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(57)【要約】
【課題】回路規模を抑制しながら、非線形歪みを補償で
きる光伝送装置等を提供する。
【解決手段】光受信器は、分割部と、制御部と、補償部
とを有する。分割部は、光伝送信号を設定の分割数及び
分割帯域幅で複数の周波数成分に分割する。制御部は、
光伝送信号を伝送する光伝送路の伝送路情報及び前記光
伝送信号の信号情報に基づき、分割数及び分割帯域幅を
制御する。補償部は、分割部で周波数分割された各周波
数成分の光学非線形歪みを補償する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光伝送信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割する分割部
と、
　前記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき
、前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御する制御部と、
　前記分割部で周波数分割された各周波数成分の光学非線形歪みを補償する補償部と
　を有することを特徴とする光伝送装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記伝送路情報に基づいて前記伝送路のＦＷＭ効率を算出すると共に、前記信号情報に
基づき前記光伝送信号の受信帯域幅を取得し、前記ＦＷＭ効率及び前記受信帯域幅に基づ
き、前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御することを特徴とする請求項１に記載の
光伝送装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記信号情報内の受信帯域幅、受信チャネル数及びチャネルの周波数間隔に基づき、受
信チャネル単位で前記光伝送信号を分割するように、前記周波数分割数及び前記分割帯域
幅を制御することを特徴とする請求項１に記載の光伝送装置。
【請求項４】
　送信する光伝送信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割す
る送信側分割部と、
　前記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき
、前記送信側分割部で設定する前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御する送信側制
御部と、
　前記送信側分割部で周波数分割された各周波数成分の光学非線形歪みを予等化する予等
化部と
　を有することを特徴とする請求項１に記載の光伝送装置。
【請求項５】
　光伝送信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割し、
　前記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき
、前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御し、
　前記周波数分割された各周波数成分の光学非線形歪みを補償する
　処理を実行することを特徴とする非線形歪み補償方法。
【請求項６】
　送信する光伝送信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割し
、
　前記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき
、前記送信する光伝送信号を分割する際に設定する前記周波数分割数及び前記分割帯域幅
を制御し、
　前記周波数分割された各周波数成分の光学非線形歪みを予等化する
　処理を実行することを特徴とする請求項５に記載の非線形歪み補償方法。
【請求項７】
　光伝送信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割する分割部
と、
　前記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき
、前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御する制御部と、
　前記分割部で周波数分割された各周波数成分の光学非線形歪みを予等化する予等化部と
　を有することを特徴とする光伝送装置。
【請求項８】
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　前記制御部は、
　前記伝送路情報に基づいて前記伝送路のＦＷＭ効率を算出すると共に、前記信号情報に
基づき前記光伝送信号の送信帯域幅を取得し、前記ＦＷＭ効率及び前記送信帯域幅に基づ
き、前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御することを特徴とする請求項７に記載の
光伝送装置。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記信号情報内の送信帯域幅、送信チャネル数及びチャネルの周波数間隔に基づき、送
信チャネル単位で前記光伝送信号を分割するように、前記周波数分割数及び前記分割帯域
幅を制御することを特徴とする請求項７に記載の光伝送装置。
【請求項１０】
　光伝送信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割し、
　前記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき
、前記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御し、
　前記周波数分割された各周波数成分の光学非線形歪みを予等化する
　処理を実行することを特徴とする非線形歪み予等化方法。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送装置、非線形歪み補償方法及び非線形歪み予等化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光伝送信号を伝送する光伝送装置では、例えば、光ファイバや光ファイバ上に配置した
アンプ等の光伝送路の非線形特性に起因する非線形歪みが光伝送信号の特性の劣化要因と
なっている。そこで、近年では、デジタル信号処理によって光伝送路の非線形特性を補償
する技術が検討されている。
【０００３】
　図１５は、光伝送装置の光受信器内の受信側ＤＳＰ（Digital　Signal　Processor）１
００の一例を示すブロック図である。受信側ＤＳＰ１００は、例えば、光伝送装置に内蔵
した受信側のデジタル信号処理回路である。受信側ＤＳＰ１００は、補償部１０１と、Ａ
ＥＱ(Adaptive　Equalization)１０２と、ＦＯＣ(Frequency　Offset　Compensation)１
０３と、ＣＰＲ(Carrier　Phase　Recovery)１０４とを有する。補償部１０１は、受信信
号にデジタル逆伝搬法の補償処理を実行する。補償部１０１は、ＣＤＣ(Chromatic　Disp
ersion　Compensation)１０１Ａと、ＮＬＣ(Non　Linear　Compensation)１０１Ｂとを有
する。
【０００４】
