
第3章 デマン ドアサイン波長分割多重マルチアクセス光ローカルエリアネットワーク

3.1序

近 年の デー タ トラ フ ィックの急 増 に ともな い、LAN(Local Area Network),MAN(Metropolitan Area

Network)へ の 需要 が 高ま って いる。マル チ メデ ィア対応 、お よび、高速,大 容 量通信 を思 考 した数100Mb/s

ク ラスのLAN,MANと して、 例 え ば、FDDI-II(Fiber Distribution Data Interface)[1]IEEE802.6DQDB

(Distributed Queuing Dual Bus)[2]な どが規 格化 され て いる。 これ らの光 ネ ッ トワー クは、 制限 され た帯

域 を時分 割方 式 によ り必要 に応 じて割 り振 る こ とで 、パ ケ ッ ト交換 と回線交 換 を収容 す る もの であ る。

しか しな が ら、例 え ば、動画像 や 高精 細 静止 画像 の伝送 には100Mb/s以 上の 伝送 速度 を ある程度 長 時間

に渡 り確保 す る必 要が あ る。 この様 な マル チ メデ ィア通信 のニ ーズ に対応 す るた め には、 現状 の高速 光

LANを よ り高速 化,高 スル ー プ ッ ト化 す る とと もに、マル チ メデ ィア通 信の ニ ーズ に適 した アーキテ ク

チ ャが必 要 とな る。

一 方、波 長分 割 多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)技 術 によ り、異な る波 長 を用 いる こ

とによ り、異な る通信 サー ビス を同 時 に提供 す る こ とが可 能 とな る。 また、 他の 回線容 量 に影響 を与 え

な い独立 な 回線 を 収容 でき る。 このた め、 これ らWDM技 術 の特 長 を生 か した光LAM,光MANが 提 案

され て いる[3,4]。 しか し、これ らの 光LANは 、既存 の光LANと 全 く異な る アー キテ クチ ャを持 つため 、

既 存 の光LANと の整 合性 に欠 ける。

本 章で は、既 存の 標準 化光LANと の整合 性 の良 いWDM光LANを 提案 す る。この光LANは、 従 来 の

トー ク ンパ ツシ ン グ(Token Passing),TDMA(Time Division Multiple-Access),ス ロ ッテ ドル ー プ

(Slotted Loop)方 式な どの伝送 速度100Mb/s程 度 の既存 光LANと デ マ ン ドアサ イ ン(DA:Demand

Assign)WDMA(Wavelength Division Multiple-Access)方 式 による波 長分 割 多重伝送 を複 合 した もので あ

る。本 章で は 、最初 に提 案す るDA-WDMA光LANの 構成 につ いて述 べ る。 また、現 状利 用で き るWD

チ ャネル 数 につ いて検 討す る。 次 に、 アクセ ス コ ン トロー ラの設 計 と動作 およ び、AO(Acousto-Optic)

フ ィル タ を用 いて試 作 した実 験 システ ムの動 作 につ いて述 べ る。

3.2ネ ッ トワークの構成

提案する光LANは 、FDDな どの標準光LANの 部分 と同一の光ファイバを用いて異なる波長のWD

チ ャネル伝送を行 う部分か ら構成される。図3.1に 、提案する光LANの 構成 と動作を示す。同図に示

す様 に、提案する光LANは 、 リング型光LANで ある。提案する光LANの 標準光LAN部 の構成(ア ー

キテクチャ)は 、任意である。例えば トークンパ ッシング リング(Token-Passing Ring)形 式のアーキ

テクチャを持つ標準光LANと することができる。提案する光LANは 、複数の波長を用いる。図3.1

において、波長 λAは 、標準光LANの 通信 に用いられる。また、WDチ ャネル(波 長 λ1～λN)は、 標



図3.1提 案するマルチメデ ィア光ネ ッ トワークの動作

準光LANの 伝送速度に依存 しな い通信サー ビスを提供するために用いられる。WDチ ャネル(λ1～ λN)

は、標準光LANを 介 して、DA-WDMA(Demand Assign Wavelength Division Multiple-Access)方 式で制

御される。二つのノー ド(#l,#j)間 にある程度の伝送時間を必要とする高速伝送の要求が生 じると、

WDチ ャネルの割付要求が標準光LAN(λA)に より制御 ノー ド(Master Node)に 送 られる。制御 ノー

ドでは、未使用のWDチ ャネル(λK)を 要求のあった二つのノー ド(#l,#j)間 の通信 に割 り当てる。

標準光LAN経 由で、制御 ノー ドか らのWDチ ャネルの割 当てを通知されたノー ド#lは 、送信波長をλK

に制御 し、データの送信を開始する。同時 に、標準光LAN経 由で、制御 ノー ドか らのWDチ ャネルの

割当てを通知された ノー ド#jは 、波長 λKのWDチ ャネルを選択,受 信する。

図3.2に 、提案 す る光LANを 構成 す る ノー ドの ブ ロ ック 図を示 す。各 ノー ドの 入 力部分 において 、

波 長 λAが 波 長 フ ィイル タ に よ り他 のWDMチ ャネル と分 離 され る。 波 長 λAの 信 号 は 、O/E変 換

(Opto-Electronic Conversion)さ れ る。各 ノー ドの 出力 部で は、E/O変 換器(Electro-Optic Conversion)

によ り出力 され た波 長 λAの 信号 が波 長Multiplexer(WDMカ プラ)に よ り、他 のWDMチ ャネル と多重

され 、一本 の共通 の 光 フ ァイバ で 出 力 され る。 この波 長 λAの 信 号 によ り、標 準光LANの 通 信が行 われ

る。先 に述 べた様 に、この 標準LANの 通信 によ り、WDMチ ャネル の アク セス制御 が行 な われ る。また、

大容 量の デー タ転送 を必 要 と しな い通 常の デー タ伝送 も、この標 準光LANで お こな われ る。入力部 で波

長 λAの 信 号が 分離 され た残 りの波 長 多重 光(波 長 λ1～ λN)は 、可変波 長ADM(Add/Drop Multiplexer)

