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1.　はじめに
当協会では、今後の光産業の発展を見定め、光技術の研究

開発を方向づけることを目的に、1996年度より光テクノロジー
ロードマップ策定活動を実施している。この活動は、情報通
信、情報記録、ディスプレイ、光エネルギー、光加工の分野にお
いて、多くの国家プロジェクト発足の基盤の一つとして、光産業
技術の発展に幅広く貢献してきた。2011年度からは、2030年代
に向けた光技術の将来ビジョンを広く示すことを目的に、１）情
報処理フォトニクス、２）安全・安心フォトニクス、３）光ユーザ
インタフェース、４）光情報通信、５）光加工・計測の５分野を
選定し、５ヵ年計画で「2030年代に向けた光テクノロジーロー
ドマップ」の策定を進めてきた。また、2016年度からは、技術
分野毎ではなく、特定の応用分野を想定した上で光技術がど
のように貢献できるかを明らかにすることを戦略策定の目標に
据え、2016年度はその初年度として、「自動車フォトニクス」を
テーマに自動運転における光技術の展開戦略について検討
し、ロードマップとしてまとめた。2017年度は、技術の進展と産
業への応用が急速に拡大しているAI（Artificial Intelligence：
人工知能）及びIoT（Internet of Things）分野に対する光技
術の貢献のあり方を明らかにすべく、「AI・IoT時代の基盤とし
ての光技術」をテーマに技術戦略を策定した。今年度は、
2020年に第５世代移動通信システム（５G）の本格的な導入が
期待される中、その先の2030年実用化を見据えた、５Gの先、
すなわちBeyond ５G（B５G）に向けた次世代ネットワークに焦
点を当て、「Beyond ５Gに向けた次世代ネットワークの光テク
ノロジーロードマップ」を策定した。

2.　光テクノロジーロードマップ
ロードマップの策定は、B５G時代に期待されるネットワーク

像を検討し、その社会像を実現するための技術として、光アク
セス領域・光デバイス領域に着目し、課題を整理し、その課題
を解決し得る研究開発動向を調査することにより実施した。

2.1　B５G時代に期待されるネットワーク像
2030年代に実用化が期待されるB５Gでは、現在に較べ、

ネットワークに接続される端末数が増大し、端末種別やサービ
ス利用シーンが多岐にわたり、ネットワークの多様化がさらに
進むと考えられる。特にアクセス領域においては、スモールセ
ルが極小化（半径100m以下：ピコセル：フェムトセル）し、ま
た、Massive MIMO（Multiple-Input and Multiple-Output）
による空間多重度も増加（多重度>100）すると考えられる。ま
た、極低遅延アプリケーションを実現するため、モバイルエッジ
コンピューティングの普及・エリア展開が一層拡大すると予想さ
れる。アクセスでのトラヒック増大に伴い、それを支えるバック
ボーンネットワークも大容量化が加速すると予想される（MFH：
Mobile Fronthaulにおいて100 Gb/s以上、MMH：Mobile 
Midhaul、MBH：Mobile Backhaulにおいて1 Tb/s以上）。

また、高速・大容量化に加え、ユーザやアプリケーションが、
帯域・遅延・コンピューティングリソース等を、必要な量、必要
な時間だけ利用できるようにカスタマイズ可能となり、即時に
サービスが利用でき、最適なアクセス手段が自動的に選択され

る、といった柔軟なネットワークサービスの実現が期待される。
また、ユーザがいつでもどこでも快適にサービスを利用できる
ようになるためには、エンドトゥエンドでの品質管理が必要とな
る。加えて、通信キャリアには、このようなサービスを安価かつ
継続的に提供するために、将来的な労働人口減少に伴う保守
人員減耗への対応として、サービス保守運用に対してAIやロ
ボット技術を幅広く活用した業務自動化等が求められる。こう
したネットワークサービスの実現に向けては、「①更なるアクセ
スネットワークの高速化」、既存の設備を活かした「②スマート
な設備・保守・運用」に加え，これまでの品質管理の範囲を超
えた「③エンドトゥエンドでの最適な品質提供」、多様な通信
品質要求に対する「④柔軟かつ効率的な機能配備」の実現が
重要となると考えられる。