　ＣＤＣ１０１Ａは、例えば、光ファイバ内で発生した光伝送信号の波長分散を補償する
波長分散補償部である。ＮＬＣ１０１Ｂは、例えば、光ファイバ内での受信信号の振幅で
発生する非線形歪みを算出し、算出した非線形歪みを受信信号から差し引いて非線形歪み
を補償する非線形補償部である。
【０００５】
　ＡＥＱ１０２は、受信信号の偏波変動や偏波モード分散の時間変動等の現象に適応的に
追従して偏波分離を実行する適応等化部である。更に、ＡＥＱ１０２は、ＣＤＣ１０１Ａ
で波長分散を補償しきれなかった残留分散を補償すると共に、電気デバイスや光デバイス
等で発生した信号帯域の狭窄化を補償するものである。
【０００６】
　ＦＯＣ１０３は、送信側光源の波長周波数と受信側光源の波長周波数との差分である周
波数オフセットを推定し、その周波数オフセットを補償する周波数オフセット補償部であ
る。ＣＰＲ１０４は、例えば、光源の位相雑音やＦＯＣ１０３で補償できなかった高速の
周波数オフセットの変動成分を補償する搬送波位相復元部である。
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【０００７】
　受信側ＤＳＰ１００は、光ファイバから受信した受信信号を電気変換し、その受信信号
をＣＤＣ１０１Ａに入力する。ＣＤＣ１０１Ａは、受信信号内の波長分散を補償し、補償
後の受信信号をＮＬＣ１０１Ｂに入力する。ＮＬＣ１０１Ｂは、受信信号の非線形歪みを
補償し、補償後の受信信号をＡＥＱ１０２に入力する。尚、補償部１００は、デジタル逆
伝搬法を採用し、光ファイバ上の波長分散による波形変化を非線形補償の考慮に入れるた
め、非線形歪みが補償できるまで波長分散補償及び非線形補償を交互に繰り返す。
【０００８】
　ＡＥＱ１０２は、受信信号を偏波分離し、受信信号の残留分散や信号帯域の狭窄化を補
償し、補償後の受信信号をＦＯＣ１０３に入力する。ＦＯＣ１０３は、周波数オフセット
を推定し、推定された周波数オフセットを補償し、その補償後の受信信号をＣＰＲ１０４
に入力する。ＣＰＲ１０４は、受信信号の光源の位相雑音や周波数オフセットの変動成分
を補償し、その補償後の受信信号を図示せぬ信号処理部に出力する。
【０００９】
　受信側ＤＳＰ１００は、補償部１０１を通じて、非線形歪みが補償できるまで波長分散
補償及び非線形補償を交互に繰り返し、受信信号の波長分散及び非線形歪みを補償できる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１２－７５０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、光伝送装置内の補償部１０１では、光伝送信号の信号帯域幅が広がると
、非線形補償に考慮すべき波長分散量も増加し、デジタル逆伝搬法で波長分散補償及び非
線形補償を交互に繰り返す処理段数も増加する。その結果、補償部１０１では、処理段数
が増加するに連れて非線形特性の演算も複雑化して処理回路の規模も大きくなる。
【００１２】
　一つの側面では、回路規模を抑制しながら、非線形歪みを補償できる光伝送装置、非線
形歪み補償方法及び非線形歪み予等化方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一つの案の光伝送装置は、分割部と、制御部と、補償部とを有する。分割部は、光伝送
信号を設定の周波数分割数及び分割帯域幅で複数の周波数成分に分割する。制御部は、前
記光伝送信号を伝送する伝送路の伝送路情報及び前記光伝送信号の信号情報に基づき、前
記周波数分割数及び前記分割帯域幅を制御する。補償部は、前記分割部で周波数分割され
た各周波数成分の光学非線形歪みを補償する。
【発明の効果】
【００１４】
　回路規模を抑制しながら、非線形歪みを補償できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施例１の光伝送システムの一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施例１の光受信器内の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
【図３】図３は、受信信号に関わるＦＷＭ効率と周波数差との関係の一例を示す説明図で
ある。
【図４】図４は、分割設定処理に関わる受信側ＤＳＰ内の制御部の処理動作の一例を示す
フローチャートである。
【図５】図５は、実施例２の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
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【図６】図６は、実施例３の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
【図７】図７は、実施例４の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
【図８】図８は、実施例５の光伝送システムの一例を示すブロック図である。
【図９】図９は、実施例６の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、ＮＬＣ設定方法の一例を示す説明図である。
【図１１】図１１は、ＮＬＣ設定方法の一例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、ＮＬＣ設定方法の一例を示す説明図である。
【図１３】図１３は、受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、送信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、光伝送装置の光受信器内の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面に基づいて、本願の開示する光伝送装置、非線形歪み補償方法及び非線形歪
み予等化方法の実施例を詳細に説明する。尚、本実施例により、開示技術が限定されるも
のではない。また、以下に示す実施例は、矛盾を起こさない範囲で適宜組み合わせても良
い。
【実施例１】
【００１７】
　図１は、実施例１の光伝送システムの一例を示すブロック図である。図１に示す光伝送
システム１は、光伝送装置内の光送信器２と、対向側の光伝送装置内の光受信器３と、光
送信器２と光受信器３との間で光伝送信号を伝送する光伝送路４とを有する。尚、各光伝
送装置は、光送信器２及び光受信器３を内蔵していることは言うまでもない。
【００１８】
　光伝送路４は、光ファイバ４Ａと、光アンプ等の光デバイス４Ｂとを有する。尚、光伝
送路４は、例えば、１００ｋｍの光ファイバ４Ａ同士を連結し、その連結箇所毎に光デバ
イス４Ｂを配置している。光伝送システム１は、例えば、光伝送信号を伝送するスーパー
チャネル方式の伝送方式を例示するものとする。
【００１９】
　光送信器２は、送信側ＤＳＰ２１と、ＤＡＣ（Digital-to-Analog　Converter）２２と
、Ｅ／Ｏ(Electrical/Optical　Converter)２３とを有する。送信側ＤＳＰ２１は、入力
信号から送信信号を生成する。ＤＡＣ２２は、送信側ＤＳＰ２１の出力信号である送信信
号をアナログ変換する。Ｅ／Ｏ２３は、アナログ変換した送信信号を光変換し、その送信
信号を光伝送信号として光伝送路４に伝送する。
【００２０】