へ入 力 され る。 この 可変波 長ADMは 、次 の機能 を持 つ。

(1)特 定のWDチ ャネルを伝送路から抽 出(Drop)す る。

(2)特 定のWDチ ャネルを伝送路へ挿入(Add)す る。

(3)他 のWDチ ャネルを伝送路へ透過させる。

抽 出(Drop),挿 入(Add)さ れるWDチ ャネルは、標準光LANに よるアクセス制御 によ り決定 される。



図3.2ノ ー ドの構成例

図3.3可 変波長 フィルタを用いた可変波長ADMの ブロック図

可変 波長ADMは 、例 え ば、偏 光無依 存AO(Acousto-Optic)可 変波長 フ ィル タ によ り実現で き る［5,6］。

図3.3に 可変 波長 フィルタ を用 いた 可変波 長ADMの 例 を示 す。 可変 波長 フィル タ によ り、入 力 さ

れた 波長 多重 光(波 長 λ1,...,λN)か ら、任 意波 長 λiの信 号 光が抽 出 され、Output2へ 出力 され る。可変

波長 フィル タの透過 光(波 長 λ1,...,λi-1,λi+1,...,λN)に は、光 カ プラ によ りInput2の 入 力光 λKが 多重

され 、Output1へ 出力 され る。

本光LANに は、次の特長がある。

(1)他 のノー ドの通信状態(伝 送容量)と 無関係に、二つのノー ド間に、大容量な通信回線を提供す

る。

(2)柔 軟なネ ッ トワークの再構成が実現できる。

例えば、二つのノー ド間に常時通信回線を確保することも出来れ ば、動的に回線を再構成する

こともできる。また、ファイバチャネル［7］の様な異なる形式の高速な通信回線 を収容すること

もできる。

(3)標 準光LAN、 あるいは、光MANを 拡張することによ り実現できる。



従来の波長分割多重(WDM)技 術を用いた光LANやMANは 、パワーバ ジェッ トの点で有利 になる

ことか らスター型のネ ッ トワークアーキテクチャを採用 しているものが多い。これ に対 し、標準光LAN

やMANは 、ごく最近ではスター型(ツ リー型)の 例 もあるが、アクセス制御の点か らループ型あるい

は、バス型のネッ トワークアーキテクチャを採用するものが多く、従来のWDM光LANあ るいは、MAN

との整合性が悪い。一方、本光LANは 、既存の標準光LANにDA-WDMAの プロ トコル によるWDチ ャ

ネルを複合するもので、どのよ うな光LANで も、本提案の方法 によ り、WDM複 合光LANへ 拡張する

ことができる。

3.3シ ステム設計

3.3.1波 長 チ ャネ ル数

提案する光LANで は、個々の ノー ドは、要求によ り割付 けられる共通の波長(WD)チ ャネルを利用

できる。数十のノー ドを持つ通常のLANやMANに 対 して、全 ノー ドの十数%が 同時にWDチ ャネルを

利用することを仮定すれば、十数チャネルのWDチ ャネルが必要 にな る。利用できるWDチ ャネル数は、

(1)送 信光源 と可変波長ADMの 波長可変範囲

(2)伝 送損失を補償するための光アンプの波長帯域

(3)WDチ ャネル間クロス トーク抑圧条件から決まるWDチ ャネル間隔

によ り決まる。

提案する光LANで は、送信光源の波長可変範囲,可 変波長ADMの 波長可変範囲および光アンプの波

長帯域の中で一番狭 い帯域 に制限 される。提案する光LANで は、送信光源の波長を連続的に可変する必

要は無 いので、送信光源と して既に報告 されて いる63nmの 可変範囲を持っSSG(Super Structure

Grating)DFB(Distributed Feedback)レ ーザ［8］などを用いることができる。また、可変波長ADMに は、

AOフ ィルタを用いることができる。AOフ ィルタは、数 μmの 波長可変範囲を持つ。通常のCバ ン ド

のErド ープ光ファイバ アンプは、30～40nmの 波長帯域を持つ。従って、提案する光LANの 帯域は、

光 ファイバアンプの波長帯域30～40nmに 制限され る。

使用する可変波長ADMの 透過特性(透 過波長帯域幅)が 決 まると、必要なWDチ ャネル間クロス トー

ク抑圧比を確保するためのWDチ ャネル間隔が決 まる。例えば、第4章 の検討から、伝送速度2Gb/sで

必要となるWDチ ャネル間クロス トーク抑圧比は、約10dBで ある。可変波長ADMにAOフ ィルタを

用いると、AOフ ィルタの透過特性か ら、約10dBのWDチ ャネル間クロス トーク抑圧比を確保するた

め には、2～3nm以 上のWDチ ャネル 間隔が必要になる。

光ファイバアンプの波長帯域30～40nmと2～3nm以 上のWDチ ャネル間隔を考慮 しても、十数チャ

ネルのWDチ ャネル数を確保できる。

3.3.2パ ワーバ ジ ェ ッ トの 設計 例

図3.4に パ ワーバ ジ ェッ ト検 討の ための 送信 ノー ド,透 過 ノー ド,受 信 ノー ドの模 式 化 した ブ ロ ッ

ク 図を示 す。また 、パ ワーバ ジ ェ ッ トを表3.1に 示 す。WDチ ャネル の波 長 には、1.5μm帯 を、標準

光LANの 通信 には、1.3μm帯(λA)を 用 いて、標 準光LANの 波長 を、WDMカ プ ラを用 いて ノー ド



図3.4送 信 ノー ド,透 過ノー ド,受 信ノー ドの模式化 したブロック図と

レベルダイヤグラム



表3.1パ ワ ーバ ジエ ッ ト

の 入 出力部 で分 離,合 波 する。 標準 光LANの 信 号光 は 、各 ノー ドの入 出力でO/E変 換,E/O変 換 され

る。従 って 、標準 光LANの 信 号光 には、DA-WDMAチ ャネ ルが付 加 されな い通 常の ノ ー ド間伝 送損 失

にWDMカ プ ラ2台 分 の過 剰損 失が 加わ るだ けで あ り、そ の大 き さは高 々1dB以 下で あ る。標準 光LAN

の 送信 出力,受 信感 度 は、そ の システ ム設 計(伝 送 速度,デ バ イ ス)に よるが 、例 えば、送 信 出力+0dBm,

最 小受 信感 度-20dBm(PIN-PD(PIN Photodiode)受 信 器 を想定)あ る いは、-32dBm(APD(Avalanche

Photodiode)受 信 器 を想定),伝 送 損失1.2dB(光 フ ァイバ1kmと コネ クタ挿入 損失)と する と、 シス テ

ムマ ー ジン約17.8dBあ る いは 、29.8dBが 得 られ る。

WDチ ャネルの送信光は、波長多重用のカプラ,WDMカ プラ,光 ファイバ伝送路,次 ノー ドのWDM

カプラを経て、AOフ ィルタに入力される。次のノー ドで受信され る場合は、AOフ ィルタで選択(Drop)

されO/E変 換 される。次の ノー ドで受信 されな い場合は、AOフ ィルタの透過出力ポー トを経て、光ファ

イバ アンプで増幅 される。WDチ ャネル毎の光 ファイバアンプ出力 レベルが このノー ドのWDチ ャネル

送信 レベルにほぼ等 しくなる様 に光ファイバ アンプのゲイ ンとWDチ ャネル送信 レベルを決める。例え

ば、送信出力-13.5dBm,最 小受信感度-32dBm,伝 送損失1.0dB(光 ファイバ1kmと コネクタ挿入損失)

