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小型・広帯域波長可変レーザ光源AQ2200-136TLSモジュール
 AQ2200-136 Compact Tunable Laser Source Module for Wide Wavelength Range

AQ2200マルチアプリケーションテストシステム（MATS）のプラグインモジュールとして，小型，波長可変

範囲200 nm（1440 ～ 1640 nm），最大光出力＋7 dBm以上の広帯域波長可変レーザ光源AQ2200-136TLS

（Tunable Laser Source）を開発した。本器はAQ2200シリーズ光センサやAQ6317B/C光スペクトラムアナラ

イザと組み合わせることで，外付けPC無しで光デバイスの波長依存性損失（WDL）の測定が出来る。本稿では，

その特長や構造について述べる。
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We have developed the AQ2200-136 compact tunable laser source module with a wide wavelength

range of 200 nm (1440 to 1640 nm) and a maximum output power of +7 dBm or greater, as a plug-in

module for the AQ2200 multi-application test system (MATS). When combined with the AQ2200 series

of optical sensors or the AQ6317B/C optical spectrum analyzer, the AQ2200-136 enables users to measure

the wavelength-dependent loss (WDL) of an optical device without any personal computers. In this

paper, we describe the features and structure of the AQ2200-136.

図1　外観

1. は じ め に

光通信関連市場は，Ethernetの高速化およびブロード

バンドの普及によりFTTH（Fiber to the Home）市場が

拡大している。それに伴いメトロ系WDM（Wavelength

Division Multiplexing）市場も伸び，近年の長い低迷期か

ら抜け，徐々に回復の兆しを見せている。しかし，使用

される伝送システム，さらには光部品に至るまで低価格

化要求が年々厳しくなり，生産量は増えても生産額は大

きく上がらない構図となっている。これにより，そこで

使用される測定器には，必然的に測定コストの低減（安

価，生産性の向上，省スペース等）が求められている。

また，FTTH市場の映像信号に対応した使用波長の追

加と割り当ての変更や，メトロ系WDMの波長広帯域化

により，従来にも増して広帯域高出力の光源の要求が強

くなっている。

今回，これら光伝送装置や光部品の測定要求に応える

べく開発したAQ2200シリーズマルチアプリケーション

テストシステム（MATS）のプラグインモジュールの1つ

として，波長可変レーザ光源AQ2200-136TLS（Tunable

Laser Source）モジュールを開発した。

本器の外観を，図1に示す。

2. 特　　長

本器の特長は，下記の通りである。

・広帯域波長出力

1440～1640 nm，波長可変幅200 nmに亘り波長の連

続可変が可能。

・小型，堅牢

コンパクトなミラーアーム支持構造と，ダンパーによ

る衝撃吸収構造により小型化，堅牢性を実現。

AQ2200-136TLSモジュール

AQ2201フレームコントローラ

*1 通信・測定器事業部 第4開発PJTセンター（浜松）
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3. TLSモジュールの構成

3.1 原理
図2に，波長可変モジュール部の構造を示す。LDのフ
ロント側端面にHR（部分反射）コーティング，リア側端面

にAR（無反射）コーティングを施し，外部に配置したミ

ラーとの間でレーザ共振器を形成している。この共振器

内で発振する複数の波長モードからグレーティングにて

1つの波長が選択され，LDのフロント側端面からシング

ルモードのレーザ光が出射される。そしてミラーを回転

させることにより，レーザ共振器長を変えて波長の可変

を行う。図2の配置はリットマン配置と呼ばれており，波
長の可変に連動して常に同じ発振モードが選択されるた

め，モードホップの発生を極力抑えた波長の連続掃引が

可能である。

3.2 主な構成要素
図3に，本器の機能ブロック図を示す。

3.2.1 波長可変モジュール部
波長可変幅200 nmを 1つのLD（Laser Diode）で実現

するには，レーザ共振器の構成要素（LD，レンズ，グレー

ティング）個々の最適な組み合わせにより初めて可能とな

る。そこで，シミュレーションによりレーザ共振器の最

適化を検討した結果，LDの新規開発が必要との結論に達

した。新型LDの開発は，通信用半導体レーザの研究分

野で技術力で定評のあるNTTフォトニクス研究所から

技術移管を受けているNTTエレクトロニクスに依頼し，

同社のLDを採用した。

また，1つのLDのシングルモード発振範囲には限界が

あるため，波長範囲が仕様を充たすように共振器長を調

整し合わせ込むという作業が必要である。このためには，

0.5μmという高精度での位置決め技術が要求される。そ

こで，0.1μm以内まで調整可能な高精度YAG溶接技術

および，微小な位置ずれの計測技術を新たに開発した。

これらにより，当社従来比2倍に当たる1440～1640 nm

に亘る広帯域な波長可変範囲を実現した。図4に，波長
－光出力特性，図5に，波長再現性のグラフを示す。
また，図6に示すように，本器ではLDブロックをミ
ラーアームの回転支持部で挟み込むように配置した中空

構造を採用して，従来困難であった光学系と駆動系が干

渉しない構構を実現した。

この結果，小型でありながらリットマン配置が可能と

なり，AQ2201フレームコントローラの2スロットサイズ

に収納できる，連続波長掃引可能なTLSモジュールを実

現した。

図2　波長可変モジュール部の構造 図4　波長―光出力特性

図3　機能ブロック図 図5　波長再現性
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3.2.2 筐体構造
本器は，AQ2201/2202フレームコントローラに実装可

