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「光を測る，操る」技術
 Photonic Measurement and Control Technologies

化合物半導体デバイスを自社開発製造し，光通信システム分野にモジュール部品として供給すると共に，高

速切り替えできるスイッチ素子等を加えて光パケットネットワークシステムを構築した。

光通信モジュールはHBT （Heterojunction Bipolar Transistor）を中心に集積回路を構成し，40 Gbpsを超え

る光変調器ドライバ，ロジック，フォトダイオード等良好な特性を得た。実用的な集積回路製造の歩留りと，高

信頼性を有しており，通信インフラを支えるキーコンポーネントとして積極的に事業展開する。

光パケットネットワークシステムは，光パケットを電気信号に変換することなく，光のままパケット毎にス

イッチングするもので，高速大容量光ネットワークの究極の姿と言われている。その実現は一般には2015年頃

とされていたが，LAN （Local Area Network）分野に限定し技術的要件を緩和すると共に，化合物半導体技術

を駆使して世界で初めての映像伝送動作を実証した。
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We have developed compound semiconductor devices and are supplying them to the optical

communications systems market in the form of ultrahigh-speed modules. We have also built an optical

packet network system using the newly added ultrafast switching devices.

The ultrahigh-speed optical communications modules comprising HBT (heterojunction bipolar

transistor)-based integrated circuits, including driver amplifier modules for optical modulators, logic

and photodiode modules, have achieved transmission rates higher than 40 Gbps. The yield and reliability

of the integrated circuits are sufficiently high for Yokogawa to market these modules as key components

for telecommunications infrastructure.

Optical packet network systems, which directly switch optical signals on a packet basis without

converting them into electrical signals, are considered the ultimate goal for high-speed, high-capacity

optical networks but unrealistic until around 2015. However, we have succeeded in conducting the

world’s first image transmission using the network system by focusing on its application to LANs in

order to relax the technical requirements and by using the latest compound semiconductor technology.

Ⅰ 化合物半導体技術の光通信分野への展開

1. は じ め に

インターネットの普及や各種情報通信の拡大に伴い，

必要な伝送容量は長距離・短距離ともに増大する一方で

ある。バックボーンにおいては，WDM （Wavelength

Division Multiplexing: 波長多重）技術とTDM （Time

Division Multiplexing: 時分割多重）技術とによる伝送速

度の高速化が，精力的に開発され実用化されてきた。特

に高速化に関しては，10 Gbpsから40 Gbpsに商用開発

が進み，一部実用化されつつある。

また，通信データ自体の内容も多岐に亘り，例えば高

精細の動画像を瞬時に送りたい，大量の情報を短時間で

伝送したい，また単に伝送容量だけでなく送信元から受

信先への伝送遅れ時間を少なく送りたい，などという要

求が生じている。

一方，当社では1983年から化合物半導体，即ちガリウ

ム砒素（GaAs）基板やインジウムリン（InP）基板を用いた

超高速デバイスの開発を継続的に行ってきた。これは，

高速・高周波計測器のキーコンポーネントの開発製造能

力を自社内に持つことで，より高性能かつ高付加価値の
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製品を世の中に送り出すことを目指したものであった。

