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■ 光無線通信とは？

一般に、光通信というと、光ファイバ通信を指す。

髪の毛ほどの太さの光ファイバで、1秒間にブルーレイディスク
何枚～何十枚ものデータを、太平洋を横断して、日米間でやり
取り可能であり、今のIT社会の通信の大黒柱である。
日米間から、家庭内まで、さまざまな規格の光ファイバ通信が
存在する。固定の2地点間の通信では、高速通信の観点で最強。

でも、衛星は
（１） 空の上、とても遠い （少なくとも、数百km！）
（２） 衛星は動く！
ので、光ファイバではつなげません！
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1.はじめに（発明の背景）



宇宙通信は、今のところ殆どすべてが、電波による無線通信です。

1980年代までは、国際衛星通信、国内の長距離通信（旧電電公
社さんの、固定電話の幹線系）も、電波による無線通信が広く使
われていました。
国際通信のごく一部（0.1%程度）を除いて、固定・長距離・高速通
信は、光ファイバに置き換わっています。

一方、移動する相手と通信する場合は、「無線」でなければなりま
せん。
短距離の無線通信（4G/5G、Wi-fi etc）用の、電波通信は広く使わ
れ、またR&Dが盛んに行われています。
・・・・・電波帯域がひっ迫してきています。

宇宙では、光無線通信が必須！！ 地上でも、光無線
通信が必要？



■ 光無線通信とは？ （続）

1.はじめに（発明の背景）

写真は、キヤノン（株）の、一例として、キヤノビーム
http://cweb.canon.jp/pdf-catalog/indtech/canobeam/pdf/dt-100.pdf
ビル間通信などに用いられる。

欠点 雲・霧で通信できなくなる。
有線通信との併用が必要・・・・だからあまり普及しない。

光無線通信は、光を光ファイバに閉じ込めるのでなく、光をサーチライトのように外に送
り出し、これを受信側が検知するもの。

2地点を、光を「飛ばして」
通信する。

短い距離ならもっと用途があるはず。



1.はじめに（発明の背景）
■無線と言えば、電波だよね？
はい、宇宙通信もこれまで電波でした。しかし、
①帯域が混んできて、免許を取るのがどんどん難しくなっている。
②限られた帯域で、Gbps級への高速かつ長距離伝送化が原理的に難しい。
③電波は広がりやすく、盗聴されやすい

電波 光

許認可 あり。 なし。（目への安全のための規則はある）

高速化 制約大 制約小

秘匿性・混信しにくさ 小 大

長距離通信 可能 超高周波であり、原理的に電波より適する

天候等の影響 小（ミリ波は大） 大

技術的な成熟度 大（ミリ波は中？） 小

宇宙空間に天気はない！

だから、宇宙で光無線通信を使おう！



1.はじめに（発明の背景）
宇宙光通信の例 １

• 地球観測衛星が取得するデータは増大の
一途をたどっており、光データ中継（右図）
による、小型光通信装置による伝送データ
量の飛躍的増大が必要となっている。

• JAXAは、光データ中継衛星（JDRS）の開発
を、FY27(2015)に開始した。

• JDRSが、低軌道地球観測衛星（ユーザ衛
星）から受け取るデータレートは、ユーザ
レート1.8Gbps（変復調レート2.5Gbps）一定
である。

JDRS

Advanced Optical 
Satellite

in-orbit link
(optical)

User Rate
1.8 G bps

feeder link
(Ka-band)

ground 
station



ALOS-2の衛星間通信アンテナ
アンテナの機械駆動のみ
Kaバンド（26GHz帯）
ビーム広がり角 1.2°程度
アンテナ径78cm、質量50kg、電力130W
通信レート 277Mbps

電気
回路部

送受信
光学部

光ファイバ接続

ハーネス

粗捕捉追尾系

300mm低後

光衛星間通信[JDRSシステムの低軌道衛星
(LEO)用]装置
光 波長1.5μm
ビーム広がり角 10μrad(0.0006°)程度
アンテナ径10cm、質量TBDkg、電力TBDW
（基本設計中）
ユーザ伝送レート 1.8Gbps

光アンテナ（Φ10cm）
内部光学系

電波を使う通信装置よりも、
光を使う通信装置の方が小さく、高性能！



Big EOS

Opticla Data Relay satellite  (Relay Node)
～ユーザ衛星が、送信レートを選べる～

Small EOS 
and other 
satellites

RF
feeder link

2.5Gbps
～10Gbps
以上

312.5Mbps

RF
Ground
Station

目標とする、将来の光データ中継システム

Optical
feeder link
(Option)

