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マイクロ波帯 LN光変調器の高周波化・高感度化のための最適な電極
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あらまし 筆者らは地上ディジタルテレビ及び音声プログラム伝送用マイクロ波帯（3.4～6 GHz 帯）集中定
数型 LN 光変調器の研究・開発に取り組んできた．LN 光変調器を更に高い周波数（10 GHz 帯）で高感度動作
させるためには，変調帯域，自己共振周波数及び C/N の向上が必要であるが，どのような電極構造が高感度化・
高周波化に最適であるかについての検討は十分に行われていない．このため，実測値も加味した理論的な検討を
行うとともに，電磁界シミュレータにより，電極における電界分布状態，自己共振周波数の制限要因などについ
て調査を行った．その結果，最適な変調電極構造が存在すること，変調電極長手方向における光導波路の屈折率
変化を一様とし感度を高めるためには電極の折れ曲がり部をなだらかにすること，自己共振周波数を高めるため
には基板結晶の厚みを薄くすることなどが有効であることを明らかにできた．
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1. ま え が き

筆者らは集中定数型 LN (LibNO3)光変調器を用い

た高感度電波受信・伝送システムの研究開発に取り

組み，地上ディジタルテレビ中継局用電波受信システ

ム [1], [2]や 3.4 GHz帯（音声伝送用）及び 6～7 GHz

帯光変調器（映像伝送用）の開発を行ってきた [3], [4]．

しかしながら，番組伝送用には更に高い周波数

（10 GHz 帯）が割り当てられている．一般的に GHz

以上の変調周波数の場合，進行波型電極が適用される．

進行波型 LN 光変調器の動作速度制限要因としては，

1©光波–マイクロ波信号間の伝搬速度不整合， 2©電極
のマイクロ波導体損， 3©マイクロ波実効屈折率の分散
特性， 4© LN 基板結晶へのマイクロ波放射による損

失・結晶基板の誘電体損などが挙げられる．
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本論文で取り扱う周波数領域においては主に 1©と
2©，すなわちマイクロ波と光波の通過速度の相互関係
と電極のマイクロ波導体損により決まる [5]． 3©， 4©
については，40 GHz 以上のより高速な変調領域で問

題となる．また， 1©， 2©の要因による制限を克服する
ため，速度整合，すなわちマイクロ波に対する実効屈

折率を光波に対して合わせるため，変調電極厚みを厚

くするという概念が提案され，多くの方法が提案され

ている [6], [7]．しかしながら進行波型電極の場合，電

極を伝送路とするため，共振方式 [1]～[4]を適用した

高感度化ができない．また，通信用途で使用されてい

る進行波型 LN光変調器の半波長電圧は 3～4Vであ

り，変調動作点の制御も必要となる．一方，共振方式

は，電極分割により電極容量を低減させ，回路 Qを高

めることで特定の周波数において等価的な半波長電圧

を低減できる可能性があり，今回は文献 [1]～[4] で示

された集中定数型電極構造に絞って検討を行った．

10GHz 帯で高感度動作させるためには，自己共振

周波数，整合回路（共振回路）の Q（先鋭度），C/N

を高めるための最適設計，変調電極への電界印加状態
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の把握などが必要である．このため，どのような変調

器構造が最適であるかについて理論的な検討を行うと

ともに，電磁界シミュレータを用いて変調電極長手方

向における電界分布状態，自己共振周波数の制限要因

などについて調査を行った．

その結果，高周波化・高感度化の両面において最適

な変調電極構造が存在すること，変調電極長手方向に

おける光導波路の屈折率変化を一様とし感度を高める

ためには電極の折れ曲がり部をなだらかにすること，

自己共振周波数を高めるためには基板結晶の厚みを薄

くすることなどが有効であることを明らかにした．

2. 高周波化・高感度化のための検討

2. 1 光変調器の変調帯域と自己共振周波数

光変調器を用いたマイクロ波受信・伝送システムの

基本構成を図 1に示す．アンテナで受信された微弱な

マイクロ波（受信電力：−47 dBm）は，整合回路（共

振回路）で電圧増幅され，光変調器に入力される．一

方，送信部のレーザからの無変調光はこのマイクロ波

により強度変調された後，光ファイバを介して受信部

に出力され，光検出器でもとのマイクロ波に戻される．

集中定数型 LN光変調器の基本構造（透過型）を図 2

に示す．本集中定数型光変調器の変調帯域は，変調信

号が電極に一様に加わらないことによる制限 (Δfm)

