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衛星‐地上局間宇宙光通信のためのデュプリケート光学系
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Abstract
As the quantity of data exchange between satellites and the ground increases, satellite-ground laser communication is
of particular interest. It is necessary to improve the quality of data communication, as laser communication is vulnerable to air
fluctuation. The NICT (National Institute of Information and Communications Technology) has made a breakthrough in
developing a multi-beam transmitting system for optical ground stations. This paper reports on experiments and simulations
conducted in order to reduce the efficiency loss due to air fluctuations. We propose an optical duplicate system for the
multi-beam generation device for satellite-ground laser communications. This is a device that generates many reproduction
images for optical computing and optical information processing, the validity of which is proven and widely known. This
device enables miniaturization and weight saving more efficiently, compared with former techniques, and is flexible in terms
of the number of optical beams. We designed the optical duplicate system for satellite-ground laser communications, and
proved the validity of this system by simulations.
Keywords: Satellite-ground Leaser Communication, Optical Duplicate System, Air Fluctuation, Multiple Beam Generation

1． はじめに

信号の強度変化の変動を低減し，通信品質の劣化の抑制
をはかるための検討が進められている．これまでに，(a)

近年，われわれの生活に関わる通信・衛星放送，ある

大気揺らぎの影響を被っている光波面の補正，(b)大気揺

いは GPS の利用，測位観測・地球観測・宇宙観測などの

らぎの影響を受けた複数ビームを重ね合わせた光強度の

需要の増大に伴い，人工衛星-光地上局間のデータ量が増

平均化効果を利用 2) する方法などがある．

1)

．それに伴い現在

本論文では，2006 年に情報通信研究機構(NICT)が複数

の Ka バンドによる高速通信を可能とする衛星の運用に

のレーザ光を地上局から衛星 OICETS へ向けて照射し，

かわる，光と電波を用いたハイブリッド方式が検討され

衛星で受信した光強度から，大気揺らぎによる影響の低

始めている．光，すなわちレーザ光を用いた空間光通信

減を実験と理論の両面から示した(b)の平均化効果の手

は，搬送波の周波数が高く，波長が短いので回折が小さ

法に注目した．平均化手法のキーである複数ビーム生成

加し，宇宙光通信が注目されている

いため，アンテナ径が小さくても空間伝搬損失やシステ
ム間の干渉を抑えることが可能である上に，光の周波数

Satellite

帯は現在の国際的な周波数調整の帯域は含まれておらず，
法的な規制を受けずに周波数資源を開拓できるという大
Laser
communication

きな特徴をもっている．一方，レーザ光を用いる宇宙光
通信における課題としては，データ伝送の品質向上を図
るため，大気揺らぎの影響の低減をはかることが第一に

Satellite
control

Optical duplicate
system

あげられる．すなわち，大気揺らぎによって生じる受信
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Fig.1 Satellite laser communication.
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法としては，すでに提案されているものもあるが，まだ
確立はされておらず，小型・軽量で高い性能が得られる
手法が求められている．そこで Fig.1 に示すように，既
設の光地上局に適応可能な従来の複数ビームの生成デバ
イスに比べて，より小型・軽量でビーム分岐生成数に自
由度があるデュプリケート光学系を提案する．
著者らは，これまでに微小光学素子の設計・試作に関
する基礎的な検討を加え，VCSEL アレイと 2 つのプリズ
ムを用いた小型メモリシステムに関してのシミュレーシ
ョンによる立証

3)

をはじめ，フォトニックネットワーク

用波長帯域分離デバイス，光波シンセサイザや光計測用
高分散すばる望遠鏡用分光素子，など最先端システムへ
Fig.2 Probability density of received laser power1).

