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ダイナミックレンジと波長確度を
著しく向上させた波長可変光源
井上 憲人
キーサイト（ Keysight Technologies ）
は、今年 3 月に新しい波長可変モジ
ュール 81606A を発表した。国内では、それよりもわずかに遅れて 4 月に
発表されたが、出荷はようやく始まったばかりの段階にある
（図 1 ）
。
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は高密度波長分割多重（ DWDM ）
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長選択スイッチ（ WSS ）の進化から来
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「フィルタが何段も重な
るようなマルチデグリー ROADM（設定
変更可能な波長挿抜多重装置）
では、今
までの性能ではフィルタの形状が正し
く計測できない。フィルタにフィルタが
かかるので、測定システムに使用する
光源にも、もっとダイナミックレンジが
必要になった。ユーザーの要求として、
もっとダイナミックレンジが欲しい、
WSS 量産関連ではもっと掃引速度を
速くしないとスループットが上がらな
い、などの要求が数年前から来ていた」
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図 1 キーサイト 81606A。2011 年に発表された N7700A というソフトウエアにより自動
的にアルゴリズムに沿って損失、偏波依存損失、偏波間のバラツキなどを一括測定できる。

図 2 ア セ チ レ ン（ C2 H2 ）
ガスセルの吸収ラインを
200nm/s 掃引速度で取得
し（a）、既知の値と比較（b、
NIST SRM 2517a ）。計
測 中 心 波 長 の ±1pm 以 下
の偏差は 81606A チュー
ナブルレーザを使えば可能
（縦 軸 : 波 長 確 度、 横 軸 : 波
長）。

山中氏は「中間グレードの製品」と位

nm/s では ±15pm となる。しかも 200
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図 3 5 0 GHz DWDM
フィルタのクロストーク。
N7747 高感度パワーメ
ータと、低 SSE 新しいキ
ーサイト81606Aで計測。
高感度センサを使用すれ
ば、ダイナミックレンジ
＞ 100dB も 可 能（赤 ）。
市販のチューナブルレー
ザを使った計測では ､ ダ
イナミックレンジは 50
〜 60dB 程度（青）。

集積モジュールとしたことの影響も大

nm だが、山中氏によると、キーサイト

きい。
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とプローバで光を入れ、プローバで検
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市場調査会社によると、「シリコン

善している。光学系の最適化では、
「ビ
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ームスプリッタの透過率を最適化し、

期間で CAGR 27.74％で成長し、2020
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成長速度からすれば、シリコンフォトニ

ketsandMarkets ）とされている。この
現在、レーザチップは1種類で、波長
レンジは1450〜1650nmと1490〜1640
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クスを射程に入れた光源のリリースも
そう遠くない時期に期待できそうだ。
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