化合物半導体の高速性に関しては，例えば，素子性能を

示す指標の一つである最大発振周波数fmaxの数値は200

～300 GHzである。ただし，シリコン半導体と比べて単

に速度が速いだけでなく，材料選択の自由度や新規デバ

イスへの展開が可能である（1）。また，物理的性質から各

種の光半導体も実現し易い。したがって，化合物半導体

は，上記目的に適ったものであり，開発製造したデバイ

スは当社とそのグループの各種機器に搭載され，世の中

に供給されてきた。

さらに，この化合物半導体技術は，計測を中心とした

グループ内応用だけでなく，通信インフラ自体にも展開

可能で，前記10 Gbpsや40 Gbps伝送に使用できる電子

素子や光素子の自社内開発製造を実現した（2）。この場合

には，単なる高速性だけでなく，通信システムに必要な

信頼性から割り出されるデバイスへの高い信頼性が要求

される。本稿では，先ずこれらデバイス技術，さらにそ

れをケースに実装した各種光通信用モジュールに関する

実装技術について概観する。

上記光通信用モジュールは，それ単体で通信インフラ

市場に部品として供給するものであるが，一方，並行し

て開発してきた光パケットネットワークシステムは，さ

らに新規に光スイッチ，光論理回路など特長のある自社

開発製造の素子を加え，通信機器・通信システムを実現

するものである。これは，切替速度が1.3～ 1.4 ns と非

常に速い光スイッチ素子を中心に，上記の新規素子と機

器設計技術，ネットワーク技術，ソフトウエア技術を駆

使して，光ファイバを通る光信号を光のままスイッチン

グできる。この概要について述べる。

2. 化合物半導体素子技術

本項では，化合物半導体デバイス技術により開発製造

した電子素子と光素子について述べる。

一般に計測器応用を前提とした場合，直流領域から超

高周波領域まで，広帯域に亘って安定した動作が求めら

れる。即ち，超高速動作を実現しつつ，低周波を含むノ

イズが少ないことや時間変動が少ないことが求められる。

当社は，電子回路の基本増幅素子として，H B T

（Heterojunction Bipolar Transistor）を選択した。いわゆ

るHEMT （High Electron Mobility Transistor）に代表さ

れるFET （Field Effect Transistor）系の素子では，キャ

リアは基板表面に並行する方向に移動するので，結晶の

表面や基板横方向の欠陥が，デバイスの低周波ノイズ特

性に影響する。また，非常にゆっくりとした時定数を持

つバックゲート効果等による低周波特性に対する悪影響

が存在する。

一方，HBTはキャリアが基板表面に垂直方向に移動す

るので，結晶表面の欠陥の影響を受け難い。また，バッ

クゲート効果が存在しないので，例えば長い休止の後の

最初のパルスから正しい振幅で動作するなどの高速性以

外の特長も持っている。

さらに，化合物半導体を用いて各種電子素子が実現可

能で，高カットオフ周波数の特長を持つショットキバリ

アダイオード，同ダイオードの一種であって印加直流電

圧でリアクタンスを制御できる可変容量ダイオード，負

性抵抗特性を持ち，かつ超高速動作可能な共鳴トンネリ

ングダイオードなど，特長ある素子が実現できる。

さらに，上記デバイスに各種受動素子すなわち薄膜抵

抗，MIM （Metal Insulator Metal）容量，配線層を加え

て集積回路化できる。超高速高周波領域では容量や，イ

ンダクタンスなど寄生素子の排除，または一定化，さら

に伝送線路を正確に構成することなど，集積回路設計技

術は必須である。実績として約3,000素子のデバイスも実

用的な歩留りで製造できており，このような超高速高周

波応用としては，十分な能力を有している。

光素子は，フォトダイオードを中心に開発を進めてき

た。これは，InP基板上に形成したいわゆるPIN構造の

フォトダイオードで，高速動作するよう設計したもので

ある。また，別の特長として，広波長特性，即ち，長波

長にまで感度がある特性を有しており，この利点を生か

し1本の光ファイバで伝送できる通信容量の増大や，管

理・保守用のサービスチャンネルに割り振ることができ

るものである。

これらの素子は，短期的に優れた特性を示すだけでは

図1　40 Gbps用CDRモジュール
（37.3× 34.4× 10.4 mm）

図2　CDRサブシステム
（200×100×24.2 mm）
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実用化できない。即ち，長期に亘って特性変動がなく安

定動作することが必須である。この点は開発当初から強

く意識し，素子構造設計に注意すると共に，各種試験を

行ってきた。例えば，InP基板上のHBTを含む小規模回

路の高温バイアス試験（動作させながら加温することによ

る加速試験）は，実時間で30,000時間程度を経過してお

り，通常の使用状態に換算すると250年以上正常動作す

る水準である。

3. 光通信用モジュール化技術

前項で述べた化合物半導体集積回路は数mm角のもの

であるが，これをパッケージに収めハンドリングし易く

すると共に，電気信号や光信号との外部インタフェース

をする実装技術も実用上，大変重要である。実装構造を

構成するものはメタル製またはセラミック製のケースと

高周波コネクタ，内部配線用のアルミナ線路，低周波用

部品などである。40 Gbps動作のためには通常数10 kHz

から数10 GHzといった超広帯域動作が要求されるので，

高周波領域だけでなく，全帯域で平坦な周波数特性が必

要となる。したがって，デカップリングコンデンサ，バ

イパスコンデンサ，交流阻止インダクタなど受動部品の

選択および，配置接続を適切に行う必要がある。さらに，

フォトダイオードでは光入力信号は光ファイバにて与え

られるので，これを効率よくフォトダイオード素子に集

光しなければならない。

長期安定動作と広い温度範囲において所定の性能を出

すために，チップ温度を下げる放熱についても考慮する

必要がある。当社は，銅タングステン製のチップキャリ

アを用い，部品配置に関して最適設計を行った。超高周

波領域まで動作させるためにはアルミナ基板上のパター

ンに関して線幅，曲げのパターン，寄生素子の補償など

設計上の注意が必要である。コンピュータを用いて詳細

に検討すると共に，テストパターンを用いて検証し，標

準的な設計ルールを確立した。

組立作業に際しては，ワイヤボンディング長の一定化，

銀ペースト他の接合材料の使用量の一定化など，安定し

た性能が出るよう管理して製造している。また，性能と

量産性を両立させた光学的設計・組立工程も実現した。

開発したものを逸早く世の中に送り出すためには，上記

に限らず，前工程から後工程まで安定した製造作業を確

立し，信頼性や品質についても常に確認するなど，チャ

ンピオンデータだけでは終わらないための連携が必須と

考え，実行してきた。

図1に，光通信用モジュールの一例として，40 Gbps用
クロックデータリカバリ（CDR）モジュールの外観写真を

示す。

さらに我々は，このような高速モジュールを複数組み

合わせ，低速の関連回路等も含んだサブシステムも開発

している。図2は，CDRモジュールにクロック分配・増
幅等の機能を追加したCDRサブシステムである。単体デ

バイスから，より高性能で付加価値のある方向へ開発を

進めていく。

4．光パケットネットワーク技術

前項で述べた光通信用モジュールに加え，化合物半導

体技術を用いて高速光スイッチ素子を開発した。これは，

半導体基板上の導波路を交差させて配置し交差部に電極

を設けたもので（図3），電極から基板厚さ方向に流す電
流によってその部分だけの屈折率が変化することを利用

し，進行してきた光が直進するか全反射するかを制御で

きるものである。即ち，電気信号で光の進路を変えるこ

とができ，超高速動作が可能である。図4に示すように，
スイッチング時間は1.3～1.4 nsの値を得ており，これは

他方式，例えば可動部を持つものや熱によって制御する

ものが，msオーダの切り替え時間であるのに比較し，6

桁ほど高速である。この特性を活かし，通信においてパ

図3　2×2光スイッチ素子の導波路交差部（SEM写真） 図4　光スイッチ素子のスイッチング時間

図5　光スイッチ素子のケース写真
（70×18×10.5 mm）
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ケット毎に経路を切り替えることが可能となる。

