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Tetsuya KAWANISHI†,†† , and Hirochika NAKAJIMA††
あらまし LiNbO3 変調器はその優れた低チャープ変調特性から長距離光ファイバ通信用デバイスとして用い
られている．特に，マッハ・ツェンダ干渉計型変調器は IMDD リンクでは光強度変調器として，コヒーレントリ
ンクでは直交振幅変調器として用いられ，光変調器の基礎的構造の一つであるといえる．マッハ・ツェンダ変調
器において完全対称な干渉計を仮定すると無限の消光比かつゼロチャープ変調が可能であるが，マッハ・ツェン
ダ変調器が原理的に有する課題として応答の非線形性が挙げられる．本論文では，変調ひずみの抑圧を目的とし
て開発した高線形性変調器について紹介する．
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ニオブ酸リチウム (LiNbO3 , LN) を用いた外部変調

1. ま え が き

器は低チャープな変調が可能であることから長距離光

長距離光ファイバ通信では信号ひずみの小さい光信

ファイバリンクで実用されている．LN は一次の非線

号が要求されるため，レーザの直接変調動作ではなく

形光学効果であるポッケルス効果を有する強誘電体で

外部変調器を用いて電気信号を光信号に変換している．

あり，電圧印加によって結晶の屈折率がわずかに変化

直接変調動作ではレーザへの注入電流を変化させるこ

する．LN の特徴的な点として，この屈折率変化が印

とで出力光強度が変化するが，その際に出力光の位相

加電圧に対して極めて線形であることが挙げられる．

も変動することが知られている．この強度変調信号の

更に，前述のように屈折率の実部が変化したときには

ひずみは周波数チャープと呼ばれており，周波数スペ

虚部にも変化が生じ，光の吸収率が変化することにな

クトルで考えた場合には位相変化のないゼロチャープ

るが，光ファイバ通信で利用される 1.5 μm 帯では屈

変調と比べて信号スペクトルが広がることになる．こ

折率の虚部の変化は無視できるほどに小さいことが

の周波数チャープは，物質における屈折率の実部と虚

LN の特徴である．すなわち光位相変調動作が理論的

部の変化がクラマース・クローニッヒの関係式に従う

な数学的表現と極めて一致する [2]．

ことに起因しており，利得 (吸収) に対応する屈折率の

LN は線形な位相変調が可能であることを述べたが，

虚部を変化させたときに実部も変化するため，光強度

実際の長距離光ファイバリンクでは強度変調方式や

変調と同時に寄生的な光位相変調が信号ひずみとして

直交振幅変調方式が用いられることが多い．LN では

生じる [1]．

直線状の光導波路構造にて位相変調器の機能をもつ
が，二つの位相変調器を組み合わせたマッハ・ツェン
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上述のように，MZ 変調器は信号ひずみの少ない変
調が可能であるが，本質的に生じてしまう信号ひずみ
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が非線形ひずみである．MZ 変調器は原理的に sin 関