2.2　B５Gに向けた技術課題
現在の４Gネットワークでは、LTE-Advancedサービスの開

始に伴い、基地局間の連携を容易にするC-RAN（Centralized 
Radio Access Network）アーキテクチャの導入が進められて
いるが、その結果、フロントホール区間の伝送レートが、端末に
提供されるスループットの16倍にも膨れ上がるという弊害が生
じる。スループットの増大が求められる５Gにおいては、このよ
うなD-RoF（Digitized Radio over Fiber）伝送方式を継続す
ることは不可能であり、基地局の機能を分割するeCPRI
（Common Public Radio Interfaceの新仕様）と呼ばれるイン
ターフェイスの導入が検討されている。適切な機能分割オプ
ションを用いることで伝送レートは抑えられる一方で、基地局
間の連携性やアンテナサイトの簡略化など、C-RAN導入時の
メリットが失われるというトレードオフがある。さらなるスモー
ルセル化とMassive MIMOの導入が見込まれるB５Gにおい
て、機能分割の流れがこのまま加速するかどうかは疑問であ
り、抜本的に伝送レートを低減する手法が求められる。

次に５Gでは、無数のスモールセルを極力経済的にカバーす
るための技術として、PON（Passive Optical Network）の適用
も検討されている。N分岐のPONを適用することで、必要な
ファイバ数を１/Nに削減できるというメリットがある一方で、本
格導入に向けての課題も少なくない。まず、最も基本的なTDM
（Time Division Multiplexing）-PONでは、帯域割り当てが
必要となるため、100 Gbps/λ以上の大容量化と低遅延化が課
題となる。さらには、N分岐に伴う光損失を許容するため、一般
的に29 dBもの高いパワーバジェットが必要となる。大容量化と
低遅延化に関しては、波長に分けて各ユーザを収容するWDM
（Wavelength Division Multiplexing）-PONやTWDM
（Time and Wavelength Division Multiplexing）-PONを適
用することで一部解消できるものの、波長可変トランシーバの
低コスト化が課題となる。

このようなネットワークを実現するために、光トランシーバに
求められる要求も高い。IEEE802.３において標準化が進めら
れているEthernet規格では、これまでは強度変調直接検波
（IMDD：Intensity Modulation Direct Detection）方式が用
いられてきたが、B５Gにおいて求められるテラビット級の伝送
容量を実現するために、今後は、比較的短距離においてもデジ
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タルコヒーレント技術が主流になっていくと考えられる。その場
合は、コヒーレント光トランシーバの低コスト化が最大の課題と
なる。10 km以下においては引き続きIMDD方式が使用される
可能性も高いが、数100 Gbps/λ以上の高速化が課題となる。

2.3　B５Gに向けた光アクセス技術
MFHの伝送量を抜本的に低減する技術として、無線波形を

アナログ光強度信号としてそのまま伝送するRoF（Radio over 
Fiber）技術、および、中間周波数において多重を行うIFoF
（Intermediate Frequency over Fiber）技術が候補となる。
これらの方式では、波形データのデジタル化を行わないため、
伝送帯域の増大を回避できると同時に、アンテナサイトが極め
て簡略になり、省電力化や省スペース化が実現できる。さらに
このようなRoF技術は、無線信号のリレーとしても適用できる
と期待される。その一方で、RoF/IFoF信号を発生･受信するた
めの変調素子と受光素子に高い線形性が要求される。また、
伝送路中の多重反射等による信号品質劣化をいかに抑えるか
も技術的な課題となる。

続いて、大容量化、低遅延化、高パワーバジェット化を達成
するため、PON技術について説明する。まず、従来型のTDM-
PONにおいては低遅延化が課題として挙げられるが、固定帯
域割当や低遅延動的帯域割当を用いることで、大幅に遅延を
低減できる。また、機械学習による等価技術を組み合わせるこ
とで、100 Gbps/λ級の大容量化も実現できる見込みである。さ
らには、TDM-PONを波長軸に拡張したTWDM-PONを用い
ることで、動的かつ柔軟に帯域を制御し、B５Gにおいて求め
られる多彩なサービスを提供できると期待される。一方、B５G
では、セル数の増大に伴い、パワーバジェットのさらなる拡大
が求められるが、これを達成するための技術としてコヒーレント
PONが有望視されている。光の複素振幅をコヒーレント検波す
ることでDSP（Digital Signal Processor）を用いた分散補償
が可能になり、29 dB以上のパワーバジェットを確保しながら、
100 Gbps/λを超える大容量化が達成できる。このように、性能
面では申し分のないコヒーレントPONであるが、実際の導入に
向けては、光トランシーバの低消費電力化と低コスト化が課題
となる。

