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研究成果の概要（和文）：光波帯での超高速無線データ通信の実現のために，高利得な光アンテナのビームを走査でき
るものとして，光の波長を1500～1600nmで走査する方式について光スイッチと組み合わせることで5つのビームを用い
て±60度の広角走査を可能とするアンテナシステムについて，従来のグレーティング導波路に代わる新たにワッフル導
波路を提案してその特性をシミュレーションにより確認した．また，提案アンテナの原理を確認するために，シリコン
ファウンダリーを利用することで試作を行い，高利得光アンテナのビーム走査が実現できることを実験的にも確認した
．また，提案アンテナを用いた回線設計も行い光無線通信の有効性を示した．

研究成果の概要（英文）：In this research, an optical beam scanning antenna by a waffled waveguide is 
proposed for optical ultra-high speed wireless communication. The radiation pattern is steered in a range 
of ±60 degree by 5 switched beams and wavelength sweeping from 1500 to 1600 nm. The proposed antenna 
structure is simulated and fabricated by silicon phonics to verify its characteristics. The demonstrated 
results are promising work for optical wireless communication.. The communication range is also presented 
using the proposed antenna system.

研究分野： 電磁波工学

キーワード： 光アンテナ　ビーム走査　ワッフル導波路　シリコンフォトニクス　回線設計　漏れ波導波路
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１．研究開始当初の背景
 
単一モード光ファイバの伝送容量は，

年当時では約
因は，大電力伝送によるファイバフューズ現
象による破壊伝搬と非線形シャノン限界で
あった
よる空間多重やモード多重伝送が実験的に
確認され，
に達し，近年の帯域・距離積は１
を実現している
伝送容量の増加は著しい．これに対して，携
帯電話に代表される移動体通信では，
年以降に導入されたデジタル方式による数
kbps
らの第
の 3.5
で 100Mbps
倍となっている．さらに，第
移動時に
に実現が期待される第
上を目標としてい
ミリ波帯
ングアンテナを用いて
7Gbps
帯を用いた
ているが移動体向けの用途ではない
し，スマートフォン等を用いた通信容量の増
加は著しく，
の通信トラフィックは
[8]，近い将来に
現することは必須である．
通信のチャネル容量は，

ると
ビットを実現するには数百
数が必要となる．なお，
100 素子の受信アンテナが利用可能であれば
チャネル容量は
で，搬送波周波数を低くできるが，端末機器
に導入するのは容易ではない．そこで，光領
域での無線通信が必要となる．光無線として
Free Space Optics (FSO)
大気の窓を利用し
クホールとして使用され
が問題となるが，最大で
が得られる
リー散乱が支配的で，波長
当たり
一方，近距離用途には赤外線通信があり，

Infrared Data Application (IrDA)
1.4 では
(UFIR)
1Gbps
規格として統一されてはいないが，赤外線リ
モコンでは
データ伝送が可能である．こ
による可視光通信が開発されており，伝送速
度は数
が期待されている
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１．研究開始当初の背景

単一モード光ファイバの伝送容量は，
年当時では約 100Tbps
因は，大電力伝送によるファイバフューズ現
象による破壊伝搬と非線形シャノン限界で
あった[1][2]．しかし，マルチコアファイバに
よる空間多重やモード多重伝送が実験的に
確認され，2012 年には伝送容量は
に達し，近年の帯域・距離積は１
を実現している[3]
伝送容量の増加は著しい．これに対して，携
帯電話に代表される移動体通信では，
年以降に導入されたデジタル方式による数
kbps であったデータ伝送速度が，
らの第 3 世代方式により

3.5 世代では 14Mbps
100Mbps と上昇を続け，約

倍となっている．さらに，第
移動時に 1Gpbs を実現しており
実現が期待される第

上を目標としてい
ミリ波帯の WiGig
ングアンテナを用いて
7Gbps を実現している
帯を用いた 10Gbps
ているが移動体向けの用途ではない
し，スマートフォン等を用いた通信容量の増
加は著しく，2010
の通信トラフィックは

，近い将来に 1TBps
現することは必須である．
通信のチャネル容量は，

ると SN=30dB で
ビットを実現するには数百
数が必要となる．なお，

素子の受信アンテナが利用可能であれば
チャネル容量は 1kbps/s/Hz
で，搬送波周波数を低くできるが，端末機器
に導入するのは容易ではない．そこで，光領
域での無線通信が必要となる．光無線として
Free Space Optics (FSO)
大気の窓を利用し
クホールとして使用され
が問題となるが，最大で