の応用を具体化する開発研究を行ってきている 4)．今回，
複数ビーム生成デバイスとして提案するデュプリケート
光学系は，著者らが実運用を世界ではじめて可能とした

表記している．図中のプロットは実験結果であり，曲線

光学式ハイブリッドな顔認証システム(いわゆる，光コン

は前述の理論式に基づく数値計算結果である．実測値と

ピュータ)の光並列演算用の画像入力デバイスとして，

理論値がよく一致しており，照射レーザビーム数の増加

2003 年に構築し，MTF による評価実験などを行い，高

に伴い確率密度の分布幅が小さくなっていることから，

性能な複数画像の形成を確認している 5) ．これらの設計，

複数ビームを照射することにより，大気揺らぎによる受

作製，システム化の技術基盤をもとにして，本論文では，

信強度の変動を抑制することができることがわかる．

提案した宇宙光通信用複数ビーム生成用デュプリケート

従来の宇宙光通信用複数ビーム生成法は，Table 1 に示

光学系の設計およびシミュレーションにより性能の検討

すように，反射率分布を持たせたビームスプリッタとミ

を加え，試作の可能性を得たので報告する．

ラーで構成された光学系

7)

を既存の光地上局の望遠鏡に

設置したり，新たに光源のレーザと望遠鏡を必要なビー

2．宇宙光通信用複数ビーム生成法としての
デュプリケート光学系の提案

ム数分だけ作製し同じ方向にビームが射出されるように
している

8)

．ともにビーム数の増減には，光学系を構成

する各素子から新たに作製する必要がある．これに対し
複数ビーム生成デバイスについて検討する前に，複数

て，本論文で提案するデュプリケート光学系では，各素

ビームの重ね合わせにより大気揺らぎが低減される現象

子の構成を変更することなく，入力面の制御によりビー

について，簡単に説明をする．

ム分岐数に依存せず小型化が可能である(ただし，ビーム

N 本のレーザ光が大気のコヒーレンス長 r0 以上に離れ

サイズとビーム間隔は変化する)．先に述べた大気揺らぎ

て互いに平行に伝送される場合，それぞれのレーザ光は

の影響の度合いは，地上局の位置あるいは衛星との通信

異なる大気揺らぎの空間を伝搬することから，到達する

時間に依存するため，ビーム数を容易に制御可能である

複数ビームの受信強度は確率的に独立である．したがっ

ことは宇宙光通信においては有用である．

て，複数ビームを伝送した場合の確率分布 pmulti(I)は 1 本
のレーザ光による確率分布の N 乗の畳み込みとして得ら
れる

2)

3．デュプリケート光学系の原理

．大気揺らぎによる受信強度の確率分布は，一般

に対数正規分布となるが，N 乗の畳み込みは解析的には

3.1

得られないが，n 番目のビームによる確率密度関数 pn (I)

提案するデュプリケート光学系を Fig.3 に示す．入射

の特性関数 Φ n をフーリエ変換することにより数値計算

光がアレイレンズ 1(AL1)によりアレイの数だけ波面分

が可能となる 6) ．

 1   2    N 
(1)
(2)
 n a    pn x  expiaxdx

ここで， 1   は逆フーリエ変換，それぞれのビーム
p multi I   

1



は 1/N の強度である．

光学系

割され，分割された光がそれぞれレンズ 1(L1)に入射す
る．AL1 と L1 がアフォーカル系となっており，L1 によ
る分割光が様々な方向に進む平行光となり，入力面へ重
なり合って入射する．入力面に透過画像を表示すると，
それぞれの平行光がレンズ 2(L2)の焦点面においてその
フーリエ変換像を生成し，AL を構成するレンズ数と同

Fig.2 は複数のレーザビームを OISETS へ向けて照射し

数のフーリエ変換像が生成される．さらに，アレイレン

た際に衛星側で検出された受信強度の確率密度分布であ

ズ 2(AL2)によりそれぞれのフーリエ変換像が再びフー

る．グラフでは 1〜4 本のレーザビームを互いに大気のコ

リエ変換され，AL2 の焦点面である出力面に入力面に表

ヒーレンス長よりも空間的に離して(都会では 1~10cm)

示した画像がデュプリケート(複製)される 9) ．

平行に射出し，得られた受信電力を平均値で規格化して
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今回は光線追跡法により，デュプリケート光学系の設
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Table1 System of generating multi beams.
Method of generating
multi beams

The proposal technique
Optical duplicate system
(Wavefront splitting )

Co‐boresighted telescopes
on a single gimbal 8)

Two bulk optical devices7)
(Amplitude splitting)

Year

2006

2009

2012

Group

M. Toyoshima, Y. Takayama [NICT]

D. M. Boroson [MIT]

Authors

Mirror1

Four reflecting
telescopes for
transmission

Beam Mirror2 Beam
splitter1
splitter2

AL1

L1

Input L2
plane

AL2

Optical setup

Slightly large
(About 150mm×150mm×400mm)

Large
(The telescopic Aperture is 150mm.)

