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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光パルスを生成するように動作可能な光源（１２および１４，４２，８２）であって、
一以上のモニタされるグレーティング（２４，G1-n）を含む光導波路（１６，９４）に結
合される該光源と、
波長評価装置（１８，８６）と、
該導波路に光結合する双方向光増幅およびゲート手段（１４，８２）とを含み、
該波長評価装置は、該光増幅およびゲート手段に光結合し、該光増幅およびゲート手段に
よって透過された帰還光パルスの波長を検知するように動作可能であり、
該双方向光増幅およびゲート手段（１４，８２）は、単一の光学機器であり、モニタ中の
グレーティングから帰還される光パルスを選択的に透過し、かつ同時にそこを透過された
光信号を光増幅するように動作可能であることを特徴とする、光導波路グレーティングイ
ンターロゲーションシステム（１０，４０，８０，１３０，１４，１７０）。
【請求項２】
　前記双方向光増幅およびゲート手段は、スイッチ型操作可能な半導体光増幅器（１４，
８２）のような光増幅デバイスであり、光増幅およびゲート手段をスイッチオンしたとき
に光信号を透過かつ増幅し、スイッチオフしたときに光信号の透過および増幅を回避する
、請求項１に記載の光導波路グレーティングインターロゲーションシステム。
【請求項３】
　前記インターロゲーションシステムは、さらに該双方向光増幅およびゲート手段用の駆
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動装置（２２，８４）を含み、該駆動装置は可変周波数の電気駆動パルスを生成し、かつ
該光増幅およびゲート手段にスイッチオン・オフさせるように動作可能である、請求項１
または２に記載の光導波路グレーティングインターロゲーションシステム。
【請求項４】
　前記光源は、該双方向光増幅およびゲート手段（８２）を含み、該光増幅およびゲート
手段がスイッチオンされると同時に増幅自然放出光信号を生成し、かつ該光信号を光パル
ス中へゲート制御する光増幅およびゲート手段を含む、請求項１～３のいずれか一項に記
載の光導波路グレーティングインターロゲーションシステム。
【請求項５】
　前記光源は、該双方向光増幅およびゲート手段に結合し、スーパールミネッセント光ダ
イオード（１２）のような連続波光信号を生成するように動作可能な連続波光源を含み、
該光増幅およびゲート手段（１４）がスイッチオン・オフする際に連続波光信号を光パル
ス中へゲート制御する、請求項１～３のいずれか一項に記載の光導波路グレーティングイ
ンターロゲーションシステム。
【請求項６】
　前記光源は、光パルスを生成するように動作可能なパルス光源（４２）を含む、請求項
１～３のいずれか一項に記載の光導波路グレーティングインターロゲーションシステム。
【請求項７】
　前記波長評価装置は、波長計（１８）、光スペクトルアナライザ、または波長依存性フ
ィルタ（８８）応答を有して光検出器（９０）のような光学検知手段を従える光フィルタ
素子を含み、該光信号の飛行時間はそれがどのグレーティングから帰還したのかを同定し
、そして該波長計、光スペクトルアナライザまたは光フィルタおよび光学検知手段が該光
信号の波長を測定する、請求項１～６のいずれか一項に記載の光導波路グレーティングイ
ンターロゲーションシステム。
【請求項８】
　前記インターロゲーションシステムは、さらに双方向光増幅およびゲート手段と、モニ
タされるグレーティングを含む各光導波路との間に結合される光導波路セクション（３２
，１１２）を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の光導波路グレーティングインタ
ーロゲーションシステム。
【請求項９】
　前記インターロゲーションシステムは、さらに該双方向光増幅およびゲート手段の後に
設けられた光反射器（１３２，１４４）を含み、該光反射器の反射におけるスペクトルプ
ロファイルは、一以上のモニタされる光導波路グレーティングによって占められるものと
同一のスペクトル帯域をカバーし、光信号が該光増幅およびゲート手段から該反射器へ透
過し、そして該光増幅およびゲート手段へ戻るのに要する時間を該光増幅およびゲート手
段をスイッチオンする電気駆動パルスの継続時間よりも確実に短くするように該反射器は
該光増幅およびゲート手段に十分近くに位置する、請求項１～８のいずれか一項に記載の
光導波路グレーティングインターロゲーションシステム。
【請求項１０】
　該双方向光増幅およびゲート手段の後に一連の光反射器（１７４，１７６）が設けられ
、各反射器は、該光増幅およびゲート手段から異なる距離に位置し、光信号が該光増幅お
よびゲート手段から最も遠方の反射器に透過し、そして該光増幅およびゲート手段へ戻る
のに要する時間を該光増幅およびゲート手段をスイッチオンする電気駆動パルスの継続時
間よりも確実に短くするように最も遠方の該反射器は該光増幅およびゲート手段に充分近
くに位置する、請求項９に記載の光導波路グレーティングインターロゲーションシステム
。
【請求項１１】
　各光反射器の反射におけるスペクトルプロファイルは、異なるスペクトル帯域をカバー
する、請求項１０に記載の光導波路グレーティングインターロゲーションシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光インターロゲーションシステムおよびに光インターロゲーションシステム
を組み込んだ光センサシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多重グレーティングアレイ内でグレーティングをモニタ（interrogate）するために最
も広く使われる二方法は、波長分割多重(WDM)および時分割多重(TDM)である。WDM型シス
テムの場合、アレイ内の各グレーティングは、異なる波長窓内に位置する異なる共振波長
を有するように作製される。全グレーティングを同時に照明するのに連続波広帯域光源が
使用され、そして各グレーティングから得られる反射信号が、波長測定システムに現れた
パワースペクトル内に同時に現れる。したがって、この波長測定システムは、多重波長を
同時に測定できる必要がある。これは、光スペクトルアナライザのような走査機器は本質
的な特徴であるが、波長計のような機器については問題を生じる。WDM型システムのもう
一つの欠点は、アレイ内グレーティング数が増すに従って、光源の必要な操作帯域幅や波
長測定システムも増えることである。
【０００３】
　対照的に、TDM型システムは、通常、アレイ中の全グレーティングを同一波長窓内に位
置させることができ、該グレーティングは、パルス光源で照明される。最も簡単なTDM型
システムでは、ファイバの一端に発射された単一短広帯域パルスが、特定瞬間時にアレイ
内特定グレーティングに到達する。グレーティングは、光パルスの一部を反射し、そして
反射信号は、光源および波長測定システムへ向かってファイバを伝搬して戻る。アレイ内
の他のグレーティングから反射したパルスは、異なる距離を走行しているため、異なる時
間に測定システムに到着する。各グレーティングの絶対波長の相違は、光がファイバ内を
約200,000,000ｍ／秒の計算速度で走行するという事実を活用している。この種のTDM型シ
ステムを困難性は、高速操作可能な波長測定システムが必要なことである。この理由は、
各反射パルスの波長を、次のパルスが到着する前に測定しなければならないからである。
光速度および典型的グレーティング間隔の理由から、反射パルスは、典型的にはナノセカ
ンドしか離隔していない。
【０００４】
　別法のTDM技術は、高速波長測定に頼らずに、公知で単一波長の短光パルスを利用する
。共振波長がパルスのものと一致するアレイ内グレーティングのみがパルスを反射する。