実際には光スイッチ素子は，図5のようなケースに実
装した。入出力ファイバ各2本と，スイッチングのため

の電気入力コネクタを持っている。さらに，光スイッチ

素子を高機能化するため，図3の2×2スイッチだけでな
く，4×4，6×6スイッチの試作にも成功し，システム

に組み込み動作を確認している。

また，遅延ファイバと光スイッチ素子を組み合わせ，

パケットの衝突を防ぐメモリも実現した。さらに，化合

物半導体を用いてパケットの光ラベルを識別する素子や，

バーストモード・クロック・リカバリなど，システムの

構成上重要な素子の開発に成功し，光パケットスイッチ

のハードウエアを構築した（図6）。
本ネットワークでは，光スイッチ素子を含むシステム

を効果的に動作させることができるように独自プロトコ

ルを用いている。そのため，通常の機器と接続を可能と

する光メディアマネージャと名付けた，プロトコル変換

装置を併せて開発した（図7）。現在のところ，既存インタ
フェースとして，10ギガビットイーサネットを1ポート

と1ギガビットイーサネットを4ポート有しており，他

の映像系インタフェースに拡張すべく開発を進めている。

従来技術で光信号をスイッチングする場合，光信号を

一旦，電気信号に変換し，電子回路で経路の切り替え処

理を行い，再度，光信号に変換して出力する。一方，我々

が開発した光スイッチネットワークを用いれば，光を光

のまま切り替えることができるので，スイッチングのた

めの時間遅延が小さく，また変換のための電力消費も少

なく実現できるという利点がある。

一般に，このような光パケットネットワークの実用化

は2015年と言われているが，最初から汎用を狙わず，例

えばLAN （Local Area Network） 分野に，用途を限っ

てシステム構築すれば，それを待つ必要はないと考える。

現在ユーザからのフィードバックを元に，システムの改

図6　光パケットスイッチ
（362×75×404 mm）

図7　光メディアマネージャ
（426×88×576 mm）

良や各種調整を進めており，早期実用化できるよう開発

に注力している。
　
5．お わ り に
　
以上，我々の光通信関連の開発状況について述べてき

た。これらを実用化するためには，きちんとした製造体

制と品質に関する考え方が必須である。開発の初期段階

から，技術開発だけでなく，これらの機能もコンカレン

トに活動し，確実な製品を素早く供給する体制を築いた。

また，営業・マーケティングに関しても，お客様の声を

技術開発に直ぐに反映させる努力を常に行っている。素

子が高速であるだけでなく，組織活動も高速であること

が，当社の特長であると自負しており，これからも，社

会インフラを支える光通信分野において，有用な素子・

モジュール・サブシステム機器・ネットワークシステム

を実現していく。

また，これらのビジネスのための化合物半導体を中心

とした技術開発の成果を出すために，2006年末の稼動開

始を目指して新生産拠点を建設している（3）。上述の通り技

術開発と各機能のコンカレントな関係を維持し，より良

い製品をより早く供給できるよう，邁進していく所存で

ある。

　

参 考 文 献
（1）岡貞治，小林信治，八木原剛，松浦裕之，三浦明，“HBTによ

る超高速電子素子の開発”，横河技報，Vol. 46，No. 2，2002，

p. 43-46

（2）青木生朗，小林信治，八木原剛，松浦裕之，三浦明，“50 Gbps

光通信用HBT-ICモジュールの開発”，横河技報, Vol. 46，No. 2，

2002，p. 39-42

（3）横河電機プレスリリース，http://www.yokogawa.co.jp/pr/

Corporate/News/2005/pr-press-2005-0617-ja.htm

126



Ⅱ  光通信用超高速モジュールの開発

39 横河技報　Vol.49 No.3 (2005)

