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VCSELトランシーバ最新市場予測
By Stephen Montgomery, ElectroniCast
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VCSELの非通信アプリケーション(レ

面発光レーザ（VCSEL）ダイオ

送することが1つの候補になるように思

ーザプリンタ、レーザセンシング、ス

ードは1999年から商用で使われる

われたが、製造、コスト、その他の要

トレージ)も最近立ち上がってきてい

ようになった、研究開発が始まっ

素から、端面発光ダイオードは選択肢

る。VCSELベンダは、急速に生産能力

てから20年以上後のことだ。

としては魅力がないものだった。

を拡大している。ハネウエルだけで一

アレイVCSELの方がより魅力的と思

週間に数十万個のVCSELを出荷してい

われたが、商用生産されればの話だ。

る。こうした拡張をサポートする強力

年、東京工業大学の伊賀健一博士とそ

したがって、過去10年に渡り、米国政

な投資も現れた。このように豊富な投

の学生による初期の歪格子研究から生

府
（主にDARPA）
は、
約2億ドルを投じて、

資資金は、VCSEL技術を拡張する新た

まれたものだ。これは多くの大研究所

産業界、大学、その他の研究機関がVCSEL

な研究開発をサポートすることにもな

での幅広い研究をベースにしており、

を商用利用できるように研究する契約

る。現状のVCSELダイオード開発(通信

主な研究機関としてはAT&T ベル研究

を結んだ。業界の研究機関はこの資金

用途)には、新材料、プロセス、構造、

所、サンディア研究所があり、当時サ

と契約によく適合していた。北米、ヨ

新しいデバイス設計、もちろん高速性

ンディア研究所はWestern Electric の管

ーロッパ、日本にも、その他に多くの

なども含まれる。

理下にあり、Western ElectricはAT&T

大小の独立したVCSELプロジェクトが

の製造部門だった。したがって、サン

でき、この技術の進歩に貢献した。

VCSELレーザコンセプトは、1979-80

通信向けVCSELの開発

ディアLabsとベル研は自然な協力関係

短距離データ伝送に必要なデータレ
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降、ローコスト、ローパワー、中/高デ

ると、世界のVCSELベーストランシー

きな貢献をしている。

ータレートのレーザに対する商用需要

バ市場の消費は、2007年で3億7600万ド

が強まった。
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図１ 通信VCSELの開発

された。しかし、1980年代から1990年
代初期には、まだVCSELベースの機能
を商用生産するほどの需要はなかった。
このため、組織の構築、解体、再構築
など、のんびりした期間が続いた。
1980年代、米国の武器システム計画
者は、将来的には当時の何桁も大きな
データ伝送が必要になると予測してい
た。しかも、物理的には非常に狭いス
ペースで、厳しい環境での動作に耐え
うるラギッド性が必要だと考えられて
いた。単一の端面発光ダイオードでは
要求に応えられないように思われた。
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続的に下落するものの数量の強力な伸

表１ アプリケーション毎のVCSELトランシーバ世界消費額予測

びに一部相殺されて、2012年にはこれ
が12億2000万ドルに増加する。

・国際的にデータ通信標準策定が進ん
だ。ファーストEthernet、ギガビッ
トEthernet、10Gbps Ethernetの強力
な成長。ファイバチャネル/SANの継
続的な力強い成長。
・テレコムの普及。10Gbps VSRSONETのローコストソリューション。

ラシステムリンクとなる。VCSELベー

マルチファイバの市場シェアは、今後

・ビジネスチャンス。InfiniBandスイッ

スの光インタコネクションは、この分

も安定的に推移すると考えられる。と
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成長し、2012年には3億2000万ドルに達
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ーバ導入は、2007年の5500万ドルから
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・イントラシステムアレイVCSELイン
タコネクトの導入。

大きく伸びると見られており、好調な
VCSELトランシーバの力強い成長が
10GbE、 1-2Gbps FCで 進 ん で い る 。

消費が続いて2012年には1億1500万ドル
に達する。
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VCSEL技術では、光は端面発光のFP
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リンクは、デュプレクストランシーバ

VCSEL、多波長CWDM VCSELトラン
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の良い動作をする。

長波長VCSELベーストランシー
バ：高まらない重要度

ュールの消費額は、2870万ドルとなり、
2012年には8520万ドルに達すると予測

市場シェアが拡大する
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アレイVCSELトランシーバ

10GbEの成長がEthernetのカテゴリー
をさらに高め、2012年には4億540万ド

分けられる。｢シングルファイバ｣とは、

2007年、ピコライト(Picolight Inc)が
JDSUに買収された。当初、ピコライト

1999年、アレイベースのVCSELトラ

は単独で1310nmVCSELを製造してコン

ルに成長すると見られている。FCは、

ンシーバの消費額はわずか3%であっ

ポーネントメーカー、OEMに販売する

この予測期間を通じて力強い堅実な成
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計画だったが、テレコムリセッション
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レーザアレイをメトロアクセス市場向

