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フジテ レビジ ョン新社屋の映像信号分配光ネ ッ トワークは、SDTVシ ステムの導入が1996年 夏から

始 まり、運用試験を経て1997年3月 よ り本格運用 された。また、HDTVシ ステムは、1999年4月 よ り

本格運用が開始 され、現在両システムともに順調に稼働 している。

4.5結

本章では、波長多重を用いた放送局向映像信号分配光ネ ッ トワークについて、本格的波長多重光ネ ッ

トワークを世界で初めて導入 したフジテレビジ ョン新社屋の例を中心に述べた。最初に、キー局向放送

局内映像信号分配ネ ットワークの必要条件を説明 し、これを満たす光ネ ッ トワークを提案 し、このネ ッ

トワークの構成 と基本コンセプ トについて述べた。 この光ネ 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,波 長分割多重,時 分割多重)を 適用 している。本光ネッ トワークは、

スター型の トポロジーを持つ一般的な光LANに も適用できる。

次 に、 この基本 コンセプ トに基づいた光ネ ッ トワークの設計 として、時分割多重システム,波 長分割

多重システム,WDチ ャネルのクロス トークと波長フィルタでの波形歪のシミュレーシ ョン,パ ワーバ

ジェッ トについて述べた。

時分割多重度は、商用 システムの伝送速度限界 とシ リアルデ ジタル映像信号の伝送速度によ り決まる。

また、多重方式は、経済性か らビッ ト多重を用い、TDチ ャネルの1つ をフレーム同期用チ ャネルとす

る方式とした。本ネッ トワークでは、SDTV(NTSC)コ ンポジッ ト信号の場合、15チ ャネルを、SDTV

(NTSC)コ ンポーネ ン ト信号の場合、7チ ャネルを1波 長(WD)チ ャネルに時分割多重する(HDTV

信号の場合、時分割多重を行わない)。波長多重度は、光アンプの帯域と可変波長フィルタの特性(隣 接

WDチ ャネルの抑圧比)に よ り決まる。現状、Cバ ン ドで32波 長(WD)チ ャネル程度 まで波長分割多

重を行 うことができる。 フジテ レビジョンの場合、開発当時の波長分割多重用半導体 レーザの入手状況

から、波長多重度 として16波 長(WD)チ ャネルを採用 した。また、冗長性を確保するため と分配する

チ ャネル数を増やすため に、スターカプラ2系 統をRxカ ー ド上の光スイッチで選択する2チ ャネル空

間分割多重方式を採用 している。これによ り、フジテ レビジ ョン新社屋の映像分配光ネ ッ トワークは、

約150チ ャネルのNTSCコ ンポジッ トシ リアルデ ジタル映像信号と約15チ ャネルのHDTVシ リアルデ

ジタル映像信号を伝送できる。

WDチ ャネルのクロス トークと波長フィルタでの波形歪のシミュレーシ ョンか ら、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

以下になることを示 した。

パワーバ ジェ トの検討からフジテレビジョンの場合、システムマージンは、最悪値で7dBと 充分な値

が得 られることを示 した。

次に、開発 した装置の構成,特 性 について述べた。

SDTV用 送信(Tx)カ ー ドでは、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)

を、専用のICで クロック抽出し、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 り時分割多重する。 この時分割多重信号は、E/O変 換器 によ



り光信号 に変換 され る。 また、出力光は、誘電体多層膜フィルタを基準に波長安定化される。波長安定

度は、±0.05nm以 下であ り、1nm間 隔の波長分割多重 に対 して、充分な安定度である。

SDTV用 受信(Rx)カ ー ドでは、入力された光信号が、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、O/E変 換,ビ ッ トDEMUX,(パ ラレル)デ スクランブル,フ レー

ム同期,時 分割(TD)チ ャネル選択が行なわれ、所要のシリアルデジタル映像信号が出力される。HDTV

用Tx,Rxカ ー ドでは、時分割多重,分 離を行なわない。

また、Txカ ー ド,Rxカ ー ド,光 アンプカー ドは、各種監視機能を持ち、異常が発生するとアラーム

を出力する。

本装置 により、2.29Gb/sの 疑似 ランダムパターンを用いた16波 長(WD)チ ャネルの伝送実験を行 っ

た結果、パ ワーペナルティは、0.2dBと 充分小さな値であった。

フジテ レビジ ョン新社屋の映像信号分配光ネ ッ トワ-ク は、SDTVシ ステムの導入が1996年 夏か ら

始 ま り、運用試験を経て1997年3月 よ り本格運用された。また、HDTVシ ステムは、1999年4月 よ り

本格運用が開始 され、現在両システムともに順調 に稼働 している。

1990年 代後半には、約1.5Gb/sの 伝送速度を持つHDTVシ リアルデジタル信号を扱 う大規模な電気

スイッチ ャが実現できなか った。 このために、本光ネ ッ トワークは、東京,大 阪の主要放送局 に採用さ

れ、導入された。しか し、2000年 代 になると、HDTVシ リアルデジタル信号を扱 う大規模な電気スイ ッ

チャが実現 され、主 に経済性の理 由か ら、各放送局 に導入されている。

これに対する本光ネ ッ トワークとしての課題は、安価な可変範囲の広 い可変波長フィルタを実現する

ことである。技術的には、近年、MEMS(Micro Electro Mechanical System)を 用いたファブリペロー可

変波長フィルタ[13]が研究 されるな ど、安価な可変波長フィルタの実現の可能性が高まっている。 しか

し、WDM技 術導入の牽引車 とな っている基幹伝送の市場では、現状、可変波長 フィルタに対するニー

ズが無く、この ことが、安価な可変波長フィルタ実現への減速要因となっている。

一方
、他の新 しい光技術の導入 により、放送局内映像信号分配ネッ トワークを構築する道も考え られ

る。一つには、大規模な光スイ ッチの実現 による光スイ ッチャの導入が考 え られる。近年、大規模な

MEMS光 スイ ッチ[14]が研究されている。大規模な光スイ ッチャの実用化により、現在放送局で使用 さ

れている電気スイ ッチャを光スイ ッチャに置き換えることが考え られる。ただ し、放送局の場合、基幹

伝送系では、要求されない、分配接続(ブ ロー ドキャス ト)の 機能が要求される。光スイッチ に分配接

続の機能をどの様 にして実現するかが、この場合の課題である。もう一つは、IP(Internet Protocol)系 の

光通信装置の導入である。現在、IP系 の装置は、大容量,高 速,低 価格化が進んでいるため、これ らの

装置を映像信号分配 に用いることが考えられる。この場合、映像信号のIPセ ル化(フ ォーマッ ト変換)

が必要 になるとともに、映像信号の実時間伝送の保証、ネ ッ トワークの信頼性の保証などが課題となる。
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第5章 上り周波数分割マルチアクセス/下 り時分割多重光アクセスネットワーク

5.1序

周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)を 用 いた光マルチアクセスは、異なる電気

のキ ャ リア周波数を持 つ複数 の光源 か らの送信光 を光 カップラで多重する ことで容易 に実現で きる

[1,2]。 この光マルチアクセスを図5.1に 示す様な光加入者ネ ッ トワークの上 りの通信 に応用すること

が考え られる。

従来、光加入者ネ ッ トワークの上 りの通信 には、時分割マルチアクセス(TDMA:Time Division Multiple

Access)[3]や 波長分割マルチアクセス(WDMA:Wavelength Division Multiple Access)[4-6]を 用いる方

式が提案されている。 しか し、後者は、光 フィルタや送信光源の波長制御な どが必要であ り、前者は、

伝送速度が増すことや同期を必要 とするな どの問題がある。前述の光マルチアクセスは、既存の電気通

信装置を利用でき、これらの方式と比較 して経済的に有利と考え られるが、従来、複数の送信用 レーザ

の何れか2つ の レーザの波長が近付 くと、受信器で光 ビー ト雑音が生 じる問題があった。

本章では、上 りの通信にFDMを 用 いた光マルチアクセスを、下 りの通信 に従来から経済的と考え ら

れている放送モー ドによる時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)[3]を 用いたU-FDMA/D-TDM

図5.1光 加入者ネ ッ トワーク概念図



光 マ ル チ ア ク セ ス ネ ッ トワ-ク(Upstream-Frequency-Division-Multiple Access/Downstream-Time-

Division-Multiplexing Optical Fiber Multiaccess Network)を 提 案 する。また 、光 ビー ト雑 音 の回避 方法 の

一 つ と して 、上 りの通 信の 送信光 源 に光 スペ ク トル 幅の広 いスーパ ール ミネ ッセ ン トダイオ ー ド(SLD:

Superluminescent Diode)を 用 いる ことを検 討す る。更 に、 本ネ ッ トワー クのCNR(Carrier to Noise

Ratio)と 光 フ ァイバ の 波長 分散 によ るパ ワー ペナル テ ィを計 算 し、 チ ャネル 容量 を 求め 、本 ネ ッ トワー

ク の有効 性 を示す 。

本 光ネ ッ トワー クは 、マ スタ ー ・ス レー ブ型 の光LAN(Local Area Network)と 見 なす こと もで きる。

5.2シ ステム構成

図5.1に 示す光加入者ネ ッ トワークの概念図において、セン トラルオフィス(CO:Central Office)

