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現在，インターネットで動画像を見たり，地図を調べたりするのに躊躇することはあり
ません．少し前は，外出先で動画像を見るのは通信速度が気になり躊躇していたと思います．
更に大昔のインターネットでは，動画像の視聴は考えられませんでした．今後，立体的な
画像・地図などがインターネットから取り出せると思います．この大きな進歩を支えてい
る重要なキーワードは，通信の大容量化です．これにより我々はより便利な生活を送って
います．今後，より便利なサービスのためにますます通信トラヒックは増え続けると断言
できます．
一方，通信の大容量化はインターネットの世界だけではなく，通信が行われる各所で起

きています．例えば映像関連では 4K・8K・立体画像などのいわゆる“リッチ”な画像コ
ンテンツの台頭があり，開催が迫る 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会で
はVRや ARに代表される次世代型放送技術が期待されています．これらを視聴者に伝え
るには，通信の大容量化が必須です．また，スポーツ観戦においても観戦中に選手やプレー
に関する様々な情報をリアルタイムに観戦している人に配信する取組みがあります．この
際，観戦している人数が多くなる環境においては，まさに大容量の通信基盤が必要となり
ます．
映像関係と，スポーツ観戦を例に挙げましたが，通信が行われている至るところで通信

の大容量化が進んでいることは容易に想像できると思います．本小特集では，各所で進ん
でいる通信の大容量化について，有線通信分野，無線通信分野，衛星通信分野を取り上げ，
各分野の第一線の研究者・技術者の方に，背景・技術・今後の展望について解説及び解説
論文を執筆して頂いています．有線通信においては，光ファイバ技術及び光デバイス技術
について解説しています．無線通信分野においては，LAN技術及び次世代空間変調技術に
ついて解説しています．衛星通信分野では，衛星間及び衛星－地上間の通信技術について
解説しています．本小特集を読んで頂き未来の通信技術に思いを寄せて頂ければ幸いです．
最後に，小特集の発行にあたり，御執筆頂いた皆様，編集委員の皆様，査読・校閲で協

力頂いた皆様に心から感謝致します．
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 1 まえがき
我が国の幹線系の光通信容量は，過去 20年間に

1,000 倍の大容量化を実現してきた．新世代ネット
ワークが普及する今後 20年間には，スマートフォ
ンの爆発的な普及や，超高精細動画像・IoT
（Internet	of	Things）・ビッグデータ・AI（Artificial	
Intel	li	gence）等の普及に伴い，伝送容量を更に
1,000 倍以上増強する必要があると予想されてい
る．しかしながら，現在の単一モードファイバ
（SMF:	Single-Mode	Fiber）で伝送できる容量は，
光増幅器の帯域制限，光ファイバへの入力光パワー
の制限，周波数利用効率向上の限界等の観点から，
変復調方式や中継器の雑音特性の改善等を考慮して
も，100	Tbit/s 程度が上限であり，近い将来に限
界に突き当たることが指摘されている（1）．こうした
状況の下で，ペタビット級，更にはエクサビット級
の大容量伝送を目指し，時間分割多重や波長分割多
重，及び多値変調技術に加えて，新たな多重軸であ
る空間分割多重（SDM:	Space	Division	Multiplex-
ing）の導入による伝送容量の拡大に関する研究開
発が活発に行われている（2）．

SDM伝送用光ファイバを分類すると，図 1に示
すように，一つのコアの中を伝搬する複数の伝搬
モードを伝送チャネルとして利用する多モードファ
イバ（MMF:	Multi-Mode	Fiber）と，1本の光ファ
イバに収容した複数のコアを伝送チャネルとして利
用するマルチコアファイバ（MCF:	Multi-Core	
Fiber）に大別することができる．特に，コア径
50µm，あるいは 62.5µmのグレーデッドインデッ
クス形屈折率分布を有する一般的なMMFとは異な
り，伝搬モード数を数個から 10数個程度に限定し
たMMFは，従来の SMFと同一外径（125µm）の
クラッドの中心にある一つのコア内に複数のモード
を高密度に多重することができ，入出力端において
複数のモードを合分波するモード合分波器が必要で
あるが，空間多重密度（単位面積当りの伝送チャネ
ル数）の高い SDM用光ファイバとして期待されて
いる（3）．また，MCFは，隣接コア間の干渉，すな
わちコア間クロストークの大きさの違いから，非結
合形MCFと結合形MCFに更に分類することがで
きる．非結合形MCFは，コア間クロストークをで
きるだけ低減し，各コアを独立の伝送路として利用
するものであり，各コアを単一モードとして利用す
るだけでなく，多モード伝送技術と組み合わせるこ
とができ，ファイバ中のコア多重数と各コアのモー
ド多重数の積で空間多重数を拡大することができる
ため，空間多重数の拡張性に優れた SDM用光ファ
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イバである（4）．一方，結合形MCFは，コア間隔低
減によるコア間クロストークを許容し，コア間隔を
適切に設定することにより多モード分散を制御可能
なMCF であり，長距離伝送に適した SDM用光
ファイバとして注目されている（5）．本稿では，光通
信の超大容量化を可能とする SDM伝送用光ファイ
バの最近の研究動向について解説する．

 2 SDM伝送用多モードファイバ
SDM伝送用MMFは，一つのコア中の伝搬モー

ド数を数個から10数個程度に限定したものであり，
通常の SMFよりコア径やコアの比屈折率差Δを大
きくし，コア構造により必要な伝搬モード数を決定
している．一般的なMMFと区別する意味を含めて
数モードファイバ（FMF:	Few-Mode	Fiber）と呼
ばれることもある．図 2に，MMFを用いた SDM
伝送システムの概要を示す．送受信側では，いずれ

も従来型の送受信デバイスを利用し，基本モードを
用いて処理することを想定すると，送信側では各信
号を所望のモードへ変換するモード変換機能を備え
たモード合波器が必要である．また，受信側では各
モードを基本モードへ変換するモード分波器が設置
される．こうした伝送システムを，波長分割多重伝
送との類似性から，モード分割多重（MDM:	
Mode-Division	Multiplexing）伝送と呼ぶ．ただ
し，実際の伝送路においては，ファイバの長手方向
への構造揺らぎや，接続点における構造不連続のた
め，各伝搬モード間で結合が生じるので，伝送路中
での各モードの干渉（モード間クロストーク）が無
視できない場合は，波長分割多重伝送とは異なり，
各モードを独立した伝送路としてみなすことができ
なくなる．このような場合は，受信端におけるディ
ジタル信号処理によりモード間結合を補償する必要
があり，図 2 に示すように，無線通信における
MIMO（Multi-Input	Multi-Output）システムと同
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図1　SDM 伝送用光ファイバの分類と特徴
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図2　多モードファイバを用いたモード分割多重伝送システムの概要
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様に，MIMO受信機により信号が復元される．伝
搬モード数をM とすると，全てのモードが結合す
る伝送路におけるモード間結合を補償するために
は，受信側でM×M のチャネル行列（h行列）の情
報が必要になるため，M×M	MIMO伝送などと呼
ばれる．
図 3に，MMF中を伝搬する複数の伝搬モードの

電界分布，及び伝搬モード数とファイバ呼称の関係
を示す．SMFにおいては，使用波長帯において基
本モード（LP01 モード）のみが伝搬するが，MMF
においては，具体的には 3モード（2LP モード），
6モード（4LP モード），10 モード（6LP モード）
ファイバが報告されており，それぞれ 2LP モード
ファイバでは LP01 , LP11a , LP11b の 3 モード，4LP
モードファイバでは LP01 , LP11a , LP11b , LP21a ,
LP21b , LP02 の 6 モード，6LP モードファイバでは
LP01 , LP11a , LP11b , LP21a , LP21b , LP02，LP31a ,
LP31b , LP12a , LP12b の 10 モードが伝搬する．これ
は，複数存在する伝搬モードのうち伝搬定数（実効
屈折率）が近いモードグループ（モード群）が存在

しているからである．また LPmn モードの添え字 m,n

はそれぞれ角度方向の次数，半径方向の次数を表し
ており，同じ添え字 m,n の組を有する LPモード（例
えば LP11a モードと LP11b モード）を縮退モードな
どと呼ぶ．
こうした SDM伝送用MMFは，これまで様々な

屈折率分布，ファイバ構造，及びモード数のものが
報告されているが，それらを分類すると三つに大別
することができる．図 4に，SDM伝送用MMFの
分類とその特徴を示す．
一つ目は，モード間群遅延時間差（DMGD:	

Differential	Mode-Group	Delay）をできるだけ低
減し，全てのモードを受信側で同時に（一括して）
受信して，MIMO信号処理によって多重信号を分
離することを想定したMMFである．屈折率分布を
制御してDMGDを低減するとともに，MIMO信号
処理の利用を前提としているので，DMGD低減形
MMF，あるいはMIMO用MMFなどと呼ばれる．
DMGD低減形MMFの屈折率分布は，図 4左列に
示すように，グレーデッドインデックス形やグレー

図3　多モードファイバ中の伝搬モードの電界分布，及び伝搬モード数とファイバ呼称の関係
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図4　SDM 伝送用MMF の分類とその特徴
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デッドインデックスの外側に低屈折率領域のトレン
チ層を設けたトレンチ付加グレーデッドインデック
ス形などが一般に用いられている．通常，各モード
間の実効屈折率差は 10–5 程度となっており，伝送
路内の長手方向への揺らぎなどの摂動により，全て
のモード間での結合が生じるため，伝搬モード数が
M の場合は受信側ではM×M	MIMO信号処理（各
モードの偏波まで含めると 2M×2M	MIMO信号処
理）が必要になる．このため，モード数の拡張性は
高いが，モード数M の増加とともにM2 に比例し
てMIMO信号処理の負荷が増大することになる．
二つ目は，縮退モード内（同一 LPモード内）で

のモード間結合は許容する一方，異なる LPモード
間の結合をできるだけ抑圧し，それぞれの LPモー
ドを受信側で個別に受信することを想定したMMF
である．DMGD低減形MMFとは異なり，LPモー
ド間の結合を抑える（結合を弱める）ようにファイ
バの構造設計がされているため，弱結合形MMFな
どと呼ばれる．弱結合形MMFの屈折率分布は，図
4中列に示すように，ステップインデックス形やリ
ング形などが一般に用いられている．また，各 LP
モード間の実効屈折率差は 10–4 程度となるように
設計されており，LPモード間の結合を無視できる
程度までの伝搬距離（数 km～数十 km程度）であ
れば，軸対称分布を有する LP0n モードに対しては
2×2	MIMO信号処理，非軸対称分布を有する LPmn

モード（m ≧ 1）に対しては 4×4	MIMO信号処理
が合計 LPモードの数だけあればよいことになる．
ただし，モード数増加のためにはコアの比屈折率差
を高く設定する必要があるため，DMGD 低減形
MMFに比べてモード数の拡張性は低くなる．

三つ目は，全てのモードの縮退を解き，全ての
モード間の結合をできるだけ抑圧することにより，
MIMO信号処理を必要としないMMFであり，非
結合形MMFなどと呼ばれる．非結合形MMFの屈
折率分布は，図 4右列に示すように，だ円コア構
造のような 2回対称性の構造などが用いられてい
る．また，各モード間の実効屈折率差は 10–4～
10–3 程度となるように設計されており，モード間
の結合を無視できる程度までの伝搬距離（数 km～
数十 km程度）であれば，MIMO受信機が不要な
MDM伝送が可能である．ただし，DMGD低減形
MMFや弱結合形MMFに比べて，モード数の拡張
性が低く，非標準の製造プロセスが必要になるとい
う欠点もある．
図 5に，こうした SDM伝送用MMFを用いた最

近の長距離伝送実験における伝送距離と伝送容量の
関係を示す．2LPモードファイバを用いた伝送容量
159	Tbit/s の 1,045	km 伝送（6）や 40.2	Tbit/s の
3,060	km 伝送（7），4LP モードファイバを用いた
138	Tbit/s の 650	km 伝送（8），6LP モードファイ
バを用いた 115	Tbit/s の 87	km伝送（9），9LPモー
ドファイバを用いた17.2	Tbit/sの22.8	km伝送（10）

などが報告されている．このように，従来の SMF
の伝送容量限界である 100	Tbit/s を超える伝送実
験が複数報告されており，今後の更なる大容量化が
期待される．
MMFによる更なる大容量化，及び長距離伝送の

ためには，DMGD低減形MMFにおける伝搬モー
ド数を拡大する必要があるが，モード数拡大に伴う
DMGDの制御，及びファイバ接続点におけるモー
ド依存性損（MDL:	Mode	Dependent	Loss）の低
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図5　SDM 伝送用MMF を用いた最近の長距離伝送実験における伝送距離と伝送容量の関係
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減が課題である．図 6に，これまで報告されてい
る 2LPモードファイバ（11），4LP モードファイバ（12），
6LP モードファイバ（13），9LP モードファイバ（14），
及び 20LP モードファイバ（15）の最大 DMGDの値

を示す．モード多重数の増加とともに最大DMGD
の値が増加する傾向がある．これは，モード多重数
が増えるとともに，ファイバの構造変動による特性
変化が大きくなるためである．また，ファイバ接続
点における MDL を 評 価するため，図 7 に，
DMGD低減形MMFの接続点における軸ずれ量と
MDL の関係を示す．例えば，軸ずれ量が 0.5µm
程度であっても，2LPモードファイバではMDLが
0.1dB 以下であるのに対し，6LP モードファイバ
ではMDL が 0.2dB 程度まで大きくなる．このよ
うに，SDM伝送用MMFにおいては，モード多重
数の拡大とDMGDの制御，及び接続点でのMDL
低減にはトレードオフの関係があることに注意する
必要がある．

 3 非結合形マルチコアファイバ
非結合形MCFにおいて各コアを独立の伝送路と

して利用するためには，コア間隔を広げてコア間ク
ロストークを十分低減する必要があり，一般的なコ
ア間隔は30µm以上必要となる．コア間クロストー
クが十分低ければ，受信側でクロストーク補償のた
めのMIMO信号処理を必要としない SDM伝送が
可能である．
非結合形MCFの設計では，図 8に示すように，

各コアの実効コア断面積（Aeff）や伝搬モード数な
どの光学特性を決定するコアプロファイルだけでな
く，コア間隔，コア配置，最外クラッド厚（最外コ
アの中心からクラッド端までの距離），クラッド外
径などのパラメータを決定する必要がある．コア間
隔，コア配置，最外クラッド厚は，それぞれクロス
トーク，空間多重密度，外周コアの過剰損失に関係
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図6　 DMGD 低減形MMF におけるモード多重数と
DMGD の関係
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しており，クラッド外径は空間多重密度だけでなく
機械的信頼性や製造性に関係している．特に，非結
合形MCFを長距離伝送媒体として利用する場合，
クロストークの低減とファイバ 1本当りの空間多
重密度向上にはトレードオフの関係があるため，目
標とする伝送容量や伝送距離に応じて，コアプロ
ファイルやコア間隔を適切に設定する必要がある．
非結合形MCFにおいては，コア間クロストーク

の低減が最も重要な課題の一つである．許容される
クロストークのレベルは，伝送に利用される変調
フォーマットに依存しており，QPSK（Quadrature	
Phase-Shift	Keying） 信 号 の 場 合 –18dB 以 下，
16QAM（Quadrature	Amplitude	Modulation）
の場合 –24dB 以下，32QAMの場合 –29dB 以下，
64QAMの場合 –32dB 以下のクロストークが要求
されることが報告されている（16）,（17）．これまで，幾
つかのコア間クロストークの低減手法が提案されて
きたが，ここでは二つのクロストーク低減手法につ
いて紹介する．一つ目は，コア周囲に低屈折率領域
を設けたトレンチ形MCFや空孔アシスト形MCF
を用いる方法である．コア周囲に低屈折率領域を設
けることにより，クラッド領域への電磁界の染み出
しを低減することができる（コア間結合係数を低減
することができる）ため，クロストークの抑圧に非
常に有効である（18）．クロストークの低減量はコア
間隔に無依存であり，典型的なトレンチ形MCFと
ステップ形（トレンチなし）MCF を比較すると，
トレンチ形MCFのクロストークは 30dB 以上低減
される．二つ目は，伝搬定数の異なる複数種類のコ
アを導入した異種コア配置を用いる方法である（19）．
隣接コア間の実効屈折率差が十分大きい場合，具体
的には実効屈折率差が 10–3 程度まで大きければ，
伝送路内でファイバのランダムな曲げやねじれが存
在しても，隣接コア間の伝搬定数が一致することは
ほとんどなく，低クロストークのMCFが実現可能
である．
表 1に，これまでに報告されている各コアを単

