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研究成果の概要（和文）：光ファイバ通信における伝送容量を増加させるために、光周波数利用効率を向上させる技術
として光単側波帯(SSB)変調方式の研究を行う。光SSB変調を実現するには、位相シフト法を用いるのが有効で、そのた
めには信号をヒルベルト変換する機能が必要である。大きく以下の3つの検討を行った。（１）ヒルベルト逆変換の方
法と全光学的側波帯復元方法、（２）平均対ピーク強度比を改善するためのヒルベルト変換方法、（３）波長数増大時
を念頭にした波長群ネットワークにおける波長数節約アルゴリズムの光ノード規模への影響に関する研究。

研究成果の概要（英文）：In order to enhance the capacity of optical fiber communications, this research 
project explores the technologies for optical single sideband (SSB) modulation, which requires Hilbert 
transformations for phase-shift method. This research includes the following three studies; (1) A study 
on inverse Hilbert transformation for optical SSB receivers and all-optical sideband recovery method, (2) 
A study on improve method about peak-to-average power ratio of optical SSB modulation, (3) A study on the 
influence of wavelength saving scheme on network node scale in in optical waveband switching networks.

研究分野： 情報通信工学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
長距離光ファイバ通信の伝送帯域は、中継

器である光ファイバ増幅器の利得帯域幅で
制限されており、1.55um 帯 C バンドで約
4THz である。限られた帯域で伝送容量を増
加させるために、光周波数利用効率を向上さ
せる技術が必要である。これまで、多値変調
を含めた狭帯域変調方式の検討が数多く行
われている。しかし多値変調は本質的に耐雑
音特性が悪く、SNR を改善する特別な工夫を
必要とする。この問題に対し、我々は光単側
波帯(光 SSB)変調方式を用いた周波数利用効
率向上を提案している。 
光 SSB 変調方式は周波数占有率が通常の

変調方式の半分で済むため、周波数利用効率
の向上だけでなく、光ファイバの波長分散耐
力にもメリットがある。また、ヘテロダイン
検波による受信感度向上が期待できる。さら
に、検波後の電気的にダイナミックな分散補
償が可能になり、将来の動的ネットワークに
適した変調方式と期待できる。 
光 SSB 変調を実現するには、位相シフト

法を用いるのが有効で、そのためには信号位
相変換処理（ヒルベルト変換）する機能が必
要である。ヒルベルト変換器の特性は、光
SSB の性能に大きく影響することがこれま
での検討からわかっている。ヒルベルト変換
器の広帯域化と、受信器におけるヒルベルト
逆変換機能の実現方法が課題である。また、
光 SSB 変調信号は、これまでの検討から、
平均対ピーク電力比が大きく、光ファイバ伝
送時に非線形光学現象を誘起して受信波形
が乱れるという問題が懸念されている。これ
らについても、有効な解決法が必要とされて
いる。 
 
２．研究の目的 
 光ファイバ帯域の有効利用のために、光単
側波帯変調方式を実現するための技術開発
研究を行う。そのために必要な信号位相変換
処理（ヒルベルト変換）として、広帯域化を
念頭に、光導波路をベースにした光回路を用
いる方法を提案し、光波領域で信号処理を行
う技術を開拓する。これまでの研究から得ら
れた理論的知見を発展させ、光単側波帯変調
信号光ファイバ伝送方式を検討するととも
に、ヒルベルト逆変換の方式の提案を行う。
これにより、既存の光送受信器を置き換える
ことなく周波数利用効率の高い光信号に変
換することができ、波長多重されている複数
の光チャネルを一括して処理できる。さらに、
周波数利用効率の高い波長多重光ネットワ
ークを念頭に、そのネットワーク設計に関す
る研究を行う。 
 
３．研究の方法 
(1)ヒルベルト逆変換とその全光学的手法の

研究： 
 光 SSB変調通信ではその受信器の構成が未
解決であった。これまで、理想的なホモダイ

ン検波をベースに検討されてきた。光 SSB 変
調では、片側側波帯を抑圧するためにヒルベ
ルト変換成分を作り、源信号と和により片側
側波帯を抑圧している。これまでの受信器構
成では、その直交成分は廃棄することで、受
信器内で源信号を復元していた。ヒルベルト
変換信号をヒルベルト逆変換により源信号
に戻すことができれば、受信エネルギーの半
分を廃棄せずに済む。受信器内のヒルベルト
逆変換法を提案する。 
 また、光 SSB 変調の光ネットワーク応用を
考えたとき、エンドユーザの送受信装置は旧
来の両側波帯（DSB）変調に対応したものを
利用できることは大切である。ネットワーク
の逼迫する領域では周波数利用効率の高い
光 SSB 変調信号を使うことが期待される。し
たがって、これらの変調変換を実現すること
が要求される。本研究では、光 SSB 信号から
光 DSB 信号への光学的な変換法を提案し、理
論的な性能の評価を行った。 
 