パルス間の光信号の波長を変更することによって、グレーティングアレイの全スペクトル
を走査し、そして、各グレーティングの波長を測定し得る。このTDM技術のもつ難点は、
反射パルスを検出するための高速光ダイオード、および高速信号処理エレクトロニクスが
必要なことである。走査光源、例えば同調可能レーザダイオードまたは広帯域光源、なら
びに走査フィルタを持つ必要性は、これらのデバイスが、たびたび、嵩高かつ高価なのが
問題である。
【０００５】
　これら全てのグレーティングインターロゲーションシステムが直面する問題は、高出力
広帯域光源を得ることが難しいことである。広帯域源は、本来、広い波長域をカバーする
ので、いずれの一波長出力も通常きわめて低い（典型的には-30dB/nm)。TDM型システムで
は、この問題は、長いインターパルスのもつ短パルスのみが測定システムに受け入れられ
、測定システムに受け入れられる平均光出力がさらに（たびたび甚大に）減少するという
事実によって強められる。
【０００６】
　したがって、使用可能な出力を最大化するためには、アレイ内グレーティングの反射率
を確実にきわめて大きくすることが必要である。グレーティング反射率を増大すると、測
定システムで使用可能な信号が増大するが、アレイ内に存在させ得る全グレーティング数
を制限するという欠点を有する。この理由は、アレイ内の各グレーティングにとって、生
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じたパルスは通過せねばならず、その出力のいくぶんかはグレーティングから反射して戻
る際に消失するからである。パルスがより多くのグレーティングを通過すればするほど、
出力はより多く消失する。さらに、グレーティングからの反射光は、測定システムに向か
って伝搬して戻り、それ自身と測定システムとの間の他のグレーティングからのさらなる
反射のせいで出力遅延を経験する。
【０００７】
　10％以上の反射率のグレーティングにとって、出力減少率は劇的であり得る。これは、
アレイ内全グレーティング数を約5～10へ制限し、そして、測定システムが広範囲の入力
光パワーレベルに対処できなければならないことを意味する。そのうえ、TDM型センサシ
ステム内で高反射率グレーティングを使用する欠点は、照明光パルスの多重反射の理由か
ら著しい干渉が起こり得ることである。
【０００８】
　光インターロゲーションシステムの第二のタイプは、光パルス発信器(optical time do
main reflectometer、OTDR)である。OTDRでは、光源(発光ダイオードまたはレーザダイオ
ード)が短時間点灯して、出射光パルスを生成する。その光は、例えばテスト中の光ファ
イバピースに沿って走行し、そしてファイバ内のいずれかの反射点から反射される。該反
射点は、一般にファイバまたは光学要素、例えばパッチコードコネクタ内の破断部である
。一般的なファイバ後方散乱の理由から、反射がまた生起するかもしれない。反射信号は
、連続パルスとして検出器に記録される。アウトバウンド光パルスに対する反射パルスの
タイミングは、ファイバに沿った破断部またはコンポーネントの位置を決定する。反射光
信号の大きさは、反射点の種類に依存し、例えば平滑なパッチコードコネクタからの反射
は約4％であり、一方、破断ファイバからの反射量はこれ以下である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　既存のOTDR技術に付随する主な問題は、異なる反射パルスの到着時間を区別するために
きわめて高速の信号処理エレクトロニクスが必要なことである。高速エレクトロニクスを
使用することは、反射パルス量の測定精度が低いことを意味する。さらに、反射光信号は
一般に、低光出力であり、低ＳＮ比を生じる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第一の様相によれば、光パルスを生成するように動作可能な光源であって、他
端にて一以上のモニタされる反射光学素子に光結合した光導波路の一端に結合される該光
源と、
該導波路に光結合し、モニタ中の反射光学素子から帰還する光パルスを選択的に透過し、
さらに透過された光信号を光増幅するように動作可能な光増幅およびゲート手段(optical
 amplifying and gating means)と、
該光増幅およびゲート手段に光結合し、該光増幅およびゲート手段によって透過された帰
還光パルスを検知するように動作可能な光学検知手段と
を含む光インターロゲーションシステムを提供する。
【００１１】
　光増幅およびゲート手段は、好ましくはスイッチ型操作可能な光増幅素子であり、該光
増幅およびゲート手段をスイッチオンしたときに光信号を透過かつ増幅し、スイッチオフ
したときに光信号の透過および増幅を回避する。該光増幅およびゲート手段は、好ましく
は双方向（bi-directionally）に動作可能であり、より好ましくは、利得クランプする半
導体光増幅器を含む。インターロゲーションシステムは、好ましくはさらに光増幅および
ゲート手段用の駆動装置を含み、該駆動装置は光増幅およびゲート手段にスイッチオン・
オフさせるように動作可能である。
【００１２】
　該駆動装置は、好ましくは可変周波数および継続時間をもつ電気駆動パルスを生成する
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ように動作可能である。該駆動装置は、電気駆動パルス対を生成してよい。該駆動装置は
、別法として、電気駆動パルス対のストリームを生成してもよい。該駆動装置は、さらに
別法として、電気駆動パルスの連続ストリームを、選択周波数においてかつそれぞれが同
一の継続時間を有するように生成してよい。電気駆動パルスは、好ましくは、光信号が最
も隣接した反射光学素子間を走行するのに必要な時間の二倍よりも短い。
【００１３】
　該駆動装置は、可変周波数発信器によってトリガされる電気パルス発生器を含んでよく
、あるいは別法として、デジタル可変電気パルス発生装置を含んでよい。
【００１４】
　複数の光増幅およびゲート手段を設けてよく、個々の光導波路に光結合される各手段が
、モニタされる反射光学素子を一以上含んでいる。好ましくは、各光増幅およびゲート手
段は、単一駆動装置により制御され、該駆動装置は、モニタされる選択された反射光学素
子を含む光導波路の個々の光増幅およびゲート手段に選択的に結合可能である。
【００１５】
　該光源は、好ましくは光増幅およびゲート手段がスイッチオンされると同時に、増幅自
然放出光信号を生成し、そして該光信号を光パルス中へゲート制御する光増幅およびゲー
ト手段を含む。該光源は、付随的に光増幅およびゲート手段と光導波路との間に設ける光
フィルタを含んでもよい。
【００１６】
　該光源は、別法として、連続波光信号を生成するように動作可能であり、光増幅および
ゲート手段に結合する連続波光源を含んでもよく、光増幅およびゲート手段がスイッチオ
ン・オフする際、連続波光信号が光パルス中へゲート制御する。連続波光源は、スーパー
ルミネッセント光ダイオードであり得る。光源は、付随的に連続波光源と光増幅およびゲ
ート手段との間、または光増幅およびゲート手段と光導波路との間に設ける光フィルタを
含んでもよい。
【００１７】
　該光源は、さらに別法として、光パルスを生成するように動作可能なパルス光源を含ん
でもよい。該光源は、付随的に、パルス光源の後に設けられる光フィルタを含んでよい。
該インターロゲーションシステムは、好ましくは、さらに光パルスを光導波路に結合する
ための光結合手段を含む。該光結合手段は、光導波路ルーティングデバイス、例えば光導
波路結合器を含んでよく、あるいは、別法として、光スイッチデバイスを含んでよい。
【００１８】
　光フィルタは、好ましくはモニタされる一以上の反射光学要素によって占められるスペ
クトル帯域に実質的に一致する透過プロファイルを有し、こうして波長へ作用する該光フ
ィルタは、パルスの光学帯域幅を制限する。