及び光波の通過時間による制限 (Δfo) によって決ま

り，次式で表される [3]．

Δfm = (4/π) ·
(
c/
√

εr + 1
)
· (1/EL) (1)

Δfo =
(√

2/π
)
· (c/No) · (1/EL) (2)

ここで，cは光速，ELは電極長，εr は LN結晶基

図 1 光変調器を用いたマイクロ波受信・伝送システムの
基本構成

Fig. 1 Schematic diagram of a microwaves receiv-

ing and transmitting system using an optical

modulator.

板の比誘電率，No は LN結晶基板屈折率である．

信号を感度良く伝送するためのもう一つの条件は自

己共振周波数 [f(res)]を変調帯域以上とすることであ

る．図 3に電極端子容量（浮遊容量）及びリードイン

ダクタンスを考慮しない場合の光変調器の等価回路を

整合回路（整合を行うとともに直列共振により電極に

印加される RF電圧を高める回路）[3]も含めて示す．

LM を電極インダクタンス，CM を電極容量，電極

分割数を n，電極長を ELとすれば，LN光変調器の

f(res) は図 3から次式で表される [3]．

f(res) =1/
(
2π

√
LMCM

)
=n/

(
2π

√
LmCmEL

)

(3)

ここで，Lm は変調電極の単位長さ当りのインダク

タンス，Cm は変調電極単位長さ当りの容量であり，

LM = LmEL，CM = CmEL/n2 である．また，CM

は図 4の断面図に示す C1，C2 及び C3 の合成容量で

ある．

2. 2 出力 C/N の算出

マイクロ波帯 LN光変調器の出力 C/N は，整合回

図 2 集中定数型 LN 光変調器の基本構造
Fig. 2 Basic structure of a lumped constant type LN

optical modulator.

図 3 LN 変調器の等価回路及び整合回路
Fig. 3 Equivalent circuit of an LN optical modulator

and matching circuit.
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図 4 LN 光変調器の構造と電極容量
Fig. 4 Structure of an LN optical modulator and

electrode capacitance.

路の入力信号電圧を Vs（実効値），整合回路の先鋭度

を Q，半波長電圧を Vπ とすれば次式で表される [3]．

C/N =
[
i2p ·

(√
2πQVs

)2
/(2V 2

π )
]

/[(
i2p · RIN + 2eip + i2r

)
B

]
(4)

ここで，ipは光検出器の光電流，RIN はレーザの相

対雑音強度 (dB/Hz)，eは電子電荷 [1.6× 10−19(C)]，

ir は光検出器等価雑音電流
(
A/

√
Hz

)
，Bは帯域幅で

ある．

光変調器の感度を表す Vπ は電極分割数 (n)に反比

例する（RF電圧が分圧されるため）とともに，電極

長 (EL)，バッファ層の厚み，誘電率にも関係する．

図 5 はこれまでに試作・開発した光変調器 [1]～[4]

について等価電極長（6～7 GHz 帯用は反射型で，光

が往復するため，等価的な電極長は図 2，図 3に示す

実際の電極長に比べて 2倍 (9.2 mm)であり，等価電

極長の考え方が必要）に対する Vπ/n（半波長電圧/電

極分割数）を実測値と比較したものである．等価電極

長 (L)にほぼ反比例して Vπ/nは減少しており，任意

の Lにおける Vπ は次式で表すことができる．

Vπ = Vπr(n/nr) · (Lr/L) (5)

ここで，Vπr は基準とする分割数 (nr) 及び電極長

(Lr)における値である．また，光感受率を η，光検出

器の受光電力を PD とすれば，ip = ηPD が成り立つ．

更に，基準の受光電力を PDr とすれば任意の電極長

(L) における受光電力 (PD) は，PD = PDr (Lr/L)

で表される（損失は等価電極長に比例）ため，これら

を式 (4)に代入すれば，次式が得られる．

C/N =
[
(ηPDr(Lr/L))2 ·

(√
2πQVs

)2

/
(
2 (Vπr (n/nr) · (Lr/L))2

)]

図 5 等価電極長 (L) に対する半波長電圧 (Vπ) の変化
Fig. 5 Half wave length voltage (Vπ) change in terms

of the equivalent electrode length (L).