は、事務所,ビ ルな どに置かれたネ ッ トワークターミネ-タ(NT:Network Terminator)と 光 ファイバで

結ばれ、ネ ッ トワークター ミネータは、 ビル内,家 屋などの加入者 に電気ケーブル により接続 される。

提案するU-FDMA/D-TDM光 マルチアクセスネッ トワークは、上 りの通信 に、FDMを 用いた光マルチ

アクセスを、下 りの通信 に、上 りと異なるキャリア周波数 によるTDMを 用いている。一般 に、高速の

受信器は、高速の送信器 と比較 し低価格であるので、上 りの通信 は、光マルチアクセス により各チャネ

ルの伝送速度を押えて伝送容量を増 し、下 りの通信 は、TDMに よ りある程度伝送容量を増す ことが経済

的 に有利である。また 、4節 の検討で示す ように、下 りの通信では、BISDN(Broadband Integrated

Services Digital Network)な どのブロー ドバ ン ドサー ビスを放送モー ドで提供できる伝送容量が得 られ

る。

U-FDMA/D-TDM光 マルチアクセスネ ッ トワークの基本構成 を図5.2に 示す。図5.2で は、ネ ッ

トワークの トポロジーと して、ダブルスター構造を用いている。ネ ッ トワークの トポロジーは、ネ ッ ト

ワークターミネータの分布,伝 送損失の設計,ネ ッ トワークの拡張性などに関係するが、ここでは、簡

単のため、代表的 トポロジーであるダブルスター構造で検討を進める。

図5.2(a)に おいて、光マルチアクセスを用 いた上 りの通信のために、各ネ ッ トワークター ミネー

タには、単一のキャ リア周波数が割当てられている。図5.2(b)に 使用周波数帯域割当の例を示す。

ネ ッ トワークター ミネータでは、加入者か らの電話信号やデータをデジタル的に多重 し、RF(Radio

Frequency)信 号に変換する。次に、このRF信 号は、電気/光(E/O:E-ectro-Optic)変 換される。各ネッ

トワークターミネータか らの送信光は、スターカプラによ り多重化 され、セン トラルオフィスの受信器

で、光/電 気(O/E:Opt-Electric)変 換 された後、電気の帯域通過 フィルタにより、分離 される。更 に、

RF復 調 され、デジタル的にデマルチプ レクスされる。 この様に、FDMを 用いた光マルチアクセスは、

光カ ップラを用いた多重化 と電気の帯域通過フィルタを用いたデマルチプ レクスにより容易 に実現され

る。ネ ッ トワークターミネータの送信光源 については、次節で検討するが、 ここではスーパール ミネ ッ

セン トダイオー ド(SLD)を 用いるものとする。

下 りの通信では、セン トラルオ フィス内の半導体 レーザ(LD:Laser Diode)が 、E/O変 換器と して使

用される。このLDは 、TDM信 号を搬送するRF信 号によ り駆動される。セン トラルオフィスからの送



図5.2U-FDMA/D-TDM光 マル チ アク セスネ ッ トワークの 基本構 成

信光は、スターカプラにより、全てのネ ッ トワークターミネータに分配される。ネ ッ トワークターミネー

タでは、受信光をO/E変 換 し、RF復 調 した後、TDM信 号の予めネ ッ トワークターミネータに割当て ら

れたタイムスロッ トを選択 して受信する。受信信号はデ ジタル的 に多重されているので、更にこれをデ

マルチプ レクス し、加入者 に分配する。

U-FDMA/D-TDM光 マルチアクセスネ ッ トワークの特長を以下にまとめる。

(1)下 りのTDM通 信によ り、ブロー ドバ ン ドサー ビスを放送モー ドで提供する。

(2)上 りの通信のFDMAチ ャネル数を増やすことによ り、上 りの伝送容量あるいはネ ッ トワーク

ターミネータの数を容易 に増やすことができる。

(3)上 りと下 りの通信 に異な るキャリア周波数を割当てることで、光学素子な どの反射 による上 り

と下 りの通信間のクロス トークを低減できる。これ によ りピンポン伝送を用いること無 しに双

方向通信が容易に実現できる。

(4)上 りの通信において、各ネッ トワークターミネータに単一のキャ リア周波数を割当てることで、

通常のサ ブキャリア多重(SCM:Subcarrier Multiplexing)方 式を用いたときに生 じる相互変調

歪が無い。従 って、高調波が使用周波数帯域内に発生 しない様に使用周波数帯域 を割 当てれば、

ネ ッ トワークターミネータの送信器に線形性の高いデバイスを必要としない。

(5)次 節 で説 明する様 に、ネ ッ トワークタ ーミネータの送信光源 に広い光スペク トル幅を持つ

SLDを 用 いるので、セン トラルオフィスの受信器で光 ビー ト雑音が生 じない。



5.3光 ビー ト雑音の検討

複数の導体 レーザ(LD)を ネ ッ トワークターミネータの送信光源 として用い、同時に送信を行 う場合、

セン トラルオフィスの受信器 における光 ビー ト雑音が問題となる。 この問題は、幾つかの文献で議論 さ

れている[6,7]。光 ビー ト雑音を避けるための一つの方法 として、ネッ トワークターミネータの送信光源

に用いる半導体 レーザ(LD)の 波長を制御する方法がある。 しか し、波長を規定 した半導体 レーザは、

比較的高価であることや温度制御が必要であることなどの問題点もある。ここでは、 ビー ト雑音を回避

する一つの方法 と して、LED(Light Emitting Diode)の 一種であるスーパール ミネ ッセン トダイオー ド

(SLD)を ネ ッ トワークターミネータの送信光源として用 いる方法を検討する。SLDの 光スペク トル幅

は広 いために、セン トラルオフィスの受信器における光 ビー トのスペク トル幅は信号の帯域 と比較 して

非常に広 くなるので、光 ビー トによる雑音の レベルは低 く、信号のCNR(Carrier to Noise Ratio)に殆 ど

影響を与えな い。

図5.3に 光 ビー ト雑音の例を示す。図5.3(a)は 、実験系のブロック図である。二つの送信光

源は、それぞれ、145MHz,155MHzで 変調され、出力光は、光 ファイバ カプラで結合された後、O/E

変換され、受信信号がスペク トルアナライザで観測 される。スペク トルアナライザの分解能帯域幅は、

30kHzに 設定 した。図5.3(b),(c),(d)は 、光源にLDを 用いたときの受信信号のスペク トル

である。二つのLDの 波長間隔△λLDは 、LDの 温度 と注入電流を制御 して調整 した。波長間隔 △λLD

が小さくなるにつれて、明かなCNRの 劣化が起こることが観測される。図5.3(e)は 、光源 にSLD

を用いたときの受信信号のスペク トルである。使用 したSLDの 光スペク トル幅△λは、55nmで あった。

二つのSLDの 中心波長は、ほぼ等 しいにも関わ らず、光 ビー ト雑音の影響は全 く見 られな い。

通常のLEDは 、光ファイバとの結合効率が低 く、光ファイバ 出力が小 さい(例 えば、-5dBm)の に

対 して、温度制御 されたSLDを 用いれば、-3dBm以 上の光 ファイバ出力が得られる。 このため、上 り

の送信光源にSLDを 用いた。次節の検討で示すように、SLDを 用いることは、LDと 比較 して、伝送容

量を制限するが、加入者ネ ッ トワークでは、上りの通信よ り、下 りの通信 に大きな伝送容量が要求され

るので、多くの応用において有効な方法と考えられる。

5.4シ ステム設計

本節では、最大チャネル容量を求めるために、伝送損失,LDとSLDを 送信光源 として用いた通信シ

ステムのCNR,光 フ ァイバの波長分散の影響によるパ ワーペナルテ ィを求める。送信光源 に光スペク ト

ル幅の広 いSLDを 用いた場合、光 ファイバの波長分散 によるパワーペナルティが無視できない。

5.4.1レ ベル設計

図5.4に 、パ ッシブダブルスター構造のネ ッ トワークの伝送路を示す。方向性結合器を用 いた1:N

のスターカプラを仮定すると、信号光は、スターカプラ(SC)でIog2N段 の3dBカ プラを通過する。

伝送損失LT(dB)は 、



図5.3光 ビー ト雑音 の例



図5.4パ ッシブダブルスターの伝送路

表5.1送 信 レベル と伝送損失

で表 され る。 ここで、Ld,Lf,Lcは 、それ ぞれ 、3dBカ プラの過 剰損 失,光 フ ァイバ の損 失,コ ネ ク

タの挿 入損 失で あ る。第1項 の(Ld+3)は 、3dBカ プラ1段 の損 失 を表 し、(log2N+2)は 、 ス ター カプ ラ

の3dBカ プラの段 数 に送受信 器 内の3dBカ プ ラ各1段 を加 えた 全3dBカ プ ラ総 段数 を表 す。第3項 は、

コネ クタ総 数4と した コネ クタ によ る全損 失 を表 す。 これ ら損 失の値 と送信 光源 のパ ワーを表5.1に

示 す。

例え ば、分 岐数(ネ ッ トワー クタ ー ミネ ー タの数)Nを32,使 用 波長 を1.5μm,光 フ ァイバ 長 を10km

とす る と、伝送損 失LTは 、30.25dBと な る。従 って、上 りと下 りの受信 光パ ワーは、それ ぞれ-18.25dBm,

-27.25dBmと な る。た だ し、上 りにつ いて は、送 信光 源の 数 をNと し、総 和 を受信光 パ ワー と して い る。



5.4.2下 りのCNR

半導 体 レー ザ(LD)を 送 信光 源 に用 いた通 信 システ ムのCNR(CNRLD)は 、 次式 で 与え られ る[8-10]。

ここで、OMIは 、光変 調指数(OMI:Optical Modulation Index),Prは 、受 信光 パ ワー,η は 、光検 出器