(2)光 SSB 変調信号の光ファイバ伝送および

平均対ピーク電力低減方法の研究： 
 光 SSB変調信号の光ファイバ伝送実験を行
うために、OFDM 無線信号を入力信号とした、
多チャネル一括光ファイバ増幅中継伝送を
行った。 
 また、光 SSB 変調は高い平均対ピーク電力
比（PAPR）が懸案事項であるので、それを低
減するためのヒルベルト変換法に関して、高
域通過型ヒルベルト変換器を利用する方法
を提案し、その実証を理論及び実験的に行っ
た。 
 
(3) 高い周波数利用効率光伝送を利用した

光ネットワークの設計法に関する研究： 
光 SSB信号により光ファイバ中に多重でき

る波長数の増加がもたらされた場合、スイッ
チノード規模を低減するために波長群スイ
ッチング技術が期待されている。また、ネッ
トワーク全体で波長数を低減することはネ
ットワークの設備コストを小さくすること
に役立つ。本研究では、低遅延波長群ネット
ワークに、波長数を低減できるアルゴリズム
を加えたネットワーク設計法について検討
した。 
 
４．研究成果 
(1)光 SSB 変調信号の受信器におけるヒルベ

ルト逆変換法： 
 光 SSB 変調通信方式では、片側側波帯を抑
圧するためのヒルベルト変換成分(図１、Q成
分)を受信器内で廃棄し、信号を復元するこ
とができる。しかし、Q 成分の廃棄はエネル
ギーの損失につながる。Q 成分を廃棄せずに
信号復元に利用できればエネルギー利用効
率が高くなる。そのために、Q 成分をヒルベ
ルト逆変換する必要がある。 
 ヒルベルト変換はすべての周波数に対し
て位相を/2 移相する処理である。定義的に



は逆変換は/2 移相する処理である。しかし、
光 SSB 伝送では、送信器内で光を変調した後
に/2 移相し、受信器フロントエンドで光学
的にさらに/2 移相する。したがって、受信
器内部でもう一度/2 移相する、すなわちヒ
ルベルト変換をすれば、全体として逆変換を
施した処理と等価であると着想した。 
 この原理にもとづき、図１下および図２の
ような光 SSB 受信器構成を提案した。伝送用
光ファイバ出力光は受信器で光ハイブリッ
ドカップラとバランスドPDによりI成分とQ
成分に分けられる。I 成分は信号を表し、Q
成分はヒルベルト変換成分である。Q 成分は
AD 変換された後、送信側で利用したものと同
じヒルベルト変換器を用いる。このとき、光
送信器のSSB変調器および光受信器のハイブ
リッドカップラで Q 成分はそれぞれ/2 移
相するものとする。 
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図１．ヒルベルト変換成分の逆変換に光位相回転を利用

する原理図 
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図２．受信器にヒルベルト変換器を利用する受信器構成 
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図３．AD 変換器の量子化ビット数と出力アイ開口度の

関係 

 
 設計したヒルベルト変換器を用いて受信
器の性能評価を行った。情報信号には、10 
Gb/s  NRZ 疑似ランダム符号（PN7 段）を用
い、ヒルベルト変換は定義に従った理想的な
ものを用いた。時間窓 10 ns でヒルベルト変
換を行った場合の、AD コンバータのパラメー
タ（量子化ビット数およびタップ数）に対す
るアイ開口電圧を評価した。その結果、4 

Sa/bit、量子化 8 bit 以上で開口電圧が最大
になり、その値はおよそ 1.92 V であった。
従前の Q成分を廃棄する方法では、理想的に
は 1.0V の振幅であるので、受信強度をほぼ
倍にできることが示された。フィルタ次数の
低い場合では8 Sa/bitの場合に比べ2 Sa/bit, 
4 Sa/bit の方が高い開口電圧が得られた。こ
れは，サンプリングレートが低い場合でも，
時間窓を長くとることでヒルベルト変換器
の特性を改善できるためである。 
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図４．受信器内のヒルベルト変換器タップ数とアイ開口