/
[(

(ηPDr(Lr/L))2 RIN

+2e(ηPDr(Lr/L)) + i2r
)

B
]

(6)

上式に対応する Q（整合回路による電圧降下を考

慮した等価 Q）を求める．整合回路のインピーダンス

変換（図 3 の C）による電圧降下の割合は，RM を

電極抵抗，Ra をアンテナインピーダンスとすれば，√
RM/Ra となる．また，RM = RMr (EL/ELr)

（電極抵抗は電極長に比例）であることから，Q は次

式で表される．

Q =
√

RMr(EL/ELr)/Ra/[
4πf · RMr(EL/ELr) · (CmEL)/n2

]
(7)

以上からある点における値（基準値）が分かってい

れば，式 (5)～(7)を用いることにより，任意の電極長，

電極分割数，受光電力における Vπ，Q，C/N を求め

ることができる．

3. 最適な電極構造の検討

周波数が極めて高く小型化が要求される（変調帯域

は EL に反比例）マイクロ波帯においては感度面で

の課題があり，6～7 GHz 帯光変調器 [4] については

反射型が用いられている．しかしながら，10GHz 帯

光変調器の実現も考慮し，これが最適なタイプかど
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表 1 各タイプの性能比較
Table 1 Performance comparison of each type.

うか確認するため，EL/n（電極長/分割数）を同一

（分割微細度が同一）とした場合に考えられる様々な

タイプについて図 3 の等価回路をもとに性能比較を

行った．

最も基本的なタイプの透過型（VHF/UHF 帯用と

3.4 GHz帯用に採用，タイプ 0と称する），及び 2種

類の反射型，すなわちタイプ 1（電極長・電極分割数

がタイプ 0 と同じ）とタイプ 2（6～7GHz 帯用で採

用，電極長・電極分割数が透過型の半分）を性能比較

した結果を表 1に示す．以下，表 1を説明する．

3. 1 変 調 帯 域

式 (1)及び式 (2)から他の条件が同じであれば，変

調帯域は ELに反比例することから，タイプ 2が最も

優れている（他のタイプに比べて 2倍）．

3. 2 自己共振周波数

比較の前提条件（EL/nが同一）と式 (3)から自己

共振周波数 (f(res))は同じとなる．

3. 3 整合回路の等価 Q

タイプ 1の n，ELはタイプ 0と同じであり，式 (7)

から，タイプ 0 と同じ Q となる．タイプ 2 の反射型

については，EL = ELr/2，n = nr/2 であるから，

式 (7)に代入すれば，Q2/Q0 = 1/
√

2となる．

3. 4 半波長電圧 (Vπ)

タイプ 1 の反射型は電極を 2 度通過するためタイ

プ 0（透過型）に比べて等価電極長は 2倍 (L = 2Lr)

となる．電極分割数は同じ (n = nr)であるため，こ

れらの値を式 (5) に代入すれば，半波長電圧は Vπ/2

となる．タイプ 2 の反射型については，等価電極長

はタイプ 0 と同じ (L = Lr) であるが，電極分割数

が 1/2 (n = nr/2)であるため，式 (5)から半波長電

圧はタイプ 1と同じ Vπ/2となる（ミラー損はないと

仮定）．

3. 5 出力 C/N

タイプ 0を基準としてタイプ 2の等価電極長 (L)は

同じ (L = Lr)であるが，タイプ 1は等価電極長が 2

倍 (L = 2Lr)であるため，PD は半分 (PD = PDr/2)

となる．この値と半波長電圧を表す式 (5)を式 (6)に

代入すれば，次式が得られる．

(C/N)0 (タイプ 0)=
[
(ηPD)2

(√
2πQ0Vs

)2/(
2V 2

π

)]