能なプラグインモジュールタイプとなっている。

他の測定モジュールと自由に組み合わせ，フレームへ

実装できるため，実装された測定モジュールは互いの発

熱が各々の性能に影響を及ぼさないよう配慮する必要が

ある。また，小型で着脱も容易なため，着脱時の衝撃に

よる内部への影響も十分に考慮しなくてはならない。

レーザ共振器の組み付け精度は0.5μmという高精度が

要求され，周囲温度の変化による熱膨張，収縮により，簡

単に位置関係がずれてしまう。これを防ぐために，熱膨

張係数の異なる材料を組み合わせて，調整位置ずれを

キャンセルする構造とした。

さらに，波長可変モジュール部を恒温構造にて囲み，

周囲の温度変化による影響を抑えると共に，ペルチェ素

子を用いて恒温構造全体を温調制御している。これによ

り，レーザ共振器の周囲温度変化が小さくなり，安定し

た波長の連続可変動作が可能となっている。しかし，こ

の温調制御方式は大容量のペルチェ素子を使うため，発

生する熱量が大きくなり，効率よく外部に熱を逃がす必

要がある。また，プラグインモジュールタイプであるた

め，隣接するモジュールに発熱の影響を与えてはならな

いという制約があり，筐体に熱を伝導させて逃がすこと

はできない。このため，今回，高効率の専用ヒートシン

クを新たに開発した。発生した熱を直接筐体に伝導させ

ずに筐体内の空間に放熱する構造とし，図7に示す熱シ
ミュレーションにより，TLSモジュール内の風の流れを

最適化した。これらにより，周囲温度に対するTLS モ

ジュール側面の温度上昇6℃以内を実現している。

3.2.3 衝撃吸収構造
本器搭載の波長可変モジュール部は，非常に高精度な

調整を施しており，過大な衝撃が加わることがないよう

にする必要がある。位置ずれ，破損が起こった場合，修

復は困難であることから，着脱時の衝撃についてモ

ジュール単体およびAQ2201/2202フレームコントローラ

組み込み時の衝撃波伝達モデルによる解析を行い，構造

設計の最適化を行った。なお，波長可変モジュール部に

加わる衝撃は，50 G以内を規格値としている。

図8に，落下試験方法および衝撃波伝達モデルを示す。
試験方法はJIS C0043面落下試験に準じており，高さH

＝50 mmにて行っている。波長可変モジュール部をダン

パーによる衝撃吸収構造で支持することにより，波長可

変モジュール部に加わる衝撃50 G以内を実現している。

図7　熱シミュレーション結果

図6　ミラーアーム支持構造

図8　落下試験方法および衝撃波伝達モデル

図9　光センサモジュールとの波長同期掃引測定系
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4. 光デバイスの波長依存性測定例

4.1 光センサモジュールとの組み合わせ
図9に示すように，AQ2201フレームコントローラに
AQ2200-136TLSモジュールとAQ2200シリーズの光セン

サモジュールを実装することで，省スペースかつ高速な

波長依存性損失（WDL： Wavelength Dependent Loss）

測定システムを構築できる。

この方式は，TLSモジュールの光出力を任意の波長範

囲で連続的に1方向に変動（掃引）させ，波長の動きと光

センサモジュールの測定を同期させて波長依存性損失を

測定するものある。従来，波長可変レーザ光源と光セン

サの同期は個々にGP-IB等のコマンド指令を送ることに

より行っていたが，波長分解能を上げるために測定ポイ

ントを増すに従って，波長可変レーザ光源の波長設定と

光センサの測定を同期させるための待ち時間や光センサ

の測定データを取り込むためのデータ転送時間が増し，

測定スループットが低下してしまう。本器では，TLSモ

ジュールと光センサモジュールを同一フレームに実装す

ることで，スループット低下の要因を可能な限り削減し，

高速な波長依存性損失測定を実現した。

1440～1640 nmを0.01 nm間隔で波長依存性損失を測

定した場合，GP-IBによる同期測定の場合，約70秒必要

であった時間が，本測定システムでは21 秒で測定でき

る。また，本測定システムを使用した場合，図10のよう
な波長依存性損失測定結果を，画面上でリアルタイムに

確認できる。

4.2 光スペクトラムアナライザとの組み合わせ
波長依存性損失を測定する場合，TLSモジュールと光

スペクトラムアナライザと組み合わせて測定する方式も

ある。TLSモジュールと光センサモジュールの組み合わ

せによる測定では，TLSモジュールの自然放出光（SSE；

Source Spontaneous Emission）成分もセンサで測定する

ため，光遮断フィルタ等の評価で遮断量限界値を測定す

る場合には，信号成分がSSE成分に埋もれて，限界値測

定ができなくなる場合がある。

一方，図11に示すように光スペクトラムアナライザと
TLSモジュールとの組み合わせによる測定の場合，光ス

ペクトラムアナライザに内蔵された回折格子のフィルタ

機能により，SSE成分が除去され，より高ダイナミック

レンジな測定が可能となる。

本システムによる測定例を，図12に示す。

5. お わ り に

以上，AQ2200シリーズのAQ2200-136TLSモジュール

の特長，構成及びアプリケーション例について述べた。

AQ2200シリーズマルチアプリケーションテストシステ

ムは，本モジュールの他に，FP-LDモジュール，DFB-LD

モジュール，光センサモジュール，光ATTNモジュール，

10 Gb/s BERT（Bit Error Rate Test）モジュール，EOモ

ジュール，OEモジュールが既にラインアップされてい

る。冒頭にも述べたが，徐々に立ち上がりつつある光通

信の光デバイス測定において，AQ2200シリーズの測定

モジュールは，より多くの場面において有用な測定環境

を提供できるものと確信している。
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