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AGC及び半導体レーザの導入による光変調器を用いた電波受信

システムの広ダイナミックレンジ化と低コスト化の検討
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あらまし 筆者らは地上波ディジタルテレビ放送の SFN（Single Frequency Network）構築時における最大
の課題である自局波の回り込み対策として LN（LiNbO3）光変調器を用いた電波受信システムの開発を進めて
きた．従来のシステムでは，光給電型ヘッドアンプの適用等により低受信入力時の信号劣化を抑えるため，シス
テムNF（Noise figure）の低減を図ってきたが，その代償として，高受信入力時に三次相互変調ひずみ（IM3）
により信号劣化を生じていた．このため，入力の広ダイナミック化について検討を行い，多チャネルで一括伝送
されてきたOFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）波に対応できるAGC（Automatic Gain

Control）方式を初めて採用し，良好な結果を得た．同時に，従来からの課題であった高価でかつ消費電力も大
きい固体レーザ光源に換えて，小型・低廉な半導体レーザ（DFB-LD）の使用可能性について検討を行い，C/N

等を低下させることもなく小型化，低廉化を実現できた．
キーワード LN光変調器，AGC，DFB-LD，OFDM，地上ディジタルテレビ放送

1. ま え が き

2003年12月から東京，大阪，名古屋の3大都市圏で

地上波ディジタルテレビ放送 [1]が開始された．日本が

採用した方式の特徴の一つにSFN（Single Frequency

Network：同一周波数放送）[2]がある．

筆者らは SFNにおける最大の課題である自局波の

回り込み対策としてLN（LiNbO3）光変調器を用いた

電波受信システムの開発を進めてきた [3]～[9]．本シス
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テムは受信点に電力供給なしで，多チャネルのOFDM

信号をUHF波のまま低損失で伝送できる．

従来のシステムでは，光給電型ヘッドアンプの適用

等によりシステム雑音指数（NF）の低減を図り，低受

信入力時の信号劣化を抑えてきた．しかしこの代償と

して，高受信入力時に三次相互変調ひずみ（IM3）に

より信号劣化を生じていた．このため，入力の広ダイ

ナミック化について検討を行い，多チャネルで一括伝

送されてきたOFDM信号に適用できるAGC方式を

初めて採用し，良好な結果を得た．同時に，従来から

の課題であった高価でかつ消費電力も大きい固体レー

ザ（LD-YAGレーザ）に代えて，小型・低消費電力の

DFBレーザの使用可能性について理論，実験の両面か

ら検討を行い，1.5µm帯DFBレーザの 2台合成等に

よりシステムC/N を低下させることなく小型化，高

能率化を実現できた．
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図 1 システムの系統
Fig. 1 Schematic diagram of the system.

2. システム構成

図 1に構成を示す．受信アンテナからのOFDM信

号（最大 8 ch）は，AGC機能付きヘッドアンプで増

幅されたあと，LN光変調器に入力される．一方送信

部から送られた無変調光は受信部内の分波器（PBS：

Polarization Beam Splitter）で偏光分離され，LN光

変調器に入射され，受信OFDM信号により強度変調

を受けた後，送信部に送り返され，O/E変換部でもと

の受信信号に復元される．

従来は高C/N を確保するため，光源として 1.3 µm

帯の高出力（100mW）固体レーザ（LD-YAG）を 2

台直交合成して使用し，出力の半分を光カプラにより

光発電素子へ分配入力し，電力生成を行っていた [9]．

今回は，給電能力の向上，装置の消費電力及びコス

トの低減を目的とし，3レーザ方式とした．光変調用と

しては光通信で汎用的に使用され，高出力化が図られ

ている 1.5µm帯DFB-LD（50mW）2台合成方式を

採用している．今回のシステムにおいては，自局回り

込み対策を主目的とし，伝送距離は数 kmのため，波

長分散等の影響は無視できるものとした．

また，AGC機能追加に伴いヘッドアンプ部の消費電

力の向上が必要となったため（従来のヘッドアンプの

最大消費電力 12mW），電力生成用光源として光アン

プの普及で高出力，低価格が実現されている 1.48 µm

FP-LD（300mW）を用いた．光発電素子への光入力

は 175mW以上とし，30mW以上の電力生成（従来

[9]の 2.5倍）を行っている．開発した光発電素子の外

観（光ファイバ入力端子側から見た図）を図 2に示す．

図 2 光発電素子の構造
Fig. 2 Structure of the light-powered DC power supply.