得られる[10]．このときの伝搬損失はレイ
リー散乱が支配的で，波長
当たり 9.45dB である．
一方，近距離用途には赤外線通信があり，

Infrared Data Application (IrDA)
では，1m で

(UFIR)で 100Mbps
1Gbps のものが規格策定中である
規格として統一されてはいないが，赤外線リ
モコンでは 5~10m
データ伝送が可能である．こ
による可視光通信が開発されており，伝送速
度は数 Mbps~100Mbps
が期待されている
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１．研究開始当初の背景 

単一モード光ファイバの伝送容量は，
100Tbps が限界とされ，その要

因は，大電力伝送によるファイバフューズ現
象による破壊伝搬と非線形シャノン限界で

．しかし，マルチコアファイバに
よる空間多重やモード多重伝送が実験的に

年には伝送容量は
に達し，近年の帯域・距離積は１

[3]．光ファイバによる近年の
伝送容量の増加は著しい．これに対して，携
帯電話に代表される移動体通信では，
年以降に導入されたデジタル方式による数

であったデータ伝送速度が，
世代方式により 384kbps

14Mbps，2010
と上昇を続け，約

倍となっている．さらに，第
を実現しており

実現が期待される第 5 世代では
上を目標としている[5]．一方無線

WiGig において，ビームフォーミ
ングアンテナを用いて 10m 程度の短距離で

を実現している[6]．また，
10Gbps のデータ伝送も報告され

ているが移動体向けの用途ではない
し，スマートフォン等を用いた通信容量の増

2010 年から 4 年間で月間平均
の通信トラフィックは 10 倍に増加しており

1TBps 以上の伝送容量を実
現することは必須である． 
通信のチャネル容量は，SISO

で 10bps/s/Hz
ビットを実現するには数百 THz
数が必要となる．なお，MIMO

素子の受信アンテナが利用可能であれば
1kbps/s/Hz まで増加するの

で，搬送波周波数を低くできるが，端末機器
に導入するのは容易ではない．そこで，光領
域での無線通信が必要となる．光無線として
Free Space Optics (FSO)では
大気の窓を利用した光ファイバ回線のバッ
クホールとして使用され[9]，雨
が問題となるが，最大で 10Gbps

．このときの伝搬損失はレイ
リー散乱が支配的で，波長λ=1.5

である． 
一方，近距離用途には赤外線通信があり，

Infrared Data Application (IrDA)
で 16Mbps，

100Mbps，また Giga
のものが規格策定中である

規格として統一されてはいないが，赤外線リ
5~10mの距離で 300~1200bps

データ伝送が可能である．こ
による可視光通信が開発されており，伝送速

Mbps~100Mbps で Gbps
が期待されている[12]． 
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単一モード光ファイバの伝送容量は，2008
が限界とされ，その要

