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開発した四次元2A8PSK方式は，偏波多重8QAMと同等の高い周波数利用効率を実現しつつ，光パワーを一定化することでファイバ非線
形光学効果による波形歪みを低減し，通信品質を向上できる。考案した方式は送信部での簡素な符号化と，受信部での２段尤度（ゆうど）生成に
よって，効率的にデジタル信号処理回路に実装できた。

多次元光変復調技術の開発と検証
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年成長率20～30パーセントで推移する通信トラフィッ
クの増加を支えるため，通信インフラの大容量化が進めら
れている。光ファイバ通信ではデジタルコヒーレント技術
を採用し，直交偏波多重４値位相変調によって毎秒百ギガ
ビットの伝送容量を実現する光伝送装置が広く実用化され
た。

更なる大容量伝送に向けて多値直交振幅変調（QAM）の
適用が始まっている。これらの振幅多値信号では，光ファ
イバ伝搬中に生じる非線形光学効果（屈折率が伝搬する光
のパワーに依存して波形が歪（ひず）む）によって伝送距離
が大きく制限される。

これに対して，三菱電機では多次元変調の四次元2A8PSK
方式によって，直交偏波多重信号の光パワーを一定に保つ

ことで波形歪みを抑える方法を考案した。四次元信号をそ
のまま復調すると信号処理の負荷が大きくなることから，
二次元ずつで信号検出する中間処理の後，簡素な符号則を
用いて補正する２段階処理によって集積回路に効率的に実
装した。

検討した回路実装方式を用いて光ファイバ伝送実験を行
い，従来方式である偏波多重8QAMに対して，光ファイ
バ入力パワーが高い条件では，所定の通信品質を得るのに
必要な光信号対雑音比（光S/N比）を１dB以上低減できた。

今後，開発した集積回路を用いた実機評価を進めていく。
近年では機器の小型化・低電力化に対する要求が高まって
おり，効率的な回路実装を考慮した新規光変復調方式の開
発を行い，通信インフラの大容量化に貢献していく。
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1．ま　え　が　き

高精細映像や大容量データ通信の需要拡大を支えるため
通信インフラの大容量化が進められている。光通信は国家
間や都市間のような長距離通信，宅内まで光ファイバを引
き込むFTTH（Fiber To The Home），データセンタ内通
信等，いたるところで用いられている。このうち，国家間
や都市間を結ぶ長距離光ファイバ通信網では，送信器で
データを光の位相（波の角度）の違いに対応させる位相変調
を行い，受信器で受信信号光と基準光を混合干渉させるコ
ヒーレント光通信技術が採用されている。検出された光は
電気信号に変換された後，大規模な集積回路で行われるデ
ジタル信号処理によって，波形歪みや基準光の揺らぎを補
償して位相情報を取り出したり，残留する誤りを符号則に
基づき訂正したりすることで，毎秒百ギガビットの通信容
量を実現する。当社でもこの技術を採用し，光海底ケーブ
ルや国内都市間通信網向け光伝送装置を開発・実用化して
きた。

光通信網では更なる大容量化が期待されているが，通信
容量と通信距離はトレードオフの関係にある。効率的な網
構成のためには通信容量と通信距離との関係を柔軟に可変
とすることが望ましい。ただし装置の消費電力やサイズに
対する要求も厳しく，集積回路の規模増加は好ましくな
い。また大容量化を志向する際には光の位相だけでなく振
幅（波の大きさ）にもデータを割りつける必要があるが，光
ファイバ中で生じる非線形光学効果によって通信品質が劣
化し，通信距離が制限される課題がある。例えば光ファイ
バの屈折率が光信号の振幅に依存するために光の位相や偏
波状態が乱されてしまう。これは振幅変調を行った信号に
対して顕著な劣化をもたらし，集積回路の信号処理で非線
形性歪みを補償することは非常に困難である。

これらの課題を克服するため，今回多次元光変復調技術
を開発した。ごく小規模な符号処理の追加によって，光信
号の振幅や偏光状態をコントロールすることで，非線形光
学効果に起因する劣化を低減し，通信品質の向上を可能に
した。さらに複数の符号処理によって多彩な通信容量を実
現することを可能にした。

2．光変復調方式

2. 1　ファイバ非線形光学効果

光ファイバ通信技術は光パワーの有無（オン・オフ）に
よって通信を行うオン・オフキーイングの時代が長かった
が，期待される通信容量の高まりと，光・電気デバイス技
術，集積回路技術の飛躍的向上に支えられて，コヒーレン
ト検波技術の実用化を果たした。その後は無線通信技術の
後を追うように，ますます複雑な変復調方式が検討される
ようになってきている。無線通信と光ファイバ通信の最も