とする と、システ ムマージン約15.0dBが 得 られる。 このとき光 フ ァイバ アンプの入力 レベルは、

-13 .5dBm/ch、 チャネル当 りの光ファイバアンプ出力を0.0dBm/chと すると、チ ャネル 当りのゲイ ンは、

13.5dBと な り、光 ファイバ アンプのパワーペナルテ ィは、高々1dB程 度 になる。また、WDチ ャネル数

を16と しても、最大出力は約12dBmと な り、WDM用 光ファイバアンプとして充分入手可能な仕様で

ある。最近のWDM用 光フ ァイバアンプは、CPUイ ンターフェースを介 して、入力WDMチ ャネル数を

光ファイバ アンプモ ジュール に入力 し、WDMチ ャネル毎の 出力レベルが一 定になる様 に制御する方式



を採用 して いる。本光LANの 場合、DA-WDMAコ ン トローラを介 して、ノー ド毎 に光 ファイバアンプ

を通過するWDMチ ャネル数を光フ ァイバアンプモジュール に入力することが可能であ り、これ によ り

光 ファイバアンプの出力 レベルを制御できる。

3.4ア クセ ス コ ン トロー ラ

標準光LANを 用いてDA-WDMA制 御機能を実現するアクセス コン トローラを開発 した。アクセスコ

ン トローラは、標準光LANの コン トローラに追加されるソフ トウエアとマイクロコンピュータを用いた

専用 コン トローラか ら構成 される。 このコン トラーラは、次の機能を実現する。

(1)送 信WDチ ャネルの設定

WDチ ャネル通信用の可変波長半導体レーザの注入電流を変えることにより、送信波長を制御する。

(2)WDチ ャネルへのランダムアクセス

可変波長AOフ ィルタの駆動周波数を制御 することにより、受信WDチ ャネルをランダムに選択する。

(3)可 変波長AOフ ィルタの トラッキング制御

隣接WDチ ャネルか らのクロス トークを充分抑圧するためには、受信WDチ ャネル波長に可変波長

AOフ ィルタの透過波長を合わせる必要がある。ここでは、AOフ ィルタの制御周波数 に微小な変調を加

えて、AOフ ィルタの出力光強度をこの変調周波数で同期検波 して波長誤差を検出 し、AOフ ィルタの ト

ラッキング制御を行 っている。

図3.5にDA-WDMAを 実現するMAC(Media Access Control)の 手順を示す。高速データ伝送の必要

が生 じた送信ノー ドでは、制御 ノー ドヘデータ伝送を行うためのWDチ ャネルの割 当てを要求する。制

御 ノー ドは、使用可能なWDチ ャネル(λK)を 割 当て、制御テーブル に記録 し、受信ノー ド,送 信 ノー

ドの順番に、割当て られたWDチ ャネルを通知する。これ らの通知を受信する と、受信ノー ド,送 信 ノー

ドでそれぞれ光ADMと 可変波長光源を割 当てられたWDチ ャネルの波長へ制御する。データ伝送が完

図3.5DA-WDMA制 御 の手 順



了すると、送信 ノー ドは、制御ノー ドヘデータ伝送の完了を通知する。この通知を受けた制御 ノー ドは、

受信 ノー ドヘデータ伝送完了を通知するとともに、制御テーブルを更新する。

3.5実 験システム

提案する光ネ ッ トワークの有効性 を示すために実験 システムを構築 した。実験 システムでは、標準光

LANと してIEEE802.6ト ーク ンパ ッシング型の商用光LANを 用 いた。 この標準光LANの 特性 を

表3.2に 示す。信号伝送速度2Mb/sの 本標準光LANは 、パーソナル コンピュータ間のデータ通信に

利用される場合が多 く、パーソナル コンピュータ用拡張ボー ドで容易に構築することができる。実験 シ

表3.2IEE802.6ト ー ク ンパッ シ ング型の商 用光LANの 特 性

図3.6実 験 システムのブロック図



ステムでは、構築が容易なことか ら同光LANを 標準光LANと して採用 したが、開発 したアクセスコン

トローラは、FDDI(伝 送速度100Mb/s)やIEEE802.6DQDB(伝 送速度150Mb/s)に も適用可能であ

る。

図3.6に 実験 システムのブロック図を示す。 この実験システムは、二つの ノー ドか ら構成 され る。

一つの ノー ドは、WDMチ ャネルの割当てを行 う制御 ノー ド(Master Node)と して機能する。もう一つ

の ノー ドは、WDチ ャネルの送信ノー ドと受信ノー ドを兼ねる。送信 ノー ドか ら送出された信号は、制

御 ノー ドを介 して、受信ノー ド(送 信ノー ドと同じノー ド)で 受信され る。これによ り、ループ状の伝

送路 に接続された二つのノー ド間のデータ伝送を模擬する。データ伝送の要求を受信 した制御 ノー ドは、

1.5μm帯 のWDチ ャネルを割当て、割当てた波長を各 ノー ドに通知する。 コン トローラは、送信器と

AOフ ィルタを用 いたADMの 波長を割 当てられた波長へ制御する。WDチ ャネルで伝送するデータ には、

1.2Gb/sのNRZPN(Non Return to Zero Pseudo-Random)パ ターンを用 いた。送信光源用LDに は、3

Section DBRLD［9］ を用 いた。また、可変波長ADMは 、AOフ ィルタと偏光 ビームスプリッタを組み合

わせて構成 した。

AOフ ィルタの動作原理を図3.7に 示す。AOフ ィルタは、Ti拡 散LiNbO3光 導波路による音響光学

効果を用 いたTE/TMモ ー ド変換器と偏光 ビームスプ リツタによ り構成 される。モー ド変換は、音響波の

周波数で決まる特定の波長(WDチ ャネル)の みに対 して起 こるため、出力側の偏光 ビームスプ リッタ

によ りモー ド変換の起 こった波長(WDチ ャネル)を 選択的に透過 させることができる。図3.8(a)