/ [(
(ηPD)2 · RIN + 2eηPD + i2r

)
B

]
(8a)

(C/N)1 (タイプ 1)=
[
(ηPD/2)2

(√
2πQ1Vs

)2

/(
V 2

π

/
2
)] / [(

(ηPD/2)2 · RIN + eηPD + i2r
)

B
]

(8b)
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(C/N)2 (タイプ 2)=
[
(ηPD)2

(√
2πQ2Vs

)2

/(
V 2

π

/
2
)] / [(

(ηPD)2 · RIN + 2eηPD + i2r
)

B
]

(8c)

以上から，タイプ 0を基準としたタイプ 1及びタイ

プ 2の C/N はそれぞれ次式で表される．

(C/N)1/(C/N)0 =
[
(ηPD)2 · RIN + 2eηPD + i2r

]
/ [

(ηPD/2)2 · RIN + eηPD + i2r
]

(9a)

(C/N)2/(C/N)0 = 4(Q2/Q0)
2 = 2 (9b)

式 (9a)に基準値 [4]である PD = 2 dBm，RIN =

−165 dB/Hz，η = 0.85 A/W，ir = 17 pA/
√

Hz を

代入して計算した結果，タイプ 0に比べて，タイプ 1

の C/N は約 1.5倍 (+1.76 dB)となった．タイプ 2の

C/N はタイプ 0の 2倍 (+3 dB)であることに加えて，

変調帯域も他のタイプの 2倍であり，タイプ 2が最も

優れているといえる．

3. 6 タイプMの検討

以上のほかに，電極長を EL/M，電極分割数を

n/M（整数の必要あり）とするタイプも考えられる

（EL/n = 一定，式 (3)から自己共振周波数は同じで

変調帯域はタイプ 0のM 倍）ため，これらについて

も検討を行った．

タイプM の Q(QM )は，式 (7)に EL = ELr/M，

n = nr/M を代入すれば求められ，次式で表される．

QM =
√

(RMr/M)/Ra/ [
4πf · RMr

(
(CmELr)/n2

r

)]
(10)

比較の基準となる Qo は式 (7) に EL = ELr，

n = nr を代入すれば求められ，比をとれば，

QM/Qo = 1/
√

M となる．

また，タイプ M の C/N((C/N)M ) は，等価電極

長がタイプ 0 及びタイプ 2 に比べて 2/M となるた

め，式 (8c) の PD を同じ反射型である (MPD)/2 に

置き変えることによって求められ，タイプ 0に対する

C/N((C/N)M/(C/N)0)は次式で表される．

(C/N)M/(C/N)0

= M
[
(ηPD)2 · RIN + 2eηPD + i2r

]
/[

(ηMPD/2)2 · RIN + eηMPD + i2r
]

(11)

図 6に基準値 (PD =2dBm，RIN = −165 dB/Hz，

η = 0.85 A/W，ir = 17 pA/
√

Hz) を代入し，M を

図 6 M に対する C/N の変化（タイプ 0 に対する比）
Fig. 6 C/N change to type 0 in terms of M .

変化させたときの (C/N)M/(C/N)0 を示す．M が大

きくなるほど導波路長は短くなり受光電力は増加する

が，光系の雑音（分母）も増加するため，M = 4付近

で最大値である 2.25倍 (+3.5 dB)となり，M = 3で

2.19倍 (+3.4 dB)となった．

このようにM を大きくした場合，前章の 3タイプ

の中では最も優れているタイプ 2 に比べて C/N は

0.5 dB 程度向上する．PD を高めた場合はM が小さ

い方（M = 2近辺）に，PD を低くした場合はM が

大きい方に移動している．また，図で明らかなように

PD を高めれば C/N も向上するため，今後の高周波

化にあたっては PD をできるだけ大きくすることも有

効である．

以上のように受光電力 (PD)，RIN などシステムを

構成するパラメータを代入すれば，(C/N)M/(C/N)0

が最大となるM を求めることができ，最適設計が可

能となる．

なお，電極間隔が一定でない場合（n が変化）は，

式 (7)，式 (10)から Qが変わり C/N は変化するが，

式 (9a)，式 (9b)，式 (11)から各タイプの C/N の比

は nに無関係となるため，本論文のテーマであるどの

タイプが最適であるかについての評価は変わらないと

考えてよい．

なお，注意すべき事項として整合の問題がある．こ

れまで開発してきたマイクロ波帯光変調器の電極抵抗

は 1～2 Ω 程度（3.4 GHz 帯では 2Ω（実測）[3]，6～
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7 GHz帯では電極長が約半分であり [4]，1Ω程度（推

