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Abstract
The free space optical (FSO) communications using a narrow laser beam have been
considered as an ultimate media to establish high-speed point-to-point link between satellites. It
is also attractive to use as an extension of LAN or a video transmission because it is easy to
install and free from radio regulations. However, currently available FSO terminals, which are
using 0.8-mircon wavelength band, are limited in its bit-rate within about 1 Gbps and the link
distance within about 1 km due to the transmitting power limit to keep the eye safety standard
and the unavailability of high speed optical devices.
To provide flexible and high-speed connectivity to the FSO communication link, we need
a new FSO system which is fully compatible to the terrestrial fiber optic communication system
using a single mode fiber connection. Such FSO system will need a special optics to efficiently
focus the free-space laser beam and couple it into the single mode fiber, fast and accurate fine
tracking system and precise antenna optics with diffraction limited performance. Therefore, the
author has developed a compact and light-weight laser communication terminal, which has a
feature to be connected directly to the single mode fiber, based on the existing technology in the
area of space laser communication and optical inter-satellite communication.
This paper shows the design highlights and the results of the performance evaluation of the

compact laser communication terminal including the result of outdoor demonstration
experiments in a short distance. The bandwidth of the fine tracking system extends to 3.5 kHz
using a miniature Galvano mirror actuator, a dedicated fine tracking sensor with a single mode
fiber coupler and an analog-based PID controller. The effect of atmospheric turbulence with the
fine tracking system is also discussed and the results of the performance enhancement are
reported.
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指向性の鋭いレーザビームを用いて信号を伝送する空間光通信システムは、衛星間の高
速大容量通信実現のための手段として注目されてきたが、地上での通信においても、ケー
ブルの敷設や免許等の手続きが不要で、数ｋｍにわたって高速・大容量の信号が伝送でき
るため、企業や大学内の LAN の拡張や、映像信号の伝送等に用いられてきた。しかしなが
ら、現在、実用化されている方式は、波長 0.8μｍ帯のレーザ光を用いており、人体(目)に対
する安全性確保や送受信機に用いる光デバイスの周波数帯域の制約から、通信速度が 1Gbps
程度、伝送距離も 1km 程度が限界とされている。装置の実用化を考慮しながらこの限界を
超えるためには、地上の光ファイバ通信の分野で既に開発されている多くの安価な光デバ
イスや、光ファイバ増幅器を用いることができる波長 1.5μｍ帯のレーザ光を用いたシング
ルモードファイバ結合による空間光通信方式が必要である。
地上での空間光通信においては、人工衛星や航空機とは異なり、大気ゆらぎの影響によ
り受信レーザ光の波面に大きな誤差が発生し、受信強度および伝搬方向（到来方向）が変
動する。受信レーザ光を、10μｍ程度の非常に小さな開口をもったシングルモードファイバ
に結合させるためには、大気揺らぎによる受信光の到来方向の変動や送受信機の設置場所
の振動や熱膨張等の影響を除去する技術の開発が課題となる。これらの技術課題を解決す
る手段として、衛星間光通信の研究分野で蓄積されてきた技術、すなわち、光ファイバ増
幅器を用いた高性能の光送受信技術と高精度のレーザビーム精追尾技術を活用することが
考えられる。
本論文では、最初に、レーザ光の安全に対する規定と伝送路の天候による損失変動要因
について概説した後、空間光通信システムの実現に必要な基礎技術、特に指向性の鋭いレ
ーザビームの伝送技術、信号の変復調技術、既存の光デバイスの特質、回線設計の方式等
について検討した。
この基礎技術の検討結果をもとに、大気ゆらぎや雨、霧等による伝送路の損失変動に対

処するため、光ファイバ増幅器を用いた通信速度 2.5Gbps 及び 10Gbps の光送受信機を設
計・製作し、強度変調・直接検波方式を用いて理論限界（ショットノイズ限界）に近い感
度と、35dB を超える大きなダイナミックレンジが達成出来ることを実験的に確認した。
次に、大気ゆらぎや機器の振動によるレーザ光の到来方向の変動を補償し、安定な信号
伝送を実現するため、高速駆動が可能な 2 軸のガルバノミラーと 4 分割フォトディテクタ
による高速かつ高精度の精追尾システムを設計・製作し、アナログ PID 制御を用いること
により、安定な信号伝送に必要な 3.5kHz を超える制御帯域幅と数 μ ラジアンの追尾誤差が
実現できることを確認した。この精追尾システムに直径 2.4cm の屈折型光アンテナ、初期
捕捉のための制御系を組み合わせた超小型空間光通信装置を開発し、その動作特性を評価
した。
さらに、開発した装置を用いて、1km の伝送距離における 10Gbps の光信号伝送、波長
多重信号の伝送実験や、短距離（160m）にわたるギガビットイーサネット信号や光 CDMA
信号の伝送実験を実施し、大気の影響の大きな伝送路の変動要因やその周波数スペクトル、
精追尾の有無による受信信号変動の変化等を詳細に測定し、シングルモードファイバに直
結する空間通信方式においても安定な信号伝送が行なえることを明らかにした。
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第 1 章 はじめに
1.1 背景
わが国では、既存の電話線を用いた ADSL 等によるブロードバンドインターネット利用
が 2000 年初頭から急速に普及し、さらに 2004 年ごろを境に光ファイバ通信（FTTH）の加
入者が急速に増加しており、東京や大阪などの大都市では、各家庭にも 100Mbps の通信速
度が当たり前のように提供される時代になった。また、無線通信においても第 3 世代携帯
電話が普及し、数百 kbps の伝送速度が提供されている。最近では、次世代の無線アクセス
技術、例えば WiMax や WiFi 等の実証実験が行なわれるようになって来た。
しかしながら、離島や山間部の過疎地域では電話局からの距離が長いため、既存の ADSL
では十分な通信速度が確保できず、また、FTTH やマイクロ波による固定伝送（FWA）な
どの個別に高度な技術を導入するためのユーザ数が十分確保できないため、ブロードバン
ド通信の整備が遅れている。今後はこういった条件不利地域に対して、どのような通信環
境を整備してゆくかが課題となっている。このような条件不利地域を無くすための要素技
術として、リーチ DSL 技術や、ミリ波帯の FWA、衛星通信の他に光無線通信（空間光通
信）が検討されている。また、都市部でも河川や鉄道、幹線道路などを横切って新たに通
信路を開設しようとする場合などでは光ファイバの敷設が困難なことが多く、FWA や空間
光通信などの無線系の技術が利用される。
これらの技術のうち、空間光通信は、ケーブルの敷設や免許等の手続きが不要で、数 km
にわたって高速・大容量の信号が伝送できるため、レーザの発明の当初からその応用が検
討されてきたにもかかわらず、現在でも IrDA や LAN の拡張、河川や鉄道を横切る信号伝
送のような一部の限られた用途にのみ実用化されるに留まっている。1980 年代にはテレビ
放送のイベント中継などの用途を狙った装置の開発が行なわれたが、普及するには至って
いない。現在、実用化されている伝送方式では、波長 0.8μm 帯の近赤外レーザ光を用いて
おり、人体(目)に対する安全性確保のために送信レーザ光電力が数 mW 以下に制限される
こと、送受信機に用いる近赤外波長の光デバイスの周波数帯域の制約から、通信速度が
2.5Gbps 程度、伝送距離も 1km 程度が限界とされている。空間光通信の場合、光の回折の
ために信号強度が距離 2 乗に反比例して減少してゆくこと、見通し内の通信であり、伝送
路中の遮蔽物によって通信が遮断されること、さらに、屋外においては霧や雲、雨、雪等
の天候条件によって伝送路の性質（伝送損失）が大きく変化するために、通信路の信頼性
（稼働率）を良好に保つことが難しい。
しかしながら、米国の 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ事件の際には通信システム網の
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復旧のために光無線通信装置が活躍したとの報告もあり、現在あるいは近い将来に、用途
によってはそのメリットを十分発揮することができると考えられる。このためには、レー
ザ光の特徴である鋭い指向性を活用することにより限られた送信電力を有効に活用し、今
まで以上の通信速度、例えば 10Gbps 以上の通信速度を実現することが必要と思われる。
なぜならば、数百 Mbps 程度までの通信速度については、現在、研究開発が進められてい
る無線通信技術によって、近い将来にはマイクロ波帯での利用が見込まれるからである。
光空間通信において 10Gbps 以上の通信速度を早期に実現するためには、地上の光ファ
イバ通信技術との親和性を考慮し、既存の光デバイスを活用することが望ましい。基幹通
信系の光ファイバ通信では、既に 10Gbps の通速度が実用化しており、高速の光変調器や
光検出器、波長多重（WDM）用の光デバイス等が安価に入手できる。中でもエルビウム
添加光ファイバ増幅器（EDFA）は、高速高出力の光送信機や、高感度の光受信機の設計
において今や無くてはならない要素となっており、この EDFA により、マイクロ波と同様
な高性能送受信機の設計が可能となった。しかしながら、これらの光デバイスはそのほと
んどが波長 1.5μm あるいは 1.3μm 帯でのみ動作し、さらに光信号の入出力がシングルモー
ドファイバによって行われている。特に、EDFA に代表される高性能な光ファイバ増幅器
は波長 1.5μm 帯に限定される。したがって、空間光通信装置の実用化を考慮しながら通信
速度 10Gbps の限界を超えるためには、地上の光ファイバ通信の分野で既に開発されてい
る多くの安価な光デバイスや、光ファイバ増幅器を用いることができる波長 1.5μm 帯のレ
ーザ光を用いたシングルモードファイバ結合による空間光通信方式が必要である。
地上での空間光通信においては、人工衛星や航空機とは異なり、大気ゆらぎの影響によ
り受信レーザ光の波面に大きな誤差が発生し、受信強度および伝搬方向（到来方向）が変
動する。受信レーザ光を、10μm 程度の非常に小さな開口をもったシングルモードファイ
バに効率良く結合させるためには、大気揺らぎによる受信光の到来方向の変動や送受信機
の設置場所の振動や構造物の熱膨張等の影響を除去あるいは補償する技術の開発が課題と
なる。これらの技術課題を解決する手段として、衛星間光通信の研究分野で蓄積されてき
た技術、すなわち、光ファイバ増幅器を用いた高性能の光送受信技術と高精度のレーザビ
ーム精追尾技術を活用することが考えられる。以上が本研究を始めるに至った背景である。
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1.2 本論文の研究
本論文の筆者は、現在所属している情報通信研究機構（NICT）が通信総合研究所であっ
た時代から 10 年以上にわたって衛星間光通信の研究を行なってきた。衛星間光通信も空間
光通信の重要な利用分野のひとつであり、人工衛星と中継衛星間のデータ伝送において従
来のマイクロ波に代わる次世代の高速大容量信号伝送手段として 1980 年台から活発な研
究開発が進められてきた。一般に、宇宙における空間光通信（宇宙光通信）は、小型・軽
量の機器によって高速・大容量の通信が行えること、利用できる周波数帯域が広くビーム
が鋭いため通信システム相互間の干渉が無いなどの利点を持っており、月や火星などの遠
距離にある探査機や地球観測衛星からの大容量データ伝送等を実現するための基盤技術と
して、米国 NASA やヨーロッパ宇宙機関（ESA）、宇宙航空研究開発機構（JAXA）等をは
じめ、多数の研究機関で要素技術の研究、システムの開発が行われてきた。
ひとくちに宇宙光通信といっても衛星の種類やその用途に応じて必要となる要素技術が
大きく異なる。例えば、地球の近くを周回する人工衛星との光通信では、1,000km から
70,000km 程度の伝送距離が必要で、
1Gbps 以上の通信速度が求められるのに対し、深宇宙、
特に惑星間通信ではこの距離が 0.1～40AU (AU は 1.49×108km）と大幅に変化するので、
達成すべき伝送容量も 1Gbps から 1Mbps 程度以下まで大幅に変化する。
このような遠距離の通信において高速・大容量化を実現するためには、電波と比べて波
長の短いレーザ光の特徴を活用することにより、送信信号を相手の通信機に集中するアン
テナ（望遠鏡）技術と精密な捕捉追尾技術が重要で、さらに、地上の光ファイバ通信とは
異なり、伝送容量が回線の信号対電力比（S/N）に比例することから、高出力かつ高効率
の光送信機やショット雑音限界（量子限界）に近い、あるいはそれを超える高感度の光受
信機の研究開発が必要となる[1]。
本論文の著者が所属する NICT の研究グループでは 2003 年 5 月から高度 4km を実験飛
行する成層圏プラットフォーム定点滞空試験機に光受信機を搭載し、地上から 1.5μm 帯の
レーザ光により地上ディジタル TV 放送信号を伝送する実験システムの開発に着手した。
2004 年 11 月の定点滞空試験では、飛行時間の制約から 0.98μm 帯のレーザ光による双方向
の捕捉・追尾実験のみが実施できた[2]。さらに、2005 年 2 月には開発した光アンテナモジ
ュールおよび光送受信機を小型船舶に搭載して、川崎港の運河内と陸上との 1km の区間で
通信実験を試みたが、船の動揺に光アンテナの駆動機構が追いつかず、安定な追尾を持続
することができなかった[3]。一方、早稲田大学の研究グループでは、NICT の委託を受け
2004 年から「光無線と光ファイバのフル接続技術に関する研究開発」を開始し、2005 年６
月から大久保キャンパスと西早稲田キャンパスの間の 1km の伝送区間で、１波長あたりの
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通信速度 2.5Gbps の双方向信号伝送実験を実施してきた[4]。これらの経験をもとに、長時
間のより安定した設置環境が期待できるビル間において、残された課題である大気ゆらぎ
の強い環境下における精追尾システムの動作評価とデータ伝送実験を行うことにした。
2005 年 9 月から双方向の精追尾動作が可能になり、2006 年には早稲田大学の 1km の伝送
区間においてシングルモードファイバ結合による１波長 10Gbps の伝送実験を行ない、数
時間にわたるエラーフリー伝送が実現できた[5]。しかしながら、この実験システムで実用
的な稼動率を達成するためには、大気ゆらぎの大きな場合にシステムが不安定になること
があり、また、長時間にわたって安定な接続が持続できないといった幾つかの課題があっ
た。
本研究では、上記のような研究開発や検証実験の経験をもとに、シングルモードファイ
バと直結可能な空間光通信方式を確立し、10Gbps を超える通信速度を実現することを目標
とした。この際、過去の 10 年以上にわたって蓄積した宇宙光通信のための要素技術を地上
の空間光通信の分野に適用することを念頭に置いた。具体的には、
(1)

光ファイバ増幅器を活用することにより、強度変調・直接検波方式を用いて理論
限界（ショットノイズ限界）に近い感度と、35dB を超える大きなダイナミックレ
ンジを持った高性能な光送受信機を実現し、伝送路の大きな損失変動のもとでも
安定な通信を維持すること、

(2)

大気ゆらぎや機器の振動によるレーザ光の到来方向の変動を補償するために広帯
域かつ高精度の精追尾システムを導入し、微小な開口を持ったシングルモード光
ファイバに空間を伝搬してきたレーザ光を効率良く結合させ、安定な信号伝送を
実現すること、

(3)

市販されている光ファイバ通信用の光デバイスを活用することにより、従来より
も高速・大容量で、なおかつ大幅に小型・軽量化、低消費電力化した装置を実現
すること

を研究目標とした。
さらに、開発した装置を用いて、屋内及び屋外において各種の信号伝送実験を実施し、
大気の影響の大きな伝送路の変動要因や、その周波数スペクトル、精追尾の有無による受
信信号変動の変化等を詳細に測定し、シングルモードファイバに直結する空間通信方式に
特有の問題点について明らかにすることにした。
本研究によって、基幹系の光ファイバ通信の分野で研究開発が行われている高速・大容
量化のための技術、例えば高密度波長多重や光符号分割多重化や多元接続（光 CDMA）と
いった技術が、そのまま、空間光通信の分野に適用でき、通信ネットワークのユビキタス
化に大きく寄与することが期待できる。
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1.3 本論文の構成
本論文の構成は以下の通りである。
第 2 章では、空間光通信の研究開発の動向について概説した後、高速・大容量化を実現
するための技術課題について考察する。また、空間光通信に特有の条件、特に人体（目）
に対する安全基準と大気中の伝搬特性についても紹介する。次に、空間光通信システムを
設計するために必要な基礎技術について、NICT の今までの宇宙光通信技術に関する研究
開発の経験をもとに考察する。この中には、レーザビームの自由空間における伝送特性、
光アンテナの設計技術、高精度の捕捉追尾技術、高性能の光送受信機を設計するための変
復調技術、そのための光デバイスの選択、回線設計技術等の内容が含まれる。
第 3 章では、第 2 章の設計技術に関する考察に基づき、空間伝送における雨や霧による
大きな信号減衰やその変動に耐えうる高感度かつ高ダイナミックレンジの光送受信機を実
現するための研究、特に光ファイバ増幅器を用いた光送受信機の設計・評価についての研
究成果について述べる。ここでは、数十 ps のパルス幅を持つ RZ（Return to Zero）波形を
用いた強度変調・直接検波方式の光送受信きを設計・製作した。製作した光送受信機を用
いて、通信速度 2.5Gbps の短パルス RZ 変調方式、及び通信速度 10Gbps の NRZ
（Non-Returen
to Zero）変調方式による伝送システムについての符号誤り率特性の測定結果についても述
べる。
第 4 章では、大気ゆらぎによって発生する光信号の到来角変動や機器の外乱振動等の環
境下において、空間光をシングルモードファイバに直接結合させるために必要となる高
速・高精度の追尾機構の設計評価結果について述べる。超小型のムービングコイル型ガル
バノミラーをアクチュエータに、シングルモードファイバカップラと一体化した四分割 Si
フォトディテクタを精追尾センサとして用いたアナログフィードバック制御により、大気
ゆらぎによる到来角変動の補償に必要な精度と応答速度を達成する。この章では、フィー
ドバック制御を安定化するための PID 補償器の設計の詳細、アクチュエータ、精追尾セン
サの個別特性、制御系全体の総合特性の測定結果の詳細についても述べる。
第 5 章では、シングルモードファイバ直結型空間光通信装置のプロトタイプである直径
4cm の光アンテナモジュールの設計とその実験系の構成、回線設計の結果について記述す
る。この結果をもとに、直径 2.4cm の屈折型光アンテナを持つ超小型光空間通信装置を設
計した。この設計の詳細、特に屈折型光アンテナの光学設計、通信装置の構成について記
述する。
第 6 章では、最初に距離 1km の 10Gbps 信号伝送実験の結果について報告し、大気ゆら
ぎの影響について考察する。この考察をもとに 2 台の超小型空間光通信装置を対向させて
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実施した屋内外の評価実験の結果についても述べる。この実験の中で、ギガビットイーサ
ネット信号や光 CDMA 信号の伝送を行った。ここでは、大気ゆらぎの原因である大気の温
度分布の変動と伝送路付近の熱源との関係についての考察を行う。また、精追尾を行った
場合の大気ゆらぎの補償能力についての理論的な考察と実験結果とを比較対照し、精追尾
機構の地上空間伝送における意義について考える。
最後に第 7 章では、本方式を用いた空間光通信の高速化と長距離伝送についての可能性
について考察し、本論文の成果とその意義について結論の形にまとめる。
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第２章 空間光通信の技術課題とシステム設計に必要な基礎技術
本章では、空間を通してレーザ光を伝送することにより通信を行う空間光通信の基本的
な概念を示した後、現状の技術課題とそれらを解決するシステムの設計や実験データの解
析に必要な基礎技術について考察する。最初に、2.1 節で、地上の空間光通信方式について
の従来研究について概観し、将来の高速大容量化に向けての技術課題について考察する。
2.2 節では、地上でレーザ光を伝送する際に配慮すべき規制や条件、特に、人体の目に対
する安全基準について述べる。続いて 2.3 節では、地上における空間光通信の伝送特性の
気象条件に対する変動要因、特に大気による光の吸収、雨・霧による減衰、大気の屈折率
の変動に起因する受信光強度の変動と伝搬方向のゆらぎについて考察する。
通信装置の光学系設計においては、指向性の鋭いレーザ光を遠距離にわたって伝送する
ための要素技術の理解が必要である。特にガウスビームの性質、光アンテナ（望遠鏡）の
基本構成、捕捉追尾技術、回線設計の手法について 2.4 節で考察する。さらに、伝送路の
大きな損失変動に耐える高速・高感度の光送受信機を実現するための技術、特に光ファイ
バ増幅器を用いた光送受信機の設計手法について 2.5 節で、光送受信機に用いられる光デ
バイスの現状と、本用途に対する得失について 2.6 節で考察する。以上のような通信装置
の構成要素をまとめたシステムの回線設計の手法について 2.7 節で述べる。
2.8 節では、大気ゆらぎの影響を補償あるいは克服するための技術として補償光学
（Adaptive Optics）についても考察する。補償光学は地上に設置した大型望遠鏡を用いた
光学天体観測において大気のゆらぎによる解像度の劣化を改善するために 1980 年代から
研究開発が行われてきた技術で、1990 年代から空間光通信に対する応用についての提案が
行われてきた。

7

2.1 空間光通信に関する従来研究と高速大容量化に対する技術課題
2.1.1 空間光通信に関する従来研究
空間を通してレーザ光を伝搬することにより信号を伝送する空間光通信は、光無線通信
システムとも呼ばれ、ケーブルの敷設や免許等の手続きが不要で数ｋｍにわたって高速・
大容量の信号が伝送できるため、企業や大学内の LAN の拡張や、映像信号の伝送等に用
いられてきた。現在、屋外で使用するために市販されている多くの製品は、波長 0.78μm
から 0.85μm の近赤外波長のレーザ光を用いて、
送信電力を数 mW 程度にすることにより、
毎秒 1.25 ギガビットの通信速度と、数百ｍから 1km 程度の伝送距離を実現している。
宇宙通信の分野でも、波長が電波に比べて短く、指向性の鋭い送受信ビームを小型の光
アンテナで実現できるレーザ光を用いた衛星間通信（衛星間光通信）が、衛星間のデータ
伝送の高速・大容量化のための有力な手段として注目され、実証実験を目指した研究開発
が、米国の NASA やヨーロッパ宇宙機関（ESA）などの宇宙開発を担当している研究開発
機関によって 1980 年代から積極的に行なわれてきた[1]。日本でも通信総合研究所（後の
NICT）が 1994 年に世界初の静止衛星－地上間の 1.024Mbps の光通信実験を実施した他、
宇宙航空研究開発機構（JAXA）でも専用の光衛星間通信実験衛星（「きらり」、OICETS）

図 2.1.1 空間光通信の利用分野

8

を 2005 年 8 月 24 日に周回軌道に打ち上げて、ESA の静止衛星（ARTEMIS）との間で通
信実験を実施している[6]。これらの空間光通信の利用分野を図 2.1.1 に示す。
空間光通信において指向性の鋭いレーザ光を活用するためには、
(1) 相手局の位置に関する何らかの事前情報による予測、あるいは広視野カメラによる
探索等の手段によって検出した通信の相手局の方向に自局の光アンテナを向け、相
手局から送信されるレーザ光の方向を検出すること（捕捉）、
(2)

受信ビーム方向に光アンテナの軸を正確に合わせて受信した信号光を検出器に継
続して入射すること（追尾）、

(3)

受信ビーム方向を基準にして自局から送信するレーザ光を安定に相手局に向ける
こと（指向）

の３つの技術が必須となる。この条件を満たすことができれば、信号のビーム幅の広い電
波を用いた通信とは異なり、信号伝送に用いているレーザビームが他の伝送系に妨害を与
える、あるいは、他の伝送システムから妨害を受ける可能性は非常に少なくなる。この性
質を言い換えれば、空間選択性が高く、干渉に強いということであり、本質的に 1 対 1（point
to point）の通信に適した通信手段であると言うことができる。
宇宙での空間光通信の応用においては、太陽からの背景光（background）が問題になる
場合があるが、鋭い送受信ビームを用いることにより背景光の影響を最小にすることがで
きる。地上の水平伝送路で空間光通信を使用する場合には、対向している装置の背後に太
陽がくる可能性は少ないと思われるが、この場合でも、送受信ビーム幅が狭いため適切な
フィルタ等の挿入によって回線を維持することが可能である。
一方、地上における空間光通信の利用分野でも、1990 年代の終わりから 2000 年代の初
頭にかけて、高速・大容量の空間通信を用いて地上の通信網をより柔軟にし、ユビキタス
な通信を実現するための研究が活発に行われるようになった。例えば、大気ゆらぎの影響
を受けにくいマルチモードファイバを受信系に用いて 2.5Gbps で変調されて光信号を 16 多
重する波長多重（DWDM）技術によって通信容量 40Gbps の伝送を実現した実験結果が 2000
年に報告されている[7]。しかしながら、マルチモードファイバは 10Gbps を超える伝送に
適しておらず、空間通信の受信機にマルチモードファイバを用いるためには、このために
特別に設計した高速・広帯域受光デバイスが必要で、受信機側にシステムの性能を向上さ
せるためには不可欠な光ファイバ増幅器を用いることができない。現在開発されている低
雑音ファイバ増幅器は、全てシングルモードファイバによる接続を前提としているためで
ある。一方、送信側では、内部を全てシングルモードファイバで設計することは比較的容
易で、高出力ファイバ増幅器も市販品がそのまま流用できる。実際、文献[7]でも、Er-Yb
ファイバ増幅器を送信機側に使用している。
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また、大気のゆらぎ補償に関しては、補償光学が有効を考えられ、1990 年中ごろから地
上と衛星との超高速光通信に補償光学を用いることの有効性を示唆する研究発表が行われ
た[8]。最近になって補償光学（Adaptive Optics）を用いてシングルモードファイバ受信を
可能とした空間光通信装置が開発され、飛行船（aerostat）と地上間で 80Gbps の伝送実験
が行なわれた報告[9]がある。しかしながら、報告されている実験は、航空機のような大気
密度の低い環境での動作実証に関するものであり、地上の大気ゆらぎの強い環境下で動作
するシステムは未だに実現できていない。
衛星間光通信の分野でも、1990 年代に 1Gbps を超える衛星間データ中継システムの構想
や開発プロジェクトが多数発表されたが、実験衛星の打ち上げまでいたったのはドイツ
DLR のコヒーレント通信方式だけになってしまっている。深宇宙に光通信を応用する研究
開発についても、21 世紀に入って地球と火星との間で大容量伝送を行う通信システムの基
本設計が米国で進められたが、途中で中断するに至っている[1]。
以上に述べたような研究開発の現状から、地上の空間光通信において 10Gbps を超える
通信速度を実現するためには、基幹通信系の光ファイバ通信で用いられている波長 1.5μm
帯のレーザ光を用いて、シングルモードファイバに直結できる光学系を持った通信装置を
実現する必要があることがわかる。そこで、次節ではこのための技術開発課題について考
察する。

2.1.2 高速大容量化に対する技術開発課題
一般に、シングルモードファイバの実効的な開口の直径（モードフィールド径）は 10μm

図 2.1.2 シングルモードファイバとの空間光との結合条件
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程度であり、空間光を効率よくシングルモードファイバに結合させるためには、図 2.1.2
に示す 3 つの条件を満たす必要がある。一般に用いられているシングルモードファイバの
外径は 125μm で、その中心部に屈折率の高い直径 9μm 程度のコアがある。この中を、基
本モードで伝送する光信号のモード分布の直径がおよそ 10.5μm であり、レンズによって
ファイバ端面に結像した信号光の電磁界成分のうちで、このモード分布に整合する成分の
みがシングルモードファイバ中を伝送することができる。この図で、仮にレンズの直径を
2cm、焦点距離 10cm とし、ファイバ端面でのスポットの位置誤差を 1μm とすると、追尾
精度の要求値は 20μrad.（約 0.001 度）となる。
このような精度を実現するためには、回折限界の結像精度を持つ光アンテナ（望遠鏡）
とファイバ結合光学系が必要で、その結合条件を装置全体の振動や大気ゆらぎによる到来
方向変動といった外乱のもとでも安定に維持するための精密な追尾技術が必要である。衛
星間光通信でも同様な課題があり、衛星の姿勢制御誤差や光通信機器を搭載する振動環境
に対応するための精追尾システムが研究されてきた。例えば、有人の宇宙環境である国際
宇宙ステーションでは振動等の外乱が通常の衛星よりも過酷になることが予想され、この
ための設計検討も行なわれている[10]。また、OICETS の場合には、およそ 40,000km 離れ
た静止衛星にビーム幅 6μrad のレーザ光を安定に伝送するために±2.6μrad の指向精度が要
求されており、このため、2 台の圧電アクチュエータによる精追尾システムが用いられて
いる。
最近になって、精追尾システムを実現する際の最重要部品である 2 軸一体型の精追尾ミ
ラー駆動機構が販売されるようになり、制御帯域が数 kHz 程度の製品や、それを超える帯
域をうたった製品も存在する。しかしながら、NICT で過去に評価したものや、国際学会
[11,12]や研究会等の報告を見ると、広帯域の精追尾システムとして動作が報告されている
モデルの周波数帯域は 400Hz 以下に留まっている。おそらく実際に動作している制御帯域
は 100Hz 程度と思われる。これに対して、地上の大気ゆらぎの変動の早さは、100Hz 程度
になることが多いため、このゆらぎによる到来方向変動を十分打ち消すためには、制御帯
域として 1kHz 以上の精追尾システムが必要になる。
また、衛星間光通信の分野では、レーザ光を用いることにより小型軽量の装置により高
速大容量の通信ができるとされているが、実際に衛星に搭載された装置をみると、装置自
体は小型でも軽量でも低消費電力でもない。例えば、OICETS に搭載されている光通信機
器（LUCE）の重量は 140kg、消費電力は 220W である。したがって、既に地上で実用化さ
れている 1Gbps の通信速度を大きく超える、例えば 10Gbps の伝送装置を、小型・軽量、
かつ低消費電力化することも、空間光通信の実用化における技術開発課題といえる。
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2.2 人体（目）に対する安全基準
人間が生活している空間に高出力のレーザを発射する場合、人体、特に人間の目に対す
る安全を確保する必要がある。このため IEC でレーザ安全規格[13]が規定され、JIS でも IEC
規格に準拠して C 6802「レーザ製品の安全基準」が制定されており、この中で人間の目や
皮膚に対する許容最大露光量（MPE, Maximum Permissible Exposure）及びレーザ放射レベ
ルのクラス分けを示す被爆放出限界（AEL, Accessible Emission Level）が規定されている[14]。
図 2.2.1 に JIS C6802 における MPE 及び AEL を示す。図には裸眼によるビーム内直視でも
安全とされているクラス 3A までのクラスを示したが、これよりも高出力のレーザ（クラ
ス 3B 以上）に関しては、管理区域を設定するとともに、セーフティインターロック、か
ぎによる制御、放出警告、ビーム光路の終端等が製造業者・使用者に要求されている。
ビル間等の屋外空間光通信に関しては、2004 年に IEC でこの規定が改訂された。図 2.2.2
に IEC の新しい規定の概要を示す。裸眼によるビーム内直視でも安全とされているクラス
1M、ビーム直視が危険とされるクラス 3B、これらの中間で屋外の制限された区域での使
用が緩和されたクラス 3R の 3 つのクラスについて近赤外波長における被爆放出限界
（AEL）をそれぞれ示したが、図 2.2.1 と比較すると波長 1.4μm までの近赤外レーザにつ
いては、規定が緩和されていることがわかる。しかしながら、波長 1.5μm についての AEL
は変更されなかった。この結果、ビルの屋上等で安全使用できるレーザ光の出力（クラス
1000.00