に実験に用いたAOフ ィルタの構造を示す。同図に示す様 にAOフ ィルタは、Ti拡 散LiNbO3光 導波路

型TE/TMモ ー ド変換器 と偏光 ビームスプリツタによ り構成 される［10］。実験 には、バル ク型の偏光 ビー

ムスプ リッタを用いたが、現在では、導波路型の偏光 ビームスプ リッタ によ り、偏光無依存全導波路型

AOフ ィルタ［6］が実現されている。実験 に用 いたAOフ ィルタは、充分なサイ ドモー ド抑圧比を得るた

め、表面弾性音響波(SAW:Surface Acoustic Wave)に 対する重み付 け導波路構造 を採用 している。同

図(b)にAOフ ィルタの代表的透過特性を示す。サイ ドモー ド抑圧比 として13.6dBが 得 られている。

半値全幅は、約2.6nmで ある。この透過特性 は、送信器に波長チャー ピングのある半導体 レーザの直接

図3.7AOフ ィルタの動作原理



図3.8AOフ ィルタの構造と透過特性

変調方式を用いる場合に適した特性である。

図3.9に 実験結果を示す。 この実験では、WDチ ャネルの割当て要求を定期的に発生させ、2チ ャ

ネルのWDチ ャネル を交互に割当てる。WDチ ャネルの波長は、それぞれ1540.5nm,1544.5nmで ある。

写真の上側は、WDチ ャネルをAOフ ィルタで選択 し、高速の受信器で受信 した波形である。写真の下

側は、図3.4に 示す制御タイ ミングに対応 してアクセスコン トラーラか ら発生させたパルスである。

図3.9のA～Eは 、図3.4のA～Eに 対応する。WDチ ャネルの受信波形と標準光LANの 受信波形

をそれぞれ図3.10(a),(b)に 示す。いずれ も良好な受信波形が得 られている。WDチ ャネルの

割付 け要求発生か らWDチ ャネルの通信が始 まるまでの処理 時間は、23msで あ った。 この処理時間の

ほ とん どは、標準光LANで の処理時間である。送信器 とフィルタの波長を制御するの に要する時間

100ms程 度 と比較 して、DA-WDMA制 御の処理時間は充分短い。

図3.11は 、AOフ ィルタを用いた可変波長ADMの トラ ッキング制御を行 った場合 と行わない場合

の波長誤差を示す。波長誤差は、31.3pm以 下であり、開発 したADMの 制御回路 により充分な波長 トラ ッ

キング安定度が得 られている。



図3.9WDMチ ャネルの波形および制御タイミング

図3.10WDMチ ャネル と標準光LANの 同時受信波形

図3.11AOフ ィルタ の波 長誤 差



3.6結

本章では、DA-WDMAを 用いた複合型光LANを 提案 した。提案 した光LANは 、既存の標準光LANと

これに付加 されるWDチ ャネルか ら構成 される。WDチ ャネルは、標準光LANの 伝送速度に依存 しな

い、他チャネルのデータ伝送の影響を受けない伝送路を提供する。また、提案 した光LANは 、既存の標

準LANを 拡張することにより実現される。

WDチ ャネル数は、光ファイバアンプの波長帯域 に制限される。約35nmのErド ープ光 ファイバアン

プの波長帯域幅 と可変波長ADMの 半値 幅か ら制限される数nmのWDチ ャネル間隔を考慮すると、

十数のWDチ ャネルが使用できる。十数の付加的WDチ ャネルは、数十のノー ドを持つ実用的光LAN

あるいは、MANの 応用 に対 して充分な伝送容量を付加する。

設計例に基づき、パワーバ ジェッ トを検討 し、この場合のシステムマージンとして、約17.8dB(PIN-PD

受信器 を想定)あ るいは、29.8dB(APD受 信器を想定)が 確保できることを示 した。これにより、提案

する光LANが 実現性の高いシステムであることを示 した。

標準光LANを 用いてDA-WDMA制 御を実現するための専用の コン トローラとソフ トウエアを開発 し

た。また、実験 システムでは、標準光LANに 、IEEE802.6に 準拠する1.3μm帯,伝 送速度4Mb/sの 光

LANを 用い、可変波長ADMに は、AOフ ィルタを用いた。付加するWDチ ャネルの伝送速度は、1.2Gb/s

と した。 これ によ り、提案する複合型光LANの 実用性 を示すとともに、本光LANに 必要 とされ る

DA-WDMA制 御な どの要素技術を確立 した。

既存の光LANにDA-wDMAの 回線を付加する概念は、加入者系光ネ ッ トワーク［11］やオフィス間光

ネ ッ トワーク［12］などへも適用可能である。

本光LANで は、DA-WDMAに よ り、少ない波長チャネルを有効 に利用することが特長の一つになる。

しか し、近年、数十～百数十WDチ ャネルのWDM用(固 定波長)半 導体 レーザが入手できる様 にな つ

た。また、数十nmの 可変幅を実現 した可変波長フィルタも入手できる様 になった。 したが って、本提

案の光LANの 変形と して、DA-WDMAの 回線の代わ りに、固定波長光源と可変波長フィルタを用いた

回線 を用いることができる。この場合、各 ノー ドには、付加回線用の送信波長 として、固有の波長を割

当て、デマン ドアサイン(DA)でWDチ ャネルの割当てを行 う代わ りに、受信側ノー ドの可変波長フィ

ルタの設定を行うだけで、WDチ ャネルの回線を確保することになる。

DA-WDMAシ ステムは、ある意味究極の自由度を持 ったWDMシ ステムである。将来、充分なWDチ ャ

ネル数を持つDA-WDMAシ ステムが制限な く構築できる様 になれ ば、既存LANにDA-WDMAを 付加す

るという概念は不要 とな り、DA-WDMAシ ステムのみで 自重度の高い光LANを 構成することが可能 と

なる。本研究には、将来のDA-WDMAシ ステム基礎技術の確立という意味付けもできる。デマン ドアサ

イン(DA)でWDチ ャネルを確保 するためには、何 らかのプロ トコルと処理時間を必要 とする。 この

処理時間を短縮することも一つの研究課題であるが、DA-WDMAシ ステムは、当面、処理時間の相対的

割合が小さくなる様な回線交換的な応用 に適用されると考え られる。現状、数十nmの 可変幅を実現 し

た可変波長 フィルタは、入手できる様になったが、測定器用 に製品化されている比較的大形の外部共振

器を用 いた可変波長 レーザを省 いて、システムに組込める大きさの数十nmの 可変幅を実現 した実用的



な可変波長光源は、まだ、容易 に入手できる状況 に無い。数十nm以 上の可変幅を実現 した可変波長光

源の実用化 も今後の課題の一つである。
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第4章 波長分割 ・時分割 ・空間分割複合多重映像信号分配光ネットワーク

4.1序

放送局、特 にキー局(複 数の系列放送局の中心的役割を果たす局)で は、多チャネルの映像信号を局

内の各スタジオ副調整室やVTR(Video Tape Recorder)室 などに分配するネッ トワークを必要とする。

近年、放送局では、デジタル化が進み、数100Mb/sの 伝送速度を持つ非圧縮の シリアルデジタル映像信

号を伝送する大容量でフ レキシブルな映像信号分配ネ ッ トワークが必要 とな っている。また、分配する

映像信号の多くは、実時間で伝送する必要がある。

従来、放送局内映像信号伝送は、ルーティングスイッチャと呼ばれる電気スイ ッチャと同軸ケーブル

伝送により行なわれていた。図4.1に 従来のルーテ ィングスイ ッチャを用 いた映像信号伝送システム

の構成を示す。VTRや スタジオあるいは、放送局外か らの全ての映像信号がルーテ ィングス イッチ ャに

入力される。ルーテ ィングスイッチャの出力は、同軸ケーブルを介 してスタジオやVTR室 な どに接続 さ

れる。ルーテ ィングスイ ッチャは、予め プログラム されたスケジュール に従 つて、入力を出力に接続 あ

るいは分配 し、各スタジオやVTR室 な どに必要 とする映像信号を伝送する。

放送 局 内映像信 号分 配ネ ッ トワーク は、伝 送 す るデ ータが 映像信 号 に限 定 され る特徴 が あ るが、 この

ネ ッ トワーク も一 種 の ローカル エ リアネ ッ トワー ク(LAN:Local Area Network)で あ る。放 送 局 内で扱

われ る映像信 号 は、ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)あ る いはSMPTE(Society of