　光受信器３は、Ｏ／Ｅ（Optical/Electrical　Converter）３１と、ＡＤＣ(Analog-to-
Digital　Converter)３２と、受信側ＤＳＰ３３とを有する。Ｏ／Ｅ３１は、光伝送路４
から受信した光伝送信号である受信信号を電気変換し、その受信信号をＡＤＣ３２に入力
する。ＡＤＣ３２は、受信信号をデジタル変換し、デジタル変換した受信信号を受信側Ｄ
ＳＰ３３に伝送する。受信側ＤＳＰ３３は、デジタル変換した受信信号を各周波数成分に
分割し、各周波数成分に対してデジタル信号処理の非線形歪みを補償する。
【００２１】
　受信側ＤＳＰ３３は、分割部４１と、制御部４２と、補償部４３と、合成部４４とを有
する。分割部４１は、後述する、設定の分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信
信号を複数の周波数成分に分割する、例えば、分割数Ｎ個のアレイ状のＢＰＦ（バンドパ
スフィルタ:Band　Pass　Filter）等で構成する。制御部４２は、分割部４１の分割数Ｎ
及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを制御する。
【００２２】
　制御部４２は、取得部５１と、算出部５２と、決定部５３と、設定部５４とを有する。
取得部５１は、例えば、図示せぬ管理装置から伝送路情報及び信号情報を取得する。伝送
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路情報は、光伝送路４の設定情報に相当し、例えば、分散係数Ｄ、分散係数ＤＤＣＦ、損
失係数α、ファイバ長Ｌ、ファイバ長ＬＤＣＦ、スパン数Ｎｓ、分散補償率ρ、真空中の
光速ｃ及び光波長λを有する。分散係数Ｄは、光ファイバ４Ａの分散係数である。分散係
数ＤＤＣＦは、分散補償ファイバの分散係数である。損失係数αは、光ファイバ４Ａの損
失係数である。ファイバ長Ｌは、光伝送路４の１スパン相当の光ファイバ４Ａの長さであ
る。ファイバ長ＬＤＣＦは、光伝送路４の１スパン相当の分散補償ファイバの長さである
。スパン数Ｎｓは、光伝送路４のスパン数である。光波長λは、考慮する光波長である。
【００２３】
　信号情報は、伝送信号の設定情報に相当し、例えば、受信帯域幅Ｂ、シンボルレート、
パルス形式、受信チャネル数Ｍ、各受信チャネルの通信帯域等を有する。受信帯域幅は、
受信信号の信号帯域である。シンボルレートは、受信信号内のシンボルの変調速度である
。パルス形式は、受信信号に使用する、例えば、ＲＺ（Return　to　Zero）、ＮＲＺ(Non
　Return　to　Zero)やナイキストパルス等である。受信チャネル数Ｍは、受信信号内の
チャネル数である。通信帯域は、受信信号内の各受信チャネルの通信帯域である。
【００２４】
　算出部５２は、伝送路情報に基づき、受信信号の四光波混合（ＦＷＭ：Four　Wave　Mi
xing）効率ηを算出する。ファイバ長Ｌ及びスパン数Ｎｓの光ファイバ４Ａ内での周波数
差Δｆを有する周波数成分の間のＦＷＭ効率ηは、（数１）、（数２）、（数３）、（数
４）で算出する。尚、スパン毎の距離ＬＤＣＦの分散補償ファイバで一定の割合で分散補
償ができる伝送路を想定するものとする。
【数１】

【数２】

【数３】

【数４】

【００２５】
　図３は、受信信号に関わるＦＷＭ効率と周波数差との関係の一例を示す説明図である。
尚、図３の例では、１００ｋｍ×１０スパンの分散補償なしのシングルモードの光ファイ
バ４Ａを想定するものとする。図３に示すＦＷＭ効率ηは、基準となる信号の周波数から
離れるに連れて小さくなる。現行の光伝送信号の周波数帯域は、例えば、３０ＧＨｚ前後
である。ＦＷＭ効率ηが高い、例えば、－３ｄＢ以上のＦＷＭ成分の周波数差の範囲は、
例えば、約１．８ＧＨｚ帯である。従って、１．８ＧＨｚ帯程度の周波数成分を受信信号
から切り出した場合でも、切り出した周波数成分の非線形歪みは、その周波数成分内で発
生した非線形歪みが支配的である。
【００２６】
　算出部５２は、ＦＷＭ効率ηを算出した後、ＦＷＭ効率ηから、非線形補償で考慮すべ
きＦＷＭ成分の周波数差の範囲（ＦＷＭ効率が－ＸｄＢ以上）に基づき、ＦＷＭ帯域ＢＦ
を算出する。尚、ＦＷＭ成分の周波数差の範囲は、図３に示すように、ＦＷＭ効率ηが－
３ｄＢ以上の周波数差の範囲に相当し、その範囲に対応する周波数差として、１．８ＧＨ
ｚがＦＷＭ帯域ＢＦとなる。尚、「－ＸｄＢ）は、光伝送システム１側の設定である。そ
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して、算出部５２は、ＦＷＭ帯域ＢＦを２倍にして最小分割帯域幅Ｂｍｉｎを算出する。
【００２７】
　決定部５３は、受信帯域幅Ｂに対して最小分割帯域幅Ｂｍｉｎを除算し、その除算値（
Ｂ／Ｂｍｉｎ）の小数点以下を切り上げた値を分割数Ｎとして決定する。更に、決定部５
３は、受信帯域幅Ｂを分割数Ｎで除算し、その除算値Ｂ／Ｎを分割帯域幅Ｂｄｉｖとして
決定する。
【００２８】
　設定部５４は、決定部５３にて決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを分割部４１
に設定する。つまり、設定部５４は、分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信信
号から各周波数成分の中心周波数及び通過帯域を分割部４１に設定する。分割部４１は、
各周波数成分の中心周波数及び通過帯域に基づき、受信信号を各周波数成分に分割する。
【００２９】
　補償部４３は、分割部４１で周波数分割された各周波数成分の非線形歪みを補償する。
補償部４３は、例えば、デジタル逆伝搬法の補償処理を採用し、非線形歪みが補償できる
まで、周波数成分の波長分散補償及び非線形補償処理を繰り返し実行するものである。尚
、周波数成分は、受信信号に比較して周波数帯域が狭く、補償対象の波長分散量も減るた
め、波長分散補償及び非線形補償の繰り返しの処理段数が減る。更に、合成部４４は、各
補償部４３の補償後の周波数成分を合成して合成受信信号として出力する。
【００３０】
　次に実施例１の光伝送システム１の動作について説明する。図４は、分割設定処理に関
わる受信側ＤＳＰ３３内の制御部４２の処理動作の一例を示すフローチャートである。図
４に示す受信側ＤＳＰ３３内の制御部４２内の取得部５１は、図示せぬ管理部から伝送路
情報及び信号情報を取得する（ステップＳ１１）。制御部４２内の算出部５２は、伝送路
情報に基づき、受信信号のＦＷＭ効率ηを算出する（ステップＳ１２）。
【００３１】
　算出部５２は、設定した－ＸｄＢ以上のＦＷＭ成分の周波数差の範囲に相当するＦＷＭ
帯域ＢＦをＦＷＭ効率ηから算出する（ステップＳ１３）。算出部５２は、ＦＷＭ帯域Ｂ
Ｆの２倍で最小分割帯域幅Ｂｍｉｎを算出する（ステップＳ１４）。
【００３２】
　更に、制御部４２内の決定部５３は、信号情報から受信信号の受信帯域幅Ｂを取得し、
取得した受信帯域幅Ｂを最小分割帯域幅Ｂｍｉｎで除算した値（Ｂ／Ｂｍｉｎ）の小数点
以下を切り上げた値を分割数Ｎとして決定する（ステップＳ１５）。決定部５３は、受信
帯域幅Ｂを分割数Ｎで除算した値（Ｂ／Ｎ）を分割帯域幅Ｂｄｉｖとして決定する（ステ
ップＳ１６）。
【００３３】
　更に、制御部４２内の設定部５４は、決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを分割