少等を生じないことが利点であるが，プリディストー

数状の変調曲線を示すため，sin 関数のマクローリン

ション後の変形された波形を有する電気信号を生成す

展開から明らかなように，1 次の信号成分に加えて 3

るデジタル–アナログコンバータ (DAC) に対する要

次以上の奇数次の非線形ひずみ成分が出力される．例

求性能が高くなることが不利点である．これらに対し

として，図 1 に示すように MZ 変調器を (直交) 振幅

て，非線形ひずみの根本的な原因であるデバイス特性

変調器としてコヒーレントリンクで用いる場合に，電

を向上させる研究も報告されている．この技術も初め

圧信号波形を光振幅波形に転写する過程で MZ 変調

はアナログ光リンク用に開発され，光強度変調方式と

器の非線形応答によって信号波形がひずむことにな

デジタルコヒーレントリンクでの光 (直交) 振幅変調

る．図中では 8 値 (3 bit) のレベルを有する信号を想

式のどちらの用途についても研究開発が進められてい

定しているが，電気信号波形ではレベル間が等間隔で

る [4]〜[6]．

あったのに対して光波形では不等間隔となっている．

本論文では，信号ひずみのない光振幅変調動作を目

この非線形ひずみはアナログ光リンクにおいて SNDR

的として開発した高線形性 LN 変調器について紹介す

(Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio) を減少させ，

る．デバイス駆動の容易性と高性能化を目指して考案

リンクの特性を著しく劣化させるため，それを補償す

した 2 種のデバイス構造について順に説明する．

るための方法が多数報告されている．近年のデジタル
コヒーレントリンクの場合でもこの非線形ひずみは信

2. 光振幅変調器における変調曲線の設計法

号の劣化を引き起こすため，ひずみ補償する技術が用

光変調器の線形性を向上させる技術として多数の方

いられる場合が多い．非線形ひずみを抑える代表的な

法が提案されているが，本研究では MZ 干渉計を並

技術として変調器の小信号動作が挙げられ，これは変

列集積することで線形性を向上させる技術を基とす

調器への入力信号電圧を変調器の半波長電圧 Vπ より

る [4]．本技術は IMDD 変調リンクでの使用を見据え

小さくすることで sin 関数応答におけるほぼ線形とみ

て変調器の応答を光強度領域で線形化させることを目

なせる範囲内で動作させるというものである．この方

的として提案されたが，コヒーレントリンクにおける

法は非常に簡易に導入できることが利点であるが，一

直交振幅変調で重要な光振幅領域での応答の設計にも

方で光信号出力パワーの減少若しくはリンクのダイナ

応用可能である．本節では変調曲線の設計原理と非線

ミックレンジの低下が不利点である．他の非線形補償

形性に関する数値計算を報告する．

技術として，プリディストーションが挙げられる．MZ

始めに，並列 MZ 変調器による線形変調の原理を説

変調器の非線形応答特性が時間に依存せず一定のため，

明する．図 2 に示すように，変調度若しくは位相変化

その逆特性を元の電気信号にあらかじめ付与するこ

量の異なる MZ 変調器が並列接続された光回路を考え

とで，変調時の信号ひずみを補償するものである．こ

る．光入力を Ein ejω0t とすると出力光は

の方法はデジタル領域で行われることが多く，任意の
電気信号に対して適応可能であり，光出力パワーの減

Eout = {(1−r) sin φ−r sin(sφ)} · Ein ejω0 t

(1)

と書ける．なお，φ は位相変調量，s は二つの MZ 変
調部の変調度の比，r はそれぞれの MZ 変調部への光
分岐比を意味している．ここで強調したい点は，全体
の応答が各 MZ 変調器の応答の和 (差) になっている

図1
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MZ 変調器の非線形性による信号波形のひずみ

図2

変調度の異なる並列 MZ 変調器の構成
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図4

変調器の非線形性による信号ひずみ

図5

MZ 変調器及び線形化変調器

図 3 変形した変調曲線，(a) ノコギリ波 (r = 0.16,
s = 2)，(b) 三角波 (r = 0.1, s = 3)

ような振幅変調–コヒーレント検波系を想定する．な

ことである．ゼロチャープの MZ 変調器を基礎構造と

だけを取り出したものと一致する．入力電気信号を

することで光強度に関係なく位相が一定となるため，

データ信号を模擬した 2 周波信号と仮定する．光振幅

お，これは長距離系で広く用いられている IQ 変調の
一方の成分 (In-phase 成分若しくは Quadrature 成分)

光波電界振幅領域で考えた場合には和で表せる．また，

変調器にて DSB-SC (Double SideBand Suppressed

MZ 変調器の応答が三角関数であるため，フーリエ級

Carrier) 変調を行うと光キャリア周波数の両側に信号

数展開から明らかなように周期の異なる三角関数の足

スペクトルが現れるが変調器が非線形性を有している

し合わせによって近似的に任意の応答へと変形できる．

と信号成分に加えて変調ひずみ成分が現れる．MZ 変

なお，周期の異なる三角関数は変調度の異なる MZ 変

調器は sin 応答に起因して奇数次の非線形性を有して

調器を意味しており，それらを必要な項数分だけ並列

おり，3 次の相互変調ひずみ (IMD3) を主とするひず

に並べることで実現される [7]．

み成分が生じる．図 4 に示した系の受信端における信

線形性を向上させる例として，ノコギリ波と三角波

号成分とひずみ成分の電力の関係を図 5 に示す．縦軸

状に設計した応答を図 3 に示す．ここでは駆動範囲と

は受信端における電力を表しており，ある出力パワー

して 2 Vπ を仮定しており，−1 ≤ Vπ/V ≤ 1 におい

のレーザ及び局発光，ある受光感度のフォトダイオー

て従来の sin 関数応答と比べて線形性が向上している．

ドを仮定したときに得られる最大電力を 0 dB として

なお，簡単のために 2 項での近似となっているが，更

規格化している．同様に，横軸は入力信号電力を表し

なる MZ 変調器の並列化で項数の増加が可能である．

ており，0 dB が 2 Vπ 駆動となるように規格化してい

例えば，3 項までの近似による 4 値階段関数状応答と

る．また，MZ 変調器と図 3 (a) の条件の変調器との比

することも可能である [8]．

較であるが，本線形化手法では 2 倍の変調度 (s = 2)

次に，図 3 (a) に示したノコギリ波状応答の場合に

での駆動が必要となるため，線形化変調器の半波長電

おける非線形ひずみを計算する．ここでは図 4 に示す

圧 Vπ を MZ 変調器の Vπ の 2 倍大きいと仮定してい
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図7