Motion Pictures and Television Engineers)な どで規格 化 され て いるが 、伝 送ネ ッ トワー クの規 格 は無 い

ため 、任意 なネ ッ トワー ク構成 が 可能で あ る。 また 、放送 局 内 とい う閉 じた空 間 内のネ ッ トワー クで あ

る こ とか ら、放送 局 内映像 信号 分 配ネ ッ トワー クは 、新 しい技術 を導 入 し易 い環境 にあ つた。

図4.1従 来の放送局内映像信号分配 システム(ル ーテ ィングスイッチ ャ)



放送局で要求される大容量,フ レキシュブルなネ ッ トワークは、波長分割多重な どの光通信技術の導

入 により実現できる［1,2］。1997年3月 より、本放送 を開始 したフジテ レビジョンの新社屋 には、放送

局 内映像信号分配ネ ッ トワーク として世界で初めて、光ネ ッ トワーク(波 長分割(WD:Wavelength

Division)・ 時分割(TD:Time Division)複 合多重光ネ ッ トワーク)が 導入された［3-7］。

本章では、フジテ レビジ ョンに導入 したシステムを中心に放送局向光ネッ トワークについて述べる。

最初 にキー局の映像信号分配ネ ッ トワークに要求される特性,仕 様 について述べ、次に、この要求仕様

を満たす波長分割 ・時分割複合多重光ネッ トークの構成 と設計 について述べる。更 に、開発 した装置と

その特性およびフジテ レビジ ョン新社屋への導入状況 について述べる。

4.2放 送局向映像信号分配ネ ッ トワークの要件とネ ッ トワークの構成

前述の様に、近年、放送局 内では、映像信号のデジタル化、将来 に向けてのマルチメディア化への動

きが急速 に進んでいる。 この中で、局内のスタジオ,マ スタ(送 出設備)な どを結ぶ映像信号分配ネ ッ

トワークは、放送局の基本的なインフラス トラクチャとして、重要性をますます増 している。今後の局

内映像信号分配ネ ッ トワークは以下の要求を満足する必要がある。

(1)高 速性:数100Mb/s以 上の非圧縮 シリアルデ ジタル映像信号に対応可能であ

る。

(2)マ ル チ フ ォーマ ッ ト:現 状 の種 々の映像 信号 方 式(SDTV(Standard Definition Teltvision),

EDTV(Enhanced Definition Television),HDTV(High Definition

Ｔelevision)な ど)に 加 え圧 縮信 号 も含 め た新 しい映像,音 声 方式 に対

応 可能 で ある。

(3)大 容量:後 述する様 にキー局では、多チャンネル(大 容量)の 非圧縮、および、

圧縮の映像信号および音声信号を分配する必要がある。

(4)拡 張容易:放 送局では、デジタル放送 に向けて映像信号分配ネ ッ トワークを順次

拡張することになる。従 って、ネ ッ トワークの柔軟な拡張性が必要さ

れる。

(5)柔 軟な運用性,操 作性:従 来の集中型スイ ッチャでの運用負荷集 中を軽減す ることが望 まれ

る。

表4.1に フジテ レビジ ョンの場合 を例 として、キー局の現状および近い将来の拡張時に必要な映像

信号分配ネ ッ トワークの仕様 を示す。これ らの要求を満足するためには、従来の電気スイ ッチャを用い

表4.1映 像/音 声信号分配ネ ッ トワークへの要求仕様



た方式ではケーブル敷設 も含めて膨大な設備が必要となる。 これ に対 し、光ネ ッ トワークは、これ ら要

求を容易に満足することができる。以下 に、キー局 向映像信号分配光ネ ッ トワークについて検討する。

一般に光通信システムは
、放送局内に導入するのに適 した以下の優れた特長を持 っている。

(1)高 速,長 距離伝送:高 速,長 距離伝送が可能である。

(2)大 容 量:波 長 分割 多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing),時 分

割 多重(TDM:Time Division Multiplexing)な どによ り、一 本 の

光 フ ァイバ で 多数 の シ リアル デ ジタル 映像 信号 を多 重伝送 す る

ことが可能 で ある。

(3)EMIフ リー:電 磁誘導による雑音の影響 を受けない。

(Electromagnetic Induction Free)

(4)光 ファイバの軽量,可 とう性:同 軸ケ下ブルと比較 し、光フ ァイバは、敷設工事が容易である。

従 って、これ らの光ネッ トワークの特長を生か して、放送局内に導入するのに最 も適 した光ネ ッ トワー

ク方式を検討することが次の課題 となる。

図4.2(a)に 提案するキー局向映像信号分配光ネ ッ トワークの構成例 としてフジテ レビジ ョンに

採用 された光ネ ッ トワークの構成を示す。音声信号が多重された(SDTV:Standard Definition Television)

シリアルデジタル映像信号は、送信器毎 に時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)さ れ、お互 い