Palm size
(6mm×6mm×54mm*)

Mirror :2
Beam splitter: 2

Reflecting telescopes: 4
(Mirror: 2×4)

Array lens : 2
Lens : 2

Fabrication
of optical element

By use with reflectance distribution of a
beam splitter, intensity of the transmitted
beam from a beam splitter is made equal.

The telescope of two or more same light
sources and equal performance is adjusted in
the same direction.

By control of an optical axis, alignment is
easy.

Number of beams

Slightly limited
(Depend on the performance of reflectance
distribution of beam splitter.)

Limited
(Necessary to prepare same number as the
required number of beams of telescopes and
laser light sources.)

Flexible
(The increase in the number of beams is
easily possible by control of an input plane at
the same optical system.)

Alignment and
adjustment

Simple

Difficult (due to many optical elements)

Simple

Use of existing optical
ground stations

Possible

Not possible

Possible

Size of optical setup
Composition
of optical setup

計に必要な数値を算出した．入力画像の最大サイズ di は，

d i  d1 f 2 f1

(3)

   f4 f3

(4)

d o  d1 f 2 f 4 f1 f 3

(5)

AL1
f1

L1
f1

f2

L2
f2

f3

f3

AL2
f4 f4

デュプリケート像の倍率 β は，

F
F

出力ビームサイズ d o は，

F

(6)
と表される．ここで d1 を AL1 を構成するレンズの直径，

F

po  d1 f 3 f 2

F

間隔 p o は，

F

f1，f 2，f 3，f 4 を AL1，L1，L2，AL2 の焦点距離とする．
また，デュプリケート像の数は AL1，AL2 を構成するレ

Input plane

ンズと同数である．

Input image

デュプリケート光学系の特徴として，デュプリケート
像の配置の柔軟性が挙げられる．AL1，AL2 を構成する

Fig.3 Optical duplicate system.

レンズの位置とデュプリケート像の位置が対応している
ため，各レンズの位置を AL1，AL2 上で変えることで，
デュプリケート像の配置を柔軟に変更することができる．
また，AL1 と AL2 を構成する各レンズの焦点距離を変え
ることで，同じ面でフーリエ変換像，デュプリケート像
を同時に得ることもできるなど，アレイレンズごとの設
計が可能である 9) ．また，AL1，L1，L2，AL2 の光軸が
出力面に対して垂直なため，デュプリケート像を入力画
像とする追加の処理，カスケードが容易であるという特

った．設計の前提条件として，都市部での利用，倍率 10
倍の望遠鏡の使用を仮定して，ビーム間隔を決定した．
L1 および L2 は同じ仕様とし，また，各レンズの球面収
差を抑えるため，平行光を入射する場合は入射側，平行
光を出射する場合は出射側をレンズの凸面に配置した．
[設計条件]

徴がある．
3.2

Output plane
Fourier Duplicate
image image

· 出力ビーム数：4
· 出力ビーム間隔：po=3mm
· 出力ビームの一辺の長さ：do=1.5mm

デュプリケート光学系の設計

NICT の実験結果から得られた 1 ビームを 4 分岐する
デュプリケート光学系の設計を下記の設計条件により行
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· 入射ビームの波長：1.55m
· 入射ビーム径：10mm 以下
· AL1，AL2 を構成するレンズの形状：矩形
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· AL1，AL2 の形状：円形
· AL1，AL2，L1，L2 の材質：NBK-7(屈折率：n=1.50)
· AL1，AL2，L1，L2 の厚み：5mm (t 1=t2 =t 3=t4=5mm)
· AL1 を構成するレンズの直径：d1=3mm
· 焦点距離：f1=50mm，f2=f3=100mm，f4=25mm
Fig.4 Form of an array lens.
Fig.4 に示すように，AL1，AL2 の外形は入射ビームの
形状に合わせて円形とし，その中に効率的に集光させる
ため 2×2 個の矩形レンズを配置した．ビームの出力に寄
与するのは，中心の 2×2 個の矩形レンズのみである．

Start
Determination of the size do and the pich po of rectangle
output beams. However, do>po.