【００１９】
　モニタされる反射光学素子が二以上の異なる光導波路に結合する場合、光源が各光導波
路のために設けられてよい。別法として、単一光源を使用し、該光源を光ルーティング素
子、例えば光導波路結合器または光スイッチを介して光導波路と結合してよい。
【００２０】
　光学検知手段は、光検出器を含み得る。該光学検知手段は、別法として光増幅およびゲ
ート手段に光結合した波長評価装置を含み得、これは、光増幅およびゲート手段によって
透過された帰還光パルスの波長を評価するように動作可能である。
【００２１】
　該波長評価装置は、波長依存性のフィルタ応答を有する光フィルタ素子を含み、それは
光学検知手段、例えば光検出器を従え、該光学検知手段からの電気出力は、検出光信号の
波長を決定するように動作可能な単一の処理手段によって処理され、光増幅およびゲート
手段のゲート制御は、それがどのグレーティングから帰還したのかを同定し、そして、濾
波された光信号の光出力は、その波長を同定する。該光フィルタ素子は、バルクオプティ
ック光フィルタを含み得る。光フィルタは、別法として、光導波路グレーティング、例え
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ばグレーティングのスペクトルプロファイルにわたって波長とともに実質的に線形に変化
する反射率を有するチャープトブラッググレーティング、あるいは、グレーティングのス
ペクトルプロファイルにわたって波長とともに変化する結合係数を有する傾斜光導波路グ
レーティングを含み得る。
【００２２】
　波長評価装置は、別法として、波長計または光スペクトルアナライザを含み得、光増幅
およびゲート手段のゲート制御は、どの反射光学素子から光信号が帰還したかを同定し、
そして波長計または光スペクトルアナライザは、光信号の波長を測定する。
【００２３】
　インターロゲーションシステムは、さらに光増幅およびゲート手段と、一以上のモニタ
される反射光学素子を含む個々の光導波路との間に結合する光導波路セクションを含み得
る。
【００２４】
　インターロゲーションシステムは、別法としてまたは付随的に、光増幅およびゲート手
段を通ってモニタされる反射光学素子から帰還する光パルスを、モニタ中の反射光学素子
に向かってルーティングするように設計された光信号ルーティング手段を含み得る。
【００２５】
　光信号ルーティング手段があると、モニタされる反射光学素子から反射してきた光パル
スに、光増幅およびゲート手段を通って反射して戻らせ、光導波路中へ反射して戻らせ、
モニタされる反射光学素子へ反射して戻らせる（それは再反射する）ことなどができる。
このようにして、該光パルスは、モニタ中の反射光学素子から前後に循環する際に、その
都度光増幅およびゲート手段を通過して多重増幅を経験する。光信号ルーティング手段は
、好ましくは光増幅およびゲート手段の後に設けられた光反射器を含み、光信号が光増幅
およびゲート手段から反射器へ伝搬し、そして光増幅およびゲート手段へ戻るのに要する
時間ならびに光増幅およびゲート手段をスイッチオンする電気駆動パルスの継続時間より
も確実に短くなるように、該反射器は光増幅およびゲート手段に十分近くに位置する。
【００２６】
　該光反射器の反射におけるスペクトルプロファイルは、好ましくは一以上のモニタされ
る反射光学素子によって占められるものと同一のスペクトル帯域をカバーする。該光反射
器は、100パーセントより小さい反射率を有してよく、これにより、光信号の一部を透過
して、その後、波長評価装置へルーティングされる。該光反射器は、光信号タッピング素
子（tapping element）、例えば光導波路結合器と結合してよく、これにより、該光反射
器に100パーセントの反射率を持たせ、光反射器から反射する光信号の一部は、タップオ
フ（tapped off）され、そして該波長評価装置へルーティングされる。
【００２７】
　インターロゲーションシステムは、別法としてさらに、光増幅およびゲート手段の後に
設けた一連の光反射器を含み得、光信号が光増幅およびゲート手段から最遠方の反射器に
伝搬し、そして光増幅およびゲート手段へ戻るのに要する時間が、光増幅およびゲート手
段をスイッチオンする電気駆動パルスの継続時間より確実に短くなるように、各反射器は
、光増幅およびゲート手段から異なる距離に位置し、最も遠方の反射器は、光増幅および
ゲート手段に充分近くに位置する。各光反射器の反射におけるスペクトルプロファイルは
、好ましくは異なるスペクトル帯域をカバーする。
【００２８】
　該光反射器または各反射器は、好ましくは光導波路グレーティングであり、そして最も
好ましくはブラッググレーティングである。
【００２９】
　該光信号ルーティング手段は、別法として、光パルスが光増幅およびゲート手段を通っ
て一方向のみに走行し、一以上の反射光学素子に向かうように、一以上の反射光学素子に
結合した光導波路と光増幅およびゲート手段との間に延在しかつ光結合し得る。
【００３０】
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　インターロゲーションシステムは、波長評価装置の前（光信号によって見られるような
）に設けた光フィルタを含み、該光フィルタは、一以上のモニタされる反射光学素子によ
って占められるスペクトル帯域と実質的に一致する透過プロファイルを有し、これにより
光フィルタは、一以上の反射光学素子のスペクトル帯域をはずれた波長の帰還光信号のど
の部分も実質的に除去するように作用する。
【００３１】
　該光導波路または各光導波路は、光ファイバまたは平面光導波路であり得る。
【００３２】
　本発明の第二の様相によれば、一端を一以上の反射光学素子に結合した光導波路を含み
、該光導波路は、他端を本発明の第一の様相の光インターロゲーションシステムに結合さ
せる光センサシステムを提供する。
【００３３】
　光センサシステムは、好ましくは、光導波路グレーティングの離隔したアレイに結合し
た光導波路を含む。アレイ内各グレーティングの共振波長は、好ましくは同一波長窓内に
あり、これにより全グレーティングが単一光チャンネル内で作動する。
【００３４】
　別法として、アレイ内グレーティングは、グループごとに配置されてもよく、各グルー
プは、実質的に同一のグレーティングセットを含み、モニタされるグレーティングがどの
グループに属するのかを帰還光パルスの飛行時間が同定できるように、一グループ内の各
グレーティングの共振波長が、異なる波長窓内に存在して、異なる光チャンネル内で作動
する。
【００３５】
　該センサシステムは、複数の光導波路を含み得、それぞれは、光導波路グレーティング
の離隔したアレイを含み、各導波路は、個々の光増幅およびゲート手段に結合している。
【００３６】
　該光導波路または各光導波路は、光ファイバまたは平面光導波路であり得る。アレイ光
導波路グレーティングは、好ましくはブラッググレーティングである。
【００３７】
　該反射光学素子または各反射光学素子は、別法として、バルクオプティックファブリー
－ペローエタロンであり得るファブリー－ペローエタロンデバイス、光ファイバファブリ
ー－ペローエタロン、または光導波路グレーティングをベースとするファブリー－ペロー
エタロンでよい。該反射光学素子または各反射光学素子は、別法として、さらに、終端が
鏡面であり得る光ファイバの端部、光ファイバパッチコードの端部、光ファイバの一セク
ション内の破断部、結晶をベースとする反射光学素子、またはミラー部材であり得る。
【００３８】
　本発明の特別な実施態様を、添付の図面を（事例としてのみに）用いて以下に詳細に説
明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明の第１の実施態様は、図1(a)に示すように、光インターロゲーションシステム10
を提供する。該インターロゲーションシステム10は、モニタされる反射光学素子（この実
施例では、グレーティングG）の入った光導波路16に結合する光パルスを生成するように