に出力波長の異なる光電気変換器(E/O:Electro-Optic Converter)で 光信号 に変換され、スターカプラ

へ送出される。スターカプラでは、複数の波長の光信号が波長分割多重(WDM:Wavelength Division

Multiplexing)さ れ、分岐 されて出力される。従 って、時分割多重と波長分割多重 された光信号がスター

カプラ出力と して得 られる。スターカプラは、波長MUX(Multiplexer)と 同時に光分配器の機能を持つ。

スターカプラの前段には、スターカプラの分配損を補償するための光アンプが挿入され る。スターカプ

ラの前段に光アンプを配置することで、波長多重用光ファイバアンプより安価な単一波長用光アンプが

使用できる。スターカプラ出力光信号は、光ケーブルによ り、スタジオ副調整室等 に設置された受信ユ

ニ ッ トに分配 される。同図の構成では、この様なスターカプラが2組 あり、各受信ユニ ットでは、光ス

イ ッチによ りスターカプラの系選択行 う。次に、各受信ユニ ッ トでは、可変波長フィルタで所要の波長

選択を行い、光信号を電気信号に変換する(O/E:Opto-Electric Conveter)。 この電気信号から時分割選

択回路 を用いて所要の(音 声信号が多重された)デ ジタル映像信号を選択する。本構成 において、光ス

イ ッチ を用 いて複数のスターカプラの系統 を選択することは、空間分割多重(SDM:Space Division

Multiplexing)技 術を用 いていることに相当する。従って、本光ネ ッ トワークは、現在、光交換で考え ら

れ る主要な多重化技術(空 間分割多重(SDM),波 長分割多重(WDM),時 分割多重(TDM))を 適用 し

ている。

図4.2(b)は 、送受信器を一つのローカルセンタにまとめたスター型の トポロジーに本光ネ ッ ト

ワークを置 き換えたものである。本章では、信号分配ネッ トワークと しての応用を主題と して述べるが、

本光ネッ トワークは一般的な光LANに も適用できる。

この光ネ ッ トワークは、次の様な特長を持つ。



図4.2映 像信号分配ネ ッ トワークの構成



(1)マ ルチフォーマッ ト:波 長毎 に異な る形式の映像信号を対応 させる事 によ り、容易 にマルチ

フォーマ ッ トに対応できる(フ ジテ レビジ ョン新社屋ではSDTVと

HDTVで 波長を分けている)。

(2)大 容量:時 分割多重度,波 長(WD)チ ャネル数,ス ターカプラ系統数の積 に等

しいチャネル数の信号を伝送できる。

(3)運 用の柔軟性:多 重 されて分配 される全ての信号か ら受信側で 自由に任意の信号を選

択できる。従 って、分散制御 によ り、回線センタの運用上の負荷を低減

できる。

(4)拡 張性:導 入時には送受信器数を最小限とし、送受信器を 順次増設することが容

易 にできる。

(5)高 信頼性:ス ターカプラを複数系統用いる ことによ り容量の拡大と共 に冗長性 を

持たせ、特別なスタンバイ系を持たずに障害回復機能を実現できる。

また、フジテ レビジョンの場合は、映像信号分配ネ ッ トワークと別 に設 けられたLANを 用いて、オペレー

タが光ネ ッ トワークの構成を意識せずに操作可能なユーザインタフェースを実現 している。

4.3シ ステム設計

前節で述べた局内映像信号伝送ネ ッ トワークに要求される仕様 を基 に、時分割多重(TDM)シ ステム,

波長分割多重(WDM)シ ステム,波 長(WD)チ ャネルのクロス トークと波形劣化,パ ワーバジェッ ト

に関する検討を行 った。以下 にこれ らのシステム設計,検 討について述べる。

4.3.1時 分割 多重(TDM)シ ステ ム

基幹系の光通信 システムでは、SDH(Synchronous Digital Hierarchy)が 広 く採用 されている。時分

割多重の方式として、SDHの フォーマ ッ トに従 った多重方式も考え られるが、現時点では、放送局内ネ ッ

トワークとしては、複雑 とな り、高価な多重方式 と考えられる。そこで、本光ネ ッ トワークでは、単純

な ビッ ト多重による時分割多重方式を採用 した。また、フレーム同期を取るために、時分割多重の1チ ャ

ネルをフ レーム識別チャネルと した。フレーム識別チャネルは、回路の簡単化 と時分割多重信号の ラン

ダム性を考慮 し、隣接チャネルの ビッ ト反転 とした。

標準的な シリアルデジタル映像信号(SDTVコ ンポジッ ト,コ ンポーネ ン ト,HDTV)は 、その規格

で9次 のスクランブルがか けられて いるが、20ビ ッ ト同符号連続や1/20低 マーク率が容易に発生する

ことが知 られている［8］。すなわち、シリアルデジタル映像信号が低周波数成分を持つ場合がある。 ビッ

ト多重方式を用いる場合、同符号連続を持つ信号が多重されることによ り、更に長い同符号連続が発生

する可能性がある。光通信で通常使われるAC結 合を用いた(低 域が遮断された)受 信器を使用する場

合、 この同符号連続が問題 となる場合がある。本光ネッ トワークでは、 この問題を解決するため、時分

割多重 した信号に対 して、X17+X3+1の 生成多項式に従 うスクランブルを行 う方式を採用 した。このスク

ランブル機能は、時分割多重前のシ リアルデジタル映像信号の速度(143Mb/s,270Mb/s)で 動作 する集

積回路で実現できる［9］。

現状で最 も高速か つ妥 当な コス トで実現で きる光通信 システムの伝送速度 は、基幹系のSTM-16

(OC-48)で 利用 されている2.5Gb/sで ある。言い換えると、妥当な コス トでシステムを実現するために



は 、1波 長 チ ャネル 当た りの伝送 速度 は、2.5Gb/s以 下でな けれ ばな らな い。そ こで 、NTSCコ ンポ ジ ッ

ト信 号(143Mb/s)に 対 して は、15チ ャネ ル と フ レー ムチ ャネル1チ ャネル を、16:1のMUX,DEMUX

(Multiplexer,Demultiplexer)を 用 いて 時分割 多重 し、1波 長チ ャネル 当た りの伝 送速 度 を2.29Gb/sと

す る。また 、NTSCコ ンポ ーネ ン ト信 号(270Mb/s)に 対 して は、7チ ャネル とフ レームチ ャネル1チ ャ

ネル を、8:1のMUX,DEMUXを 用 いて 時分 割 多重 し、1波 長チ ャネル 当た りの伝送 速 度 を2.16Gb/sと

す る。HDTVの 伝送 速度 は 、1.5Gb/sな の で、 時分割 多重 を行 わず に、1波 長 チ ャネル 当た りの伝 送速

度 を1.5Gb/sと す る。

以 上 述 べ た 時 分 割 多 重 方 式 は 、ITU-R(International Tecommunication Union Telecommunication

standardization sector)に 提 案 中 で あ る［10］。

4.3.2波 長分割多重(WDM)シ ステム

光ヘテロダイン検波な どの高価な波長 フィルタ技術を別に考えると、ファブリペロー(Fabry-Perot)