の光 電変 換効 率,RINは 、LDの 相 対 強度雑 音,eは 、電 気 素量,Inは 、受信器 の等 価入 力雑 音電流 密度,

Bは 、受信器 の 帯域 であ る。 この 式 にお いて、分 子 は、キ ャ リア強 度 を、分 母 の第1項 は、LDの 強度 雑

音 を、第2項 は、 量子雑 音 を、第3項 は、 受信器 の 雑音 を表 す。

図5.5に 、RIN=6.31×10-16Hz-1(-152dB/Hz),In=10pA/√Hz,η=0.8mA/mW,OMI=90%,

B=10MHz,…,3GHzと した ときのCNRの 計算 値 を示す 。受信 光パ ワーの 小 さい領域 で は、受信 器

の雑 音 が支 配的で あ り、CNRは 、受信 光パ ワー に比例 す る。一 方 、受信 光パ ワーの大 きな 領域 で は、強

度雑 音 が支 配的で あ り、CNRは 、一 定値 に収 束 する。

例 え ば、 変調方 式 と してQPSK(Quadri-Phase Shift Keying)を 用 い、CNRと して、16dB以 上が 必要

で ある とす る。 この とき、 分岐数(ネ ッ トワー クター ミネ ータの 数)Nを32,使 用波 長 を1.5μm,受

信 光パ ワ ーを-27.25dBmと す る と、 図5.5よ り、 受信器 の 帯域Bは 、約400MHz以 下 とな る。 この

帯域 は、チ ャネル 容 量800Mb/sに 相 当す る。

図5.5下 りの通 信(LD)のCNR



5.4.3上 りのCNR

スーパ ール ミネ ッセ ン トダ イオ ー ド(SLD)の 強度 雑音 は、 レーザ ア ンプの 自然放 出光-自 然 放 出光

ビー ト雑 音 に相 当す る[11]。 受信 光パ ワーPrに 対 して、強 度雑 音 は、(Prη)2B/Δυ で 与 え られ る。 こ

こで 、Δυ=(c/λ2)Δ λ,Δ λは、SLDの 光ス ペク トル 幅,cは 、光速,λ は、SLDの 波 長,η は、

光 検 出器 の光電 変換 効率,Bは 、 受信 器の 帯域 であ る。

従 って 、SLDを 送 信光源 に用 いた通信 システ ムのCNR(CNRSLD)は 、次 式 で与え られ る。

この式 において 、分 子 は、キ ャ リア強度 を 、分 母の 第1項 は、SLDの 強 度雑 音 を、第2項 は、量子雑 音

を 、第3項 は、受信 器 の雑 音 を表 す 。

図5.6に 、Δ λ=50nm,In=10pA/√Hz,η=0.8mA/mW,OMI=2%,B=10k,…,30MHz

と した とき のCNRの 計 算値 を示 す。LDの 場 合 と同様 に、受信 光パ ワーの 小 さ い領域 で は、受信 器 の雑

音が 、受 信光パ ワーの大 きな 領域 で は、強度 雑音 が支 配的 で ある。

例 え ば、 分岐 数(ネ ッ トワー クタ ー ミネ ータ の数)Nを32,使 用波 長 を1.5μm,受 信光 パ ワー を

-18 .25dBmと す る と、図5.6よ り、CNRを16dB以 上 とす る受信器 の 帯域Bは 、約11.4MHz以 下 と

な る。 しか し、後述 す る様 に、波 長 分散 に よるパ ワー ペナル テ ィが生 ず るので 、実 際 には、約750kHz

図5.6受 信帯域Bを パラメータとした上 りの通信(SLD)のCNR



以下でなければな らない。

図5.7に 、Δ λ=50nm,In=10pA/√Hz,η=0.8mA/mW,B=300kHz,N=1,…,64と した と

きのCNRの 計算値を示す。上 りの通信の場合、各ネ ッ トワークターミネータに単一のキャ リア周波数

を割当ているので、チャネル数(分 岐数N)の 増加に従って、OMIは 、相対的に減少する。図5.7に

おいて、OMIと 共 にチ ャネル数を示 した。ここで、SLDの 非直線性があまり問題とな らない様 に、1チ ャ

ネル当 りの0表 を64%と した。図5.7に おいて、チャネル毎の受信光パワーが一定のCNRを 破線

で示 した。受信器雑音が支配的な領域では、図5.7の 破線で示 されるCNRは 、ほぼ一定である。

5.4.4分 散 によるパワーペナルティ

スーパール ミネ ッセ ン トダイオー ド(SLD)の 様 に光スペク トル幅の広 い光源を送信光源に用いた場

合、光 ファイバの分散によるパワーペナルティが生ずる。送信 される信号波形をcos(2πft)と し、簡単

のために、SLDの 光スペク トルを矩形 とすると、光ファイバ伝送後の信号波形は、

とな る。 ここで、fは 、キ ャ リア周波 数,Lは 、 フ ァイバ 長,cd=λ/c|d2n/dλ2|は 、 光 フ ァイバ の1次

の波 長分 散 を表す 。 ここで は、 高次 の波 長分散 を無 視 した。 上式 よ り、光 フ ァイバ の波 長分散 によるパ

図5.7分 岐数Nを パ ラメータとした上 りの通信(SLD)のCNR



ワーペナ ルテ ィLp(dB)は 、次 式 で与 え られ る。

図5.8に 、光 ファイバの波長分散によるパ ワーペナルテ ィの計算結果を示す。ここで、18,5ps/nm/km

は、それぞれ、光 ファイバの波長1.5,1.3μmで の1次 の波長分散である。LDを 光源 とした場合、

1.3μmは 、零分散波長であるが、ここでは、光源の光スペク トル幅が広いことを考慮 し、大きめに見積っ

た値を用いた。同図の下側の横軸は、光 ファイバ長Lを10kmと したときのキャリア周波数fと 光源の

光スペク トル幅Δ λの積である。光 ファイバの波長分散 によるパ ワーペナルティLpは 、キ ャリア周波数

fと 光源の光スペク トル幅Δ λの積の関数であ り、この値が大きくなる程、パ ワーペナルティも大きく

なる。従 って、光源 として使用するSLDの 光スペク トル幅Δ λは、光 ビー ト雑音と光強度雑音が問題 と

な らない範囲で、適当に狭 い方が、光ファイバの波長分散によるパワーペナルティLpが 小さくなる。

5.4.5伝 送容量

(5-2)式,(5-3)式 より、伝送帯域Bを 求め、変調方式と してQPSKを 仮定 しチャネル容量を伝送帯域

の2倍 とすると、上 りと下 りのチャネル容量Cu,CD(b/s)は 、それぞれ次式で与えられる。

図5.8光 ファイバの分散によるパワーペナルティ



ここで、CNRは 、許 容CNR,Pr1は 、波 長分 散 によ るパ ワーペ ナル テ ィを考慮 した 上 りの受信 光パ ワー,

Ltは 、送 信光 パ ワー,LTは 、(5-1)式 の伝 送損 失,Lpは 、(5-4)式 の波 長分 散 によ るパ ワー ペナル テ ィであ

る。 ここで、パ ワー ペナルテ ィLpは 、 キ ャ リア周 波数 の 関数で あ るので 、上 りの通 信 に関 し、SLDの

非線 形性 によ り生 ず る高調波 が使 用帯域 内 に発 生 しな いよ うに、最 小の キ ャ リア周波 数 を2Bu・N、 最 大

のキ ャ リア周波 数 を3Bu・Nと 仮 定す る。Buは 、最 大信 号帯域 で 、Cu/2に よ り求め られ る。 この様 な 配

置 にす る ことによ り、最 小の キ ャ リア周波 数 の高 調波 は、4Bu・N以 上 の 周波 数 にな る。従 って、上 りの

最 大 チ ャネル容 量 は、(5-5)式 を セル フ コン シス テ ン トに解 く ことによ り得 られ る。

以 上 の様 に して求 めた 、分 岐 数(ネ ッ トワー クタ ー ミネ ータ の数)Nに 対す る最 大 チ ャネ ル容 量 を

図5.9に 示 す。 ここで、許容CNRを16dB,SLDの 光 ス ペク トル 幅Δ λを50nmと した。図5.9に

お いて、 実線,破 線 は、 それ ぞれ波 長1.5,1.3μmを 用 いた場合 の最 大チ ャネル容 量 を示す。 例 えば 、

波 長1.5μm,分 岐数32に 対 して 、上 り約1.5Mb/s,下 り約1.8Gb/sの 最 大チ ャネ ル容 量が 得 られ る。

一方 、近 年で は、C-WDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)用 半導 体 レーザ が入 手で きる様

にな って きた。 ア ナ ログ用 半導 体 レーザ と比 較 して 、線 形性 に劣るが 、本 ネ ッ トワー クでは 、上 りの通

信(ネ ッ トワー ク ター ミネー タの送 信器)に 線 形 性の 高 いデ バ イス を必要 と しな いため 、光 ビー ト雑音

を回避 す るため に、 このC-WDM用 半 導体 レーザが使 用で き る。 この場合 、 上 り,下 りとも に光源 は、

半 導体 レーザ とな るので 、(5-5)式 は、次 式の よ うにな る。



図5.9最 大チ ャネル容量

図5.10最 大チャネル容量(上 り半導体 レーザの場合)

SLDの 場 合 と同様 に して、上 式 よ り求 めた分 岐数(ネ ッ トワ ークタ ー ミネ ータの数)Nに 対す る最大 チ ャ

ネル 容量 を 図5.10に 示す 。例 え ば、波長1.5μm,分 岐数32に 対 して 、上 り約180Mb/s,下 り約1.6Gb/s

の最 大 チ ャネル 容 量が得 られ る。

5.5結

本 章 で は 、 加 入 者 ネ ッ トワ ー ク へ の 適 用 が 期 待 で き るU-FDMA/D-TDM(Upstream-Frequency-

Division-Multiple Access/Downstream-Time-Division-Multiplexing)光 マル チ アクセ スネ ッ トワー クを提案