部２５に設定し（ステップＳ１７）、図４に示す処理動作を終了する。その結果、分割部
４１は、分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖの周波数成分の中心周波数及び通過帯域を各Ｂ
ＰＦに設定する。
【００３４】
　図４に示す分割設定処理を実行する制御部４２は、伝送路情報に基づき受信信号のＦＷ
Ｍ効率ηを算出し、ＦＷＭ効率η及び受信信号の受信帯域幅Ｂに基づき分割数Ｎを決定す
ると共に、その受信帯域幅Ｂ及び分割数Ｎに基づき分割帯域幅Ｂｄｉｖを決定する。更に
、制御部４２は、決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを分割部４１に設定する。分
割部４１は、設定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖで受信信号を分割数Ｎ個の周波数
成分に分割する。その結果、受信信号内の各周波数成分は、その帯域幅が狭くなるため、
考慮すべき波長分散量も減る。
【００３５】
　そして、分割部４１は、設定した分割帯域幅Ｂｄｉｖ及び分割数Ｎに基づき、受信信号
を分割数Ｎ個の周波数成分に分割し、各周波数成分を対応した補償部４３に入力する。そ
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の結果、補償部４３で取り扱う受信信号の帯域幅が狭くなるため、その周波数成分内で考
慮すべき波長分散量も減る。更に、各補償部４３は、入力した周波数成分の非線形歪みを
補償する。その結果、補償部４３は、周波数成分内の波長分散量が減り、デジタル逆伝搬
法の処理段数も減るため、光伝送路４の非線形特性に起因する非線形歪みを補償しながら
、その処理回路の規模も小さくできる。
【００３６】
　そして、各補償部４３は、入力した周波数成分に対する波長分散補償及び非線形補償を
実行することで周波数成分の線形特性及び非線形特性を補償し、その補償後の周波数成分
を合成部４４に入力する。合成部４４は、各補償部４３の補償後の周波数成分を合成して
出力する。
【００３７】
　実施例１では、伝送路情報及び信号情報に基づき受信信号の分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂ
ｄｉｖを算出し、その算出した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを分割部４１に設定する
。分割部４１は、設定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信信号を分割数
Ｎ個の周波数成分に分割し、各周波数成分を各補償部４３に入力する。その結果、各補償
部４３は、受信信号を分割した周波数成分を補償対象とするため、その周波数成分の波長
分散量が減り、デジタル逆伝搬法の処理段数も少なくなるため、その処理回路の規模も小
さくできる。
【００３８】
　そもそも、分散補償は、信号の取扱帯域を分割して補償処理をすれば回路規模を小さく
できるものの、あまり細かく分割し過ぎると非線形歪みを補償できなくなる。そこで、伝
送路情報及び信号情報を考慮して分割部４１で分割する受信信号の帯域幅を制御するため
、非線形歪みを補償しながら、その回路規模を小さくできる。
【００３９】
　尚、上記実施例１では、受信信号を分割数Ｎ個の周波数成分に分割し、周波数成分毎に
非線形補償処理を実行する受信側ＤＳＰ３３を例示した。しかしながら、送信信号を分割
数Ｎ個の周波数成分に分割し、周波数成分毎に非線形補償を実行した送信信号を生成する
送信側ＤＳＰ２１にも適用可能である。
【００４０】
　また、上記実施例１の分割部４１及び補償部４３の具体的構成を次のようにしても良く
、この場合の実施の形態につき、実施例２として以下に説明する。
【実施例２】
【００４１】
　図５は、実施例２の受信側ＤＳＰ３３Ａの一例を示すブロック図である。尚、実施例１
の光伝送システム１と同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作
の説明については省略する。
【００４２】
　図５に示す受信側ＤＳＰ３３Ａは、分割部４１Ａと、制御部４２Ａと、Ｎ個（＃１～＃
Ｎ）の補償部４３Ａと、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のシフト戻し部４５Ａと、合成部４４Ａとを
有する。尚、分割数はＮ個とする。分割部４１Ａは、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のＢＰＦ（Band
　Pass　Filter）５１と、Ｎ個（＃１～＃７）のシフト部５２とを有する。各シフト部５
２は、ＦＳ(Frequency　Shift)５２Ａと、ＤＳ(Down　sampling)５２Ｂとを有する。
【００４３】
　分割部４１Ａは、設定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、分割数Ｎ及び分
割帯域幅Ｂｄｉｖに対応した周波数成分の中心周波数及び通過帯域を各ＢＰＦ５１に設定
する。各ＢＰＦ５１は、受信信号から、対応した周波数成分を抽出する帯域通過フィルタ
である。ＦＳ５２Ａは、対応するＢＰＦ５１の出力である周波数成分の中心周波数が０Ｈ
ｚになるように周波数シフトする周波数シフト部である。各ＤＳ５２Ｂは、対応するＦＳ
５２Ａの周波数シフト後の周波数成分のサンプリングレートを間引くダウンサンプリング
処理を実行するダウンサンプリング部である。
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【００４４】
　各ＤＳ５２Ｂに対応した補償部４３Ａは、周波数シフト後の周波数成分にデジタル逆伝
搬法の補償処理を実行するＤＢＰ（Digital　Back-Propagation）である。補償部４３Ａ
は、ＣＤＣ６１と、ＮＬＣ６２とを有する。ＣＤＣ６１は、周波数成分の波長分散を補償
する。ＮＬＣ６２は、波長分散補償後の周波数成分の非線形歪みを補償する。
【００４５】
　各補償部４３Ａに対応したシフト戻し部４５Ａは、補償後の周波数成分の中心周波数を
シフト部５２の周波数シフト前の周波数に戻す。各シフト戻し部４５Ａは、ＵＳ（Up　Sa
mpling）６３と、ＦＳ６４とを有する。各ＵＳ６３は、補償部４３Ａ内のＮＬＣ６２の補
償後の周波数成分のサンプリングレートをＤＳ５２Ｂの処理前のレートに戻すアップサン
プリング処理を実行するアップサンプリング部である。各ＦＳ６４は、対応するＵＳ６３
の周波数成分の中心周波数をＦＳ５２Ａの周波数シフト前の周波数に戻す。合成部４４Ａ
は、各シフト戻し部４５Ａからの周波数成分を合成して合成受信信号を出力するものであ
る。
【００４６】
　受信側ＤＳＰ３３Ａ内の制御部４２Ａ内の設定部５４は、決定した分割数Ｎ及び分割帯
域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信信号を分割する周波数成分の中心周波数及び通過帯域を各Ｂ
ＰＦ５１に設定する。
【００４７】
　次に実施例２の受信側ＤＳＰ３３Ａの動作について説明する。受信側ＤＳＰ３３Ａ内の
制御部４２Ａは、決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信信号を分割す
る各周波数成分の中心周波数及び通過帯域を各ＢＰＦ５１に設定する。