Ⅱ 光通信用超高速モジュールの開発

1．は じ め に

ガリウム砒素（GaAs）やインジウムリン（InP）といった

化合物半導体をサブストレートとした電子素子は，その

高速性と高耐圧性に特長があり，各所で研究開発が行わ

れている。しかしながら，光通信といった高信頼性が要

求される分野において，最先端の開発から実用化まで一

貫して行っている例は案外少ない。一方，近年シリコン

半導体において，トランジスタのベースにシリコンゲル

マニウムを用いたものが，その高速性と高集積性の点で

注目されているが，耐圧の点では化合物半導体が優れて

いる。また，FEC （Forward Error Correction： 前方エ

ラー訂正）のために冗長ビットを加えることが通常行われ

るが，このために実動作ビットレートが上がり，化合物

半導体の余裕を持った動作特性が勝る場合が多い。さら

に，化合物半導体は各種の光素子の実現が可能であり，

光通信分野では欠かせない材料である。

我々は，伝送速度40 Gbpsのモジュールを，第一のター

ゲットとして開発を進めてきた。また，この技術を 10

Gbpsモジュールにも応用した。

本稿では，化合物半導体デバイス技術に関して，まず

HBT （Heterojunction Bipolar Transistor） を中心とした

電子素子，および光素子として広波長帯域と高周波数帯域

の特長のあるフォトダイオード（PD）について，最新の開

発状況を述べる。続いて，これらをパッケージに実装し

た，ドライバモジュール，ロジックモジュール，フォトダ

イオードモジュールの構成および特性についても述べる。

2．化合物半導体デバイス技術

当社の化合物半導体プロセスは，電子素子，光素子共

に4インチウエハーを中心として構成したもので，電子

素子の中心となるHBTはメサ型で，エミッタが上面とな

る縦構造成している。併せてショットキバリアダイオー

ド，薄膜抵抗，薄膜容量，2層配線（金）などを集積回路化

できる（1）（2）（3）。

光通信分野ではデバイスの高信頼性が要求されるが，

HBTに関して高温バイアス試験（通電し125℃に周囲温度

を上げた加速試験）により安定動作を確認しており，図1
のように30,000 時間付近を経過しても，規格化hfe（エ

ミッタ接地電流増幅率の初期値を100%としたもの）が非

常に安定していることがわかる。これは，通常の使用温

度では約250年経過したことに相当し，十分な信頼性を

有していることがわかる。現在も試験継続中で，数値は

さらに伸びていくと思われる。また，フォトダイオード

チップについても，175℃高温加速試験を実施し，暗電流

が十分小さいなど必要な信頼性が確保されていることを

確認している。

最新のデバイス開発状況としては，InP-HBTのベース

電極の取り出し方法を，従来の位置からベース構造に

沿った引き出し電極を設ける構造を採り（図2），これに
よりベース抵抗が低減し，図3のJc（コレクタ電流密度）
によるfmax（最大発振可能周波数）の変化が示すように，

fmaxの増大が50～100 GHzと大幅に性能向上した。ま

た，ダブルへテロ接合構造を有するInP-HBTにおいて，

コレクタ濃度とコレクタ厚さの最適化によって，耐圧に

関して，図4のように従来に比べ3 V程度改善できた。
通常ショットキバリアダイオードをHBTと集積する場

合には，コレクタ層を使ってショットキ接合を形成する。

高速ダイオードとしては，この構造で十分な特性が得ら

れる。さらにショットキバリアダイオードのドーピング
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プロファイルを最適化することにより，優れた特性の可

変容量ダイオードを実現することができる。この可変容

量ダイオードと伝送線路を組み合わせることにより，正

弦波入力と出力の位相関係を，印加直流電圧で制御でき

る位相シフタを実現した。データ系は後述のドライバや

ロジック回路のように超広帯域を必要とするが，クロッ

ク系では信号は単一周波数であるので，共振を利用する

回路形式が採用できる。図5に，20 GHz帯用位相シフタ
をオンウエハーにて測定した特性を示す。

フォトダイオードに関しては，従来から W D M

（Wavelength Division Multiplexing： 波長多重）用モニ

タや，分光分析装置のためにデバイスを社内供給してき

た。この技術を活かし，さらに高速応答と広い波長帯域

とを両立したものを開発した。構造は表面入射型p-i-n　

InGaAs PDで素子の縦構造と，電極構造寸法などを最適

化して，広波長帯域，高周波数応答，感度などが両立す

るようにした。図6に示す特性は，横軸が波長，縦軸が
感度（Responsivity）を表すもので，従来型（Conventional）

に比べ，長波長側の特性が優れていることがわかる。

WDMの波長領域の呼称でUバンドまで対応でき，通信

データ本体を送ることもできるし，いわゆるサービス

チャンネルすなわち管理保守データ等を割り当てること

も可能である。この素子は後述のように，フォトダイ

オードモジュールとして感度50 GHz以上の周波数特性を

有しており，市場の要求に十分に応えられるものである。

3．40 Gbps光通信変調器用ドライバモジュール

40 Gbpsといった高速電気信号を入力とし，単一波長

の連続光信号をオンオフするのに，光変調器が用いられ

る。光変調器には代表的なものとして，EA （Electric

Absorption）変調器およびLN （Lithium Niobate： ニオ

ブ酸リチウム）変調器がある。EA変調器は主として近距

離通信に用いられ，この駆動用に，図7に示すドライバ
を開発した。これは，入力は差動信号，出力はシングル

エンド信号であり，出力端子にはバイアスTの外付けな

しにEA変調器と直接インタフェースする。これらの高

速電気信号のコネクタは小型で実装に有利な特長を持つ

GPPO型を採用した。モジュール内部はマルチチップモ

ジュールで入力の信号バッファと2つの分布型増幅器か

らなる。EA 変調器と組み合わせて得られる PRB S

（Pseudo Random Binary Sequence： 擬似ランダム2値

系列）によるNRZ （Non Return Zero）光波形を，図8に
示す。これはいわゆるアイパターンで，様々なビットパ

ターンに対する応答波形を重ね書きしたもので，波形中

の白い部分が広いほど良好な特性を示す。図8において，
PRBS長は231－1ビット，ビットレートは39.8 Gbpsであ

る。このドライバは，主としてVSR （Very Short Reach）

用，すなわち2 km程度までの伝送に用いられる。

次に，LN変調器用ドライバについて述べる。LN 変

調器は主として，バックボーン系または都市間を結ぶよ

うなメトロ系に用いられ，本ドライバの応用も同一であ
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図 4　HBTの高耐圧化