した 。本 ネ ッ トワー クでは、 上 りの信 号光 をス ター カプ ラで 多重化 し、 この信 号を セ ン トラル オ フ ィス

の受 信器 の帯域 通過 フ ィル タ によ り電 気的 に分離 す る。また 、各 ネ ッ トワーク ター ミネー タ に単 一の キ ャ



リア周波数を割当てるので、通常のSCM方 式と比較 して、ネ ッ トワークターミネータの送信器に線形

性の高いデバイスを必要と しな い。下 りの通信 には、TDMを 用い、ブロー ドバ ン ドサー ビスを放送モー

ドで提供する。また、上 りと下 りの通信に異なるキャリア周波数を割当てることで、双方向通信を容易

に実現 している。更 に、セン トラルオフィスの受信器での光 ビー ト雑音を避ける一つの方法 としてネ ッ

トワークターミネータの送信光源 に広 い光スペク トル幅を持つSLDを 用 いることを提案 した。

本ネ ッ トワークのCNRと 光 ファイバの波長分散 によるパ ワーペナルテ ィを計算 し、チャネル容量を

求めた。例 として、光ファイバ長10km,分 岐数32に 対 して、上 り約1.5Mb/s,下 り約800Mb/sの 最大

チャネル容量が得 られる。また、 ビー ト雑音の影響を回避するために、近年入手可能 にな ったC-WDM

用半導体 レーザを上 りの通信に用 いた場合のチャネル容量を求めた。 この場合、例えば、波長1.5μm,

分岐数32に 対 して、上 り約180Mb/s,下 り約1.6Gb/sの 最大チャネル容量が得 られる。

加入者ネ ッ トワークの場合、経済性が重視 される。SCM技 術を用 いた本光ネ ッ トワークは、現時点で

の経済性を考慮 した一つの提案である。一方、低価格なWDMデ バイスの研究も進め られている[12]。

上 りのマルチアクセスにWDM技 術を導入 した場合、ベースバン ドでの信号処理が可能なため、伝送容

量の拡大が容易になる。今後の加入者ネ ッ トワークの伝送容量の拡大 とWDMデ バイスの低価格化が、

SCM技 術を用 いた加入者ネ ッ トワークの伝送速度当りの コス トとWDM技 術をもちいた加入者ネ ッ ト

ワークの伝送速度 当りのコス トとを逆転させる可能性が充分ある。将来における加入者ネ ッ トワークへ

のWDM技 術の導入を大いに期待 した い。
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第6章 波長ア ドレスを用いたパケ ッ ト転送光ネ ッ トワーク

