった．また図 5

と PZT 素子を用いた位相同期ループ (PLL) により安

と図 6 (c), (d) を比較すると，図 6 (c), (d) では位相

定化している．このとき励起光の位相 φp は次式で与

整合ピークが 200GHz 間隔で得られていることが分

えられる．

かる．これは SFG 過程で位相整合曲線を評価した場
合，一方の入射光の波長を固定しているために，同様
の位相整合条件を満足するために他方の入射光の波長
が SHG 過程に比較して 2 倍変化する必要があるため
である．このことを考慮すると SH 光が 20dBm 程度

φp = φL1 + φL2 = 4φc − 2φL1

(7)

ここで φL2 , φc はそれぞれ LO2，信号搬送波の位相
である．一方，信号光，idler2 の位相の和は次式で与
えられる．

出力されている状態であっても位相整合曲線の形状が
維持されていることが分かる．

5. QPSK 信号に対応する PSA
これまでに示してきたように直接接合型の LiNbO3
導波路を用いることにより，比較的高パワーの SH 光
が発生している条件においても，マルチ QPM 素子
の位相整合特性を保ちつつ，多重周波数混合を利用で
きることが確認できた．以下にマルチ QPM 素子を
用いた QPSK 信号に対応する PSA の構成を検討し
た結果について述べる．図 7 に構成の概略を示す [6]．

QPSK 変調された信号は，第 1 の局発光 (LO1) と合
波され EDFA で増幅されたのちにマルチ QPM 素子
（PPLN1）に入射される．マルチ QPM 中では 3. で

φs + φi2 = 4φs − 2φL1

(8)

これらの式から分かるように信号位相が π/2 の整数
倍のとき，すなわち QPSK 変調の場合，両者の間で
は位相が一致し，非縮退パラメトリック増幅による利
得が得られる．上記のような QPSK 信号とその 3 逓
倍信号の非縮退パラメトリック増幅による位相感応増
幅の特性は以下のような解析によって理解することが
できる．PPLN 導波路 3 における信号光の電界は次式
で与えられる [6], [11]．

Ēout exp(iφout (t)) = Ēs exp(iφs (t)) cosh(gL)
+ĒI2 exp(−i3φs (t)) sinh(gL)

(9)

説明した多重周波数混合が生じ，複数のアイドラ光が

ここで Ēout , Ēs , ĒI2 はそれぞれ出力信号，入力信号，

発生する．マルチ QPM 素子の出力は LCOS 型の光

idler2 の電界の包絡線の大きさであり，g は単位当た

フィルタに入力され，入力光と idler2，及び idler3 を

りのパラメトリック利得係数，L は PPLN 導波路の

それぞれ分離して出力する．idler3 では信号位相が 4

長さである．式 (9) の第 1 項は増幅された信号成分を

逓倍されているため，搬送波の位相情報を含んでお

表しており，第 2 項は励起光とアイドラ 2 の差周波発
生によって信号に可干渉的に付加される成分を表して
いる．図 8 に式 (9) を用いて計算した入力光の位相 φs
に対する信号利得と出力信号の位相を示す．素子長全
体でのパラメトリック利得係数 gL は 1.3，idler2 と入
力信号の強度の比率 |Ei2 |2 /|Es |2 は 0.2, 0.4 の値を仮
定している．図 8 (a) に見られるように利得のピーク

図 7 QPSK 信号に対応する PSA の構成
Fig. 7 Conﬁguration of PSA for QPSK signal.
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は π/2 の整数倍ごとに得られ，図 8 (b) に見られるよ
うに出力信号の位相は π/2 ごとの階段状の値に収束す

招待論文／マルチ QPM 素子を用いた多重周波数混合と多値変調信号の位相感応増幅への応用

前の位相雑音の分布は (a) 45.2◦ ，(c) 57.6◦ に対して，
増幅後では (c) 40.6◦ ，(d) 48.7◦ であり，PSA の位相
再生効果により，位相雑音の低減が得られていること
が確認できる．増幅前後で強度雑音の増加がみられる
が，これはマルチ QPM 素子中でのアイドラ光の発生
過程における損失が主な原因であり，多重周波数混合
過程の更なる効率向上が望まれる．現在の直接接合導
波路の効率はクラッドとして利用している LiTaO3 と

LiNbO3 の屈折率差によって制限されている [9]．今後
の更なる高効率化の実現に向けては，より大きな屈折
率差の得られる基板材料への変更など導波路プロセス
の更なる改良が望まれる．なお，パラメトリック増幅
媒質はレーザ増幅媒質とは異なり，入力の強度変動に
Fig. 8

図 8 信号位相と利得，出力位相の関係
Gain and output phase as a function of input
phase.

対して利得が瞬時応答を示すため，利得飽和の得られ
るような強い入力パワーで動作させることにより，強
度雑音を低減することが可能であることが確認されて
いる [6]．

6. む す び
PPLN 導波路の周期分極反転構造に空間的な位相変
調を施すことにより，複数の位相整合ピークを有する
マルチ QPM 素子が得られた．また近年のウエハ直接
接合技術を用いた LiNbO3 導波路作製技術の進展によ
り，入力パワーが大きな条件においても，位相整合曲
線が維持されることが明らかとなり，複数の波長変換
過程を同時に行う多重周波数混合過程を利用すること
が可能となった．更にマルチ QPM 素子中での多重周
波数混合を利用することにより位相変調信号の逓倍化
を行い，PPLN 導波路中の非縮退パラメトリック増幅
図 9 増幅前後の信号のコンスタレーション
Fig. 9 Constellation of (a), (c) inputs and (b), (d)
outputs.

を利用することにより，QPSK 信号の位相感応増幅が
可能であることを示した．今後 QAM 等の更に高度な
変調フォーマットに対して PSA を適用するためには，
伝送信号からの搬送波情報の抽出が最大の課題である

ることが分る．
以上のようにマルチ QPM 素子を用いた多重周波数
混合による位相の逓倍化と非縮退パラメトリック増幅

と考えられ，その実現のためには更なる工夫が必要で
あると考えられる．
文
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