許容最大露光量MPEおよび
被爆放出限界AEL (mW)

100.00

10.00

1.00
Class 1

0.10

Class 3A
M PE

0.01
0.2

0.6

1

1.4

1.8

2.2

レーザ光の波長（μm）

図 2.2.1 JIS C6802 におけるレーザ製品の安全基準
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2.6

図 2.2.2 IEC60825-12 におけるレーザ製品の安全基準
3R）は、波長 1.5μm では 50mW、波長 0.98μm では 7mW 程度であり、この出力以下になる
ように回線を設計する必要がある。
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2.3 伝送路の損失要因
2.3.1 大気の吸収
都市部の 1km の水平伝搬路についびレーザ光の透過率を計算した例を図 2.3.1 に示す。
ここでは、地上の標準大気（高度 0m、気温 15℃、湿度 46%、気圧 1013.25hPa）を仮定し、
大気を構成する分子の吸収モデルのデータベースから大気の透過率を計算するプログラム
（MODTRAN）を用いている[15]。大気のエアロゾルによる一様な吸収と、主に水蒸気に
よる吸収帯がいくつか見られる。この中で 0.85μm、1.0μm、1.3μm あるいは 1.55μm 等
が大気分子による吸収が少ない。また、波長が長いほどエアロゾルによる散乱が少なくな
る。1.55μm 帯では 1km あたりの透過率は 80％程度である。

図２.３.１ 都市部の伝搬距離 1km における大気の透過率

2.3.2 雨・霧による減衰
地上では雨や霧等による減衰が主要な損失要因であるが、この値は気象台の視程観測の
データから、次の式で推定することができる。

17 D ⎛ 550 ⎞
L=
⋅⎜
⎟
V ⎝ λ ⎠

q

(2.3.1)

ここで、L は伝搬損失（dB/km）、D は伝搬距離（km）、V は視程（km）、λ は光の波長（nm）、

q は散乱粒子のサイズ分布に関する量で、 V ≤ 6km のときは、 q = 0.585V
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1

3

で与えられ

る[16]。図 2.3.1 の大気分子による吸収帯をさければ、この式から地上伝搬路の実質的な減
衰量を推定することができる。例えば、東京における 1990 年代の視程の累積分布から稼働
率を 99.9%としたときの視程距離の最小値は 850m となり、これから波長 550nm の伝搬損
失は 20dB/km、波長 1.55μm の伝搬損失は 11.3dB/km となる。99.9%の稼働率を達成するた
めには、この数値以上の回線マージンが必要である。

2.3.3 大気ゆらぎによる影響
レーザが大気中を伝搬する際には、大気の局所的な屈折率変化によって位相ゆらぎを受
け、これが受信レーザ光の強度変化（シンチレーション）や到来角変動となって現れてく
る。大気温度の時間変動は数 10Hz の比較的早い変動成分を持っており、0.3 秒間に間欠的
に数度変化することがある。この温度変化に伴う屈折率の変動は 3×10-4 程度の小さなもの
であるが、屈折率揺らぎの中を透過してきたレーザビームには数波長程度の波面（位相）
揺らぎが生じ、ビーム遠方界ではシンチレーション（大きな強度変化）が発生する。図 2.3.2
2

に、屈折率ゆらぎの分散を示す屈折率構造関数 C n の高度分布の例(Hufnagel-Valley モデル)
を示す。横軸がログスケールであることに注意されたい。高度 10km 程度で、ジェット気
流による一時的な増加が見られるが、大気ゆらぎは熱源に近い地上付近に限定され、その
2

大きさは高度の増加と共に急激に減少する。一般的に地上では、夏季における C n の最大
2

値が C n = 1 × 10

−13

2

m −2 3 、夜間等のゆらぎの小さい場合が C n = 1 × 10 −15 m −2 3 程度と言わ

れている[17]。この値をもとに、波長 1.55μm、直径 4cm のガウスビームを距離 1km にわた
って伝送したときのビーム軸上でのシンチレーションインデックスの最大値と最小値を計
算してみると、各々、 σ

2

max

= 0.52 及び σ 2 min = 0.007 となる。ここでシンチレーション

図 2.3.2 大気揺らぎの高度分布モデルの例
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インデックスとは、受信光の強度を I 、時間平均を < I > とすると、以下の式で定義され
る量である。
σ2 =

< I 2 > − < I >2
< I >2

(2.3.2)

σ 2 max = 0.52 は、稼働率を 99.9%としたとき最大 9.6dB の受信強度低下（フェージング）
に相当する。一方、このガウスビームを、直径 4cm の光アンテナで受信したときの到来角
の変動は、大気ゆらぎの強さに応じて 2μrad から 22μrad まで変わる。シングルモードファ
イバで受光する場合、直径 4cm の光アンテナの受光視野半径は 24.7μrad であり、到来角の
変動により数 dB の受信電力変動が起こることが予想される。
以上の計算から、都市部の 1km の伝送区間を想定すると、雨や霧による減衰と大気ゆら
ぎのシンチレーションは同程度の影響を与えることがわかる。ただし、この計算には、指
向誤差が無く、送信するガウスビームの軸上に受信機があるということを仮定している。
指向追尾誤差を考慮し、波長 1.6μm の回折限界ガウスビームを 10km 伝送した場合の計算
例を図 2.3.3 に示す[18]。この図で、
（指向誤差の無い場合の）ビーム軸上に相当する Rytov
Theory の計算結果がビーム半径の増加に伴って減少するのに対し、指向制御が完全には行
われていない実際の場合にはビーム半径の増加と共にシンチレーションが増加することが
わかる。一般に送信ビーム幅を意図的に広げた場合はこのようなことは起こらないが、長
距離の伝送に合わせて送信ビームを回折限界まで絞るとこのような現象が現れる。

図 2.3.3 指向誤差がある場合のシンチレーションの大きさ[18]
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2.4 レーザビーム伝送技術
空間光通信の特徴の一つである指向性の鋭いレーザビームと高いアンテナ利得は、アン
テナの開口径に対して非常に短い波長のレーザ（コヒーレントのある光）を用いることか
ら導かれるものである。このため、光アンテナはマイクロ波帯のアンテナと光領域の望遠
鏡の 2 つの性質を併せ持ったものになる。
光アンテナの光学設計手法は、光学望遠鏡の設計と本質的には同一であり、光アンテナ
から送信されるレーザビームは、古典的な光の回折理論で厳密に扱うことができる。また、
レーザビームの伝搬における定量的な性質を理解するためには、レーザビームをガウスビ
ームで近似し、取り扱いの容易なガウスビームの回折理論と幾何光学を必要に応じて使い
分けることが有効である。本節では最初にガウスビームの伝搬を解説し、次に光アンテナ
の一般的な特性、構成、特性について述べ、さらにガウスビームを光アンテナから送信し
た場合のアンテナ利得、追尾誤差損失等を数値的に検討する[19]。

2.4.1 ガウスビームの伝搬
一般に、シングルモードファイバ断面におけるレーザ光の光量分布はガウス分布で近似
できる。また、TEM00 モードで発振しているレーザ光源の出力開口における等位相面は平
面となり、電界強度はガウス分布で与えられる。図 2.4.1 において、 z = 0 の位置に位相一
定（波面が平面）で振幅がガウス関数状のガウスビームがあるとする。このガウスビーム
を、ある一定距離（ z ）だけ伝搬させた場合、伝搬方向に垂直な開口面での放射照度 i ( r , z )
はビームの中心軸からの半径を r とすると、

図 2.4.1 ガウスビームの伝搬
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i (r , z ) = i0 ( z ) e −2 r

2

/ W ( z )2

(2.4.1)
2

で表される。この式で、 W ( z ) はビームの中心から光の電界振幅が 1 e 、光電力が 1 e に
低下する半径であり、この半径以内にビーム全体の約 86％の光電力が含まれる。ガウスビ
ームは回折により広がってゆき、波面は平面から球面へと変化するが、電界強度分布の関
数形はガウス分布のまま変わらない。ビーム半径 W (z ) の変化は、

W ( z ) = W0

⎛ λ z
1 + ⎜⎜
2
⎝ π Wo

2

⎞
⎟ ≅ λ z
⎟
π W0
⎠

(2.4.2）

で与えられる。W0 は、ビーム半径が最も小さくなる位置（図では z = 0 で、ビームウエス
2

トと呼ばれる）での電力が 1 e になるビーム半径である。このビームウエストで波面は平
坦になる。また、距離が十分大きく z >> π Wo

2

λ となる時に上式の近似が成立する。図

2.4.1 の点線で示した波面の曲率半径 R (z ) は、

⎡ ⎛π W 2
0
R( z ) = z ⋅ ⎢1 + ⎜⎜
⎢ ⎝ λ z
⎣

⎞
⎟
⎟
⎠

2

⎤
⎥
⎥
⎦

(2.4.3)
2

で与えられる。上の式から、距離 z が十分大きい時に、電力が 1 e となるビーム広がり角
（全角）θ1 e 2 、電力が半分になるビーム広がり角度（全角）θ FWHM を求めると、それぞれ、

θ1 e =
2

2λ
λ
= 1.273 ⋅
π W0
2W0

θ FWHM =

(2.4.4)

2 ln 2 λ
λ
= 0.7496 ⋅
2W0
π W0

(2.4.5）

となる。

2.4.2 ガウスビームのレンズによる変換
文献[20]に従い、ガウスビームが、レンズあるいは光アンテナの反射鏡によってどのよ
うに変換されるかを考える。今、図 2.4.2 に示すように焦点距離 f のレンズから d1 だけ離
れた位置に、ビームウエストが W1 のガウスビームがあったとする。この像はレンズの作用
によりビームウエストの幅 W2 は、
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図 2.4.2 レンズによるガウスビームの変換

2

1
W2

2

1 ⎛ d ⎞
1 ⎛ π W1 ⎞
= 2 ⎜⎜1 − 1 ⎟⎟ + 2 ⎜
⎟
f ⎠
f ⎝ λ ⎠
W1 ⎝

2

(2.4.6)

に、ビームウエスト位置はレンズから

d 2 = f + (d1 − f )

f

(d1 − f )2

2

⎛ π W1 2
+ ⎜⎜
⎝ λ

⎞
⎟
⎟
⎠

2

(2.4.7)

の距離にそれぞれ変換される。この結果は、幾何光学による計算と比較すると

π W1 2 λ << (d1 − f ) の条件が満たされないときは、ガウスビームの結像式で計算する必
要があることがわかる。

2.4.3 円形開口からのレーザビームの放射特性
半径 a の円形開口から、振幅が一定で波面が開口面と平行のレーザ光を放射した時の伝
搬特性を考える。開口から距離 z だけ離れ、光軸から r の位置における光の振幅位相分布

u ( z , r ) は、フレネル回折の積分表示から次の式で表される[20]。
u ( z, r ) =

a
⎧
⎛
⎛
2π iI 0
r 2 ⎞⎫
ρ 2 ⎞ ⎛ rρ ⎞
⎟⎟ J 0 ⎜ k ⎟ ρdρ
exp⎨− ik ⎜⎜ z + ⎟⎟⎬∫ exp⎜⎜ − ik
2
2
λz
z
z
⎝
⎠ ⎝ z ⎠
⎝
⎠
⎭0
⎩

(2.4.8)

ここで、 ρ はアンテナ開口における位置を極座標表示で表した場合の動径、 J 0 は 0 次の
ベッセル関数、I 0 はアンテナ開口の照度、λ は光の波長、k は波数（ k = 2π
まず、光軸上（ r = 0 ）での光強度を求めると、
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λ ）である。

⎛ π a2 ⎞
2
2
⎟⎟
i ( z ) = u ( z ,0) = 4 I 0 sin 2 ⎜⎜
⎝ 2λ z ⎠

(2.4.9)

となる。すなわち、光軸上の照度は開口での照度の 4 倍と 0 との間を変動し、 z = a

2

λで

極大値をとった後は z と共に単調に減少して 0 に収束する。また、光軸からの角度を

θ = r z とすると、 z が非常に大きいとき（ z > a 2 λ ）の強度 i (θ ) は、
I A ⎡ 2 J (kaθ ) ⎤
i ( z , r ) = u ( z , r ) ≅ i (θ ) = 0 2 T2 ⎢ 1
λ z ⎣ (kaθ ) ⎥⎦
2

2

2

2

(2.4.10)

となる。ここで、 AT = π a は円形開口の面積、 J 1 は 1 次の第 1 種ベッセル関数である。
2

これが円形一様振幅分布に対応する遠方界分布で、アンテナの口径を波長で割り算した値
をパラメータとする一定の角度分布を示す。この強度分布をエアリ（Airy）分布と呼び、
円形の開口で受信したレーザビームを結像させたときの焦点面での光強度分布として知ら
れている。この関数形は

⎡ 2 J ( x) ⎤
f ( x) = ⎢ 1 ⎥
⎣ x ⎦

2

(2.4.11)

で、最大値は f (0) = 1 である。最初のゼロ点は、 f (1.2197π ) = 0 に相当し、この条件か
らエアリ分布の第 1 暗環の半径は角度にして θ = 1.2197 λ ( 2a ) となる。円形開口の直径を

D = 2a とすると、第１暗環に対応するエアリー分布のビーム幅 θ Airy （全角）は、

θ Airy = 2.439

λ

(2.4.12)

D

電力分布が 1/2 になるビーム幅 θ FWHM （全角）は、

θ FWHM = 1.029

λ

(2.4.13)

D

である。

2.4.4 光アンテナの構成
空間光通信における光アンテナの役割は、送信の場合にはレーザ光源からの比較的小さ
な口径（直径数ｍｍ程度）のレーザビームの口径を拡大し、指向性を鋭くすることにより、
相手の光通信機のアンテナにより多くのエネルギーを伝送することである。また、受信の
場合には、アンテナ開口に入射したレーザ光を効率良く集めて、光受信機の検出デバイス
（フォトダイオード、CCD 等）に結像すること、あるいは、受光ユニットに必要な小口径
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図 2.4.3 ビーム径を拡大・縮小する光アンテナ・望遠鏡の構成
の平行光線（コリメートビーム）に変換することである。
今、アンテナ開口面での振幅位相分布とアンテナの遠方界パターンを対にして考えると、
この 2 つの分布は互いにフーリエ変換の関係にある。例えば、ある一定の視野内で、一様
な指向利得分布が必要な捕捉用ビーコン、捕捉センサ用の光アンテナには一様指向分布が
適している。また、受信の場合にはアンテナ開口での受光強度及び位相分布は一定とみな
せるので、これをそのまま検出器に集光するとエアリー分布となる。また、ガウス分布は
通常のレーザ光源やシングルモードファイバから射出されるレーザビームがガウス分布に
近似できることから、空間光通信では最も基本的なアンテナ開口面分布として広く用いら
れている。
光アンテナの構成を図 2.4.3 に示す。一般に光アンテナの構成には、レンズを用いる屈折
望遠鏡と反射鏡を用いる反射望遠鏡があり、2 枚のレンズあるいは反射鏡を用いて平行な
レーザビーム（コリメート光）を射出する光アンテナの場合、カセグレン型とグレゴリア
ン型の構成が考えられる。図の場合、内部光学系とアンテナからの送信受信ビームの口径
比（横倍率、 M = D1 D2 = f 1 f 2 ）をおよそ 2 倍にとっている。反射望遠鏡では横倍率
が小さいと、図のように主鏡の穴径が大きくなって効率が悪くなる。また、レンズ製造上
の問題から、10cm 以上の比較的大きな口径の光アンテナには反射望遠鏡が用いられ、小口
径の望遠鏡には副鏡の遮蔽が無い屈折型が用いられる。
カセグレン型の場合、実際には、図 2.4.4 のように２枚の鏡面により主鏡の中心付近に焦
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図 2.4.4 カセグレン望遠鏡の構成
点を設け、主鏡の穴径を小さくし、焦点に集められた点像を内部光学系に必要な口径の平
面波に変換するために接眼レンズを用いる。この工夫により、アンテナの入射開口絞りに
対応する射出瞳の位置が接眼レンズの後方にでき、図の点線で示したように入射レーザ光
の方向が変化した場合でも、射出瞳を中心に内部光学系のビームの方向が変化するため、
光学系の口径を小さくすることができる。この射出瞳の位置に精追尾ミラーを置くことに
より、これより後の光路におけるビームの振れ角を最小にすることができる。また、アン
テナ開口径（ 2a ）と内部光学系の直径（ 2d ）との比 M = a d に対して、アンテナ開口
部におけるレーザビームの角度変位が内部光学系では M 倍に拡大されるので、内部光学
系では必要な追尾精度を得るための光学機器の配置等に関する精度要求が緩和される。
これに対してアンテナ自体には波長の 1/10 以下の高い精度が必要である。この精度を、
人工衛星の打ち上げや輸送時の大きな振動や大きな周囲温度変動が存在する過酷な環境の
もとで維持するためには、鏡面、レンズ等の光学機器の配置に 1μm 程度の精度が必要であ
る。このため、熱膨張係数が小さく精密光学機器を構成する素材として実績のあるインバ
ー（ニッケル系の合金）やゼロデュアー（ガラスセラミック素材）、ULE 等の材料を用い
る、あるいは、光学系の屈折率の温度係数と構造材の熱膨張係数を考慮して、温度変化に
よる光学素子の相対的な配置が変化しないような設計が行われている[21]。

2.4.5 送信アンテナ利得
一様な振幅・位相分布を持った半径 a の円形開口を持つアンテナの利得 G0 は、光の波長
を λ、開口の面積を AT = π a とすると、次の式で表される。
2

G0 = 4 π AT λ2

(2.4.14）
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この式は式(2.4.10)で θ = 0 とし、無指向性アンテナの電力密度 iuniform = I 0 AT 4π z との
2

2

比をとることにより求めることができ、同一の開口を持つアンテナ利得の最大値を示して
いる。例えば、口径が 10cm、光の波長が 0.83μm の場合、アンテナの利得は 111.6dB であ
る。
実際に光アンテナとして用いられる図 2.4.4 のカセグレン型望遠鏡では、内部光学系から
導かれたガウスビームに対し、主鏡あるいは鏡筒によるビームの周辺のけられ(truncation)
や、副鏡によるビーム中心部の遮蔽(obscuration)が起こる。開口面の振幅分布は、副鏡の遮
蔽を持った有限な口径のガウス分布となる。このため、送信アンテナ利得は、式(2.4.14)に
示した一様開口のアンテナ利得よりも低下する。マイクロ波帯のアンテナでは、この一様
開口のアンテナ利得に対する利得の低下量を開口能率η と呼ぶので、ここでも同様な定義
によると、実際のアンテナ利得 G は

G = G0 ⋅ η G ⋅ ηWFE

(2.4.15)

となる。 η G が開口の強度分布が一様分布と異なることによる開口能率の低下を表してい
る。一方、ηWFE は後述する開口面の波面収差による開口能率の低下を表す。ガウスビーム
の電力が 1 e 2 に低下する半径を w 、口径比(truncation ratio)を α = a w 、副鏡遮蔽率
(obscuration ratio)を γ = b a とすると、式(2.4.8)と同様な方法で中心遮蔽を持つ有限のガウ
ス分布に対するフレネル回折の積分表示をもとに開口能率を計算すると、

η G = 2α 2

1

(

)

iβh −α h
∫ 2 e e J 0 X h dh
2

γ

2

(2.4.16)

0.0
副鏡遮蔽率(b/a)

開口能率η (dB)

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

-10.0

-20.0
0.10

1.0

口径比 (a/w)
図 2.4.5 ガウスビーム送信アンテナの開口能率
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10.0

となる[22]。ここで、 h はアンテナ開口の動径方向 r0 に対応する積分変数で、受信点の距
離を r1 、アンテナ開口中心から見た受信点の光軸からの角度を θ1 、アンテナ開口での波面

の曲率半径を R とすると、 h = (r0 a ) 、 X = ka sin θ 1 、
2

β=

ka 2 ⎛ 1 1 ⎞
⎜ + ⎟
2 ⎜⎝ r1 R ⎟⎠

(2.4.17)

である。計算例を図 2.4.5 に示す。ガウスビーム半径に対する口径比（ α = a w ）には最
適値が存在する。今、仮に α = 1.0 とし、電力が 1/2 となるビーム広がり角を上式で計算す
ると、

θ FWHM = 1.129

λ

(2.4.18)

2W0

となる。この結果を式(2.4.13)の一様分布と比較すると、10％ほど大きくなっている。逆に、
ガウスビームも電力が 1 e 2 になる直径（ビームウエスト直径）を元に計算すれば同様なビ
ーム広がりを得ることができる。一般的にはガウスビームのビーム幅（半値全幅）として
は式(2.4.5)が用いられるが、空間光通信の場合、アンテナ利得がほぼ最大になる開口制限
（ α = 1.0 ）で光学系を設計する場合が多く、ビーム幅の計算式としてはむしろ式(2.4.18)
を用いるべきであろう。
光の波長を 0.83μm とし、アンテナ口径が 10cm、20cm、30cm の３つの場合について、
上で述べた最適な口径比を選択した場合のアンテナパターンを図 2.4.6 に示す。
図 2.4.7 には、アンテナの焦点ずれなどにより開口面に球面状の位相分布が生じた場合の
120.0

送信アンテナ利得 (dB)

アンテナ口径
D=10 cm
D=20 cm
D=30 cm

110.0

波長

副鏡遮蔽率

90.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

指向誤差(μrad)
図 2.4.6 ガウスビームを送信するカセグレンアンテナの利得
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γ＝0.2

ビーム口径比 α＝1.07

100.0

80.0
0.0

λ＝0.83μｍ

送信アンテナ利得（dB）

110.0

一様分布
回折限界ガウス分布
ビーム広がり30μrad(β'=0.34)
ビーム広がり96μrad(β'=1.22)
波長=1.56μｍ
口径=15cm
α=1.07
γ=0.2

100.0

90.0

80.0

70.0
-50.0

-30.0

-10.0

10.0

30.0

50.0

指向誤差(μrad）
図 2.4.7 ガウスビームおよび一様ビームの送信アンテナ利得
アンテナ利得の変化を示す。光の波長を 1.56μm、アンテナの口径を 15cm、副鏡の主鏡に
対する遮蔽率（ γ ）を 0.2 とし、波面収差の無い場合（回折限界）、遠方界でのビーム広が
りが 30μrad 及び 96μrad に相当する曲率半径を持ったガウスビームを送信するカセグレン
アンテナ、および一様強度分布のビームを送信する同様なアンテナのアンテナパターンを
示す。ある特定のビーム広がりを持たせることにより、（2.4.17）式の β = 0.34π とするこ
とにより、アンテナパターン上のヌルを無くしたり、同じく β = 1.22π とすることにより、
中心付近で一様なアンテナパターンを設定したりすることができる。このため、初期捕捉
に用いられるビーコン送信用のアンテナには、意識的に焦点ずれを起こしてビーム幅を広
くする場合がある。
次に波面精度について考える。収差の無い理想的なアンテナによるビームの最大強度と、
収差をもった現実のアンテナによる光ビームの最大強度の比をストレール比(Strehl ratio)
と呼ぶ。波面収差の標準偏差 σ rms が比較的小さい場合（ σ rms < λ 5 ）には、波面収差を波
長の単位で表した値（ σ rms

ηWFE = e − (2πσ

rms

λ ）とストレール比ηWFE には次のような一定の関係がある。

λ )2

(2.4.19)

このためストレール比は、波面収差による光学系の損失を議論する際の目安として良く
用いられる。λ/10(rms)程度の波面収差を持つ光学系ではストレール比は 0.674 となり、こ
の値は 1.7dB の損失に相当する。波面収差の要因には、光アンテナの鏡面以外に接眼レン
ズ、内部光学系に用いられているビームスプリッタ、フィルタ等の波面精度が含まれるの
で、これらの要因すべてについて必要な光学的精度を確保しなければならない。
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2.4.6 受信アンテナ
受信アンテナに関しては、送信アンテナと異なり、仮に光学系による収差が発生してい
ても、受信光のスポットが受光デバイス（ＣＣＤフォトディテクタやＱＰＤ等）の有効感
度領域（たとえば１ピクセル）に入っていれば損失とはならない。
アンテナ開口におけるレーザビームの強度分布は一定であり、副鏡等の内部遮蔽のない
光学系の場合には、受光面でのスポットはエアリ分布となる。光電力を検出する直接検波
方式の場合には、このエアリスポットが受光面でどの程度有効に受光されるかを計算する
ことにより受信系での開口能率が求められる。もし副鏡の遮蔽が大きい場合には、受光面
でのスポット分布は、エアリパターンよりも大きくなるので、送信アンテナの場合と同様
な計算が必要になる場合もある。
一方、受光デバイスが面状ではなく、いったん受光ビームをシングルモードファイバに
入射する場合や、コヒーレント方式でローカル光と受信光を受光面上で混合する必要があ
る場合には、受光ビームスポットとシングルモードファイバ中の基本モード分布、あるい
は、ローカル光のスポットとの結合効率を求める必要がある。この値が、受光における開
口能率となる。シングルモードファイバの基本モード分布やローカル光のスポット分布は
何れもガウス分布で近似できるので、上記の結合効率はエアリ分布とガウス分布との相関
積分により計算でき、エアリ分布の広がりをガウス分布に合わせることにより最大の結合
効率 0.89dB が得られる。但し、受光ビームに大きな焦点ずれや、スポット位置ずれが生じ
ていた場合には、非常に大きな損失が発生するので、光学系の設計には注意が必要である。