設計は Fig.5 に示したフローチャートに従って行った．
最初に，出力する矩形ビームの一辺の長さ：do とビーム
間の間隔：po を決定し(出力ビームの重なりを避けるため
の条件：d o< p o)，式(5)，(6)を満たす d1 ，f 1，f2 ，f 3，f 4 を

Determination of the length of lens of AL1 d1 and the
focal length of AL1 f1, L1 f2, L2 f3 and AL2 f4, so as to
satisfy the following formulas.
po  d1 f 3 f 2
d o  d1 f 2 f 4 f1 f 3

決定する．これらの値を用い，AL1，AL2 および L1，L2
の直径を Fig.5 のフローチャート 3 番目のステップの式
から求める．さらに，AL1，AL2，L1，L2 の材質(屈折率
n)を決定し，それぞれの平凸レンズの曲率半径を求める．
その後、厚み t 1, t2, t3, t4 を決定し，レンズの主点を考慮
した上で AL1，AL2，L1 および L2 の素子間の距離を導
出する．
このようにして設計された光学系を用い，4 に述べる

Calculation of the following values.
Diameter of incident light and AL1
Diameter of L1
Maximum length of input plane
Diameter of L2
Length of lens of AL2
Diameter of AL2

2 2d1
2d1  f1  f 2  f1
d i  d1 f 2 f1
2 d 1  f 3 f 2  f 2 f1 
d1 f 3 f 2
2 2 d1 f 3 f 2

Determination of the material of each elements
(refractive index : n).

シミュレーションを行って，L1，L2 において回折やレン
ズの収差により生ずるクリッピングなどが原因となり，4
個のデュプリケート出力の矩形ビームに欠損の有無の確
認を行う．クリッピングがある場合は，L1，L2 の大きさ
などの補正を加え，最適化された矩形ビームが取得され
るまで繰り返す．最後に，最適化された光学系の数値が
設計の目標値であることを確認した．
シミュレーションによる検討から，L2 において矩形出
力ビームを形成するスポットにクリッピングがあり，ま

Calculation of the following curvature radius of plane‐
convex lens. (Direction of the convex of lens is
determined so that a spherical aberration may become
small.)
Curvature radius of Lens of AL1 (incidence plane) f1  n  1
Curvature radius of L1 (exit plane)
f 2  n  1
Curvature radius of L2 (incidence plane)
f 3  n  1
Curvature radius of Lens of AL2 (exit plane)
f 4  n  1
Determination of the thickness of AL1 t1, L1 t2, L2 t3 and
AL2 t4.

た，簡単なため L1 と L2 は同じ仕様という仮定より，L1
Calculation of the following values in consideration of
the position of the principal point of each lens.
f1  f 2  t1 n  t 2 n
Distance of AL1 and L1
f2
Distance of L1 and input plane
Distance of input plane and L2
f3
Distance of L2 and AL2
f 3  f 4  t3 n  t 4 n
Distance of AL2 and output plane f
4

と L2 の直径は 12.73mm から 13mm と大きくした．

4．シミュレーションによる
デュプリケート光学系の検討
設計したデュプリケート光学系(Fig.6)に基づき，光線
追跡用ソフト「CODE V® 」を用い，4 分岐された光ビー
ムの伝搬について，シミュレーションによる考察を加え
た．
Fig.6 の下部に，主要な面におけるスポットダイアグラ
ムを示した．ここで，(a)，(c)，(e)，(g)に示す円は AL1，

Are there no clippings on L1 or L2,
so as to output four rectangular
beams completely?
(Check by simulation)

No

Yes
The diameter of L1 or L2 is increased.

L1，L2 および AL2 の開口を示している．
Fig.6(a)では入射された平行光が AL1 の全面に照射さ
れている．(b)の AL1 の焦点面である Plane1 では，AL1
を構成する 2×2 の矩形レンズによる結像スポットが確

Is the optical system
below desired size?
No

認できる．周囲の 8 つの結像スポットは，出力ビームに
寄与しない迷光であり，Plane1 にアパーチャーを置くこ
とで，これらの迷光は容易に遮ることができる．

End

Fig.5 Design flow chart of the optical duplicate system.