2.4　B５Gに向けた光デバイス技術
MFH用においては、100 Gbps/λ以上のIMDDデバイスが

必要となると考えられる。送信デバイスとしては、EM L
（Electro-absorption Modulated Laser diode）が変調帯域
の面で優位である一方で、近年、フォトンレゾナンス効果などを
利用したDML（Directly Modulated Laser）の広帯域化も進
んでおり、50 GHzを超える帯域が実証されている。一方、受信
デバイスとしては、帯域と感度のトレードオフが課題であり、従
来の化合物半導体やSiGeを用いたpin PD（Photodiode）に加
えて、グラフェンなどの新規材料にも注目が集まっている。さら
には、APD（Avalanche Photodiode)の高速化も進んでおり、
100 Gbps（50 GBd PAM４、PAM４：４-level Pu lse 
Amplitude Modulation）以上の動作も実証されている。

MBH用には、コヒーレント方式が適用されると見込まれる。

帯域の面では、InP型変調素子が有利であり、60 GHz以上の
帯域が実証されている。これにより、偏波多重16 QA M
（Quadrature Amplitude Modulation）方式により800 Gbps/
λ 以上の光トランスミッタの可能性が示されている。これに対
して、Si型変調器も高速化が進められており、40 GHz以上の帯
域が実証されている。B５Gに向けて10 Tbps級の小型光トラン
シーバを実現する上では、このようなトランスミッタをコンパクト
に波長多重することが求められており、III-V族とSiのハイブ
リット集積技術等も重要になると考えられる。

また、RoF技術の適用に向けて、高速なEO/OE変換素子の
開発も進んでいる。線形性の優れるEO変換素子としては、LN
（Lithium Niobate）材料に一日の長がある。特に、近年入手
可能になった薄膜LN基板を用いた変調器を用いることで、100 
GHzを超える帯域が報告されており、目が離せない。一方、有
機EO材料を用いた変調素子も、従来から指摘されている信頼
性などの課題が近年解決されつつあり、Siフォトニクス素子と
の融合による小型化･高集積化が期待されている。小型化の観
点では、InP型高速変調器への期待も大きいが、線形性が課
題になるとみられる。一方、OE変換素子としては、UTC-PD
（Uni-Travelling Carrier Photodiode）を用いたミリ波・テラ
ヘルツ波発生素子への期待が大きい。650 GHz帯における広
帯域動作や、DCから110 GHzまで平坦な応答など、用途に応
じた特性が得られている。その一方で、UTC-PDの最大の課題
は高出力化にある。今後、高周波アンプとの一体実装など、光･
無線融合技術が重要になると考えられる。

最後に、アナログコヒーレント方式やRF（Radio Frequency）
フォトニクスを実現する上で不可欠となる光PLL（Phase 
Locked Loop）の開発動向を述べた。可変波長レーザ、光ハイ
ブリッド回路、バランスドPDをモノリシックに集積した光回路
とフィードバック用電子回路を極力コンパクトに実装すること
で、1 GHzのループ帯域を持つ光PLLが実証されている。さら
なる高性能化に向けて、回路全体の小型化が必須であり、III/
V族とSiのハイブリッド実装等、光･電気融合技術への期待が
大きい。

3.　まとめと提言
最後に、2018年度光技術戦略策定専門委員会の活動を通じ

て、B５G時代に向けた提言を行う。
光アクセス技術では、同時接続端末の増大に伴い、PON技

術が今後益々重要性を増して行くと考えられる。さらに、帯域
利用効率の拡大とアンテナサイトの小型化･低コスト化に向け
て、RoFに代表される高速アナログ伝送技術への期待も高まっ
ていくと予想される。

一方、光デバイス技術としては、低コストかつ省電力な光送
受信器の開発が何よりも重要である。より具体的に、MBHに
おいては、テラビット超級波長多重トランシーバが不可欠とな
り、超高速IQ（In-phase / Quadrature）変調器やコヒーレント
レシーバーの低コスト化が課題となる。一方MFHでは、１波長
あたり100 Gbpsを超える送受信器が需要を増し、直接変調直
接検波方式とコヒーレント方式が競合すると予想される。さら
には、高品質アナログ伝送を行うための線形かつ高速なOE/
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EO変換器や光PLL（Phase Locked Loop）などの革新的な光
デバイスの実現も鍵になると考えられる。

今回のロードマップ策定を通じた調査および議論の過程に
おいて改めて明らかになったのは、特に高速光送受信デバイス
に関して、こと技術レベルにおいては、国内の研究開発が世界
的に大きく先行している点である。今後、産学官連携を通じて
研究開発を加速させ、国際的な競争力を強化すると同時に、低
コスト化や国際標準化に向けた戦略を明確にし、グローバルビ
ジネスに結び付けることが重要であると考える。
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