2.4.7 捕捉・追尾系の構成
光通信機の初期捕捉範囲は、衛星間光通信の場合には自衛星の姿勢制御精度や相手衛星
との相対位置の予測誤差を考慮して十分広く設定する必要がある。技術試験衛星 VI 型
（ETS-VI）の場合、軌道位置精度は東西、南北方向とも 0.1°以内、姿勢制御精度はピッチ、
ロール角 0.05°以内、ヨー角 0.15°以内になるように設計された[23]。また、静止衛星以外に
ついても、三軸安定型の姿勢制御方式をもつ大型衛星に関しては、同程度の軌道・姿勢制
御が行われている。これらの衛星の軌道・姿勢精度の実績を考慮して、光通信機の初期捕
捉範囲は静止衛星、周回衛星とも±0.2°程度に設定されている。また、衛星の設計によって
は、衛星の姿勢誤差を光通信機の捕捉追尾系に提供することができる場合があり、この場
合には姿勢決定精度が問題になる。OICETS の場合、姿勢決定精度は 0.14°であるが、光通
信機自体の取りつけ誤差やその他の要因により、ビーコン追尾を行なわない場合の指向誤
差は 0.2°程度になる。
衛星の姿勢外乱要因には、姿勢制御用のリアクションホイールのトルクむらや、導波管
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図 2.4.8 衛星に搭載された光通信機に働く外乱
スイッチなどの衛星に搭載されている機械的なスイッチの動作によるもの、太陽電池パド
ル駆動用のステッピングモータ、軌道制御あるいは姿勢制御用スラスタジェットなどによ
るトルク、望遠鏡の駆動モータのトルクむら、摩擦等によるトルク外乱によるものがある。
このような外乱は正確な指向追尾を必要とする光通信機にとっては無視できない大きさで
ある。図 2.4.8 に LANDSAT[24]および OLYMPUS 衛星[25]に搭載された加速度計の実測値
を元に外乱のスペクトル密度を求めたものと、ETS-VI 及び宇宙ステーション JEM 曝露部の
構造設計における外乱の振幅の解析値[26]を示す。LANDSAT で取得されたデータの周波数
範囲は 0.1～125Hz である。また、OLYMPUS については軌道制御等を行っていない定常時
および軌道制御中のスラスタ駆動時の最悪値を示す。このような衛星の姿勢制御精度およ
び外乱を考慮して光通信機の捕捉追尾系が設計される。同図に ESA および NASDA が光通
信機の捕捉追尾系の設計に採用している外乱モデルを点線で示す[27]。一般に外乱は低い周
波数成分が大きく、周波数が高くなるにしたがって振幅が小さくなる。
図 2.4.9 に衛星間光通信に用いられる捕捉・追尾・指向系の一般的な構成を示す。光学系
は光アンテナ（望遠鏡）と捕捉・粗追尾センサ、精追尾センサ、アンテナ駆動機構（2 軸
ジンバル）、精追尾ミラー駆動機構（FPM）、送信用レーザ（LD）、受信信号検出用フォト
ダイオード（APD）および送受信レーザ光を分離するためのビームスプリッタ（BS）、フ
ィルタなどの光学機器から構成される。この中で、捕捉の際の広い視野を確保するため、
捕捉・粗追尾センサにはエリア型の光センサ（例えば Si-CCD センサ）が、高速の応答と
高い追尾精度を両立させるため精追尾センサには４分割検出器（QD、 Quadrant Detector）
が用いられる場合が多い。
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図 2.4.9 空間光通信機の捕捉・追尾・指向系
この制御系は、捕捉・粗追尾センサ（CCD）とアンテナ駆動機構（２軸ジンバル）によ
る粗追尾ループ、および、精追尾センサ（QD）と精追尾ミラー駆動機構（FPM）による精
追尾ループの 2 重のフィードバックループより構成され、粗追尾ループは追尾誤差のうち
主に数 Hz 以下の振幅が大きくゆっくり変化する成分を、精追尾ループは粗追尾ループで
制御できない高速微小変動成分を除去するために用いられる。この構成では、光アンテナ
で集光した受信ビームには、精追尾ループで除去する追尾誤差成分に対応した到来角変動
が残っているため、受信ビームの位置と方向が変化する。この変化により送受信ビームの
位置が変化することを避けるために、FPM は光アンテナの射出瞳に置く必要があり、2 軸
一体型の FPM を用いることが多い。
図 2.4.10 に示す簡略化したフィードバック制御系を想定して、精追尾ループの動作を考
察してみる。追尾システムに働く外乱の周波数成分を S dis ( f ) 、精追尾ミラーや制御系の動
特性等を含む制御系全体の開ループ伝達関数を H C ( f ) とすると、追尾系の追尾角 θ trk ( f ) は、

θ trk =

θ beam + S dis ( f ) H C ( f )

(2.4.20)

1+1 HC ( f )

となり、開ループ利得 H C ( f ) が十分大きい場合には（ハイゲイン制御）、外乱が開ループ
利得分だけ抑圧され、外乱 S dis ( f ) にかかわらず追尾角がビーム角に一致することがわかる。
実際には、FPM の光アンテナ射出瞳からのオフセット等による内部ビームの位置・角度変
外乱

S dis ( f )
制御系

ビーム角

HC ( f )

θ beam

＋

追尾角

θ trk ( f )

－

図 2.4.10 フィードバック制御系の構成
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動や光アンテナやファイバカップラの収差等があり、ハイゲイン制御により追尾誤差が完
全にゼロになるわけではない。また、図のフィードバック制御系を安定に動作するために
は制御系の振幅・位相特性を最適に設計する必要がある。さらに、外乱がフィードバック
制御系で十分抑圧できない場合には、追尾系全体をパッシブな振動吸収材（ダンパ）を介
して衛星に取り付けたり、特別の振動遮断機構を設けたりすることもある[28]。本研究で
は、固定 2 地点間の通信であるため、精追尾系のみを実装し、第 4 章で詳述する制御系の
最適設計により全体の性能を確保する手段を選択した。
衛星間光通信においては、2 つの通信機の間の指向方向や距離が時々刻々変化するので、
ドップラー効果や光行差も考慮して追尾系を設計する必要がある。相手衛星の位置および

r

r

r

速度ベクトルを、 P および V とすると、相手衛星までの距離 ρ は、 ρ = P で与えられ、距

r

離の変化に伴うドップラーシフト f DP は、光の波長を λ 、相対速度 V の視線方向成分を Vn と
すると、

f DP = − Vn λ

(2.4.21)

となる。この値は、0.83μm 帯で静止－周回衛星間（相対速度 11km/s 程度以下）では 10GHz
以下、地上から静止衛星を見た場合には 1GHz 以下になる。
光行差とは、光速が有限であることから、相手衛星の相対運動によってレーザ光の受信
及び送信方向に差が生ずることを意味する。レーザ通信のように指向性の非常に狭いビー
ムを用いる通信システムでは、この差が無視できない。このため、受信方向に対してあら
かじめある見込み角（Point Ahead Angle） φ だけ前方にレーザを送信する。見込み角 φ の大

r

きさは、 V の視線方向に垂直な成分を Vt 、光速を c とすると、

φ = 2Vt c

(2.4.22)

で与えられる。この見込み角を光行差補正角とも呼ぶ。具体的な例をあげると、地上-静止
衛星間の光行差は 17.4μrad 程度、静止衛星-周回衛星間では 70μrad 程度になる。
衛星間光通信においては、太陽光の背景光によって追尾が中断したり、送受信機の性能
劣化が発生する可能性がある。このため、光アンテナの開口部に太陽光の背景光を遮断す
るための光フィルタを設けたり、シャッターを用意して太陽光が光アンテナの視野に入る
のを防止する対策が行われるが、地上における空間光通信では、日の出及び日の入りの時
刻に太陽が伝送路方向に来ないように設置場所を選定したり、装置の背後に防護壁を設け
るといった対策が行われる。一方、地上の空間光通信においては、移動体における応用の
場合でも、対向局の相対速度は小さく、上記のドップラー効果や光行差補正は無視するこ
とができる。図 2.4.9 では、光行差補正用の光学系（PAM）を設けているが、地上での応
用では 1 本のシングルモード光ファイバを用いて同一の光学系を用いてレーザビームを送
受信することができ、捕捉追尾光学系の構成を大幅に簡略化することができる。
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2.5 変復調技術
地上のファイバ通信においては光ファイバの損失や波長分散を最小にするための波長の
選択や、伝送速度を極限まで上げることが研究の中心になっている。この理由は、数十 Gbps
の伝送速度を要求するファイバ通信では、伝送速度あるいは伝送距離の限界は回線の信号
対雑音比（S/N）によって決定されるのではなく、むしろファイバの分散特性によって決
定される場合が多いためである。
一方、地上の空間光通信や衛星間光通信ではシステムの伝送速度は回線の S/N 比によっ
て決定される。このため、送信機の高出力化と高感度の受信機の開発が重要である。衛星
間光通信の研究開発の初期には、CO2 レーザや He-Ne レーザを用いたシステムが検討され
たが、1980 年代になって衛星搭載に適した高出力の半導体レーザ(LD)の開発が進められた
ことから、波長 0.8μm 帯の LD を用いた強度変調・直接検波(IM/DD: Intensity Modulation/

Direct Detection)システムの研究が開始された。
この波長帯は良好な量子効率を持った Si 受光デバイスが利用でき、アバランシェ効果に
よって光電流を増幅することにより直接検波でも量子限界に近い感度が達成できる。さら
に、高出力の送信機を実現するための要素技術として、 MOPA (Master Oscillator Power

Amplifier) [29]と呼ばれるデバイスが注目された。MOPA は、比較的小出力の LD 光源を必
要な速度で変調し、光源と一緒に集積化したレーザ増幅器を用いて送信機に必要な光出力
を得るデバイスであり、500mW を越える出力を持ったデバイスが市販された。また、受信
機の感度に関しても、良好な雑音特性を持った Si-APD (Avalanche photo diode)が市販され、
コヒーレント通信システムの理論限界に近い 10-6 の誤り率を得るために必要な 1 ビット当
たりの光量が 39 フォトンという性能を持った受信システムも報告されている[30]。ただし、
これらの 0.8μm 帯のデバイスを用いたシステムでは、1 チャンネル当りの通信速度が 1Gbps
未満に限定されていた。

1990 年代になってネオジウム(Nd)イオンを用いた固体レーザ(Nd:YAG レーザ)がコヒー
レント通信用の高出力高純度レーザ光源として検討され、さらにエルビウム(Er)を光ファ
イバのコアに添加したファイバ増幅器(EDFA, Er-doped fiber amplifier)が高速のファイバ通
信システムの高出力化、及び高感度化のために採用されるようになった。これに対応して、
衛星間光通信システムでも 1.5μm 帯のファイバ増幅器を用いて通信速度が数 Gbps を超え
る高速通信システムが検討されるようになった[31]。
本節では、最初に衛星間光通信に用いられる各種の変復調方式について紹介した後、APD
を用いた IM/DD 方式の感度特性を理論的に評価し、実際のデバイスパラメータを仮定した
計算例を紹介する。次に、EDFA を用いた送受信機の構成及び主要性能について考察する。
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2.5.1 各種変復調方式の特徴
空間光通信においてコヒーレント方式とは、電波を用いた無線通信システムと同様に、
光の波としての性質を利用し、振幅や位相を変調することにより情報を伝送し、受信信号
光と局部発振光（ローカル光）とを受光デバイスの非線型特性により混合し、電気信号に
変換して信号を受信する方法である。
コヒーレント光通信でも電波と同様に各種の変調方式が考えられ、光の振幅に信号を乗
せる ASK (Amplitude Shift Keying)、位相に信号を乗せる PSK (Phase Shift Keying)、周波数
に信号を乗せる FSK (Frequency Shift Keying)、さらに、振幅・位相の両方に信号を乗せる

QAM (Quadrature Amplitude Modulation)、光の偏向方向の変化を利用する偏向変調方式など
がある。
また、コヒーレント光通信の復調方式には、信号光の中心波長と局発光の波長を一致さ
せて変調信号を直接、ベースバンドに変換するホモダイン方式と、局発光の波長をシフト
して受信信号を一旦、中間周波数（IF）に変換してから信号を復調するヘテロダイン方式
がある。コヒーレント方式の場合、信号光とローカル光の混合の際に、ローカル光の強度
に比例した信号成分が現れるため、ローカル光の電力を増加することにより良好な受信感
度を得ることができる。また、信号を一旦、電気信号に変換しているため、光領域のフィ
ルタよりも良好な特性を持ったフィルタを使用して受信機の選択度を上げることができ、
これも良好な受信感度の実現に寄与している。
これに対し、光の有無に情報を載せて通信を行う方式を強度変調・直接検波（IM/DD）方
式と呼び、地上の光ファイバ通信や過去の実証実験（ETS-VI）や、OICETS 等で採用され
ている。強度変調の代表的な変調波形には図 2.5.1 に示すように 1 ビットの情報を伝送する
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0

NRZ符号

RZ符号

２値PPM符号

４値PPM符号
Symbol

図 2.5.1 代表的なディジタル変調符号
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時間間隔(Time-slot)中の光の有無で情報を伝送する NRZ (Non-Return to Zero)や、NRZ より
もパルス幅を短くした RZ（Return to Zero）がある。また、情報をいくつか（通常は 2n 個）
のまとまり(Symbol)に分け、2n 個に分けた time slot の光パルスを ON にする位置で n ビッ
ト(1 Symbol)の情報を伝送するパルス位置変調(PPM: Pulse Position Modulation)方式がある。

PPM 方式は、宇宙光通信では良好な電力効率を持った通信方式としてコヒーレント方式と
並んで将来の究極の通信方式の一つと考えられている[32]。
一般に IM/DD 方式では、受信感度が受光デバイスの特性や電気系の増幅器の雑音特性に
左右されやすく、高感度の光受信機を実現することが困難であると言われてきた。ところ
が、1990 年代になってファイバ増幅器の開発により、電波と同様に受信機の初段に光領域
での低雑音増幅器が利用できるようになり、IM/DD 方式でも良好な感度が得られるように
なった[33]。また、低雑音増幅後の受信光信号と 1 ビットの時間だけ遅延した受信光信号
の相関を取ることにより位相変調信号の検出を行う差動符号化 PSK 遅延検波方式（DPSK）
が高速・高感度の光通信方式として注目されるようになった[34]。
表 2.5.1 に代表的なコヒーレント方式と IM/DD 方式との感度比較を示す。同表には衛星間
光通信の分野で発表された実験室レベルにおける感度実測値についても示した。
表 2.5.1 代表的なコヒーレント方式と IM/DD の感度比較
特
徴
変復調方式
感度 1)
劣化量 7) 光源純度 5)
(dB)
(Γ)
(Photons/bit)
Homodyne PSK
9
0
2200
光 PLL 同期回路が必要
Heterodyne PSK
19
3.2
300
Heterodyne DPSK
20
3.5
540
DPSK/遅延検波と同一
Homodyne ASK
36
6
10
Heterodyne ASK
78
9.4
10
Heterodyne FSK
40
6.5
12
IM/DD
10
0.5
＜1
Shot Noise 限界の理論値
36(EDFA)
6
19 (10-6)
3.2
EDFA の LNA、RZ パルスを用
DPSK/
4)
5.2
いた遅延検波
遅延検波
30 (10-9)
Homodyne PSK6)
20
3.5
Sync. Bits 方式の OPLL
IM/DD (4-PPM)2)
38 (10-6)
6.3
＜1
Slik-APD 使用
3)
5.9
＜1
EDFA による LNA
IM/DD (RZ)
35 (10-6)
8.2
60 (10-9)
1) 括弧表示のない項目は 10-9 の BER を得るために必要な 1 ビット当たりのフォトン数。
2) ESA による 50Mbps、BER:10-6 の実測値。
3) MIT における 10Gbps の試作受信機の実測値。
4) MIT における 10Gbps の RZ-DPSK・遅延検波方式の実測値。
5) データ伝送速度を、感度が 1dB 劣化する光源の線幅（周波数）で割った値。但し、
Γ = 2 R (Δν Local + Δν Signal ) 、R:データ伝送速度。
6) DLR の 1.064μｍの LD-pump の Nd:YAG レーザ、565Mbps の実験結果。
7) Homodyne PSK 方式の受信感度に対する相対的な低下量を示す。
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2.5.2 強度変調・直接検波方式の光受信機の感度解析
ここでは、文献[35]に従って IM/DD 方式の光受信機の感度について検討する。受信機の
初段の光検出部に APD を用いた場合には、アバランシェ増倍に伴う過剰雑音が発生する。
この増倍雑音はフォトン数が少ない場合、ガウス分布では近似できない。したがって、信
号のマーク（光が ON）とスペース（光が OFF）の状態では雑音の大きさが変化し、一般
にスペースの方が雑音が小さくなる。このため、光受信機の符号判定において良好な符号
誤り率特性を得るために、この性質を考慮して判定のしきい値（threshold）を光量に応じ
て変化させる必要がある。以上の性質は受信機の感度が理論限界（ショット雑音限界）に
近づいた場合に明確に現れるものであり、例えば、初段にフォトダイオード(PD)を用いた
場合には、システムの雑音は初段のプリアンプの熱雑音で決定されるので、電波と同様に
雑音の分布はガウス分布で近似でき、信号の 0 あるいは 1 による雑音の大きさの相違は無
くなる。図 2.5.2 にいくつかの平均フォトン数 N についてのポワッソン分布

P (n) =

exp(− N ) N n
n!

(2.5.1)

を示す。 N が大きい場合にはガウス分布で近似できることがわかる。
以上の性質を考慮して、ショット雑音限界における NRZ 変調の受信機感度の理論限界に
ついて考える。強度変調の場合、誤りが生じるのは、マーク（1）信号を送信したにもかか
わらずフォトンが受信されない場合 P(1 | 0) と、スペース（0）信号を送信したにもかかわ
らずフォトンが 1 個以上受信される場合 P(0 | 1) である。受信機の熱雑音や背景光を無視
すると、後者の確率は 0 になる。そこで、マーク率を 0.5 として、式(2.5.1)で n = 0 として
0.15

確率分布
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図 2.5.2 ポワッソン分布を示す光子数の分布関数
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図 2.5.3 APD を用いた光受信機の構成
誤り率が 10-9 となるフォトン数を求めると、

PTotal = 0.5 ⋅ P(1 | 0) + 0.5 ⋅ P(0 | 1) = 0.5 ⋅ exp(− N1 ) < 10 −9

(2.5.2)

からマーク時の平均フォトン数は N1 = 20.0 となる。スペース時はフォトン数がゼロであ
るから、マーク率 0.5 の場合、10-9 の誤り率に必要な平均受信フォトン数は N S = 10.0 とな
る。
次に、図 2.5.3 のような APD を受光デバイスとするトランスインピーダンス型の受信機
の NRZ 変調における感度について考える。受信機の初段における信号電力 PS (t ) は、信号
電流を iS (t ) 、初段の等価インピーダンスを RI とすると、

PS (t ) = iS (t ) RI = RI [P(t ) R0G ]
2

2

(2.5.3)

である。ここで、 P (t ) は信号光電力、 G は APD の増倍利得、 R0 は APD の光電変換効率
で 、 APD の 量 子 効 率 を η (λ ) 、 電 子 の 電 荷 を q = 1.60219 × 10

−19

、プランク定数を

h = 6.66261762 × 10 、光速を c = 2.997925 × 10 、光の波長を λ とすると、
η (λ )qλ
(2.5.4)
R0 =
hc
−34

8

で与えられる。一方、受信機初段に換算した雑音電力は、以下のような式で表される。

PN (t ) = i N (t ) RI = 2q{I ds + (I db + (P(t ) + PB )R0 )G 2 FS }R B RI
2

+ (I TIPA )

2

2

⎛ e ⎞
4k T
RB RI + ⎜⎜ PA ⎟⎟ RB RI + B RB RI
RS
⎝ RTIPA ⎠

(2.5.5)

ここで、 RB は雑音帯域幅、 I ds は APD の増倍を受けないもれ電流成分、 I db は増倍を受け
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るバルクもれ電流成分、PB は背景光電力、FS は APD の過剰雑音係数で、Si-APD の場合、
ホール／電子の実効イオン化率を k eff とすると、

FS = keff G + (1 − keff )(2 −

1
)
G

(2.5.6)

である。 I TIPA はトランスインピーダンスアンプの雑音電流スペクトル密度、 RTIPA はトラ
ンスインピーダンスの抵抗成分、 RS は APD の等価抵抗、 T は絶対温度を示す。 ePA は後
段のアンプの雑音電圧で、後段のアンプの入力インピーダンスを RPA 、雑音指数を NF と
すると、
NF

2

ePA = 4k BTRPA10 10

(2.5.7)

となる。
以上のモデルをもとに、受信フォトン数にガウス近似が成り立つ範囲にある場合につい
て符号誤り率を求める。図 2.5.4 のように符号判定器におけるマーク信号（1）に対する出
力を μ1 、分散を σ 1 とし、スペース信号（0）に対する出力を μ 0 、分散を σ 0 、しきい値（ス
レッショルド）を μT とすると、符号誤り率は誤差補関数 erfc ( ) を用いて

BER =

⎛ (μT − μ0 ) ⎞
⎛ (μ − μT ) ⎞⎫⎪
1 ⎧⎪
⎟ + erfc⎜ 1
⎟⎬
⎨erfc⎜⎜
⎜
⎟⎪
⎟
4 ⎪⎩
2
σ
2
σ
0
1
⎝
⎠⎭
⎝
⎠

(2.5.8)

となる。受信機に整合フィルタを用いた場合には、 μ = iS 、 σ = iN とし、符号 0 および 1
の場合の光電力から μ0 、 μ1 等を計算し、 RB にデータ伝送速度の 1/2 を代入することによ

信号振幅

信号振幅
０

１

０

１

０

１

０ １

マークの
確率分布
スペース
に対する
誤りの部分
スペースの
確率分布
しきい値

０

時間
図 2.5.4 光受信機の符号判定における信号分布
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確率分布

り符号誤り率の限界が求められる。ここで、一般に σ 0 < σ 1 であり、 μT の設定には以下に
示す３つの方法がある。

(a) 単純に μ 0 と μ 1 の中間に設定する方法

μT =

μ1 + μ1

(2.5.9)

2

(b) 誤り率を最小にする値に設定する。

dBER
=0
dμ T

(2.5.10)

(c) 符号 1 と 0 の誤り率が等しくなるように設定する方法

μT − μ 0 μ1 − μT
=
σ0
σ1

(2.5.11)

これらのうち、(b)が最も誤り率特性が良好で、(a)が最も悪くなり、(c)は(a)、(b)両者の中
間の特性を持っている。
上記の計算式を用いて、ETS-VI の光受信機に搭載されているものとほぼ同等の Si-APD
を仮定して NRZ 符号に対する誤り率特性を求めた。計算条件を表 2.5.2 に、結果を図 2.5.5
に示す。光受信機の受信感度の解説では、(c)の検出方法による式が用いられている場合が
あるが、ショット雑音限界に近い受信機において最良の受信感度を実現するためには、(b)
の検出方法を用いるべきである。
0.1
(c)符号１と０の誤り率が等しくなるようしきい値を設定
(a)振幅の平均値にしきい値を設定
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しきい値を設定

-4
-5
-6

10
-7
10 -8
10 -9
10-10
10
-12
10

-72

-71

-70

-69

-68

-67

-66

-65

-64

-63

-62

-61

-60

Input power (dBm)
図 2.5.5 APD を用いた光受信機の誤り率計算例
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-59

-58

-57

表 2.5.2 APD を用いた受信機の感度解析例(計算の条件)
APD モデル

伝送速度

50Mbps

量子効率

0.83

消光比

1000

増倍率（Ｇ）

100

波長

830nm

暗電流

Ids = 5pA, Idb = 1pA

イオン化率

0.013

雑音電流密度

0.01 pA

過剰雑音係数

3.2641 (G=100)

増幅器雑音電圧

1.286 nV

増幅器モデル

Hz
Hz

2.5.3 光ファイバ増幅器を用いた光受信機の動作モデル
低雑音増幅器として Er 添加ファイバ増幅器（EDFA）を初段に用いた図 2.5.6 のような直
接検波（Direct Detection）型の光受信機に、信号光を印加した時の出力信号対雑音比（S/N）
を考える。
最初に EDFA の雑音指数 NF について考察する。文献[36]によると偏波選択特性の無い

EDFA を初段に用いた場合の光受信機の雑音指数 NF は、

1 ⎛ n' sp β
⎜1 +
G ⎜⎝
NS

NF =

⎛ n' β ⎞
⎞
⎟⎟ + 2n' sp ⎜⎜1 + sp ⎟⎟
2N S ⎠
⎝
⎠

(2.5.12)

で表される。これに対し、片方の偏光成分のみを受信する偏波保持型の EDFA を初段に持
つ光受信機の雑音指数 NFp は、２つの偏光成分のうち一方だけが検出器に雑音として入射
するため、

NFp =

⎛ n' β ⎞
1 ⎛ n'sp β ⎞
⎟⎟ + 2n'sp ⎜⎜1 + sp ⎟⎟
⎜⎜1 +
2NS ⎠
G⎝
4NS ⎠
⎝

(2.5.13)

クロック
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光フィルタ

符号判定

(Γ, Δf)
フィルタ
(B)

図 2.5.6 光ファイバ増幅器を初段に用いた光受信機の構成
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データ
出力

となる。ここで、EDFA の利得を G 、自然放出係数を nsp とすると n ′sp ≡ (1 − 1 G )n sp であ

り、 n sp は、光子の放出確率を a 、吸収確率を b とすると、 n sp = a (a − b ) で定義される。
また、 β = Δf B は光フィルタのベースバンドフィルタに対する相対的な帯域幅で、 B は
光受信機のベースバンドフィルタの帯域幅で、理想的な場合、例えば変調信号に整合した
フィルタを用いた場合はビットレートの 1/2 となる。 N S は EDFA 入力端におけるマーク
信号１パルスあたりのフォトン数を表し、 N 0 を EDFA 入力端におけるマーク時の平均フ
ォトン数とすると、 N S = N 0 Bit rate = N 0 2 B である。

(2.5.12)式及び(2.5.13)式で前半かっこ内の第 1 項が信号光のショット雑音によるＮＦの
劣化、第 2 項が信号光と増幅された自然放出光（ASE: Amplified Spontaneous Emission)のシ
ョット雑音、後半括弧内の第 1 項が ASE と信号光のビート雑音、第 2 項が ASE と ASE と
のビート雑音による NF の劣化を表している。ここで、増幅器の利得 G を十分大きくする
と、NF は ASE と信号光あるいは ASE のビート雑音成分で決定されるようになる。さらに、
光信号電力（ N S ）が大きくなると、NF は式の後半のかっこ内第 1 項が残り、 F ≅ 2n sp と
なる。もし、EDFA の励起が効率良く行なわれ、Er イオンのほとんどが励起状態にあれば、
反転分布の度合いを示す n sp = 1 となり、 NF = 2 が実現できる。これが理論的な NF の最
小値で、実際の EDFA では NF は必ず 3.0dB よりも大きくなる。
以上の考察から、EDFA で良好な NF を得るためには、次の条件が必要になる。

(1)増幅器の利得を大きくする。（通常 30dB 以上が必要。）
(2)自然放出係数を１に近づける。（ポンプ光を強くして反転分布を形成する。）
(3)光フィルタの帯域を小さくする。
（光信号帯域に整合させる。）
(4)光信号電力 N S を大きくする。
また、(2.5.12)式と.(2.5.13)式を比較すると、偏光保持型の EDFA の方が自然放出光の雑音
の寄与が少なく、良好な NF 特性を持つことがわかる。
実際には、変調信号に整合した光フィルタを実現することは不可能に近いので、(3)の光
フィルタの帯域を小さくしていくと信号光の波形歪が増加し、符号間干渉も増加するので、
実効的に N S が小さくなってしまう。したがって(3)と(4)の条件は相反関係にあり、最良の
条件が整合フィルタということになる。
以上の関係から、上の理論限界に近い受信感度を達成することは難しいが、信号光の変
調方式を通常のオン・オフ方式（NRZ）ではなく、インパルスに近い短パルス RZ 信号変
調を用いることにより、一般的な単峰特性を持ったファブリペロー（FP）型の光バンドパ
スフィルタでも整合フィルタの条件に近い性能を実現できることが実験的に確認されてい
る[33]。
次に、EDFA を初段に用いた光受信機の信号電流及び雑音電流を個別に考察する。片方
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の偏光のみを受信する EDFA を用いた光受信機において光フィルタ出力における平均信号
フォトン数 nFO とその分散 σ NFO は、それぞれ、
2

nFO = Γ{GN 0 + (G − 1)nsp Δf }

(2.5.14)

σ NFO 2 = Γ{GN 0 + (G − 1)n sp Δf }+ Γ 2 (G − 1)n sp {2GN 0 + (G − 1)n sp Δf } (2.5.15)
となる。ここで、 Γ を光フィルタの損失と検出器（PD）の量子効率の合成値、 Δf を光フ
ィルタの帯域幅とする。(2.5.15)式では、偏波保持型の EDFA を仮定しているが、偏波保持
特性を持たない EDFA を用いる場合には、かっこ内の第 2 項をそれぞれ 2 倍する必要があ
る。
これらの結果を、フォトディテクタ（PD）及び後段のプリアンプの雑音モデルを含めて、
次に示す強度変調/直接検波 （IM/DD）方式の受信機に対するビット誤り率（BER: Bit Error

Rate）の式に代入すれば良い。

⎛ t2
exp
∫ S D ⎜⎜⎝ − 2
2π σ 0 +σ 1
1

BER =

∞

⎛ 1
⎞
SD ⎞
1
⎟⎟
⎟⎟dt = erfc⎜⎜
+
σ
σ
2
2
⎠
0
1 ⎠
⎝

(2.5.16)

ここで、S D は信号に対する検出器初段での等価入力電流で、σ 1 と σ 0 をマーク及びスペー
ス信号受信時の等価入力雑音電流の標準偏差を表す。今、EDFA の利得（G）が十分大き
いとして、PD 及び回路雑音の影響を無視すると、

S D ≡ μ1 − μ0 = isig = eΓGN 0

(2.5.17)

σ 1 2 = 2e 2 Bσ NFO 2

(2.5.18)

σ 0 2 = 2eB ⋅ i ASE + 2eB

i ASE
⋅ i ASE
eΔf

(1.5.19)

ここで B は受信機の帯域、 i ASE = eΓ(G − 1)n SP Δf である。また、Q 値を

Q=

SD
σ1 + σ 0

(2.5.20)

と定義すると、強度変調・直接検波方式の受信機におけるビット誤り率は、

BER =

1
⎛ 1 ⎞
erfc⎜
Q⎟
2
⎝ 2 ⎠

(2.5.21)

と表現できる。例えば、BER=10-9 に必要な Q の値は、Q=6.0 である。このときの信号電流
対雑音電流比は、
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Q=

eΓGN 0
4e 2 BΓ 2 N 0 G (G − 1)n sp

≅

NS
=6
2n sp

(2.5.22)