一モードとした非結合形単一モードMCFのうち代
表的なものの特性を示す．ここで，Aeff は基本モー
ドの実効コア断面積であり，最悪クロストークと
は，隣接する全てのコアからのクロストーク量の総
和である．コア配置としては，三角格子配置（20）,（23）,

（24）,（28），二重リング配置（21），改良型三角格子配置
（22）,（26），正方格子配置（25）,（27）などが用いられてお
り，当然ながら，コア数が多くなると必要なクラッ
ド外径も大きくなる．コア数としては最大 37（28）の
非結合形単一モードMCFが報告されている．

図 9に，こうした非結合形単一モードMCFを用
いた最近の長距離伝送実験におけるファイバ1本当
りの伝送距離と伝送容量の関係を示す．12コアファ
イバによる伝送容量 1.01Pbit/s の 52km 伝送（29），
7 コアファイバによる伝送容量 140.7Tbit/s の
7,326km伝送（30），12コアファイバによる伝送容量
520Tbit/s の 8,830km伝送（31）など，伝送容量が 1	
Pbit/s を超えるものや伝送容量距離積が 1Ebit/s ⊠
kmを超えるものが複数報告されている．
非結合形MCFのファイバ 1本当りの伝送容量を

拡大するには，MCFのコア数を増やすことで実現
できるが，単純にコア数を増やすだけでは，空間多
重密度を上げることはできない．そのため，非結合
形MCFの空間多重密度を向上するには，各コアの
伝搬モード数を拡大することが有効である．ただ
し，図 8の挿入図に示すように，各コアの伝搬モー
ド数を拡大するには，目標とするクロストークレベ

表１　非結合形単一モードMCF の報告例

文献
チャ
ネル
数

Aeff  
[µm2]

クラッド
径 [µm]

最外ク
ラッド厚 
[µm]

最悪クロ
ストーク 
[dB/km]

(20) 19 72 200 30 -34.3

(21) 12 105.8 230 35 -65

(22) 19 85 220 34.8 -56.8

(23) 30 77.3 228 33.8 -62

(24) 31 75 231 31.5 -41

(25) 16 87 235 38 -51.9

(26) 22 75 260 38 -45

(27) 32 80.3 243 37 -56.5

(28) 37 80 248.3 36.8 -50
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図9　 非結合形単一モードMCF を用いた最近の長距離伝
送実験における伝送距離と伝送容量の関係
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ルを一定とした場合は，モード数を増やすに従い，
コア間隔を広げる必要がある．これは，高次のモー
ドになるに従い，電磁界のクラッドへの広がりが大
きくなるため，コア間の結合係数が増大するためで
ある．また，コア間隔だけでなく，最外クラッド厚
も広げる必要があることに注意する必要がある．	
表 2に，これまでに報告されている各コアを多

モードとした非結合形多モードMCFのうち代表的
なものの特性を示す．ここで，Aeff は基本モード
（LP01 モード）の実効コア断面積であり，C，Mは
それぞれコア数，モード数を意味している．空間多
重数としては 36（12コア ×3モード）（32）,（33），108
（36 コア ×3 モード )（34），72（12 コア ×6 モード）

（35），	114（19コア×6モード）（36）,（37）,（39），42（7コ
ア×6モード）（38），	114（38コア×3モード）（40）な
どのMCFが報告されている．
図10に，こうした非結合形多モードMCFを用い

た最近の長距離伝送実験におけるファイバ1本当り
の伝送距離と伝送容量の関係を示す．2012 年に単
一モード12コアと3モード 2コアを組み合わせた
MCFを用いた伝送容量 1.05Pbit/s の 3km伝送（41）

が報告されて以降，6モード19コアファイバによる
伝送容量 2.05Pbit/s の 9.8km 伝送（42）や伝送容量
10.16Pbit/s の 11.3km 伝送（39），3 モード 12 コア
ファイバによる伝送容量12.6Tbit/s の 2,500km伝
送（43）などが報告されている．
このように，非結合形多モードMCFを用いるこ

とにより，ファイバ 1本当りの伝送容量としてペ
タビットを超えるものが実現可能であることが分か
る．しかしながら，伝送容量距離積にすると，従来
の SMFの限界をまだ超えることができていない．
つまり，伝送距離の拡大に課題が残されている．そ
の要因の一つに，MMF伝送における課題と共通で
あるが，MDLなどのモード依存特性の低減の難し
さが挙げられる．特に，非結合形多モードMCFの
接続点においては，軸ずれによるMDL劣化に加え
て，角度方向のずれによるMDL劣化が加わること
になるため，シングルコアMMF の接続よりも
MDLが劣化することになる．例えば，図 1中列に
示すようなコアを三角格子状に配置した非結合形多
モードMCF を接続する場合，コア間隔を 45µm，
角度方向ずれを 0.6 度（44）とすると，軸ずれ量が 0
であったとしても，2層目のコア間ではオフセット
量が 0.9µm程度生じることになる．この場合，図
7から，1接続点当り 4LPモードコアであっても約
0.4dB，6LP モードコアであれば約 0.6dB のMDL
劣化が生じることになる．したがって，非結合形多
モードMCFによる長距離大容量伝送のためには，
MDL特性の低減は重要な課題と言える．

 4 結合形マルチコアファイバ
結合形MCFは，複数の同種コアを近接して配置

するため，各コアでの結合モード（スーパモード）
がコア数と同じだけ存在することになり，一種の
MMFとして利用することができる．結合形MCF
の大きな特徴として，DMGDによる群遅延広がり
（GDS:	Group	Delay	Spread）をシングルコア
MMFに比べて大幅に低減可能という特性がある．
具体的には，シングルコアMMFにおいてはGDS

表2　非結合形多モードMCFの報告例

文献 チャネ
ル数

Aeff  
[µm2]
(LP01)

クラッド
径 [µm]

最外ク
ラッド
厚 [µm]

最悪クロ
ストーク 
[dB/km]

(32) 36
(12C× 3M) 96 230 49.8 -75

(33) 36
(12C× 3M) 110 230 47 -78

(34) 108
(36C× 3M) 77 306 51 -25

(35) 72
(12C× 6M) 87 227 44 -47

(36) 114
(19C× 6M) 65 318 35 -39

(37) 114
(19C× 6M) 80 246 36.3 -50.8

(38) 42
(7C× 6M) 88.6 171 41.4 -50

(39) 114
(19C× 6M) － 267 46 －

(40) 114
(38C× 3M) － 312 29 -59
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図10　 非結合形多モードMCF を用いた最近の長距離伝
送実験における伝送距離と伝送容量の関係
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が伝搬距離に比例して増加するが，結合形MCFに
おいてコア間隔を適切に設定することにより，
GDSが伝搬距離の平方根に比例する多モード伝送
路を実現することができる．図 11は，シングルコ
アMMFと結合形MCFの違いを示している．この
例では，いずれも 3モードが伝搬するMMFとなっ
ているが，シングルコアMMFでは，一般に，モー
ド間の最大実効屈折率差Δneff が 10–5～10–4 程度
であるのに対し，結合形MCF ではΔneff が 10–6

程度となっている．したがって，結合形MCFでは，
伝送路内の僅かな摂動によっても強いモード間結合
が生じ，各モードの群速度の“平均化”が生じるこ
とになる．
図 12 に，結合形MCFにおけるモード間結合の

大小とコア間隔の関係の概念図を示す．コア間隔が
広い領域（領域 1）では，コア間隔を広げていくに
従い，理論的にはモード間のΔneff は減少してい
くことになるが，実際には，ファイバ製造誤差によ
りモード間の群速度差が生じるため，Δneff はあ
る一定以下には下がらない．加えて，この領域で
は，モード間の結合が小さい（コア間隔が広すぎ
る）ため，GDSは伝搬距離L に比例することにな

る．また，コア間隔が狭い領域（領域 3）では，コ
ア間隔を狭めていくに従い，各スーパモード間のΔ
neff が増加していき，モード間結合が弱まるため
GDS はシングルコアMMFと同様に伝搬距離L に
比例することになる．一方，コア間隔を適切に設定
した領域 2では，各スーパモード間のΔneff を小
さく保ったまま，各コアの結合を強めることができ
る．この場合，ファイバ内の曲げやねじれなどのラ
ンダムな摂動によりモード間の強い結合が生じ，
GDSは伝搬距離Lの平方根に比例することになる．	
表 3に，これまでに報告されている結合形MCF

のうち代表的なものの特性を示す．コア数としては
3コア（45），4コア（46），6コア（47），7コア（48），12 コ
ア（49）などの結合形MCFが報告されている．GDS
としては，結合形 3 コアファイバによる 30	
ps/ √　km（45），結合形 4 コアファイバによる 3.14	
ps/ √km（46），結合形 7コアファイバによる 22～28	
ps/ √km（48）など，シングルコアMMFと比較して
格段にモード分散の小さい SDM伝送用ファイバが
実現されている．	
図 13 に，こうした結合形MCFを用いた最近の
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図11　 シングルコアMMF と結合形MCF の違い
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図12　 結合形MCF におけるモード間結合の大小とコア
間隔の関係の概念図

表３　結合形MCFの報告例

文献 コア
数

コア間隔
 [µm]

コア径
 [µm] ／
Aeff  
[µm2]

コアS 
[%]

GDS 
[ps/ √km]

(45) 3 29.4 12.4 0.27 ～ 30

(46) 4 20 112 
(Aeff ) － 3.14

(47) 6 28 11.1 0.32 －

(48) 7 23.5 112 
(Aeff ) － 22 ～ 28

(49) 12 16.4 9.6 0.35 8.4 ～ 13.3
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図13　 結合形MCFを用いた最近の長距離伝送実験におけ
る伝送距離と伝送容量の関係
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長距離伝送実験におけるファイバ 1本当りの伝送
距離と伝送容量の関係を示す．結合形 3コアファ
イバによる 4,200km伝送（45），結合形 6コアファイ
バによる 1,705km伝送（47），結合形 4コアファイバ
による 5,500km伝送（50），結合形 7コアファイバに
よる 12,100km伝送（48）などが報告されており，今
後の更なる研究の進展が期待される．

 5 まとめ
光通信の超大容量化を可能とする SDM伝送用光

ファイバであるMMF，非結合形MCF，及び結合
形MCFの最近の研究動向について解説した．シン
グルコアMMFは，伝搬モード数を増やすことによ
り空間多重数を増加することが可能であり，標準の
製造プロセスを用いて作製することができるが，
モード多重数の拡大とDMGDの制御やMDL低減
にはトレードオフの関係があり，伝送路中のモード
依存特性の低減技術の更なる進歩が望まれる．ま
た，非結合形MCFは，コア多重とモード多重の組
合せにより対 SMF比で 100 倍以上の多重化ポテン
シャルを有しているが，その多重度の上限はクラッ
ド外径の上限に依存しており，MCFのクラッド外
径をどの程度に設定するかについては議論の余地が
残されている．更に，結合形MCF は，低GDS を
実現可能な長距離伝送用ファイバとして期待できる
が，空間多重数としてはそれほど高いものはいまだ
実現されておらず，多重数の更なる向上は今後の課
題である．
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1 はじめに ジュールの小形・低消費電力化の実現に向けて期待され
ている．これに対応するため，様々な手法で，集積光デ

近年，大容量・長距離伝送に有利な 4値位相変調
（QPSK）や直交振幅変調（QAM）等の多値変調による

バイスの研究開発が進められてきた（4），（5）．その中で，
インジウムりん（InP）系モノリシック集積技術は，高

高周波数利用効率を用いたディジタルコヒーレント光伝 光出力・狭スペクトル線幅を有する波長可変レーザへの
送方式は広く展開されており，適用範囲は長距離幹線網 適用だけではなく，400Gbit/s を超える広帯域化（シン
から，メトロネットワークへと拡大してきた（1），（2）．加 ボルレートとしては 64GBaud，これに対応する 3dB
えて，4 値パルス振幅変調（PAM：Pulse-Amplitude 帯域は 40GHz以上）と，高効率動作を両立する多値変
Modulation）に代表される直接変調－直接検波方式は， 調器，及び受光素子の実現に対し，ほかの材料系と比較
多値変調を利用した400Gbit/s を超える広帯域化と伝送 して，有利と考えられる（6）～（8）．
距離の両立に分散等の影響により限界が見られ，伝送距 本稿では，筆者らが開発を進めてきたディジタルコ
離が 10km程度にとどまるゆえ，ディジタル信号処理 ヒーレント伝送向け InP 系モノリシック集積技術を用
（DSP：Digital Signal Processing）による非常に優れた いた高光出力・狭スペクトル線幅波長可変レーザの低消
分散補償能力と，局発光（LO）による高受信感度を特 費電力化について 2．で説明し，3．では広帯域・低電
徴とするコヒーレント伝送は，10～100kmのデータセ 圧駆動多値変調器について説明する．そして，位相信号
ンター間といった短距離伝送への適用も期待されている（3）． を復調する 90° ハイブリッドがモノリシック集積され
コヒーレント伝送のデータセンター間伝送への適用 た pin フォトダイオード（PD）アレーの広帯域・高感

に向けては，プラガブルトランシーバのフォームファク 度の両立について説明する．
タはCFP（100Gbit/s Form-Factor Pluggable）から，

2 高光出力・狭スペクトル線幅
波長可変レーザ

より小形・低消費電力なQSFP（Quad Small Form-
Factor Pluggable）に発展していくものと考えられてい
る．これに伴い，波長可変レーザ，多値変調器，受光素
子が一体実装された IC-TROSA（Integrated Coherent コヒーレント伝送向け波長可変レーザには様々な特
Transmitter-Receiver Optical Sub-Assembly） が モ 性が要求されるが，16QAMの多値変調に対しては，

図1　TDA-CSG-DRレーザの断面模式図
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300kHz 以下の狭スペクトル線幅特性だけではなく，変 方光出力を吸収・遮断する．主な作製プロセスとして
調による光損失を補償する高光出力特性が必要とされ は，SOA や SG-DFB を構成する活性領域と，TDAや
る．また，小形トランシーバでは，一つの波長可変レー CSG-DBR として機能する受動領域をバットジョイント
ザを送信機，受信機でシェアする構成となるため，光分 （BJ）再成長により集積している．また，レーザストラ
岐損を補う高光出力特性も要求される．これまで，コ イプは，InP が再成長された埋込形ヘテロ接合（BH）
ヒーレント伝送用途として，DFBレーザ（Distributed となっている．
Feedback Laser）アレー形（9）DBRレーザ（Distributed 図 2 に TDA-CSG-DR レ ー ザ の ITU-T グ リ ッ ド
Bragg Reflection Laser）形（10）

，
等，様々な形態の波長 （50GHz 間隔），115チャネルを重ねた発振スペクトル

可変レーザが研究・実用化されてきた．その中で，我々 を示す（6）．TDA-CSG-DFB レーザ（ILD），及び SOA
は高光出力特性で優位なDR（Distributed Reflector） （ISOA）の注入電流をそれぞれ，150mA，120mAとし，
形レーザを採用してきた（11），（12）． 素子温度は全波長範囲で 50°C に保たれている条件下
図 1 に単一ストライプ DR 構造を導入した TDA- で，45dB 以上の副モード抑圧比（SMSR）と，Cバン

CSG-DR（Tunable Distributed Amplification- ド全域をカバーする波長可変範囲（>40 nm）を得た .
Chirped Sampled Grating-Distributed Reflector）形 図 3に光出力，及びスペクトル線幅の波長依存性を
波長可変レーザの断面模式図を示す（6）．TDA-CSG-DR 示す（ILD=210 mA，ISOA=120 mA）（6）．スペクトル線
レーザはTDA-SG-DFB，CSG-DBR，光増幅器（SOA： 幅はエタロンを用いたコヒーレントディスクリミネー
Semiconductor Optical Amplifier），光吸収器（BA： ション法により測定した周波数100MHzにおける位相雑
Back Absorber）の四つの領域で構成される（13）． 音特性から算出した結果（14），Cバンド全域で 200kHz
TDA-CSG-DFB と，CSG-DBR が DRレーザを構成し， 以下の狭線幅が得られた．また，ファイバからの光出力
SG-DFB部の離散利得スペクトルと，CSG-DBR部の離 は+17dBm以上に達した．図 4にファイバからの光出
散反射スペクトルのバーニヤ効果により波長可変動作が 力の SOA駆動電流依存性を示す（6）．SOAの飽和出力
得られる．バーニヤ制御はチップ上に設けられたマイク として，+18dBm以上がCバンド全域で得られた．
ロヒータによる熱光学効果を用いており，低位相雑音に TDA-CSG-DRレーザの低消費電力化に向けては，マ
伴う狭スペクトル線幅特性が得られる．SOAは前方光
出力を増幅，及び遮断する役割を担い，BAは不要な後

イクロヒータが配置される TDA，及び CSG-DBR と
いった位相調整導波路部の直下に空隙構造を形成するこ
とによりヒータ効率の改善を図った（15）．図 5に素子温
度 50°C，ILD=210mA条件下で得た波長調整時のヒー
タ消費電力を示す．ヒータ電力は最大でも 125mW以
下が実現できており，空隙なしの従来構造のヒータ電力
（580mW）の 20%程度まで低減できた．また，光出力
+18dBm（ISOA=210mA）の際の素子への投入電力
（レーザ，SOA，ヒータ投入電力の合算）を算出した結

及び波長ロッカ電力を考慮したモジュールの消費電力
は，2W以下と見積もられた．以上の結果から，IC-
TROSAへの搭載が十分可能な特性を達成した .