動作可能な光源12、14を備える。該インターロゲーションシステム10は、さらに光増幅お
よびゲート手段を備え、それはこの実施例では、双方向に動作可能な半導体光増幅器(SOA
)14の形態をとる。SOA14は、モニタされるグレーティングの入った導波路16と光結合する
。インターロゲーションシステム10は、また、光学検知手段を備え、この実施例ではSOA1
4と光結合した波長計18の形態をとる。該波長計18は、SOA14によって透過された帰還光パ
ルスの波長を評価するように動作可能である。
【００４０】
　この実施例では、該光源は、スーパールミネッセントダイオード(SLD)12の形態の連続
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波(CW)光源を備え、SOA14によって光パルスへゲート制御される。SLD12の出力は、信号分
割デバイス（この実施例では、光ファイバ結合器20であるが、別法としてサーキュレータ
であり得る）のポートAおよびBを介してSOA14へ結合される。
【００４１】
　インターロゲーションシステム10は、さらに、SOA14にスイッチオン・オフさせるよう
に動作可能な駆動手段22を備える。SOAは、通常、単一または多重チャンネル遠隔通信ネ
ットワーク内の増幅器としてもっぱら使用され、そこでは、「連続オン」モードで操作さ
れ、DC電気駆動信号によって駆動される。本発明では、SOA14は、パルス駆動モードで操
作され、そしてナノ秒時間で作動する必要がある。
【００４２】
　駆動手段22は、SOA14に適用される電気駆動パルス(挿入図(a)参照)を生成する。この実
施例では、駆動手段22は、該可変周波数発信器(図示せず)によってトリガされる電気パル
ス発生器を備える。可変周波数発信器は、直接デジタル波形合成（DDS）、または周波数
シンセサイザ集積回路を用いて構築され、その周波数選択は、マイクロプロセッサの制御
のもとでデジタル的に履行される。該パルス発生器は、アナログまたはデジタル遅延線路
、簡単なＲＣタイミング回路、または論理ゲートディレイで構築してもよい。
【００４３】
　駆動手段22は、別法として、可変周波数発信器、遅延発生器、およびパルス発生器の機
能をデジタル履行するように動作可能な単一のプログラマブルデバイスを含んでもよい。
適当なデジタルプログラマブル駆動手段22を図1(b)に示す。周波数、継続時間、およびパ
ルスの遅延は、水晶精度で制御される。典型的クロック周波数200MHzの場合、少なくとも
5nsの時間分解能が可能である。多重フェーズクロッキングを採用するより進んだ設計で
は、時間分解能がさらに一層増大する。
【００４４】
　電気駆動パルスをSOA14へ適用すると、SOA14がスイッチオンし、入射光信号をSOA14で
透過および増幅することが可能になる。電力がSOA14にかけられていないときは、SOA14は
スイッチオフし、高い分光吸収を有して、実質的に入射光信号の透過を妨害する。SOA24
は、これにより、光信号、特にモニタ中のグレーティングGから帰還した光パルスを選択
的に透過する。
【００４５】
　一連の電気駆動パルス（この実施例では、一連の駆動パルス対）をSOA14へ適用するこ
とによって、SLD12からのCW光信号は、一連の光パルスにゲート制御される。該光信号はS
OA14中を伝搬する際、光増幅を受ける。光パルス(標準単一モード光ファイバ導波路につ
いて)の概算の空間長さ（spatial length）は、～0.2m/nsであるように選択される。
【００４６】
　一以上の反射光学素子をモニタするために、インターロゲーションシステム10は、一以
上のモニタされる反射光学素子の入った光導波路に結合される。この実施例ではインター
ロゲーションシステム10は、ファイバブラッググレーティング(G1～Gn)のアレイが組み込
まれたセンシングセクション24を含む光ファイバ16に結合される。インターロゲーション
システム10およびグレーティングアレイは、一緒になって本発明の第２の実施態様に従う
光センサシステム26を形成し、アレイ内各グレーティングGは、センサ素子を形成する。
各グレーティングGの共振波長は、この実施例では実質的に同一であり、したがって、各
グレーティングGは、同一光チャンネル内で作動する。この実施例では、グレーティングG
の長さは2.5mmであり、そして共振波長1550nm、スペクトル帯域幅0.2nm、および透過損失
4％を有する。図1(a)に示す４個のグレーティングは、ｎ個のグレーティングを示す意図
であり、ｎは最高1000であり得る。
【００４７】
　光導波路グレーティング、特に光ファイバブラッググレーティングのセンサとしての使
用は、当業者には周知であるので、その操作および用途は、ここで詳細に説明しない。
【００４８】
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　操作において、第一の電気駆動パルスをSOA14へ適用すると、第一の光パルスが生成し
、ファイバ16内に結合される。光パルスは、ファイバ16に沿って伝搬しし、アレイ内各グ
レーティングGと順番に出会い、そして、パルスの一部は各グレーティングによって反射
される。入射光パルスの空間長さが、アレイ内グレーティング間の最小空間距離の二倍以
下である限り、その結果は一連の反射光パルスになり、それぞれもとの光パルスと同一長
さであるが、個々のグレーティングGからの各反射光パルスの全伝搬時間の差に従って時
間および空間的に分離している。したがって、SOA14に向かって伝搬して戻る反射光パル
スは、異なる時間にSOA14に到着する。したがって、各反射光パルスの飛行時間は、そこ
から反射したグレーティングを同定する。
【００４９】
　当業者に理解されるのは、CW光源,SLD12は、パルス光源によって置換し得ることである
。電気駆動パルスのSOA14に対するタイミングは、パルス光源によって生成され光パルス
の選択された一つが光ファイバ16中へ放出されるように微調整される。
【００５０】
　モニタのための特定の反射光学素子の選択（この実施例では、モニタ用グレーティング
G）は、電気駆動パルス間の時間周期T１を調整することにより達成する。電気駆動パルス
の周波数は、各対内の第一パルスおよび第二パルス間の期間T１が、SOA14からの第一駆動
パルスの結果として生成される光パルスが選択されたグレーティングG1（図1(a)）へ行っ
て矢２８に示すように戻るまでの飛行時間と等しくなるように設定される。したがって、
SOA14は、反射光パルス(グレーティングG1由来)がSOA14に帰着するときに、駆動手段22か
らの第二の電気駆動パルスを受ける。結果として、SOA14は、反射パルスが到着するとき
にスイッチオンされ、反射パルスを、SOA14を通って透過させることができ、反射したパ
ルスは同時に増幅される。SOA14がスイッチオンされる前後に到着する、すなわち、アレ
イ内の別のグレーティングに由来するいずれの反射光パルスも吸収され、したがって透過
されない。光パルスの継続時間は、アレイ内の最も近接したグレーティングの光パルスの
飛行時間の二倍より短くなるように選択される。
【００５１】
　ゲート制御された反射光パルスは、次いで、SOA14から波長計18へ、結合器20のポート
ＢおよびCを介してルーティングされ、そこで、反射した光パルスの波長、そしてモニタ
されるグレーティングG1の波長が、測定および記録される。
【００５２】
　第二の電気駆動パルスをSOA14に適用すると、反射光パルスのゲート制御に加えてもう
一つの効果が得られ、すなわち、第二の光パルスが生成して、光ファイバ16中に結合され
る。
【００５３】
　二電気駆動パルスのみをSOA14の駆動に使用する場合、上記したように、一反射光パル
スのみが波長測定システムに帰着する。これは単独でも有用であるが、単一パルスから測
定できる迅速な測定システムが必要となる。別法として、一連の電気駆動パルスを使用す