度の関係 

 
(2)光ファイバ中の非線形現象を利用したヒ

ルベルト逆変換による光 SSB 信号の側波
帯復元： 

 光 SSB 信号と光 DSB信号間の相互変換技術
があれば、トラヒック需要の逼迫するところ
に周波数利用効率の高い光SSB変調方式を利
用し、ユーザの設備は従前のままとすること
ができる。また、これらの処理を光波領域で
実現できれば、複数のチャネルを一括して変
換処理でき、光ネットワークの透明性を生か
すことができる。光両側波帯(DSB)信号から
光 SSB 信号への光学的な変換技術は、引用文
献①で提案し実証実験結果を報告している。
光 SSB信号から光 DSB信号への光学的な変換
方法が求められている。 
 光 SSB 信号は、片側側波帯抑圧に寄与する
直交位相成分を持つ。位相感応光増幅器
（PSA）は、励起光位相と同位相光を増幅し、
直交位相光は減衰する。したがって、PSA に
光 SSB 信号を入力し、励起光を片側側波帯抑
圧位相成分と直交位相とすることで、片側側
波帯抑圧を解き光DSB変調に変換可能と考え
られる（図５）。 
 そこで、以下のような原理確認の理論検討
を行った。入力信号には LN-SSB 変調器によ
って生成された搬送波抑圧光SSB信号を用い
た、ベースバンド信号は 10 Gbps NRZ 擬似ラ
ンダム符号、ヒルベルト変換は全ての周波数
に対して/2 移相するものとし、変調器での
変調度は 0.05 とした。このとき、PSA への入
力信号平均光強度は 10 W、側波帯抑圧比は
47 dB であった。PSA は縮退 FWM を原理とし、
その特性は、高非線形分散フラットファイバ
(HNL-DFF)中の光伝搬を非線形シュレディン
ガー方程式を数値的に解くことで求めた。励



起光は、波長を信号光と同一とし、その位相
は光SSB信号のベースバンド信号が重畳され
ている位相と同一とした。ノード最終段で混
合するキャリア光は、波長および位相を PSA
出力光と同一とした。検波にはホモダイン検
波を用い、局部発振光を 1 W とした。 
 図６下は、励起強度 0.5 W、媒質長 1 km の
条件での出力光波形およびパワースペクト
ル密度である。同図上に入力光のそれを併せ
て示した。提案する変換方式により、光 SSB
信号を両側波帯化でき、出力時間波形の PAPR
を抑えることができた。 
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図５．位相感応光増幅器を利用した光ヒルベルト逆変換

による光 SSB 変調信号からの全光学的光 DSB 変
調信号変換のブロック図 
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図６．光 SSB/DSB 変換器の入力および出力のスペクト

ルと時間波形 

 
(3)光 SSB 変調光ファイバ伝送： 
 光 SSB変調信号の光ファイバ伝送の有効性
を確認するために、地上波ディジタル放送波
を信号とし、100km の光ファイバ伝送実験を
行った。この成果は、光 SSB 変調信号ファイ
バ伝送の実証としてだけでなく、地上波ディ
ジタル信号の難視聴問題の対策のひとつの
解決策として応用が可能である。 
 光ファイバ伝送実験系を図７に示す。光
SSB 変調は、デュアルパラレルマッハツェン
ダー型光 SSB 変調器と、ヒルベルト変換器と
してマイクロ波ハイブリッドカップラを用
いた。地デジ放送波は、米沢天元台局 (送信
電力: 100 W)から発せられた放送波を、山形
大学工学部7号館屋上にて八木アンテナで受
信し、その信号を利用した。６つのチャネル
からなる。なお、受信アンテナの出力で観測
した地デジ放送波（28ch）の品質は、電界強
度：59 dBV、CNR：30 dB、BER：10-8 以下で
あった。この放送波を光 SSB 変調器に印加し
た。印加信号電圧は約 170 mVpp であり、変
調度は約 0.05 である。直流バイアスは変調
器の変曲点に設定した。光変調器出力の側波
帯抑圧比は、変調器のバイアス状態を調整し
て両側波帯変調および単側波帯変調の場合
を作り、両者の受信光強度と地デジ信号電界
強度から、10.04 dB と推定した。 
伝送路光ファイバはシングルモード光フ