図2　 TDA-CSG-DRレーザの ITU-T グリッド（50GHz
間隔），115チャネルを重ねた発振スペクトル

果，最大消費電力は 725mWとなり，温度制御電力，

図3　光出力 , 及びスペクトル線幅の波長依存性 図4　ファイバからの光出力のSOA駆動電流依存性
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図5　波長調整時のヒータ投入電力

図6　InP系DP-IP 変調器の（a）光学顕微鏡写真，及び（b）MZ形変調器の断面概要図

3 広帯域・低電圧駆動多値変調器
図6に32GBaud（100Gbit/s DP-QPSK，及び200Gbit/s

DP-16QAM対応）向け DP-IQ（Dual Polarization-In-
Phase and Quadrature）変調器の（a）光学顕微鏡写
真，及び（b）マッハツェンダ（MZ）形変調器の断面
模式図を示す（6）．四つのMZ形変調器が半絶縁性 InP
基板上にモノリシック集積されており，素子サイズは
11mm× 2.8mmである．コア層には，AlGaInAs 多層
量子井戸を採用しており，その大きなバンド不連続に起
因して，効率良く量子閉込めシュタルク効果を発生させ
ることができるゆえ，低電圧（半波長電圧：Ṽ ）駆動が 図7　InP系DP-IQ 変調器のCバンド内の消光特性

可能となる．また，その急峻な光吸収スペクトルに起因
して，高バイアス電圧条件下における光損失の変化が小 極はGND線を信号線で挟んだ S-G-S の差動構成となっ
さいため，優れた消光比特性が得られる．MZ形変調器 ている（特性インピーダンス：90°）．
に関しては，低誘電率樹脂BCB（ベンゾシクロブテン） 図 7に試作したDP-IQ変調器のCバンド内における
で埋め込まれたハイメサ導波路となっており，高周波電 消光特性を示す（6）．横軸は高周波電極へのバイアス電
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図8　 容量装荷進行波電極構造を有するMZ形変調器の概要図．C1, C2, C3は分割電極領域一周期分の断面を示す（Lm：
RF電極長，Lt:RF 電極周期）

図9　 容量装荷進行波電極構造を有するMZ形変調器の周
波数応答特性

圧に重畳して印加された差動電圧であり，各波長で Ṽ
が同じになるようにバイアス電圧が調整されている．図
7に示すように，4チャネルのMZ形変調器において， 図10　 多値変調器モジュールの（a）モジュールの写真，
C バンド内で Ṽ ～1.0V の低電圧駆動，及び消光比 及び（b）周波数応答特性

24dB以上の良好な消光特性を達成した．
広帯域化に向けては，図8に示すようなRF電極が周期 圧駆動を両立している．

的に配置された容量装荷進行波電極構造を採用した（6）． 図 9に試作した単体MZ形変調器の周波数応答特性
充塡率（図 8の RF電極長 Lm/RF 電極周期 Lt）の低減 を示す（6）．3dB帯域は36GHzの広帯域特性が確認でき
に伴い，寄生容量を減らすことが可能となるが，電気 / た．また，入力リターン損（S11特性）は，30GHz の
光作用長も短くなることから，Ṽ の増加を招く．そこ 範囲で -19dB 以下が得られている（終端抵抗を 100°
で，図 8で示すようにハイメサ導波路を低誘電率樹脂 として測定）．
であるBCBで埋め込むことで，MZ形変調器自体の寄 IC-TROSAといった小形モジュールへの搭載に向けて
生容量低減を図っている．以上から，BCB埋込み構造 は，導波路レイアウトの工夫を行うとともに，終端抵抗を
を併用することで，充塡率を比較的大きい値に設計し 4チャネルのMZ形変調器アレーとモノリシック集積する
（変調器長：4 mm，充塡率：75%），広帯域化と，低電 ことで（素子サイズ：4.4mm× 3mm），これらがモジュー
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ル内で占める実装面積を60%まで低減した（16）．図10に ることから，これに起因した過剰損失や，クロストーク
本小形DP-IQ変調器を搭載した多値変調器モジュール が生じない構成となっている．また，2× 4MMI と 2
（HB-CDM：High Bandwidth-Coherent Driver × 2MMI の間に 45° 位相シフタを挿入することで，
Modulator）の（a）写真と，（b）周波数応答特性の評 Q-CH間の光出力偏差を抑制している（18）．作製トレラ
価結果を示す．パッケージサイズは，17.3mm× 8.6 ンスが大きい 45° 位相シフタ設計としては，図 11（b）
mm× 4.4 mmとなっており，モジュールの消費電力 で示される非対称導波路形の 45° 位相シフタ（AWPS：
はMZ形変調器の低電圧駆動に伴い，3W以下を達成し Asymmetric Waveguide Phase Shifter）を採用した
た．また，3dB 帯域は 40GHz 以上が得られており， （19）．本構造はQ-CHの片側に遅延導波路を設け，光路
64GBaud 動作に十分対応できる広帯域化を達成した． 長差を利用することで，導波路幅の差を利用した位相シ
以上から，400Gbit/s DP-16QAM，及び 600Gbit/s フタと比較して，導波路幅変動に伴う位相シフタ特性へ
DP-64QAMといった 400Gbit/s 超動作が可能な小形 の影響を小さくできることから，導波路幅トレランスが
DP-IQ変調器を実現した． 大きな位相シフタとなる．

90° ハイブリッドと pinPDアレーは，BJ再成長によ

4 広帯域・高感度 90°ハイブ
リッド集積受光素子

りコア層同士が直接結合しており，エバネセント光結合
構造（8）と比較して，高光結合効率に伴う高受光感度が
得られている（6），（20）．また，低暗電流，及び高信頼性

図11に，90° ハイブリッド集積受光素子の（a）光学
顕微鏡写真，及び（b）90°ハイブリッド部の概要図，並

の観点から，選択埋込み再成長により PDアレー部を
BH構造とした．更に，レシーバ光学系との高い光結合

びに（c）各領域の断面図を示す（17）．90°ハイブリッド部 効率（> 90%）を得るために，90° ハイブリッドの光入
は2× 4多モード干渉（MMI：Multimode Interference 力部も BH構造とすることで，スポットサイズ変換器
Structure）カップラ，及び2× 2MMIカップラから構成 （SSC）として機能させている（21）．一方，90° ハイブ
されており，In-phase（I-CH），Quadrature（Q-CH） リッド部はMMIの過剰損失の波長依存性低減，及び位
それぞれのチャネル（CH）同士が空間的な分離がなく， 相の精密な制御の観点から，InPの再成長は行わず，ハ
PDに直接接続されることで，導波路の交差が不要とな イメサ導波路を維持している（6），（17），（20）．

図11　 90°ハイブリッド集積受光素子の（a）光学顕微鏡写真，（b）90°ハイブリッド部の概要図，並びに（c）SSC部，
90°ハイブリッド部 , PD部の断面SEM像
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pinPDの高速化に向けては，光吸収層で発生したキャ 変動は 0.6dB 以下となり，C バンド全域で，0.130
リヤの走行時間，及びダイオードの静電容量を低減する A/W以上の高受光感度を達成した．
必要がある . しかしながら，キャリヤの走行時間を短縮 64GBaud 向け 90° ハイブリッド集積受光素子をTE/
するために吸収層を薄くすると，空乏層幅が減少し，静 TM偏波向けに 2チップ搭載したコヒーレントレシーバ
電容量の増大を招く . 加えて，吸収層の薄膜化は量子効 （HB-Micro-ICR：High Bandwidth-Micro-Phase
率を低下させ，受光感度に影響する . 図 12に 90° ハイ Diversity Intradyne Coherent Receiver）の写真，及
ブリッド集積受光素子の光伝搬方向の断面構造を示す . び周波数応答特性を図 15に示す（6），（17）．本モジュール
本PD設計では，吸収層とn側 InPコンタクト層の間に は SiGe ベースの四つのトランスインピーダンスアンプ
低ドーピング濃度（ND<1× 1017cm-3）の n--InP バッ （TIA）が実装されており，パッケージサイズは 22.7
ファ層（図中緑色の層）を導入している . 低ドーピング mm× 12.0 mm× 4.5 mm，モジュールの消費電力は
濃度のn--InPバッファ層の厚さを最適化することで，空 1.1Wとなった . 3dB 帯域は TIA 出力として，40GHz
乏層幅の減少を抑えつつ，高速動作を図った . 以上が得られており，モジュールとしての受光感度は偏
また，量子効率の低下に関しては，導入した n--InP 波ビームスプリッタにより 3dBの原理損が発生してい

バッファ層が，90° ハイブリッド導波路のコア下クラッ るが，SSCをチップ側に集積したことで，Cバンド全
ド層としても共通配置となり，光伝搬時に生じる高ドー 域で 0.070A/W以上の高感度を達成した．
ピング濃度のn側InPコンタクト層に起因した自由キャ IC-TROSAへの搭載に向けては，図 16に示すような
リヤ吸収損を低減する . 以上から，導波路の伝搬損を改 90° ハイブリッドが 2チップ（X/Y偏波）集積されてお
善し，吸収層の薄膜化に伴う量子効率の低下を補償する り，BJ再成長により 8チャネル PDアレーが結合した
ことで，pinPD の 64GBaud に向けた広帯域化と，高 集積素子を試作した（17）．本集積素子は，モジュール内
感度の両立を図った（6），（17）. の実装面積縮小のため，局発光（LO）入力側にビーム
図 13 に，実際に 64GBaud 向け pinPD アレー（4-

CH）を集積した素子の周波数応答特性を示す（17）. 図
13（a）に示すように，動作条件を逆バイアス 5V，
3mAの高光入力としたとき，全チャネルで，46GHz
以上の 3dB帯域を達成した .
図 14 に，各 CHの Cバンドにおける受光感度を示

す（17）．90° ハイブリッド領域の伝搬損を低減したこと
で，吸収層を薄膜化したにもかかわらず，良好な受光感
度が得られており，90° ハイブリッドにおける原理損
6.0dB，及び伝搬損 0.4dBを含む 1,550nm波長におけ
る 4CHの平均受光感度は 0.146A/Wとなった．また，
90° ハイブリッド部をハイメサ導波路としたことで，
MMIの小形化に伴う広波長帯域化，及び導波路幅均一 図13　 64GBaud向け90°ハイブリッド集積受光素子の
化によりCバンド内の 1,550nm波長に対する受光感度 周波数応答特性

図12　 90°ハイブリッド集積受光素子の光伝搬方向の断面 図14　 64GBaud向け90°ハイブリッド集積受光素子の
構造 各CHのCバンドにおける受光感度
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スプリッタ（BS）の機能を有する 1× 2MMI を配置し 30%削減した．
た．素子サイズは 3.9mm× 2.25mmとなり，図11で 本集積素子の電流－電圧特性を図 17に示す．逆バイ
示されている素子を2チップ実装していた場合と比較し
て，これらを1チップに収めかつ，多機能集積としたこ
とによりモジュール内のチップが占める実装面積を

アス 5Vにおいて，全 8チャネルで 10pA以下の良好な
暗電流が得られており，BJ 再成長により 90° ハイブ
リッドと，8チャネル PDアレーをモノリシック集積し
ているが，そのプロセスに起因した漏れ電流等は生じて
いないことを確認した．図 18に本集積素子の周波数応
答特性を評価した結果を示す．動作条件を逆バイアス
5V，2mA の高光入力としたときに全チャネルで，
43GHz の 3dB 帯域を達成した．また，1,550nm波長

図15　 64GBaud向け90°ハイブリッド集積受光素子を
搭載したコヒーレントレシーバの（a）写真， 図17　 90°ハイブリッド集積8CH PDアレーの電流－電
及び（b）周波数応答特性 圧特性

図16　90°ハイブリッド集積8-CH PDアレーの（a）光学顕微鏡写真，及び（b）集積素子の概要図
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5 まとめ

Technology Reviews and Reports解　説

において，8チャネル平均で 0.140A/W（バイアス条
件：-5V）の高受光感度が得られ，I-CH，及びQ-CH
のチャネル間偏差はX/Yの両偏波において，Cバンド
全域で ±0.5dB 以下となった．以上から，400Gbit/s 
DP-16QAM，及び 600Gbit/s DP-64QAMに対応する
ための 64GBaud動作と，高感度を両立した 90° ハイブ
リッド集積受光素子を実現した．

本稿は，筆者らが進めてきた InP 系モノリシック集
積技術を用いた波長可変レーザ，多値変調器，並びに
90° ハイブリッド集積受光素子の開発状況を報告した．
TDA-CSG-DR構造を有する波長可変レーザでは，高

光出力・狭スペクトル線幅特性を示すとともに，位相調
整導波路部の直下に空隙を形成した構造の導入による低
消費電力化を達成した．
多値変調器に関しては，InP系材料の特長を生かした

小形化と，広帯域・低電圧駆動を実証した．また，広帯
域化と高感度を両立した 90° ハイブリッド集積受光素
子を実現し，多機能集積によりモジュール内の実装面積
を削減した．以上から，今後，広く展開されることが期
待されている 400G超コヒーレント伝送システムに向
けて，InP系モノリシック集積光デバイスが非常に優れ
ていることを述べた．
謝辞　本研究に関わった住友電気工業株式会社伝送

デバイス研究所，及び住友電工デバイス・イノベーショ
ン株式会社の方々に心より感謝致します．
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高効率無線LANの標準化規格と研究開発動向
Standardization and R&D Trend of High-Efficiency Wireless LAN

石原浩一　Koichi Ishiharat†　井上保彦　Yasuhiko Inoue†

アベセカラ ヒランタ　Hirantha Abeysekera†　村上友規　Tomoki Murakami†

Summary スマートフォン，タブレット端末に代表されるモバイル端末の爆発的な普及に伴い，無線LANの利用は必
要不可欠になっている．一方で，稠密化した無線LAN環境における干渉問題が顕在化している中，いかに

して干渉を低減して大容量化し，限られた周波数資源に対して高効率化していくかが重要となっている．本稿では，高効率な
無線LANを実現するための標準化規格 IEEE 802.11axを解説するとともに，筆者らが提案する高効率無線LAN技術として，
分散スマートアンテナシステム（D-SAS: Distributed Smart Antenna System）を用いる無線 LANアクセスポイント及び
RATOP（Resource allocation based on Area Throughput Optimization Policy）アルゴリズムを用いる無線リソース制御エン
ジンについて紹介し，実稠密環境において評価した結果からその有効性を示す．