フィルタや誘電体 多層膜フィルタな どが価格面で実用的な波長フィルタとなる。 これ らの波長 フィルタ

の波長分離度か ら判断すると、WDチ ャネル間隔0.8～1nmが 実用的波長間隔となる。ITU-Rで は、0.4nm

(50GHz)と0.8nm(100GHz)間 隔の波長グ リッ ドの リコメンデーションを発行 している［11］。これに加え

て、Erド ープ光 ファイバアンプ(EDFA:Er-Doped Optical Fiber Amplifier)のCバ ン ドの波長帯域を考

えると32チ ャネル程度まで波長分割多重を行 うことができる。同時 に、この波長帯域(約30nm)で 発

振する波長分割多重用半導体 レーザを揃える必要がある。現在では、比較的容易 に波長分割多重用半導

体 レーザを入手できる様にな ったが、フジテ レビジョン新社屋向装置開発時点では、30nmの 範囲に渡 つ

て、半導体 レーザを揃えることは、相 当な コス ト高をもた らす状況であった。このため、著者 らは、1545

～1560nmの1nm間 隔 ,16チ ャネルの波長分割多重 システムを選択 した。

以上述べた波長分割多重および時分割多重方式を用いると、図4.2に 示 した構成では、NTSCコ ン

ポ ジッ ト映像信号換算で、最大480チ ャネル,HDTV信 号換算で、最大32チ ャネルの映像信号の分配

伝送が可能 となる。NTSCに10波 長(WD)チ ャネル,HDTVに15波 長(WD)チ ャネルを割 り当て

ることで表4.1の 要求を満足できる。

4.3.3波 長チャネル間ク ロス トークと波形劣化

波長分割多重における受信感度劣化の主要因は、波長チャンネル間クロス トークと波長フィルタが受

信WDチ ャネルの光スペク トル に与える歪による波形劣化 と考えられる。これ らの要因によるパ ワーペ

ナルテ ィをアイパター ンのシミュレーシ ョンによ り計算 した。

図4.3に 、 アイパ ター ン シミ ュ レー シ ョンの方法 を示 す。 この シミ ュ レー シ ョンで は、伝 送 方式 と

して 、強度 変調,直 接検 波(IM/DD:Intensity Modulation/Direct Detection)を 仮定 して い る。 以 下 に、

アイ パ ター ンシ ミュ レーシ ョンの 手順 を説 明す る。

(1)理 想 的な矩 形の 変調波 形 に対 してFFT(First Fourier Transformation)を 行 い、周波 数領域 で ロー

パ ス フ ィル タ をか けてス ム ーシ ングを行 う。変 調波 形 には 、26-1のPN(Pseudo-Random)パ タ ー

ンを用 いた 。

(2)IFFT(Inverse First Fourier Transformation)を 行 い 、 時 間 領 域 で チ ャ ー ピ ン グ を 加 え る 。



図4.3ア イパ タ ー ンの シミ ュ レー シ ョン方 法

図4.4ア イパ ター ンの シ ミュ レー シ ョンの結 果



図4.5ク ロス トークと波形歪み によるパ ワーペナルテ ィ

(3)FFTを 行 い、周波 数領 域 で波 長 フ ィル タ によ る歪 を加 え る。 波長 フィル タのス ペ ク トル 伝達 関

数 には、SINC関 数 を用 いた 。

(4)IFFT(Inverse First Fourier Transformation)を 行 い、時間領 域で ク ロス トーク を加え 、アイ開 口劣

化 か らパ ワー ペナル テ ィを求 める。 各WDチ ャネル の光 パ ワー は等 しい もの と した。

図4.4に アイパターンシミュレーシ ョンの結果を示す。同図(a)は 、クロス トークが無い場合で

あ り、(b)は 、合計のクロス トークを-5dBと した ときの15チ ャネルのクロス トークが加わった場合で

ある。図4.5は 、アイパターンシミュレーシ ョンにより求めた1チ ャネルのクロス トークがある場合,

7チ ャネルのクロス トークがある場合,15チ ャネルのクロス トークがある場合について、クロス トーク

の合計とパ ワーペナルテ ィの関係を示す。同図において、黒丸(●)は 、1チ ャネルのクロス トークが

ある場合,白 丸(○)は 、7チ ャネルのクロス トークがある場合の実験 により得 られたパワーペナルティ

である。アイパターンシミュレーシ ョンによ り求めたパ ワーペナルテ ィと実験結果が良く一致 している。

同図よ り、合計のクロス トークが-10dB以 下であれば、パ ワーペナルテ ィは、1dB以 下となることが分

かる。通常の波長 フィルタでは、隣接チャネルのクロス トークが支配的である。従って、各WDチ ャネ

ルの レベルのバラツキや設定波長誤差の影響を含めた上で隣接WDチ ャネルのクロス トークの合計が

-10dB以 下になる様 に波長フィルタを選定すれば、パ ワーペナルテ ィは、1dB以 下 になる。

4.3.4パ ワーバジェッ ト

図4.2に 示 した構成では、光ファイバアンプは、ブースタアンプとして光送信器 とスターカプラの

間に置かれ る。 この構成であれば、波長多重用光ファイバアンプよ り比較的安価な単一波長用光アンプ

が使用できる。更 に、光送信器間の出力レベルのバ ラツキも光ファイバアンプのAPC(Automatic Power

Control)に より補償できる。

表4.2お よび図4.6に フジテ レビジョン新社屋の光ネ ッ トワークのパ ワーバ ジェットを示す。送



表4.2パ ワーバ ジ ェッ ト

図4.6パ ワーバ ジ ェ ッ ト

信光源 には、DFB-LD(Distributed Feedback Laser Diode)とEA(Electro-Absorption)変 調器[12]を用 いた。