ァイバ（SMF）を 100 km とし、その中間に EDFA

を配置した。光受信端では、フォトダイオー
ドにより直接検波を行った。受信光強度を変
えながら、地デジ信号のビット誤り率（BER）
を測定した。結果を図８に示す。どのチャネ
ルも100kmファイバ伝送後も良好な映像が受
像機で映し出された。また、BER が 2×10-4

以下となるエラーフリーが観測された。 
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図７．光 SSB 変調光ファイバ伝送実験の実験系 
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図８．光ファイバ伝送におけるビット誤り率特性（左：

0km、右：100km） 

 

(4)光 SSB 変調信号の PAPR 改善： 
位相シフト法による搬送波抑圧光SSB信号

はヒルベルト変換信号を用いるため、ビット
パターンに依存して同相成分に対し直交成
分のピーク強度が高くなる。そのため、
Mach-Zehnder 干渉計ベースの外部変調器で
は変調度が制限される他、光信号のピーク対
平均電力比が大きく、ファイバ伝送に際し自
己位相変調(SPM)効果に起因した波形歪みが
生じるなどの問題があった。これを解決する
ために、ヒルベルト変換器の周波数特性を改
善する方法を検討した。 
位相シフト法によるSSB変調にはヒルベル

ト変換器というオールパスフィルタが必要
であるが、これを高域通過型とする方法を提
案した。 
検討した変調器周辺の構成を図９に示す。

ヒルベルト変換特性として、図１０(a)は定
義に基づく特性であるが、同図(b)のように
高域通過型ヒルベルト変換器を用いる。ベー
スバンド信号は 10 Gbps、NRZ 疑似ランダム
符号（PN7 段）とし、高域通過型ヒルベルト
変換器のカットオフ周波数を変えてその平
均対ピーク電力比（PAPR）を評価した（図？）。
その結果、カットオフ周波数を高くすれば、



PAPR を小さく抑えることができることがわ
かった。 
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図９．ヒルベルト変換器を用いる光 SSB 変調器構成 
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図１０．ヒルベルト変換器の周波数特性（a：定義的ヒ

ルベルト変換、b：高域通過型ヒルベルト変換） 
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図１１．高域通過型ヒルベルト変換器のカットオフ周波

数と光 SSB 変調信号の平均対平均電力比の関係 

 
(5)超高密度波長多重伝送光パスネットワー
クの効率的な設計法： 
 光 SSB 変調技術が順調に進展すれば、超高
密度波長多重伝送による光ネットワークの
検討が必要となる。光パスを用いた光ネット
ワークでは、波長数が増加すると、ノード規
模が大きくなり、現実的な制限要因になる。
そこで、同一経路を通過する複数の光パスを
波長群としてグループ化し、波長群単位でス
イッチングを行う波長群スイッチングネッ
トワークが期待されている。また、ネットワ
ーク全体で利用する波長数が増えると全体
の設備コストが上昇するため、波長数を抑え
た設計を行う必要がある。波長数が多大なリ
ンクは波長群にまとめやすいが、設備コスト
のために波長数を抑えれば波長群としてま
とめにくくなるというトレードオフの関係
がある。そこで、波長群光ネットワークにお
いて、波長数節約のための波長数均一化アル
ゴリズムを加えたネットワーク設計を行っ

た場合の光ノード規模を評価した。 
 数値モデルは、日本の都市間を接続するト
ポロジーであり、ノードには波長群パスおよ
び波長パスをスイッチングする階層型光ク
ロスコネクトを配置するものとした。光ノー
ド規模は、このクロスコネクトの入力ポート
総数で評価する。設計アルゴリズムは、最短
経路が重要視されるように、まずダイクスト
ラ法により各パスに最短経路を割り当て、そ
の後、波長数均一化を行いいくつかのパスの
経路を修正する。その後、同一経路となる波
長パスを波長群にグループ化する。 
 図１２はその結果である。波長群を利用し
ないネットワークでは、波長均一化は大きく
入力ポート低減に役立っている。サブパス法
により波長群スイッチングを行う場合には、
波長均一化の有無による入力ポート数に変
化がないことがわかる。つまり、波長群ネッ
トワークの設計時に波長数均一化を施して
も悪影響はないことが示された。 
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図１２．波長群を構成する最大・最小波長パス数とクロ

スコネクト装置入力ポート数の関係 
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