図5　位相シフタの特性（動作周波数21.5 GHz）

図6　フォトダイオード広波長帯域特性

図7　EA光変調器用ドライバ
　　   モジュール B9977XP
（16 ×29×7 mm：突起部除く）

図8　EA変調器光出力波形
　　   （40 Gbps）
EA modulator： OKI OM5653C-30B
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る。LN変調器は各所で改良が加えられ，40 Gbps帯にお

いても駆動電圧が低い，いわゆる低VπLN変調器が開発

されている。図9は，このためのドライバで，波形品位
を高めるために入力部にはリタイミングのためのDFF

（D-Type Flip-Flop）を持ち，出力は変調器に合わせて差

動駆動となっている。これも，小型化を図るためにGPPO

型コネクタを採用した。図10に，低VπLN変調器と組
み合わせた43 Gbps光波形（PRBS長：231－1ビット）を示

す。この図には周囲温度を変えた時の特性が示されてお

り，広い温度範囲で良好な波形が確認できる。

さらに，近年NRZ以外の種々の変調方式も各所で研究

開発されており，それに適したドライバモジュールやク

ロック関連回路も，現在，順次開発中である。

4．40 Gbps光通信用ロジックモジュール

40 Gbpsと他のレートを変換するマルチプレクサ，デ

マルチプレクサ，フリップフロップなどをロジックモ

ジュールと呼称している。マルチプレクサ，デマルチプ

レクサは約2000素子の集積を行い，良好な歩留りと高速

特性を得ている（1）（2）（3）。

DFFは図11のケースに実装し，図12のアイパターン

を得た。これは，43 GbpsでPRBS長231－1のデータ信号

をDFFモジュールに印加した際のDFFモジュールの出力

波形であり，RMSジッタ600 fs（フェムト秒），EyeS/N

は 23.8 と非常に良好な値を得ている。2分周回路であ

るTタイプフリップフロップ（TFF）は，同様のパッケー

ジに実装し，最高トグル周波数をダイナミック型で 56

GHz，スタティック型で34 GHzを安定に得ている。これ

らは，クロック系他のシステム構築に有用である。

クロックデータリカバリに関しては，フリップフロッ

プを用いた位相検出器と，電圧制御発振器（VCO），帰還

回路などから成るPLL方式としたクロックリカバリ機能

に，リタイミング用DFFによるデータリカバリ機能を併

せたユニットを開発した。例えば，43 Gbpsのデータ入

力時における再生クロックのRMSジッタが，290 fsと良

好な動作を確認した。

5．40 Gbpsフォトダイオードモジュール

先に述べたフォトダイオードをパッケージに実装した

フォトダイオードモジュールは，フォトダイオード単体

のもの，増幅器（電子回路）をパッケージ内に実装したも

のなどのラインナップを持っている。フォトダイオード

単体のパッケージ外観写真を，図13に示す。主として開
発用途に使用されるため，出力コネクタは多数回着脱し

ても，再現性のより高いVコネクタとした。

図14は，タンデム接続の光変調器で生成した43 Gbps
速度のRZ（Return Zero）信号を，このフォトダイオード

129

図9　低VπLN光変調器用
　　   ドライバモジュール
　　    B9977XT
（23 ×27 ×8.4 mm：突起部除く）

図10　低VπLN光変調器出力
　　　 波形（43 Gbps）

LN modulator： Fujitsu FTM7935EZ
（H74M-5208-J107）

図11　DFFモジュールB9977YM
（25 ×25 ×9 mm：突起部除く）

図12　DFFモジュール出力波形
（43 Gbps）

図13　フォトダイオード
　　　 モジュールB9977XR
（5.5 ×12.7 ×8.7 mm：突起部除く）

図14　フォトダイオード
　　　  B9977XR出力波形
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図 15　フォトダイオード周波数特性
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モジュールで受光した場合の波形を示す。RMSジッタは

240 fs，EyeS/Nは26.9と非常に良好な特性を有している。

この波長対感度特性が優れていることは先に示した通

りであるが，高速性については，図14のようにRZ波形
で良好な波形が得られていること，および図15の周波数
特性に示したように，50 GHz以上の帯域があることを確