6.1序

近年の コンピュータ,ワ ークステーシ ョン端末の高速化,大 規模化 にともない、データ転送用LAN

(Local Area Network)の 高スループッ ト化の必要性が高まっている。また、将来のB-ISDN(Broad Band

Integrated Digital Network)の 実現に向けて高速ATM(Asynchronous Transfer Mode)網 の検討,加 入者転

送網のATM化 の検討が進められている[1]。 これ らの実現に当っては、パケ ッ トベースの高スループ ッ

トなネ ッ トワークが不可欠 となる。 しか し、伝送速度の高速化のみ による高スループッ ト化には限界が

あるため、波長分割多重(WDM:Wavelength Division Multiplexing)に よる光ネッ トワークの高スルー

プッ ト化の検討が進められている[2]。

本章では、波長 ア ドレス(波 長ラベル)を 用 いたパケ ッ ト転送光ネ ッ トワークを提案する。本光ネ ッ

トワークは、WDM技 術を用 いた もので、光ATM交 換網と しての機能も持 つ。従 って、高速光転送網[3],

MAN(Metropolitan Area Network),LAN等 のネ ッ トワークに用いることができる。また、本光ネ ッ トワー

クは、ハー ドウエ アが ノー ドに分散 しているので、従来提案 されている集中型のWDM交 換システムと

比較 して、実現性が高い。

本光ネ ッ トワークに必要な要素技術の一つと して、光源の高速波長切換えがある。本章では、高速波

長切換え安定化光源を提案するとともに、複数の高速波長切換え安定化光源 と光スイッチを用いた高速

波長切換え方式を提案する。

更 に、本光ネ ッ トワークの基本動作である高速パケ ッ ト信号伝送,選 択受信の実験 について述べる。

6.2シ ステム構成

図6.1(a)に 提案する波長ア ドレスを用いたパケッ ト転送光ネ ッ トワークの構成を示す。本光ネ ッ

トワークは、アクセス方式 として、スロッテ ドループ(あ るいは、バス)を 採用する。ネッ トワーク内

の各 ノー ドは、互 いに異なる波長 によってア ドレスされる。各ノー ドには、 自ノー ドに割 当てられたア

ドレス波長 λiの信号とスロッ トを規定するためのフレームパルスを伝送する波長 λsの 信号を抽出する

ため、2台 の固定波長フィルタが設置されている。同図(a)に おいて、データパケ ッ トは、このフレー

ムパルス に同期 したタイムスロッ ト上を伝送される。データパケ ッ トの送信 は、送信先ノー ドのア ドレ

ス波長の信号が着信ス ロッ トに無 いこと(ア イ ドル状態)を 確認 した後、可変波長光源 によ り送信先 ノー

ドのア ドレス波長の信号を送 出することによ り行 う。このアイ ドル状態の確認は、例えば、フレームパ

ルスを伝送する波長 λsに 制御信号を乗せることによ り行う。また、自ノー ド宛のデータパケ ッ トは、

前述の固定波長フィルタによ り選択受信する。

本光ネ ッ トワークには、次の特長がある。



図6.1波 長ア ドレスを用いたパケ ッ ト転送光ネ ッ トワークの構成

(1)波 長分割多重によ り等価的にマルチ リンク構成と しているため高スループッ トが得 られる。

(2)(各 ノー ドでアイ ドル状態を検出 し、データパケ ッ トを送信するので、)ア クセス制御が簡便か

つ高速で行える。 これによりパケッ ト転送遅延を抑えることができる。

(3)本 ネ ッ トワークは、可変波長半導体 レーザ,固 定波長フィルタなどの現状入手可能なハー ドウエ

アで構成でき、実現性が高い。

(4)非 受信WDチ ャネルは、O/E(Opto-Electric)変 換 されずに光のまま透過するため、少ないハー ド

ウエァ量で構成が可能である。



図6.](b)に ノー ド構成例を示す。 この例では、アクセス制御は、以下の様 に行われる。フ レー

ムパルスを伝送する波長 λsの 信号にタイムスロッ ト毎にWDチ ャネル使用状況を示すステータス ビッ

トを挿入する。波長 λsの 信号を固定波長フィルタ②によ り抜き出 し、O/E(Opto-Electric)変 換すること

によ り、フレームの同期および各WDチ ャネルの使用状況を各ノー ドで検出する。送信要求の生 じたノー

ドでは、ノー ド内の可変波長光源の波長を宛先ア ドレス波長に同調 し、同WDチ ャネルのアイ ドル状態

を検 出すると、データパケッ トを送 出する。現状では、実用的な可変波長ADD(Add Drop)フ ィルタが

入手できないため、同WDチ ャネルの送出は、3dBカ プッラを介 して行 う。また、宛先ア ドレス波長 に

対応 するステータス ビッ トを使用中(ビ ジー状態)に 書換え、フレームパルス とともに波長 λsで 固定

波長ADDフ ィル タ③ を介 して伝送路に送出する。各 ノー ドを透過するWDチ ャネルに対 して、上記の

ステータス ビッ トの処理およびデータパケ ッ ト送出時間分の遅延時間を与えるため、各 ノー ドに光 ファ

イバ を用いた遅延(Delay)を 設 ける。各 ノー ドの出力に光 ファイバ アンプ(ブ ースタア ンプ兼 ライ ン

アンプ)を 設 けて、次ノー ドまでの伝送路損失と次ノー ド内のフィルタ等の挿入損失を補償する。受信

ノー ドでは、固定波長フィルタ① を用いて 自ノー ド宛のWDチ ャネルを選択受信する。

なお、将来的に上述のアクセス制御 を光信号処理とすることによ り、アクセス制御の高速化が実現で

きる。 これ によ り、各 ノー ドでの遅延をよ り小さくすることが可能 にな る。

6.3シ ステム検討

本章で提案する光ネ ッ トワークの適用分野 と して加入者 転送網,MANあ るいは、LANが ある。

表6.1に それぞれの システム仕様 を示す。加入者転送網の仕様 は、SONET(Synchronous Optical

Network)を 参考に して想定 した。SONETは 、最大ノー ド数16の ル ープ構成を とるが、典型的な規模 と

しては、 ノー ド数7,総 伝送路長150マ イル(約240km)程 度である[4]。このループ長は、国内のほ

とん どの都道府県で域内ループ[5]を構成できる規模である。また、LANと しては、現在実用化 されてい

るフロン トエ ン ドLANシ ステム(例 えばNEC製LOOP6560:伝 送速度400Mb/s,ノ ー ド数64)を 高

速化 した様な適用分野を設定 した。以下では、光デバイス,制 御技術の点か ら本ネ ッ トワークの実現性

を検討する。また、パ ワーバ ジェッ トの設計例を示す。

6.3.1波 長切換え光源の高速波長安定化

提案 した光ネッ トワークでは、高速 に波長を切換えなが ら、各ス ロッ トに信号を乗せる。更に、この

波長は、ネ ッ トワーク内で同調 した波長 に安定化 されている必要がある。許容される波長誤差はWDチ ャ

ネル間隔の数%以 下である[6]。この波長切換え光源は、本光ネ ッ トワークの重要な要素技術の一つであ

表6.1加 入 者転 送網,LAN,MANの 仕様



図6.2伝 送速度と送信器の波長切換え時間の関係

る。 ここでは、波長切換え時間について検討する。

ス ロッ トに乗せ られる信号は、一種のパケッ トとみなせる。パケ ッ ト長は、システムの伝送効率 に影

響を与える重要なパ ラメータであるが、ここでは、音声も含めた既存のネ ッ トワークで扱われるデータ

を収容することを考え、ATMの セル長に合わせて、ス ロッ ト長を53byteと する。また、ガー ドタイム

として、スロッ ト長の10%を 仮定する。ガー ドタイムの間に波長切換えを行 う必要があるとすると、伝

送速度と送信器の波長切換え時間の関係は、図6.2で 示される。例えば、伝送速度100Mb/s,1Gb/s,

2.4Gb/s,10Gb/sに 対 して、波長切換え時間は、400ns,40ns,17ns,4ns以 下でな ければな らない。

6.3.2ス ロッ ト使用状態の検出

本光ネ ッ トワークのノー ドで は、送信先 ノー ドのア ドレス波 長の信号が着信ス ロッ トに無い こと

(アイ ドル状態)を 確認 した後 、可変波長光源によ り送信先ノー ドのア ドレス波長の信号を送出する。

ス ロッ トの使用状態の判定には、将来的に光信号処理の適用も考え られるが、現状で実現性の高い方法

として、以下の二つの方法が考えられる。

(1)送 信要求の都度 に送信先 ノー ドのア ドレス波長の状態を可変波長フィルタ により検出する。

(2)フ レームパルスを伝送する制御チ ャネルに各WDチ ャネルの状態を示す ビッ ト(チャネルステー

タスフラグ(Channel Status Flag))を 設 け、各ノー ドでデータパケ ッ トの送信 と同 ビッ トの書

換えを行 う。

第一の方式では、ス ロッ ト使用状態を検出するための可変波長フィルタが必要とな るのに対 して、第

二の方法では、チャネルステータスフラグの検出(デ コー ド)が 必要になる。チャネルステータス フラ

グの検出(デ コー ド)に よる遅延が生 じるが、可変波長フィルタと受信器が不要な点が第二の方式の利

点と考えられる。図6.1(b)の ノー ド構成例は、チャネルステータフラグを用いる第二の方式を用

いた例である。



図6.3パ ワーバ ジ ェッ トの例

6.3.3パ ワーバジェッ トの設計例

パ ワーバ ジェッ トの例を図6.3と 表6.2に 示す。同図(a)は 、 フレームパルスを伝送するWD

チャネル(λs)の パワーバ ジェッ トを、同図(b)は 、データパケ ッ トを伝送するWDチ ャネルのパ

ワーバ ジェッ ト示 している。

図6.3(a)に 示す様 に、フレームパルスを伝送するWDチ ャネル(λs)は 、固定波長ADDフ ィ

ルタで多重 された後、光ファイバ アンプで増幅されて送信 される。次 ノー ドまでの光ファイバ伝送路を

経て、次ノー ドのア ドレス波長抽出用固定波長Dropフ ィル タを透過 して、フ レームパルスを伝送する



表6.2パ ワーバ ジ ェ ッ ト

WDチ ャネル(λs)を 抽出する固定波長Dropフ ィルタで抽 出され、受信 される。

各WDチ ャネルの レベルを揃えるために、光 ファイバアンプは、飽和出カレベル以下で使用 し、各

WDチ ャネルに対するゲインが一定 になる様 に動作 させる。光ファイバ アンプを飽和出力レベル以下で

動作 させるため に、Tx出 カ レベルを低 く設定する。また、各 ノー ドの光ファイバアンプ入力での レベル

が、等 しくなる様 に、光ファイバアンプのゲインは、次ノー ドの光ファイバアンプ入力までの伝送損失

を補償する様 に設定する。現状の光 ファイバアンプを飽和 出力 レベル以下で動作 させても、WDチ ャネ

ル数が大きく変化する場合、完全に固定ゲイ ンのアンプと して動作 しな い。制御チャネルのチャネルス

テータフラグ(Channel Status Flag)を 利用 して、光ファイバ アンプのゲインを制御する方法 も考え ら

れるが、現状の光 ファイバアンプでは、高速な制御応答が期待できない。WDチ ャネル数が大きく変化

する場合の レベル設計(光 フィアイバ アンプのゲイ ン制御)は 今後の課題である。

表6.2に 示す様に、フレームパルスについては、Tx出 力 レベル-18.4dBmと し、波長クロス トーク

のパ ワーペナルテ ィを0.5dB,光 ファイバ アンプのパ ワーペナルティを2dBと すると、約9.4dBの シス

テムマージンが確保できる。

図6.3(b)は 、間に1つ のノー ドを挟んで2ノ ー ド間でWDチ ャネルを用いたパケ ッ トデータ伝

送を行 う場合のパ ワーバ ジェッ トの例である。WDチ ャネルは、3dBカ プラによ り多重 され、フレーム

パルス用固定波長ADDフ ィルタを透過 した後、光ファイバ アンプで増幅されて送信され る。次ノー ド

までの光 ファイバ伝送路を経て、次ノー ドのア ドレス波長抽出用固定波長Dropフ ィルタとフ レームパ

ルス抽出用固定波長Dropフ ィルタを透過 して、更にWDチ ャネル 多重用3dBカ プラ,フ レームパルス

多重用固定波長ADDフ ィルタを透過 した後、再び光ファイバアンプで増幅される。受信 ノー ドまでの

光 ファイバ伝送路 を経て、受信 ノー ドのア ドレス波長抽出用固定波長Dropフ ィルタで抽出され、受信



される。

表6.2に 示す様 に、WDチ ャネルについては、Tx出 力レベル-6.0dBmと し、波長クロス トークのパ

ワーペナルティを0.5dB,光 ファイバアンプのパ ワーペナルティを3dBと すると、約9.0dBの システム

マージンが確保できる。

6.4高 速波長切換え光源

本光ネ ッ トワークの要素技術の一つ に高速波長切換えがある。前節で検討 した様 に、ATMの セル長

53byteに 対 し、ガー ド時間としてセル長の10%を 仮定すると、各伝送速度 に対 して必要な波長切換え

時間は、図6.2に 示 される。更 に、各セルが送 出される間、送信光源の波長が安定化されている必要

があり、許容 される波長誤差は、WDチ ャネル間隔の数%以 下である。半導体 レーザの注入電流を直接

スイ ッチ ングし、波長を切換える実験が報告されている[7,8]が 、この方法では波長を安定に保持する

ことが難 しい。本節では、 この高速波長切換えを実現する方法 として、複数の光源と光スイッチを用 い

た方式を提案するとともに、その実験結果を示す。

6.4.1光 スイ ッチを用 いた高速波長切換え光源の構成

図6.4に 提案する光スイッチを用いた高速波長切換え光源の構成 を示す。同図において、2つ の可

変波長 レーザLD1,LD2の 出力光は、光スイ ッチに入力 され、この光スイ ッチでLD1とLD2の 出力光

を切換える。光スイッチに進行波型電極を持つLiNbO3導 波路型スイ ッチを用いれば、そのスイッチ ン

グ時間は、0.6ns以 下 とすることができる[9]ので、10Gb/s以 上の伝送速度 に充分対応できる。また、光

スイ ッチで、LD1を 選択 している間に、LD2の 波長切換えと安定化 をすることができるので、各光源は、

1セ ルの送 出時間以内に波長切換えと安定化を行えば良い。

この様 に、光スイッチを用いることによ り高速の波長切換えが比較的容易 に実現できるので、高速波

長安定化が残される重要な技術課題 となる。 しか し、従来の同期検波を用 いて波長基準(光 学共振器,

吸収セルな ど)の 透過特性の ピークに安定化する方法は、ある程度長 い時定数を持つ低域通過 フィルタ

を制御ループ内に必要とするため、高速の波長安定化 に用いることができない。

図6.4光 スイッチを用いた高速波長切換え光源の構成



図6.5(a)は 、 提案 す る高速波 長切 換 え安定化 光源 の ブ ロ ック 図で ある。波 長安 定化 には、 同図

(b)に 示 す周 期 的透過特 性 を示 す光 学共振 器(フ ァブ リペ ローエ タ ロンFP:Fabry-Perot etalon)を 用

いる。切 換え信 号で 、注 入電流 値 を変 える こ とによ り、可 変波長 半 導体 レーザ(DBRLD:Distributed Bragg

Reflector Laser Diode)の 波 長 は、 フ ァブ リペ ロー エタ ロ ンの 透過 ピー クの肩 の 中央(同 図(b)中 の

*印)付 近 に 切 換 え られ る。 これ と 同 時 に 、 フ ァブ リペ ロー エ タ ロ ン,フ ォ トダ イ オ ー ド(PD:

Photodiode),差 動 ア ン プ,リ ミ ッタ に よ り構成 され る フ ィー ドバ ックル ー プ によ り、可 変波 長半 導体

レーザの波 長 は、 フ ァブ リペ ロー エタ ロ ンの 透過 ピークの 肩の 中央(同 図(b)中 の*印)に 制御 され

る。本 方 式 によれ ば、 フ ィー ドバ ック回路 を広 帯域 化 する ことで、 高速 の波 長安 定化 が可 能 とな る。

フ ァブ リペ ローエ タ ロン と して 、例 えば、 フィネスF=9.94の もの を用 いる と、FSR(Free Spectral

Range)の 約20%の プル イ ン レンジ と10dBの 雑音 除去比 が得 られ る。た だ し、雑音 除去 比 は、正規 化 さ

れ た フ ァブ リペ ロー エタ ロ ン出力信 号振 幅変 位(ΔV/Vmax)に 対 す る、FSRで 正規化 され た周波 数 変位

(Δυ/FSR)の 比((Δυ/FSR)/(ΔV/Vmax))で 定 義 した。

図6.5高 速波長切換え安定化光源



6.4.2実 験

光スイッチを用 いた高速波長切換え光源の実験を行った。図6.6に 波長の時間変化を測定するのに

用いた時間分光測定系の構成を示す。分光器と して、電歪素子で透過波長を走査できるファブリペ ロー

エタロン(FSR=3.2nm(400GHz),FWHM=0.016nm(2GHz))を 用いた。分光器によ り分光 された被測定

光は、光受信器(Rx)に 入力され る。光受信器の出力は、サ ンプ リングオシロス コープ(Samp.OSC)