測値））である．M を大きくした場合は図 3 の等価

回路における実効的な電極長 (EL) が更に短くなり

1 Ωを下回る可能性もあり，アンテナインピーダンス

(50 Ω)と整合をとることが非常に困難となる．実際の

設計においては，C/N 最大の条件と電極抵抗が 1Ωを

大きく下回らない条件の両方を満足させる必要がある．

また，高感度で動作させるためには式 (1) の Δfm

（変調信号が電極に一様に加わらないためによる制限）

及び式 (2)の Δfo（光波の通過時間による制限）が動

作周波数以上である必要があるが，対象としている

7～10 GHz帯における電極長 (EL)は自己共振周波数

(f(res))の制限から 5 mm以下となる [4]．EL = 5 mm

における Δfm と Δfo は 12.6 GHz 程度であるため，

f(res) によって動作周波数は決定されると考えてよい．

4. 電磁界シミュレータによる変調器構造の
解析

前章においては，電極端子容量（浮遊容量）・リード

インダクタンスあるいは電極の形状，幅，厚み，給電

位置などは考慮されていない．しかしながら，高周波・

高感度化を図るためにはこれらの値を含めた検討が必

要である．高誘電体を基板結晶とする LN光変調器に

おいては基板共振モードの変調特性への影響などの報

告がなされている [8]～[12]が，今回は高誘電体基板上

（比誘電率 28）に理想導体である変調電極を形成した

ときの電磁界分布及び形状が自己共振周波数（回路的

な共振周波数）に与える影響を既開発の 6～7GHz帯

光変調器（2種類）[4]を対象として調査を行ったもの

であり，基板共振モードなどの影響は考慮していない．

6～7 GHz 帯光変調器の変調電極構造，電極パッド

サイズなどを表 2に示す．電極パッドサイズのみが大

きく異なっている．

図 7 (a)，(b) に電極パターン 1 の光変調器の構造，

図 7 (b)に電極パターン 2の構造を示す．

4. 1 光導波路上の電界強度分布

図 7 (a)のパターン 1の光変調器について，自由空

表 2 6～7GHz 帯集中定数型 LN 光変調器の諸元
Table 2 Parameters of lumped constant type LN op-

tical modulators at 6–7GHz band.

間における光導波路上の変調電極位置に対する電界強

度の分布状況シミュレーションを 4～10GHz の周波

数帯で行った結果を給電位置と併せて図 8に示す．

6GHzで最も電界が高くなっているが，この原因は，

6GHz 近辺で共振を起こしているためと考えられる

（次章参照）．もう一つ特徴的な点は，変調電極両端付

近の電界が高いことである．これは変調電極のセグメ

ントサイズ（図 7 (a) 参照）が両端で長くなっている

ためと考えられる．本 LN光変調器の高感度化（均一

な電界印加）を図るためには，各セグメント寸法をそ

ろえることも必要である．

図 9は周波数 10 GHzにおけるパターン 1の電界分

布を示したものである．電極パッド部及びくし型（分

割）変調電極の折れ曲がり部において局部的な電界の

不均一が生じているのが分かる．

本光変調器の電極構造は，VHF/UHF 帯変調器の

電極構造 [1], [2]をもとに電極長，電極容量低減のため

の分割数を変えることによりマイクロ波帯に適用した

経緯をもち，電極折れ曲がり部に関しての検討はされ

ていない．本データから今後のマイクロ波帯光変調器

の高周波化・高感度化のためには，電極の折れ曲がり

(a) Pattern 1

(b) Pattern 2

図 7 変調電極のパターン
Fig. 7 Patterns of the modulation electrode.
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図 8 変調電極の電界強度分布（周波数 4～10GHz）
Fig. 8 Electric field strength distribution at the mod-

ulation electrode (4～10GHz).