(c)では，ほとんどの迷光が L1 の外側に進み，一部の

―
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506.7mm
f1

f2

AL1

f2

f3
L2

L1
d1=3mm

8.49mm

AL2

f4

f1= 50mm, f2=100mm,
f3=100mm, f4= 25mm

13.00mm

13.00mm

λ=1.55μm

f4

f3

3mm

6mm

do=1.5mm

po=3mm

do=1.5mm
5mm
(b) Plane1
(a) AL1

6.00mm

(b) Plane1

5mm

6.00mm

5mm

Input plane

(c)L1

(d)Input plane

Plane2

(e)L2

6.00mm

6.00mm

5mm

Glass：N‐BK7
Refractive index：n=1.50
Output plane

(f )Plane2 (h)Output
plane

6.00mm

6.00mm

6.00mm

(g)AL2

6.00mm

Fig.6 Designed optical setup and spot diagrams in each plane.
光ビームのみが L1 を通過している．
(d)の入力面では，4 つの異なる方向から斜入射してい
る平行光の全てが，光軸を中心とした正方形の全面で重
なりあい通過している．シミュレーションで得られた値
は，式(3)から求められる正方形の一辺の長さの値 di=6

1.50mm

mm にほぼ等しいことを確認した．また，入力画像はこ

1.50mm

(h) Output plane
(d) Input plane：F
(1) Check of duplicate principle

の正方形の中に納める必要があることがわかる．
(e)の L2 面上のスポットダイアグラムからは，矩形出
力ビームを形成する光が，L2 の円内に内接する矩形スポ
ットとなっており，L2 の縁でクリッピングされることな
く，すべての光が L2 に入射していることが確認できる．
(f)の L2 の焦点面(Plane2)上では，L2 に斜入射したそれ
ぞれの平行光が，それぞれ 12 個の結像スポットを形成し

1.50mm

ている．以上の光ビーム伝搬のシミュレーションから，
中心の 4 つの結像スポットが矩形の出力ビームに寄与す
ることがわかる．
(g)の AL2 のスポットダイアグラムからは，全ての迷光
が AL2 の外側に進み，出力ビームを形成する光ビームの

1.50mm

(d) Input plane：Four squares (h) Output plane
(2) Generation of 16 beams (Realization of multiple beams)
Fig.7 Spot diagrams of optical duplicate system in cases
that the images are displayed on an input plane.

みが AL2 を通過していることが分かる．
最後の(h)の出力面において，設計通り 1 ビームから 4
分岐ビームが生成されたことが確認できる．生成された

4 つの矩形出力ビームを得られることをシミュレーショ
ンにより確認した．

矩形ビームの一辺の長さは，式(5)から求められる理論値

Fig.7(1)には，入力面にアルファベットの「F」を入力

do=1.5mm とほぼ等しい値となった．また，出力ビームの

した場合の入力面と出力面におけるスポットダイアグラ

間隔は式(6)より po=3mm となり，シミュレーションで得

ムを示す．出力面で矩形 AL と同数の 4 つのデュプリケ

られたスポットダイアグラムからの値もほぼ一致した．

ート像として，入力画像の約 1/4 のサイズの反転した「F」

(d)の入力面の 6mm×6mm の矩形スポットが，AL を構成

が生じている．これらの図から，入力面に表示した画像

する矩形レンズの数だけ，式(4)により求められるデュプ

が式(4)によるデュプリケート画像の倍率 β =‐1/4 通り

リケート画像の倍率 β =‐1/4 で複製されたと考えられる．

に複製される，デュプリケートの原理が確認できた．

このように，設計したデュプリケート光学系を用いて，
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Fig.7(2)は 4 つの矩形開口アレイを入力した場合の入
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力面と出力面におけるスポットダイアグラムを示す．入

を得て，複数ビーム伝搬による，大気揺らぎの低減の実

力した 4 つの矩形パターンがさらに 4 つに複製され，合

証をめざす．さらに，アライメントフリーな一体型のデ

わせて 16 個の矩形パターンが出力されている．出力され

ュプリケート光学系の検討なども進めていく予定である．

た矩形パターンは，入力画像のおよそ 1/4 の大きさであ

これらの技術的な検討がデータ転送の品質向上および宇

ることもシミュレーションにより確かめた．この結果か

宙光通信の新たな展開に繋がる事を目指している．

ら，N×N 個の画像を入力面に挿入すると，それぞれ 4
分岐された 4N×4N 個のビーム分岐が実現できることが
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