材料は InPでNo.1セルがマイナス端子，No.2セル

がプラス端子に接続され，9個のセルが直列に接続さ

れた構造となっている．負荷（ヘッドアンプ）が接続

されたときのDC出力電圧は 2.8Vである．変換効率

としては約 20%（実測）が得られている．セル部の直

径は約 1.72mmである．

LN光変調器の偏光補償については，レーザ光の直交

偏光及びLN光変調器 2台を用いる方式により行って

いる [7]．2台のLN光変調器には信号が同位相で印加

されるように電気長を設定している．21～28 ch（8 ch,

帯域約 50MHz）を受信伝送するため，共振周波数を

それぞれ 518，566MHzとした複共振回路を構成し，

共振回路のQをそれぞれ 10とし，受信帯域内での利

得周波数偏差を 2 dB以下に抑えている [9]．なお，光

変調器自体の帯域はDCから 1GHz程度で，半波長電
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表 1 ヘッドアンプの諸特性
Table 1 Characteristics of the head amplifier.

図 3 AGC回路
Fig. 3 AGC circuit.

圧は約 8Vである．

3. 入力の広ダイナミックレンジ化

地上波ディジタルテレビ用中継装置 [10]において

は，放送波中継における電波フェージングを吸収す

るため広いダイナミックレンジ（40～80 dBµV/ch，

IM3 <=−50 dBc）が要求される．また，隣接するチャ

ネルに妨害を与えないようにするため，三次の相互変

調ひずみ（IM3）は−50 dBc以下であることが必要で

ある．

本システムはこの中継装置の前段に使用するもので

あり，C/N 劣化をできるだけ少なくするため，シス

テムNFを 5 dB以下 [9]にする必要がある．このため

には，定格受信入力 60 dBµV/chにおいて光変調度は

3.6%/ch（PDin=2 dBm）以上が必要である [9]．この

ため，受信入力レベルが 80 dBµV/ch（標準レベル：

60 dBµV）においては変調度が 36%/ch以上となる．

nチャネル一括伝送では更に
√

n倍となり，LN光変

調器の IM3により信号劣化を生じる．そこでヘッドア

ンプに利得可変アンプ（AGCアンプ）を適用し，受

信入力が高い場合においても光変調度を10%以下に抑

え，システム IM3を−50 dBc以下に抑えた．

今回試作したヘッドアンプの特性を表1に示す．NF

は2.0（Typical）のものを使用している．図3にAGC

回路を示す．AGCの時定数によっては等価C/Nが劣

化することが報告されており [10],[11]，時定数（図3の

C，R）を500ms[11]とすることによりAGCによる劣

化をなくしている．多チャネルで広帯域（約 50 MHz）

な信号に対してAGCを帯域偏差なく安定動作させる

ため，検波回路の周波数特性の平たん化を図っている．

筆者らは，CW信号とOFDM信号との電力換算値

を実験的に求め，CW信号 92 dBµV/波，2波入力で

IM3 <=−50 dBc（OFDM信号8 ch，80 dBµV/chに相

当）を目標とした．

図 4には，CW信号（542,543MHz）を 1波及び 2

波を入力した場合のAGC回路の特性を示す．25～

95 dBµV/波にわたって IM3は−67 dBc以下が得ら

れ，目標値を満足する結果が得られている．

4. 光源のDFBレーザ化

従来の半導体励起固体レーザ[3]～[9]に代えて1.5 µm

帯半導体レーザ（DFB-LD）を適用する場合，レーザ

の相対雑音強度（RIN）を十分考慮しておく必要があ

る．本システムのNFは式 (1)[9]で表される．

NF = 10Log (No/GkTB)