となり、BER=10-9 に必要な平均フォトン数 N S は、信号のマーク率を 50%と仮定すると、

N S [ BER = 10 −9 ] = 0.5 × N S [ BER = 10−9 ] = 36 ⋅ nsp

(2.5.23)

となる。反転分布係数 n sp の理論限界は 1 であり、EDFA を用いた直接検波型光受信機の 1
ビット当りの平均必要光子数 N S の理論限界は 36 フォトンとなることがわかる。もし、自
然放出光係数 n sp = 1.5 （これは NF が 4.8dB の EDFA に相当する）とすると受信感度の限
界は 54 フォトン/ビットとなる。実際の低雑音 EDFA の NF は 4.0dB 程度以下が実現でき
ているので、狭帯域の光フィルタとベースバンドフィルタにより上記の値に近い感度を達
成することができる。

2.5.4 コヒーレント方式のビット誤り率
コヒーレント方式の受信機におけるビット誤り率について考察する[37]。局発光の電力
が十分大きい場合、振幅変調（ASK）信号をホモダイン受信機でコヒーレント検出した時
のビット誤り率は、

⎛ NS ⎞
N
1
⎟ ≅ exp⎛⎜ − S ⎞⎟
BER = erfc⎜⎜
⎟
2
⎝ 2 ⎠
⎝ 2 ⎠

(2.5.24)

で与えられる。また、位相変調（PSK）信号を同様にコヒーレント検出した場合には、

BER =

(

)

1
erfc 2 N S ≅ exp(− 2 N S )
2

(2.5.25)

となる。上の 2 つの式から ASK と PSK では受信感度が 4 倍異なることがわかる。EDFA
を初段に用いた差動符号化遅延検波（DPSK）の受信感度は、ヘテロダイン DPSK と同一
になるとの報告がある。この場合のビット誤り率は、S/N 比を γ とすると、

1
BER = exp(− γ )
(2.5.26)
2
となる。ここで、 γ が N S と等しいとすると、DPSK は PSK と ASK の中間の感度を持つこ
とがわかる。さらに(2.5.22)式と同様な近似、すなわち EDFA のゲインが十分大きく、信号
強度も大きい場合を想定して、DPSK の感度の限界を計算する。
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2
⎛
⎞ 1
⎛ NS ⎞
(
1
2eΓGN 0 )
⎜
⎟
⎟
⎜−
BER ≅ exp −
exp
≅
⎜ n ⎟
⎜ 2 ⋅ 4e 2 BΓ 2 N 0G (G − 1)nsp ⎟ 2
2
⎝ sp ⎠
⎝
⎠

(2.5.27)

コヒーレント方式の場合はマーク、スペースで光の強度は同じなので、BER=10-9 のために
必要な平均のフォトン数は、

N S ( BER = 10−9 ) = − ln(2 × 10 −9 ) ⋅ nsp = 20 ⋅ nsp

(2.5.28)

で、もし nsp = 1.5 とすると受信感度の限界は 30 フォトン/ビットとなる。
以上の考察をショット雑音限界の強度変調・直接検波方式（IM/DD 方式）と比較すると、

EDFA を用いた場合の受信感度は ASK ホモダイン方式とほぼ同一、EDFA を用いない理想
的な量子検出器（例えば次節で紹介している HPD）で検出した場合の感度は PSK ホモダ
イン方式とほぼ同一となる。実際に PSK ホモダイン方式の受信機をドップラーシフトの大
きな衛星間通信システムで動作させるためには大きな困難が伴うと考えられる。1990 年代
の初めには、IM/DD 方式にたいしてコヒーレント方式の受信感度における優位性が注目さ
れたが、低雑音 EDFA の高性能化や、良好な特性を持った単一量子検出器により、この 2
つの方式の間で受信感度の差は無くなりつつある。最近では、多値 PPM 変調方式を用いる

IM/DD 方式のほうが受信感度は良好である。
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2.6 空間光通信に用いられる光デバイス
光を電気信号に変換する素子には、太陽電池と同様に半導体の PN 接合を用いて光を電
流に変換するもの（光起電力効果）、光による半導体の抵抗変化を利用するもの（光伝導効
果）、真空管の光電面に光を入射し、そこから生じる電子放射を電流に変換するもの（光電
子放射効果）がある。このうち、光スイッチ等の可視光の検出に光伝導効果を利用した CdS
が光検出素子として広く用いられていたが、赤外領域の検出素子（PbS、PbSe、CdHgTe）
を除けば、最近ではほとんどの用途が半導体の PN 接合を利用した素子（Si フォトダイオ
ード）に置き換わっている。また、光電子放射効果を用いた例として微弱光の検出に光電
子増倍管が用いられてきたが、この分野でも半導体素子（Si-CCD、Si-APD）が用いられる
ようになってきた。
空間光通信で用いられている代表的な半導体受光デバイスの特性を表 2.6.1 に、代表的な
レーザ光源の特性を表 2.6.2 に示す。
本節では、光衛星間通信に用いられる受光素子およびレーザ光源の中で重要な役割を果
たす光半導体デバイス（フォトダイオード、レーザ）、及び光電子増倍管について、デバイ
スの性能・特徴について紹介する。

表 2.6.1 光受信機に用いられる代表的なフォトダイオードの特性
半導体
組成
Si
Ge
InGaAs
InGaAs
(1)

構造
APD
APD
APD
PIN

感度波長帯
(μm)
0.4-1.1
0.8-1.6
0.9-1.7
0.9-1.7

量子効率
η
>0.8
0.8
0.8
0.8

応答速度
(ns)
0.3～3
0.5
0.3
0.1

静電容量
(pF)
0.5～20
0.5
0.5
0.5

暗電流
Cds/Cdb (nA)
10/0.01
100/100
10/10
10/-

イオン化率
keff
0.002(1)-0.035
0.6～1.0
0.45～1.0
-

SliK APD

表 2.6.2 代表的なレーザ光源の特性
レーザの構成

出力
(W)
0.03
0.25
0.2-1.0

変調速度
(GHz)

線幅
(MHz)

InGaN
AlGaInP
AlGaAs
InGaAs
InGaAsP

発振波長
(μm)
0.2-0.62
0.615-0.690
0.780-0.880
0.9-1.0
1.3-1.55

変換効率
(%)
5

1.0

10

<30

200

10

10

Nd:YAG

1.064

1.0

-

0.005

Doubled Nd:YAG

0.532

CO2

10.6

1000
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-

10
5

0.001

5-20

2.6.1 フォトダイオード
Si や Ge 等のⅣ属半導体や InGaAs、InSb、HgCdTe 等のⅢ-Ⅴ属、Ⅱ-Ⅵ属半導体の PN 接
合に逆バイアスを加えると、電子・ホールは各々n+、p+電極の方向に集められ、PN 接合の
中心部にキャリア密度が少ない空乏層ができる。半導体のバンドギャップエネルギーより
も高いエネルギーを持った（即ち短い波長の）フォトンがこの空乏層で吸収されると、電
子・正孔のペアが発生し、この電荷は空乏層内の電界により各々n+、p+電極の方向に加速
される。もし途中で多数キャリアとの再結合が生じなければ、最終的には吸収されたフォ
トン数に比例した光電流が PN 接合に流れる。これがフォトダイオード（PD）の動作原理
である。
光検出器では、1 個の入射フォトンに対して何個の電子が発生するかを示す割合を量子
効率と呼び、これが感度を決める最も重要な値である。量子効率を良くするには、入射し
たフォトンができるだけ多く空乏層で吸収されることが必要であり、このため、PN 接合
の中間に比較的厚い i 層を設ける PIN 構造や、電極や p+、n+等の活性層を出来るだけ薄く
する、光が入射する表面を反射防止膜で覆う等の工夫が行なわれる。
フォトダイオードの応答速度は、発生したキャリアの走行時間と素子の静電容量で決ま
る立ち上がり時間のどちらか長い方で決まる。Si や Ge、InGaAs の PIN-PD では、応答速
度が素子の容量で決まり、i 層を設け逆バイアスを印加することにより素子の容量を低減
し、PN 接合の面積を必要最小限とすることにより高速応答を実現している。例えば、数
百 MHz 以上の高速応答が必要なデバイスでは、0.5mm2 以下の断面積が普通である。現在、
開発されている良好な量子効率を保ちながら 2GHz 以上の応答を示す光検出デバイスは、
主に InGaAs-PD であり、超高速応答が必要な場合には今後もフォトダイオードが用いられ
ると考えられる。

2.6.2 アバランシェ・フォトダイオード（APD）
図 2.6.1 に裏面入射リーチスルー型のシリコン・アバランシェフォトダイオード（Si-APD）
の構造を示す。PN 接合の裏面から APD に入射した光は、比較的厚い空乏層からなる吸収
領域（A）で吸収され電子・ホール対を発生する。発生した電子は空乏層に印加されてい
る電界によって加速され高い電界がかかっている増倍層（M）に達し、半導体結晶の荷電
子との衝突イオン化により新たな電子・ホール対を発生し、これが増倍領域で繰り返され
ること（アバランシェ増倍）により多数の電子が n+電極に集められる。増倍領域で発生し
たホールは電子と逆方向に加速されるが、Si-APD の場合、衝突によるイオン化率は、電子
の方がホールよりも圧倒的に大きいのでホールはほとんどアバランシェ増倍に寄与しない。
したがって、最初に増倍層に入射した電子が、加速・衝突イオン化を繰り返す回数によっ
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図 2.6.1 アバランシェ・フォトダイオードの動作
て増倍率が決まる。最適な増倍率はイオン化率比と結晶の品質で決まり、Si の場合 100～

300 程度、Ge あるいは InGaAs で 10～30 程度であり、これらの値よりも高い増倍率を得よ
うとして逆バイアスを増加すると、もれ電流が急激に増大し、かえって雑音特性が悪化す
る。
図のリーチスルー構造とは、p 側の電極の近くに不純物濃度の高い p+層を設け、逆バイ
アス時の空乏層の厚さを一定にするもので、これにより吸収層を一定の厚さにして赤外領
域の感度低下を防止すると共に素子のインピーダンスを下げて応答速度を改善することが
できる。また、n+層の両側に設けられた p+層は、チャンネルストッパーと呼ばれるもので、
表面準位の影響でもれ電流が増加することを防ぐための構造である。

APD では、電子・ホールに対する衝突イオン化の割合が増倍の過程を決める重要なパラ
メータである。電子に対するイオン化率を α 、ホールに対するイオン化率を β とするとイ
オン化率比 k は、

k=β α

(2.6.1)

で定義される。Si の場合、 k = 1 10 ～1 50 であるが、Ge では k ≅ 2 、InGaAs では k ≅ 1 2
で、電子・ホールに対するイオン化率の相対比が大きいほど増倍率のゆらぎが少ない。APD
の増倍率を M とすると、過剰雑音係数 FS は、電子注入の場合には k eff = k として、ホー
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ル注入の場合には、k eff = 1 k で(2.5.6)式に代入して計算すればよい[38]。増倍率を仮に 300
とし、表 2.6.1 の Si-APD におけるイオン化率比の最小値（ k = 0.002 ）を上式に代入する
と F ≅ 2.6 となる。Si-APD が高感度の受光デバイスとして最も優れた特性を持っているこ
とがわかる。増倍によるゆらぎを少なくするためには、イオン化率の大きな方のキャリア
を増倍層に注入する必要がある。図では、電子注入の Si-APD の例を説明したが、Ge、InP、

AlGaAb 等の半導体では、ホールによるイオン化率の方が大きいので、ホール注入により
アバランシェ増倍が行われる。光の波長が 0.4μm から 1.1μm までは Si-APD が、1.0～1.55μm
までは InGaAs-APD が用いられる。また、増倍利得を高くして逆バイアス電圧を増倍が起
こった直後に低下させることにより、入射フォトン 1 個に対して 1 つのパルスを出力する
ようにした、フォトン計数用の APD も超高感度光計測や量子光通信の分野では広く用いら
れている。

2.6.3 光電子増倍管
フォトン 1 個 1 個を計測するために古くから用いられてきたのが光電子増倍管である。
これは、アルカリ金属の光電面に光を照射し、発生した光電子を真空中で 200V 程度まで
加速し、ダイノードと呼ばれる増倍電極に入射させて 1 段当り数個の 2 次電子を発生させ、

10-12 段程度のダイノードの構成で 106 程度の増倍率を得る電子管である。APD とは異な
りダイノードで増倍に寄与するのは純粋に電子のみであり、増倍に伴うゆらぎが少ない。
このため、過剰雑音係数 F＝1.2～1.3 程度が実現でき、ほぼ理想的なフォトン計測が可能
となる[39]。酸化物光電面を用いた場合には量子効率が小さく、感度の良い短波長領域の
可視光（0.4μｍ）でも 30％程度で、赤外領域で良好な感度を持つ光電面が無かった。しか
しながら、最近、半導体光電面（GaAs、InP）を持った小型の光電子増倍管が開発され、
小型の高電圧モジュールと併用することで、今まで光電子増倍管の欠点とされてきた点、
すなわち、量子効率が低い、高電圧が必要、磁場に弱い等の問題点か解決されつつある。
また、半導体光電面からの光電子を加速し、Si-APD に打ち込むことにより増倍利得を得る
新しい光電管（HPD、Hybrid Photo Detector）も製品化されている。したがって、可視ある
いは近赤外領域（0.4～0.7μm）では InP-HPD が、0.7～0.9μm の近赤外領域では Si-APD が、

1.0～1.7μm の波長帯では InGaAs-APD を用いることにより高感度の光検出が行なえる。こ
れよりも長い波長帯では HgCdTe が良好な量子効率を持っているが、素子を液体窒素温度
（77K）程度まで冷却する必要がある。

2.6.4 半導体レーザ
初期の空間光通信の研究では、レーザ光源として CO2 レーザ等のガスレーザが検討され
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たが、現在では半導体レーザと、半導体レーザを励起用光源とする固体レーザが用いられ
ている。1980 年代に設計されたシステムでは数 10mW の光出力が安定して得られるデバイ
スが開発されていたことから 0.8μm 帯の AlGaAs レーザが採用されている。この波長帯は

Si-APD の量子効率の最大波長とも良く一致し、強度変調直接検波（IM/DD）方式と組み合
わせて比較的容易にショット雑音限界に近い感度が得られる。1990 年代になって 1Gbps
を超える通信速度が光通信に要求されるようになると上記の組合せの問題点が明らかにな
ってきた。その理由は、
・100mW 以上の高出力 LD では、活性領域が幅広い帯状になるため、レーザビームの
プロファイルがガウスビームから大きくかけ離れ、光アンテナとの最適な結合が得に
くいこと[40]、
・高出力 LD では LD 自体の緩和共振と LD ドライバの能力の限界の両面から 1GHz 以
上の高速変調が困難になること、
・ショット雑音限界の感度を達成するために APD の増倍率を大きくしすぎると広い受
信帯域が確保できないこと、
であった。1990 年代の半ばに数 GHz まで変調がかけられる 0.8μm 帯の高出力 LD に関す
る論文 [41] が発表されているが、問題点は完全に解決されたわけではなく、 Si-APD と

GaAs/AlGaAs レーザの組合せで、良好な性能を得るためには通信速度を 1Gbps 以下にする
必要がある。しかしながら、現在でもこの波長帯では数多くの高効率高出力 LD が開発さ
れており、直接変調を加えて通信デバイスとして用いるよりもむしろ後述する固体レーザ
等の励起光源に用いられる場合も多い。

1990 年代に入って Er 添加ファイバ増幅器（EDFA）が送信機の高出力化及び受信機の高
感度化に有効であることが明らかになり、1.55μm 帯の InP/InGaAsP レーザが注目されるよ
うになった。この波長は地上の高速光ファイバ通信で主に開発が進められ、分布帰還型レ
ーザ（DFB-LD）の開発や多重量子井戸構造（MQW）の活性層により、10Gbps 以上の高
速変調が可能で、良好な出力ビームプロファイルを持った単一縦モード発振（すなわち発
振波長が単一）の高効率のレーザが実現された。また、MQW 構造を利用することにより、
電界による光吸収効果（EA）を利用した変調器と DFB-LD を集積したデバイス（EA-DFB
レーザ）も用いられるようになった。これらの LD の出力は 10mW 以下であるが、EDFA
により必要な出力まで増幅することができる。
半導体レーザでの問題点は、線幅（発振波長の安定度）がガスレーザや固体レーザに比
べて広いということであった。これは、レーザ共振器の長さが数 100μm 以下と短いことに
起因するものであるが、100kHz 以下の線幅を持った DFB レーザも開発されている。また、

0.98μm 帯や 1.48μm 帯の EDFA 励起用 LD ではファイバーブラッグ共振器（FBG）を用い
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ることにより波長安定化が行われている。
最近では、面発光レーザ（VCSEL）が 2.5Gbps から 10Gbps 程度の通信速度を持った光
源として注目されている。波長帯としては 0.8μm 帯や 1.5μm 帯の製品が利用できるが、光
出力が 1mW 程度に制限されるため、比較的近距離の光通信用に用いられている。また、
アレイ化することにより通信容量を拡大する工夫も提案されている。

2.6.5 固体レーザおよびファイバレーザ
1980 年代後半から 1990 年代にかけて、半導体レーザ（LD）励起の固体レーザ（DPSSL、
Diode Pumped Solid State Laser）を用いたシステムについての研究開発が、主にヨーロッパ
（ドイツ、オーストリア）で行われた。たとえば NdYAG レーザの場合、YAG 結晶にネオ
ジウム（Nd）原子を添加し、Nd イオンの励起準位からの波長 1.064μm の誘導放出により
レーザ発振を行う。
固体レーザの特徴は、半導体レーザに比べて発振波長の安定度が良いこと（線幅が狭い
こと）である。共振長を数 cm とすることにより、線幅が 1kHz 以下のレーザ光源が容易に
実現できる。また、多重の励起 LD を用いることにより高出力化も比較的容易であった。
これらの特徴を利用して、ヨーロッパでは 1.064μm 帯の NdYAG レーザを用いたコヒーレ
ント PSK システムの研究が積極的に進められ、ショット雑音限界に匹敵する感度を持った
システムがすでに実証されている。
また、共振器長が 1mm 程度のマイクロチップレーザが研究開発されるようになってき
た。これは、高出力の半導体 LD と組み合わせることにより小型で高効率、波長可変の単
一縦モード発振が可能で、出力ビームプロファイルも良好である。身近な例として、緑色
のレーザポインタがこのレーザを用いている。
また、固体レーザとは異なるが Er 添加ファイバ増幅器もガラス中のエルビウム（Er）イ
オンの励起準位からの誘導放出光を利用しており、光ファイバの低損失性を有効に活用し
て高効率の光増幅、低雑音増幅等に有効に活用されている。同様な原理を用いたファイバ
レーザも色々な用途に用いられるようになってきている。ファイバレーザは半導体レーザ
の出力や線幅等に適当なものがない波長帯に利用されており、イットリビウム（Y）を添
加したファイバを用いた 1.1μm 帯レーザがその代表である。なお、イットリビウムはエル
ビウム（Er）添加ファイバに加えて励起光波長帯域を拡大し、高効率化する手段としても
一般的に用いられている。Er の励起波長は 0.98μm あるいは 1.48μm であるが、イットリビ
ウムを添加することにより 0.91μm で励起できるようになる。ネオジウム（Nd）添加ファ
イバも 1.064μm 用のファイバ増幅器として利用できる。
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2.7 回線設計
2.7.1 回線計算の基本式
光送信機の送信電力を PT 、光送信機からアンテナまでの光学系の伝送損失を LT 、送信
アンテナ利得を GT 、送信アンテナから受信アンテナまでの自由空間伝搬損失を LFS 、受
信アンテナ利得を G R 、受信アンテナから光受信機までの光学系の伝送損失を LR とすると、
受信光電力 PR は、次の式で表される。

PR = PT ⋅ LT ⋅ GT ⋅ L FS ⋅ G R ⋅ L R

(2..7.1)

この受信光電力と、2.5 節で述べた受信感度、すなわち受信機においてある一定のビット誤
り率（BER）を得るための所要光電力との差が回線マージンとなる。光受信機の所要光電
力は、１ビット当りのフォトン数 N S から以下の式で求められる。

PR 0 = N S ⋅

hc

λ

⋅ RB

(2.7.2)

ここで、 R B は通信速度、 h はプランク定数、 c は光速、 λ は光の波長である。アンテナ利
得 GT , R は、2.4 節で述べた方法で評価するが、概略値を知りたいのであれば、一様な強度
の円形開口についてのアンテナ利得の式から求める方法が使用できる。この式はアンテナ
開口の面積を AT , R とすると、 GT , R = 4πAT , R

λ2 である。必要ならば、この値に開口能率

を加えてアンテナ利得を評価することも良く行われる。また、自由空間伝搬損失 LFS は、
伝搬距離を z とすると、

LFS

⎛ λ ⎞
=⎜
⎟
⎝ 4πz ⎠

2

(2.7.3)

で表される。光通信の回線設計では、1mW を単位として光電力をデシベル（dBm）で表す
のが普通である。例えば、受信光電力は

PR [dBm] = 10 ⋅ log 10 ( PR [W ]) + 30

(2.7.4)

となる。ここで、[dBm]、[W]等の表示は数値の単位を示す。

2.7.2 指向追尾誤差の影響
上の回線計算では、アンテナの指向追尾誤差を無視して来たが、この影響について検討
する。追尾誤差のうち、ランダムな成分が支配的でバイアス成分が十分小さい場合、指向
追尾誤差は 2 次元のガウス分布で近似できる。この場合、追尾誤差の大きさはレイリー分
布となり、
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ε2

ε −
P (ε ) = 2 e 2σ
σ

2

(2.7.5)

したがって、所定のバースト誤り率 PBurst を得るために必要なアンテナの指向追尾誤差の限
界 ε は、捕捉追尾系の設計により予測されるバイアス誤差 σ Bias およびランダム誤差

σ Random から、次のような式で計算される。

ε = σ Bias + σ Random − 2 ⋅ ln( PBurst )

(2.7.6)

この誤差による指向追尾損失は、円形一様開口分布の場合は、式(2.4.10)から、アンテナの
半径を a 、光の波数を k とすると、次のエアリー分布の式で表される。

⎡ 2 J (kaε ) ⎤
L AP (ε ) = ⎢ 1
⎥
⎣ kaε ⎦

2

(2.7.7)

したがって、指向追尾誤差を考慮した回線計算においては、アンテナ利得を

G=

4πA

λ2

⋅ L AP (ε ) = G0 ⋅ L AP (ε )

(2.7.8)

に置き換える。一般に軸上のアンテナ利得はアンテナ半径の 2 乗に比例するが、指向追尾
誤差を考慮するとアンテナ口径の最適値が存在する。上の式を書き直すと
2

4πA ⎡ 2 J (kaε ) ⎤
2πaε ⎤
⎡2
G= 2 ⋅⎢ 1
= ⎢ J1 (
)
⎥
λ ⎥⎦
λ ⎣ kaε ⎦
⎣ε

2

(2.7.9)

となる。アンテナ利得は指向追尾誤差の限界 ε が小さくなると共に単調に増大し、ε = 0 で
最大値をとるが、アンテナ直径については最適値 Dopt が存在し、

Dopt =

1.8412 λ
⋅

π

(2.7.10)

ε

でアンテナ利得が最大になる。
例えば、指向追尾誤差が 1μrad.の時、10-3 のバースト誤り率に対して、 ε = 3.7 μrad.とな
り、レーザビームの半値全幅は少なくとも 7.4μrad.必要であることがわかる。このとき、
エアリービームの暗環の半径に相当するビーム角度は 15.5μrad.で、波長が 0.83μm の場合
の最適なアンテナ直径は 13.1cm になる。
以上が、アンテナの指向追尾誤差の考え方である。実際には、送信アンテナの指向利得
パターンはエアリー分布ではなく、副鏡の遮蔽と有限の広がりをもったガウスビームであ
り、受信アンテナの指向利得パターンも、受光デバイスの特性に応じてエアリー分布と異

49

なってくるが、10%程度の誤差を許容する大まかな回線計算にはこのような計算式を近似
的に用いることができる。
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2.8 補償光学による大気ゆらぎ補償
図 2.1.1 に示した地上と静止衛星間の光空間通信においてレーザ光の鋭い指向性を活用
するためには、大気ゆらぎによるレーザビームの指向方向の変動やビーム広がりを補償す
る必要がある。特に地上から静止衛星へのビーム伝送（アップリンク）の場合、送信開口
に近接して大気揺らぎの影響を受けるため、指向変動、ビーム広がりが共に大きくなる。
このため衛星でアップリンク信号を安定に受信できなくなる。一方、静止軌道から地上へ
の伝送（ダウンリンク）においては揺らぎによるビーム受信点の変動は少ないものの、地
上の大口径の望遠鏡で受信光をシングルモードファイバで受光したい場合には、波面の揺
らぎをアップリンクと同様に補償する必要がある。このような問題に対して、地上の大型
天体望遠鏡の解像度を改善するために用いられている補償光学（Adaptive optics）[42]を応
用する検討が進められてきた[8, 43]。
図 2.8.1 にこの原理を示す。地上の大型望遠鏡で受信したレーザビームには、地上付近の
大気揺らぎ（屈折率変動）のため、波面に揺らぎが発生する。この受信ビームをそのまま
集光しても光は一点に集まらず、焦点付近にはスペックルと呼ばれる高速で変動する輝点
の分布が現れる。しかしながら、図のように、表面の凹凸を高速かつ高精度に制御できる
可変形鏡（Deformable mirror）と、波面の歪を高速に検出する波面センサ（Wavefront sensor）
及び DSP を用いた高速の信号処理回路によって、受信したレーザビームの波面誤差を打ち
消すことができる。制御系の応答速度は波面誤差の変動速度より早くする必要がある。波

図 2.8.1 補償光学の原理
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面の変動は大気の屈折率変動速度に対応し、大気乱流の大きさ（r0、通常は数 cm で屈折率
の空間変化の大きさに対応する。）と風速から数 10Hz～100Hz 程度となるので、1kHz 程度
の帯域を持った制御系で対応可能となる。
この結果、受信したレーザビームを回折限界の近くまで集光することができる。ここで
は、この効果を仮に受信側のゆらぎ補償と呼ぶ。可変形鏡は現在、数 cm から 10cm 程度の
口径、分割駆動素子数が 13 から 100 程度で数波長の変移を発生するものが作られるように
なっている。素子数は r0 と受信望遠鏡の口径（D）との比で決まる。したがって、大気ゆ
らぎの影響が強く r0 の小さな場所で、大口径の受信望遠鏡で補償光学システムを動作させ
るためには非常に多数の素子が必要になる。
一方、大気の屈折率の変化には大きな波長（色）分散は無いので、受信系で波面揺らぎ
を制御している光学系を通してレーザ光を送信することにより、送信直後の望遠鏡開口に
は、途中の伝搬路の屈折率変化とは逆の波面歪を発生する。これを逆方向に伝送すれば、
宇宙空間では歪の無い波面が得られる。この効果を送信側のゆらぎ補償と呼び、静止衛星
でアップリンク光を安定に受光できることを意味する。なお、レーザビームの方向（追尾）
誤差も波面誤差の一種（1 次の波面誤差）であり、相手からのレーザビームの方向を検出
して、その方向にレーザ光を送信する通常の空間光通信装置も 1 次の補償光学系と考えら
れる。以上の議論をまとめると補償光学を空間光通信に応用することにより、