因は，大電力伝送によるファイバフューズ現
象による破壊伝搬と非線形シャノン限界で

．しかし，マルチコアファイバに
よる空間多重やモード多重伝送が実験的に

年には伝送容量は 1.05Pbps
に達し，近年の帯域・距離積は１Ebps・

．光ファイバによる近年の
伝送容量の増加は著しい．これに対して，携
帯電話に代表される移動体通信では，1993
年以降に導入されたデジタル方式による数

であったデータ伝送速度が，2001 年か
384kbps，2006
2010 年の 3.9 世代

と上昇を続け，約 20 年間で 105
倍となっている．さらに，第 4 世代では低速

を実現しており[4]，2020
世代では 10Gbps

．一方無線 LAN で
，ビームフォーミ
程度の短距離で

．また，120GHz
のデータ伝送も報告され

ているが移動体向けの用途ではない[7]．しか
し，スマートフォン等を用いた通信容量の増

年間で月間平均
倍に増加しており

以上の伝送容量を実

SISO を前提にす
ps/s/Hz となり，テラ

THz の搬送周波
MIMO を考えると

素子の受信アンテナが利用可能であれば
まで増加するの

で，搬送波周波数を低くできるが，端末機器
に導入するのは容易ではない．そこで，光領
域での無線通信が必要となる．光無線として

では 0.3~14m
光ファイバ回線のバッ

，雨等による減衰
10Gbps の伝送容量

．このときの伝搬損失はレイ
=1.5m で 1km

一方，近距離用途には赤外線通信があり，
Infrared Data Application (IrDA)，DATA 

，Ultra Fast IR 
Giga-IR として

のものが規格策定中である[11]．また，
規格として統一されてはいないが，赤外線リ

300~1200bps
データ伝送が可能である．この他には LED
による可視光通信が開発されており，伝送速

Gbps までの拡張
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2008
が限界とされ，その要

因は，大電力伝送によるファイバフューズ現
象による破壊伝搬と非線形シャノン限界で

．しかし，マルチコアファイバに
よる空間多重やモード多重伝送が実験的に

1.05Pbps
・km

．光ファイバによる近年の
伝送容量の増加は著しい．これに対して，携

1993
年以降に導入されたデジタル方式による数

年か
2006 年

世代
105

世代では低速
2020 年

10Gbps 以
では，

，ビームフォーミ
程度の短距離で

120GHz
のデータ伝送も報告され

．しか
し，スマートフォン等を用いた通信容量の増

年間で月間平均
倍に増加しており

以上の伝送容量を実

を前提にす
となり，テラ
の搬送周波
を考えると

素子の受信アンテナが利用可能であれば
まで増加するの

で，搬送波周波数を低くできるが，端末機器
に導入するのは容易ではない．そこで，光領
域での無線通信が必要となる．光無線として

m の
光ファイバ回線のバッ

による減衰
の伝送容量

．このときの伝搬損失はレイ
1km

一方，近距離用途には赤外線通信があり，
DATA 

t IR 
として
．また，

規格として統一されてはいないが，赤外線リ
300~1200bpsの

LED
による可視光通信が開発されており，伝送速

までの拡張

２．研究の目的
 
無線でのテラビットの伝送容量を目指す

ために，光波帯で高利得のビーム走査アンテ
ナと高速の光変調器の開発が不可欠である．
光変調器は多値変調による
容量を実現する小型変調器が
ス結晶のスローライト効果を用いて開発さ
れている
ンテナの利得
な値を求め，その利得を実現できるアンテナ
構造
以上のように

データ伝送を実現するためのキーデバイス
である光ビーム走査アンテナを実現するこ
とが本研究の目的であり，漏れ波アンテナに
より広範囲にビーム走査できる新しい構造
の光アンテナを実現させる
 
３．研
 
 本研究の第一段階として
信における伝搬距離とアンテナ利得につい
て検討
を用
のため受信側では
のを考える．受信用のフォトダイオードとし
て既存の製品としてある長波長
トダイオードの特性を考慮し
300µm)[14]
20dB
入力電力
ある
電力と利得を

受信
A(m2)
d(m)
ォトダイオードの受信利得を，簡単のため
0dBi
離を計算したものが図
この結果よりレーザの安全基準

視光の基準
むClass 1M
伝送距離は送信アンテナ利得が
0.7~1.7m
より，短距離光無線通信用の送信アンテナ利
得として

 

２．研究の目的

無線でのテラビットの伝送容量を目指す
ために，光波帯で高利得のビーム走査アンテ
ナと高速の光変調器の開発が不可欠である．
光変調器は多値変調による
容量を実現する小型変調器が
ス結晶のスローライト効果を用いて開発さ
れている[13]．そこで本
ンテナの利得を
な値を求め，その利得を実現できるアンテナ
構造とビームの広角操作法
以上のように

データ伝送を実現するためのキーデバイス
である光ビーム走査アンテナを実現するこ
とが本研究の目的であり，漏れ波アンテナに
より広範囲にビーム走査できる新しい構造
の光アンテナを実現させる

３．研究の方法

本研究の第一段階として
信における伝搬距離とアンテナ利得につい
て検討した．ビーム走査
を用いることを前提とし，システムの簡単化
のため受信側では
のを考える．受信用のフォトダイオードとし
て既存の製品としてある長波長
トダイオードの特性を考慮し
300µm)[14]，信号検出には暗電流
20dB を加えた電力が必要と仮定する．また，
入力電力は JIS
ある 1~5mW を目安とする
電力と利得を