に入力される。サ ンプリングオシロスコープは、波長切換え光源を繰 り返 し動作させている基準クロッ

クを トリガとする。分光器は、GP-IBイ ンターフェースによ りパソコンか ら制御され、透過波長設定が

行われる。同時に、サ ンプリングオシロス コープで測定された各波長の時間波形が、パ ソコンに入力さ

れ る。図6.7に 光スイ ッチを用 いた高速波長切換え光源スイッチ ング時間の測定結果を示す。同図(a)

は、時間,波 長,光 パ ワーを3次 元的に示 した。2つ の波長について、光パ ワーの時間変化を示 したの

が、同図(b)で ある。波長切換え時間は、光スイ ッチのスイッチ ング時間で決ま り、約0.6nsで ある

ことが分かる。

提案 した高速波長切換え安定化光源の試作 を行 い、実験的に動作を確認 した。使用 した ファブリペロー

エタ ロンのFSRは 、0.08nm(10GHz)で ある。可変波長半導体 レーザには、3電 極DBRLDを 用いた[10]。

波長スイ ッチ ング回路や フィー ドバ ック回路 は、ECLロ ジックゲー ト,広 帯域 アンプな どによ り構成 し

た。

図6.8に 波長の時間変化の測定結果を示す。測定 には、光スイ ッチを用いた高速波長切換え光源の

実験と同様 に図6.6に 示 した測定系を用いた。同図(a)は 、光学共振器を用いたフィー ドバ ックを

動作させな い場合、同図(b)は 、フィー ドバ ックを動作 させた場合である。同図(a)で は、波長の

ドリフ トが見 られるが、同図(b)で は、700ns以 内で波長が安定化 されている。分光器のFWHM(Full

Width Half Maximum)が0.016nm(2GHz)な ので、測定は、0.004nm(0.5GHz)ス テ ップで行 った。同図(b)

か ら判断できる波長安定度は、最小ステ ップ0.004nm(0.5GHz)以 下である。以上の特性は、伝送速度

600Mb/sの システム に充分適用できる。

図6.6時 間分光測定系のブロック図



図6.7光 スイッチを用 いた高速波長切換光源スイッチング時間の測定

図6.8高 速波長切換え安定化光源の波長の時間変化



6.5ATMセ ル伝 送 実験

提案 す る シス テ ムの実現 性 を示 すた め に、高速 波 長切換 え光源 を用 いてArMセ ル の伝送,波 長 フ ィ

ル タ によ る選択 受信 の実験 を行 った。 実験 系 を図6.9に 示 す。 波長1.53μm帯,波 長 間隔0.4nmの

二つ の半導 体 レーザ(LD)を 送信 光源 に用 いた 。これ ら二つ のLDがLiNbO3導 波 路型 ス イ ッチ によ り、

交互 に選 択 され 、LiNbO3導 波 路 型 マ ッハ ツ ェ ンダ強度 変調 器 に入 力 され る。強度 変 調器 で は、伝送 速 度

2.4Gb/sで 、53byte長 の 擬似ATMセ ルが 乗 せ られ る。 擬 似ATMセ ル は、PN(Pseudo-Random)9段 の

パ ター ンか ら任 意 に切 り出 した424bit(53byte)を 用 いた 。波 長 フ ィル タ には、 フ ァブ リペ ローエ タ ロ ン

(FSR=3.2nm(400GHz),FWHM=0.016nm(2GHz))を 用 いた 。同波 長 フ ィル タ で選択 受信 した受信 波 形

を、 図6.10に 示 す。 ク ロス トー クの少 な い良好 な 受信波 形が 得 られ て い る。

図6.9ATMセ ルの伝送実験系統

図6.10ATMセ ルの選択受信波形



6.6結

本章では、波長 ア ドレスを用いたパケ ッ ト転送光ネ ッ トワークを提案 した。本光ネ ッ トワークは、

WDM技 術を用 いた もので、光ATM交 換網 としての機能を持つ。従 って、高速光転送網,MAN,LAN

等のネッ トワークに用 いることができる。

本光ネ ッ トワークは、アクセス方式と して、ス ロッテ ドループ(あ るいは、バス)を 採用 し、ネ ッ ト

ワーク内の各ノー ドは、互 いに異なる波長によってア ドレスされる。各 ノー ドでは、自ノー ドに割当て

られたア ドレス波長の信号を選択受信する。 フレーム同期とアクセス制御は、フレームパルス に割当て

られた特定の波長によ り行 う。従 って、①WDM技 術による高スループ ット,② アクセス制御が簡便,

③ハー ドウエアの実現性が高い,④ ハー ドウエアの低減が可能などの特長がある。

また、光デバイス,制 御技術の点か ら本ネ ッ トワークの実現性を検討するとともに、パ ワーバ ジェッ

トの設計例を示 した。

本ネッ トワークの要素技術と して高速の波長切換え光源がある。高速波長切換え光源として二つの可

変波長半導体 レーザ と光スイ ッチを用いる構成を提案 した。例えば、53byteの 酊Mセ ル伝送を仮定す

ると、伝送速度600Mb/sに 対 して、波長切換え安定化に要求 される時間は、700ns以 下となる。次に、

この要求時間以内に高速波長安定化することが課題 となる。 しか し、同期検波を用いる従来方式では、

制御系の時定数が大きいために、高速の波長安定化は、困難であった。高速波長切換え安定化方式と し

て、周期的透過特性を持つ光学共振器(フ ァブ リペローエタロン)を 用 いた方法を提案 し、動作を実験

的に確認 した。試作 した波長切換え光源の特性は、伝送速度600Mb/sの システムに充分適用できるもの

である。本高速波長切換え安定化光源は、WDMク ロスコネク トシステムなどにも応用可能である。

更に、本章では、本光ネ ッ トワークの基本動作である高速パケ ッ ト信号伝送,選 択受信の実験を行い、

クロス トークの少ない良好な受信波形が得 られることを確認 し、本光ネ ッ トワークの実現性を示 した。

本章で提案 した光ネッ トワークは、WDM光 パケ ッ トを用いた光ネ ッ トワークである。WDM光 パケッ

トは、現在、検討が進んで いる波長パス,波 長ルーティング[11]の次の技術 と言える。本章で提案 した

高速の波長切換え光源などは、WDM光 パケ ッ トを扱うための要素技術 と言える。WDM光 パケ ッ トを

扱 う技術は、まだ、未成熟であり、デバイス,シ ステム両面 において、今後、実用化のための研究開発

が必要 と考える。特に、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。また、本章で提案 した光ネッ トワークでは、WDM光 パケ ッ トに関する情報を制御用の

波長(WD)チ ャネルで伝送 したが、将来的には、WDM光 パケ ッ ト自身か ら抽出する技術(究 極的には、

全光処理)な どが求められる。
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第7章 結 論

7.1本 研 究 の成果

第1章 で 述べ た様 に、情 報化社 会 を担 う通信 ネ ッ トワー クの最 終形態 は、全 光ネ ッ トワー クで ある と

考 え られ る。 全 光 ネ ッ トワー ク の構 成 例 を 再 度 図7.1に 示 す 。 この 全 光 ネ ッ トワー ク は 、① 全 国

(National)ネ ッ トワー ク(中 長 距離 ネ ッ トワ-ク),② 県 内(Regional)ネ ッ トワー ク,地 域(Local)

ネ ッ トワーク,③ 加 入者(Access)ネ ッ トワーク,④ 企業 内ネ ッ トワーク(LAN:Local Area Network)

に大 き く分 類 され る。 本論 文で は、WDM(Wavelength Division Multiplexing)技 術 を用 いて企 業 内ネ ッ ト

ワー ク(LAN)の 機 能 を拡 張 するDA-WDMA(Demand Assign Wavelength Division Multi-Access)光 ロー

カル エ リアネ ッ トワー ク,一 種 の放 送局 向 け企業 内ネ ッ トワー ク(LAN)で あるWD・TD(Wavelength

Division・Time Division)複 合 多重光 ネ ッ トワー ク,加 入者(Access)ネ ッ トワー クへの 適用 が期待 で き

るU-FDMA/D-TDM(Upstream-Frequency-Division Multi-Access/Downstream-Time-Division

Multiplexing)光 マル チ アクセ スネ ッ トワー ク,県 内(Regional)ネ ッ トワーク,地 域(Local)ネ ッ トワー

クへ の適用 が期 待で き る波 長 ア ドレス を用 いたパ ケ ッ ト転送 光 ネ ッ トワーク を提案 し、 実験等 によ りそ

の実 用性 を示 した。 これ らの光 ネ ッ トワー クは、 波長分 割 多重技 術 を基幹 技術 とす る光 ロー カルエ リア

ネ ッ トワークで もある。

本 章で は、本 論文 で述 べた全 光ネ ッ トワークの 一部 を担 う幾 つか の光ネ ッ トワークの研 究 につ いて総

括 し、本論 文の 結論 とす る。 まず、 各章 の要 旨を以下 にま とめ る。

図7.1光 ネ ッ トワークの構 成例



第1章 では、光通信,光 ネッワークの研究経緯について概観 し、将来の全光ネ ッワークの構成を示す

ことで、本研究の意義を明らか にした。

第2章 で は、最初 に、光ネ ッ トワーク に適 用 され る主な 多重化 技術(時 分 割多 重(TDM:Time Division

Multiplexing),空 間分割 多重(SDM:Space DivisionMultiplexing),波 長 分割 多重(WDM:Wavelength

Division Multiplexing),サ ブキ ャ リア(副 搬 送波)多 重(SCM:Subcarrier Multiplexing),光 符号 分割 多