る。第二電気駆動パルスによってSOA14に対して生成される第二の光パルスが、グレーテ
ィングによって反射され、そしてSOA14によって吸収されるのを許容し、それによりそれ
がシステムから除去され、後続の光パルスとの干渉を回避するために、駆動パルス対間に
充分な時間を許容しなければならない。
【００５４】
　本発明の第３の実施態様に従う光インターロゲーションシステム30を図2に示す。イン
ターロゲーションシステム30は、本発明の第１の実施態様に従うインターロゲーションシ
ステム10と実質的に同一であるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特
徴を維持する。
【００５５】
　この実施例では、駆動手段22は、挿入図(a)に示すような一連の電気駆動パルスを生成
するように動作可能である。各電気駆動パルスは、同一の継続時間をもち、そして、パル
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ス間の周期は一定である。電気駆動パルスの継続時間は、光信号がアレイ内の最も近接す
る反射光学素子グレーティングG間を伝搬するのに必要とする時間の二倍より長くならな
いよう選択される。可変周波数発信器の周波数、およびそれゆえ電気駆動パルスの周波数
は、モニタされるアレイ内特定グレーティングを選択するように変更される。可変周波数
発信器の周波数は、電気駆動パルス間の周期T１が、SOA14からの光パルスが選択したグレ
ーティング(この実施例ではG1)に行き、そしてSOA14へ戻る飛行時間と等しくなるように
選択される。概略図は、SOA14と選択したグレーティング(標準の光ファイバと仮定)との
間の光ファイバの各ｍに対して10nsである。
【００５６】
　駆動手段22の制御のもとでは、したがって、SOA14は、規則正しいインターバルでスイ
ッチオン・オフされる。SOA14がスイッチオンされるたびに、光パルスが生成され、そし
て光ファイバ16中に放出され、同時に正確な反射光パルスをゲート制御し、次いで上記し
たように、波長計18へ伝搬する。
【００５７】
　より重要なことは、光導波路の追加のセクション、この実施例では、SOA14の後（すな
わち、使用中）で、SOA14とモニタされる反射光学素子(グレーティングG)の入った光ファ
イバ16との間に、ある長さの光ファイバ32を含めることである。この追加長の光ファイバ
32は、一以上のグレーティングGからの反射光パルスのSOA14での同時受信に由来する干渉
の可能性を除去するために含められる。この理由を理解するために、追加のファイバ32が
存在しないで、インターロゲーションシステム30が、SOA14から１ｍの間隔をもって空い
ている３個のグレーティング(G１-3)が入った光ファイバに結合した図3に示す状況を検討
する。もし、例えば、インターロゲーションシステム30が、SOA14から１ｍの位置にある
第一グレーティングG1の波長をモニタするように設定されたら、以下の事象が起きるであ
ろう。
【００５８】
　時間T０にて、第一電気駆動パルスがSOA14に適用され、光パルスAが生成され、そして
ファイバ16に放出され、そこでパルスはグレーティングGに向かって透過する。その後、
時間Ts（Ts=5nsの場合、それは光信号が標準の光ファイバを1m走行するのに要する時間で
ある）にて、光パルスAの一部は、第一グレーティングG1から反射し、この第一の反射し
たパルスαは、SOA14に向かって伝搬して戻る。光パルスAの残余は、第二および第三のグ
レーティングG2およびG3に引き続き向かう。
【００５９】
　時間２Tsにて、第二の電気駆動パルスがSOA14に適用され、第二の光パルスBを生成させ
、そしてファイバ16に向かって放出され、そこでパルスは、また、グレーティングGに向
かって伝搬する。同時に、第一の反射したパルスαが、SOA14に帰着する。SOA14は、スイ
ッチオンされている（すなわち、ゲートが開きかつ増幅している）ので、それは、上記し
たように、透過および増幅される。第一の反射したパルスαは、その後、予定通り、波長
計へ伝搬する。しかし、同時(2Ts)に、第一光パルスAの残余が、第二グレーティングG2に
到着するので、ここでその一部が反射し、第二の反射したパルスβをつくり出す。
【００６０】
　時間3Tsにて、第一光パルスAの残余が、第三グレーティングG3に到着し、ここで、その
一部が反射し、第三の反射したパルスγをつくり出す。この同時期に、第二の光パルスB
が第一グレーティングG１に到着し、ここで、その一部が反射し、第四の反射したパルス
δをつくり出す。同時に、第二の反射したパルスβは、第一グレーティングG１に帰着す
る。第二の反射したパルスβの一部は、第一グレーティングG１によって反射され、第二
グレーティングG2に向かって戻り、一方、第二の反射したパルスβの残余は、第一グレー
ティングG1を通って透過する。したがって、第二の反射パルスβの透過した部分は、第四
の反射したパルスδと共に伝搬する。
【００６１】
　時間4Tsにて、第三の電気駆動パルスがSOA14に適用され、第三の光パルスCが生成され
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、ファイバ16に放出される。このとき、第四の反射した反射パルスδ（選択したグレーテ
ィングG1に由来)および第二の反射したパルスβ(第二のグレーティングG2、すなわち、選
択したグレーティングに由来しない)が、両方ともSOA14に到着し、ここで、透過されおよ
び増幅される。その結果は、二反射光信号が波長測定装置に到着することである。二つの
反射光信号間に干渉が起き、これにより、互いに非常に区別不可能になる。
【００６２】
　SOA14と第一グレーティングG1との間の距離がアレイ内の第一グレーティングと最終グ
レーティングとの間の距離より長くない場合、この種の干渉が起きるようであり、該干渉
は、グレーティングが等しく離隔している場合に最も顕著になる。追加長のファイバ32を
SOA14と光ファイバ16との間に含めることは、最も顕著な形態のこの種の干渉を排除する
。追加ファイバ32の長さは、モニタされるグレーティングアレイ内の第一グレーティング
と最終グレーティングとの間の距離よりも長くする必要がある。依然、3-反射干渉が起き
る可能性が存在するが、これは、もし、グレーティング反射率値が、下記に詳細に説明す
るように低ければ無視し得る。
【００６３】
　追加長の光ファイバ32を含める結果として、一連の反射光パルス(選択したグレーティ
ングから反射)は、図2の挿入図(b)に示すように、波長計にて受信され、各光パルスにつ
き一の反射パルスが生成され、そしてファイバ16に放出される。
【００６４】
　追加長の光ファイバ32が必要な最小長さより長ければ、電気駆動パルス、および光パル
スの周波数を基本周波数の倍数に増大させることが可能である。このようにして、一以上
の光パルスが光ファイバ16をいつでも透過する。例えば、周波数を二倍に増大させるには
、追加のファイバ32は、アレイ内の第一と最終グレーティングとの間の距離の少なくとも
二倍が必要になる。
【００６５】
　したがって、追加長の光ファイバ32を設けると、SOA14によって生成され、そして光フ
ァイバ16内に放出されるいずれの光パルスについても、一の反射光パルスが波長計まで確
実に送られる。
【００６６】
　当業者は、モニタされるグレーティングの入った光導波路は光ファイバであるので、追
加長の光ファイバの使用が本明細書に記載されていると理解するはずである。モニタされ
る反射光学素子の入った光導波路の代わりに平面光導波路である場合には、追加のセクシ
ョンの平面光導波路を代わりに使用すればよい。
【００６７】
　インターロゲーションシステム30が、上記したように、モニタされるグレーティングG
のアレイの入った光ファイバ16に結合されると、それらは一緒になって本発明の第４の実
施態様に従う光ファイバグレーティングセンサシステム34を形成する。