Key Words 無線 LAN，高効率無線 LAN，IEEE 802.11ax，分散スマートアンテナシステム（D-SAS）

 1 はじめに

スマートフォンやタブレット端末などの無線
LAN（Local Area Network）を搭載したデバイス
の爆発的な普及に伴い，あらゆる場所での無線
LAN利用が進んでいる．このような無線 LAN利
用の急増を支えるためには，無線 LANアクセスポ
イント（AP: access point）を高密度に多数設置し
ていく必要がある．しかし，無線 LANで利用でき
る周波数チャネルには限りがあるため，対象とする
エリア内に周波数チャネル数を超えたAPが設置さ
れると，同一周波数チャネルを共用するAPが混在
するOBSS（Overlapping basic service set）環境
となり，互いの信号が干渉となり問題が生じる．無
線 LAN では CSMA/CA（Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Avoidance）により，各無
線機のパケット送信タイミングをずらすことでパ
ケット衝突を回避する．しかし，各AP及びその配
下の端末の利用可能な時間リソースは近接するAP
数の増加に伴い減少し（1），また干渉量も増加して
信号対干渉・雑音比（SINR:Signal-to-Interference 
plus Noise power Ratio）も劣化するため，スルー
プットが著しく低下してしまう．
この問題を解決するために，現在，無線 LAN標

準化では，IEEE 802.11 ワーキンググループにお

† 日本電信電話株式会社，横須賀市
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE
CORPORATION, Yokosuka-shi, 239-0847 Japan

い て， 次 世 代 高 効 率 無 線 LAN で あ る IEEE
802.11ax（以下，802.11ax）の標準化が行われて
い る（2）．802.11ax は，IEEE 802.11ac（ 以 下，
802.11ac）規格（3）をベースに無線 LAN機器が稠
密に存在する環境における周波数利用効率や端末当
りのスループットといった性能の改善を目的として
いる．具体的には，従来規格の指標であった高速化
に加えて「高効率化」という指標が強く意識されて
おり，802.11ac で一部採用されたマルチユーザ伝
送機能の強化と，周波数の空間的な再利用を促進す
るための技術などが検討されている．
また，無線LANの干渉問題解決のためには，標準

化外の領域の研究開発も重要である．これまで筆者
らは，高効率無線LAN技術である分散スマートアン
テナシステム（D-SAS:Distributed Smart Antenna
System）を用いる無線 LAN AP（4）及び無線リソー
ス制御エンジン（5）を提案・開発してきた．D-SAS
を用いる無線 LAN AP は，端末から受信した信号
を基に，分散されたアンテナの中で最も大きい受信
電力となるアンテナを選択するとともに，そのアン
テナから送信される信号電力を調整して干渉を低減
する．それにより，周辺無線機の送信機会を増加さ
せることができるとともに，全体的な干渉信号電力
の低減により SINRが改善され，稠密環境における
無線 LANのシステムスループットを向上させるこ
とができる．一方，無線リソース制御エンジンは，
RATOP（Resource allocation based on Area
Throughput Optimization Policy）アルゴリズム
により，APで得られた無線環境情報に基づいて，
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スループットが低下した無線 LANの特性向上を重
視しつつ，全体スループットも向上させるよう，ア
ルゴリズムにより算出された最適な無線パラメータ
を各APに設定することで，システム全体の無線リ
ソースの最適化を実現する．
本稿では，稠密化した無線 LAN環境における干

渉問題が顕在化している中，干渉低減による大容量
化を可能にし，限られた周波数資源の高効率利用を
実現する技術が導入された高効率無線 LANの最新
規格動向を紹介するとともに，それ以外の領域であ
る無線 LAN AP及びコントローラにより高効率な
無線 LANを実現する技術について紹介し，実稠密
環境における実験結果から有効性を示す．

 2 802.11ax 標準化における高効率化
技術

2.1　802.11acとの違い
現在市販されている最新の無線 LAN規格である

802.11ac と 802.11ax の主な技術的違いを表 1に
まとめる．
802.11ac は，2.4GHz 帯を除く 6GHz 以下の周

波数帯を対象としていた．802.11ax が対象とする
周波数は，標準化開始当初は 1～6GHz とされてい
たが，後に現在欧米で検討されている 6GHz 帯の
アンライセンスシステムへの割当を踏まえて，上限
が 7.125GHz まで拡張された．

2.2　マルチユーザ伝送技術
802.11ax のマルチユーザ伝送は空間上にユーザ

データを多重するMU-MIMO（Multi-user multiple-
input multiple-output）と周波数軸方向にユーザデー
タを多 重 する OFDMA（Orthogonal Frequency
Division Multiple Access）の2種類が規定される予
定である（図1）．

表1　802.11acと 802.11axの違い

802.11ac 802.11ax

対象
周波数帯

6 GHz 未満
（2.4GHz 帯を除く） 1 ～ 7.125 GHz

1 チャネル当
りの帯域幅

20, 40, 80 MHz（必須）
80+80/160 MHz（オプション）

ただし，端末は 20 MHz のみのものを許容

伝送方式 OFDM OFDM

OFDMシン
ボル長（˜s）

GI: 0.4 or 0.8
Data: 3.2

GI: 0.8, 1.6, 3.2
Data: 12.8

サブキャリア
変調方式

BPSK, QPSK, 
16 QAM, 64 QAM, 

256 QAM
左記 + 1024 QAM

最大伝送速度 6.93 Gbit/s 9.6 Gbit/s

マルチユーザ
伝送技術 DL MU-MIMO （上下両方向）

MU-MIMO, OFDMA

周波数再利用
技術 － Spatial Reuse

図1　マルチユーザ伝送技術
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（1）MU-MIMOの機能拡張
802.11ax では 802.11ac で採用された下り方向

のMU-MIMOが上下方向に拡張される．これによ
り複数の端末が送信する上りのデータや，
802.11ac では端末ごとに個別に行っていた下り
MU-MIMOデータ転送に対する応答も一括で送受
信可能となり，伝送効率が大きく改善される．
（2）OFDMA

802.11ax ではもう一つのマルチユーザ伝送技術と
して，OFDMAも採用される予定である．OFDMA
は，OFDMの 20MHz や 80MHz といったチャネ
ルの内部をリソースユニットと呼ばれる更に小さな
ブロック分割して複数のユーザを周波数領域で多重
する方式である．周波数多重により，プリアンブル
などの冗長信号を共通化できるため，インターネッ
ト上で比較的大きな割合を占める短いパケットを効
率良く伝送する技術として期待されている．

2.3　周波数利用効率改善技術（Spatial Reuse）
802.11ax では，周波数再利用を促進することで

システム全体でのスループットを向上する技術も採
用される予定である．この技術は Spatial Reuse
（SR）と呼ばれており，無線 LANのアクセス制御
方式である CSMA/CA プロトコルに起因する「さ
らし端末問題」，すなわちキャリヤセンス時の感度
が高すぎることにより，自身の送信機会を過剰に抑
制してしまい，ネットワーク全体としての効率が低
下するという問題を軽減する技術として期待されて
いる．
SRには 2種類の方法が検討されているが，いず

れの場合も，ある端末が受信した信号が自身の所属
するエリア内のものであるか，あるいは外部のエリ
アから来たものなのかを識別する仕組みが必要とな
る．そのため，802.11ax では物理層のヘッダ内に

BSS Color という BSS（Basic Service Set）を識
別する情報が設定されている．また SRの具体的な
方法としては，受信感度を鈍らせ，かつその分送信
電力を抑制することで過剰な送信機会の抑制を防ぐ
方法と，図 2に示すように，Trigger フレームやそ
の応答（Triggered Frame）といった先行するシー
ケンスをモニタしながら，SR送信を開始しようと
するAPあるいは端末が，自身の送信が可能か否か
を判断する方法の 2種類が規定される予定である．
このほか 802.11ax の物理層では，屋外利用時の

マルチパス環境への耐性を高めるための対策とし
て，ガードインターバルを含むOFDMシンボル全
体の長さが従来の4倍程度に拡張されている．また
802.11ax のMAC層／マネジメント機能について
は，従来のプロテクション機能（RTS/CTS:request-
to-send/clear-to-send 信号の交換によるチャネルの
予約手順）や応答（BlockAck 手順）をマルチユー
ザ伝送に適した形に拡張し，効率化が行われてい
る．併せて，パワーセーブ機能も IEEE 802.11ah
で規定された端末とAPとの間で送受信を行う時間
の調整と合意を行う TWT（Target Wake Time）
を拡張しており，多くの端末が存在する環境下でよ
り効率の良い運用が可能となる．

 3 高効率無線 LAN技術

3.1　D-SASを用いる無線LAN AP
D-SAS は，1.でも述べたように，アンテナ素子

を分散配置させ，端末から受信した信号を基に，分
散されたアンテナの中で最も大きい受信電力となる
アンテナ素子を選択するとともに，そのアンテナか
ら送信される信号電力を調整して干渉を低減する．
APのアンテナ素子と端末の物理的距離が短くなる
ことで，送信電力を低減できるため，周辺無線機の

図2　Spatial Reuse
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切換器 切換器

図3　D-SASを用いる無線LAN APのブロック図

図4　D-SASの動作フロー

切換器

送信機会を増加させることができるとともに，全体
的な干渉信号電力の低減により SINRの改善が期待
でき，稠密環境における無線 LANのシステムス
ループットを向上できる．
図 3にD-SAS を用いる無線 LAN APのブロック

図を示す．APはM 個の切換器とM 個の減衰器か
ら構成され，無線 LANモジュールの RF信号入出
力の各ポートと接続される．また，アンテナ素子
は，M 個ごとにアンテナセットとしてN 個にグ

図5　パケット種別／通信相手に対する選択アンテナの概要

ヤ

ループ化され，M 個それぞれは異なる切換器に接
続される．切換器及び減衰器は，無線 LAN モ
ジュールからの制御信号によりパケット単位で制御
される．
図 4及び図 5に D-SAS の動作手順及びパケット

種別／通信相手に対する選択アンテナの概要を示
す．本手順は，端末ごとに独立に実施される．端末
がAPと接続したときに，全アンテナ素子における
受信信号電力を測定する．その後，それぞれの無線
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LANモジュールのポートで受信信号電力が最大と
なるようM 個のアンテナ素子を選択するとともに，
各減衰器の設定値をターゲット受信電力となるよう
設定する．
その後，APは一定周期で受信信号電力の再測定

を行い，前の測定値の差の絶対値があらかじめ設定
したしきい値以上の場合，アンテナ素子の選択及び

図6　D-SASを用いる無線LAN AP開発装置

減衰器の値の設定を上記手順にて再度実施し，その
時点における最も適切なアンテナ素子の選択及び減
衰器の値の設定を再度行う．以上の手順により，端
末の移動や周辺環境変化に伴う伝搬路変動に追従し
た最適なアンテナ選択・送信電力制御が可能とな
る．なお，複数端末がAPに帰属している場合は，
端末宛先ごとにパケット単位でアンテナ及び減衰器
の値を変更する．更に，提案D-SAS では，ビーコ
ン信号やRTS/CTS などのブロードキャスト制御信
号の送信やキャリヤセンスについては，図 5（b）
に示すように，異なるアンテナセットからそれぞれ
1素子ずつアンテナを選択する．それにより，異な
る位置にある各アンテナセットから信号が送信され
るため，送信信号がエリア全体に行き渡り，サービ
スエリア内の全端末に対して通知することができ，
帰属端末間のパケット衝突を回避できる．
図 6に実際に開発したD-SAS を用いる無線 LAN

APを示す．4個のアンテナ素子から成るアンテナ
セットが 4セットあり（M=4，N=4），そのうち 2
セットが外付けアンテナである．各アンテナ素子
は，半値角 60 度，アンテナ利得 6dBi の平面アン
テナであり，全 16アンテナ素子から 4個のアンテ
ナ素子を本体内部にある切換器により選択するよう
構成されている．外部アンテナは，本体と 6mの
RF ケーブルにより接続される．無線 LAN規格は
802.11ac に準拠しており，一般的な無線 LAN端
末と接続可能である．
図 7に D-SAS 及び従来の集中アンテナにおける

距離対受信電力の一例を示す．所要受信電力及び干
渉許容レベルをそれぞれ -60dBm及び -80dBmと
したとき，同じ大きさのエリアをカバーするには，

図7　D-SAS及び従来の集中アンテナにおける距離対受信電力の一例
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図8　無線リソース制御エンジンを用いる無線LANシステム

集中アンテナの方が，アンテナを分散配置する場合
に比べて送信電力を大きくする必要があり，結果，
エリア外への干渉電力も大きくなってしまう．一
方，アンテナを分散配置させるD-SAS の場合，端
末と分散されたアンテナの距離を近づけることで，
セル内の最低受信信号電力を下げずに他セルへの干
渉を低減でき，同じチャネルを再利用できる割合
（リユースファクタ）も改善される．更に，端末に
応じてアンテナを切り換えているため，不要な電波
放射を低減できる．

3.2　無線リソース制御エンジン
図 8に無線リソース制御エンジンを用いる無線

LANシステムを示す．稠密環境においては，従来
のように，各々のAPを独立で動作させた場合には，
それぞれが独立して無線リソースのパラメータを設
定するため，お互いが同じ無線リソースに対して競
合してしまったり，逆に利用されない無線リソース
ができてしまったりと，システム全体として俯瞰し
たとき，AP本来の性能を十分に発揮できない．
上記問題に対し，本機能は，制御対象となるAP

から情報を用いて無線LAN環境を仮想的に構築し，
同環境にて同一無線リソース再利用距離の短縮化を
行うことで通信速度の増大を実現することができ
る．その際，筆者らが提案するRATOPアルゴリズ
ムにより算出された最適な無線パラメータを各AP
に設定することで，無線リソースの最適化を実現す
ることができる．具体的には，ネットワーク上の無
線リソース制御エンジンが各制御対象APにおける
ケーパビリティ情報（対応規格や対応伝送方法の能
力情報），周辺無線環境情報（チャネルごとの周辺

AP 数，RSSI（Rece ived s igna l  s t rength
indication）値 , 能力情報）及び運用中情報（帰属
端末台数，収容トラヒック量）に基づいて，以下に
示す手順により，APの見込みスループットが最大
となるようチャネル及び帯域幅を算出し各APに割
り当てる．
（1）各APにおいて，干渉源が存在しないと仮定
した場合の収容トラヒック量に対してチャネルc
及び帯域幅b を割り当て，送信電力p で送信した
場合の見込みスループットの割合を効用関数U
（b,c,p）と定義し，各 AP においてU（b,c,p）が
最大となるb，c，p を算出する .
（2）低スループットエリアを解消するために，
システムスループット見込みが劣化しない条件下
で，あらかじめ設定した効用関数のしきい値以下と
なるAPに対して，U（b,c,p）が最大となるb，c，
p を再度算出する過程を繰り返し実施する．
以上により，稠密環境において課題となる，シス

テム全体のスループット最大化と低スループットエ
リアのスループット改善の両立を制御エンジンは実
現できる．更に，D-SAS を用いる無線 LAN APの
場合，分散的にアンテナ配置されることで，アンテ
ナ素子ごとに無線環境情報が大きく異なるため，そ
れぞれに対して情報を取得する必要があるが，情報
量が膨大になる．しかしその場合でも，上記制御エ
ンジンのアルゴリズムにより，性能を十分生かせる
パラメータ設定が可能である．そのほか，無線リ
ソース制御エンジンは，APに周波数チャネルの帯
域幅を優先的に割り当てるプレミアエリアなどの設
定も可能であり，柔軟なシステム設計を行うことも
できる．
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図 9　車両内のAPの設置の一例