図 9 パターン 1 の電極構造における電界強度分布
Fig. 9 Electric field strength distribution at the mod-

ulation electrode (pattern 1).

部をなだらかにすることが重要である．なお，このよ

うな電界の局部的な不均一がVHF/UHF帯，3.4 GHz

帯及び 6～7 GHz帯光変調器の感度に及ぼす影響につ

いては今後検討していきたい．

4. 2 結晶基板及び電極構造が自己共振周波数に及

ぼす影響

(1) 給電位置の影響

パターン 1の光変調器について，図 10 (a)，(b)に

示すように給電位置を変えて，周波数に対するリター

図 10 給 電 方 式
Fig. 10 Feeding method.

図 11 周波数に対するリターンロス (RL)

Fig. 11 Return loss (RL)in terms of frequency.

ンロス（反射減衰量）(RL)を測定したものを図 11に

示す．

リターンロスが最も小さいところが自己共振周波数

と考えられるが，電極パッドの中心位置で給電（給電

方式 2）した方が，約 1.12倍 (6.5 GHz→ 7.3 GHz)自

己共振周波数が向上しており，給電位置を中心部とす

ることが高周波化には有効であることが確認できた．

なお，この原因については，変調電極のインピーダ

ンス，特にインダクタンスの差によるものが大きいと

考えられる．文献 [4] において，わずかな電極リード

の変化に対して共振周波数が大きく変化する報告がな

7
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図 12 LN 基板結晶厚み (t) を変えたときの周波数に対す
るリターンロス (RL)

Fig. 12 Return loss (RL) in terms of frequency when

thickness (t) of LN crystal is changed.

図 13 電極パッド面積を変えたときの周波数に対するリ
ターンロス (RL)

Fig. 13 Return loss (RL) in terms of frequency when

electrode pad area is changed.

されているが，このことを裏づけている．

(2) LN結晶基板厚みの影響

図 12にパターン 1の光変調器において，給電方式

2（中央給電）を用いて LN 結晶基板の厚みを変えた

場合の周波数に対するリターンロス (RL)を示す．

基板厚みを 1mmから 0.5 mmと薄くすることによ

り，自己共振周波数が約 1.1倍 (7.3 GHz→ 8GHz)向

上している．この原因は図 4 における C3（LN 結晶

基板厚みに依存）の変化によるものと考えられ，結晶

基板を薄くすることも自己共振周波数の向上に有効で

ある．

(3) 電極パッド形状の影響

図 13にパターン 1と 2電極構造について周波数に

対するリターンロスを測定したものを示す（給電方式 2

で LN結晶基板厚みは 1mm）．電極パッドの面積を小

さくする［1mm2（パターン 1）→ 0.16 mm2（パター

図 14 電極端子容量・リードインダクタンスを考慮した
等価回路

Fig. 14 Equivalent circuit considering electrode pad

capacitance and lead inductance.

ン 2）］ことにより，約 1.12 倍 (7.5 GHz→ 8.2 GHz)

自己共振周波数が向上している．文献 [4] における実

測値は，電極パッド面積が 1 mm2の場合は 6.04 GHz，

0.16 mm2 では 7.18 GHz であり，厚みの差（実測の

結晶厚みは 0.5 mm）で共振周波数は異なるものの，

その比（8.2 GHz/7.5 GHz及び 7.18 GHz/6.04 GHz）

は同じような傾向を示しており，本シミュレーション

の有効性を示している．

ここで，この電極構造パターン差の原因を検討する．

前章では電極パッド浮遊容量 (CS)・リードインダク

タンス (Ls) の影響は無視したが，これを含めた等価

回路を図 14に示す．光変調器から信号源（内部抵抗：

Ri）側を見たインピーダンス (Z) の抵抗分 (R) とリ

アクタンス分 (X)は次式で表される．

R =
[
Ri

(
1−(2πf)2 CSLs

)]
/[(

1−(2πf)2LsCS

)2
+(2πfRiCS)2

]
(12a)