認した。これは，光ビートを用いたヘテロダイン法によっ

て測定したもので，十分な帯域を有していることが判る。

図 16には，フォトダイオード素子と，TIA（Trans-
Impedance Amplifier）とLA（Limiting Amplifier）を集積

したモジュールを示す。VSR（Very Short Reach）応用な

ど量産を意図し，出力コネクタは小型のGPPO型コネク

タを実装している。また，同様のパッケージで，フォト

ダイオード素子とTIAを実装したものも開発した。

6．10 Gbps光通信用モジュール

図17，18には，化合物半導体技術を用いて開発した10
Gbps用モジュールの外観写真を示す。これらは基本的に

は40 Gbps技術をベースに若干の修正を加えたもので，

優れた波形品位や良好な特性を得ている。

図17は，10 Gbps伝送システムに用いる10 GHzクロッ
クドライバで，出力振幅制御（1～12 Vpp），位相制御（360

度以上）ができる。

図18は，10 Gbps用フォトダイオードで表面実装パッ
ケージを採用した。高速電気信号出力はCPW（Co-planer

Waveguide）の伝送ラインであり，プリント基板等に直接

接続できる。図19には，10.7 GbpsRZ波形について波長
と温度を変えた場合の出力波形を図示した。これまで述

図17 10 GHz用クロック
ドライバB9977XX

（25.4 ×35.6 ×10.5 mm：突起部除く）

図18 10 Gbpsフォトダイオード
B9977XY
（10.8 ×8 ×4 mm：突起部除く）

図16　増幅器つきフォトダイオードモジュールB9977XZ
（19.2 ×19.1×8 mm：突起部除く）

λ=1552 nm

λ=1670 nm

－5℃  25℃ 85℃ 

図 19　10 Gbpsフォトダイオードの出力波形
（PRBS長231－1，横軸20 ps/div）

べてきた技術は社内製品にも展開されており，例えば計

測器用の10 Gbpsドライバに応用している。このドライ

バは，リタイミングDFF出力，差動信号出力を持つ。振

幅制御，クロスポイント制御，オフセット電圧制御が行

うことができ，当社製品のBERT （Bit Error Rate

Tester）AP9945，AQ2200-601に搭載されている（4）。

このように，光通信基幹系を対象にした10 Gbpsハイ

エンドモジュールを，40 Gbpsの技術を使って開発し，化

合物半導体技術の応用を広げた。

7．お わ り に

本稿では，化合物半導体をキーコンポーネントとした

光通信用モジュールを紹介した。40 Gbps通信市場はこ

れから立ち上がるタイミングであり，最適化設計などを

継続して行っている。今後，これを確実に量産にまで導

くとともに，次世代通信モジュールを追及していきたい。

また，横河電機グループ内に素子やモジュールを供給

することにより，各種製品の高性能・高機能を支え，そ

れらを通じても世の中に広く貢献していきたいと考えて

いる。

さらに，化合物半導体技術は光パケットネットワーク

にも応用され，その基幹技術の一つとして，重要な役割

を継続して果たしていくと考える。

今後とも，これらの開発を精力的に進めていき，価値

あるモジュールを提供していきたい。
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Ⅲ 40 G光パケットネットワークynetTMの開発

1．は じ め に

インターネットエクスチェンジ（IX）公表のデータに依

ると，日本のインターネットを流れる通信データ量は年

率 2 倍以上の割合で増加している（1）。増大するトラ

フィックを従来技術の延長線で処理するアプローチでは，

トラフィックの増加に電気処理技術の進歩が追いつかず，

電気処理速度が通信のボトルネックとなる。電子素子の

高速化や並列処理化といった処理速度向上の対策が，消

費電力の増大を招くといった大きな課題もある。これら

の課題を解決する技術ソリューションとして，フォト

ニックネットワーク技術に大きな期待が寄せられている。

提案されているいくつかのスキームのなかで，最終到達

点と想定されているのが，光パケットを電気信号に変換

することなく，パケット毎に光のままスイッチングして

伝送する光パケットネットワークである。各国の大学や

公的研究機関などで要素技術の研究が進められており，

その実現は2015年頃とされている（2）。

このような議論は，一般的には基幹系あるいはバック

ボーンと言われる通信分野においてなされていることで

あるが，LAN（Local Area Network）分野に目を転じても

同様の課題が生じるであろうと考えられる。各種情報の

電子化に伴い，企業内においても通信データ量は飛躍的

に増大しているからである。特に，IX内でのパケット交

換処理（代表的な IX の 1 つである JPIX のピークトラ

フィックは，2005年3月頃から40 Gbpsを超えるように

なっている（1）），デジタル放送開始に伴う放送局内での映

像素材および編集のデジタル化・局内映像配信のネット

ワーク化，デジタルシネマの館内配信などでは，既に上

述の課題が顕在化しつつある。

このような応用を考えた場合，基幹系よりもLANの方

が，より早く光パケットネットワークを必要とする時代

が来る可能性があると考えられる。そこで当社は，この

LAN分野に着目し，光パケットネットワークynetTMを提

案している。LAN分野に限定することで，基幹系通信と

比較して①伝送距離が短くても良い，② 想定するネット

ワーク規模を絞り込める，③プロトコルの標準化が必須

ではない，などの点で技術的要件を緩和することができ

る。本稿では，世界で初めての映像伝送実験により，ネッ

トワークとして動作することを実証したynetTMシステム

の概要と，それを構成する要素技術（3）について述べる。

2．光パケットネットワークシステムynetTM

2.1 ネットワークの構成
今回，動作を実証したネットワークynetTMは，図1に
示すように，光パケットスイッチ（「Ⅰ  化合物半導体技

術の光通信分野への展開」p.126の図6）と光メディアマ

ネージャ（同図7）によって構成されるリングネットワー
クとなっている。3台の光パケットスイッチ間はそれぞ

れ 1 本の光ファイバで接続され，リングネットワークを

構成している。また，各光パケットスイッチは，光メディ

アマネージャと送受 2 本の光ファイバで接続されてい

る。光メディアマネージャは，イーサネットなどの既存

インタフェースとynetTMのゲートウェイ機能を果たす。

光パケットスイッチは，光メディアマネージャから送信

された光パケットを光のままでリングに加えたり（アッ

ド），リングを流れている光パケットを光メディアマネー

ジャへ送出したり（ドロップ）する。さらにynetTMは非同

期方式となっている。非同期方式では，交流特性のみが

求められる従来の光通信用デバイスとは異なり，交流特

性に加え直流安定性も備えたデバイスが必要となるが，

我々が持つ半導体技術により開発可能と考え，非同期方

式を採用した。

2.2 光メディアマネージャ
今回開発したモデルでは，既存インタフェースとして

ギガビットイーサネットを4ポートと10ギガビットイー

サネットを1ポート備えている。内部構成図を，図2に
示す。イーサネットインタフェースはレイヤー2（L2）ス

図1　光パケットネットワークシステムynetTM

図 2　光メディアマネージャの内部構成
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図3　光パケットスイッチの構成