= 10Log (Ip2 · RIN + 2e · Ip + ir2/B)

−10Log (M2 · ip2)/(2 · ∆V )−10Log (kT )

(1)

ここで，Noは雑音強度，Gは利得，kはボルツマン定

数（1.381×10−23 (J/deg.)），T は絶対温度，Bは帯

域幅である．また，Ipは無変調時の光電流でPoを受

光電力，Vbをバイアス電圧，Vπを半波長電圧，∆V を

光変調器への印加電圧，ηをフォトダイオードの光感

受率とすれば，Ip = Po · η/(2{1+ sin(π ·Vb/Vπ)})で
表される．RINはレーザの相対雑音強度，eは電子電

荷（1.6×10−19クーロン），irは等価雑音電流，ipは

信号成分の光電流 (Po · η/2)，Bは伝送帯域，M は光

変調度である．システム受信部入力レベルは60 dBµV

（標準レベル）であり，∆V は73.6 dBµV (Q = 10)で

ある．

図5にレーザのRINをパラメータとしたフォトダイ

オード入力強度に対するNFの計算結果を示す．ここ

で，η=0.85A/W，M=0.46%，Vb/Vπ=−0.16, ir=

8 pA/
√

Hz，G (LNA)=18 dB, NF (LNA)=2.5 dB，

B=5.6 MHzとした．

従来システムで用いているレーザの RINは

−170 dB/Hzであり，ヘッドアンプの利得改善（従

来 18 dB→20 dB）により，定格フォトダイオード

入力強度（+2dBm）において図 6に示すように

RIN=−160 dB/Hz（DFB-LDの値）で同等の性能が

期待できる．
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図 4 AGC回路の特性
Fig. 4 Characteristics of the AGC circuit.

図 5 フォトダイオード光入力強度に対するシステム NF（計算値）
Fig. 5 Noise figure in terms of the photo diode input light power. (Calculated)

DFB-LDを本システムに用いた場合の，もう一つ

の課題として光出力強度が挙げられる．従来開発し

た，半導体レーザを用いたシステム [8]では，レーザ

の発光強度は 20 mWであり，NFは約 8 dB（伝送距

離 300m）である．また，今回のように数 kmの伝送

を行う場合には，更に劣化してしまう．

しかしながら，通信用半導体レーザで固体レーザと

同一強度を得ることは困難であり，従来システムと同

レベルのフォトダイオード光入力強度を実現させるた

め，図 1に示すように，2台のDFB-LDを互いの偏光

が直交するように偏光合成したものを用い，光の偏波

を受信点側でいったん偏光分離し，2台のLN光変調器

に入力し，LN光変調器を透過した光を再度偏光合成す

る方式を採用した．これにより，光強度変調に有効な

光強度は従来システムと同様に 100 mWが得られた．

図 7に今回適用した，1.5 µm帯DFB-LD（出力

50mW×2）のノイズレベルの実測値を示す．

固体レーザを用いた場合と同程度の RIN=

−170 dB/Hzに相当する値が得られている．ここで，

計算値については，式 (1)の第 1項 (No)により算出

した．

5. システムの基本性能

図8に光ファイバ3 km伝送（仕様の標準値）後のシ
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図 6 ヘッドアンプゲインを改善した場合のフォトダイオード光入力強度に対するシステ
ム NF（計算値）

Fig. 6 Noise figure in terms of the photo diode input light power with the gain of the

head amplifier improved. (Calculated)

図 7 フォトダイオード光入力強度に対する雑音強度（実測値）
Fig. 7 Noise level in terms of the photo diode input light power. (Measured)