X =
[
2πf

(
Ls

[
1 − (2πf)2CSLs

]
− R2

i CS

)]
/[(

1−(2πf)2LsCS

)2
+(2πfRiCS)2

]
(12b)

整合条件から，R = RM となるため，リアクタンス

分が自己共振周波数に影響を与える．図 7から明らか

なように，変調電極長に比べて電極端子はかなり短く，

かつ電極端子間距離も長いことから，動作周波数に対

しては Ls，CS は電極インダクタンス，電極容量に比

べてかなり小さく，1 � (2πf)2LsCS 及び 1 � R2
i CS

が（Ri は数 Ω程度のため）成り立つと考えられる．

この場合は，jX � j2πfLs となり，インダクタン

ス成分が電極インダクタンスと直列に接続されること

となり，自己共振周波数を低下させる．すなわち電極

パッドを含むリードインダクタンスが高周波化を阻害

8
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図 15 シミュレーションモデル
Fig. 15 Simulation model.

図 16 実モデルにおける周波数に対するリターンロス
(RL)

Fig. 16 Return loss (RL) of a practical model in

terms of frequency.

することを示しており，図 13 はそのことを実証して

いる（パターン 2の電極は面積も小さいが，端子長も

パターン 1の 1/2.5）．

以上から高周波波化のためには，電極パッド形状を

できるだけ短く，かつ限りなく小さくすることが重要

であることを確認できた．なお，前章では電極端子の

影響をゼロとした場合を論じたが，動作周波数が同一

の場合は Ls，CS の影響は同じとなり，各タイプの性

能比較には影響しないと考える．

(4) 実モデル（回路基板及び金属きょう体を含む）

におけるリターンロス

電極パターン 1を用いて，回路基板・金属きょう体

（アルミ）を含んだモデル（図 15）における共振周波

数を調査したシミュレーション結果を図 16（給電方

式 2）に示す．図 13と比べた場合，2点の共振周波数

のうち，低い周波数がほぼ一致することから，LN光

変調器の自己共振点（約 7.4 GHz）と回路基板との共

振点（約 8.8 GHz）の 2点が現れているものと考えら

れる（電極パッド部の容量・配線インダクタンスによ

る共振点はより高いところにあるものと考えられる）．

以上から，実装面も考慮した共振点を動作周波数に対

してできるだけ高くとるような設計とすることも重要

である．

検証のため，変調電極形状は少し異なる（電極分割

数：7，電極長：3 mm，セグメント長：0.464 mm，パッ

ド面積：0.16 mm2）が，同様な回路基板・金属きょう

体で構成されたもののリターンロスを実測した．結果

は絶対値は異なるものの，二つの共振点（約 8.9 GHz

及び約 11.7 GHz）の存在が確認でき，本シミュレー

ションの有効性についても併せて確認できた．

5. 集中定数型マイクロ波帯光変調器の高
周波化・高感度化のための方策

以上の検討結果から，集中定数型マイクロ波帯光変

調器の高感度化（C/N の向上）のためには，

(1) 反射型を採用するとともに，最適設計法によ

り C/N が最大となるように電極長と電極分割数を決

定する（ただし，電極抵抗は 1 Ωを下回らないこと）．

また，受光電力はできるだけ大きくすること．

(2) 電極パッド・変調電極の折れ曲がり部をなだら

かにすること（局部的な電界の不均一の防止），電極

のセグメントサイズを合わせること（光導波路への均

一な電界印加）．

などが有効である．

一方，高周波化（自己共振周波数の向上）を図るた

めには，以下のような方策が必要となる．

(1) 給電位置を電極中央部にもっていくこと，電極

パッド形状を限りなく小さくするなど配線インダクタ

ンスをできる小さくする構造とすること

(2) 結晶基板の厚みをできる限り薄くすること

(3) 実装された場合に回路基板・きょう体間等で生

じる共振点が動作周波数以上となるような設計を行う

こと

6. む す び

集中定数型マイクロ波帯光変調器の高周波化・高感

度化について理論面及びシミュレーションの両面から

検討を行い，最適な変調器構造を明らかにした．

今後はこの検討結果をもとに 10GHz帯光変調器の

試作に取り組む予定である．
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