3.3　実証試験結果
本節では，様々な稠密環境のうち，列車環境及び

スタジアム環境という二つのユースケースにおいて
実証試験を行った結果を紹介する．
初めに，列車内環境についてである．第 5世代

移動通信システム（5G）を地上と高速移動体間の
モバイルバックホールに用い，無線 LANを乗客な
どのエンドユーザのアクセス手段として活用する
ムービングセルのネットワーク構成が期待されてい
る（6）．上記構成にすることで，5Gセルラ基地局は
地上と高速移動体間の大容量通信のみ行えばよいた
め，多数乗客それぞれに対してビームフォーミング
が不要であったり，ミリ波などの高周波における高
速移動体のきょう体などによる遮蔽減衰が回避でき
たりという利点がある．また，無線 LANを列車内
で活用することで，既にスマートフォンやタブレッ
トに実装されている無線 LANを活用でき，導入コ
スト削減も期待できる．しかしながら，列車内にお
ける多数ユーザに対して通信可能とするためには，
APを多数設置しなければならず，稠密環境におけ
る干渉問題が起こる．
そこで，本稿では，東武鉄道の協力の下，東武ス

カイツリーラインの 2，3両目に無線 LAN環境を
構築し実証試験を行った結果を紹介する．図 9は，
APの配置の一例である．APは各車両に 2台ずつ
合計 4台配置し，D-SAS を用いるAPは 6mの RF

図10　4AP のときの D-SAS と集中アンテナのスルー
プット比較

ケーブルで外付けアンテナ部と接続される．外付け
アンテナ部の指向性は，図 6（a）に示すようにAP
本体の中央方向に設定することで，エリア内の端末
に対する送受信電力を高めるとともに，エリア外の
端末やAPに対して干渉電力を低減する．比較のた
め，従来APとしてアンテナ利得 2.5dBi のホイッ
プアンテナを用いる集中アンテナでの評価も行っ
た．端末は，Galaxy S8 を用い，各APに 10 台ず
つ接続した．チャネルは，同一車両内の 2台のAP
は，それぞれ 36+40ch と 44+48ch の 40MHz 帯
域幅とし，車両間では同一のチャネルを用いた．な
お，詳細の実験諸元については文献（7）を参照さ
れたい．
図 10に AP数を 4としたときのスループットの

比較を示す．フルバッファでAPから端末へ伝送さ
せたとき，従来の集中アンテナを用いる場合のシス
テムスループットは 386.8Mbit/s に対して，D-SAS
は 696.8Mbit/s であり，スループットが 1.8 倍向
上していることが分かる．これは，従来の場合，他
車両への干渉が大きいため，CSMA/CA によりパ
ケットの送信タイミングをずらして通信しなければ
ならない．一方，D-SAS の場合，他車両への干渉
が CSMA/CA のキャリヤセンスしきい値以下へと
低減することができるため，同一チャネルを用いる
二つのAPが同時送信する確率が上がり，AP数に
応じたスループット改善が得られているためであ
る．
次に，スタジアム環境についてである．最近で

は，スタジアムWi-Fi として動画像ストリーミン
グやWebでの情報提供，フードのデリバリーサー
ビスなど様々なコンテンツを提供しているが，スタ
ジアムは，エンターテイメントサービスを行う環境
で最も端末が稠密に存在する環境の一つであり，多
数のユーザを収容するためには多数のAPを高密度
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図11　無線リソース制御エンジンでの柔軟なエリア設計結果

図12　D-SASを用いるAPの配置例

に配置しなくてはならず，干渉が大きな問題とな
る．本稿では，NACK5 スタジアム大宮にて実証実
験を行った結果を以下に示す．
まずは，無線リソース制御エンジンのみを用い，

既設AP46 台に対してパラメータ設定を行った結
果を図 11に示す．プレミア設定なしの場合，多少
APの設置条件などによりエリア差はあるものの，
低いスループットのエリアを低減し，全エリアに対
して一定のスループットを提供できる環境を設定で
きていることが分かる．一方，メインスタンドのあ
る特定のエリア（図の下中央付近）に対して優先的
に無線リソースを割り当てることで，特定のエリア
のみのスループットを上げることも可能であり，柔
軟なエリア設計を実現することができる．
最後に，同スタジアムにおいて，D-SAS を用い

る無線 LAN APと無線リソース制御エンジンを用
いたときの結果を以下に示す．D-SAS を用いるAP
の設置例を図 12に示す．従来技術として，一般的
なアンテナ一体型APを用い，チャネル設定として
は同一の周波数チャネルを用いるAP間の距離をで
きるだけ大きくし，干渉が起きにくいよう設計した

図13　 スタジアム環境におけるスループット評価結果（各AP
に1台ずつ接続，下りTCPトラヒックフルバッファ）

ものを従来技術として比較した．本技術及び従来技
術ともに，AP総数は同じ 150 台程度を全て座席下
に配置し，設定チャネルは無線 LANにおける屋外
利用可能チャネルW56（5.47-5.725 GHz）の 11
チャネルを使用し，帯域幅は 20MHz とした．ま
た，通信速度（スループット）測定時には，チャネ
ル設定後の11チャネルのうち1チャネルを選択し，
同一チャネルを用いるAPに対して，それぞれ 1台
ずつスマートフォンを接続し，APから端末へ下り
の TCP トラヒックを伝送させ，端末をAPそれぞ
れの通信エリア内の複数ポイントに配置し測定した
（8）．結果，図 13に示すように，スタジアム全体の
通信速度であるシステムスループットは，本技術の
場合，従来技術と比較して 2倍を達成することを
確認した．

 4 まとめ

本稿では，次世代無線 LAN 規格である IEEE
802.11ax で採用される見通しとなっているマルチ
ユーザ伝送技術と空間的再利用技術を紹介した．更
に，筆者らが開発した高効率無線 LAN技術として，
D-SAS を用いる無線 LAN AP 及び RATOP アルゴ
リズムを用いる無線リソース制御エンジンを紹介す
るとともに，稠密環境のユースケースを想定した実
証試験の結果を通し，無線 LANシステムにおける
高効率無線 LAN技術の有効性について紹介した．
今後，これらの技術が実装された無線 LANシステ
ムが普及することで，より快適な無線通信が実現さ
れるよう，研究開発に引き続き取り組んでいく．
また，IEEE 802.11 WGには，将来の無線 LAN

標準化に関する議論が始まっている．次世代
60GHz 帯無線 LANである 802.11ay，次世代高精
度ポジショニング技術の 802.11az，ブロードキャ
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  スト機能拡張の 802.11bc，802.11ax の後継規格
となる 802.11be などが既に標準化活動を開始して
おり，無線 LAN機器の普及促進，市場活性化のた
めの標準化活動にも継続的に取り組んでいく予定で
ある．
謝辞　本稿には，NTTコミュニケーションズが

総務省から請け負った平成 30年度「高速移動時に
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OAMモード多重による大容量無線伝送技術
High Capacity Radio Transmission with OAM Mode Multiplexing

平部正司　Masashi Hirabe†　善久竜滋　Ryuji Zenkyu†

宮元裕章　Hiroaki Miyamoto†　生田耕嗣　Koji Ikuta†　佐々木英作　Eisaku Sasaki† 

5Gや Beyond 5G に向けて基地局の大容量化が進み，バックホール，及びフロントホールの大容量化Summary の要求が高まっている．近年，無線通信の大容量化技術としてOAM（Orbital Angular Momentum）
モード多重無線伝送が注目されている．本稿ではOAMモード多重無線伝送をミリ波に適用することによりスモールセル
のバックホール，フロントホールに向けた 100Gbit/s クラスの無線伝送が可能であることを示す．OAMモード多重無線
伝送技術について解説し，筆者らが行ったOAMモード多重無線伝送実験結果について解説する．筆者らは等間隔円形素
子配置アレーアンテナ（UCA：Universal Circular Array）と DBF（Digital Beam-Forming）技術で構成したOAMモード
多重無線伝送実験装置によりE-BANDで屋外伝送実験を行い，8OAMモード多重と偏波多重により 256QAMで 16多重
の伝送を達成した．

Key Words 軌道角運動量，OAMモード，ラゲール・ガウス分布，多重無線伝送

 1 はじめに

第 5世代移動通信システム（5G）や Beyond 5G
に向けて基地局の大容量化の検討が進められてお
り，Massive MIMO等、多数のアンテナを用いた
基地局の検討が盛んに行われている．このような多
数のアンテナを持つ大容量基地局により移動通信
ネットワークを構築するためには，基地局とコア
ネットワークをつなぐバックホールや，RF装置と
通信信号処理装置をつなぐフロントホールの大容量
化も必要となり，100Gbit/s クラスの通信路が必要
となる．また，サブ 6GHz やミリ波が活用される
ようになり，スモールセルでのエリア展開が進展す

ると，多数の基地局を設置することが必要になる．
このような状況では，基地局と移動通信ネットワー
クを光ファイバだけで構築することが困難になり，
無線通信による接続も必要となる（図 1）．そのた
め無線通信においても 100Gbit/s クラスの無線通
信技術が必要となる．
これまで無線通信の大容量化は，変調速度の高速

化や変調方式の高多値化により進められてきた．し
かし，所要 CN比（Carrier to Noise Ratio）や所
要周波数帯域幅の点で限界がある．そこで筆者ら
は，近年，大容量化伝送技術として注目されている
電磁波の軌道角運動量（OAM：Orbital Angular 
Momentum）によるOAMモード多重無線伝送技

図1　5G，Beyond 5Gにおける移動通信ネットワーク

† 日本電気株式会社，川崎市
NEC Corporation, Kawasaki-shi, 211-8666 Japan
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術に着目して 100Gbit/s クラスの無線伝送技術の
研究開発を始めた．
本稿ではOAMモード多重無線伝送技術について

取り上げ，OAMモード多重無線伝送技術を解説し，
これまで提案されているOAMモードの生成・分離
方法を紹介し，筆者らが実施した屋外伝送実験の結
果を示して，OAMモード多重無線伝送技術による
大容量無線伝送の可能性について解説する．

なるドーナツ状の分布となる．また，位相の回転方
向によりプラスとマイナスのモードが存在する．
モード 0は等位相面の回転はなく，伝搬軸に垂直
な面で一様な位相分布になっており，従来の平面波
に相当する．
伝搬軸に垂直な面上のOAMモードの振幅分布，

及び位相分布を図 3に示す．この図から分かるよ
うにモード番号が大きいほどドーナツ状の電磁界分

 2 OAMモード多重無線伝送技術

２.１　OAMとは
OAMとは軌道角運動量のことで，電磁波にも軌

道角運動量が存在することが知られている（1）．軌
道角運動量には直交する無限のモードが存在し，こ
れらのモードに情報信号を載せて伝送を行うことで
大きな多重数の多重伝送が期待できる．また，
OAMモードと偏波は独立した電磁波のパラメータ
であるため，OAMモードによる多重と同時に直交
する偏波による多重を行うことが可能であるため，
偏波多重を用いることで更に多重数を 2倍に拡大
することができる．
OAMモードはラゲール陪多項式を用いて表され

るラゲール・ガウス分布になっている（1）．ラゲー
ル・ガウス分布で表されたOAMモードの等位相面
は図 2に示すようにらせん状に回転して伝搬する．
その位相の回転は伝搬する軸（z軸）を中心に 2π
の整数倍になっている．そのため伝搬軸上では電磁
波は打ち消され，電磁波の振幅分布は中心でゼロと

図2　OAMモードの等位相面の変化の様子

（a）振幅分布

（b）位相分布

図3　OAMモードの電磁界分布

図4　各OAMモードの指向性パターン
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布の径は大きくなり，エネルギーの広がりは大きく
なる．また，電磁界分布がドーナツ状になっている
ということは，図 4に示すように指向性パターン
が円すい状になっていることを示している．した
がって，図 5に示すように遠方になるほどドーナ
ツの径は大きくなり，エネルギーが空間的に分散し
てしまうことになる．そのため有限の大きさの開口
を持ったアンテナでエネルギーを集めるためには伝
搬距離が制限されることになる．図 6に伝搬距離
に対するドーナツ状の電磁界分布のピークの直径を
計算した結果を示す（2）．80GHz と 150GHz につ

図5　OAMモードの伝搬の様子

図6　OAMモードの電磁界分布の広がり方

いて計算したもので，このグラフから分かるように
同じ大きさの波源から放射した場合に，周波数が高
いほどエネルギーの広がり方は小さく，より遠方ま
で伝搬させることができる．波源の大きさと同程度
の開口のアンテナで受信すると考えた場合，直径
600mmのアンテナを用いて，80GHz では 40m程
度，150GHz では 100m程度まで通信が可能と予
測される．このように，OAMモードによる通信を
ミリ波に適用することで，実用的なサイズのアンテ
ナでスモールセルに適用可能な伝送距離（数十～
100m）の通信が可能と考えられる．

２.２　OAMモードの生成・分離方法
これまでに提案されているOAMモードの生成方

法を図 7に示す．大きく分けると単一モードを生
成するアンテナと複数モードを生成するアンテナに
分けられる．単一モードを生成するアンテナを用い
てOAMモード多重無線伝送を行うためには，ハー
フミラー等を用いて複数のアンテナから生成された
OAMモードを空間的に合成して多重を行う必要が
ある．
単一モードを生成するアンテナとしては，らせん

状に反射鏡を変形させたらせんパラボラ（3），誘電
体の厚みをらせん状に加工したらせん位相プレート
（SPP：Spiral Phase Plate）（4）などが提案されて
いる．
複数モードを生成するアンテナとしては，等間隔

円形素子配置アレーアンテナ（UCA：Universal
Circular Array）を用いた方法が提案されており，
給電方法によりアナログ給電型とディジタル給電型
がある．アナログ給電型には，単一モードを生成す
る大きさの異なるUCAを同心円状に配置した多重
UCA（5）と，バトラーマトリックスにより給電した
単一のUCA（6）がある．ディジタル給電型は各アン

図7　OAMモード生成方法の分類
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図５ OAMモードの伝搬の様子
図８ 8素子 OAM用 UCAの位相分布

（a）振幅分布

（b）位相分布

図９ 8素子 UCAにより生成した OAMモードの

電磁界分布の計算値

 

            

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

テナ素子の励振位相，励振振幅をディジタル領域で
制御するDBF（Digital Beam-Forming）による方
法である（7），（8）．また，小形のUCAを一放射器と
して用いて給電したパラボラアンテナ（9）やレンズ
アンテナ（10）がある．
受信側も同様のアンテナを用いることで，複数の

OAMモードが合成されて伝搬してきた電磁波から
各OAMモードを分離し，抽出することができる．

 3 UCAによるOAMモード生成・分離

本章では比較的簡単で小形な構成で実現するこ
とができるUCAを用いたOAMモード多重無線伝
送について解説する．
円周上に等間隔に配置したアンテナ素子に式（1）

で与えられる位相を与えることでOAMモードを生
成することができる．また，受信側ではUCAの各
アンテナ素子で受信した信号に式（1）で与えられ
るものの反対の符号の位相により重み付けして合成
することにより所望のOAMモードを抽出すること
ができる．UCAにより生成できるモード数はアン
テナ素子数N となる．

2𝜋𝜋𝑚𝑚𝑚𝑚
Φmn = (1)𝑁𝑁
ⅿ：モード番号m
nn：アンテナ番号
NN：アンテナ素子数

図 8に 8素子 UCAによりOAMモードを生成，
分離するための位相分布を示す．アンテナ素子数は
8であるため，生成できるモード数は 8個となる．
図 8の位相分布のUCAにより生成されるOAM

モードの電磁界分布の計算値を図 9に示す．これ
らは，UCAの直径はφ 200mm，周波数は 5.2GHz
で，アンテナから 1m 離れた地点の 900mm×
900mmの平面内の電磁界分布を計算したものであ
る．
アナログ給電型多重UCA（5）では，所望のモード

の位相分布を生成する給電回路で給電された大きさ
の異なる複数のUCAを同心円状に配置することで
複数モードの生成，分離ができる．アナログ給電型
バトラーマトリックス給電UCA（6）では，一つの
UCAをバトラーマトリックスにより給電し，バト
ラーマトリックスの給電ポートごとに異なる位相分
布でUCAを励振することができる．バトラーマト
リックスにより得られる位相分布は式（1）で与え
られる位相分布と一致しており，複数のOAMモー
ドを同時に生成，分離することができる．