重(OCDM:Optical Code Division Multiplexing))に つ いて ま とめ た。 これ ら多重化技 術 の 中で、波長 分

割 多重(WDM)は 、 実用性 と広 い応 用の 可能性 を持 ち、 今後 も重要 な 多重化 技術 とな る。

次に、光源 と波長フィルタの動作モー ド(固 定波長,可 変波長)に より、WDMシ ステムを分類 し、

各システムの特長および要求され る波長チ ャネル数について述べた(表2.1)。

次に、これ らWDMシ ステムに用いられる代表的な(固 定波長,可 変波長)光 源 と(固 定波長,可 変

波長)フ ィルタについてまとめた。

次に、WDMシ ステムにおいて、波長フィルタに要求される特性 について検討 した。波長フィルタの

半値全幅をΔ λFす ると、WDM波 長間隔は、2.5Δ λF以 上である必要がある。また、レーザ波長 と波長

フィルタの透過波長 ピークの相対誤差が波長間隔の10%以 下である必要がある。一方、送信光源のスペ

ク トルが波長フィルタにより削 られることによる波形劣化のパ ワーペナルテ ィと送信光源のスペク トル

が波長フィルタにより削 られることによる光パ ワー損失か ら波長 フィルタの半値全幅Δ λFと 光源の半

値全幅Δ λLD比 について、Δ λF/ΔλLD>3～4が システム設計上の指針とな ることを示 した。

更 に、光源とフィルタか ら分類 した各波長分割多重(WDM)シ ステムに対 して適用可能な光源およ

びフィルタについてまとめた(表2.4)。

また、本論文で提案する各光ネ ッ トワークについて、光源とフィルタから見た波長分割多重(WDM)

システムの分類 における位置付 について述べた。

第3章 では、DA-WDMAを 用いた光 ローカルエ リアネッ トワーク(LAN)を 提案 した。提案 した光LAN

は、既存の標準光LANと これ に付加される波長(WD)チ ャネルか ら構成 され る。従 って、提案 した光

LANは 、既存の標準光LANを 拡張することによ り実現される。提案 した光LANのWDチ ャネルは、標

準光LANの 伝送速度 に依存 しない伝送路を提供する。また、このWDチ ャネルは、他のWDチ ャネル

の影響を受けない。

約35nmのCバ ン ド用Erド ープ光フ ァイバ ア ンプの波 長帯域 幅 と可変波長ADM(Add Drop

Multiplexer)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、十数の波長(WD)チ ャ

ネルが使用できる。 同波長(WD)チ ャネル数は、実用的光LANあ るいは、MAN(Metropolitan Area

Network)の 応用に対 して充分な伝送容量を付加する。標準光LANを 用 いてDA-WDMA制 御を実現する

ための専用コン トローラとソフ トウエアを開発 し、実用性を示 した。

提案する光LANは 、加入者系光ネ ッ トワークやオフィス間光ネッ トワークな どへ も適用できる。



第4章 では、波 長多重を用 いた放送局向け映像信号分配ネ ッ トワーク について、本格的波長多重光

ネ ッ トワークを世界で初めて導入 した フジテ レビジ ョン新社屋の例を中心に述べた。最初 に、WD・TD

複合多重を用いた放送局内映像信号分配ネ ッ トワークを提案 し、このネ ッ トワークの構成 と基本 コンセ

プ トについて述べた。次に、本光ネ ッ トワークの時分割多重システムと波長多重システムの設計,波 長

(WD)チ ャネル間クロス トークと波長 フィルタでの波形歪のシミュ レーシ ョン,パ ワーバ ジェッ トに

ついて述べた。時分割多重度は、商用システムの伝送速度 とシリアルデジタル映像信号の伝送速度 によ

り決まる。本ネ ッ トワークでは、SDTV(Standard Definition Television)コンポ ジッ ト信号の場合、15チ ャ

ネルを、SDTVコ ンポーネ ン ト信号の場合、7チ ャネルを1波 長(WD)チ ャネルへ時分割多重する。

HDTV(High Definition Television)信号の場合、時分割多重を行わない。波長多重度は、光アンプの帯域

と可変波長フィルタの特性(隣 接WDチ ャネルの抑圧比)に よ り決まる。現状、Cバ ン ドで32波 長(WD)

チャネル程度まで波長分割多重を行 うことができる。波長(WD)チ ャネル間クロス トークと波長フィ

ルタでの波形歪のシミュレーシ ョンか ら、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 ことを示 した。パワーバジェ ト

の検討か らフジテ レビジ ョンの場合、システムマージンは、最悪値で7dBと 充分な値が得 られることを

示 した。次 に、開発 した装置の構成,特 性 について述べた。2.29Gb/sの 疑似ランダムパターンを用 いた

16波 長(WD)チ ャネルの伝送実験を行 った結果、パワーペナルティは、0.2dBと 充分小さな値であ っ

た。

フジテ レビジ ョン新社屋の映像信号分配光ネッ トワークは、SDTVシ ステムの導入が1996年 夏か ら

始ま り、運用試験を経て1997年3月 より本格運用された。また、HDTVシ ステムは、1999年4月 よ り

本格運用が開始され、現在両システムともに順調に稼働 している。

第5章 では、加入者ネッ トワークへの適用が期待できるU-FDMA/D-TDM光 マルチアクセスネ ッ ト

ワークを提案 した。本ネ ッ トワークでは、各ネ ッ トワークターミネータ固有の周波数で変調された上 り

の信号光をスターカプラでサブキャリア多重(SCM:Subcarrier Multiplexing)し 、この信号をセン トラ

ルオ フィスの受信器の帯域通過フィルタによ り電気的に分離する。各ネ ッ トワークターミネータに単一

のキャリア周波数を割 当てるので、通常のSCM方 式と比較 して、ネ ッ トワー クターミネータの送信器

に線形性の高いデバイスを必要と しな い。下 りの通信 には、TDMを 用い、ブロー ドバ ン ドサービスを放

送モー ドで提供する。また、上 りと下 りの通信 に異なるキャリア周波数を割 当てることで、双方向通信

を容易に実現 している。更に、セン トラルオフィスの受信器での光 ビー ト雑音を避ける一つの方法 と し

てネ ッ トワークターミネータの送信光源に広 い光スペク トル幅を持つSLD(Superluminescence Laser

Diode)を 用いることを提案 した。

本ネッ トワークのCNRと 光ファイバの波長分散によるパワーペナルティを計算 し、チャネル容量を

求めた。例 として、光ファイバ長10km,分 岐数32に 対 して、上 り約1.5Mb/s,下 り約800Mb/sの 最大

チ ャネル容量が得 られる。また、 ビー ト雑音の影響を回避するために、近年入手可能になったC-WDM

用半導体 レーザを上 りの通信に用いた場合のチャネル容量を求めた。 この場合、例えば、波長1.5μm,



分岐 数32に 対 して、 上 り約180Mb/s,下 り約1.6Gb/sの 最大 チ ャネル 容量 が得 られ る。

第6章 では、波長ア ドレス(波 長 ラベル)を 用いたパケ ッ ト転送光ネ ッ トワークを提案 した。本光ネ ッ

トワークは、アクセス方式 として、ス ロッテ ドループ(あ るいは、バス)を 採用 し、ネ ッ トワーク内の

各ノー ドは、互 いに異なる波長によってア ドレスされ る。各ノー ドでは、 自ノー ドに割 当てられたア ド

レス波長の信号を選択受信する。 フレーム同期とアクセス制御は、 フレームパルスに割 当てられた特定

の波長 によ り行 う。従って、①WDM技 術による高スループ ッ ト,② アクセス制御が簡便,③ ハー ドウ

エアの実現性が高い,④ ハー ドウエアの低減が可能な どの特徴がある。

更に、光デバイス,制 御技術の点か ら本ネ ッ トワークの実現性を検討するとともに、パワーバ ジェッ

トの設計例を示 した。

また、本ネ ットワークの要素技術と して高速の波長切換え光源がある。高速波長切換え光源 として二

つ の 可 変 波 長 半 導 体 レー ザ と光 ス イ ッチ を 用 い る構 成 を提 案 した 。例 え ば 、53byteのATM

(Asynchronous Transfer Mode)セ ル単位でのセル伝送を仮定すると、伝送速度600Mb/sに 対 して、波長

切換え安定化 に要求 される時間は、700ns以 下となる。次に、この要求時間以内に高速波長安定化する

方法 として、ファブ リペローエタロンを用いた方式を提案 し、動作 を実験的に確認 した。試作 した波長

切換え光源の特性は、伝送速度600Mb/sの システムに充分適用できる。

更 に、本光ネッ トワークの基本動作である高速パケッ ト信号伝送,選 択受信の実験を行い、クロス トー

クの少な い良好な受信波形が得られ ることを確認 した。

本論文で述べた以上の成果は、図7.1に 示す全光ネッ トワークの構成要素となる光ネ ッ トワークを

実現するものである。 また、第2章 で述 べた光源 と波長 フィル タの動作モー ド(固 定波長,可 変波長)