ステム利得の周波数特性を示す．AGCの動作の有無

にかかわらず利得周波数偏差（21～28 ch）は 0.9 dB

以下に抑えられている．

表 2は同じ光ファイバ長 3 kmにおける諸特性であ

る．システムのNFは 4.4 dB以内，IM3は−51 dB

（89 dBµVの 2波入力時）であり，当初目標どおりの

特性が得られている．消費電力については従来装置の

約 2/3の 45W（周囲温度 60◦C時）に削減できた．

図9に送信部の外観を示す．DFB-LDの採用により

大幅な低廉化が図れたほか，放熱板を小型にできたた

め，従来に比較して，小型化，軽量化（重さ：約 5kg

（従来は 9kg）が実現できた．

6. OFDM変調信号伝送実験

本システムに地上波ディジタル信号（OFDM信号）

を通した実験を実施した．OFDM変調器からの変調
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信号（IF 37.15MHz）を IF遅延分配器により 8分配

し，それぞれ 21～28 chに送信変換し，出力混合器に

より合成する．合成されたRF信号を減衰器によりレ

ベル調整し，本システムの受信部に入力する．

図 8 システム利得の周波数特性
Fig. 8 Frequency response of the system gain.

表 2 システムの性能
Table 2 Performance of the system.

受信部でE/O変換された光は送信部でO/E変換さ

れMER[12]（Modulation Error Ratio：ディジタル

変調信号を復調して I-Q平面上に展開したときの理想

コンスタレーションポイントとそれからのベクトル誤

差との電力比）測定器に入力される．表 3にOFDM

信号のパラメータを示す．今回の実験では，21～28 ch

の連続 8チャネルを同時入力し，基本波を 24 chとし，

入力信号レベルに対するMERにより評価を行った．

このとき用いた入力信号のMERは46.5 dB，伝送ファ

イバ長は 3 kmである．

図10に入力信号レベルに対するMER，等価C/Nの

測定結果を示す．入力信号レベル 50～90 dBµV/chに

図 9 送信部の外観
Fig. 9 Outside view of the transmitting unit.

表 3 OFDM信号のパラメータ
Table 3 Parameter of the OFDM signal.

図 10 入力信号レベルに対するMER及び等価 CN比
Fig. 10 MER and equivalent C/N in terms of the input signal level.
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図 11 標準入力時の出力スペクトル波形
Fig. 11 Output spectrum waveforms at a standard input

level.

図 12 過入力（+20 dB）時の出力スペクトル波形（AGC

あり）
Fig. 12 Output spectrum waveforms at an over input

level (+20 dB)with AGC.

おいて等価C/N >= 40dB以上が確保でき，多段中継回

線に使用した場合でも信号劣化を極めて小さく抑える

ことが可能となる．また，入力信号レベル50 dBµV/ch

以下については等価C/N 及びMERが信号レベルに

比例して劣化していることから，システムの熱雑音に

よるものと考えられる．

図 11は標準受信部入力レベル（60 dBµV/ch）にお

図 13 過入力（+20 dB）時の出力スペクトル波形（AGC

なし）
Fig. 13 Output spectrum waveforms at an over input

level (+20 dB)without AGC.

けるシステム出力スペクトル波形である．帯域外の IM

は−50 dBc以下であり，良好な値が得られている．

図 12は過入力レベル（80 dBµV/ch）時の出力スペ

クトル波形である．標準入力レベル時と同様，IMは

−50 dBc以下が確保されており，AGCによるひず

み改善効果が確認できる．また，図 13に，AGCな

しの出力スペクトル波形（80 dBµV/ch）を示す．信

号過入力により三次相互変調ひずみが大きく劣化

（IM3=−35 dBc）していることが分かる．また，利

得の周波数偏差に関してもシステム上問題ない2 dB以

下に抑えられていることが確認できる．

7. む す び

多チャネルで一括伝送されてきたOFDM信号に対

応できるAGC方式を採用することにより，信号入力

ダイナミックレンジを40～80 dBµV/chに広げること

ができた．また，光源部へのDFB-LD適用により従

来装置と比較して軽量化（～1/2），低消費電力化（～

2/3）が実現できた．この開発により，高価な固体レー

ザが不必要となったため，コスト面も含めた課題はほ

とんど解決したと考えている．2005年以降，地上波

ディジタルテレビ中継局の本格的な整備が予定されて

おり，本システムを有効に活用していきたい．
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