(i) 受信機において、最大の効率で受信レーザ光をファイバに結合させることができ
る。（受信側のゆらぎ補償）

(ii) 送信機において、ゆらぎのある大気を通過した後の送信レーザビームのシンチレ
ーションを最小化できる。（送信側のゆらぎ補償）
の 2 つの効果が期待できる。
以上の議論は理想的な場合であり、(i)の受信側ゆらぎ補償を行なうためには、波面セン
サの動作に必要な輝度を持った基準光源（ガイドスター）があることが必要であるが、光
通信の場合、受信信号そのものが波面制御の基準になる。但し、大気ゆらぎが強い場合、
r0 が小さくなるため、波面センサ及び可変形鏡の素子数を増加させる必要があり、さらに
ゆらぎ変化の時間スケールも小さくなるため、波面検出の S/N が劣化する。現在、動作し
ているほとんどの補償光学システムは波面検出を可視や近赤外波長で行なっており、衛星
からの光通信信号を用いて実際に波面検出ができるかどうかは明確ではない。極端な場合
には、補償光学を動作させるために、通信に必要な電力以上の送信信号が必要になること
も考えられる。
送信側のゆらぎ制御において送受信伝送路においてゆらぎの影響が同じであると仮定し
たが、この仮定は一般的には成立しない。衛星や深宇宙探査機を対象とした場合には、光
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行差により送受信方向が異なる。この光行差は地上から周回衛星を見る場合は 70μrad 程度、
静止衛星では 17μrad.、月では 6.7μrad.、火星では 200μrad.程度以下になる。一方、大気ゆ
らぎが同一とみなせる視野角（Isoplanatic angle）は、ゆらぎの分布及びレーザ光の波長お
よびビーム幅によって変わるが、地上から垂直に波長 1.55μm、直径 10cm のガウスビーム
を送信する場合で、21μrad 程度である。この結果から、受信レーザ光を元に送信ゆらぎ補
償が有効に機能するのは、(i)長波長のレーザ光を用いて、(ii)送信望遠鏡を大気ゆらぎの小
さな山頂に設置し、(iii)通信の相手が静止衛星と月の場合だけで、惑星間や、周回衛星に対
して、送信ビーム方向における大気ゆらぎは受信ビーム方向とは異なり、ゆらぎ補償が機
能するのは受信側だけに限定される。もし、どうしても送信側のゆらぎ補償が必要ならば、
送信方向に人工星（ガイドスター）を用意する必要がある。
補償光学の他にアップリンク光を安定に静止衛星に伝送する手段として、地上の送信ビ
ームの開口を複数に分割し、互いに相関（コヒーレンシ）の無いレーザ光を多数送信する
ことにより、アップリンクシンチレーションの影響を平均化する方法が用いられている。
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2.9 第 2 章のまとめ
本章では、空間を通してレーザ光を伝送することにより通信を行う空間光通信の概念と
空間光通信に関する最近の研究開発動向を紹介し、高速大容量化に対する技術課題につい
て考察した。将来の高速大容量の空間光通信システムの実用化のためには、シングルモー
ドファイバに空間光を効率良く結合する通信方式が必要であるが、今までの 10 年間にいく
つかの発表があるにも係らず、地上で安定に動作する実用的な伝送装置は未だに実現でき
ていない。本研究はこのような状況を打開するためのものと位置づけられる。
このためのシステム設計や実験データの解析に必要な基礎技術についても考察した。地
上でレーザ光を伝送する際には、人体の目に対する安全基準を満たす必要があり、このた
めに、送信電力が制限される。また、地上における空間光通信は気象条件よる影響を受け
やすく、特に雨・霧による減衰、大気の屈折率の変動に起因する受信光強度の変動と伝搬
方向のゆらぎを考慮したシステム設計が必要になることがわかった。さらに、指向性の鋭
いレーザ光を遠距離にわたって伝送するための基礎技術、特にガウスビームの性質、光ア
ンテナ（望遠鏡）の基本構成、捕捉追尾技術、回線設計の手法について紹介した。また、
伝送路の大きな損失変動に耐える高速・高感度の光送受信機を実現するための技術、特に
光ファイバ増幅器を用いた光送受信機の設計手法、大気ゆらぎの影響を補償あるいは克服
するための補償光学（Adaptive Optics）と空間光通信への応用の可能性についても考察し
た。
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第 3 章 光ファイバ増幅器を用いた高性能光送受信機の試作評価
空間光通信システムでは伝送路の伝搬特性に起因する伝送損失の大きな変動があり、特
に、雨や霧による大きな信号減衰やその変動に耐えうる通信装置の設計が重要になる。こ
のため、高感度に加えて高いダイナミックレンジ持った光送受信機を実現するための技術
開発が必要になる。
そこで、第 3 章では、第 2 章で考察したエルビウム添加光ファイバ増幅器（EDFA）に
代表される光ファイバ通信技術を活用して、空間光通信に適した高速・高感度の光受信機
の試作・性能評価結果について述べる。
3.1 節では、短パルス RZ による強度変調と、低雑音光ファイバ増幅器を用いた直接検波
を採用した伝送速度 2.5Gbps の光送受信機の試作評価結果について述べる。製作した光送
受信を用いて 10Gbps の NRZ 信号を伝送した場合の特性についても紹介する。
3.2 節では、試作した装置の代表的な特性について、特に受信機の初段に用いた低雑音フ
ァイバ増幅器の雑音指数についての評価結果について述べる。さらに、この送受信機を用
いた伝送速度 2.5Gbps 及び 10Gbps の符号誤り率特性の評価結果について述べる。
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3.1 送受信機の試作評価
最初に通信速度 2.5Gbps の光送受信機について試作評価結果について述べる。図 3.1.1 に
送受信機の基本構成を示す。最近の光ファイバ通信システムでは、直接変調型の DFB レー
ザや、電界吸収型の変調器を集積した EA-DFB レーザを送信部に用いる場合が多いが、こ
こでは、波長の変動を抑えて良好な消光比を得るために、連続（CW）発振の DFB レーザ
を光源として用いて LiNbO3 結晶を用いた外部変調器により入力電気信号の変調を加えて
いる。実際に設計製作した送信機では、変調器の内部で電気的に信号のパルス幅を短くす
る処理を行なっており、変調波形は一般的に用いられているオン・オフ（NRZ）ではなく
短パルス RZ 波形としている。光変調器の直後の代表的な送信信号波形を図 3.1.2 に示す。
送信部
~2mW

信号入力

高出力
ファイバ増幅器

外部変調器

レーザ光源

~1mW

光信号出力

~400mW

受信部

クロック再生
クロック出力

光検出器
光信号入力

低雑音
ファイバ増幅器

10~100nW

光フィルタ

データ出力

符号判定

~1mW

フィルタ・イコライザ

図 3.1.1 光送受信機の基本構成

光出力
ゼロ

図 3.1.2 光送信信号波形
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図の RZ 光パルスの半値幅は 59ps である。スペース（0）信号の光出力信号がほとんどゼ
ロになっており、良好な消光比が実現できていることがわかる。
変調された波長 1.552μm の光信号は、高出力光ファイバ増幅器により数百 mW まで増幅
される。高出力光ファイバ増幅器の内部構成を図 3.1.3 に示す。ファイバブラッググレーテ
ィング（FBG）により波長安定化した 8 台の 1.48μｍ帯励起 LD を波長多重した高出力励起
光源モジュールを 2 台用いて双方向から高効率の励起を行なっている。これにより光信号
出力 400mW の際の付加電力効率（信号光電力と励起ユニットの電源供給電力の比）とし
て 8%以上を実現している。光減衰器を用いてこの送信信号を 60dB 程度減衰させ、光受信
機に入力した。
光受信機では、初段に雑音指数が 4.0dB 以下の低雑音光ファイバ増幅器を配置し、光信

エルビウム
添加ファイバ
光信号入力

光信号出力

光アイソレータ

波長多重
カップラ

波長多重
カップラ

光アイソレータ

後方励起

前方励起

高出力励起光源
（8ch WDM）

高出力励起光源
（8ch WDM）

図 3.1.3 高出力光ファイバ増幅器の内部構成

光出力
ゼロ

図 3.1.4 光受信信号波形
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号を十分増幅してから、ファブリペロー型及び誘電体多層膜型の狭帯域光フィルタにより
ファイバ増幅器から発生する ASE 雑音を除去し、InGaAs-PD を用いたトランスインピーダ
ンス型の光検出器で電気信号に変換している。光フィルタ直後の受信光信号の波形を図
3.1.4 に示す。横軸の 1 目盛が 200ps、縦軸の 1 目盛が 500μW である。
一般に、光ファイバ増幅器（EDFA）を用いた送受信システムでは、システムの雑音源
は EDFA の自然放出光に起因する ASE 雑音であり、EDFA 直後の光信号波形は ASE に埋
もれて観測できない。図 3.2.4 の観測の際には、通過帯域の半値幅 0.4nm の誘電体多層膜
光バンドバスフィルタを用いているが、ASE による雑音成分が残っていることがわかる。
また、光ファイバの長さが数十ｍに満たないことと、光フィルタの帯域幅が信号帯域より
も大きいため、光フィルタあるいはファイバの分散による波形の劣化は発生していない。
EDFA の ASE の影響を定量的に評価するために、実験で用いた低雑音 EDFA の NF を測
定した。その結果を図 3.1.5 に示す。図には 2 種類の光増幅器の測定結果を示しているが、
このうち KPS-OEM-CRL4 は偏光保持型の EDFA、KPS-OEM-CRL2 は無偏光の EDFA であ
る。横軸は初段の励起 LD の電流である。励起 LD の電流が 100mA 以上のとき、EDFA の
利得はいずれも 40dB 以上であった。十分な励起光がないとファイバ中の Er イオンの反転
分布が良好に形成されず、

nsp

が大きくなり NF が劣化する。2.5.3 節で考察したように、

偏光保持型の EDFA の方が NF 特性が良くなるはずであるが、増幅器内部に使用している
光部品（ポンプ光の波長多重用 WDM カップラ等）の損失が偏光保持型の方が大きいため、
KPS-OEM-CRL4

KPS-OEM-CRL2

6

雑音指数 (dB)

5

4

3
0

100

200
励起LD電流 (mA)

図 3.1.5 低雑音 EDFA の NF 測定結果
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300

図 3.1.6 10Gbps 光送信信号（NRZ）のアイパターン
この実験では無偏光型の EDFA の方が NF が小さくなっている。次節で述べるビット誤り
率特性の測定の際には、最大の励起電流（310mA）で無偏光方の EDFA を使用した。
次に伝送速度 10Gbps の光送受信機の試作評価について述べる。通信速度が変化しても図
3.1.1 に示した光送受信機の構成は全く同じで良い。実際に RZ パルス幅が 59ps の光信号を
送信するためには、光変調器に 16GHz 以上の帯域が必要であり、今まで述べてきた光送信
機で 10Gbps の NRZ 信号を出力することができる。図 3.1.6 に光送信機の 10Gbps の RZ 出
力信号の例を示す。このデータは、変調信号のクロックで光オシロスコープのトリガを掛
けて観測したもので、横軸の 1 目盛が 20ps、縦軸の下から 2 目盛目が 0μW で 1 目盛が 50μW
である。立上り時間及び立下り時間が共に 40ps 程度となっているが、この値には測定して
いるオシロスコープの帯域（20GHz）制限による影響が含まれている。
一方、光受信機側の変更点は、光フィルタを通過帯域 0.4nm の誘電体多層膜フィルタの

図 3.1.7 10Gbps の光受信機の符号判定点におけるアイパターン
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みとしたこと、ベースバンドフィルタの帯域幅を 7.5GHz に変更したこと、クロック再生
及び符号判定を 10Gbps 用のものに変更したことの３点である。
図 3.1.7 には、光受信機入力が-38dBm の時のベースバンドフィルタ出力の信号波形（アイ
パターン）を示す。信号の上下が反転しているが、図の上部のスペース（0）に対しては雑
音が殆ど無く、マーク（1）に対して雑音が増加していること、信号の波形歪がなく滑らか
に変化していることからベースバンドフィルタによるロールオフが良好に行なわれている
こと、クロックの中央で 2 つの波形が交差しており符合間干渉も少ないことがわかる。図
のような波形がショット雑音（正確には ASE-信号光ビート雑音）限界の光受信機の典型的
な波形である。このような信号に対しては、図の eye が開いている中心付近で符号判定行
なう必要があり、信号波形の 0 に近い位置に判定の閾値を調整している。
なお、本実験で用いた光ファイバ増幅器は 2 段構成の増幅器で、2 段目の励起電力を変化
することにより全体の増幅率を制御することができる。この増幅率制御モードには 2 つの
方式が選択でき、外部からの指令により励起 LD の電流を制御する ACC モード、増幅器出
力電力が一定になるように励起 LD の電流を制御する AGC（ALC）モードがある。なお、
NF の測定の際には、ACC モードで 1 段目の励起電力を変化させている。一方、ビット誤
り率の測定の際には AGC モードとし 2 段目の励起電力を出力が一定になるように制御し
ている。この時、1 段目の励起電力は NF が最小になる値（ほぼ励起電力の最大値）に固
定している。
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3.2 ビット誤り率特性の評価
光ファイバ増幅器の ASE による受信感度の影響を調べるため、光フィルタとして通過帯
域の半値幅が 0.4nm の誘電体多層膜光フィルタと半値幅の異なる 3 種類のファブリペロー
（FP）型光フィルタを縦続接続したときの符号誤り率（BER）特性の変化を観測した。FP
光フィルタの通過帯域幅はそれぞれ 4.52GHz、21.49GHz、33GHz である。また、フォトデ
ィテクタにより電気信号に変換した後のベースバンドフィルタとして、カットオフ周波数
Fc=1.866GHz のベッセルフィルタを用いている。
測定結果を図 3.2.1 に示す。帯域幅 4.52GHz の FP フィルタでは、光フィルタによる信号
波形の劣化のため BER 特性も劣化している。一方、帯域幅が 21.49GHz と 33GHz の場合に
は BER 特性に変化が見られない。これは、第 2 章の(2.5.12)式に示した EDFA の NF が
ASE-ASE ビート雑音ではなく信号光-ASE ビート雑音によって決まっていることを示して
いる。
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図 3.2.1 光フィルタ帯域幅を変えたときの BER 特性の変化
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図 3.2.2 通信速度 2.5Gbps の光送受信機の BER 特性評価の履歴
以上の実験結果を元に、通過帯域 21.49GHz の FP フィルタと 0.4nm の誘電体多層膜フィル
タと研究室にある EDFA の内で最も低雑音な無偏光型 EDFA（KPS-OEM-CRL2）を用いて
BER 特性を測定した。EDFA や光送信機及びその送信パルス幅等の設定の異なる過去の幾
つかの測定結果を含む BER 特性評価の履歴を図 3.2.2 に示す。
図には 3.1 節で考察した n sp = 1.5 としたときの光増幅器を用いた光受信機の BER 特性の
計算値を点線で示したが、測定値と計算値は、ほぼ完全に一致している。さらに、コヒー
レント通信の一種である DPSK 方式を用いた光送受信機の測定結果を一点鎖線で示した。
短パルス RZ 方式はコヒーレント DPSK 方式と同等の性能を示している。
以上の測定の結果、低雑音 EDFA や送信光パルス幅の選択により、短パルス RZ 符号を
用いた IM/DD 方式でも、1 ビットあたり 54 個のフォトンで 10-9 の誤り率を達成できるこ
とが分った。この値は、光ファイバ増幅器を用いた光受信機の感度の理論限界（36 フォト
ン／ビット）に対して 1.76dB 劣化しているだけであり、EDFA の NF の実測値（3.5dB）を
考慮すると、送受信機における感度劣化要因は 1.26dB に過ぎない。このうち主要な原因は
フィルタ特性の整合条件からのずれと送信信号の振幅変動及び変調に伴う波長変動（チャ
ープ）と考えられる。
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図 3.2.3 10Gbps の光送受信機の BER 特性測定結果
次に、NRZ 波形を用いた 10Gbps の送受信機の BER 特性の測定結果を図 3.2.3 に示す。
この図では同じ条件設定の 3 回の測定結果を示している。10-9 の BER に必要な光入力は
-38.0dBm であり、1 ビット当たりのフォトン数に換算すると 120 フォトン／ビットとなっ
た。一般的に用いられている NRZ 変調波形を用いた強度変調・直接検波型の光送受信機と
しては最高に近い感度が実現できたことがわかった。しかしながら、2.5Gbps の光送受信
機の評価結果と比較すると、感度は大きく低下している。この原因は、光フィルタの帯域
幅が 0.4nm と大きいことと、NRZ 信号を送信しているため、受信側の光フィルタが信号波
形と整合していないため、ASE 雑音の影響が大きくなっていることによると思われる。
10Gbps の場合でも、短パルス RZ 信号を送信することにより、2.5Gbps と同様な感度が得
られる[33]が、電気系の帯域を 30GHz 以上に広げる必要があり、送受信系のシステムが高
価なものになってしまう。今後、広帯域の光変調器や光検出器が安価に入手できるように
なれば、10Gbps でも 2.5Gbps の場合と同様な性能を容易に実現することがきると考えられ
る。
また、この測定系では、光信号入力が過大になった時の BER 特性も観測したが、-3dBm
の光入力でも誤り無くデータが復調できた。それ以上の入力では受信機が飽和し、信号が
復調できなくなった。したがって、この送受信機の組み合わせでは、-38.0dBm から-3.0dBm
までの 35.0dB のダイナミックレンジが確保できることがわかった。
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3.3 第 3 章のまとめ
本章では、光ファイバ増幅器を活用した高速・高感度の光受信機の設計法について理論
的な考察にもとづき光ファイバ増幅器を用いた高感度光送受信機についての実験的研究の
成果について述べた。特に通信速度 2.5Gbps 及び 10Gbps の光送受信機、高出力光ファイバ
増幅器、低雑音光ファイバ増幅器の試作評価結果について紹介した。また、試作した光送
受信機のビット誤り率特性の評価結果についても紹介した。
光ファイバ増幅器を活用することにより、通信速度 10Gbps の場合でも 10-9 の誤り率に
対する受信電力が-38.0dBm という高感度特性と、35.0dB 以上の受信電力ダイナミックレン
ジにわたるエラーフリーの特性を併せ持った高性能な光送受信機が実現できることを実験
的に確認した。短パルス RZ 波形を変調信号に用いることにより、更なる高感度化が可能
であることを通信速度 2.5Gbps の光送受信機の評価結果により示した。この成果は、光空
間通信システムに対して、通信装置の超小型化、伝送距離の拡大あるいは回線の稼動率の
向上に寄与するものである。
なお、これらの研究では誤り訂正符号を適用していない。第 6 章に述べるように空間光
通信においては、数ｍｓの時間で継続するバースト誤りが主要な回線劣化の要因であり、
10Gbps を超える伝送速度でこれらの誤りを訂正する符号化を実装することは容易ではな
いが、近年、ターボ符号や LDPC 符号が光通信回線にも用いられるようになってきている
ので、将来において高速半導体技術が進展すれば、さらに数 dB の受信感度向上が達成で
きるものと考えられる。
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第 4 章 広帯域・高精度追尾システムの設計評価
第４章では、大気ゆらぎや装置の動揺の影響を除去し、受信したレーザ光を安定にシン
グルモードファイバに結合させるために必要な、広帯域かつ高精度の精追尾サーボシステ
ムの設計及び試作評価の結果について述べる。
最初に 4.1 節で精追尾サーボシステムの主要な構成要素（アクチュエータ、センサ、コ
ントローラ）とその設計手法について概説した後、4.2 節でアクチュエータとして採用した
精追尾ミラー駆動機構（FPM）の特性について述べる。本研究に用いるためには、2 軸一
体型の高速応答が可能な FPM が必要であるが、ここでは、応答周波数 10kHz の国内で入
手できる最も広帯域な、ムービングコイル型ガルバノミラーを用いている。この FPM の詳
細な特性を測定し、サーボ系の設計に必要な制御対象（プラント）のモデル化（同定）を
行った。
4.3 節では、精追尾サーボシステムの 2 番目の構成要素（センサ）である精追尾センサに
ついて紹介する。このセンサとして、受信レーザ光をシングルモードファイバに結合する
ファイバカップラの機能と精追尾誤差の検出するセンサの機能を複合させた光学系を新た
に開発し、光学的及び電気的な性能評価行ったうえで精追尾装置に組み込んだ。
4.4 節では、精追尾サーボシステムの 3 番目の構成要素であるアナログ PID コントロー
ラについての設計手法、及びその試作評価結果について述べる。現在では、システムの状
態行列表現に基づく現代制御理論による定式化と高速のディジタル信号処理を用いたサー
ボシステムが主流になってきているが、本研究では人工衛星への搭載の可能性を念頭にお
いて、高速化と低消費電力化を両立させるために OP アンプを用いた古典的なアナログコ
ントローラを用いている。
4.5 節では、アクチュエータ、センサ、コントローラを組み合わせた精追尾サーボ系の総
合性能について、特に、センサ切り替えに伴う初期捕捉特性や外乱抑圧特性等について述
べる。
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4.１ 精追尾系の構成
精追尾系は、水平方向および垂直方向の 2 軸について、全く同じ機能を持つ独立な 2 つ
の制御系で構成している。このため、制御量は 2 次元の量となるが、以下の説明では代表
的な軸のみ記述し、相違のある部分についてはその都度、個別に記述することにする。こ
の際、水平方向の駆動軸を Az 軸、垂直方向の駆動軸を El 軸と呼ぶ。
図 4.1.1 に精追尾制御系の構成を片方の軸について示した。この制御系は、相手局からの
ビーコン光を追尾センサで検出している時には、追尾センサからのビーコン光到来角（T）
を入力とし、光アンテナの送受信方向（P）を出力とするフィードバック制御系を構成し、
ビーコン光を追尾センサで検出していない初期捕捉時にはミラー駆動機構の内部にある変
位センサからの信号をもとに光アンテナの光軸を所定の待ち受け方向（M）に保持する働
きをしている。ここで、光アンテナの送受信方向とは、シングルモードファイバの光軸で
定義される。また、制御系の外乱としては、電気的な雑音や温度変動、装置の設置場所の
振動等が考えられるが、図ではこれらの要因の影響をまとめて FPM の入力に外乱入力（D）
として加算して評価している。
まず、図 4.1.1(1)の精追尾時の動作について説明する。追尾センサでは、四分割光検出器
に入射した光量の比からビーコン光の到来角を検出する。この値に対してフィードバック

図 4.1.1 精追尾サーボ系のブロックダイヤグラム
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系を安定化するために必要な位相補償を行った後、精追尾ミラー駆動機構（FPM, Fine
Pointing Mirror）を駆動する。このフィードバンクが安定に動作し、フィードバックの利得
が十分大きいならば、第 2 章で述べたように、光ビームの到来角と光アンテナの軸が一致
し、シングルモードファイバに受信光を安定に結合することができる。さらに、同じ追尾
光学系（FPM）、光アンテナを通して送信光ビームを相手局に送信することにより、送信光
についても相手局の方向に正確に指向することができる。
本研究では、補償器にアナログ PID 方式を用いた。すなわち、OP アンプと CR によるア
ナログ回路を用いて、積分（位相遅れ）補償、微分（位相進み）補償を行っている。この
理由は、将来の衛星搭載を考慮した場合、最新のディジタル制御に必要な部品を用いるこ
とができない可能性があること、有限のサンプル時間のために、制御系の高速広帯域化と
高精度化、低消費電力化を両立させることが困難になるためである。
初期捕捉時には相手からのビーコン光が検出できないため、図 4.1.1(1)の追尾センサを用
いたフィードバックを動作させることができない。また、ミラー駆動機構は弾性の弱いバ
ネ（スプリング）でミラーを保持している構造であり、コイルによるアクティブな制御を
しないとミラーの位置（角度）を安定に保持することができない。このミラーの角度変動
に伴って内部のビーコン光の位置・角度が変動することになり、安定な捕捉が行えない。
そこで、捕捉時になんらかの手段でミラーの角度を一定に保つ必要がある。このため、図
4.1.1(2)のように捕捉時には PID 補償器の入力を切り替えて内部ミラー変位センサを用い
たフィードバック制御を行っている。この捕捉モードでは、ミラーを所定の角度（M）に
保持する一定値制御を行うことになる。
これに対して追尾センサからの誤差信号により動作する追尾モードでは、ビーコン光の
到来角を入力とした追従制御となる。これら 2 つのモードではフィードバック系の設計指
針が異なり、一般的には整定時間や残留偏差等を最適化する場合、一定値制御のほうが制
御系（補償器）の設計が容易であり、追従制御の制御性能を最適化するために 2 自由度 PID
制御系やフィードフォワードの併用といった工夫が提案されている[44]。しかしながら、
以下の設計・評価では、主に追尾モードについて性能を最適化することにし、PID 補償器
は 2 つのモードで共通のものを使用することにした。ただし、制御系の利得については、2
種類のセンサで個別の設定が可能なので、各々のモードで最適な値になるように調整して
いる。
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4.2 精追尾ミラー駆動機構の特性評価
精追尾ミラー駆動機構（FPM）として採用したオリンパス社の超小型ムービングコイル
型ガルバノミラーの内部構造を図 4.2.1 に示す。この FPM は、2.3mm×2.8mm の大きさの
ミラーを 2 軸のムービングコイル型のアクチュエータで傾斜させるもので、駆動ミラーの
後面で内部レーザ光を反射し、折り返ってきた光の方向をビームスプリッタで分岐して光
位置検出器（PSD, Position Sensitive Detector）で検出することにより、ミラーの傾きを計測
する内部ミラー変位センサを内蔵している。
同社が推奨している駆動条件を表 4.2.1 に示す。実際の回路設計では、内部の構造を詳細
に検討した上で、表の駆動条件とは異なる電源電圧を用いた。具体的にはアナログ回路用
とミラー駆動用の駆動電源電圧を共通化するため、電源電圧を 5.0V とし、内部回路の基準
に使用している+2.00V についても、他の回路と共用できる+2.50V とした。

図 4.2.1 超小型ムービングコイル型２軸ガルバノミラーの内部構造
表 4.2.1 超小型 2 軸ガルバノミラーの推奨駆動仕様
ミラー振れ角
駆動感度
角度センサ感度
電源電圧

動作温度
保存温度

Az:±7.8 度
El:±6.5 度
Az：51.3 度/V
El：45.2 度/V
140mV/度
＋5V±５％（アナログ回路用）
＋3.3V±２％（ミラー駆動用）
＋2.00V±1％
-10～＋65℃
-40～＋85℃
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ミラー変位センサを用いた捕捉モードで FPM の Az 軸を単独に駆動した場合の振幅・位
相周波数特性の測定結果を図 4.2.2 に、El 軸についての同様な測定結果を図 4.2.3 に示す。

図 4.2.2 Az 軸駆動時の FPM 周波数特性の測定結果

図 4.2.3 El 駆動時の FPM 周波数特性の測定結果
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この測定結果は、制御系を動作させながら、図 4.1.1(1)の外乱入力端子（D）から微小な正
弦波信号を印加し、追尾センサ出力までの応答を外乱の周波数を変えながら記録したもの
で、PID 補償器を除いた制御対象の動特性を表しており、制御の分野においてプラント特
性と呼ばれるものである。なお、本論文では制御分野の定式化にならって、振幅応答（ A ）
の対数（dB）グラフ表示は全て 20 log 10 ( A) を用いている。
図の振幅応答をみると、Az 軸の場合は 80Hz に、El 軸の場合は約 100Hz 付近にミラー質
量とそれを支持するバネの弾性による鋭い機械共振が現れており、それ以外は一般的な 2
次低域通過系の応答を示している。また、El 軸については 900Hz 付近にも小さな共振が現
れている。ミラーの支持構造は Az 軸が外側に El 軸が内側に配置されており、El 軸の支持
構造の柔軟性のために共振が発生しているものと思われる。
実際には個々の FPM あるいはミラーの傾きによって、駆動利得及び高域の振幅位相特性
がわずかに変化するので、これらの非線形性を考慮した制御系（フィードバック補償器）
の設計が必要となる。少なくともクロスオーバ周波数（1kHz）付近でゲイン余裕と位相余
裕を十分に確保する必要がある。この補償器を設計するため、図 4.2.2、図 4.2.3 の測定結
果をもとに、FPM（プラント）の特性を次のような伝達関数で近似した[45]。

G M G S = G0

ωv 2
ω v + 2DM ω v s + s
2

2

⋅

1
1
1
⋅
⋅ G1
1 + TD s 1 + TC s
1 + TQ s

(4.1)

ここで、G S は追尾センサの伝達関数、GM は FPM の伝達関数で図のデータはこれらの積
に対応する。また、G0 は FPM の DC 駆動利得で表 4.2.1 の値から計算すると Az 軸の場合、
7.182（17.1dB）、El 軸の場合、6.328(16.0dB)、 G1 は追尾センサの DC 利得でほぼ 1.0 とな
る。また、 ωv は共振周波数（ ω v = 80 Hz または ω v = 100 Hz）で、 DM は共振のダンピング
ファクター（ DM = 0.005 ）、 T D は FPM 内部のコイルドライバのロールオフ時定数
（ TD = 4.4 μs）、 TC はコイルと駆動インピーダンスによるロールオフ時定数（ TC = 1.8 μs）、

TQ は次節に述べる四分割フォトディテクタのトランスインピーダンス増幅器によるロー
ルオフ時定数（ TQ = 10 μs）である。
(4.1)式をもとに Scilab[46]を用いて FPM の Az 軸について周波数特性を計算した結果を図
4.2.4 に示す。FPM の実際の動作条件が表 4.2.1 の推奨条件とは異なるため、ミラー変位セ
ンサの利得が 50%近く小さい（ G S = 80 mV/deg）。また、高周波領域の位相の回転が実測値
とは異なっているが、補償器の設計で重要な 1Hz から 5kHz までの制御周波数帯域内の振
幅位相特性はよく合致している。位相回転が大きい原因は実験系の回路定数からは説明で
きないが、電子回路の接地インピーダンス、コイルの固有損失、OP アンプの利得帯域幅
積が有限であること等が原因として考えられる。
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図 4.2.4 モデル化したミラー駆動周波数特性（Az 軸）
なお、捕捉時には追尾センサの代わりにミラー変位センサによる制御が行われるが、ミ
ラー変位センサについては、レーザ光の強度が十分あるためカットオフ周波数を数百 kHz
以上にできるため、伝達関数（ G S ）を一定値としている。ただし、ミラー変位センサの G S
は追尾センサの 1/2.5 である。
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4.3 ファイバカップラと一体化した精追尾センサ
空間光を効率良くシングルモードファイバ（SMF）に結合させるためには、SMF の開口
における入射光の振幅位相分布を、ファイバの基本モードを励起する振幅位相分布に完全
に一致させる必要がある。このため、本研究では結合誤差を検出する機能を内蔵したファ
イバカップラを新たに開発した。
図 4.2.5 にファイバ結合光学系の内部構造と精追尾センサの動作原理を示す。透明なガラ
スフェルールを用いてシングルモードファイバの開口をレンズの焦点位置に保持した構造
を用いて、シングルモードファイバに結合できなかった光ビームの成分を、光ファイバの
開口の後ろ側に伝搬させて、ファイバカップラの後面（実際には上面）に配置した四分割
光検出器で結合誤差を検出している。以下にこのセンサの動作原理を説明する。
光アンテナで集光し、FPM で反射した受信レーザビーム（波長 980nm/970nm のビーコ
ン光及び波長 1552nm/1562nm の信号光）は直径 2mm の平行（コリメート）光となってお
り、これを図の非球面レンズによりシングルモードファイバの開口の中心に結像する。レ
ーザビームを SMF に結合させるためには、点像の半径を SMF の遠方界モードフィールド
径に合わせる必要がある。点像半径はレンズの開口数（焦点距離／直径）に比例するため、
使用している SMF にあった開口数のレンズを用いる。このため、SMF の仕様には結像レ
ンズの半径を焦点距離で割った開口数（NA, Numerical Aperture）が規定されている。1.3μ
ｍから 1.5μm 帯で良く用いられている SMF の NA は 0.1 程度である。
もし入射ビームの方向ずれ等により結像分布がモードフィールド分布と大きく異なる場