によるWDMシ ステムの分類 と各章で提案 した光ネ ッ トワークの関係を表7.1に 再度示す。本研究は、

将来の全光ネ ッ トワークを構成する技術の一つであるWDM技 術の光ネ ッ トワークへの適用を中心 に、

システム設計から要素技術 の研究に及んでいる。各章で述べたWDMシ ステムの設計手法や第3章 の

表7.1波 長分割多重(WDM)シ ステムと光源,波 長フィルタの組合



DA-WDMAア クセス制御,第6章 の高速波長切換え光源な どの要素技術は、全国(National)ネ ッ トワー

ク(中 長距離ネ ッ トワーク)で 想定され るWDMク ロスコネ ク トシステムなどにも応用可能な技術であ

る。

全光ネ ッ トワーク実現の シナ リオの時代区分中で、現在が本格的光ネ ッ トワーク導入期 にあるとする

と、本研究は、光ネ ッ トワーク導入の模索期に行われた研究 と言える。デバイスおよび要素技術が未成

熟な状況の中で、机上の提案だけでは全光ネ ッ トワークに向けた研究を加速する ことができな いと考え、

序論で述べた様 に実用化を意識 した研究を行 った。実用化のステ ップを踏む ことが、相乗効果と して、

デバイスおよび要素技術の進展を促す と言える。特 に、基幹回線で波長多重が導入 される前に、16波 長

多重用の半導体 レーザを開発 し、放送局向波長分割多重(WDM)ネ ッ トワークを実現 した ことは、今

日実用化されているWDM伝 送システムの礎になったと自負 している。

全光ネ ッ トワークは、多様な構成の光ネッ トワークとそれを支える要素技術 によ り実現 されるもので

あ り、本研究で全てを網羅することは不可能であるが、本研究の成 果が将来の全光ネ ッ トワーク実現の

一助 となると考えている。

表7.2に 本論文で提案 した光ネ ッ トワークの今後の展開についてまとめた。

第3章 で提案 したDA-WDMA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 っている。 しか し、近年、数十～百数十波長(WD)チ ャネルのWDM用(固

定波長)半 導体 レーザ と可変波長フィルタが入手できる様 にな った。したが って、DA-WDM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 いることができる様 にな った。

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、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。

第4章 で提案 した映像信号分配光ネ ッ トワークは、現在、主に経済性の理由から、電気的スイッチを

用いたシステムに置き換わ っている。 したが って、本光ネ ッ トワークの課題は、低価格な可変範囲の大

きい可変波長フィルタを実現することである。一方、他の新 しい光技術の導入によ り、放送局内映像信

号分配ネ ッ トワークを構築する道 も考え られる。一つには、大規模な光スイ ッチの実現による光スイッ

表7.2本 論文で提案 した光ネ ッ トワークの展開



チ ャの導入が考えられる。 この場合、分配接続機能を光スイッチャで実現することが課題となる。もう

一つは、IP(Internet Protocol)系 の装置の導入である。現在、IP系 の装置は、大容量,高 速,低 価格化が

進んでいるため、これ らの装置を映像信号分配に用 いることが考え られる。IP伝 送の場合、映像信号の

実時間伝送の保証が課題の一つである。

第5章 で提案 したSCM技 術を用いた加入者系光ネ ッ トワークは、現時点での経済性を考慮 した一つ

の提案である。一方、低価格なWDMデ バイスの研究 も進め られている。上 りのマルチアクセス にWDM

技術 を導入 した場合、ベースバ ン ドでの信号処理が可能なため、伝送容量の拡大が容易 になる。今後の

加入者ネ ットワークの伝送容量の拡大 とWDMデ バイスの低価格化が、SCM技 術を用いた加入者ネ ッ ト

ワークの伝送速度当 りのコス トとWDM技 術をもちいた加入者ネ ッ トワークの伝送速度当 りのコス トと

を逆転 させる可能性が充分ある。

第6章 で提案 したWDMパ ケ ッ ト転送光ネッ トワークは、現在、検討が進んでいる波長パス,波 長ルー

テ ィングの次の技術と言える。第6章 では、高速の波長切換え光源など、WDM光 パケ ッ トを扱 うため

の要素技術の一部を提案 した。WDM光 パケッ トを扱 う技術は、まだ未成熟であ り、デバイス,シ ステ

ム両面において、今後、実用化のための研究開発が必要と考える。

7.2今 後の課題

7.2.1光 ネ ッ トワー クの研 究課 題

先に述べた様 に、現在 は本格的光ネッ トワーク導入期に入 ったと言える。21世 紀の通信イ ンフラス ト

ラクチャの基盤を担うのは、光ネ ッ トワークである。通信インフラス トラクチ ャの光化を加速するため

には、光ネ ッ トワークへの展開を意識 した実用化開発が必要である。また、加入者ネッ トワークの光化

にともな う数量効果も考慮 した光ネ ッ トワーク方式およびデバイス面での経済化 も重要な要因である。

この様な意味で、ネッ トワーク技術およびデバイス技術への課題 も多い。表7.3に 、ネ ッ トワーキン

グ,ル ーテ ィング,大 容量伝送(WDM),高 速伝送(TDM),超 長距離伝送,共 通課題の分類の基 に、

方式,技 術の研究課題 とデバイスの研究課題についてキーワー ドを示 した。実際には、これ らの課題は、

多次元的に関連するものであ り、総合的に検討する必要がある。

ネ ッ トワーキングの側面で見ると、光ネ ッ トワークを構築する際 に、電気TDM,光TDM,WDM,

SDM,SCMな どの多重化技術の何を選択あるいは組合せるかが常に課題 となる。また、本研究では、

触れなか ったが、監視制御を含めたネ ッ トワークマネージメン トシステムの構築 も重要であ り、これ ら

の課題 を含めた物理層か らアプ リケーシ ョン層までの トータルシステム設計が要求され る。

今後、伝送容量が拡大 し、伝送速度も高くなると光領域でのルーテ ィングや光パケ ッ トスイ ッチング

等の光ルーテ ィング技術が必要 にな る。光ル ーテ ィング技術の進展 には、光ク ロス コネ ク ト(OXC:

Optical Crossconnect),光ADMな どの機能デバイス、光スイ ッチ,波 長変換素子などのデバイス開発

が不可欠である。

WDMに は、分散管理技術(四 光波混合抑圧技術),波 長制御技術,利 得制御技術が不可欠である。ま

た、最近では、Lバ ン ドやSバ ン ドの新たな波長帯の開発 による帯域拡大も実現されている。これ らの



表7.3光 ネ ッ トワークの研究課題

技術は、光ファイバの分散制御 を始めと して、波長安定化 レーザ,AWG(Array Waveguided Grating),

多波長 レーザ,波 長 フィルタ,WDM光 アンプなどのデバイス技術 と関連付 けられる。

TDMに は、電気TDMの 高速化や光TDM技 術の進展、また、ソ リトン伝送などの技術課題があ り、

これ らは、高速電子デバイス,高 速光デバ イス,光 ファイバの分散制御技術などと関連付けられる。

超長距離伝送 においては、光 ファイバを用 いた分散補償技術や、非線形効果を抑圧 するための分散設

計,レ ベル設計(光 アンプによる利得補償)な どを含めたシステム設計が課題 となる。

また、共通課題 として、装置化技術,小 型化技術、また、経済化が上げられる。特 に、デバイスにお



ける低 コス ト化が今後の全光ネ ッ トワークの進展 に重要である。

以下では、特 に、WDMデ バイスの充実と光デバイスの低 コス ト化 について考察する。

7.2.2波 長分割多重(WDM)用 デバイスの充実

本論文で提案 したシステムでは、可変波長光源,可 変波長フィルタ,ADMな どのWDMデ バイスが必

要になる。北米を中心 としたWDM光 通信の普及 により、波長多重用の(固 定波長)半 導体 レーザ(LD:

Laser Diode)やAWG(Array Waveguided Grating)を 用 い た 波 長MUX(MultipIexer),DEMUX

(Demultiplexer)が 容易に入手できる様になった。 しか し、通信用可変波長光源、また、可変波長 フィル

タなどは、入手が難 しかった り、高価であった りする。よ り自由度の高いWDM光 ネ ッ トワークを普及

させるためには、可変波長光源や可変波長 フィルタな どをよ り入手 し易いものにする必要がある。可変

波長光源 については、3電 極DBR LDな どの可変範囲の広 いLDや 複数の可変波長LDを 集積化するな

どの技術が確立 しつつある[1,2]。 また、可変波長フィルタについては、AO(Acousto-Optic)フ ィルタの

他に、最近では、マイクロマシンによる可変波長フィルタの可能性が注 目されつつある[3,4]。 これらの

WDMデ バイスの成熟と普及が、全光ネッ トワークの実現へのステ ップにな ると考えられる。

7.2.3光 デバ イスの低コス ト化

加入者系光ネ ッ トワークでは、設備コス トが重要な要素 となる。 このため同光ネッ トワークを構成す

る光デバイスのコス トを下げることは元よ り、幾つかの機能を集積化 した り、コス ト効率の良いシステ

ムを採用 した りする必要がある。

また、高速電子デバイスの発達 により、一部のLANで は、光伝送よ りも同軸ケーブル を用 いた伝送方

式の方が、低 コス ト化が図れるという議論 もある。更 に、映像信号の基幹伝送 においても、圧縮伝送 に

は、画質劣化が伴 うにもかかわ らず、伝送 コス トを下げるための映像信号圧縮技術が注 目されている。

これは、逆説的には、 ビッ ト伝送単価が下がれば、映像信号の非圧縮伝送が可能であ り、基幹伝送にお

いても、伝送 コス トの低減が求め られていることを意味する。 この様な背景は、全光ネッ トワーク化の

推進における低コス ト化の重要性 を示唆している。

WDM伝 送技術の導入な どシステム的な低コス ト化の努力とともに、光デバイスの低 コス ト化が重要

である。光デバイスの低コス ト化のために、半導体光デバイスの集積化,石 英系導波路デバイスの活用

や多機能化,半 導体光デバイス と石英系導波路デバイスの集積化な どが期待 される。また、前述のマイ

クロマシンを用いた光スイッチは、大規模化が比較的容易であり、低コス ト化だけでな く、基幹伝送 に

おいて大規模な光クロスコネク トシステムを実現するのに欠かせな い光デバイスと して期待 される。

本章で述べた課題が順次解決 され、本論文の研究成果が活用 されて行 くことが、全光ネ ッ トワークの

実現,実 用化 に寄与することを期待する。