オーバーラップ係数調整型線形変調器

図 6 MZ 変調器及び線形化変調器

る．等しい入力電力における出力電力で比べた場合に
線形化変調器の方が小さい出力となるのは，この Vπ
の仮定によるリンクゲインの減少が主たる要因である．
他の要因として光干渉計の多重化による理論的な光損
失があるが，光損失増大は 1 dB 程度である．線形化
変調器では出力が少し減少する代わりに変調ひずみを
大きく抑圧可能である．なお，図 3 (a) で示したとお
り，線形化変調器において変調度の比を s = 2 とした
場合に光分岐比については r = 0.16 を適当な設計と
したが，これは厳密には変調深さ若しくは駆動する電
力に依存するものであり，上記の値は 2 Vπ 駆動を想
定したものである．図 5 に示した数値計算では s = 2
の条件を固定し，r については変調度ごとにひずみ成

図 8 進行波電極変調部の断面構造 (a) とオーバーラップ
係数の光導波路位置依存性 (b)

分を最も抑圧できる値を仮定している．図 6 に出力
電力と信号対変調ひずみ電力比 (SDR) の関係を示す．

線形化変調器の構造を図 7 に示す [7]．変調器は主に

高い SDR を確保したい場合には小信号動作に制限さ

可変アッテネータ部，高速位相変調部，定量位相シフ

れ出力電力が低下するが，MZ 変調器と比べて線形化

タ部から成っている．本変調器の特徴は高速位相変調

変調器では比較的大振幅で駆動可能なため高い出力電

部にワイドギャップコプレーナ (CPW) 電極が用いら

力を維持できる．例として，SDR を 60 dB 確保する

れており，更にその電極ギャップには片側あたり 2 本，

ような駆動条件では，線形化変調器は MZ 変調器と比

両側で計 4 本の光導波路が配置されている点である．

較して出力電力が 10 dB 大きくなる．同様に，SDR

なお，従来の MZ 変調器では CPW 電極ギャップ片側

を 40 dB とする条件では 4 dB の出力増大が見込める．

あたり 1 本，両側で計 2 本の光導波路が配置されて

なお，図 6 の計算においては図 5 と同条件の s と r を

いる．図 8 (a) に高速位相変調部におけるデバイス断

仮定している．

面図を示す．同じ CPW 電極ギャップに配置された光

3. オーバーラップ係数調整型線形変調器

導波路は共通の信号電極によって変調されるが，印加

並列 MZ 構造による線形性向上について説明して

つために光導波路位置によって誘導変調位相量は異な

きたが，ここからはその動作を実現するデバイス構造

る．本論文では，この変調電界と光波の重なり合い程

について紹介する．特に本研究ではデバイス駆動のた

度をオーバーラップ係数と呼ぶ．シミュレーション計

めの外部電気回路複雑化を回避するため，データ信号

算により求めたオーバーラップ係数の光導波路位置依

入力用 RF ポートを一つとする条件のもとでデバイス

存性を図 8 (b) に示す．エッジ効果として知られてい

の機能的集積により線形性向上を実現した．開発した

るように電極端に電界が集中した分布となる．また，
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この電界分布を利用することで，共通の信号電極から

行った．x-cut LN を基板として Ti 拡散により光導波

異なる変調度の位相変調光を生成できる．本デバイス

路を形成した．電極による光吸収の回避等の理由から

では二つの MZ 干渉計の変調度を 2 倍の関係とする必

SiO2 バッファ層を成膜した後に変調用電極を形成し

要があるが，図 8 (b) に示すように光導波路位置を信

た．作製した変調器の挿入損失は 20.8 dB，半波長電

号電極の中心から ±13 μm と ±43 μm の位置とする

圧は 14.4 V であった．試作した変調器において測定し

ことで 2 倍の関係を満たす．すなわち，本デバイスで

た変調曲線を図 10 に示す．なお．変調曲線は光強度

は断面図における外側に配置された 2 本の光導波路が

領域で測定を行い，その結果をゼロチャープと仮定し

基本変調度の MZ 干渉計を構成しており，内側の 2 本

て光振幅領域へと変換した．作製デバイスの動作は設

の光導波路が 2 倍変調度の MZ 干渉計となっている．

計値と極めて一致しており，MZ 変調器の sin 関数状

デバイスの光回路図を図 9 に示す．高速位相変調部に

応答と比較して線形性の向上が確認された．

おける各光導波路の位相変化量は図中上側から順にそ
れぞれ φ, +2φ, −2φ, −φ の関係となる．この変調器
の応答は式 (1) における s = 2，r = 0.16 の場合に相