（a）振幅分布

（b）位相分布

図8　8素子OAM用UCAの位相分布

図9　8素子UCAにより生成したOAMモードの
電磁界分布の計算値

ディジタル給電型UCAは，給電部がDBF の構
成となっており，各アンテナ素子の位相分布はディ
ジタル信号処理で制御され，OAMモードを生成，
分離することができる．

 4 OAMモード多重無線伝送実験

筆者らはディジタル給電型 UCA による OAM
モード多重無線伝送の実験装置を開発して伝送実験
を行った．最初にOAMモード多重無線伝送の基本
特性を確認するため，5.2GHz の直交偏波共用パッ
チアンテナをアンテナ素子として構成したUCAに
より電波暗室で伝送実験を行った．次にミリ波帯に
おいて伝送距離数十～100mのOAMモード多重無
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（a）振幅分布

（b）位相分布

図10　 5.2GHz 8 素子UCAにより生成した
OAMモードの電磁界分布の測定値

線伝送が可能であることを確認するため，E-BAND
（71～86GHz）の実験装置を開発して伝送距離
40mの屋外伝送実験を行った．

４.１　OAMモード電磁界分布測定（11）

5.2GHz 8 素子 UCAを用いてOAMモードの電
磁界分布を測定した．測定結果の振幅分布，及び位
相分布を図 10 に示す．UCA の直径はφ 200mm
で，1m離れた地点の 900mm×900mmの平面内
の電磁界分布の測定を行った結果である．各OAM
モードともUCAにより生成される電磁界分布の計
算値（図 9）と同様の電磁界分布となっており，
OAMモードが正しく生成されていることが分か
る．

４.２　5.2GHz電波暗室伝送実験（7），（11），（12）

ソフトウェア無線により構築した 16チャネルの
OAM実験装置を用いて 8OAMモード多重と直交
偏波多重を同時に用いた無線伝送実験を行った．電
波暗室内で 7m の距離で，φ 800mm の 8 素子
UCAを対向して伝送実験を行った．表 1に実験の
仕様諸元を示す．
送信側では，ディジタル信号処理で複数のOAM

モードを生成し，それらを合成して各アンテナ素子
から送信する．理論的には受信側の各アンテナ素子
で受信した信号に式（1）の反対符号で与えられる
位相分布により重み付けして合成することにより，
所望のOAMモードの抽出を行うことができる．し
かし，実際の装置を用いた実伝搬路における伝送で
は，送受信装置の不完全性，送受アンテナのアライ
メントの不完全性等により，受信側のアンテナ素子

表１　5.2GHz OAM実験の仕様諸元

周波数 5.2GHz

変調速度 100Mbaud

変調方式 QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

アンテナ形式 等間隔円形素子配置アレーアンテナ

偏波 +45°偏波＆ -45°偏波

アンテナ素子形式 直交偏波共用円形パッチアンテナ

アンテナ素子数 8

アンテナ素子利得 7.5dBi

アレー径 φ 800mm

伝送距離 7m

OAMモード分離方式 ZF適応信号処理

出力端で見たOAMモードの電磁界分布が乱れるた
め，式（1）の反対符号で与えられる位相分布によ
る重み付け合成では大きなモード間干渉が発生す
る．そのため，受信側では各アンテナ素子で受信し
た信号をディジタル信号に変換し，ZF（Zero
Forcing）アルゴリズムによる適応信号処理を行う
ことによって所望のOAMモードを抽出した．この
伝送実験で，変調速度 100Mbaud，変調方式
16QAM，16 多重（8OAM モード多重 ×2 偏波）
の伝送を行うことができた．そのときの受信コンス
タレーション，及び SINR（Signal to Interference 
plus Noise Ratio）を図 11 に示す．図 11（a）は
各OAMモードの受信 SINRで，右側は+45° 偏波，
左側は -45° 偏波のものである．図 11（b）は
16QAMの受信コンスタレーションで，上の段は
+45° 偏波の各モードの，下の段は -45° 偏波の各
モードのものである．
5.2GHz で開口φ 800mmのアンテナの近傍領域

（フレネル領域）と遠方領域の境界は 22mで，実
験を行った 7mは近傍領域となる．そのため，アン
テナ開口面が伝搬路を大きく遮ることになり，大き
な反射が発生してアンテナ間で多重反射が発生す
る．図 12 に送受アンテナ間で測定した遅延プロ
ファイルを示す．この遅延プロファイルは横軸を伝
搬距離に換算したもので，14m間隔で信号が到達
しており，7m離れた送受のアンテナ間で多重反射
が発生していることが分かる．送信，受信側のアン
テナ素子開口を除いたアンテナ面に電波吸収体を張
り付けて測定を行ったところ，多重反射の成分を抑
圧することができた．OAMモード伝送では，アン
テナ直径に対して伝送距離が短くなるためにこのよ
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（a）SINR 

（b）受信コンスタレーション

図11　5.2GHz OAMモード多重伝送実験結果

吸収体なし

吸収体あり

図12　5.2GHz OAM実験時の遅延プロファイル

うなアンテナ間多重反射が発生し，OAMモード多 させて反射波を横に反らせたりすることによって抑
重無線伝送における課題の一つである．アンテナ間 制することができた．図 11に示した特性は電波吸
の多重反射は，アンテナ面に電波吸収体を張り付け 収体を張り付けて多重反射を抑圧した状態での特性
て反射波を減衰させたり，アンテナを僅かにチルト である．
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４.３　E-BAND屋外伝送実験（13）

FPGA を用いてリアルタイムで動作する 16CH
の OAM 実験装置を開発し，84.5GHz にて屋外
40mの OAMモード多重無線伝送実験を行った．
表 2に E-BAND OAM実験装置の仕様諸元，図 13
に実験装置の写真を示す．また，図 14に実験装置
の機能ブロック図を示す．
8素子 UCA のアンテナ素子としてレンズ付き

ホーンアンテナを用いた．各アンテナ素子には
OMT（Orthomode Transducer）を介して 2台の
E-BANDコ ンバータが接続されており，5GHz 帯
の IF 信号で変復調装置に接続されている．送信側
では，変調装置内の FPGA で 8 個の OAMモード
を生成，合成して各アンテナ素子から送信する．受
信側では各アンテナ素子で受信した信号は復調装置

表2　E-BAND OAM 実験の仕様諸元

周波数 84.5GHz

変調速度 115.2Mbaud

変調方式 QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

アンテナ形式 等間隔円形素子配置アレーアンテナ

偏波 V偏波＆H偏波

アンテナ素子形式 レンズ付きホーンアンテナ

アンテナ素子数 8

アンテナ素子利得 33dBi

アレー径 φ 535mm

伝送距離 40m

OAMモード分離方式 MMSE適応信号処理
偏波間干渉キャンセラ

図13　E-BAND OAM実験装置の構成

に 送 ら れ， 復 調 装 置 内 の FPGA で MMSE
（Minimum Mean Squared Error）アルゴリズム
による適応信号処理によって所望のOAMモードを
抽出し，復調される．
伝搬状況を確認するため送受アンテナ間の遅延プ

ロファイルを測定した結果を図15に示す．5.2GHz
実験で見られたようなアンテナ間多重反射は見られ
ないが，それとは異なる反射波が見られた．この反
射波は，受信アンテナで反射した波が，送信アンテ
ナ後方にある建物で反射して受信アンテナに戻って
きたものに相当する．これはアンテナ面に電波吸収
体を張り付けることで抑圧することができた．図
16に単一偏波にてOAMモード多重無線伝送を行っ
た結果を示す．アンテナ面に電波吸収体を張り付け
て反射波を抑圧することで変調速度 115.2Mbaud，
変調方式 256QAM，8モード多重の伝送を行うこ
とができた．SINRは OAMモード間でばらつきが
あり、電波吸収体ありの場合はモード +2で 36dB
（最大），モード -1 で 32dB（最小）となっている．
同様にコンスタレーションの収束度にもばらつきが
見られる．電波吸収体を貼らずに反射波が存在する
状態では SINR が 5～10dB 劣化し，64QAM，8
モード多重までの伝送しかできなかった．
更に偏波間干渉キャンセラ（XPIC：Cross

Polarization Interference Canceller）を実装して
直交偏波多重を同時に行い，電波吸収体を張り付け
て反射波を抑圧した状態で図 17に示すように変調
速 度 115.2Mbaud，256QAM，16 多 重（8OAM
モード×2偏波）の伝送を行うことができた．この
際に単一偏波，8モード多重時と同じ SINR特性と
なっており，偏波間の干渉はXPIC により完全に除
去されていることが分かる．

 5 むすび

E-BAND におけるOAMモード多重無線伝送実
験において 14.7Gbit/s（115.2Mbaud×8 ビット ×
16 多重）の伝送を実現した．OAM実験装置は
FPGA により変復調器を構築したため変調速度
115.2Mbaud となっているが，LSI 化を進めること
によって変調速度 1Gbaud 程度まで高速化するこ
とは可能で，LSI 化により 100Gbit/s を超える大容
量化も可能であると考えられる．
また，理論的には D-BAND に適用することで

100mの OAMモード多重無線伝送が可能で，5G
や Beyond 5Gのスモールセルのバックホールやフ
ロントホールに用いることが可能と考えられる．今
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（a）送信局

（b）受信局

図14　E-BAND OAM実験装置のブロック図
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図15　E-BAND OAM実験時の遅延プロファイル

（a）各OAMモードのSINR

（b）各OAMモードの受信コンスタレーション

（a）各OAMモードのSINR

（b）各OAMモードの受信コンスタレーション

図16　8OAM モード多重無線伝送実験結果 図17　8OAM モード多重＆直交偏波多重無線伝送実験結果

後，筆者らはD-BANDでの屋外伝送実験を実施し ける大容量伝送を実現するOAMモード多重伝送技
ていく予定である． 術の研究開発」により実施されたものである．
謝辞　本報告は，総務省委託研究「ミリ波帯にお
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大容量通信を実現する，大容量通信を実現する，

　

宇宙光通信の研究開発動向
Research and Development Trends of Space Optical Communications for Realizing 
Large Capacity Communication

荒木智宏　Tomohiro Araki†

長い助走期間を終えて，宇宙での光通信はようやく実用段階に到達した．本論文では，まず宇宙光通信のSummary れい明期からの歴史について概説する．次に，世界の宇宙光通信の研究開発動向について距離別に分類し
述べる．更に，宇宙光通信を実現するための技術及び課題を，主に大容量通信技術の観点から紹介する．その中で，特に送受
信技術については，IoT時代を支える大容量通信技術である光ファイバ通信システム・デバイス技術の成果を活用していること
を，国際標準化の動向とともに紹介する．

Key Words 宇宙，光通信，通信方式，大容量通信

 1 宇宙光通信とは

読者の皆さんは，「光通信」と聞いて何を思い浮
かべるだろうか．本誌の読者であれば，まず間違い
なく光ファイバを用いた有線の光ファイバ通信を思
い浮かべることであろう．しかし，本論文で取り上
げるのは宇宙での衛星と衛星の間，若しくは衛星と
光地上局（電波のアンテナの代わりに，光学望遠鏡
＝光アンテナを備える，衛星と光通信を行うための
施設）の間の，無線の光通信についてである．

地上の光ファイバ通信技術では，10 年ごとにほ
ぼ 2 桁の大容量化が実現された．現在では一人一
人がスマートフォンで数十 Mbit/s のデータ伝送速
度を日常的に扱い，動画像ストリーミングや SNS
を楽しんでいるが，これらを実現するのは基地局間
を結ぶ大容量光ファイバ網である．一方，人類の宇
宙活動でも，例えば地球観測衛星の観測センサの分
解能向上，観測領域の拡大に伴い，伝送すべきデー
タ量は増大し続けており，地上同様に大容量通信が
望まれている．また，民間の商用通信衛星において
も，very High Throughput Satellite（vHTS）と呼
ば れ る， 衛 星 1 機 で 数 百 Gbit/s， 将 来 的 に は
1Tbit/s を超える通信容量を持つ衛星が登場しつつ
あり，衛星－ゲートウェイ局（衛星基地局）間の通
信に光通信の活用の検討が始まっている（1）．衛星
間や衛星－地上間の無線の光通信である宇宙光通信

† 宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター，つくば市
Japan Aerospace Exploration Agency Tsukuba
Space Center, Tsukuba-shi, 300-8505 Japan

は，今後の宇宙データ伝送システムにおいて以下の
理由で飛躍的な大容量通信の実現と，軽量小形化・
低消費電力化を可能とするものと期待されている（2）． 

˜ 電波に比べてほぼ 4 桁高周波帯域であり，
例 え ば 波 長 1530-1570 nm 帯 で は ほ ぼ 5 
THz（191.0〜195.9THz）の帯域が使用可
能である．

˜ 電波帯域と異なり，周波数干渉に伴う使用周
波数や帯域幅等の制約が今のところ存在しな
い．

˜ 送信ビームの集光性（直進性）が高く，秘
匿性に優れる．この特徴は高い指向精度が必
要になることも意味する．

˜ アンテナ径を小さくできるために軽量小形化
が期待できる．

本論文の構成は次のとおりである．2.では，宇
宙光通信の特徴とこれまでの歴史を概説する．3.で
は，宇宙光通信を距離別に分類し，世界の最新研究
開発動向を述べる．4.では，主に大容量通信技術
に焦点を当てた技術動向と課題の紹介を行う．5.は
本論文のまとめである．

 2 宇宙光通信の特徴と歴史

21 世紀の最初の 10 年までは，前章で述べた高い
集光性に伴う高精度指向の実現が技術的な課題で
あった．必要な精度を電波（RF：Radio Frequency）
通信と比較してみよう．例えば JAXA の地球観測衛
星「だいち 2 号」に搭載された，Ka バンド（26GHz
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帯）を用いた衛星間通信用アンテナ（3）は直径 77㎝
のアンテナをステッピングモータを用いて駆動系と
し，指向精度 0.29deg（5mrad）を達成しており，
自機と当時のデータ中継衛星「こだま」の軌道情報
を基にしたオープンループでの指向制御で，「だい
ち 2 号」－「こだま」間の衛星間通信が可能であっ
た．一方，光通信は，光アンテナ径 10cm と使用
波長 1.55˜m を想定すると，ビーム広がり（半値
半幅）は 10˜rad となり，電波の 5mrad と比べて
ほぼ 4 桁高い 1˜rad （約 0.00006deg）オーダの指
向制御精度が必要となる．大雑把にこれをたとえる
と，富士山頂にあるサッカーボールを，100km 離
れた東京スカイツリーから狙うことになる（図 1）．
有名な劇画の主人公，世界一のスナイパーの「ゴル
ゴ 13」も真っ青になるであろう高精度であり，送
信側からの一方的なオープンループ指向制御ではこ
の精度の実現は困難である．そのため、通信相手か
らのレーザを受信し，その方向にレーザを送り返し
て回線を確立・維持する「捕捉追尾」技術が，電波
とは比べ物にならないほど重要になる．

ここから宇宙光通信の歴史を紹介する．宇宙光通
信の研究は，欧米では 1970 年代より行われてい

図1　宇宙光通信における指向精度のたとえ

図2　「きらり」軌道上実験想像図

（4）た（2）， ．今となってはいささか信じ難いことに，
当時は炭酸ガスレーザの使用が考えられていた．我
が国においては，研究の開始については遅れを取っ
たが，実際に衛星に搭載しての軌道上実験は世界に
先んじている．郵政省通信総合研究所（当時，現
NICT・情報通信研究機構）が開発し，宇宙開発事
業団（当時，現 JAXA）が開発した「きく 6 号」

（ETS-6:Engineering Test Satellite 6）に搭載され
た，レーザ通信装置（LCE:Laser Communication 
Equipment）による，衛星－地上間光通信の実現

（1994 年）が，世界初の宇宙光通信であった（5）．
欧州宇宙機関（ESA:European Space Agency）

は，1990 年代に光衛星間通信システムの開発を進
め，フランスの地球観測衛星 SPOT-4（1997 年打
上げ ）と，ESA の 静 止 通 信 実 験 衛 星 ARTEMIS