【００４８】
　分割部４１Ａは、受信信号を各ＢＰＦ５１に分岐する。各ＢＰＦ５１は、設定した中心
周波数及び通過帯域に基づき、受信信号を周波数成分に分割する。更に、ＢＰＦ５１に対
応するシフト部５２は、ＦＳ５２Ａを通じて周波数成分の中心周波数を０Ｈｚにシフトし
、ＤＳ５２Ｂを通じて周波数シフト後の周波数成分をダウンサンプリングする。
【００４９】
　更に、ＤＳ５２Ｂに対応した補償部４３Ａは、ＣＤＣ６１を通じてダウンサンプリング
後の周波数成分の波長分散を補償する。更に、補償部４３Ａは、ＮＬＣ６２を通じて波長
分散補償後の周波数成分の非線形歪みを補償する。そして、補償部４３Ａは、周波数成分
の非線形歪みが補償できるまでＣＤＣ６１の波長分散補償及びＮＬＣ６２の非線形補償を
繰り返す。
【００５０】
　そして、補償部４３Ａに対応したシフト戻し部４５Ａは、補償部４３Ａの非線形補償後
の周波数成分を入力し、ＵＳ６３を通じて周波数成分をＤＳ５２Ｂの処理前のサンプリン
グレートに戻す。更に、シフト戻し部４５Ａは、ＦＳ６４を通じて周波数成分の中心周波
数をＦＳ５２Ａの処理前の中心周波数に戻す。
【００５１】
　そして、各シフト戻し部４５Ａは、シフト戻し後の非線形補償後の周波数成分を合成部
４４Ａに入力する。合成部４４Ａは、＃１～＃Ｎ個の各シフト戻し部４５Ａからの周波数
成分を夫々入力し、全ての周波数成分を合成して合成受信信号を生成し、他の信号処理部
に出力する。その結果、受信側ＤＳＰ３３Ａは、光伝送路４の非線形歪みを補償した非線
形補償後の受信信号を出力できる。
【００５２】
　上記実施例２の受信側ＤＳＰ３３Ａは、分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを設定した各
ＢＰＦ５１で受信信号を分割数Ｎ個の周波数成分に分割し、分割した周波数成分にデジタ
ル逆伝搬法を適用した補償処理を実行した。その結果、補償部４３Ａは、受信信号を分割
数Ｎ個に分割した周波数成分を補償対象とするため、その周波数成分の波長分散量が減り
、デジタル逆伝搬法の処理段数も減るため、その処理回路の規模も小さくできる。
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【００５３】
　更に、合成部４４Ａは、各補償部４３Ａからの補償後の周波数成分を合成して出力する
ため、非線形補償後の受信信号を出力できる。
【００５４】
　また、補償部４３Ａは、前段のＤＳ５２Ｂでダウンサンプリング処理後の周波数成分に
対して非線形補償処理を実行する。その結果、サンプリングレートが間引かれているため
、その処理回路の規模も小さくて済む。
【００５５】
　また、上記実施例２の受信側ＤＳＰ３３Ａでは、単一チャネルの受信信号を入力した場
合を例示したが、複数のチャネルを含む受信信号を入力した場合にも適用可能であり、こ
の場合の実施の形態につき、実施例３として、以下に説明する。
【実施例３】
【００５６】
　図６は、実施例３の受信側ＤＳＰの一例を示すブロック図である。尚、図５に示す受信
側ＤＳＰ３３Ａと同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説
明については省略する。
【００５７】
　図６に示す受信側ＤＳＰ３３Ｂと図５に示す受信側ＤＳＰ３３Ａとが異なるところは、
複数のチャネルを含む受信信号を分割部の分割対象とする点にある。受信側ＤＳＰ３３Ｂ
は、合成部４４Ａの代わりに、各シフト戻し部４５Ａからの各非線形補償後の周波数成分
を合成して合成受信信号を生成し、合成受信信号からチャネル単位のチャネル信号を分離
出力する合成分離部４６を有する点で受信側ＤＳＰ３３Ａと異なる。
【００５８】
　次に実施例３の受信側ＤＳＰ３３Ｂの動作について説明する。受信側ＤＳＰ３３Ｂ内の
制御部４２Ｂは、伝送路情報及び信号情報に基づき、分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを
決定する。制御部４２Ｂは、決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、周波数
成分の中心周波数及び通過帯域を分割部４１Ａ内の各ＢＰＦ５１に設定する。分割部４１
Ａは、分割数Ｎ個のＢＦＰ５１で受信信号を周波数成分に分割し、各シフト部５２の周波
数シフト後の周波数成分を各補償部４３Ａに入力する。
【００５９】
　各補償部４３Ａは、非線形歪みが補償できるまで、周波数シフト後の周波数成分の波長
分散処理及び非線形補償処理を繰り返し実行する。そして、各補償部４３Ａは、非線形補
償後の周波数成分をシフト戻し部４５Ａに入力する。更に、各シフト戻し部４５Ａは、非
線形補償後の周波数成分の中心周波数を周波数シフト前に戻し、その周波数成分を合成分
離部４６に入力する。
【００６０】
　合成分離部４６は、各シフト戻し部４５Ａからの補償後の周波数成分を合成した合成受
信信号を生成する。更に、合成分離部４６は、生成した合成受信信号をチャネル単位に分
離し、各チャネル信号を他の信号処理部へ出力する。
【００６１】
　上記実施例３の受信側ＤＳＰ３３Ｂは、設定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基
づき、複数のチャネルを含む受信信号を複数の周波数成分に分割し、周波数成分毎に非線
形歪みを補償する。その結果、補償部４３Ａは、複数のチャネルを含む受信信号を分割数
Ｎ個に分割した周波数成分を補償対象とするため、その周波数成分の波長分散量が減り、
デジタル逆伝搬法の処理段数も減ることになるため、その処理回路の規模も小さくできる
。
【００６２】
　更に、受信側ＤＳＰ３３Ｂは、非線形補償後の各周波数成分を合成して合成受信信号を
生成し、その合成受信信号をチャネル単位に分離出力する。その結果、受信側ＤＳＰ３３
Ｂは、非線形補償後の受信信号から所望チャネルを出力できる。
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【００６３】
　尚、上記実施例３では、複数のチャネルを含む受信信号を分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄ
ｉｖに対応したＢＰＦ５１でＮ個の周波数成分に分割した。しかしながら、受信チャネル
数及び受信チャネルの通信帯域を考慮して分割数及び分割帯域幅を決定し、その分割数及
び分割帯域幅に基づき受信信号をチャネル単位の周波数成分に分割しても良い。この場合
の実施の形態につき、実施例４として以下に説明する。
【実施例４】
【００６４】
　図７は、実施例４の受信側ＤＳＰ３３Ｃの一例を示すブロック図である。尚、図６に示
す受信側ＤＳＰ３３Ｂと同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動
作の説明については省略する。
【００６５】
　受信側ＤＳＰ３３Ｃと受信側ＤＳＰ３３Ｂとが異なるところは、受信信号の受信チャネ
ル数Ｍを分割数Ｎ、その受信チャネルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖとし、これら分割
数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信信号をチャネル単位に分割する点にある。更
に、受信側ＤＳＰ３３Ｃは、シフト戻し部４５Ａ及び合成分離部４６がない点で受信側Ｄ