4. 非対称 CPW 分岐電極型線形変調器
信号電極を一つとするデバイス構造の線形化変調器
として，もう 1 形態を考案したので紹介する [9]．図 11

当し，

Eout = (0.84 sin φ − 0.16 sin 2φ) · Ein ejω0 t (2)

にデバイス構造を示すが，本構造では高速位相変調部
に非対称 CPW 分岐電極を用いている．これにより，

となる．なお，図 9 で示したように基本変調度と 2 倍

一つの共通信号電極で 4 本の光導波路を変調可能と

変調度の MZ 干渉計には適切な光分岐比が存在する

なる．電極分岐後の高速位相変調部における断面図

が，実際に作製したデバイスでは光分岐比が設計値か

を図 12 に示す．4 本の光導波路は非対称 CPW の各

ら誤差が生じることを想定し，図 7 に示したように各

ギャップに 1 本ずつ配置される．なお，シグナル–グラ

光導波路に対して可変アッテネータ部を設けている．

ウンド電極間隔を非対称とすることで変調度を調整可

図 7 に示した構造のデバイスを試作し，動作実証を

能である．例として，図のようにギャップを 18 μm と

36 μm とした場合には，18 μm 側に配置された光導波
路は 36 μm 側に配置された光導波路と比べて変調位相

図 9 オーバーラップ係数調整型線形変調器の光回路図

図 11

図 10

試作したオーバーラップ係数調整型線形変調器に
おける変調曲線

図 12

非対称 CPW 分岐電極型線形変調器

電極分岐後の高速位相変調部における断面図
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図 13

図 14

非対称 CPW 分岐電極型線形変調器の光回路図

試作した非対称 CPW 分岐電極型線形変調器にお
ける変調曲線

量が 2 倍となる．なお，厳密には電極ギャップを 2 倍
の関係とした場合に位相変調量も 2 倍の関係となるか
どうかは光導波路位置等の他の要因にも依存するが，

図 15

周波数応答測定時のポート設定 (a) と測定結果 (b)

5. む す び
開発した 2 種の高線形光変調器について動作原理と

本デバイスではそれらの要因も含めてシミュレーショ

線形性に関する数値計算，各デバイス構造における特

ンを行うことでデバイス構造を設計した．図 13 に本

徴・利点を紹介した．今後のデバイス基礎性能向上の

デバイスの光回路図を示す．図 9 のオーバーラップ係

観点からオーバーラップ係数調整型と非対称 CPW 分

数調整型線形変調器と比較して内側 MZ 干渉計の位相

岐電極型を比較した場合，後者の方が薄膜 LN 基板の

変化の符号が反転しているが，デバイス全体としての

採用による性能向上が見込めるという点で優位である

動作は上記変調器と同じである．
本構造のデバイスについても試作し，動作実証を

と考えている．薄膜 LN 基板を用いることで，他の構
造を変えることなく Vπ の低下と広帯域化が見込まれ

行った．作製した変調器の挿入損失は 12.4 dB，半波

る．特に，薄膜 LN 基板の場合は CPW 電極ギャップに

長電圧は 9.1 V であった．測定した光振幅領域での変

誘起される電界分布が比較的均一となるため，光導波

調曲線を図 14 に示す．設計値通りの応答曲線が得ら

路位置に関係なく非対称 CPW 電極ギャップの調節に

れていることがわかる．また，本デバイスにおける周

よって変調度の比率を設計可能となる [10]．なお性能

波数応答特性の測定結果を図 15 に示す．なお，ポー

の定量的な見積もり例として，文献 [10] に挙げた構造

ト 1 は信号入力ポート，ポート 2 及び 3 は終端用ポー

を基に設計した場合には Vπ = 3.5 V への低減が見込

トを表している．S21 と S31 はおおよそ一致しており，

まれる．一方で，オーバーラップ係数調整型に対して

信号電極の分岐部で電力が等分配されていることがわ

の薄膜 LN 基板の導入は容易ではない．上記のように，

かる．どちらにおいても約 1.5 GHz 間隔のリップルが

薄膜 LN 構造では CPW 電極間の電界分布が比較的均

生じているが，これは電極分岐部に起因するものと考

一となるために，光導波路位置調節による変調度比率

えている．本デバイスの EO3 dB 帯域は 10 GHz 程度

設計が困難となる．例として，変調度 2:1 となるよう

であった．

に 2 本の導波路を配置する場合，1 本は変調電界の大
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きい電極間の中央付近，もう 1 本は変調電界の小さく

更なる光導波路集積によって高線形な光振幅変調動作

なるグラウンド電極エッジ付近〜電極下に配置する必

が可能となることを試作デバイスによる動作実証と併

要がある．このとき，変調度の小さい方の光導波路が

せて紹介した．

主となる信号成分であるが，この導波路がグラウンド
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