イッチとなっており，光メディアマネージャがMACア

ドレスとynetTMアドレスの対応テーブルを自動学習して

光ラベルを生成するので，ユーザは光パケットネット

ワークの存在を意識する必要がない。

パケット構造については3.5節で述べるが，受信イーサ

ネットフレームから光パケットデータを生成し，誤り訂

正符号を付加した上で40 Gbpsまで多重化して，光変調

器にて光信号に変換して光パケットを送出する。受信光

パケットはフォトダイオード（PD）で電気信号に変換され，

バーストCDR（クロック・データ再生回路）にて40 Gbps

データが再生される。再生データはDEMUXによりレー

トダウンし，誤り訂正符号の復号，イーサネットフレー

ムの再構築を経て，イーサネットポートに出力される。

2.3 光パケットスイッチ
光パケットスイッチの構成を，図3に示す。リングか
ら入力される光パケットはスプリッタで2分岐され，一

方はラベル認識回路に入力される。ラベル認識回路では

光パケットのうち光ラベルの部分のみ読み取り，結果を

光スイッチ制御回路へ出力する。レイテンシーを最小に

抑えるため，光ラベル読み取りから光スイッチ制御出力

までは固定論理回路にて構成している。現在の構成にお

ける処理時間は，約10 nsである。

スプリッタで分岐されたもう一方のパケットは，約10

nsの処理時間分だけファイバ（約2 m）にて遅延させた後，

再度スプリッタで2分岐させ，一方はリング側光スイッ

チに，もう一方はドロップ側光スイッチに入力される。

光ラベルが他ノード宛の場合はリング側光スイッチを出

力ポート側に，ドロップ側光スイッチを廃棄ポート側に

スイッチさせる。パケットスイッチを外部から見れば，

光パケットがスルーされることになる。光ラベルが自

ノード宛の場合は，リング側光スイッチを廃棄ポートに，

ドロップ側光スイッチをドロップポートにスイッチする

ことにより，光パケットをドロップする。光ラベルはブ

ロードキャスト／マルチキャストに対応しており，この

場合にはリング側・ドロップ側ともに光パケットを出力

するように制御する。

また，送信元が自ノードである光パケット（リングを一

周してきた光パケット）は，必ず廃棄するように設計され

ている。

光メディアマネージャから出力され，光パケットス

イッチのアッドポートに入力される光パケットは，カプ

ラにてリングラインに合流する。この時，リングライン

にパケット出力中であると，パケット衝突が発生する。

これを避けるため，アッドポートには光パケット検出回

路と光バッファを実装している。また，前述のリング側

光スイッチにも，光バッファ機能を集積化している。各

光バッファは，1パケット分のバッファ機能を持ってお

り，衝突回避の論理は，先着優先としている。

3．要素技術

3.1 光スイッチ素子
パケットスイッチシステムを考えると，パケット長に

対して，スイッチング時間が十分短いことが重要である。

10 Gbpsまでのイーサネットにおいては，フレームギャッ

プは12バイトと規定されている。同様の考えで40 Gbps

イーサネットが規格化されると仮定すると，フレーム

ギャップは2.4 ns（40 Gbpsの12バイト長）となる。そこ

で，我々は40 Gbpsの光パケットを前提に，2.4 ns以下

でスイッチングできる光スイッチ素子を目標に開発を

行った。開発した光スイッチ素子については，前述した

（「Ⅰ  化合物半導体技術の光通信分野への展開」4章）。こ

のスイッチ素子は，C-band内の全波長帯域でスイッチン

グ時間に波長依存性がない（4）。また，消光比は15 dB，損

失は10 dBであった。その損失の大半は，光ファイバと

導波路の結合損によるものである。

さらに，高機能・高性能化を図るため，導波路を4本

或いは6本集積化した4×4，6×6スイッチを試作した。

4× 4スイッチを用いれば，交差部での漏れ光を未使用

ポートに導入することにより，消光比を25 dB以上に改

善することができる。また，6×6スイッチを用いれば，

消光比の改善と後述の光バッファ機能とを，1つの光ス

イッチ素子に集積化して実現できる（図4）。6×6スイッ

図4　光スイッチの高機能・高性能化



Ⅲ  40 G光パケットネットワークynetTMの開発

45 横河技報　Vol.49 No.3 (2005)