（2001 年打上げ）との間での衛星間光通信に世界で
初めて成功した（4）．また，SPOT-4 から ARTEMIS
への衛星間光通信を用いた光データ中継による実
データ伝送も行われた．加えて，JAXA が 2005 年
に打ち上げた光衛星間通信実験衛星「きらり」

（OICETS:Optical Inter-orbit Communications
Engineering Test Satellite）と ARTEMIS の間で，
異なる機関間での世界初の衛星間光通信，及び双方
向通信に成功した（6）．なお「きらり」は，NICT と
の協力の下に，世界初の低軌道（LEO:Low earth 
orbit）衛星－地上間の光通信実験にも成功してい
る．「きらり」の軌道上実験のイメージ図を図 2 に，

「きらり」の光通信装置の外観を図 3 に示す．
以上の実験は，送信側に波長 0.8˜m 帯のひ化ガ

リウム・アルミニウム（GaAlAs:Gallium-Aluminum
Arsenide）－レーザダイオード（LD:Laser Diode），
受 信 側 に ア バ ラ ン シ フ ォ ト ダ イ オ ー ド

図3　「きらり」の光通信装置の外観
光アンテナ径26㎝，熱ひずみによる変形を防ぐため，鏡
面に加え鏡筒とトラスも全て低膨張ガラスで構成された構
造となっている．
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（APD:Avalanche Photo-Diode）を用いた，強度
変 調・ 直 接 検 出（IM/DD:Intensity Modulation, 
Direct Detection）によるものである．通信速度は

「 き ら り 」 か ら ARTEMIS へ の 伝 送 レ ー ト で，
50Mbit/s（ARTEMIS から「きらり」への伝送レー
トが 2Mbit/s）にすぎず，前述の高精度な捕捉追尾
を達成し宇宙光通信が実現可能であることを立証す
るためのミッションであった．なお，このとき「き
らり 」で使用された LD は，定格出力 300mW

（CW, 単一モード）の GaAlAs-LD で，「きらり」開
発スタート時の 1994 年時点では世界最高出力のも
のであった．

現在この出力の単一モード LD は，CD/DVD 書
込み用 LD として，安価かつ幅広く使用されている．
波長 0.8˜m 帯を用いた宇宙光通信は，3.以降に述
べるように現在から将来の大容量通信衛星に用いら
れてはおらず，いわば宇宙光通信のれい明期を支え
た技術と言える．ただし，最近になって情報セキュ
リティの観点から強い関心を集めている，衛星を用
いた量子鍵配送においては，世界初の実験（7）にお
いて用いられており，用途を変えて使い続けられて
いる．

本章の最後に，図 2 にまつわる小話を紹介する．
光アンテナ（望遠鏡）からレーザを送信しているこ
の図はインパクトがあるのか，「ゴルゴ 13」にこの
図を参考にしたとしか思えない絵が出てきたエピ
ソードがある（8）．残念ながら，宇宙光通信の実験
衛星としてではなく，別目的の衛星としてであっ
た．当時の筆者の周りは，「『きらり』が『ゴルゴ
13』に載ったぞ！もっとも，〇〇衛星としてだけ

ど」と微苦笑をしていたものである．

 3 宇宙光通信の分類ごとの動向

3.1　宇宙光通信の分類
本論文では，宇宙光通信をその通信距離によって

3 種類に分類する．図 4 にその概要を示す．
まず，①地球からの距離がおよそ 38 万 km 上で

ある月や，惑星（火星で 0.4 億 km から 2 億 km）
との，超長距離通信である．次に，②地球の赤道
上，およそ地表から距離 36,000km の静止軌道

（GEO:Geostationaly Earth Orbit）上の静止衛星
を中心とする宇宙光通信である．中軌道と呼ばれる
高度 20,000km 程度の軌道上の衛星を使用する通
信もここに含める．最後に，③おおむね地表から高
度 400km〜1,000km を周回する低軌道（LEO:Low 
earth orbit）衛星が主体となる，LEO 衛星間，及
び LEO 衛星－地上間の距離が 1,000〜2,000km の
宇 宙 光 通 信 で あ る． 国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョ ン

（ISS:International Space Station） も 高 度 約
400km の低軌道上を周回しており、ここに分類さ
れる．

3.2　月・惑星との光通信
まず，月惑星との光通信について簡単に紹介す

る．地球近傍における光通信においては日欧に先行
を 許 し た , 米 国 航 空 宇 宙 局（NASA:National 
Aeronautics and Space Administration）であっ
たが，月探査機からの光通信は 2013 年に打ち上げ
た月探査機 LADEE と光地上局との間で，世界で初

図4　宇宙光通信の分類
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めて成功している（9）．光地上局は米国内 2 か所及
び ESA のカナリア諸島テネリフェ山頂の光地上局
の，計 3 か所との光通信に成功している．

現在，この実績を基に，NASA ジェット推進研
究所（JPL:Jet Propulsion Laboratory）を中心と
して小惑星探査機 Psyche との，惑星間距離での光
通信実験が計画中である（10）．

3.3　静止衛星を用いた光通信
ARTEMIS，及び「きらり」の成功を受け，宇宙

光通信は，LEO 地球観測衛星のデータを静止衛星
で中継する，光データ中継の分野から高速化と実用
化の時代に移った．

ここでデータ中継について簡単にまとめる．低軌
道衛星が，日本の地上局（例えば JAXA 勝浦局）
と通信できる範囲は，図 5 の明るい範囲のみであ
り，低軌道衛星がこの範囲を通過する 1 日に 4 回
程度，1 回当り 10 分前後しか通信を行うことがで
きない．一方，静止軌道からは常に地球のほぼ半分
と通信できる．そこで，低軌道衛星⇔データ中継衛
星⇔地上局とデータ中継衛星を介して通信を行うこ
とで，低軌道衛星と地上局間で長時間の通信を行う
ことが，データ中継である．JAXA が打ち上げて運
用していたデータ中継衛星「こだま」が低軌道衛星
と通信可能な範囲を図 6 に示す，なお，低軌道衛
星⇔データ衛星の回線を衛星間回線，データ衛星⇔
地上局の回線をフィーダリンクと呼ぶことが多い．

静止軌道に複数機の中継衛星を配置すれば，常に
低軌道衛星と通信を行うことができる．米国は，ス
ペースシャトルや国際宇宙ステーションと 24 時間
切れることのない通信回線の確保のため．1983 年
か ら Tracking and Data Relay Satellite （TDRS）
を延べ 12 機打ち上げ，10 機が運用中である（11）．
JAXA の宇宙飛行士が ISS に搭乗した際にテレビ中
継 を 行 う こ と が あ る が， こ れ は 全 て NASA の
TDRS 経由で行われている．

電波による通信と比較して，宇宙光通信において
特徴的なのは，宇宙通信全体から見ればニッチな分
野と言ってよい実用化が衛星間回線から始まったこ
とである．これは，光通信の弱点として，大気の揺
らぎや水蒸気に弱く，特に雲や霧があると遮断され
てしまうことに起因する．つまり，大気のない宇宙
空間での通信である衛星間通信に光通信を割り当
て，電波は衛星－地上間回線（フィーダリンク）に
専ら割り当てることで，限られた電波資源を有効利
用するという考え方によっている．

ESA は， 独 航 空 宇 宙 セ ン タ ー（DLR:Das 
Deutsche Zentrum fur Luft- und Raumfahrt）が
開発した技術を用いて欧州データ中継システム

（EDRS:European Data Relay System） を 運 用・
開発中であり，従来の電波による通信では困難な超
高速通信を可能とする光通信技術を実用化してい
る．これはドイツが開発した狭線幅 Nd:YAG レー
ザ を 用 い た，2 位 相 シ フ ト キ ー イ ン グ（BIT/
SK:Binary Phase-Shift Keying）変調と，ホモダイ
ン検波による復調技術により，ユーザデータ伝送
レート 1.8Gbit/s，変復調レート 2.8Gbit/s を実現
している．EDRS から地上までは波長と偏波で 4 多
重化した Ka バンド回線で伝送される．EDRS では，
ALPHASAT 衛星（2013 年）での軌道上実証を完
了し，静止のデータ中継である EDRS-A（2016
年），EDRS-C（2019 年打上げ予定）と，ESA の地
球観測衛星である SENTINEL 衛星シリーズとの間
で，光データ中継の実運用を開始している（12）．な
お EDRS 計画は，ESA と AIRBUS 社が費用を折半
する官民共同プロジェクトとして推進されている．
EDRS-A, C は大西洋上の静止衛星であるが，3 機
目の EDRS-D はアジア・オセアニア地区上空の静
止衛星への相乗りを予定しており，我が国のスカ
パー JSAT 社が Airbus 社に協力する予定である（13）．

米国では，衛星間光通信と光によるフィーダリン
ク の 実 験 を 併 せ て 行 う Laser Communications 

図5　低軌道衛星が勝浦局と通信可能な範囲 図6　低軌道衛星が ｢こだま｣ と通信可能な範囲
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Relay Demonstration（LCRD）という光通信実験
ミッション（14）が，2020 年（文献では 2019 年と
あるが延期されている）に打上げ予定である．本
ミッションはマサチューセッツ工科大リンカーン研

（MIT-LL:Massachusetts Institute of Technology
Lincoln Laboratory）が波長 1.5˜m 帯での光ファ
イバ通信の技術を踏まえて , 永年研究開発を行って
きた成果である，遅延線検波差動位相キーイング

（DD-DPSK:Delay line Detection,Differential
Phase Shift Keying）等を NASA が採用したもの
である．ユーザデータ伝送レート 1.24Gbit/s，変
復調速度 2.88 Gbit/s（符号化率 1/2）での光通信
実験を行う予定である．

また NASA は，ハワイの山頂や砂漠に光地上局
を置いて，主に光で静止衛星から地上への伝送を実
現しようとしている．ただし，Ka バンドによる
フィーダリンクも次期 TDRS の実用段階では併用
する計画である．低軌道上の国際宇宙ステーション
間で通信実験を行う ILLUMA-T という計画も進ん
でいる（15）．

筆者が属する JAXA は，2019 年度打上げを目指
し た 静 止 衛 星 で あ る 光 デ ー タ 中 継 衛 星

（JDRS:Japanese Data Relay System）を開発中で
ある（16），（17）．JDRS は，JAXA が開発中の LEO の
高分解能地球観測衛星である，ALOS-3, ALOS-4

（共に 2020 年度打上げ予定）から，ユーザ伝送レー
ト 1.8Gbit/s でのデータ伝送を実証し、更に実用化
する予定である．JDRS の軌道上イメージを図 7 に
示す．衛星間光通信では，NASA と同様に 1.5˜m
帯の DD-DPSK を使用する．一方，静止衛星から
地上へのフィーダリンクには，前述の EDRS と同
じく雲による影響を受けない Ka バンドを用いる．

図7　JDRSの軌道上イメージ（16）

我が国は世界的に見ても雲が多く（18），EDRS と同
様にフィーダリンクには Ka バンドのみを用いてお
り，フィーダリンクに関しては光に重きを置く
NASA と異なっている．

また NICT は，2021 年度の打上げを予定する技
術 試 験 衛 星（ETS:Engineering Test Satellite）9
号機に搭載される，静止衛星－地上間の光通信によ
る超高速データ伝送（10Gbit/s 以上）の実証実験
のための宇宙光通信機器 HICALI（High Speed 
Commun ica t i on  w i th  Advanced  La se r
Instrument）を開発中である（19），（20）．　

表 1 に，これらのミッションの比較を示す．
なお中国では，中国空間技術研究院（CAST:China

Academy of Space Technology）が開発した，光
通信装置を搭載した衛星「実践 13 号」が 2017 年
4 月に打ち上げられたと報道されている（21）．この
装置に関する公開情報は報道以外にはほとんど存在
せず，2015 年の宇宙データシステム諮問委員会

（CCSDS:Consultative Committee of Space Data

表1　静止衛星を用いた光通信ミッションの比較

EDRS LCRD JDRS HICALI

開発機関 ESA/DLR NASA/MIT LL JAXA NICT

打上げ 2016 年 1月
（EDRS-A）

2020 年予定 2019 年度予定 2021 年度予定

使用波長帯 1.06˜m 1.5˜m帯 1.5˜m帯 1.5˜m帯

ユーザーデータ伝送
速度（変復調速度）
（bit/s）

1.8G
［双方向］
（2.8G）

1.24G
［双方向］
（2.88G）

1.8G
［LEOからGEO］
（2.5G）

10G
［双方向］
（11.096G）

光通信の用途 光データ中継システム
の衛星間光通信

光フィーダリンク及び光
データ中継システムの衛
星間光通信

光データ中継システムの
衛星間光通信

光フィーダリンク

データ中継のフィー
ダリンク

Kaバンド 光（実用時はKaバンド
を併用する）

Kaバンド （フィーダリンク実験ミッ
ションのため適用外）
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System）（22）の技術会合で彼らが報告した内容によ
ると，波長 1.5˜m 帯の位相変調といわゆるディジ
タルコヒーレント復調を用いた宇宙光通信システム
の開発を行っており，この内容で衛星が開発された
と筆者は推定している．

3.4��低軌道間・低軌道－地上間光通信
最後に，低軌道（LEO）衛星－ LEO 衛星の間，

及び LEO 衛星－光地上局間の宇宙光通信について
述べる．この分野は 2.で述べたように，日本が
LEO －地上間の光通信を世界で初めて達成し，そ
の後も DLR が低軌道衛星間通信を世界で初めて実
現するなど（4），主に日欧の政府機関で開拓されて
きた分野である．現在最も活発に研究開発が行われ
ているこの分野は，月・惑星との光通信や静止衛星
を用いる光データ中継システムの研究開発が，現在
でも各国の宇宙機関（NASA, ESA, DLR, JAXA）
を中心に推進されていることとは対照的に，いわゆ
る LEO コンステレーション（数十〜数千機の LEO
衛星群を用いた，グローバルな情報通信・インター
ネット接続サービスを提供しようというチャレンジ
ングな計画）と密接に結び付き，欧米の民間主導で
進んでいるものも多い．よって，それらの情報は積
極的に公開されているとは限らず，以下に紹介する
筆者が把握している情報が全てでも最新でもない可
能性が高いことを御容赦頂きたい．例えば本論文を
執筆中に Space-X 社は，Starlink という名の LEO
コンステレーション衛星システムの第 1 回目打上
げとして，60 機の衛星を打ち上げたとのニュース
が入ってきた（23），（24）．これは 60 機を 1 台のロケッ
トで打ち上げるもので，最終的な衛星数は 10,000
機を超える．Space-X 社は全くと言ってよいほど
学会では報告しないため，米連邦通信委員会

（FCC:Federal Communication Commission） へ
の申請内容以上のことは不明である．また，衛星間
通信に光通信を使うという情報もある（23）． 

欧州においては，Leosat 社（25）が比較的小規模
な LEO コンステ構想を進めており，光通信装置の
開発を行っている．この構想の特徴は，LEO コン
ステレーション全般が主張するところの「グローバ
ルな情報通信・インターネット接続サービス」にお
いて，光ファイバの補完ではなく，光ファイバ通信
よりも早いデータ伝送を，物理的に保証しようとし
て い る と こ ろ に あ る． す な わ ち， 即 時 性（ 低
Latency）の面で，光ファイバ中の光速（約 20 万
km/s）よりも，真空・大気中での光速（約 30 万
km/s）が約 1.5 倍速いことを生かして，例えばロ

ンドン－シンガポールといった長距離データ伝送に
おいて，LEO コンステレーションならば 60ms 早
くデータ伝送できるとうたっている．この 60ms
は，ms 単位でのコンピュータ取引を行っていると
される現在の金融取引においては，利用者に圧倒的
な優位性を与えるとのことである．なお文献（26）
は，高速金融取引関係者は，短波通信（今どき！）
まで使って，大西洋を越える距離なら光ファイバよ
り時間的に早いという意味での高速通信を実現しよ
うとしていることを紹介しており，Leosat 社の狙
いは間違ってはいないと思われる．