【００６８】
　図4は、本発明の第５の実施態様に従う光インターロゲーションシステム40を示す。こ
の実施態様のインターロゲーションシステム40は、第３の実施態様に従うインターロゲー
ションシステム30と実質的に同一であるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、
対応の特徴を維持する。
【００６９】
　この実施例では、第３の実施態様CW光源12が、光パルス生成するように動作可能なパル
ス光源42で置換されている。パルス光源から光ファイバ16へのSOA14ゲート選択光パルス
を作るための複雑なタイミング設計の必要性を回避するために、該パルス光源を、SOA14
と追加長のファイバ32との間の光ファイバ16に結合する。
【００７０】
　操作中、パルス光源42生成された光パルスが、中にグレーティングアレイを設けたセン
シングセクション部24を含む光ファイバ16のような光導波路結合される場合、追加の光フ
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ァイバ32中に光結合器20のポートCおよびBを介して結合される。光パルスは、次いで、追
加の光ファイバ32に沿って、そしてそこから光ファイバ16に沿って伝搬し、そこで、一以
上のグレーティングGに出会い、かつ再反射される。反射光パルスは、次いで、ファイバ1
6および32に沿って、結合器20のポートＢおよびAを介してSOA14まで伝搬して戻る。上記
したように、駆動手段22からSOA14へ適用される電気駆動パルスの周波数は、アレイ内の
選択した一グレーティングGから反射されるパルスのみをゲート制御（および増幅する)よ
うに設定される。SOA14を通って透過されたパルスは、次いで、波長測定装置18へルーテ
ィングされる。
【００７１】
　モニタ装置40および光ファイバ16内の反射光学素子（この実施例では、グレーティング
）のアレイを互いに結合した場合、一緒になって本発明の第６の実施態様に従う光センサ
システム44を形成する。
【００７２】
　本発明の第７の実施態様は、図5に示す光インターロゲーションシステム50を提供する
。この実施態様では、インターロゲーションシステム50は、さらに第二のSOA52、および
第二の追加長のファイバ54を含める。第二のSOA52は、結合器20のポートAおよびDを介し
てSLD12に結合される。
【００７３】
　第二SOA52は、第二の追加のファイバ54を介して、一以上のモニタされる反射光学素子
の入った第二の光導波路、この実施例では、ファイバブラッググレーティング(G21～G2n)
の入った第二の光ファイバ56に結合される。
【００７４】
　同一の駆動手段22(前のような可変周波数発信器でトリガされる電気パルス発生器)を、
両SOA14、52を制御するのに使用する。電気スイッチ56は、どのSOA14、52をいずれかの特
定の時間に駆動すべきかを選択するために設けられ、これにより、どのグレーティングア
レイをモニタするかを選択する。したがって、一のグレーティングアレイのみをいずれか
の一時に選択するため、唯一の波長測定装置、例えば波長計18が必要である。
【００７５】
　この配置は、一以上の光導波路内のグレーティングを単一の駆動手段22および単一の波
長計18を用いてモニタすることを可能にする。記載されたインターロゲーションシステム
50は、さらに、より複雑な光ルーティング素子を介してSLD12および波長計18に結合した
追加のSOAを備えることにより、二以上の光導波路内のグレーティングをモニタするよう
に拡張すると理解される。
【００７６】
　特定のSOA14、52と個々のグレーティングアレイが電気スイッチ58の起動で選択される
と、インターロゲーションシステム50が前記したのと同じやりかたで作動する。
【００７７】
　当業者は、SLD12およびSOA14、52を組み合わせた光パルス源は、図4に示すパルス光源
で置換し得ることを理解するはずである。該パルス源は、同様に、個々のSOA14、52と追
加長のファイバ32、54との間の光ファイバ16、56に結合し得る。単一のパルス源を、二本
のファイバ16、56へ結合器の二個の出力ポート(ＢおよびD)を介して結合し得、あるいは
、二個のパルス源を個々のファイバ16、56へ二個の別個の結合器を介して結合し得る。
【００７８】
　インターロゲーションシステム50が、グレーティングG11～G1nおよびG21～G2nの個々の
アレイの入った二本の光ファイバ16、56に結合する場合、インターロゲーションシステム
50および光ファイバ16、56は一緒になって本発明の第８の実施態様に従う光センサシステ
ム60を形成する。
【００７９】
　本発明の第９の実施態様に従う光インターロゲーションシステム70を、図6に示す。こ
の実施態様のインターロゲーションシステム70は、図２に示すインターロゲーションシス
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テム30と実質的に同一であるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴
を維持する。
【００８０】
　この実施例では、光フィルタ72が、SLD12とSOA14との間に設けられる。SOAが有限の最
大全光パワー出力を有するので、フィルタ72が含まれる。結果として、狭帯域波長を含む
光信号を、広帯域波長を含むものよりも高出力に増幅するために用いられる。フィルタ72
は、モニタされるグレーティングGの操作域に対応したスペクトル帯域を有するフィルタ
関数（挿入図(a)に示す）を有する。結果として、SOA14に達するCW光信号の帯域幅は、モ
ニタされるグレーティングGの最大同調範囲のみをカバーする。SLD12によって生成される
CW光信号の全波長でグレーティングGの操作域外にあるものは、ブロックされる。このSOA
14によってパルスへゲート制御される(および増幅される)CW光信号の帯域幅の削減の意味
するところは、SOA14がパルスをより高い平均光パワーレベルへ増幅できることである。
パルスのより高い光出力は、インターロゲーションシステム70の性能、特に波長測定装置
におけるＳＮ比を改善し、そして、インターロゲーションシステム70を低反射率のグレー
ティングをモニタするのに使用することを可能にする。
【００８１】
　インターロゲーションシステム70を、モニタされるグレーティングGのアレイの入った
光ファイバ16と結合する場合、それらは一緒になって本発明の第１０の実施態様に従う光
センサシステム74を形成する。
【００８２】
　図7は、本発明の第１１の実施態様に従う光導波路インターロゲーションシステム80を
示す。インターロゲーションシステム80は、SOA82の形態の光増幅およびゲート手段を含
み、SOA82は、図1(a)および1(b)の駆動手段22と実質的に同じの駆動手段84ならびに波長
評価装置86によって制御される。
【００８３】
　この実施例では、SOA82は、双方向に動作可能な光増幅およびゲート制御デバイスであ
るほかに、光源として機能する。該SOA82が電気駆動パルスを受信すると同時に、増幅自
然放出光信号を生成し、そして光信号を光パルス中へゲート制御する。結果として、前述
の実施態様のCW広帯域光源を完全に除去可能となり、光パルスは、SOA82内で完全に生成
され、別個のCW広帯域光信号の結果としてではない。したがって、もはや前述の実施態様
の結合器の必要もない。これらの変更は、前述の実施態様と比べて、インターロゲーショ
ンシステム80の価格を下げ、そして、もはや結合器を通る出力損失がないので、光出力も
セーブされる。
【００８４】
　SOA82は、一以上のモニタされる反射光学素子の入った光導波路、この実施例ではグレ
ーティングG1～Gnのアレイの入った光ファイバ94に結合される場合、上記したのと同様の
方法で操作され、電気駆動パルスの周波数は、どのアレイ内グレーティングをモニタされ