図 4.2.5 ファイバカップラと一体化した精追尾センサの動作原理
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合、焦点で結像した入射ビームはシングルモードファイバ内を伝搬することなく再び発散
し、SMF のクラッドさらにガラスフェルールを直進し、ガラスフェルールの後部の鏡面で
全反射した後に四分割光検出器（QPD）に入射する。QPD の 4 つの開口に入射した光量の
比を計測することにより入射ビームの結像点の位置誤差が求められる。
この際、仮に結像分布が SMF の伝送モードの電界強度分布と完全に一致すれば、全ての
光が SMF に結合することになるので、誤差検出のための光は得られないことになるが、実
際には、光ファイバと結像レンズの開口数（NA）の相違やレンズの色収差により信号光と
ビーコン光では結像分布が異なり、結像点の位置誤差が小さい場合でも追尾センサの動作
に必要な光量を確保することができる。ただし、センサの視野中心付近では、ビーコン光
を QPD で受光する光量が 30%から 50%程度まで低下すると共に、SMF のコアの回折によ
り像が劣化する。逆に、この光量の低下を観測することにより、レンズの焦点と SMF の開
口のアライメント誤差を検出することもできる。実際の調整では、ビーコン光の光量が 30%
程度まで低下した焦点位置が信号光に対する最良の結合条件となるので、この条件にあう
ようにファイバカップラの焦点位置を調整している。本方式の特徴は、信号光とファイバ
との結合に関しては余分な光学系が無く、性能劣化が最小になっているが、ビーコン光に
関しては，視野中心付近で光量の低下と、点像の劣化が発生することである。
図 4.2.5 ではガラスフェルールで反射したビーコン光をそのまま四分割光検出器に入射
しているが、実際の光学系では途中にリレーレンズを配置して、SMF の端面の点像を検出
器面上に投影している。この光検出器におけるビーコン光の点像強度分布を観測した結果
を図 4.2.6 に示す。この図には、実験室でファイバカップラ単体を調整している時と、ファ
イバカップラを装置に組み込んだ後、屋外伝送実験時に観測した場合の 2 つの例を示して
いる。この 2 つの観測では露光条件が同一でなく、右側の屋外伝送時の点像の劣化が強調
されて見えるが、光アンテナによる波面精度の劣化に加え、大気ゆらぎの影響による点像

(a) 実験室での調整時

(b) 屋外伝送実験時

図 4.2.6 四分割光検出器上のビーコン光の点像強度分布
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の劣化があるものの露光条件を揃えれば点像の中心付近の分布はほぼ同一である。光学系
の設計の際に目標とした点像の大きさは 0.2mm 程度であったが、両者共に 1mm 程度の点
像分布を持つことがわかった。図 4.2.5 と同様な方式のファイバカップラは成層圏プラット
フォーム定点滞空試験や早稲田大学のキャンパス間の初期の伝送実験でも用いており、こ
の時には、四分割光検出器として開口径 1mm（円形）の四分割アバランシェフォトダイオ
ード（QAPD）を用いていたが、本研究では図 4.2.6 の測定結果をもとに、より広い視野を
確保することができる有効開口が 2mm 角の四分割フォトダイオード（QPD）に変更した。
QPD を用いた場合の追尾センサのアンテナ開口における最小受信感度は-48.0dBm である。
QPD に入射した光量を(a, b, c, d)とすると、以下の式により Az および El 方向の追尾誤差
(EAz, EEl)が求められる。

(a + b) − (c + d )
(a + b + c + d )
(a + c ) − (b + d )
E El = GT
(a + b + c + d )

E Az = GT

(4.2)

一般に，半径 r の四分割型追尾センサの応答特性は図 4.2.7 のような飽和特性を示し，中
心（追尾誤差ゼロ付近）の利得はセンサ上に結像した点像の大きさ（D）により変化する
[47]。実験室で D が最小になるように調整したときの値は 1.0 mrad であった。この値は、
図 4.2.6 の左の測定条件に対応しており、レンズの焦点距離で割って角度に換算している。
実際にシステムに組み込んだ場合には、光アンテナの収差等の影響によりスポットが拡大
し、センサの利得の変動が起こる。もし、スポットが点像にならず、幾つかの点に分離す
る場合にはセンサの入出力特性は単調なものにはならず利得が大きく変動する。そこで、
この非線形効果を考慮したフィードバック系の設計が必要になる。
追尾センサの非線形性を実際に測定した例を図 4.2.8、図 4.2.9 に示す。このデータは、
ミラー駆動機構（FPM）をミラー変位センサの信号により中央付近の所定の角度に保持し
センサ出力
1.0
点像の位置

－r

0

r

-1.0
点像の大きさ(D)

図 4.2.7

四分割型の精追尾センサの入出力特性
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た状態で、SMF の信号光受信電力が最大になるように光アンテナの指向方向を正確に調整
した後、Az 軸及び El 軸のサーボ系の外乱入力端子に振幅 300mV の正弦波状の外乱を加え、
対応する軸のミラー変位センサ及び追尾センサの応答を観測したものである。図 4.2.8 は
Az 軸に外乱を印加した場合、図 4.2.9 は El 軸に外乱を印加した場合を示す。図には、上か
ら順に信号光受信電力、ミラー変位センサ出力、追尾センサ出力、ビーコン光受信電力を
示している。信号光電力のみ 1 目盛が 10dB の対数値で表示している。ミラー変位センサ
出力には、印加した正弦波状の応答が現れている。また、追尾センサ出力は、±150mV 程
度で飽和している。信号光の変化を基準として追尾センサの応答を見ると、信号光が 3dB
低下する範囲では、追尾センサは良好なリニアリティを保っていることがわかる。

信号光
電力
ミラー
変位センサ
追尾
センサ
ビーコン
光電力

図 4.2.8 Az 軸に正弦波状の外乱を加えた時の追尾センサの応答
信号光
電力

ミラー
変位センサ
追尾
センサ
ビーコン
光電力

図 4.2.9 El 軸に正弦波状の外乱を加えた時の追尾センサの応答
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4.4 サーボ系の設計評価
モデル化を行ったプラントの伝達関数をもとに、精追尾センサの利得変化に伴う開ルー
プ利得の変化に対して安定なアナログ PID 補償器を設計した[48]。この際、ミラーの共振
周波数から制御帯域の上限（数 kHz）までの周波数において、位相を-180 度以上に維持す
るために微分補償を付加し、フィードバック制御系のクロスオーバ周波数（1kHz）付近で
補償量が最大になるようにした。また積分補償は、ミラー共振点で位相が-180 度以下にな
らないように 10Hz 以下のクロスオーバとした。設計した PID 補償器の伝達関数は次の式
で表される。

G PID = G PID 0 ⋅ Gi ⋅ Gd = G PID 0 ⋅

1 + T1 s 1 + T3 s
⋅
1 + T2 s 1 + T4 s

(4.3)

ここで， G PID 0 は補償器の DC ゲイン（ G PID 0 = 200 ）、式の右辺の最初の分数式（ Gi ）は
積分補償器の伝達関数で T1 = 0.022 秒、T2 = 0.242 秒、最後の分数式（ G d ）は微分補償の伝
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図 4.2.10 モデル化した精追尾系の開ループ伝達関数の計算値（Az 軸）
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図 4.2.11 精追尾系の閉ループ伝達関数の計算値（Az 軸）
達関数で、 T3 = 0.00033 秒， T4 = 0.00003 秒である。なお、DC ゲインは精追尾センサの利
得変化に合わせて可変できるような回路としている。この PID 補償器とプラント特性を組
み合わせた開ループ伝達関数 G open は次の式で表される。

Gopen = GS ⋅ GPID ⋅ GM

(4.4)

この計算結果を図 4.2.10 に示す。100Hz 以下の周波数で 40dB（100 倍）以上の開ループ利
得を確保している。位相余裕は 45 度以上、利得余裕も 15dB 以上であり、この特性が実現
できれば安定なフィードバック制御が行える。次に、フィードバック系を動作させたとき
の閉ループ伝達関数 Gclose は次の式で表される。

Gclose =

Gopen
1 + Gopen

=

GS ⋅ GPID ⋅ GM
1 + GS ⋅ GPID ⋅ GM

(4.5)

この計算結果を図 4.2.11 に示す。閉ループの応答が 3dB 低下するクロスオーバ周波数は
3.5kHz 程度になった。図 4.2.4 のプラント特性には、鋭い機械共振と大きな周波数応答の
変化が現れていたが、ハイゲインフィードバックによって閉ループ伝達関数は図のように
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図 4.2.12 精追尾系の外乱応答特性の計算値（Az 軸）
制御帯域内においてほぼ平坦になった。これは、フィードバック系の入力である到来角に、
光アンテナの光軸を完全に追随させることができることを意味する。一方、外乱（追尾方
向の変化）に対する応答 Gdis は、次の式で表される。

Gdis =

1
1
=
1 + Gopen 1 + GS ⋅ GPID ⋅ GM

(4.6)

この式の計算結果を図 4.2.12 の青の実線で示した。また、大気ゆらぎや装置の振動等に
よる到来方向変動を抑圧するために必要な特性を、赤色の点線で示す。一般に大気ゆらぎ
の周波数成分が 100Hz 程度まで伸びているため、100Hz 以下の周波数領域において-40dB
（1/100）の外乱抑圧特性が必要であり、設計結果はこの要求を満たしている。なお、クロ
スオーバ周波数（3kHz）付近で、4dB 程度のオーバシュートが見られるが、これは、この
周波数付近では外乱の影響が 60％程度増強されることを意味する。通常の大気ゆらぎでは、
このような高い周波数成分が存在しないため、このオーバシュートは問題にならない。
以上のサーボ系の設計結果を元に制御系の電子回路を製作した。試作した PID 制御回路
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信号処理部
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変位センサ
信号処理部

PID 補償器

図 4.2.13 試作した PID 制御回路の外観
の外観を図 4.2.13 に示す。電源電圧を±5V とし、OP アンプを用いたアナログ PID 回路で、
市販の部品を用いてユニバーサル基板上に実装した。屋外での温度差の激しい使用環境を
考慮し、回路の内部にバンドギャップを用いた 2.5V の基準電圧を持っており、この基準電
圧を元に各種のバイアス電圧を生成している。この回路は、PID 補償部、ミラー変位セン
サ信号処理部、追尾センサ信号処理部、信号切り替え用の CMOS アナログスイッチにより
構成されている。基板上のテスト端子に試験信号を印加し、FPM、精追尾センサと組み合
わせたサーボ系の振幅位相特性を測定した。
四分割追尾センサによる精追尾を動作させながら測定したサーボ系の閉ループ伝達関数
の測定結果を Az 軸について図 4.2.14 に、El 軸について図 4.2.15 に示す。この測定の際に
は、Az 軸および El 軸ともにセンサ利得を最大に調整している。Az 軸については設計値と
同一の 3.5kHz 以上の制御帯域（-3dB の応答を示す周波数で規定）が達成されていること
がわかる。一方、El 軸については、追尾センサの利得が高いため、3kHz の周波数での利
得の上昇が大きくなっている。機械共振の影響は全く現れていない。
次に、積分補償器の入力に外乱を電気的に印加し、この外乱に対する微分器出力におけ
る応答を測定した結果を、Az 軸について図 4.2.16 に、El 軸について図 4.2.17 示す。この
結果は、積分補償器の影響（30Hz 以下の周波数領域で発生する）を除けば、外乱に対する
応答に相当する。測定結果を実線で、目標とする外乱抑圧特性を緑の一点鎖線で示した。
図 4.2.12 の設計値と同様に 100Hz 以下の周波数において 1/100（40dB）以上の外乱抑圧特
性を有することが確認できた。但し、El 軸についてはループ利得が高いため数 kHz におけ
る振幅応答の上昇が大きい。
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Band width
(-3dB)

図 4.2.14 試作したサーボ系の閉ループ伝達関数測定結果（Az 軸）

Band width
(-3dB)

図 4.2.15 試作したサーボ系の閉ループ伝達関数測定結果（El 軸）
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図 4.2.16 試作したサーボ系の外乱抑圧特性の測定結果（Az 軸）

図 4.2.17 試作したサーボ系の外乱抑圧特性の測定結果（El 軸）
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4.5 制御系の総合評価
捕捉の際の制御開始時に制御系を内部ミラー変位センサから精追尾センサ（QPD）に切
り替えた時の時間応答を測定した結果を図 4.2.18 に示す。図の上から順に、シングルモー
ドファイバに結合した 1.5μm 帯の信号光電力、Az 軸の追尾センサ出力、El 軸の追尾セン
サ出力、0.98μm 帯のビーコン光電力を示す。ここで、信号光の電力だけは 1 目盛が 10dBm
の対数値で表示してある。また、横軸の 1 目盛は 1ms である。
この結果は、信号光の整定が正常に行なわれた例で、200μs 程度の時間内で、誤差信号、
信号光、ビーコン光は全て安定に捕捉できている。初期追尾誤差が大きく、引き込み方向
が最良でない場合には、信号光の安定受信に 2ms 程度を要する場合があった。この原因は
センサ応答の非線形性のために開ループ利得が不足し、整定に時間を要したためと思われ
る。
図の左側では、内部ミラー変位センサからの誤差信号により、ミラーの角度を中心付近
の特定の位置に保持する一定値制御が行われている。ビーコン光を送信しているレーザ光
源のシャッターを徐々に開くことに伴いビーコン光の電力が増加している。追尾センサの
誤差信号を見ると、ビーコン光がある程度の強度になると正しい到来方向の誤差信号を発
生している。また、光アンテナの初期方向の誤差が大きいため信号光電力は追尾時の値よ
り 30dB 以上低くなっている。図の中央付近でビーコン光電力が追尾センサの正常動作に
必要な電力に達すると、フィードバック系の追尾センサに切り替わって追尾動作を開始す
る。図の場合では、精追尾ループが整定したあとも追尾誤差がゼロになっていないが、こ
れは、信号光電力が追尾時に最大になるように、あらかじめ追尾センサの出力に僅かなオ

信号光電力

追尾誤差（Az 軸）

追尾誤差（El 軸）

ビーコン光電力

図 4.2.18 精追尾ループの初期捕捉特性
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フセットを加えているためである。
次に、光アンテナ、制御系、ビーコン光源等を実装した後、2 台の装置を対向させて片
方の装置を設置している三脚に衝撃振動を加えた場合の応答を図 4.2.19 に示す。図の上か
ら順に、Az 方向の追尾角、El 方向の追尾角、シングルモードファイバに結合した信号光
の受信電力で、追尾角の縦軸の単位は 1 目盛当たり 0.05°、信号光電力の単位は１目盛当た
り 0.2mW である。横軸は 40ms/div である。El 方向に 0.2 度 pp 程度の衝撃が加わっている
ことがわかる。これに対し、信号光受信電力はほとんど変化していない。
以上の評価実験の結果、設計した精追尾系は設置場所の振動や大気のゆらぎによる到来
角変動に対して十分大きな抑圧特性をもっていることが明らかになった。

Az 追尾角

El 追尾角

信号光
電力

図 4.2.19 衝撃振動に対する応答測定例
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4.6 第 4 章のまとめ
超小型のガルバノミラーアクチュエータ、ファイバカップラと一体化した精追尾センサ
及びアナログ PID コントローラの組み合わせにより、高い追尾精度と広い制御周波数帯域
を両立させた精追尾サーボシステムを実現することができた。
アナログ PID 制御系の設計においては、プラント特性を同定し、そのモデルに対して最
適な積分補償、微分補償の時定数を、追尾センサの非線形性を考慮しつつ設定した。古典
的なアナログ制御系を用いた理由は、ディジタル制御を用いた場合の有限のサンプリング
時間による制御性能の劣化と、衛星搭載を考慮して消費電力が小さく、信頼性の高い電子
部品で制御系を構成できることを念頭に置いたためである。
1989 年に出版された衛星間光通信のための追尾系の実験検討に関する文献[47]では、既
に制御帯域 2.4kHz の精追尾システムの試作評価結果が紹介されている。しかしながら、そ
の後、1990 年代から今日まで、精追尾系を実装した光衛星間通信システムは数多く設計製
作されてきたが、1kHz 以上の制御帯域を持った精追尾システムの報告は現れていない。本
研究の試作評価結果は、これらの研究を凌ぐ 3.5kHz の制御帯域を達成しており、今まで公
表された成果の中で最も広帯域なものである。この制御系を用いることにより、装置の振
動や大気ゆらぎの影響による受信光ビームの到来角変動を、100Hz 以下の周波数領域にお
いて 1/100 に抑圧することが可能となった。
設計した制御系を試作し、各種特性評価を行った結果、設計時と同一の性能が得られた。
この結果、本章で紹介した設計手法や性能評価手法の妥当性が明らかになり、将来の高性
能な空間光通信用の精追尾システムの設計手法として役立つものと考えられる。
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第 5 章 超小型空間光通信装置の開発
本章では、シングルモードファイバとの直接接続ができる超小型光通信装置の設計及び
開発の成果について述べる。
最初に、5.1 節では超小型空間光通信装置のプロトタイプとなった反射鏡型光アンテナを
用いた光アンテナモジュールの構成と設計の特徴について述べる。この光アンテナは、直
径 4cm の開口を持っており、成層圏プラットフォーム試験機の定点滞空試験の際に地上局
との信号伝送実験用に開発したものであるが、定点滞空試験が終了した後も、船舶と陸と
の光通信実験や早稲田大学キャンパス間の伝送実験に用いられた。
5.2 節では、この反射鏡型光アンテナを用いた通信速度 10Gbps の信号伝送実験の際の実
験系の構成について述べる。5.3 節では、第 2 章に紹介したアンテナ利得等の計算式と、よ
り現実に近い条件を仮定した数値計算による伝送距離 1km の回線設計の結果について述
べる。
5.4 節では、これらの基本的な検討結果をもとに新たに設計した有効開口直径 2.4cm の屈
折型光アンテナを用いた超小型光通信装置の特長、光学設計結果、及び試作結果について
述べる。
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5.1 反射鏡型光アンテナモジュール
図 5.1.1 に有効開口径が 4cm の反射鏡を用いた光アンテナモジュールの内部構造を示す
[49]。この光アンテナモジュールは、高度 4km を飛行する成層圏プラットフォーム定点滞
空試験機と地上局との光通信実験のために開発したもので、比較的長い伝送距離（4km か
ら 20km 程度まで）を前提としている。図の右側が直径 4cm のアンテナ開口部で、この開
口から入射したレーザビームを、3 枚の軸外し非球面（自由曲面）反射鏡により 1／20 の
コリメート（平行）ビームに縮小する。光アンテナの開口の周囲には、直径 5mm のビー
コン送信用レーザコリメータが 4 個取り付けられている。また、光アンテナモジュールの
内部には 3 つの反射鏡以外に超小型の精追尾ミラー駆動機構（FPM, Fine Pointing Mirror）

図 5.1.１ 光アンテナモジュールの内部構造
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と、図には示されていないが、捕捉用 Si-CCD センサが実装されている。光アンテナモジ
ュールの後部（図の左側）には、四分割光検出器による精追尾センサと一体化したファイ
バカップラが取り付けられている。
図の下部に光線追跡図を示したが、主鏡と副鏡により形成される 1 次焦点の手前で薄膜
型のビームスプリッタにより入射ビーコン光を一部分岐し、図の構造体の後ろ側にある
Si-CCD センサ上に 1 次焦点を投影している。CCD センサの視野は水平方向（Azimuth）が
±0.72°、垂直方向（Elevation）が±0.54°である。1 次焦点を通過した入射ビームはコリメー
ト鏡（Collimation mirror）で再び平行光に戻され、入射瞳の位置に置いた精追尾ミラー
（FPM）で反射した後、ファイバカップラに入射する。ファイバカップラの上部には四分
割 Si アバランシェ・フォトダイオード（QAPD）あるいは四分割 Si フォトダイオード（QPD）
を用いた追尾センサが取り付けられており、第 4 章で述べた制御系を用いて追尾センサか
らの誤差信号により FPM を駆動する。QAPD には直径 1mm の円形開口、QPD には 2mm
角の正方形の開口を持った素子を用いている。QAPD を用いた場合の追尾センサ視野は
±125μrad、QPD の場合の視野は±250μrad である。これらはアンテナの開口における値に換
算している。
四分割光検出器および CCD センサの前面には、背景光あるいは自局からの送信ビーコ
ン光との分離のため、半値全幅 4nm の誘電体多層膜フィルタを配置している。このフィル
タの中心波長は対向する 2 台の装置のビーコン光波長に合わせて、980nm あるいは 970nm
としている。このような対策にも係らず、飛行実験の際には地上から見た試験機の方向が
太陽方向と一致する場合があり、このときには CCD センサが誤動作して追尾が中断した。
市販されている空間光無線通信装置では、レンズを用いた屈折型の光アンテナを採用す
る場合が多いが、図 5.1.1 の光アンテナモジュールでは 3 枚の軸外し非球面鏡を用いること
により、光学系を折りたたんで装置の全長を短くすると共に、副鏡による遮蔽をさけつつ
光アンテナに発生する主要な光学収差、すなわち、球面収差、コマ、非点収差を補正して
いる。しかしながら、軸外し鏡面を用いて回折限界の結像光学系を製作、調整することは
容易でなく、光アンテナモジュール単体での波面精度を 0.15μm(rms）まで調整したにもか
かわらず、光アンテナの開口からシングルモードファイバまでの内部損失の測定結果は
4.9dB 程度となった。第 2 章で述べた光アンテナのストレール比を表す(2.4.19)式から計算
すると、上記の波面精度（λ／10）に対応した損失は 1.7dB となるので、残りの 3.2dB が
ファイバカップラ内部およびその取り付け誤差により発生していることになる。この損失
の原因は、ファイバカップラの結合条件が最適値とずれているためである。なお、シング
ルモードファイバと空間光の結合損失についての詳細検討結果については 5.3 節で述べる。
光アンテナを構成する 3 つの鏡面は光学プラスチック（アモルファス・ポリオレフィン）
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を精密 3 次元 NC 加工機により加工し、鏡面に研磨したもので、表面に金コートを施して
おり 0.8μm から 1.6μm までの広い波長帯で使用することができる。この光アンテナモジュ
ールは、波長 980nm あるいは 970nm のビーコン光の受信と、波長 1552nm あるいは 1562nm
の信号光の送受信に用いられている。なお、早稲田大学のキャンパス間の伝送実験の途中
からビーコン光の波長を 981nm と 974nm の組み合わせに変更した。
一方、直径 5mm の 4 つのコリメータから射出されるビーコン光のビーム広がり角は、成
層圏プラットフォームに搭載した時には全角で 2.0°、それ以外では全角で 0.5°程度に調整
している。ダストカバーや取付治具を含めた光アンテナモジュール全体の重量は 2.4kg で
ある。この光アンテナモジュール全体を、ステッピングモータによる 2 軸駆動機構（ジン
バル）の上に搭載し、必要に応じて光アンテナの指向方向が調整できるようにしている。
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5.2 屋外伝送実験時のシステム構成
有効開口径 4cm の光アンテナモジュールを用いた通信速度 10Gbps の屋外伝送実験シス
テムの装置構成を図 5.2.1 に示す。光アンテナモジュールは図の中央の四角形の領域に相当
する。精追尾コントローラ、捕捉コントローラのエレクトロニクス、および 2 系統のビー
コン光源は光アンテナモジュールとは別の筐体内に格納している。精追尾コントローラ
(Tracking controller)エレクトロニクスは第 4 章に述べたアナログ PID コントローラと同等の
設計であるが、電気信号のためのハーネスが長いため高周波領域の位相回転が大きく、制
御ループの安定化のため制御帯域を 1kHz 程度に制限している。
捕捉追尾コントローラ（Acquisition controller）エレクトロニクスは、CCD カメラからの
アナログビデオ信号を AD 変換し、FPGA を用いて CCD 画面の矩形領域の輝度の重心（セ
ントロイド）を計算し、その結果を DSP を用いた演算モジュールに伝送する。演算モジュ
ールは TI 社の浮動小数点演算用の DSP（C6711）を用いて約 100kHz の演算サイクルで精
追尾コントローラの信号、すなわちビーコン光電力、追尾センサの誤差信号（Az 軸および
El 軸）、FPM のミラー変位センサ信号（Az 軸および El 軸）をサンプリングし、もし、ビ
ーコン光の電力が所定の閾値以下であれば、FPM のミラーの傾き角を決めるバイアス電圧

図 5.2.1 屋外伝送実験時のシステム構成
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（Az 軸および El 軸）を制御して、光アンテナの送受信光軸を CCD カメラの視野中心の周
りに 0.1 度程度の範囲でスパイラル上に探索し、ビーコン光を捕捉する。これは、精追尾
センサの視野が 125μrad あるいは 250μrad 程度と狭いため、光アンテナの初期方向が大き
くずれていると、鳥あるいはなんらかの物体が伝送路を横切ってビーコン光が途切れたと
きに再捕捉が正常に行われないことがあるためである。FPM により追尾可能な範囲は 0.4
度程度あるので、スパイラルサーチにより、ビーコンが一瞬でも検出できれば FPM の駆動
可能な範囲で安定に追尾を続けることができる。但し、光アンテナの入射角が大きくずれ
ると光学収差が発生し、光アンテナの損失が増加する。CCD の重心演算はビデオ信号のフ
レームレートに相当する毎秒 30 回の頻度で実施している。
なお、このような演算能力の高い DSP を用いた理由は、当初、精追尾サーボの演算を
DSP のソフトウェア演算で実装することを予定していたためである。第 4 章に述べたよう
な広帯域のフィードバック制御系を安定に動作するためには、有限のサンプリング時間を
必要とする離散制御は適していない。これらの演算結果は 1 秒ごとにシリアル伝送により
Linux ボード計算機（図には示していない）に伝送し、データを蓄積している。
図 5.2.1 には、光アンテナモジュール全体の方向を制御する 2 軸ジンバルも含まれている。
実験の初期段階では、CCD の重心演算結果を元に 2 軸ジンバルの方向を制御していたが、
2006 年 7 月からは 2 軸ジンバルを固定し、精追尾システムだけで追尾を行なっている。こ
の理由は、CCD の視野が広いため、太陽が対向局の背後に来る特定の時間帯に背景光によ
り CCD が飽和して追尾が中断する現象が起こったためである。精追尾センサの場合は、

市販の光無線
通信装置

光アンテナモジュール
および 2 軸ジンバル

光アンテナモジュール
および 2 軸ジンバル

捕捉・追尾コントローラ
エレクトロニクス

捕捉・追尾コントローラ
エレクトロニクス

図 5.2.2 屋外に設置した装置の外観
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視野が狭いため太陽が視野内に入ることは無い。建物の熱変形や振動によるアンテナモジ
ュール全体の指向変化は数百 μrad 以下であり、FPM と追尾センサによる精追尾系だけで
この外乱に対応することができる。また、実験の初期に四分割 APD（QAPD）を追尾セン
サとして用いている時には、APD に印加するバイアス電圧を追尾センサの応答（４つのセ
ルの出力の和）が一定になるように制御した。
ビーコン光源は、各装置に 2 台用意し、光アンテナモジュール内で 1 対 1 のスプリッタ
で 2 分岐して、4 個のビーコンコリメータに接続している。図の左側が光送受信機で６階
の実験室に設置されており、光アンテナモジュールとは 1 本のシングルモードファイバで
接続している。また、送受の分離のため、光サーキュレータを用いている。光受信機の入
力段には光ファイバ増幅器を用いており、出力信号電力を安定化する制御（ALC）を行っ
ている。ビーコン光の全送信電力は 15mW 程度、信号光の送信電力は 6mW から 50mW 程
度である。
屋上の装置の設置状況を図 5.2.2 に示す。屋外の過酷な環境に耐えるため、光アンテナモ
ジュールおよび 2 軸ジンバルは、防水仕様の筐体内に格納している。捕捉・追尾コントロ
ーラエレクトロニクスも別の防水筐体に格納し、ペルチェ素子を用いた温度調節を行って
いる。
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5.3 伝送距離 1km の回線設計
地上の 1km の伝送区間における波長 1552nm の通信信号（10Gbps）の回線計算結果を表
5.3.1 に示す。この内容は、2006 年 1 月に実施した 10Gbps の伝送実験後に光アンテナモジ
ュールを取り外して送信信号ビーム広がりを実験室で再測定した結果と内部光学系損失の
測定値-4.9dB を考慮して 2006 年 5 月に見直したものである[50]。この表には、降雨、降雪、
あるいは霧による光信号の減衰は考慮されていない。
1.5μm 帯の波長における送信ビームの広がり角は回折限界の値よりも大きく設定してお
り、全角で 206μrad である。これはアンテナ開口における波面の曲率半径 200m に相当す
る。大気の吸収損失は、気温 15℃、湿度 46%の標準大気を仮定すると距離 1km では-1.0dB
となる。また、日中を想定して大気ゆらぎの大きさを表す屈折率構造関数を Cn2＝1.7×10-14
として受信レベル変動の影響を評価した結果、10-9 の不稼動率における大気ゆらぎ損失は
-9.6dB となった。この計算では、2 局の送受信点の高さは各々0m および 17.5m としている。
この大気ゆらぎによって直径 4cm の受信アンテナには 7.7μrad(rms）の到来角変動が発生
すると予想される。表の中の、ビーム広がり損失は、自由空間伝送損失と送受信光アンテ
ナ利得の和に相当する。送信アンテナのビーム広がりが回折限界よりも大きく、この広が
りによってビーム広がり損失が大きくなっている。それでも、受信点における信号光のビ
ーム直径は 24.8cm であり、この値を送信アンテナの指向誤差に換算すると、指向誤差を少
なくとも±124μrad 以下にする必要があることがわかる。表の値から、送信信号電力を
50mW とすると、受信電力は-19.2dBm となり、第 3 章で述べた光送受信機の所要受信感度
-38dBm を想定すると、18.8dB という大きなリンク・マージンが得られることがわかる。
表 5.3.1 通信信号の回線計算
波長
1552nm
送信電力
50mW （+17dBm）
内部光学系損失
-4.9dB
送信アンテナ直径 40mm
ビーム広がり角
0.0118 度 （206μrad）
伝搬距離
1.0km
受信ビーム直径
24.8cm
受信アンテナ直径 40mm
ビーム広がり損失 -15.8dB
大気ゆらぎ損失
-9.6dB （不稼働率 10-9）
到来角変動
7.7μrad(rms)
大気吸収損失
-1.0dB (湿度 46%，15℃)
内部光学損失
-4.9dB
受信電力
-19.2dBm
最小受信電力
-38.0dBm （10Gbps, BER10-9）
回線マージン
18.8dB