前項で述べた GEO の衛星は，1 機が質量 2〜4t，
開発費 100 億円以上，打上げに 1 回数十億円〜
百億円のコストを要する．高コストのため，10〜
15 年の長期運用すなわち長寿命・高信頼性が前提
となっている．一方，LEO コンステレーションで
は，3〜5 桁の数の衛星を同時期に運用する必要が
ある．総投資額としてどの計画でも数十億米ドルで
あることから，衛星を抜本的に小形・低コスト化
し，多数の衛星を同時に打ち上げることが必須と
なっている．

この計画への採用を目指していると思われる研
究開発として，Thales 社は Optel- μという小形光
通信装置を ESA の支援で開発しており，早ければ，
本論文が出版されるときには衛星に搭載の上，軌道
上で実証実験中の予定である（27）．

EDRS 用の光通信システム，装置を開発し供給し
ている独 Tesat 社も，この分野への参入を明言して
おり，低コスト光通信装置や光地上局設備の開発を
行っている（28）．また，DLR の光通信研究グループ
からのスピンオフ企業を前身に持つ Mynaric 社（29）

も低コストの衛星搭載用光通信装置の開発を行うと
ともに，光地上局設備，航空機用無線光通信装置の
製造販売を開始している．

ESA は，欧州の衛星コンステレーション計画を
後押しするためか，GEO/LEO 衛星技術の革新を目
指した，HydRON と名付けた研究開発プロジェク
トを開始しており（30），構想ではあるが，2025 年
ごろに GEO を 1 機 , LEO を 1 機，それぞれ打ち
上げて軌道上実証を検討している．

米国においては，いわゆる“GAFA”の中で
Google，Facebook が宇宙光通信に関する研究開
発を行っている．Google は，大形気球を用いた基
地局サービスを開始しており（31），この気球間を接
続する目的で，光通信装置の研究開発を行っている

（32）．耐環境性要求が異なりそのまま宇宙で使える
技術ではないと思われるものの，その実績は宇宙光
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図8　ソニーの光通信装置の外観（36）

通信にも活用可能であろうと筆者は推定している．
Facebook は，直接（33）及び大学への資金提供（34）

の双方の手段で，研究開発を進めており，学会でも
盛んに報告している．なお，Facebook Connection
Lab の宇宙光通信に関する責任者は，数年前まで
NASA JPL の宇宙光通信研究室長であった宇宙光
通信分野では著名な人物である．米国における人材
の移動のダイナミズムを表しているとともに，
Facebook が宇宙（あるいは無線）光通信を用いた
インターネットサービス網構築に本気であると世界
に表明した事件であった．

本項の最後に，我が国における本分野へのチャレ
ンジとして，ソニーの研究開発（35），（36）を紹介する．
ソニーを含めて現在では世界で 2 社しか保有しな
くなった（ちなみに，もう 1 社はパナソニック），
CD/DVD/BD 読出し／書込みのコア技術である光
ピックアップ技術は，˜rad オーダの極めて高い
レーザ送信方向制御精度を有している．この技術を
光通信の指向制御に活用し，低コストの宇宙光通信
装置を実現しようというチャレンジである．予定

（37）より遅れているが，本論文が掲載される頃には
国際宇宙ステーション（ISS）日本実験モジュール

「きぼう」船外部に，ソニーが JAXA と協力し開発
した光通信装置が取り付けられ，NICT と協力して
光地上局との光通信実験を行っているはずである．
ソニーが開発した光通信装置の外観を図 8 に示す．

なお，宇宙光通信に関する概説（和文）はこれま
でに文献（38）〜（40）でも報告されており，関心
のある方は御一読頂きたい．

 4 宇宙光通信の技術動向と課題

本章では，主に大容量通信技術に焦点を当てた宇
宙光通信の技術動向と課題の紹介を行う．また，宇宙
光通信に関する国際標準化は，CCSDS（22）において

進められている．CCSDS の Optical Communication
Working Group での最新の標準化活動状況の枠組み
に沿って，宇宙光通信での大容量伝送技術について
まとめる．

4.1　パルス位置変調方式とターボ符号の組合せ
パルス位置変調（PPM:Pulse Position Modulation）

は，距離 38 万 km の月探査機，億 km 単位の惑星探
査機との超遠距離通信に用いることを想定して標準化
が進んでおり，High Photon Efficiency（HPE）と
呼称されている方式である．技術標準書案において
想定している最大通信レートは 500Mbit/s である．
電波の無線通信において，1 シンボルで複数 bit の
情報を伝達するためには位相・振幅情報をシフトさ
せた多値変調を用いている．光ファイバ通信では同
様に多値化が進みつつあるが，PPM は図 7 に示す
ように一つの光のパルスがある場所によって，複数
bit の情報を表現するものである．図 7 の例では，
一般的な Optical On Off Keying （O3K, IMDD 方
式別称）の Non Return to Zero （NRZ）方式で
4bit を送るためには平均して光のパルスが二つ（図
9 では台形で表現）必要なところが，PPM だと一
つで済む．検出器を 1 シンボルの検出限界で動作
させると，4bit を受信するため，PPM では半分の
シンボルで済み，その分必要な受信電力が減少し，
復調部を高感度化することと同じ効果を得ることが
可能となる．図 9 は 4bit を 1 パルスで表現する
PPM の例であるが，8bit を 1 パルスで表現する
PPM まで規格化されている．

HPE と呼ばれる通信方式は，PPM に，高い誤り
訂正能力を有する，SCCC（Serially Concatenated 
Convolutional Code, ターボ符号の一種）と，超
伝導ナノワイヤによる光子検出器を組み合わせるこ
とで，1 光子 /bit 前後の超高感度検出を行うもので
ある．

本方式の技術勧告ドラフト版は，既に CCSDS の
Web サイト（41）からダウンロード可能である．ま
た，本方式は 2020 年代後半から開始される，国際協
力による有人月探査計画においても，月－地球の高
速データ伝送回線（上り＝地球から月＝ 20Mbit/s，
下り＝月から地球＝ 500Mbit/s，暫定）に用いる
ことが，CCSDS 技術会合にて議論されている．

4.2　�位相変調とホモダイン検波／遅延線検波の組合
せによる高速宇宙光通信システム

既に 3.3で述べた，ドイツが開発し ESA が採用
し た BPSK と ホ モ ダ イ ン 検 波 の 組 合 せ， 及 び
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図9　PPM方式の概念

NASA/MIT-LL，JAXA が採用している DD-DPSK
は，現在運用中あるいは開発中のシステムでは
2.5Gbit/s 程度の通信速度であるが，波長多重化や
いわゆるディジタルコヒーレント復調技術の採用
で，数十 Gbit/s への高速化が達成可能であると筆

（42）者は考え，研究開発を行っている（39）（40）， ， ．また，
CCSDS にて，米 NASA/ 仏 CNES と日本（JAXA, 
NICT）が協力して，予備勧告案を作成している．
本システムの実現に向けた大きな技術課題は，次の
2 点である．

（1）10W 級光 HPA（High Power Amplifier）
筆者らが検討している次期光データ中継システム

では，まずユーザデータ伝送速度が JDRS の 8 倍
（14.4Gbit/s）以上，変復調速度 20Gbit/s 程度の高
速通信の実現を目指している（42）. この 20Gbit/s は，
一 例 と し て 4 値 位 相 変 調（QPSK:Quadrature
Phase Shift Keying）5Gbit/s×4 波長多重を想定し
ている．5Gbit/sQPSK 伝送は，前述の CCSDS 予
備勧告案の送信クロックレート 10GHz 若しくは
2.5GHz に沿ったものである．

復調方式にいわゆるディジタルコヒーレント方
式を用いれば，受信側の感度を JDRS の遅延線検波
から 2 倍以上改善できる．この場合，上記の高速
化 の 実 現 の た め に は， 併 せ て 光 HPA と し て，
JDRS の送信出力である 2〜3W（17）から，10 W へ
の高出力化が必要になると筆者らは判断している．

これまでに宇宙で使用された実績のある通信用
（GHz の高速変調光を増幅する）光 HPA は，例え
ば文献（9）で述べられている LADEE で用いられて
いる，シングルクラッドのエルビウム添加ファイバ

（EDF:Er-Doped Fiber）を用いた 500mWEDFA（43）

（EDF Amplifier）止まりである．高出力化の工夫と
して，イッテルビウムを添加する（EYDF:Er-Yb-
Doped Fiber），ダブルクラッド型を採用する等が
あるが，これらを宇宙で使用したという報告はまだ

ない．NASA/JPL では，惑星探査機搭載用の 6W
の EYDFA を地上で検証し（44），実験室レベルでは
51W の EYDFA を試作している（45）．なお，JDRS
用の HPA は，開発段階である．

光 HPA に関するもう一つの課題は，衛星搭載機
器は宇宙線の影響を受け，かつ特に GEO は放射線
量が高いため，EDF/EYDF が放射線劣化により透
過損が大きく増加し光 HPA の出力が低下すること
である．現在のところ，10W 級の光 HPA を実現可
能かつ耐放射線性の EYDF は欧州製のみ（46）で，極
めて高価格の上に経験的に供給が安定的とは言い難
い．そこで筆者のグループは，より性能の良い宇宙
用 EYDF の研究開発を行っているところである（47）．

（2）ディジタルコヒーレント復調用の高速大容量
DSP 若しくは FPGA

JDRS，NASA の LCRD では，3.で述べたよう
に復調技術として地上の光ファイバ通信では既にそ
の使命を終えようとしている DD-DPSK を使用し
ている．筆者らは 2020 年代後半の 20Gbit/s 化，
あるいは更なる高速化に向けては，いわゆるディジ
タルコヒーレント方式の復調復号の適用を考えてい
る．ディジタルコヒーレント方式は，よく知られた
とおり局発光と混合した信号光を電気信号に変換し
た後の処理をディジタル的に行う復調方式である．
変復調，特に復調・復号で必要となる高速大容量
Digital Signal Processor（DSP），Analogue-to-
Digital Converter（ADC），Digital-to-Analogue
Converter　（DAC）等の高速動作する IC では，宇
宙線，特に重粒子線によるビット反転（SEU:Single
Event Upset）等に代表される，シングルイベント
効果（SEE:Single Event Effect）による誤動作の
排除のため，SEE の影響を受けないディジタルデ
バイス，若しくは影響回避策の実現が必要である．

例えばディジタルコヒーレント技術を用いた
100Gbit/s のトランシーバを宇宙空間で用いた場
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合，ディジタルコヒーレントトランシーバの本体が
最先端の高集積 DSP であることから，特に処理が
複雑な復調復号部で SEE によるエラーを頻発する
ことが予想される．

一方，放射線耐性のある宇宙機用の中央演算装置
（CPU:Central Processing Unit）/DSP は，地上の
最先端品に比べて 10 年あるいはそれ以上前の性能
となっており，最先端のディジタル処理技術を宇宙
で使用するのは容易ではない．Statistic Random 
Access Memory（SRAM）型の高速大容量 Field 
Programable Gate Array（FPGA）を例にとると，
現在，宇宙で使用可能と供給業者が保証しているも
のでは，Xilinx 社の Virtex-5（48）が最も高速大容量
である．この Virtex-5 においても，宇宙放射線に
よる誤りの影響を低減するため，内部への回路書込
み時にツールが自動的に三重多数決回路化（同時に
同じ処理を三つ走らせ，仮に一つ誤っても多数決決
定で正しい出力を得る）し書き込んでいる．Xilinx
社によると，数年前から Ultrascale+ の宇宙機搭載
化を進めているとのことであり，近い将来使える見
込みである．問題点は，一般的に高価な宇宙用部品

（クラス 1 と呼ばれる最もグレードの高いものだと
受注生産，全数全工程記録等を行うため）の中で
も，FPGA は著しく高価なことである．ちなみに，
宇宙用の Virtex-5 はポルシェが買える値段である．

なお，世界的にも雲が多い我が国にデータを下ろ
すためには，当面は光ではなく RF（Ka バンド）
による，中継衛星から地上との高速回線が併せて必
要と考えている（図 5）．高速な DSP,FPGA は高速
Ka バンド通信においても重要な技術課題であり，
Ka バンドのフィーダリンクの高速化についても
JAXA にて研究開発を行っている（49）．

4.3　�光ファイバ通信システム技術をそのまま使用す
る宇宙光通信構想

前項の技術は，地上の技術を宇宙用の耐放射線を
有し，高い品質保証を行った部品（いわゆる宇宙用
部品）を用いた装置を宇宙専用に開発しようというも
のである．容易に想像がつくと思うが，地上用装置
に比べて著しく高価になりまた調達期間も長くなる．

近年，Facebook/MIT と，NASA/MIT-LL が別々
に， 光 フ ァ イ バ 通 信 用 の 100Gbit/s, 若 し く は
200Gbit/s トランシーバモジュールを高度 400〜
1,000km の低軌道衛星に搭載し，低軌道衛星から
地上へ 100〜200Gbit/s の光通信を行うことを計画
している（34），（50）．この場合でも，放射線が比較的
弱い低軌道において，かつ送信にのみ使用し，また

文献（49）では地上での復調復号後，データの大
きな誤りや欠落があれば再送制御を行う考え方を
取っている．光データ中継衛星の静止軌道は，放射
線の強いバンアレン帯（Van Allen Belt）の外側で
あり，低軌道に比べてざっと 10 倍の放射線を浴び
る．特に SEE を起こす重粒子が多く，現状では地
上用の光ファイバ通信用のトランシーバモジュール
が静止軌道で復調復号に使えるかどうかの検討や検
証については世界的に未着手のままである．

一方，近年の論理回路の高集積化に伴い，地上の
情報通信システムでも，宇宙からの粒子線によるエ
ラーが問題となりその対策が必要とされてい
る（51）．地上用のディジタルコヒーレントのトラン
シーバを含む超高速通信システムの衛星搭載化も，
あるいはこういった取組みと，従来の宇宙での取組
みとの融合で実現するものかもしれない．

5 結言

宇宙光通信の特徴・歴史を概観し，現在の研究開
発動向を，特に大容量データ伝送の観点からまと
めた．

最後に筆者の私見を述べる．我が国では，光ファ
イバが離島にまで行き渡り，山奥にでも行かない限
り携帯電話が使える環境にある．そのため，宇宙通
信というと非常時のみお世話になるという認識に
なってしまうが，世界的には光ファイバの恩恵を受
けられない人々は「残り 30 億人（Rest 3Billions）」
も存在している．

光ファイバ通信技術はすばらしい技術であり，
我々は日々その恩恵を受けている．しかし光ファイ
バはぜい弱なインフラであり，本論文執筆中にも伊
豆諸島への光ファイバ海底ケーブルが故障し，伊豆
諸島のインターネット・携帯サービス等が一時不通
になったとの報道があった（52）．思い出せば，東日
本大震災の際には日本と世界を結ぶ海底ケーブルは
大損害を受け，幸運にも生き残ったケーブルがあっ
たため世界との通信は保たれた（53）．

東日本大震災は未曾有の大災害とはいえ，被害地
域はその名のとおり東日本の特に太平洋岸であった
ため光ファイバ海底ケーブルは全滅しなかった．し
かし，災害ではなくいわゆる「有事」であれば，数
の限られたぜい弱な光ファイバ海底ケーブルは格好
の攻撃目標になり，現状では我が国は細い衛星通信
回線しか使えなくなり，通信回線不足により，情報
的に大混乱になるであろう．
3.で紹介したいわゆる衛星コンステレーション



  

 
 

  

 

       
  

 
    

         
 
 
 

  

 
 
 

  

 

 
 

 

 
 

  
  

  
 
 

 

 

   
 

 

 
 

  
 

   

  
 
 

 
 

 
 

   
 

  

  
  

 
 
 

  

 

  

    
 

  
 

 

 

 
 

 

 
  

計画は，欧米の民間による主導で進んでいるが，島
国である我が国こそ「いざ」というときのために，
切実に必要としていると筆者は考えている．

最後に，本論文を読んでいるであろう若い読者に
お願いする．日常・国内の感覚で将来を考えるので
はなく，非日常・グローバルに世界を俯瞰してある
べき将来を想像し，研究開発を進めて頂きたい．
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