Optical 
Ground Station

1.25Gbps

一つの装置で、複
数のユーザを

時分割で対応する



• これと並行して、より高速化、小型化
を目指した研究を行っている。

• 地球観測衛星（データを送信する、
ユーザ衛星）側の小型化が、強く要望
されている。

• ユーザ衛星側の小型化には、
低速化

低送信出力化

が有効である。

• しかし、捕捉追尾に必要な中継衛星
側での受信光量が一定であり、送信
側の低出力化、ひいては小型化を困
難としている。

２.従来技術の問題点
Conventional inner optics;

a, bが必要とする光量は
受信レートに関わらず一定。
＝送信パワーも一定
＝送信側の小型化困難



２.従来技術の問題点（２）
①従来（提案済み）の技術１ バースト的に送信する。
（欠点）通信レートは変えられるが、必要送信パワーは変えられない。

full rate

光強度”1” 平均値”1”

half rat
（半分の通信速度）

“off time” “off time”

on時の光強度”2” 平均値”1”

“on time”“on time”

“off time” “off time”

On時の光強度”4” 平均値”1”

quarter rate
（1/4の通信速度）

“on time” “on time”



②従来（提案済み）の技術２
通信用の波長と、捕捉追尾用の波長を、異なる波長とする。
（欠点）送信側に、送信用レーザが2系統必要。

捕捉追尾用送信光

データ伝送用
送信光

高速送信時 低速送信時

捕捉追尾用送信光

データ伝送用
送信光



○ ユーザ（送信側）の負担を軽減する。
送信パワー減
送信光源は1個

○受信側で、捕捉追尾センサへの配分を
送信側のレートによらず一定にする

2色性ミラーと、波長の組み合わせを検討し、
送信側の負担軽減が可能であることを示した。

３. ユーザ負担の小さい
複数レート受信部の提案



Conventional inner optics; Concepts of Dichroic BS  inner optics;

c. 通信用
（高速でも低速でも）

b.精捕捉追尾用

a.粗捕捉追尾用

c. 通信用
（破線：高速
実線：低速）

b.精捕捉追尾用

a.粗捕捉追尾用

λ2(低速)の場合、λ1(高
速)と比べて
a,bへの配分を多くする。
2色性BSの反射率を
λ1/2で異なるものとする。



４. 概念設計例（宇宙光通信）
Concepts of Dichroic BS  inner optics; Assumption

λ1: 1555nm λ2: 1565nm

channel rate 2.5Gbps, BPSK 312.5Mbps,BPSK

receiver 
performance 20photno/bit 20photno/bit

Opt Ant Diam Tx 10cm
Rx 15cm

Tx 5cm
Rx 15cm

Tx power 2.5W 1.35W

Calculated Performance

Wavelength 1555 nm for 
high speed

1565 nm for 
low speed

BS1 
Reflect/Transmit

10.8%/75.9% 32.3%/53.5%

BS2 
Reflect/Transmit

3.9%/89.2% 16.7%/73.4%



５. 想定する用途・業界
○無線光通信（地上、大気中）

例えば、航空機と地上との間の、無線光通信に適する。
1つの地上設備で、幅広いユーザ（航空機）に対応可能。

自動車間や、道路設備（例えば信号機）と自動車間の、
せいぜい数十mの情報通信に使用できないか？

○無線光通信（海中）
潜水船との、高速無線光通信の実用化が、強く期待さ
れている。
基地側は1つの装置で、多様なユーザ要望に対応が
可能となる。
（リソースが有限という観点で、宇宙機と潜水船の共通
点がある）



短距離光通信
（高速）

短距離光通信
（中速）

車間光通信装置

短距離光通信
（低速）

注：LED照明を用いた短距離通信は
すでにR&Dされている。



潜水船１
（大型）

母船

潜水船２
（小型）

光通信
装置

潜水船への適用例
（母船の同一装置で、多様な
ユーザ（潜水船）との通信を実現する）

従来技術（音波）では、数kbps（音声のみ）
⇒ 光ならば数Mbps（動画）

高速データ伝送

高速データ伝送



６. 実用化に向けた課題

・使いたい状況に応じた、波長の割り振りと２色性ミラーの設計が必要。

・２色性ミラーは確立された技術。

・確立済みの光無線通信システムに応用するのであれば、
大きな課題はないと考える。

７. 企業殿への期待

無線の光通信技術は、特に数mを超える距離での通信を行うものは、
まだ発展途上の技術です。
特に宇宙での光通信は、今後飛躍的な拡大が期待されています。

本特許に限らず、多くの企業殿に、無線の光通信にご興味を持って
頂ければ幸いです。
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