92

この値が降雨や降雪、霧による減衰のマージンとなる。そこで、時間率を 0.1%とした東京
都内の視程データ（850m）から稼働率 99.9%における 1km の伝送区間の雨あるいは霧によ
る減衰の推定値を第 2 章に述べた式で計算すると 15.3dB となる。したがって、表 5.3.1 の
回線マージンがあれば稼動率 99.9%の実用的な回線を提供できることがわかる。
2006 年 1 月の 10Gbps の伝送実験では、光アンテナの追尾誤差損失、屋上から光送受信
機を設置している 6 階の実験室までの伝送損失、実験系のファイバ分岐損失等のため受信
系の初段における光受信電力の平均値が-30dBm 以下になる場合があり、実用的な回線を
実現するためには、この損失要因を究明する必要がある。
一方、波長 980nm のビーコン光に対する同様な回線計算結果を表 5.3.2 に示す。ここで
は、4 個あるビーコン送信コリメータのうちの 1 個から 5mW の出力で送信し、増倍利得を
100 倍とした QAPD で追尾を行なった場合の例を示す。実際には 4 つの開口からビーコン
光を 1/4 ずつの電力で送信するので大気ゆらぎの効果が平均化され、表の値よりは条件が
良くなるが、それでも 1552nm の信号光の回線に比べるとマージンが少ないことがわかる。
この原因は、信号光とビーコン光で送信ビーム広がりが 40 倍以上異なるためである。第 2
章で述べた高出力レーザの発射に関する安全性を確保するためには、表 5.3.2 の値以上の送
信電力を使用することは難しいので、実用的な回線マージンを確保するためには、精追尾
センサのさらなる高感度化、あるいはビーコン送信ビーム広がり角を小さくすることが必
要である。また、大気ゆらぎ損失が通信信号の場合よりも小さくなっているが、この理由
は、大気ゆらぎによるビーコンスポットの広がりよりも QAPD の有効開口（1mm）の方が
大きいために、開口に入射する光電力の損失が少なくなるためである。この効果を aperture
表 5.3.2 ビーコン回線の回線計算
波長
980nm
送信電力
5mW（+7dBm）
送信アンテナ直径
5mm
ビーム広がり角
0.5 度（8.727mrad）
伝搬距離
1.0km
受信ビーム直径
8.7m
受信アンテナ直径
40mm
ビーム広がり損失
-46.7dB
大気ゆらぎ損失
-5.7dB（不稼働率 10-9）
受光デバイス開口
１mm（直径）
受光デバイス視野角
250μrad（全角）
到来角変動
7.1μrad.(rms)
大気吸収損失
-1.6dB(湿度 46%，15℃)
内部光学損失
-7.9dB
受信電力
-54.9dBm
最小受信電力
-56.7dBm（QAPD，x100）
回線マージン
1.8dB
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averaging と呼び、既存の空間光通信装置では、この効果を利用して大気ゆらぎにより広が
った受光スポットよりも大きな口径の光デバイス（PD や APD）で光信号を受信すること
により大気ゆらぎの影響を軽減しているものが多い[51]。
信号伝送実験の初期には精追尾センサとして直径 1mm の QAPD を用いていたが、この
場合のセンサの視野角は、アンテナ開口におけるビーコンの入射方向に換算すると
250μrad(全角)になる。一方、伝送距離が 1km の場合には 4 個のビーコン送信用コリメータ
の間隔（75mm）を受信点から見た角度が 75μrad で、QAPD の視野の 1/3 から 1/4 の大きさ
になり、4 個のビーコン光の強度変動により追尾センサ誤差が増大し、センサの性能を劣
化させる可能性が明らかになった。
そこで、2006 年 7 月からは 2mm 角の開口を持った QPD
を精追尾センサに使用すると共に、ビーコンコリメータの開口を 1 箇所のみとして実験を
行ない、大気のゆらぎが大きい時間帯でも安定な追尾が実現できることを確認した。
しかしながら、この設定ではビーコン回線のマージンが不足するので、2006 年 9 月から
は光アンテナの主開口（直径 4cm）からビーコン光を送信するように光学系を変更し、特
性を評価した。この構成変更により、
送信ビーコン光のビーム広がりが 1mrad 程度になり、
数十 μW のビーコン出力でも精追尾ができるようになったが、ビーコン光の指向誤差に伴
うシンチレーションのため、受信ビーコンの強度変動の大きさが増大する現象が発生した。
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図 5.3.1 直径 40mm のガウスビーム送信アンテナパターン
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この場合でも、大気ゆらぎによる受信電力変動の大きさは aperture averaging のため信号光
のそれよりも小さい。
1.5μm 帯の信号光については常に同一の光アンテナを送受信に用いるので、光アンテナ
の焦点ずれによりビーム広がりが発生した場合、その大きさが回線設計に与える影響を詳
細に評価した。図 5.3.1 に送信アンテナパターンの計算結果を示す。これは，直径 40mm
の開口端で電力が 1/e2 となるガウスビームを 1km の距離についてビーム伝搬法を用いた数
値計算により伝搬させ、受信点に送信アンテナと同じ直径 40mm のガウス関数状の受信プ
ロファイルを持つ光アンテナで信号を受信すると仮定して、受信点の位置が送信ビームの
軸上からずれた場合の伝送損失の変化を相関積分により計算したものである。したがって、
この値は、表 5.3.1 のビーム広がり損失をより現実に近い条件で計算したものである。
理想的な場合（回折限界のビーム広がりで送信した場合）には直径 40mm のガウスビー
ムを 1km 伝送しても伝送損失は-2.8dB と小さくなるが、ビーム広がりを 200μrad 程度にす
ると、軸上でも-12.6dB の損失が発生する。一方、送信アンテナの指向誤差が 40μrad ある
と仮定すると、回折限界の送信ビームと 200μrad の広がりを持った送信ビームとの間で伝
送損失が同じ値（-20dB）になる。送信光アンテナの焦点ずれが大きい場合には送信ビーム
の指向誤差の伝送損失への影響は小さくなる。
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図 5.3.2 直径 40mm のガウスビーム受信アンテナパターン
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シングルモードファイバとの結合条件を考慮した受信アンテナパターンの計算結果を図
5.3.2 に示す。これは、直径 40mm の円形開口で受信した一様強度のレーザビームを収差の
無い光アンテナで結像した時の点像分布と、シングルモードファイバの伝送モード分布を
ガウス関数で近似した分布の結合効率を数値積分により計算したもので、受信光アンテナ
の光軸が追尾誤差により受信ビーム方向からずれた時の結合効率の変化を表している。
55μrad の位置に第 1 ヌルが、70μrad の位置に第 1 サイドローブが見える。受信アンテナパ
ターンには、アンテナの焦点ずれに対して大きな指向性の変化が見られる。例えば、受信
光アンテナの焦点を意図的にずらして、開口における等価曲率半径を 400m 程度にすると
第１ヌルが無くなり、さらに曲率半径を 200m 程度に小さくすると第２ヌルも見えなくな
る。軸上の変化に関しては、焦点ずれの無い回折限界の場合の結合効率の最大値は-0.89dB
であるが、図の場合には受信ビームの点像分布がシングルモードファイバのモードフィー
ルドと整合していないため結合効率が-1.31dB となっている。また、アンテナ開口における
波面の曲率を 200m としてビームを広げた場合の結合効率は-8.0dB に低下する。
図 5.3.1 の送信アンテナパターンと比較すると、光アンテナの焦点ずれに対する性能の劣
化は緩やかであり、回線断の原因となりうるパターンのヌル点を埋める効果もあるので、
意図的に焦点ずれを発生させることも考えられるが、送信アンテナパターンの劣化が激し
いため、送受共用の光アンテナでは回折限界に近いビームを選択せざるを得ない。
また、図 5.3.1 と図 5.3.2 の合計が実際の空間伝送に伴う損失となる。送信ビームの広が
り角が 200μrad になるように光アンテナの焦点をずらした場合、この値は-20.6dB で、表
5.3.1 の値(-15.8dB)よりも損失が 4.8dB 増加している。この原因は、図 5.3.2 に示したシン
グルモードファイバとの結合条件の劣化を表の値では考慮していないためである。
以上の考察では大気ゆらぎの影響を無視しているが、第 2 章の図 2.3.3 に示したように送
信光アンテナの指向誤差の増大に伴い、大気ゆらぎによる受信信号の強度変動（シンチレ
ーション）が急激に増大するので、光アンテナの指向誤差は多くてもビーム幅の 1/10 以下
にする必要がある。
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5.4 超小型空間光通信装置の設計
口径 4cm の光アンテナモジュールの評価結果をもとに、信号光とビーコン光を兼用する
より小型の光アンテナを持った超小型空間光通信装置を設計した[52, 53]。5.3 節の伝送距
離 1km についての回線設計の結果から信号光に対しては回線に余裕があるため、直径
2.2cm の屈折型光アンテナを用いることにした。装置内の光学系の基本構成、および装置
全体の外観を図 5.4.1 に示す。
広帯域の精追尾サーボ系を実現するためには、信号線のハーネスを最短にすることが有
効であり、このため、サーボ系のエレクトロニクスは同じ筐体に内蔵することにした。し
たがって、超小型空間光通信装置の動作に必要な外部インターフェースは、信号光の入出
力を行う 1 本のシングルモードファイバと電源（12V 非安定、容量 100mA）だけである。
実際には、設置調整のために CCD カメラを取り付けることができ、追尾系内部の動作状
況をモニタするためのアナログ信号インターフェースをも備えている。
光アンテナ光学系に関しては、2 枚のダブレットレンズを用いて倍率 11 倍のビームエキ
スパンダを構成し、2 枚目のレンズの射出瞳の位置に FPM を配置している。FPM によって
追尾誤差による入射角の変動を除去されたビームは、4.3 節で紹介したファイバカップラに
よりシングルモードファイバに結合される。ファイバカップラ内の結像レンズ（焦点距離
12.0mm）および光アンテナを構成する 2 枚のレンズ（焦点距離 100mm および 9.0mm）は
すべて市販されているダブレットレンズを用いている。このため、波長 0.98μm ではレン
ズ表面の反射損失がわずかに増加する。ファイバカップラから送信される信号光のビーム

図 5.4.1 超小型空間光通信装置の外観と内部構成
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光アンテナ
ファイバカップラ

精追尾
ミラー
の位置

図 5.4.2 超小型空間光通信装置の光学系の構成
径は 2.3mm で、光アンテナによってこの送信ビーム径が 25.3mm に拡大されるが、光アン
テナの第 1 レンズの有効開口径は 24.0mm であり、この大きさが送信ビーム径になる。ま
た、伝送実験の経験から、伝送距離が 1km 以下の場合には距離に応じて光アンテナの焦点
調整が必要になることがわかったので、このための焦点調整機構を光アンテナに組み込ん
でいる。
光アンテナおよびファイバカップラを含めた光学設計の結果を図 5.4.2 に示す。この図で
は上下方向のスケールを 2 倍拡大（強調）して表示している。この図には光アンテナの軸
に平行に入射した光線と 0.2 度斜めから入射した光線の 2 種類の光線の追跡結果を示して
いる。図の矢印の位置に精追尾ミラーが設置され、斜め入射ビームの方向を光軸と平行に
なるように戻すため、ファイバカップラの結像レンズに対する入射方向は、追尾系が正常
に動作していれば光軸の中心に一致する。

(1) 色収差

(2) 波面収差 (波長：1.552μｍ、1.563μｍ、0.98μｍ)
図 5.4.3 光学系の収差特性
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同じ光学系の色収差特性と波面収差特性を図 5.4.3 に示す。色収差特性を見ると、波長
980nm では光学系全体の焦点距離が-114.279mm であるのに対し、波長 1562nm では、焦点
距離が-100.064mm になり、およそ 14％の変化があることがわかる。光アンテナ及びファ
イバカップラは波長 1.5μm で回折限界ビームを送信するように焦点を調節しているが、一
般にガラスの屈折率は波長が短いほど大きいので、この光アンテナ及びファイバカップラ
から送信した波長 0.98μm のビーコン光は、波面曲率半径が 10m 程度の収束するビームと
なる。したがって、アンテナから送信したビーコン光は、アンテナの開口から 10m 程度の
所で一旦焦点を結び、その後再び発散してゆく。このビーム広がりは 0.1 度程度である。
一方、送信信号光のビーム幅は 92μrad、半値(全)幅は 75μrad（0.00435°）である。追尾セ
ンサ（Si-QPD）の内部に半値（全）幅 5nm の多層膜干渉フィルタを配置し、外乱光及び送
信ビーコン光との干渉を除去している。ビーコン光の波長は 981nm 及び 974nm である。
光アンテナの開口における値に換算した Si-QPD の追尾センサとしての線形動作範囲は
100μrad（0.006°）程度、象限検出器としての視野は 1mrad（0.06°）程度である。これに対
して FPM の駆動範囲は 1°以上あり、ビーコン光が途切れなければこの角度まで追尾を維
持することができる。
図 5.4.3(2)の波面収差特性については、左が子午面（meridional）の波面誤差を示し、横
軸の両端がレンズの 2.2cm の開口の両端に対応する。一方、右のグラフは球欠面（sagital）
の波面誤差を示している。また、上下に関しては、上側が光アンテナの軸に平行に入射し
た場合を、下側が 0.2 度斜め入射の場合をそれぞれ示している。波長 980nm の場合には、
焦点ずれによる大きな球面収差が現れているが、波長 1552nm の近傍では λ/13 以下の回
折限界の結像性能を持っていることがわかる。なお、0.2 度斜め入射の光線について波面誤
差が大きくなっているが、これは FPM の追尾機能を含めていないためで、追尾が正常に行
われているならば、波面収差は図の値よりも小さくなり、軸上と同等の収差性能を示す。
試験用のファイバコリメータを通して測定した光学系全体の内部損失は-3.7dB～-4.4dB で
あった。また、追尾センサのビーコン追尾動作に関する最小受光電力は-41.3dBm、ダイナ
ミックレンジは約 17dB であった。
図 5.4.2 の FPM とファイバカップラの中間に、薄膜型のビームスプリッタを配置してお
り、レーザビームを 4％程度分岐して CCD に結像させている。筐体内の機器配置を撮影し
た写真を図 5.4.4 に示す。
ビーコン光はファイバカップラを通して送信しており、特別な光学系を用意していない。
このため、シングルモードファイバに結合直後に波長多重モジュール（WDM, Wave Division
Multiplexer）で波長 981nm/974nm のビーコン用レーザ光を多重化している。この WDM モ
ジュールとビーコン LD およびそのドライバを同じ筐体内に実装している。装置全体の消
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光アンテナ
FPM（内部）

CCD カメラ
ファイバカップラ

追尾コントローラ
エレクトロニクス

電源及び LD ドライバ

追尾センサ
ビーコン LD

図 5.4.4 超小型空間光通信装置の内部構造
費電力は 1W 以下、重量は 1kg 以下であった。重量内訳を表 5.4.1 に示す。小型・軽量・低
消費電力の空間光通信装置が実現できた。レンズ等に市販の部品を使用したことにより、
装置の製作費も従来よりも少ない。ただし、この装置を屋外で継続的に使用するためには、
防水構造の筐体が必要である。

表 5.4.1 超小型精追尾システムの重量内訳
光アンテナ

120g

CCD カメラ

110g

精追尾光学系及び追尾センサ

360g

捕捉制御電子回路

200g

制御電子回路及び電源

140g

合計

930g
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5.5 第 5 章のまとめ
本章では、超小型空間光通信装置のプロトタイプである有効開口 4cm の反射鏡型光アン
テナを持った光アンテナモジュールの構成・設計の特徴について述べた。この光学系を前
提として、伝送距離 1km のビル間の地上伝送回線を設計したところ、波長 1.5μm を用いる
信号光の伝送回線については、雨や霧による伝送損失を考慮しても 99.9%程度の回線品質
が得られる可能性があることが示された。一方、波長 0.98μm を用いるビーコン回線につ
いては、専用の小口径（5mm）の送信用レーザコリメータを用いた場合には、回線マージ
ンが不足することがわかった。この解決策としては、ビーコン光についても信号光と同じ
光アンテナから送信することにより、ビーム広がりを小さく制限することができる。
この方針に従って、口径 2.4cm の小型の屈折型光アンテナを用いた超小型空間光通信装
置を設計した。この設計に際しては、できるだけ小型軽量で高性能な装置を目指して、制
御エレクトロニクスを同一の筐体に収容し、外部とのインターフェース点を最小に留める
こと、市販されている部品を活用して装置を組み上げることに配慮した。その結果、防水
用の筐体を除く通信装置の主要部分を 1kg 以下の重量、1W 以下の消費電力にすることが
できた。これは、従来のギガビットイーサネット用の光無線通信装置と比較すると、伝送
速度で 10 倍、重量で 1/10 以下、消費電力で 1/40 以下で、バッテリによる長時間駆動も可
能であり、可搬性に優れた小型・高性能の光無線通信装置の製品化の可能性を示したもの
といえる。
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第 6 章 伝送実験及び考察
第 5 章で設計した直径 4cm の反射型光アンテナモジュールを用いた小型の空間光通信装
置及び直径 2.4cm の屈折型光アンテナを用いた超小型空間光通信装置をそれぞれ 2 台ずつ
製作し、総合的な伝送評価実験を屋内及び屋外で実施した。第 6 章では、伝送実験の結果
とその考察について述べる。
最初に 6.1 節では直径 4cm の反射型光アンテナモジュールを用いた通信装置の屋外伝送
実験結果について報告する。この実験では、第 3 章で述べた通信速度 10Gbps の光送受信
機と組み合わせた伝送システムを 1km 離れたビルの屋上に設置し、双方向のビーコン追尾
を行いながら信号伝送を行い、ビット誤り率の測定を含む評価実験を実施した。
6.2 節では超小型空間光通信装置を用いた屋内伝送実験の結果について述べる。ここでは、
空調機の設定を変えて室内の温度変化を意図的に発生させ、これに伴う大気ゆらぎの伝送
路及び通信装置に対する影響を評価した。
6.3 節では、超小型空間通信装置を研究所内の 185m 程度離れた 2 ヶ所の建屋の屋上に設
置し、双方向のビーコン追尾及び信号伝送を行った結果について述べる。
以上のような評価実験結果をもとに 6.4 節では双方向のビーコン追尾を行うことによっ
て大気のゆらぎがどの程度まで抑圧されうるかを考察する。
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6.1 距離 1km における１０Gbps 信号伝送実験
第 5 章の 5.1 節および 5.2 節で紹介した実験システムを用いて波長 980nm/975nm のビー
コン光を用いた双方向の追尾を行いつつ波長 1.5μm 帯の屋外信号伝送実験を行なった。こ
の実験は 4.3 節で紹介したファイバカップラを用いた最初の信号伝送実験であり、この実
験結果をもとに光学系や追尾サーボ系の改良を行った。初期段階の実験では、有効視野が
125μrad の四分割アバランシェ・フォトダイオード（QAPD）を追尾センサに用いていたが、
4.3 節で述べたように追尾センサの点像を評価した結果、途中から有効視野の広い四分割フ
ォトダイオード（QPD）に追尾センサを変更した。
2005 年 10 月 19 日および 10 月 20 日に追尾システムを動作させながら測定した代表的な
受信レベルの時間変化を図 6.1.1 に示す。この測定では追尾センサに QAPD を使用してい
る。図の左側が大気ゆらぎの少ない場合、右側が大気ゆらぎの強い晴天時の日中の代表的
な例を示す。図の上部にシングルモードファイバに入射した波長 1552nm の信号光の電力
を、1 目盛 10dB のログスケールで示している。図の上端が 0dBm にあたる。図の横軸は時
間で 1 目盛は 10ms である。図の下部には QAPD で受光したビーコン光の電力（4 つのセ
ルに入射した電力の和）を示す。図の下から 1 目盛（1V）が、アンテナ開口におけるビー
コン受信電力-46.7dBm を示しており、この値は QAPD を用いた追尾センサの最小受信電力
（-56.7dBm）の 10 倍にあたる。但し、APD はバイアス電圧、温度によって増倍率、光電
変換効率が変化するので、APD を用いた場合、追尾センサの受信電力はこの増倍率変動に
よる不確定性が残る。QPD の場合には、この不確定性が無いので、伝送路の損失や大気ゆ
らぎの影響を評価する際に都合が良い。ただし、QPD の 0.1V の出力に相当する最小受光

図 6.1.1 受信レベル変動データにおける大気ゆらぎの影響
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図 6.1.2 通信速度 10Gbps の符号誤り率の測定結果
感度は-48.0dBm で、APD より感度が悪い。図の右側の晴天時の信号光には 10dB 程度の大
気ゆらぎが現れている。また、グラフの中央付近に 20dB 近い急激な強度変化（瞬断）が
みられるが、これは大気ゆらぎが直接の原因ではなく、到来角の大きな変化により追尾シ
ステムが誤動作したものである。一方、0.98μm 帯のビーコン光の変動は 2 倍（3dB）程度
で、受光デバイスとして用いている 4 分割 Si-APD の有効径（直径 1mm）における平均化
効果（aperture averaging）によってゆらぎの大きさが減少していることがわかる。一方、天
候が曇りの場合（図の左）には、信号光、ビーコン光ともに変動が小さくなっている。な
お、ビーコン光に現れている小さな振幅の周期的な変動は、光源あるいは、追尾系の電気
系に混入した雑音と思われる。
2005 年 10 月から 12 月にかけて早稲田大学のキャンパス間に設置した実験システムの光
学系および制御系を調整した結果、比較的安定した 1.5μm 帯の伝送実験ができるようにな
った。そこで、2006 年 1 月から第 3 章で紹介した通信速度 10Gbps の光送受信機を 2 セッ
ト NICT から持ち込み、１波長あたり通信速度 10Gbps の双方向の信号伝送評価実験を実施
した。
図 6.1.2 に 2006 年 1 月 30 日の西早稲田キャンパスから大久保キャンパスへの信号伝送に
おける符号誤り率の測定結果を示す。この図では 1 秒毎のビット誤り率と、同期外れをお
こした時間の変化について、夕方から夜にかけての比較的条件の良い時間帯（5 時間弱）
の経過を示しているが、2 時間以上にわたってエラーフリーの高品質伝送が行われたこと
がわかる。このときの誤りの発生原因は図 6.1.1 の右に示した信号光の瞬時のレベル低下に
よるものである。レベル低下量は、30dB を超える場合もあった。

104

(1) 時間変動

(2) 周波数解析結果

図 6.1.3 夏季のビーコン受信電力の変動
光受信機では、このレベル低下によって受信機内部のクロック再生の誤動作により、数
ms 程度の期間にわたって同期外れを生じる、このため、バースト的な誤りが発生する。
TCP/IP プロトコルを用いたデータ伝送ではこのような短期間のバースト誤りは大きな影
響を与えないと思われるが、実用的な伝送系を目指すためには、このバースト誤りの問題
を解決することが必要である。このため、引き続き 2007 年も光学系及びサーボ系の制御回
路の改修を行うことにした。主な改修項目は次の 2 点である。
(1) ビーコン送信用のファイバ・コリメータを、当初の 4 台から 1 台だけにした。
(2) 追尾センサを直径 1mm の四分割アバランシェ・フォトダイオードから 2mm 角の四
分割フォトダイオードに変更した。
(3) 2 軸ジンバルを固定し、精追尾システムだけでシステムを動作させた。
このような改修を行なった後のシステムの動作特性を測定した。図 6.1.1 のデータは秋季
（2005 年 10 月）に測定したものであるが、大気ゆらぎの強い夏季（2006 年 7 月 6 日 13:57）
に大久保キャンパスで測定したビーコン受信電力の時間変動とその周波数解析結果を図
6.1.3 に示す。この測定は、追尾センサの 4 つのセルの出力の和信号を 1ms でサンプリング
し、変換分解能 8 ビットのディジタル・オシロスコープで記録したものである。左のグラ
フが時間変動で、右側にはこの時間変動データを平均値で規格化し FFT により求めた周波
数パワースペクトルとその積算値を示した。この変動の全てのスペクトルにわたる積算値
は、信号の平均値で規格化した時間変動の分散、すなわちシンチレーションインデックス
（ SI ） に 等 し く な る 。 図 の SI は σ
2

C n = 1.7 × 10

−14

-2/3

m

= 0.062 で あ っ た 。 第 2 章 で 述 べ た よ う に 、
2
としたとき、1km の伝搬距離における SI の計算値は σ = 0.047 で
2

あったので、この日の大気ゆらぎは標準的な値（H-V モデル）の 1.3 倍大きかったことに
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(1) 時間変動

(2) 周波数解析結果

図 6.1.4 シングルモードファイバに入射した信号光の受信電力変動
なる。これは大気ゆらぎの大きな夏季の昼間の代表的なものと考えられる。
図 6.1.3 の 3 分後（14:00）に観測した、シングルモードファイバに入射した信号光の受
信電力変動を図 6.1.4 に示す。この時の SI は σ

2

= 0.245 で、H-V モデルで計算した値の

1.8 倍であった。変動の大きさは 18dB 以下であり、このような強いゆらぎの環境下におい
ても、図 6.1.1 に示したような信号光の瞬断現象は起こっていない[54]。
周波数解析結果を見ると、ビーコン光、信号光共に、100Hz 付近までは、スペクトルが
一定で、その後、急激に減少している。もし、大気ゆらぎが十分に定常状態になっていれ
ば、高周波領域の振幅低下の周波数スケーリング則は f

−8 / 3

に比例するはずであるが、信

号光のスペクトルは、このスケーリング則とは一致していない。また、信号光の方が SI
が大きくなっているが、これは、ビーコン光の検出器が直径 1mm の円形開口をもつセン
サであり、この開口による aperture averaging の効果によるものである。今の場合、この係
数の理論計算値は 0.22 であり、実質的には無限小の開口と等価なシングルモードファイバ
で受光する場合と比較すると、追尾センサの受信電力のゆらぎはおよそ 1/5 になっている
ことがわかる。
図 6.1.4 と同時刻に観測した追尾センサ出力の変動について述べる。この測定では追尾系
を動作させた場合と追尾系を停止させた場合の 2 種類のデータを取得した。水平方向（Az
軸）についての測定結果を図 6.1.5 に示す。図の左が時間変動で、右が周波数（振幅）スペ
クトルである。この図では、追尾系を停止させた時と、追尾系を動作させた時の変動デー
タを重ねて示示している。積算値も同様に示しているが、図 6.1.4、図 6.1.3 が規格化した
変動振幅の 2 乗の積算を示す（パワースペクトル）のに対し、この場合には、rms 演算の
結果を表示している。したがって、全周波数で積算した値は、変動の標準偏差（rms）に相
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(1) 時間変動
図 6.1.5

(2) 周波数解析結果

追尾センサ出力（Az 軸）の時間変動とその周波数スペクトル

(1) 時間変動
図 6.1.6

(2) 周波数解析結果

追尾センサ出力（El 軸）の時間変動とその周波数スペクトル

当する。図の積算値は、12.8μrad.rms であった。標準的なゆらぎモデル（H-V モデル）の
計算値が 7.25μrad.rms であり、この値の 1.8 倍のゆらぎが発生していたことになる。この
倍率は、以前の SI のモデルとの比較結果ともよく一致している。
同時刻の垂直方向（El 軸）についての同様な測定結果を図 6.1.6 に示す。変動の積算値
は 11.3μrad.rms で、標準的な大気ゆらぎの時の 1.6 倍であった。以上の 4 種類のデータに
ついて、標準的な大気ゆらぎの時の値との比は、1.3 倍から 1.8 倍の範囲に入っており、こ
2