るを選択するために設定される。
【００８５】
　図8に示す波長評価装置86は、フィルタ応答(挿入図(a)参照)に依存する波長を有する光
フィルタ素子88を含み、光検出器90の形態の光学検知手段を従える。光検出器90の電気出
力は、検出された光信号の波長を測定するように動作可能な信号処理手段92に連結される
。濾波した反射光パルスの光出力は、反射パルスの波長を同定し、したがって、グレーテ
ィングの波長がモニタされる。
【００８６】
　インターロゲーションシステム80が、モニタされるグレーティングGのアレイの入った
光ファイバ94に結合される場合、それらは一緒になって、本発明の第１２の実施態様に従
う光センサシステム96を形成する。前述の実施態様のファイバ16および56内に設けられた
グレーティングのアレイと同様に、各グレーティングGの共振波長は、実質的に同一であ
り、各グレーティングGは再び同一の光チャンネル内で作動する。
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【００８７】
　図9に示す実施態様のインターロゲーションシステム100は、前述の実施態様のインター
ロゲーションシステム80と実質的に同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番
号は、対応の特徴を維持する。
【００８８】
　この実施例では、図4に示すインターロゲーションシステム40と同様に、SOA82は、光増
幅およびゲート制御デバイスとしてのみ動作し、広帯域光パルスは、別個のパルス光源10
2によって生成される。パルス光源102は、SOA82の後、光結合器104を介してインターロゲ
ーションシステム100と結合する。これは、インターロゲーションシステム100がモニタさ
れるグレーティングGのアレイの入った光ファイバ94と結合する場合、図4に関連して上記
したように、パルス光源102によって生成される光パルスがSOA82を通過することなく光フ
ァイバ94に結合することを意味する。
【００８９】
　インターロゲーションシステム100を、モニタされるグレーティングGのアレイの入った
光ファイバ94と結合する場合、それらは一緒になって本発明の第１４の実施態様に従う光
センサシステム106を形成する。
【００９０】
　図10は、本発明の第１５の実施態様に従うインターロゲーションシステム110を示す。
インターロゲーションシステム110は、第１１の実施態様のインターロゲーションシステ
ム80と実質的に同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を
維持する。
【００９１】
　この実施態様では、図2、4、5および6に示すインターロゲーションシステム30、40、50
、70と同様に、追加のセクションの光導波路（この実施例では、ある長さの光ファイバ11
2）がSOA82の後に設けられ、すなわち、インターロゲーションシステム110がモニタされ
るグレーティングGアレイの入った光ファイバ94と結合する場合、追加ファイバ112は、SO
A82と光ファイバ94との間に位置する。前に説明したように、この追加長の光ファイバ112
は、SOA82で一以上のグレーティングGからの反射した光パルスを同時に受信することから
生ずる干渉の可能性を除去するために備えられ、これにより、SOA82が電気駆動パルスの
連続ストリームにより駆動されることが可能になる。
【００９２】
　インターロゲーションシステム110が、モニタされるグレーティングGのアレイの入った
光ファイバ94に結合される場合、それらは一緒になって、本発明の第１６の実施態様に従
う光センサシステム114を形成する。
【００９３】
　図11は、本発明の第１７の実施態様に従うインターロゲーションシステム120を示す。
このインターロゲーションシステム120は、図10に示すインターロゲーションシステム110
と実質的に同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持
する。
【００９４】
　この実施例では、光フィルタ122がSOA82と波長評価装置86との間に設けられる。本発明
の第９の実施態様にあるフィルタ72と同様に、該フィルタ122は、反射光学素子（この実
施例では、モニタされるグレーティングG）の操作域に対応したスペクトル帯域を有する
トップハット（top-hat）フィルタ関数(挿入図(a)に示す)を有する。その適用に際して、
フィルタ122は、SOA82によって透過される反射光信号上に存在する広帯域バックグラウン
ドノイズ（すなわち、モニタされるグレーティングGの操作域外にある波長）を除去する
ように機能する。
【００９５】
　そのようなバックグラウンドノイズを除去することは、波長評価装置86に達する反射し
た光信号のＳＮ比を改善する。
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【００９６】
　インターロゲーション装置120をモニタされるグレーティングGのアレイの入った光ファ
イバ94に結合することにより、本発明の第１８の実施態様に従う光センサシステム124が
提供される。
【００９７】
　図12は、本発明の第１９の実施態様に従うインターロゲーションシステム130を示す。
この実施態様のインターロゲーションシステム130は、図10に示す実施態様のインターロ
ゲーションシステム110と実質的に同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番
号は、対応の特徴を維持する。
【００９８】
　インターロゲーションシステム130は、チャープトファイバブラッググレーティング(CF
BG)132の形態の光反射器をこの実施例では、SOA82と波長評価装置86との間に備える。CFB
G132は、100％より低い（この実施例では～99％）反射率を有する。CFBG132の機能は、反
射光パルスの一部（～99％）をSOA82に向かって反射して戻し、反射光パルスの残余（～1
％)を波長評価装置86へ透過する。
【００９９】
　光反射器の選択は、必要となる作動特性に依存する。どのタイプの光反射器を使用する
かを選択する際に考慮されるべき設計基準のいくつかは、以下のとおりである。
【０１００】
　高反射率を有する光反射器の使用は、反射光パルスが最大光出力に達する前にシステム
を通過しなければならないサイクル数を削減する。パルスが得る最大光出力は、インター
ロゲーションシステム130内の損失ならびにSOA82の光飽和度およびゲイン特性で決まる。
これは、インターロゲーションシステム130が速い応答を有することが必要な場合に利点
である。さらに、高反斜率の光反射器を有することは、インターロゲーションシステム13
0がシステム内のより高いレベルの光損失を許容することを可能にする。これは、大多数
の反射光学素子および/またはより弱い反射光学素子の入ったアレイをモニタできること
を意味する。
【０１０１】
　記載されたものに対してより低反射率の光反射器を使用すると、波長評価装置86に送ら
れる反射光信号をより高い比率で生じる。これは、各反射光学素子をモニタするのに必要
な時間の長さを削減し、なぜなら、より高出力の光信号を波長評価装置86へ送るからであ
る。より高出力の光信号を有することは、また、より高光信号レベルの必要な波長評価装
置を使用することを可能にする。
【０１０２】
　もし、該光反射器（CFBG132）のスペクトル帯域幅がモニタされる反射光学素子の動作
帯域のみをカバーするなら、そのスペクトル帯域内の波長における広帯域バックグラウン
ドノイズのみが、さらなる増幅のために反射してSOA82中に戻る。これは、SOA82からのア
ウト－オブ－バンド信号の出力を減少させ、そしてモニタ中の反射光学素子で反射された
波長における増幅力を結集する。
【０１０３】
　対照的に、SOA82の全スペクトル帯域をカバーするスペクトル帯域幅を有する光反射器