ＳＰ３３Ｂと異なる。
【００６６】
　制御部４２Ｃは、受信信号の受信チャネル数Ｍを分割数Ｎ、受信信号の受信チャネルの
通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖとして決定する。制御部４２Ｃは、その分割数Ｎ及び分割
帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、チャネル単位の周波数成分の中心周波数及び通過帯域を分割部
４１Ａ内の各ＢＰＦ５１に設定する。尚、制御部４２Ｃは、信号情報から取得した受信チ
ャネル数Ｍを分割数Ｎ、信号情報から取得したチャネルの周波数間隔を分割帯域幅Ｂｄｉ
ｖとして決定するため、実施例１のようなＦＷＭ効率の算出が不要となる。
【００６７】
　分割部４１Ａは、チャネル単位のＢＰＦ５１で受信信号をチャネル単位の周波数成分に
分割し、シフト部５２で周波数成分の中心周波数を０Ｈｚにシフトする。更に、ＢＰＦ５
１に対応した補償部４３Ａは、非線形歪みが補償できるまで、周波数シフト後の周波数成
分の波長分散補償及び非線形補償を繰り返し実行する。そして、各補償部４３Ａは、非線
形補償後の周波数成分をチャネル信号として他の信号処理部に出力する。
【００６８】
　実施例４の受信側ＤＳＰ３３Ｃは、信号情報から取得した受信チャネル数Ｍを分割数Ｎ
、受信チャネルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖとし、その分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄ
ｉｖに基づき、受信信号をチャネル単位の周波数成分に分割する。受信側ＤＳＰ３３Ｃは
、チャネル単位の周波数成分毎に非線形歪みを補償する。その結果、補償部４３Ａは、複
数のチャネルを含む受信信号を分割したチャネル単位の周波数成分を補償対象とするため
、その周波数成分の波長分散量が減り、デジタル逆伝搬法の処理段数も減るため、その処
理回路の規模も小さくできる。
【００６９】
　更に、受信側ＤＳＰ３３Ｃは、チャネル単位の周波数成分に対して非線形補償を実行し
、非線形補償後の周波数成分をチャネル単位で出力する。その結果、受信側ＤＳＰ３３Ｃ
は、図６に示す合成分離部４６のように周波数成分を合成分離する処理が不要となり、非
線形補償後の周波数成分をチャネル単位で出力できる。つまり、周波数成分の分割・統合
によるチャネル信号の劣化を抑制できる。
【００７０】
　しかも、受信側ＤＳＰ３３Ｃは、非線形補償後の周波数成分をチャネル単位で出力でき
るため、図６に示すシフト戻し部４５Ａのように周波数成分の中心周波数のシフトを戻す
処理が不要になる。
【００７１】
　尚、上記実施例４の受信側ＤＳＰ３３Ｃは、信号情報から受信チャネル数Ｍを分割数Ｎ
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、受信チャネルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖに設定した。しかしながら、信号情報の
受信チャネル数及び受信チャネルの通信帯域から分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを設定
するモードと、実施例３のようにＦＷＭ効率による最小分割帯域幅から分割数Ｎ及び分割
帯域幅Ｂｄｉｖを設定するモードとを切替可能にしても良い。
【００７２】
　尚、上記実施例４の受信側ＤＳＰ３３Ｃは、受信チャネル数Ｍを分割数Ｎ、受信チャネ
ルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖに決定し、その決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄ
ｉｖを分割部４１Ａに設定する。しかしながら、光伝送システム１内の図示せぬ管理装置
が、分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを決定し、その決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂ
ｄｉｖを光受信器３内の分割部５１に設定するようにしても良い。この場合の実施の形態
につき、実施例５として以下に説明する。
【実施例５】
【００７３】
　図８は、実施例５の光伝送システム１Ａの一例を示すブロック図である。図８に示す光
伝送システム１Ａは、光送信器２と、光受信器３Ａと、光送信器２と光受信器３Ａとの間
を接続する光伝送路４と、管理装置６とを有する。尚、図７に示す受信側ＤＳＰ３３Ｃと
同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動作の説明については省略
する。
【００７４】
　管理装置６は、光伝送システム１Ａ内の光送信器２及び光受信器３Ａを管理する装置で
ある。管理装置６は、全体制御部６Ａを有する。
【００７５】
　全体制御部６Ａは、信号情報から受信チャネル数Ｍ及び受信チャネルの通信帯域を取得
する。更に、全体制御部６Ａは、取得した受信チャネル数Ｍを分割数Ｎとし、取得した受
信チャネルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖとして決定する。そして、全体制御部６Ａは
、決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを、光受信器３内の受信側ＤＳＰ３３Ｄ内の
分割部４１Ａに設定する。つまり、受信側ＤＳＰ３３Ｄ内の制御部４２Ｄは、分割数Ｎ及
び分割帯域幅Ｂｄｉｖを決定する処理負担が不要のため、全体制御部６Ａから分割数Ｎ及
び分割帯域幅Ｂｄｉｖを取得し、取得した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを分割部４１
Ａ内に設定する。
【００７６】
　更に、全体制御部６Ａは、光送信器２内の送信側ＤＳＰ２１に対して、送信信号のシン
ボルレートを分割帯域幅以下のレートに設定する。尚、光送信器２側の送信チャネル数は
分割数Ｎと同一にする。
【００７７】
　次に実施例５の光伝送システム１Ａの動作について説明する。光伝送システム１Ａ内の
管理装置６内の全体制御部６Ａは、信号情報を取得し、取得した信号情報から受信チャネ
ル数Ｍ及び受信チャネルの通信帯域を取得する。全体制御部６Ａは、取得した受信チャネ
ル数Ｍを分割数Ｎ、取得した受信チャネルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖに決定し、決
定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを光受信器３Ａの受信側ＤＳＰ３３Ｄ内の分割部
４１Ａに設定する。更に、全体制御部６Ａは、光送信器２側の送信信号のシンボルレート
を設定すべく、分割帯域幅Ｂｄｉｖを光送信器２内の送信側ＤＳＰ２１内に設定する。
【００７８】
　光送信器２内の送信側ＤＳＰ２１は、設定されたシンボルレートで送信信号をＤＡＣ２
２に入力する。ＤＡＣ２２は、送信信号をアナログ変換し、アナログ変換した送信信号を
Ｅ／Ｏ２３に入力する。Ｅ／Ｏ２３は、送信信号を光変換し、光変換した送信信号を光伝
送路４に伝送する。
【００７９】
　光受信器３Ａ内のＯ／Ｅ３１は、光伝送路４経由で受信した受信信号を電気変換し、電
気変換した受信信号をＡＤＣ３２に入力する。ＡＤＣ３２は、受信信号をデジタル変換し