れらの値の時間変動の大きさが大気の屈折率ゆらぎ（ C n ）によって決まっていることが
わかる。
このような観測とデータ解析を 2006 年 6 月から 11 月にかけて数回実施した。シングル
モードファイバに入射した信号光電力及び追尾センサで検出したビーコン光電力の変動
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図 6.1.7

ビーコン光及び信号光のシンチレーションインデックスの変動

（SI）を図 6.1.7 にまとめて示す。信号光の SI を□印、ビーコン光の SI を△印で示してい
る。また、ビーコン光の SI を信号光の SI で割った値も◇印で示している。弱いゆらぎの
2

モデルが成り立つ場合、この比は aperture averaging の効果を表しており、 C n によらず一
定（今の場合、理論値は 0.34）になる。なお、2006 年 9 月からビーコン光の送信アンテナ
を直径 5mm のビーコンコリメータから直径 40mm の光アンテナに変更したため、図の左
2

右で 2 つの波長の SI は大きく異なっている。また、 C n の値が天候や日射、付近の熱源の
分布、風速等に大きく左右されるので、同じ日の観測でも時刻により SI の値は大きく変動
している。しかしながら、図の左側では、ビーコン光の SI が信号光の SI の 1/10 から 1/3
になっていることがわかる。
一方、右側ではこのような SI の違いは明らかではない。ビーコン光と信号光では波長が
異なるので、送信点での開口の大きさとビーム広がりが同一でなく、その影響が SI にも現
れているものと考えられる。ビーコン光は光アンテナの主開口から送信する場合は、一旦、
収束して焦点を結び、その後再び発散して受信点に達する。
追尾センサの追尾誤差出力の変動についての同様な測定結果を図 6.1.8 に示す。このグラ
フには、追尾を停止した場合と動作させた場合の 2 種類のデータを一緒に示しているが、
図の左側で、この差が明瞭に表れている。図の右側では、測定系の雑音の影響により、追
尾を実行している場合でも、追尾誤差はあまり小さくなっていない。
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図 6.1.8

追尾誤差出力の変動

このデータから、精追尾を動作させることにより、10μrad（rms）程度の大気ゆらぎによ
る到来方向変動が 1/10 以下に減少することが明らかになった。この評価結果には、測定系
の雑音（主に 8 ビットの ADC の量子化雑音）が含まれており、精追尾の動作による到来

図 6.1.9 ビーコン光の到来角変動の周波数スペクトル
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図 6.1.10 信号光の受信レベル変動の周波数スペクトル
方向変動の抑圧効果はもっと大きい。第 4 章で述べたように抑圧効果の理論値は 1/100 で
ある。
到来角変動の抑圧効果が最も明瞭に現れた例を図 6.1.9 に示す。このデータは 2006 年 7
月 31 日 19:53 に大久保キャンパスで観測したもので、水平方向のビーコン光の到来角変動
の周波数スペクトルを示す。追尾系が動作している場合と追尾系を停止した場合の変化を
重ねて示した。大気ゆらぎによって発生した 8.3μrad(rms)程度の到来角変動が測定系のノイ
ズレベル（0.7μrad）まで抑圧されている。低周波数領域では、理論値に近い 1/100 の変動
抑圧能力が現れているが、測定系の雑音のため、積算値での抑圧度は 1/10 程度になってい
る。また、精追尾を停止しているときの到来角スペクトルは周波数の-2/3 乗に比例して低
下している。
追尾動作の有無に対して 1.55μm 帯の信号光のレベル変動（シンチレーション）の周波
数成分を調べた結果を図 6.1.10 に示す。この場合も対向局の追尾システムは動作している。
追尾系が動作している場合、100Hz 以下の周波数ではレベル変動はほぼ一定であるが、
100Hz 以上の周波数では周波数の-8/3 乗に比例してレベル変動の振幅が低下している。こ
のスペクトル変化が起こる周波数を Greenwood 周波数と呼び、ゆらぎの小さいときには
10Hz 程度になる[55]。この時のシンチレーションインデックス（SI）は σ

2

= 0.44 である。

追尾動作の有無でシンチレーションのスペクトルはほとんど変化していない。ただし、
10Hz 以下の低周波領域で変動が抑圧されているものの、それ以上の周波数では逆に精追尾
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動作によりレベル変動が若干増加している。図にはスペクトルを積算した結果を同じ数値
スケールで示したが，100Hz 付近でレベル変動の積算値が交差している。
この測定では、測定系のメモリ容量と測定時間が限定されたため、解析できる最小の周
波数は 0.3Hz になっているが、これよりも低周波領域では追尾系の動作による変動振幅の
抑圧効果がより明瞭になる。但し、この周波数領域では、ゆらぎの要因が大気の屈折率変
動だけとは言えず、装置の支持構造の熱膨張や建物自体のたわみなどの影響が大きくなっ
てくる。
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6.2 超小型空間光通信装置による屋内伝送実験
前節では、距離 1km の屋外伝送実験の結果について述べたが、この距離では伝搬路付近
の熱源の分布やその発熱状況が不明であり、測定したデータとの関連付けも不明確になり
がちである。特に早稲田大学のキャンパス間の伝送路には途中に多くのビルがあり、その
屋上には空調機の室外機が設置されている。この室外機からの熱によるゆらぎが風に流さ
れて伝送路を横切るときに信号受信振幅の大きな変動が観測される。
そこで、空調機により伝送路の温度ゆらぎを制御できる室内において、大気ゆらぎの影
響を評価する実験を行なった。この実験には、直径 2.4cm の屈折型光アンテナを持つ超小
型空間光通信装置を用いた。対向用の装置としては、直径 4cm の反射型光アンテナモジュ

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.1 暖房が動作前のビーコン光の受信レベル変動

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.2 暖房が動作前の信号光の受信レベル変動
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ールを 2 軸ジンバルの上に固定して、超小型空間光通信装置に指向させた。伝送路の距離
は 10m である。
図 6.2.1 に暖房が動作していない時の追尾センサにおけるビーコン光受信電力の変動を
示す。このときの室内温度は 18℃程度であった。図の左には時間変化を右にはその周波数
解析結果（パワースペクトル）を示す。測定系の制約からサンプリング点を 10000 以下に
する必要があり、低周波領域の観測では高域の周波数に折り返し歪が発生する。このため、
図 6.2.1(2)ではサンプリング時間の異なる２種類（2ms と 0.2ms）の観測結果を重ねて表示
している。前節の解析例と同様にパワースペクトルの積算値も示している。この測定では
SI が 10-4 以下であり、強度変動は非常に少ない。
同じ時刻のシングルモードファイバに入射した信号光電力の変動及びそのスペクトルを

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.3 暖房が動作前の到来方向の変動（水平方向）

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.4 暖房が動作前の到来方向の変動（垂直方向）
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図 6.2.2 に示す。SI が 0.003 でビーコン光よりは変動が大きいが、それでも非常に安定した
受信ができていることがわかる。また、Greenwood 周波数が 10Hz 以下であることもわか
る。この測定の際には、追尾系は常に動作させているが、追尾方向（水平、垂直方向）の
変動データを図 6.2.3 及び図 6.2.4 に示す。電源雑音による 50Hz のラインスペクトルが現
れている。縦軸のスケールは 0.01 が 4μrad に相当する。変動の大きさは Az 軸、El 軸共に
0.4μrad（rms）程度であることがわかる。
次に室内の暖房をフル運転し、暖房機の噴出し温度が 29 から 30℃になった時の同様な
測定結果を図 6.2.5 から図 6.2.8 に示す。ビーコン光の SI が 10 倍程度増加し 0.001 弱にな
ったが、信号光の SI は 0.07 近くなり、大幅な増加を示している。特に時間変化のグラフ
に大きな変化が現れている。また、その周波数スペクトルは 50Hz 近くから急激に低下し

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.5 暖房が動作中のビーコン光の受信レベル変動

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.6 暖房が動作中の信号光の受信レベル変動
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ており、標準的な周波数スケーリング則からは大きく外れている。この測定では、暖房機
からの温風が伝送路を横切るように調整しており、そのゆらぎの空間スケールの分布に下
限があったことを示唆している。このような空間分布の下限のことをインナースケールと
呼ぶ。低周波領域の変動を見ると、信号光はほぼ平坦であるのに対し、ビーコン光では若
干の上昇している。
一方、到来方向の変動についても、変動の大きさが 8 倍程度に増加していることがわか
る。但し、その周波数スペクトルには、ビーコン光や信号光受信電力とは異なり、急激な
低下は見られない。但し、80Hz 付近でインナースケールの影響が見られる。また、水平方
向の到来方向のデータには一定の増加傾向が見られ、これは周波数スペクトルでみると、
低周波領域になるに従い、変動の振幅がまだ増加するであろうことを示している。

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.7 暖房が動作中の到来方向の変動（水平方向）

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.2.8 暖房が動作中の到来方向の変動（垂直方向）
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以上の測定の結果、距離 10m にも満たない室内伝送にもかかわらず、非常に大きなゆら
ぎが観測された。これは、室内温度にたいして、空調機から出る温風の温度が 30℃程度あ
り、熱源の温度差が大きいことがその原因である。大気ゆらぎの原因は、温度差による大
気の屈折率差であり、屋外の標準的な環境においては、この温度変動は準安定状態に達し
てコルモゴルフ乱流の状態に落ち着くが、この実験のように熱源が近くにある場合には、
その状態（温度差、風速、障害物の有無）に応じて異なった温度ゆらぎ分布が生じること
もある。
今回の室内実験では、信号光とビーコン光の変動の大きさが aperture averaging の効果（比
の値が 0.3 程度）以上になっている。この原因は、伝送距離が短いため、受信開口におけ
る大気ゆらぎの影響はほとんど位相成分のみと考えられることと、追尾センサの有効面積
が計算値よりも大きく、平均化の効果が強く出たものと考えられる。
最後に図 6.2.6 の信号光電力の時間変動データの振幅の累積確率分布を計算した結果を
図 6.2.9 に示す。時間変動データからも明らかであるが、変動の振幅分布は、正規分布や対
数正規分布とは大きく異なっている。図に対数正規分布の計算例を赤色の実線で示したが、

対数正規分布

図 6.2.9 信号光電力の確率分布
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実際の信号光電力の確率分布は、正規分布をその平均値から折り返したような分布となっ
ている。もし、追尾が完全に動作しており、変動の原因が到来角のランダムな変動である
とすれば、受信電力の確率分布はレイリー分布となる。屋外の伝送でも、追尾誤差が十分
コントロールされていれば、受信電力変動の確率分布はこのような偏った分布になるはず
である。
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6.3 超小型空間光通信装置による屋外伝送実験
2006 年 10 月 19 日から 24 日まで、超小型空間光通信装置を NICT の構内の 2 ヶ所（4 号
館と 6 号館）の屋上に設置してアナログビデオ信号や、ギガビットイーサネット信号の伝
送試験を実施した。伝送距離は 185m である。
10 月 24 日の 13:41 に測定した信号光電力の変動スペクトルを図 6.3.1 に、ビーコン光の
変動スペクトルを図 6.3.2 に示す。ビーコン光の振幅確率分布がほぼ対称になっているのに
対し、信号光の振幅確率分布は図 6.2.9 に示したように非対称になっている。また、周波数
スペクトルにも両者の違いが現れており、ビーコン光の低周波数領域はほぼ平坦になって
いるのに対し、信号光は低周波になるに従い、振幅が増加する傾向にある。この原因は、

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.3.１ 6 号館屋上で測定した信号光の受信レベル変動

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.3.2 6 号館屋上で測定したビーコン光の受信レベル変動
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100 秒の測定時間中に風速及び風向が変化したため、ゆらぎの変動振幅が図 6.3.1(1)のよう
にゆっくり変化し、この平均値の変動が低周波数領域のゆらぎとなって図 6.1.20(2)のスペ
クトルに現れたものである。
同じ時刻に測定した到来方向（水平方向および垂直方向）の変動スペクトルを図 6.3.3、
図 6.3.4 に示す。縦軸の数値は水平方向 0.01 が 4μrad に、垂直方向の 0.01 が 2.8μrad に相
当する。低い周波数領域で垂直方向の変動が水平方向よりも 5 倍近く大きいという結果に
なった。この相違は、伝送路の近くにある熱源とその流れの方向によって決まっているも
のと思われる。この測定の際の天候は快晴であり、日射により屋上の表面温度が上昇し、
これが熱源となって垂直方向のゆらぎ分布を大きくしたものと思われる。これらのデータ
では明確に現れていないが、風速が強い場合には、装置が風圧によって傾き、これが実効

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.3.3 6 号館屋上で観測した到来方向の変動（水平方向）

(1)時間変化

(2)周波数解析結果

図 6.3.4 6 号館屋上で観測した到来方向の変動（垂直方向）
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的な到来方向の変動となって記録されることもあった。
以上の実験では、信号光の受信電力変動は 3dB 以下であり、アナログビデオ伝送システ
ムやギガビットイーサネット伝送装置のリンクマージン（-20dB～-25dB）に十分収まって
いるため、意図的に信号を遮断しない限り、伝送エラーは全く発生しなかった。実験装置
の設置状況を図 6.3.5 に示す。市販の光無線通信装置と比較しても小型軽量化が実現できて
いることがわかる。この装置を用いて光 CDMA 信号伝送実験も実施したが、ファイバで接
続した場合と全く同等の伝送品質が得られることが確認された。

市販の光無線通信装置

対向局

実験装置

NICT 構内の伝送路(185m)

屋上の装置設置状況
図 6.3.5 屋外伝送実験の状況
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実験装置から対向局を見た場合

6.4 屋外伝送における大気ゆらぎの影響評価
図 6.4.1 に補償光学の理論から予測された追尾による大気ゆらぎの補償効果[56]を、大気
ゆらぎの空間相関長（r0 ）とアンテナ口径(D)の比をパラメータとして計算した結果を示
す。縦軸は実効的なアンテナ利得で、大気のゆらぎの無い（一点鎖線）とき、1 次の波面
補償（追尾）を行なったとき（実線）
、波面補償を行なわなかったとき（点線）の 3 つの場
合について計算した結果を示している。図の実線のグラフから r0 の 3 倍程度のアンテナ直
径を採用することにより、大気ゆらぎによって低下した信号電力の損失を 4 倍程度に増加
することができる。これはゆらぎの無い場合の 45%のストレール比に対応する。
この理論予測では追尾動作によるシンチレーションの抑圧効果が期待できるはずである
が、実際の観測結果を示す図 6.1.10 にはほとんど変化が無かった。この観測の際の SI の値
（0.44）から r0 を推定すると、およそ 3cm となる。これから D/r0 は、1.3 となり、図のデ
ータから、2 倍以上の信号振幅の増加が期待できたはずであった。しかしながら、実際に
は、信号電力の変化はほとんど認められなかった。この理由は、大気ゆらぎが 1km の伝送
路にわたって連続して発生しているためである。図 6.4.1 の計算では、大気ゆらぎの影響が
受信点の近くだけに限定され、ゆらぎの影響が光信号の位相に現れているものと仮定して
いるが、実際に直径 4cm の送信アンテナから送信されたレーザビームは、送信開口直後か
ら強い位相ゆらぎを受け、この位相ゆらぎが 1km の距離を伝搬する間に強度ゆらぎに変換
される。追尾システムは受信開口における波面の傾き（到来角変化）を補償できるが、受

図 6.4.１ 精追尾（1 次の波面補償）の大気ゆらぎ補償効果
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信開口における強度揺らぎまでは補償できない。このため図 6.1.10 では追尾動作の有無で
変化が現れなかったものと考えられる。ただし、図の周波数とより低域まで拡張すると、
言い換えれば、より長時間のレベル変動を考えると精追尾動作の有無によるレベル変動の
抑圧効果は明らかである。実際に早稲田の実験系では、精追尾動作を止めると数分で大き
なレベル変動が発生する場合が多く、システムの安定動作には精密な追尾機能が不可欠で
あった。
したがって、ゆらぎが連続的に発生している地上の水平伝送路において 1km のような比
較的長距離の伝送を行った場合には、補償光学の理論から予想されるような波面の補償に
よるゆらぎの抑圧効果は期待できないことがわかった。この効果よりも、ビーコン追尾に
より送信ビームの指向精度が向上し、受信点が常にビームの軸上にくるような条件が満た
されるために、指向誤差に起因する余分なゆらぎの増大が起こらない効果が顕著であるこ
とがわかった。補償光学や双方向の追尾によって大気ゆらぎの影響を軽減する、あるいは
できるとする論文発表は多数行われているが、実験的にその効果をある程度定量的に検証
した報告は、今回の研究が最初のものになる。
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6.5 第 6 章のまとめ
口径 4cm の反射型光アンテナモジュールを用いた小型の空間光通信装置、及び口径
2.4cm の屈折型光アンテナを用いた超小型の空間光通信装置を用いた屋内及び屋外の総合
的な伝送評価実験の結果について述べた。また、屋外の１波長あたり通信速度 10Gbps の
双方向伝送実験の結果についても紹介した。ビット誤り率の評価実験の結果、2 時間以上
にわたるエラーフリー伝送が実施できた。
また、超小型空間光通信装置を用いた双方向追尾及び 1.5μｍ帯の信号伝送実験の結果に
ついても紹介した。室内で空調の温度を変化させながら大気ゆらぎの影響について実験し
た結果、温度差が大きい場合には伝送距離が短くても大きなゆらぎが発生することがわか
った。さらに、超小型空間光通信装置を研究所内の 185m 程度離れた 2 ヶ所の建屋の屋上
に設置し、ビーコン追尾及び信号伝送を行った結果、通信装置の設置条件、伝送路付近の
熱源の分布によってゆらぎの影響が異なることがわかった。最後に、ビーコン追尾を行う
ことによって大気のゆらぎがどの程度補償されうるかを、伝送距離 1km のデータを解析し
た結果をもとに考察した。
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第 7 章 結論
本論文では、地上のビル間等の空間光通信の分野において、実用化を考慮しつつ 1 波長
あたりの通信速度 10Gbps の限界を超えるため、地上の光ファイバ通信の分野で既に製品
化が進められている多くの安価な光デバイスや光ファイバ増幅器を用いることができる波
長 1.5μm 帯のレーザ光を用いたシングルモードファイバ直接結合による超高速空間光通
信装置の設計と性能評価結果について述べた。地上の空間光通信では避けることのできな
い大気の屈折率ゆらぎによるレーザ光の到来角変動や受信光信号の強度変動のもとで、受
信レーザ光を 10μm 程度の非常に小さな開口を持ったシングルモードファイバに効率良
く結合させるため、衛星間光通信の分野で蓄積されてきた精密なレーザビーム追尾技術と、
光ファイバ増幅器を用いた高性能な光送受信機の設計技術を採用することにより、数百ｍ
の伝送路において安定な信号伝送ができることを実証した。
2000 年前後から本研究に類似した空間光通信の高速化についての多くの研究発表が行
われており、この中には、送信側に光ファイバ増幅器を用い、受信側にはマルチモードフ
ァイバを用いて 1 波長あたり 2.5Gbps の通信チャンネルを波長多重化することにより
10Gbps を超える通信速度を実現するもの[7]や大気ゆらぎの影響の少ない飛行船と地上間
での高速光信号伝送実験[9]などがある。しかしながら、大気の影響の強い地上の水平伝送
路においてシングルモードファイバで直接信号を受信するシステムの動作報告は未だに行
われていない。この理由は、高い周波数領域まで応答する精追尾システムが実現できなか
ったことによると思われる。本研究の中でも、追尾センサの視野や制御系の安定度に少し
でも不備があると伝送路にバースト誤りが発生し、安定な伝送路を維持することができな
いことが明らかになっている。今回設計・製作した精追尾システムは衛星間光通信の分野
においても最も広帯域かつ小型・軽量・低消費電力である。今まで搭載の実績のある衛星
間光通信装置の精追尾システムの制御帯域は何れも数十 Hz から 100Hz 程度であり、本論
文で実証した 3.5kHz を超える制御帯域を持つ精追尾系の発表は行われていない。本論文で
は、このような高性能な空間光通信装置を実現するための基本技術について詳細に記述し
た。
第 2 章では、空間光通信の研究開発の動向、及び、高速・大容量化を実現するための技
術課題について考察した。また、空間光通信に特有の条件、特に人体（目）に対する安全
基準と大気中の伝搬特性についても紹介した。さらに、空間光通信システムを設計するた
めに必要な基礎技術について、NICT における宇宙光通信技術に関する研究開発の経験を
もとに考察した。特にレーザビームの自由空間における伝送特性、光アンテナの設計技術、
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捕捉追尾技術、高性能の光送受信機を設計するための変復調技術、そのための光デバイス
の選択、回線設計技術等の詳細について検討した。
第 3 章では、第 2 章の設計技術に関する考察に基づき、光ファイバ増幅器を用いた高感
度かつ高ダイナミックレンジの光送受信機を設計し、その性能を評価した。この際、数十
ps 程度のパルス幅を持つ RZ 波形を用いた強度変調・直接検波方式を採用することにより、
通信速度 2.5Gbps においてショット雑音限界に迫る性能を達成することができた。また、
通信速度 10Gbps の NRZ 波形を用いた試作装置についても良好な誤り率特性とダイナミッ
クレンジを達成することができた。
第 4 章では、大気ゆらぎによって発生する光信号の到来角変動や機器の外乱振動等の環
境下において、空間光をシングルモードファイバに直接結合させるために必要な、高速・
高精度の追尾機構の設計評価結果について述べた。超小型のムービングコイル型ガルバノ
ミラーをアクチュエータに、シングルモードファイバカップラと一体化した四分割 Si フォ
トディテクタを精追尾センサとして用いたフィードバック制御により、大気ゆらぎによる
到来角変動の補償に必要な精度と応答速度を達成することができた。また、フィードバッ
ク制御を安定化するための PID 補償器の設計の詳細、アクチュエータ、精追尾センサの個
別特性、制御系全体の総合特性の測定結果の詳細についても述べた。
第 5 章では、シングルモードファイバ直結型空間光通信装置の最初のプロトタイプであ
る直径 4cm の光アンテナモジュールの設計、及び、その実験系の構成、回線設計の結果に
ついて紹介した。さらに、この成果をもとに新たに設計した直径 2.4cm の屈折型光アンテ
ナを持つ超小型光空間通信装置の設計、特に屈折型光アンテナの光学設計、通信装置の構
成について述べた。
第 6 章では、最初に距離 1km の 10Gbps 信号伝送実験の結果について報告し、大気ゆら
ぎの影響について考察した。さらに、2 台の超小型空間光通信装置を対向させて実施した
屋内外の評価実験の結果について紹介し、大気ゆらぎの原因である大気の温度分布の変動
と伝送路付近の熱源との関係についての考察を行った。また、精追尾を行った場合の大気
ゆらぎの補償能力についての理論的な考察と実験結果とを比較対照を行い、精追尾の大気
ゆらぎの補償効果についての考察を行った。
本研究により次のような成果が得られた。
(1)

光ファイバ増幅器を活用することにより、強度変調・直接検波方式を用いて理論
限界（ショットノイズ限界）に近い感度と、35dB を超える大きなダイナミックレ
ンジを持った高性能な光送受信機を実現し、伝送路の大きな損失変動のもとでも
安定な通信を維持することができた。

(2)

大気ゆらぎや機器の振動によるレーザ光の到来方向の変動を補償するために広帯
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域かつ高精度の精追尾システムを導入し、微小な開口を持ったシングルモード光
ファイバに空間を伝搬してきたレーザ光を効率良く結合させ、安定な信号伝送を
実現することが可能となった。
(3)

市販されている光ファイバ通信用の光デバイスを活用することにより、従来より
も高速・大容量な 1 波長あたり 10Gbps の伝送速度を持ち、大幅に小型・軽量化、
低消費電力化した空間光通信装置を実現した。

また、本研究によって、空間光通信の伝送路をあたかも 1 本のシングルモードファイバ
と等価な伝送路として用いることができ、基幹系の光ファイバ通信の分野で研究開発が行
われている高速・大容量化のための技術、例えば高密度波長多重や光符号分割多重化や多
元接続（光 CDMA）といった技術が、そのまま空間光通信の分野に適用できる。この成果
を活用することにより、将来の通信ネットワークのユビキタス化に大きく寄与することが
期待できる。
現在、総務省では、2010 年にブロードバンドサービスゼロ地域の解消を目指して、これ
らの新技術の研究開発や、それらの実証実験等の施策を進めている。本研究の成果も、
「次
世代双方向ブロードバンドに係る新技術の適用領域の拡大方策に関する調査検討会」が
2007 年 12 月 5 日から 13 日にかけて大分県由布市で実施した実証実験において、光 CDMA
方式の多チャンネル信号伝送の実験に用いられ、安定な信号伝送ができることを示すこと
ができた。
最後に本方式を遠距離の伝送に用いた場合について考察する。図 7.1 に本研究で使用し
たものと同口径の光アンテナを用いた場合の、空間光通信システムの伝送路におけるビー
ム広がり損失の距離依存性を計算した結果を示す。この図には、大分県由布市における伝
送実験の距離（380m）と早稲田大学のキャンパス間の伝送距離（1km）を記入してあるが、
何れもビーム広がりによる伝送損失は-10dB 以下であり、通信装置の内部損失-4.0dB 程度
を考慮すると、このような場合には、光ファイバ増幅器無しでも安定な伝送を行うことが
できる。さらに、本研究で設計製作した 35dB 以上のダイナミックレンジを持った通信速
度 10Gbps の光送受信機を採用すれば、直径 2cm の光アンテナを用いたシステムで 1km の
伝送距離が、直径 4cm の光アンテナを用いたシステムでは 5km の伝送距離が実現可能であ
ることがわかる。今後はこのような遠距離伝送の可能性について研究を進めたいと考えて
いる。
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10Gbps 伝送実験

光 CDMA
伝送実験

図 7.1 アンテナ直径 2cm 及び 4cm のビーム広がり損失の距離依存性
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付録
１．サーボ系の設計コード
Scilab を用いて作成した、プラント特性および PID 補償器の計算コードを以下に示す。サーボ
ループの特性をボーデ線図で表示する機能と利得余裕、位相余裕を計算する機能を実装してい
る。なお、Scilab に標準で付属しているボーデ線図の表示機能および利得余裕、位相余裕のライ
ブラリについては修正を加えて使用している。
// NICT galvano mirror feed-back design (Compact Terminal)
//
getf('bode.sci');
getf('g_margin.sci');
getf('p_margin.sci');
s=%s; //poly(0,'s'); // definition of the variable 's'
R1=10e3; C1=0.033e-6; // diff
R3=1e3;
R2=220e3; C2=0.1e-6; // integration
R4=2.2e6;
R5=20e3; C5=220e-12; //rolloff factor of the coil driver
R7=5e6; C7=2e-12;
//rolloff in quadrant detector amp
R6=10e3;
// input registor for integrator
Fv=2*%pi*80; //mirror resonance frequency
Dp=0.005; // mirror damping factor (23dB)
Gp0=7.182; // plant gain for Az
A=R4/R6*11*R3/(R1+R3)
T22=C2*R2
T24=C2*(R2+R4)
T13=C1*R1*R3/(R1+R3)
T11=C1*R1
T55=C5*R5
T77=C7*R7
L6=60e-6; R6=33; // roll off factor of coil
T66=L6/R6
disp(1/T77/2/%pi,'Roll-off frequency(QDamp) in Hz =');
g0=syslin('c',A*(1+T22*s)/(1+T13*s)/(1+T24*s)*(1+T11*s)); // analog PID controller
Plant=syslin('c',Gp0*Fv*Fv/(Fv*Fv+2*Fv*Dp*s+s*s)/(1+T55*s)/(1+T66*s)/(1+T77*s));
Gop=Plant*g0; // open loop gain
//disp(Gop,'open loop gain');
Gcl=Gop/(1+Gop); // closed loop gain
xbasc(0); xset("window",0); xselect(); bode(g0,1,1e4,0.01);
xbasc(1); xset("window",1); xselect(); bode(Plant,1,1e4,0.01);
xbasc(2); xset("window",2); xselect(); bode(Gop,1,1e4,0.01);
//xbasc(1); xset("window",1); xselect(); nyquist(Gop); // nyquist plot
[pm,fp]=p_margin(Gop); disp([180+pm,fp],'phase margin(deg., Hz) =');
[gm,fg]=g_margin(Gop); disp([gm,fg],'gain margin(dB, Hz) =');
xbasc(3); xset("window",3); xselect(); bode(Gcl,1,1e4,0.01);
xbasc(4); xset("window",4); xselect(); bode(1/(1+Gop),1,1e4,0.01);
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実行結果を以下に示す。（適宜改行をまとめて表示している。）
Warning :redefining function: g_margin
Warning :redefining function: p_margin
A =

220.

T22 =

0.022

T24 =

0.242

T13 =

0.00003

T11 =

0.00033

T55 =

0.0000044

T77 =

0.00001

T66 =

0.0000018

Roll-off frequency(QDamp) in Hz =
phase margin(deg., Hz) =
gain margin(dB, Hz) =

45.228047
14.982808

15915.494
1848.4761
6308.5796
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