大きな違いは伝送媒体である。無線は自由空間を伝搬す
るため，物体等での反射によるマルチパスが課題となるが，
光ファイバでは非線形光学効果が課題となる。光ファイバ
の屈折率が内部を伝搬する光のパワー（光の振幅）によって
影響を受けることから，特に大きなパワーで光ファイバ伝
送しようとする際には非線形性の波形歪みが顕著となり，
通信品質の劣化，伝送可能距離の制限をもたらす。した
がって非線形性起因の波形歪みを回避し得る信号形態が望
まれる。

オン・オフキーイングの時代には光パルスを零回帰させ
たり，信号の偏波をランダム化したりすることで非線形性
起因の波形歪みを抑圧していた。また非線形性のうち特に
問題となる事象は，自己位相変調や相互位相変調と呼ばれ
る信号の位相が擾乱（じょうらん）を受ける効果であること
から，信号の位相を利用しないオン・オフキーイングでは
目立たなかった。コヒーレント光通信の場合には，この位
相擾乱が通信品質に対して深刻な影響をもたらす。
2. 2　コヒーレント光通信

コヒーレント光通信では，波の位相を検出可能であるこ
とから，正弦波の位相が90度ずれた二つの光それぞれ（同
位相，直交位相）に情報を載せて合わせることで伝送容量
を２倍とする。また光ファイバの断面は円状になっており，
長距離通信に用いられる単一モードファイバでは，その垂
直軸と水平軸とに光信号を多重することで伝送容量をさら
に２倍にすることができる。まず実用化されたのは，この
それぞれの要素，すなわち，水平偏波の同位相成分，水平
偏波の直交位相成分，垂直偏波の同位相成分，垂直偏波の
直交位相成分それぞれを２値で変調する偏波多重直交位相
変調（QPSK）であり，一つのタイムスロットで４ビットを
伝送できる。一方で通信トラフィックの増加に応えるため，
更に効率の良い変調方式の採用が望まれており，図１左側
に示す，１タイムスロットで６ビットを伝送できる偏波多
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図１．偏波多重8QAMと四次元2A8PSKの比較
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重８値直交振幅変調（8QAM）や８ビットを伝送できる偏
波多重16QAMについても検討が進められている。

コヒーレント検波では信号の位相を利用することから，
ファイバ非線形光学効果起因の位相擾乱に対して脆弱（ぜ
いじゃく）である課題がある。これに対してコヒーレント
光通信向けに非線形性の小さい光ファイバが開発されてい
るが，既に敷設済みの光ファイバ網を交換することは非常
にハードルが高いため，端局側で信号の形態をふさわしい
形に整えることができれば差別化を図ることができる。
2. 3　多次元光変復調方式の基礎検討

直交する２偏波と直交する２位相とを組み合わせると４
要素のベクトルで一つの記号を構成でき，これを四次元変
調という。さらに複数のタイムスロットを組み合わせて一
つの記号を構成すると，（４×タイムスロット数）次元の変
調を行える。これは無線通信分野で空間時間ブロック符号
化と呼ばれる概念と等価である。当社は光通信分野で最大
24次元の多次元変調について検討を行った（1）。ただし次元
数を増やすことで加法性白色ガウス雑音環境での性能を向
上させようとしても，復調処理が複雑化するデメリットの
方が大きくなる。したがって適度な次元数で異なる方向性
での改善，すなわち，ファイバ非線形性への耐力向上を図
ることが課題となる。

ファイバ非線形光学効果を抑圧するためには光パワーが
変わらないことが望ましい。これによって自己位相変調，
相互位相変調は固定的な値で位相にオフセットが加わるだ
けであり，波形歪みを抑えることができる。当社が検討
した方式を図１右側に示す。２値振幅変調と８値位相変調
を組み合わせた2A8PSKについて，一方の偏波と他方の
偏波で振幅値を相補的にとることを特徴とする（2）。これに
よっていかなる入力ビット列に対しても四次元記号の光パ
ワーを一定とすることができる。

3．集積回路への機能実装

コヒーレント光通信では波形歪みや基準光の位相揺らぎ
をデジタル信号処理によって補償する。そこで処理される
信号のスループットは毎秒百ギガビット以上にいたること
から，何か処理を追加する場合には同じ大規模集積回路へ
の機能実装が事実上必須である。多次元光変復調に必要な
付加機能は，入力ビットに応じて任意のパリティビットを
付加する機能，複数のビットで構成されるワードを物理的
な記号に変換する記号生成機能，誤り訂正用に多次元変調
信号の尤度を生成する尤度生成機能である。当社は考案し
た方法が効率的に回路に実装できるよう簡素化を図り，メ
モリ量は集積回路全体のメモリ量の10パーセント以下（た
だしほかの変調方式で必要となるメモリの流用であり多
次元光変復調のために追加したわけではない），CMOS