しかし、短期的に光通信VCSELトラ

を占めるまでになり、消費額は1億3300

けに出すことを決定した。

ンシーバの成長を牽引するのはイント
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ピコライトは(2005年12月)、初めて
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1310nmVCSELトランシーバを4Gbpsト

表2 シングルファイバvs.マルチファイバ構成によるVCSELトランシーバの世界消費額

リプルレート(1/2/4Gbps)SFP構成で出
荷すると発表した。狙いは、急速に成
長するデータセンタ市場セグメントの
ニーズに応えることだ。
同社によると、新しいトランシーバ
は、伝送距離を伸ばし、低消費電力で
あることから、短･中距離の幅広いアプ
リケーションを満足するものである。
10kmのSAN用4Gbps FCを含んでいる。
1310nmVCSELトランシーバは、短･中

るものと考えられる。早期製造導入は

ランシーバを簡単に置き換えることは

距離SMFアプリケーションで優勢とな

2012年まで先送りされることになるだ

ないだろう。端面発光でも開発は続く。

る可能性があり、広帯域、高密度システ

ろう。この頃までに新しいVCSELの信

ルーセントやその他の低コスト、量産

ムでは既存の端面発光レーザトランシ

頼性が実証され、新しいトランシーバ

光サブアセンブリによる大きな進歩と

ーバに取って代わることも考えられる。

デザインが、これらのコンポーネント

結びついた端面発光レーザは、VCSEL

1310nmVCSEL技術の低消費電力とい

の利点を活かす形で製造段階に入るも

レーザによって古びることはない。

のと考えられる。

ElectroniCastの見方では、予測期間で

う利点により、VCSELは熱問題が深刻
な問題になっている4G FCスイッチの

トランシーバアプリケーションへの

は、シングルモードデュプレクストラ

解となり得る可能性がある。VCSELベ

長波長VCSEL採用は1310nmとなる。

ンシーバではバランスが確立される。

ースの1310nmトランシーバは、ピコラ

1550nmVCSELの現状の方向性は長距

VCSELトランシーバの最初の成功

イトの850nmトランシーバアーキテク

離、DWDMアプリケーション、主に分

は、1Gbps EthernetとFCだった。1999

チャを利用しているが、伝送距離は

離したアプリケーションとなる。

年、トランシーバ消費額のわずか1.4%
が2.5Gbps、それ以上のレートだった。

SMFを利用して大幅に延びている。ピ

1310nmで動作するVCSELトランシー

コライトによると、1310nmVCSELトラ

バが、新たなアプリケーション分野を

10GbEが現在導入が進んでいる。2012

ンシーバは、8Gbpsおよびそれ以上の

拓くことはない。そのようなアプリケ

年までには、2.125Gbpsまでの速度が世

ビットレートを含む代替ソリューショ

ーションはすべてシングルモードであ

界の市場シェアの60%以上となり、優

ンから大幅に熱やEMIを減らしている。

るが、既存の安価なFP端面発光レーザ、

位を占める。2.5〜5Gbpsの速度は、

4km、10km、40kmまで伝送できるマ

アンクールドDFB端面発光レーザと競

2012年には25%超となる。

ルチ仕様対応の単一のトランシーバア

合する。ターゲット市場は、すでにシ

ーキテクチャで、1310nmVCSELトラン

ングルモードトランシーバが導入され

予測期間内では、10Gbpsラインレート

シーバの特長は、アンクールド1310nm

ている、GbEやFC市場となる。VCSEL

を避けるためにアレイVCSELトランシ

参加狭窄、高速VCSEL、LCコネクタ、

は、結合やアライメントの容易さで、

ーバとなりうる。ラインレートは、複

動作温度拡張、電圧レンジオプション、

トランシーバのシングル光サブアセン

数のファイバもしくは複数の波長が用

送信･受信信号で内部AC結合、EMIシ

ブリに新たなローコストアプローチを

いられるなら、必ずしもアグリゲート

ールド全金属ハウジング。

持ち込むことになる。

したデータレートではない。例えば、

CWDMのような他のアプローチは、

1300nm、1550nmで動作する長波長

新しいデザインは、面発光であるこ

10Gbps CWDMトランシーバは、各

VCSELは、現在、実験室レベルで複数

とで、量産マルチモードVCSELトラン

3.125Gbpsで4波長使い、2.5〜5Gbpsの

のアプローチが行われている。2008年

シーバで得た経験をベースにすること

ラインレートのカテゴリーにカウント

には、製造段階に近いデバイスでより

ができる。しかし、シングルモード1310nm

される。

多くのデモンストレーションが見られ

VCSELは、端面発光シングルモードト
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