210［ns］ 

420［ns］ 

パケット先頭部拡大波形 光パケットの出力波形 

バッファ 1周 

バッファ 2周 

バッファなし 

入力パケット 

Logic 
& 
Driver

パケット先頭検知 

gate2

2 bit 
AND回路 

gate1

 RTD block
DB

光パルス印加 

光入力 

RTD出力 

データバッファ出力 

 gate1 セット gate1 リセット 

500 ps/div

チのサイズは約12 × 1.2 mmである。

3.2 光ラベル認識回路
光ラベル認識回路の高速化は直接光パケットスイッチ

のレイテンシー短縮につながるため，非常に重要な技術

である。我々は，ファイバ遅延を用いた光シリアル ― パ

ラレル変換，高速フォトダイオード，共鳴トンネリング

ダイオード（RTD）を組み合わせた，2ビット光AND回路

（図5）を基本とするラベル認識回路を開発した。並列接
続のPDにRTDと適切な負荷から成るRTDブロックを

接続する。RTDブロックがバイアス状態（gate1がON）

の時，一定以上の光電流が発生すると，RTDブロックが

1つの安定状態からもう1つの安定状態にスイッチする。

スイッチした状態は，gate1をオフするまで維持される。

独自に開発したRTD（5）は2 psのスイッチング時間で動作

するので，PDが十分に高速であれば，25 ps幅（40 Gbps

の 1ビット幅）のパルスをラッチすることは容易である。

2 つの PD に光パルスが入力された時の光電流の和で

RTD ブロックが動作する設計を行うことにより，光

AND回路を実現している。

3.3 光バッファ
光信号を光のまま記憶する光メモリ技術は，光信号を

扱う技術者にとっての夢であるが，まだ実現していない。

光メモリに替わる現実的な手段は，光ファイバを遅延線

として使用し，光ファイバを通過する時間だけ光信号を

遅らせることである。これを光バッファと呼んでいる。

パケット毎にバッファする／しないを制御する必要があ

るので，ここでも光スイッチ素子の高速性が重要な要素

となる。図6に，光バッファ基礎実験の構成と実験結果
を示す。遅延ファイバと光スイッチ素子間の結合損失を

補償するため，光アンプを使用している。図6の波形に
示すように，光スイッチを制御することで，光パケット

を理論通り遅延させて出力できることを確認した。

3.4 バーストCDR
光メディアマネージャ内で最も重要なデバイスが，

バーストCDRである。非同期に入力される光パケット自

身からクロックを再生し，データを読むことが必要であ

る。このため，我々は20 GHzで発振する2種類のバース

トCR-ICを，InP-HBT技術を用いて新たに開発した。1つ

は常時発振型で，無信号時は基準発振器に周波数をロッ

クして発振しており，光パケットの先頭検知信号がトリ

ガとして入力されると，トリガエッジに位相が同期する

方式である。もう1つは，光パケット先頭検知信号をト

リガとして，毎回同じ位相で発振を開始するワンショッ

ト発振型である。これらのICのチップ写真と20 GHzの

発振波形を，図7に示す。今回のモデルでは，常時発振
型の方式を使用している。この方式により，プリアンブ

ルなしでのデータ再生に成功している。

3.5 光パケット構造
上述のようなデバイスの特性を活かすように考慮して

設計した光パケット構造を，図8に示す。光ラベルはパ
ケットの先頭を検知するための光デリミタ，宛先ynetTM

アドレス，送信元ynetTMアドレスから成る。光デリミタ

は単純なFF00である。ynetTMアドレスは1バイトで，先

頭1ビットはマルチキャスト／ブロードキャストを示す
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図6　光バッファ基礎実験の構成と実験結果
（バッファのファイバ長42 m）

図5　40 Gbpsで動作する2ビット光AND回路と
その動作確認波形
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ビットとして使用している。サブフレームギャップに続

く部分が電気的にデータが再生される部分である。ヘッ

ダ（デリミタ，宛先ynetTMアドレス，送信元ynetTMアド

レス，その他光パケット管理情報）とペイロードから成っ

ている。今回のモデルでは，ペイロードを128バイトと

した。イーサネットフレームが128バイトより長い場合

には，フラグメントしてペイロード部に格納する。サブ

フレームギャップは，今回のモデルではあまり意味を持

たないが，将来的にはこの部分を利用して光ラベルス

ワップを行うといったことを想定して挿入してある。

4．デモンストレーション

図1に示したリングネットワークを実際に構成し，2系
統の映像ストリーム（MPEG2で圧縮されたハイビジョン

映像とDVD映像）を同時に伝送するデモンストレーショ

ンを行った。ハイビジョン映像は，OMM1に接続した

MPEGエンコーダからOMM2に接続したMPEGデコー

ダ宛に，DVD映像は，OMM1に接続したPCからOMM3

に接続したPC宛に伝送した。伝送された映像はモニタ上

で目視にて観察するとともに，デコーダおよびPCでの受

信パケットの統計情報を確認し，正しく受信できている

ことを確認した。

光メディアマネージャは19インチラック幅2Uの高さ

（426× 88× 576 mm），光パケットスイッチはそれより

さらに小型（362× 75× 404 mm）に設計されており，展

示会場でも各3台をテーブルトップに設置できるほどコ

ンパクトに仕上がっている。このようなサイズで光パ

ケットネットワークを実現できたのは，化合物半導体技

術に負うところが大きい。

5．お わ り に

開発した光パケットネットワークシステムによる映像

伝送のデモンストレーションを行い，光パケットネット

ワークが原理的に動作することを示した。一方で，シス

テム動作の達成に重点をおいて開発してきたため，検証

が不十分な点や今後改良すべき点も多い。具体的には，

衝突回避機能の検証，最適な光パケット構造の検討，

バーストCDRの安定化，光ラベル認識の動的化，インタ

フェースの多様化などである。

実用化に向けての課題はまだあるが，光パケットネッ

トワークがネットワークとして動作することを実際のト

ラフィックを流して示した意義は，非常に大きいと考え

ている。今後は，これらの課題の解決に取り組み，早期

の実用化を目指して開発を進めていく予定である。
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図7　バーストCR-ICのチップ写真と20 GHz発振波形

図8　光パケット構造
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