（Complementary Metal－Oxide Semiconductor）ゲート

数を信号処理回路全体の数パーセントに抑え込むことに成
功した。

図２に機能実装した回路構成を示す。四次元2A8PSK
としては，記号当たり５ビット，６ビット，７ビットと通
信容量の柔軟な変更を可能にした。それぞれ情報ビット
５，６，７ビットに対してパリティを３，２，１ビット付加し，
合計８ビットに変換する（2）。そのうち４ビットに基づき垂
直偏波の光信号を変調し，残りの４ビットに基づき水平偏
波の光信号を変調する。垂直偏波の振幅はb6で，水平偏波
の振幅はb7で表され，これらはそれぞれ相補的な値をとる。
ゆえに垂直・水平偏波を合わせた光パワーは常に一定とな
る。これらは少数の排他的論理和演算（⊕）によって実現で
きる，ごく簡易な線形符号である。

生成した四次元信号を受信部で検出する際には通常四次
元座標に基づく復号が必要である。しかし例えば一次元当
たりの量子化を６ビット階調で行うとすると，四次元で
は24ビット（16,777,214通り）もの組合せが存在することに
なり，復号に要する回路規模又はメモリサイズが極めて大
きくなる。そこで垂直偏波と水平偏波とに分けて中間的な
尤度生成を行って４ビットずつを軟値復号し，パリティ生
成規則に従って８ビット間で尤度交換することで，５～７
ビットの情報ビットの尤度を補正する方法を採用した。こ
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図２．集積回路へ機能実装した回路構成
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れによって偏波ごとの尤度生成は12ビット（4,096通り）の
組合せを考慮すればよく，ルックアップテーブルを用い
て4,096通りの入力ケースに対応することにした（3）。ビッ
トレート，並列展開数，信号点配置の対称性を考慮すると，
メモリ容量は５メガビットで十分となった。その他の周辺
回路は全て合わせて10メガゲート以下である。ここには
５～７ビット/記号向け四次元2A8PSKだけでなく，２～
３ビット/記号向けの多次元変調信号（4）を生成・検出する
回路も含まれる。

4．光ファイバ伝送実験

考案した方式を評価するため光ファイバ長距離伝送実験
を行った（3）。図３にその内容を示す。毎秒32ギガ記号の
四次元2A8PSK信号を送信器内部の電気的デジタル信号
処理で生成し，光信号に変換（変調）して70波を多重した。
光ファイバ伝送路は，一区間約70kmの光ファイバと光増
幅器で構成して合計の伝送距離を約1,200kmとした。受
信器では70波の多重信号から中央の１波（1,548.5nm）を抜
き出し，信号光と基準光とを混合干渉させた光を検出する
コヒーレント検波を行った。その後，電気的デジタル信
号処理によって光ファイバの群遅延分散特性等による波形
歪みや基準光の位相揺らぎを補償し，３章で示した尤度生
成方式によってビット尤度に変換して得られる情報量から，
誤り訂正可否を判定した。光ファイバ入力パワーを変える
ことでファイバ非線形光学効果の大きさを変えながら誤り
訂正可能な光信号対雑音比（光S/N比）を求めた。なお四次

元2A8PSK信号は６ビット/記号を伝送可能な動作モード
とした。比較のため従来方式である偏波多重8QAMにつ
いても評価した。その結果どちらの光ファイバ入力パワー
でも四次元2A8PSK信号は偏波多重8QAMに比べて，よ
り低い光S/N比で伝送可能になった。特に光ファイバ入力
パワーが大きい条件では１dBを上回る改善量を得ること
ができた。理想的な尤度生成（図３下図の点線）に対して，
ルックアップテーブルを用いた２段尤度生成（図３下図の
実線）を適用することによる劣化量は0.1dB以下である。

5．む　す　び

加法性ガウス雑音環境での性能向上とファイバ非線形
性への耐力向上を実現する多次元光変復調方式を開発し
た。５～７ビット/記号の通信容量をサポート可能であ
り，従来方式よりも高い非線形性耐力を達成できる。考案
した方法は，信号処理を簡素化して毎秒百ギガビット以上
のスループットを持つ集積回路に実装した。また，６ビッ
ト/記号の通信容量を実現する四次元2A8PSK方式と，通
常用いられる偏波多重8QAMとを1,200kmの光ファイバ
伝送路で評価したところ，１波当たりの光ファイバ入力パ
ワーが－１dBm条件で所要光S/N比を１dB以上低減でき
ることが分かった。本稿では主に５～７ビット/記号を実
現する四次元2A8PSKについて述べたが，２～３ビット/
記号の通信容量で更なる長距離伝送を可能とする多次元光
変復調方式についても回路実装を完了しており，今後実機
検証を進める予定である。近年では機器の小型化・低電力
化に対する要求が高まっており，効率的な回路実装を考慮
した新規光変復調方式の開発を行って通信インフラの大容
量化に貢献していく。
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