受信)とし，フォトダイオードの受光面積を
A(m2)，受光感度を
d(m)は自由空間の伝搬損失から
ォトダイオードの受信利得を，簡単のため
0dBi とし，送信アンテナ利得に対する伝搬距
離を計算したものが図
この結果よりレーザの安全基準

視光の基準)である
Class 1Mでの

伝送距離は送信アンテナ利得が
0.7~1.7m，40dB
より，短距離光無線通信用の送信アンテナ利
得として30~40dB

図 1 送信アンテナ利得と伝搬距離

２．研究の目的 

無線でのテラビットの伝送容量を目指す
ために，光波帯で高利得のビーム走査アンテ
ナと高速の光変調器の開発が不可欠である．
光変調器は多値変調による
容量を実現する小型変調器が
ス結晶のスローライト効果を用いて開発さ

．そこで本研究
を短距離の回線設計から必要

な値を求め，その利得を実現できるアンテナ
ビームの広角操作法を検討

以上のように，テラからペタビットの無線
データ伝送を実現するためのキーデバイス
である光ビーム走査アンテナを実現するこ
とが本研究の目的であり，漏れ波アンテナに
より広範囲にビーム走査できる新しい構造
の光アンテナを実現させる 

究の方法 

本研究の第一段階として
信における伝搬距離とアンテナ利得につい

．ビーム走査用に波長可変レーザ
ることを前提とし，システムの簡単化

のため受信側ではビーム走査を行わないも
のを考える．受信用のフォトダイオードとし
て既存の製品としてある長波長
トダイオードの特性を考慮し

，信号検出には暗電流
を加えた電力が必要と仮定する．また，

JIS規格のレーザ製品安全基準で
を目安とする[15]

電力と利得を Pi，Gi，(i=t
とし，フォトダイオードの受光面積を
，受光感度を R(A/W)とすれば伝送距離

は自由空間の伝搬損失から
ォトダイオードの受信利得を，簡単のため

とし，送信アンテナ利得に対する伝搬距
離を計算したものが図 1 である．
この結果よりレーザの安全基準

である 1mW から，不可視光を含
での 5mWを許容出力とすると，

伝送距離は送信アンテナ利得が
40dB で 2.4~5.3m

より，短距離光無線通信用の送信アンテナ利
30~40dBを目安として検討を行う．

送信アンテナ利得と伝搬距離

無線でのテラビットの伝送容量を目指す
ために，光波帯で高利得のビーム走査アンテ
ナと高速の光変調器の開発が不可欠である．
光変調器は多値変調による 100Gbps の伝送
容量を実現する小型変調器が Si フォトニク
ス結晶のスローライト効果を用いて開発さ

研究では，まず光ア
短距離の回線設計から必要

な値を求め，その利得を実現できるアンテナ
を検討する．

，テラからペタビットの無線
データ伝送を実現するためのキーデバイス
である光ビーム走査アンテナを実現するこ
とが本研究の目的であり，漏れ波アンテナに
より広範囲にビーム走査できる新しい構造

 

本研究の第一段階として光短距離無線通
信における伝搬距離とアンテナ利得につい

に波長可変レーザ
ることを前提とし，システムの簡単化

ビーム走査を行わないも
のを考える．受信用のフォトダイオードとし
て既存の製品としてある長波長 InGaAs
トダイオードの特性を考慮し ( 受光径

，信号検出には暗電流 ID(A)
を加えた電力が必要と仮定する．また，

規格のレーザ製品安全基準で
[15]． 

(i=t が送信，i=r
とし，フォトダイオードの受光面積を

とすれば伝送距離
は自由空間の伝搬損失から求められ，

ォトダイオードの受信利得を，簡単のため
とし，送信アンテナ利得に対する伝搬距

である． 
この結果よりレーザの安全基準 Class 2(

から，不可視光を含
許容出力とすると，

伝送距離は送信アンテナ利得が 30dB
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４．研究成果 
 
本研究では超高速の無線データ伝送を可

能とする光短距離無線通信について，高利得
アンテナを用いたシステムを用いることで
短距離通信が実現できる可能性を示した．ま
た，高利得なビーム走査アンテナとしてワッ
フル導波路による光漏れ波アンテナをシリ
コンフォトにクスにより製作するためにシ
ミュレーションを行い 35dBi 以上の高利得
でビーム走査が可能なことを明らかにした．
さらに，試作によりアンテナの基本特性につ
いて確認した． 
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