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、デジタル変換した受信信号を受信側ＤＳＰ３３Ｄに入力する。受信側ＤＳＰ３３Ｄ内の
分割部４１Ａは、設定中の分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき、受信信号をチャネ
ル単位の周波数成分に分割し、各周波数成分を補償部４３Ａに入力する。補償部４３Ａは
、チャネル毎の周波数成分に対してデジタル逆搬送法の補償処理を実行する。補償部４３
Ａは、デジタル逆搬送法の補償処理を実行し、補償後の周波数成分をチャネル単位に出力
する。
【００８０】
　実施例５の管理装置６は、信号情報内の受信チャネル数Ｍを分割数Ｎ、信号情報内のチ
ャネルの通信帯域を分割帯域幅Ｂｄｉｖとして決定し、分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖ
を光受信器３Ａ内の受信側ＤＳＰ３３Ｄ内の分割部４１Ａに設定する。その結果、受信側
ＤＳＰ３３Ｄは、管理装置６から分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを取得するだけで済む
ため、その処理負担を軽減できる。
【００８１】
　光受信器３内の受信側ＤＳＰ３３Ｄは、設定中の分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基
づき、受信信号をチャネル単位の周波数成分に分割し、分割した周波数成分に対してデジ
タル逆伝搬法の補償処理を実行する。補償部４３Ａは、デジタル逆伝搬法の補償処理を実
行し、補償後の周波数成分をチャネル単位に出力する。その結果、補償部４３Ａは、チャ
ネル単位の周波数成分の波長分散量が減り、デジタル逆伝搬法の処理段数も減ることにな
るため、その回路規模を抑制できる。
【００８２】
　尚、上記実施例５の受信側ＤＳＰ３３Ｄ内の補償部４３Ａは、デジタル逆伝搬法の非線
形補償を実行するようにしたが、デジタル逆伝搬法に限定されるものではなく、例えば、
摂動等化法の非線形補償を実行しても良い。この場合の実施の形態につき、以下に実施例
６として説明する。
【実施例６】
【００８３】
　図９は、実施例６の受信側ＤＳＰ３３Ｅの一例を示すブロック図である。尚、図７に示
す受信側ＤＳＰ３３Ｃと同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成及び動
作の説明については省略する。
【００８４】
　図９に示す受信側ＤＳＰ３３Ｅと図７に示す受信側ＤＳＰ３３Ｃとが異なるところは、
デジタル逆搬送法の代わりに、摂動等化法を採用した点にある。受信側ＤＳＰ３３Ｅは、
分割部４１Ａと、制御部４２Ｅと、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のＣＤＣ６１Ａと、Ｎ個（＃１～
＃Ｎ）のＡＥＱ６５と、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のＦＯＣ６６と、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のＣＰ
Ｒ６７と、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のＮＬＣ６２Ａとを有する。分割部４１Ａは、Ｎ個（＃１
～＃Ｎ）のＢＰＦ５１と、Ｎ個（＃１～＃Ｎ）のシフト部５２とを有する。制御部４２Ｅ
は、伝送路情報又は信号情報に基づいて決定した分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖを分割
部４１Ａに設定する。
【００８５】
　各ＣＤＣ６１Ａは、分割部４１Ａからの周波数成分の波長分散を補償する波長分散補償
部である。各ＡＥＱ６５は、周波数成分に対して、例えば、偏波分離、残留分散の補償及
び信号帯域狭窄化の補償を実行する適応等化部である。ＦＯＣ６６は、周波数成分に関わ
る、光送信器２側の光源の周波数との差分であるオフセットを推定し、その差分を補償す
る周波数オフセット補償部である。ＣＰＲ６７は、周波数成分に対して、例えば、光源の
位相雑音やＦＯＣ６６で補償できない高速の周波数オフセットの変動成分を補償する搬送
波位相復元部である。ＮＬＣ６２Ａは、ＣＰＲ６７の補償後の周波数成分に対して非線形
歪みを補償する非線形補償部である。
【００８６】
　次に実施例６の受信側ＤＳＰ３３Ｅの動作について説明する。分割部４１Ａは、制御部
４２Ｅからの分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに対応する周波数成分毎に、周波数成分の
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中心周波数及び通過帯域をＢＰＦ５１に設定する。尚、分割数Ｎは受信チャネル数Ｍ、分
割帯域幅Ｂｄｉｖは受信チャネルの通信帯域で設定するものとする。
【００８７】
　各ＢＰＦ５１は、受信信号をチャネル単位の周波数成分に分割する。ＢＰＦ５１に対応
したシフト部５２内のＦＳ５２Ａは、周波数成分の中心周波数を０Ｈｚにシフトする。Ｆ
Ｓ５２Ａに対応したシフト部５２内のＤＳ５２Ｂは、周波数シフト後の周波数成分のサン
プリングレートを間引くダウンサンプリング処理を実行する。
【００８８】
　更に、ＤＳ５２Ｂに対応したＣＤＣ６１Ａは、ダウンサンプリング後の周波数成分の波
長分散を補償する。ＡＥＱ６５は、波長分散補償後の周波数成分に対して、例えば、偏波
分離、残留分散の補償及び信号帯域狭窄化の補償を実行する。更に、ＣＤＣ６１Ａに対応
したＦＯＣ６６は、ＡＥＱ６５の適応処理後の周波数成分に関わる、光送信器２側光源の
周波数との差分である周波数オフセットを推定し、その周波数オフセットを補償する。更
に、ＦＯＣ６６に対応したＣＰＲ６７は、ＦＯＣ６６の補償後の周波数成分に対して、例
えば、光源の位相雑音やＦＯＣ６６で補償できなかったオフセットを補償する。そして、
ＣＰＲ６７に対応したＮＬＣ６２Ａは、ＣＰＲ６７の補償後の周波数成分に対して非線形
歪みを補償し、その周波数成分をチャネル対応の信号処理部へ出力する。
【００８９】
　実施例６の受信側ＤＳＰ３３Ｅは、分割部４１Ａを通じて受信信号をチャネル単位の周
波数成分に分割し、分割後の周波数成分をＣＰＲ６７で補償し、そのＣＰＲ６７で補償後
の周波数成分にＮＬＣ６２Ａで非線形歪みを補償する。つまり、受信側ＤＳＰ３３Ｅは、
摂動等化法による非線形補償であっても、受信信号をチャネル単位の周波数成分に分割し
、周波数成分の波長分散量が減るため、回路規模を小さくしながら、非線形補償を実現で
きる。
【００９０】
　また、上記実施例２乃至６では、分割部４１Ａで分割後の周波数成分毎にＮＬＣ６２Ａ
（６４）を配置しているため、ＮＬＣ６２Ａ（６２）の数が増えてＮＬＣ６２Ａ（６２）
の設定値を設定する処理を要する。そこで、各ＮＬＣ６２Ａ（６２）に設定値を設定する
方法について説明する。図１０乃至図１２は、ＮＬＣ設定方法の一例を示す説明図である
。
【００９１】
　図１０に示す設定方法では、受信側ＤＳＰ３３が、各ＮＬＣ６２Ａ（６２）に設定する
設定値を記憶した設定値メモリ７１を有する。受信側ＤＳＰ３３内の制御部４２は、設定
タイミングに応じて、設定値メモリ７１に記憶中の設定値を各ＮＬＣ６２Ａ（６２）に設