可変波長フィルタには、ファブリペロー(Fabry-Perot)型 の光フィルタを用いた。透過波長 ピークか ら

1nm離 れた波長位置でのクロス トークレベルは、-15dB以 下である。

光ファイバアンプの出力は、APC制 御 されているので、パ ワーバ ジェッ トとしては、光ファイバアン

プ出力か ら受信器までを考慮すれば良い。光 ファイバアンプは、ブースタアンプとして入カ レベルが充

分高い状態で使用 しているので、光 ファイバアンプのパワーペナルティは、ほとんど生 じな い。また、

充分な隣接WDチ ャネル抑圧比を持 った波長フィルタを使用 しているので、隣接WDチ ャネルのクロス

トークによるパ ワーペナルテ ィは、0.5dBと した。表4.2か ら分かる様に、システムマージンは、最

悪値で7dBと 充分な値が得 られている。



4.4装 置開発 と特性

以上のシステム設計を基 にフジテ レビジ ョン新社屋の映像信号分配光ネ ッ トワークを開発 した。本節

では、開発 した装置の構成,特 性 について述べる。

SDTV(NTSCコ ンポジッ ト)用 送信(Tx)カ ー ドのブロック図と写真をそれぞれ図4.7,8に 示

す。15チ ャネルのNTSCコ ンポジッ トシリアルデ ジタル信号(143Mb/s)は 、専用のICで クロック抽

出され、ゲー トアレイで ビッ ト同期,フ レームチャネル付加,(パ ラ レル)ス クランブルを行った後、ビッ

トMUXに よ り時 分 割 多 重 され る。 時 分 割 多 重 信 号 は 、 波 長 多 重 用 半 導 体 レー ザ とEA

(Electror Absorption)変 調器によ り構成 されるE/O変 換器により光信号に変換 される*1。また、Txカ ー ド

上のCPUに よ り、入力のデ ジタル信号の状態,半 導体 レーザの温度異常,出 力 レベル異常などが監視

され、異常が発生するとアラームを出力する。

波長多重用半導体 レーザの 出力光は、光カプラによ り分岐され、誘電体多層膜フィルタを用いた波長

基準 に入力される。同 レーザの出力波長は、ステップ ・バイ ・ステ ップ法 により波長基準用フィルタの

出力光強度 を最大とすることにより、安定化 される。He・Neレ ーザを基準 にした干渉計型波長計(ア ド

バ ンテス トTQ8325)を 用いて測定 した波長安定度を図4.9に 示す。同図より、±0.05nm以 下の波長

安定度が得られていることが分かる。この安定度は、1nm間 隔の波長分割多重に対 して、充分な値であ

る。

SDTV(NTSCコ ンポジッ ト)用 受信(Rx)カ ー ドのブロック図と写真をそれぞれ図4.10,11

に示す。Rxカ ー ドに入力された光信号は、光スイ ッチによ り系選択され、可変波長フィルタで所要の波

長選択が行なわれた後、APD(Avalanche Photodiode)を 用いたO/E変 換器によ り電気信号 に変換 される。

この電気信号は、ビッ トDEMUXに よ り時分割分離 された後、ゲー トアレイで(パ ラ レル)デ スクラン

ブル,フ レーム同期 され、時分割(TD)チ ャネル選択回路を用いて所要のシ リアルデ ジタル映像信号が

出力される。 また、Rxカ ー ド上のCPUに よ り、可変波長 フィルタの制御,TDチ ャネル選択回路の制

御が行なわれるとともに、入力光 レベルの異常,波 長フィルタの異常,フ レーム同期の異常などが監視

され、異常が発生するとアラームを出力する。

Txカ ー ドとRxカ ー ドのそれぞれ に使用 しているビッ ト同期,フ レーム同期,ス クランブル,デ スク

ランブル,TDチ ャネル選択の機能を持つ2種 類のECL(Emitter-Coupled Logic)ゲ ー トア レイを開発 し

た。 また、MUX,DEMUXに は、GaAsのICを 用いた*2。

Txカー ド,Rxカ ー ドの大きさは、380×270mmで ある。

図4.12(a),(b),(c)は 、それぞれMUX出 力波形,Txカ ー ド光出力波形,TDチ ャンネル

選択出力波形である。MUX出 力波形は、15チ ャネルのSDTV(NTSC)コ ンポ ジットシ リアルデジタル

信号(143Mb/s)と フレーム識別チャネルを時分割多重 したものである。Txカ ー ド光 出力波形は、8GHz

*1現 在では
、EA変 調器を半導体 レーザに集積化 したEA変 調器集積化半導体 レーザを用いることがで

きる。
*2現 在は

、SiのMUX/DEMUX用ICが 実用化されている。



図4.7SDTV用Txカ ー ドの ブロ ック図

図4.8SDTV用Txカ ー ド

図4.9波 長安定度



図4.10SDTV用Rxカ ー ドの ブ ロ ック図

図4.11SDTV用Rxカ ー ド

の帯域を持つPINホ トダイオー ドを用 いて測定 した。また、TDチ ャンネル選択出力波形は、2429Gb/s

の時分割多重信号をDEMUX ICと ゲー トア レイ(フ レーム同期回路,デ スクランブル回路,TDチ ャネ

ル選択回路)に より選択 したSDTV(NTSC)コ ンポジ ットシ リアルデジタル信号(143Mb/s)波 形であ

る。いずれも、良好なアイ開口が得 られている。

HDTV用 送信(Tx)カ ー ドのブロック図と写真をそれぞれ 図4.13,14に 示す。HDTVシ リアル

デ ジタル信号(1.5Gb/s)は 、専用のICで クロック抽出され、波長多重用半導体 レーザ とEA変 調器に

よ り構成 されるE/O変 換器 により光信号に変換される。SDTVの 場合と異な り、時分割多重は、行わな

い。また、Txカ ー ド上のCPUに よ り、入力のデ ジタル信号の状態,半 導体 レーザの温度異常,出 力 レ

ベル異常などが監視され、異常が発生する とアラームを出力する。波長多重用半導体 レーザの出力光は、

SDTV用 送信(Tx)カ ー ドの場合 と同様に波長安定化 される。

HDTV用 受信(Rx)カ ー ドの ブロック図と写真 をそれぞれ図4.15,16に 示す。Rxカ ー ドに入

力された光信号は、光スイ ッチによ り系選択 され、可変波長フィルタで所要の波長選択が行なわれた後、

APDを 用いたO/E変 換器によ り電気信号に変換 され る。 また、Rxカ ー ド上のCPUに よ り、可変波長



図4.12出 力波形(SDTV)



図4.13HDTV用Txカ ー ドの ブ ロ ック図

図4.14HDTV用Txカ ー ド

フィルタの制御が行なわれるとともに、入力光 レベルの異常,波 長 フィルタの異常な どが監視され、異

常が発生する とアラームを出力する。

HDTV用Txカ ー ド,Rxカ ー ドの大 きさは、170×340mmで ある。

図4.17(a),(b)に 、それぞれ1.5Gb/sのHDTVシ リアルデジタル信号のTxカ ー ド出力光波

形 とRxカ ー ド出力(受 信)受 信波形を示す。いずれ も、良好なアイ開口が得 られている。

図4.18に 光アンプカー ドの写真を示す。光ア ンプカー ドには、入 出力光 レベルの異常,励 起用半

導体 レーザの異常を監視 し、アラーム として出力する機能がある。光 アンプカー ドの大きさは、170X

380mmで ある。

送信,光 ア ンプ,ス ターカプラ,受 信の各ユニ ッ トの写真を図4.19に 示す。送信,光 ア ンプ,受

信の各ユニ ッ トには、それぞれ8枚 のカー ドが実装できる。

2.29Gb/sの 疑似ラ ンダムパター ンを用 いて、16波 長(WD)チ ャネルの伝送実験を行った。光ファイ

バアンプとWDチ ャネルを選択するための可変波長光フィルタを使用 した状態で符号誤り率(Bit Error

Rate)を 測定 した。図4.20は 、可変波長 フィルタ透過後 の光スペク トルである。隣接チャネルの抑



図4.15HDTV用Rxカ ー ドの ブ ロ ック図

図4.16HDTV用Rxカ ー ド

圧比は、18dB以 上で あった。 図4.21に 符 号誤 り率の測定結果 を示す。 バ ック ・ツー ・バ ック

(Back-to-Back)とWDチ ャネル選択後の受信感度(符 号誤 り率10-9)は 、それぞれ、-32.0dBmと-31.8dBm

であり、光ファイバアンプと波長分割多重によるパワーペナルテ ィは、0.2dBと 充分小 さな値であ った。

図4.22に フジテ レビジ ョン新社屋の映像信号分配光ネッ トワークの中心となる回線セ ンタのオペ

レーション室の写真を示す。回線セ ンタでの制御は、パーソナル コンピュータを用いた端末よ り行われ

る。従来、回線セ ンタでは、ルーテ ィングスイッチ ャの制御を行 うことによ り、分配する映像信号 を管

理 していたが、本システムでは、受信側に制御を任せ、回線セ ンタでは、分配する映像信号の情報管理

のみを行えば良い。図4.23に 、ラック室に置かれた送信 ラック,受 信ラックの写真を示す。手前側

の2つ の ラックが(SDTV用)送 信ラ ックで、送信ユニ ッ ト,光 アンプユニ ッ ト,ス ターカプラが1系,

2系 の順番で実装 されている。手前か ら3番 目のラックが(SDTV用)受 信 ラックで、受信ユニ ッ トが

実装されている。同軸ケーブル と比較 して軽量,フ レキシブルな光フ ァイバの特長を生か し、設備の小

形化が実現されて いる。