定する。その結果、ＮＬＣ６２Ａ（６４）の数が増えた場合でもＮＬＣ６２Ａ（６２）の
設定値の設定負担を軽減できる。
【００９２】
　図１１に示す設定方法では、受信側ＤＳＰ３３が、各ＮＬＣ６２Ａ（６２）に設定する
設定値を記憶したルックアップテーブル７２を有する。受信側ＤＳＰ３３内の制御部４２
は、設定タイミングに応じて、ルックアップテーブル７２に記憶中の設定値を各ＮＬＣ６
２Ａ（６２）に設定する。その結果、ＮＬＣ６２Ａ（６２）の数が増えた場合でも、ＮＬ
Ｃ６２Ａ（６２）の設定値の設定負担を軽減できる。
【００９３】
　図１２に示す設定方法では、受信側ＤＳＰ３３が、各ＮＬＣ６２Ａ（６２）に設定する
設定値を記憶する設定値メモリ７１と、設定値を補正する補正回路７３とを有する。尚、
設定値メモリ７１に記憶する設定値は、共通の設定値とする。補正回路７３は、ＮＬＣ６
２Ａ（６２）毎に設定する設定値を求める係数を記憶しておき、各ＮＬＣ６２Ａ（６２）
で非線形補償する周波数成分に対応した係数を読み出す。更に、補正回路７３は、その係
数に基づき、設定値メモリ７１から読み出した設定値を補正し、その補正した設定値をＮ
ＬＣ６２Ａ（６２）に設定する。その結果、各ＮＬＣ６２Ａ（６２）に対応した最適な設
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定値を提供できる。
【００９４】
　また、上記実施例１乃至６では、光ファイバ４Ａ等の光伝送路４上で発生する非線形歪
みを補償するようにした。しかしながら、光伝送路４上の非線形歪みの他に、光受信器３
や光送信器２内のＡＤＣ３２、ＤＡＣ２２やアンプ４Ｂ等の電子デバイスや、光変調器等
の光学デバイス等のデバイス上で非線形歪みが発生する。そこで、このようなデバイス上
の非線形歪みを補償すべく、デバイス用補償部を配置しても良い。図１３は、受信側ＤＳ
Ｐ３３の一例を示すブロック図である。図１３に示す受信側ＤＳＰ３３内部のデバイス用
補償部８１は、分割後の周波数成分毎の光伝送路４上の非線形歪みを補償する各ＮＬＣ６
２Ａ（６２）の前段に配置した。
【００９５】
　デバイス用補償部８１は、分割後の周波数成分を夫々入力し、入力した周波数成分のデ
バイス上の非線形歪みを補償すべく、デバイス用非線形補償処理を実行する。そして、デ
バイス用補償部８１は、非線形補償後の周波数成分を当該周波数成分に対応したＮＬＣ６
２Ａ（６２）に出力する。各ＮＬＣ６２Ａ（６２）は、周波数成分の光伝送路４上の非線
形歪みを補償すべく、非線形補償処理を実行して出力する。
【００９６】
　その結果、受信側ＤＳＰ３３では、光伝送路４上の非線形歪みの他に、デバイス上の非
線形歪みをも補償できる。
【００９７】
　また、図１４は、送信側ＤＳＰ２１の一例を示すブロック図である。図１４に示す送信
側ＤＳＰ２１内のデバイス用補償部８２は、分割後の周波数成分毎の光伝送路４上の非線
形歪みを補償する各ＮＬＣ６２Ｂの後段に配置した。
【００９８】
　デバイス用補償部８２は、各ＮＬＣ６２Ｂで非線形補償後の周波数成分を入力し、入力
した非線形補償後の周波数成分のデバイス上の非線形歪みを補償すべく、デバイス用非線
形補償処理を実行する。そして、デバイス用補償部８２は、非線形補償後の各周波数成分
を出力する。
【００９９】
　その結果、送信側ＤＳＰ２１では、光伝送路４上の非線形歪みの他に、デバイス上の非
線形歪みをも補償できる。
【０１００】
　尚、上記実施例２及び３の受信側ＤＳＰ３３Ａ（３３Ｂ）では、分割後の周波数成分の
中心周波数を０Ｈｚにシフトする周波数シフトを実行するシフト部５２と、周波数シフト
後に周波数成分の中心周波数を元に戻すシフト戻し部４５Ａとを有する構成とした。しか
しながら、これらシフト部５２及びシフト戻し部４５Ａを有する構成に限定されるもので
はなく、これらシフト部５２及びシフト戻し部４５Ａが無くても良い。また、ＦＳ５２Ａ
及びＵＳ６３が無くても良く、ＤＳ５２Ｂ及びＦＳ６４が無くても良い。
【０１０１】
　また、上記実施例１乃至６では、光受信器３側の受信側ＤＳＰ３３等を例示して説明し
たが、光送信器２側の送信側ＤＳＰ２１で、送信信号の非線形補償を実行する予等化回路
にも適用可能である。つまり、送信側ＤＳＰ２１は、送信信号を出力する際に、送信信号
を分割数Ｎ及び分割帯域幅Ｂｄｉｖに基づき分割数Ｎ個の周波数成分に分割し、分割後の
周波数成分毎に非線形補償処理を実行し、その非線形補償後の周波数成分を合成して送信
信号として出力する。その結果、送信側ＤＳＰ２１の予等化回路は、送信信号を分割する
ため、分割後の周波数成分の波長分散量が減るため、その回路規模を抑えながら、非線形
補償を実現できる。
【０１０２】
　上記実施例２では、分割部４１Ａの後段に補償部４３Ａを配置するようにしたが、分割
部４１Ａの後段に他の処理ブロックを配置し、この処理ブロックの後段に補償部４３Ａを
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【０１０３】
　上記実施例の光伝送システム１として、スーパーチャネル方式を採用したが、スーパー
チャネル方式に限定されるものではなく、光信号を伝送する他の伝送方式にも適用可能で
ある。
【０１０４】
　また、図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていること
を要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全
部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散
・統合して構成することができる。
【０１０５】
　更に、各装置で行われる各種処理機能は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）（又
はＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）、ＭＣＵ（Micro　Controller　Unit）等のマイク
ロ・コンピュータ）上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしても良い。また、
各種処理機能は、ＣＰＵ（又はＭＰＵ、ＭＣＵ等のマイクロ・コンピュータ）で解析実行
するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意
の一部を実行するようにしても良いことは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　光伝送システム
　２　光送信器
　３　光受信器
　４　光伝送路
　４１　分割部
　４２　制御部
　４３　補償部
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】



(21) JP 2016-54412 A 2016.4.14

フロントページの続き

(72)発明者  中島　久雄
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  秋山　祐一
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
Ｆターム(参考) 5K102 AA01  KA06  KA39  RD11  RD26  RD28 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