を使用すると、波長評価装置86へ透過されるアウト－オブ－バンドノイズの量が減少する
。これは、波長評価装置86のＳＮ比を改善する。
【０１０４】
　該CFBG132は、反射光パルスがSOA82からCFBG132へ走行し、そして（矢134で示されるよ
うに）SOA82へ戻る伝搬時間TRがSOA82にかけられる電気駆動パルス(挿入図(a)参照)の継
続時間Tpより確実に短くなるように充分近接して(ファイバ長さで表して)位置する。
【０１０５】
　作動中、インターロゲーションシステム130が、モニタされるグレーティングGアレイの
入った光ファイバ94に結合される場合、SOA82で透過（および増幅される)反射した光パル
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スは、後部反射CFBG132に出会い、反射光パルスの一部（～1％）は、波長評価装置86に透
過され、光パルスの残り（～99％）は、SOA82に向かって再反射して戻る。電気駆動パル
スの継続時間(Tp)、したがってSOA82がスイッチオンされる期間(Tpでもある)は、パルス
伝搬時間TRよりも長いので、再反射した光パルスがSOA82に帰着するとき、SOA82は、依然
スイッチオンのまま（すなわち、ゲートは依然開である）である。第一の再反射した光パ
ルスの継続時間(またTp)は、また、パルス伝搬時間TRより長く、したがって、パルス透過
時間より長い光パルスの一部である再反射した光パルスの一部は、SOA82を通って再び透
過する際にさらなる増幅を経験する。これを図13に示す。
【０１０６】
　したがって、伝搬時間TRは、インターロゲーションシステム130内で多重増幅および反
射（循環）を受けることの可能な反射光パルスの部分を決定する。該SOA82は、反射光パ
ルスへいくぶんかの広帯域バックグラウンドノイズを付加するけれども、再反射した光パ
ルスは、モニタ中のグレーティングで反射した波長が支配する。したがって、SOA82にか
けられた電気駆動パルスが、光パルスがモニタされる最も隣接したアレイ内グレーティン
グ間を伝搬するのに要する時間の二倍より長ければいくぶんかの干渉が生じるが、生じた
干渉は、光パルスが周期的増幅を受けない前述のインターロゲーションシステムにより経
験されるものよりあまり重大でない。したがって、CFBG132とSOA82との間の距離が、より
遅く作動するSOA82または駆動手段84内のより低速エレクトロニクスの使用を許容するた
めに、微調整をなし得る。
【０１０７】
　SOA82を去る再反射した、再増幅される光パルスは、モニタされるグレーティングによ
って最初に反射した波長、プラスSOA82からの低レベルの広帯域バックグラウンドノイズ
を含んでいる。光パルスは、前に記載したように、光ファイバ94に沿ってグレーティング
Gに向かって伝搬する。再び、パルスの一部は、アレイ内の各グレーティングから反射し
、そして再び、一連の反射光パルス(時間および空間が離れている)がSOA82に帰着する。
前のように、SOA82がスイッチオンしている間、一の反射光パルスのみが到着し、なぜな
ら、他のすべては、電気駆動パルスがSOA82にかけられる前または後のいずれかに到着す
るからである。選択された光パルスは、SOA82を通過する際に増幅され、そしてCFBG132に
伝搬し、そこで循環が再び始まる。
【０１０８】
　反射光学素子（この実施例では、モニタされるファイバグレーティング）によって再反
射した狭帯域波長は、SOA82の前後を周期的にトリップする際に多重増幅を経験する。SOA
82によって生成した初期の低出力広帯域光パルスは、インターロゲーションシステム130
を通して多重循環を受け、そして、光増幅の結果として、それは、SOA82の各通過におい
て、強い狭帯域幅光パルスの迅速な形成を経験する。光パルスが得ることのできる最終光
出力は、インターロゲーションシステム130内の損失の性質、ならびに使用したSOA82の飽
和度および利得特性に依存する。
【０１０９】
　前記したように、モニタのためのアレイ内の特定のグレーティングの選択は、SOA82に
かける電気駆動パルスの周波数調整によって制御される。各パルスの継続時間は、CFBG13
2とSOA82との間のファイバ長の影響を考慮するように選択される。
【０１１０】
　インターロゲーションシステム130が、モニタされるグレーティングGアレイの入った光
ファイバ94に結合される場合、本発明の第２１の実施態様に従う光センサシステム136が
形成される。
【０１１１】
　インターロゲーションシステム130内の光パルス循環によって経験される多重増幅のた
めに、反射光学素子（この実施例では、モニタされるファイバグレーティング）がきわめ
て低反射率の場合でも、きわめて強い光パルスを生成することが可能である。低反射率グ
レーティングを使用することは、光パルスが各グレーティングで重大な出力損失を被らな
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いで多くのグレーティングを通過できることを意味する。3-反射干渉は、また、低反射率
グレーティングのために無視し得ることが示されている。したがって、センサアレイ内に
低反射率グレーティングを使用すると、光センサシステム136にグレーティング間の干渉
の生起を少なくしながらより多くのグレーティングを組み込むことが可能になる。
【０１１２】
　インターロゲーションシステム130およびグレーティングセンサシステム136の周期的作
動は、さまざまな利点を提供する。きわめて強い狭帯域幅光パルスが、共振波長の周辺に
迅速に発生し、グレーティングがモニタされる。そのような強くかつ狭い波長の光信号は
、さまざまなタイプの波長評価装置にとって測定が容易である。
【０１１３】
　SOA82で生成した広帯域バックグラウンドノイズは、SOA82が強く狭い帯域幅を増幅する
のに必要とされる場合に減少する。一旦、反射光パルスがインターロゲーションシステム
130内で多数の循環を受け、（望む）主波長光信号が生成すると、出力の主波長（強く反
射）への移行または尖鋭化が、広帯域バックグラウンドノイズを減少させる。これは、さ
らにＳＮ比を増大させる。
【０１１４】
　図14は、本発明の第２１の実施態様に従うインターロゲーションシステム140を示す。
この実施態様のインターロゲーションシステム140は、前述の実施態様のインターロゲー
ションシステムと実質的に同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対
応の特徴を維持する。
【０１１５】
　この実施例では、インターロゲーションシステムは、さらに光ファイバ結合器142の形
態の光ルーティングデバイスを含める。結合器142は、CFBG144とSOA82との間に位置し、
該CFBG144は、結合器142のポートCおよびDを介してSOA82と結合する。波長評価装置86は
、結合器142と結合する。
【０１１６】
　この新規な光配列は、CFBG144で反射し、波長評価装置86へ透過する光信号であること
を意味する。したがって、CFBG144は、現在、必要なら100％反射率まで作られる。上記し
たように、CFBG144でカバーされるスペクトル帯域は、モニタされるグレーティングの操
作域のみをカバーするように選択することができる。これは、波長評価装置86までルーテ
ィングされる光信号がCFBG144のスペクトル帯域内に位置する波長のみを含むことを意味
する。したがって、波長評価装置で見られるSOA-生成ノイズは、CFBG144（そして、それ
ゆえグレーティングGの操作帯域）のスペクトル帯域内にあるものになる。このスペクト
ル帯域の外にある波長の全光信号は、CFBG144によって反射されず、したがって、波長評
価装置86に到達しない。これは、波長評価装置86におけるＳＮ比を増大する方へ導く。
【０１１７】
　さらに、CFBG144のスペクトルプロファイルは、モニタされるグレーティングの作動ス
ペクトル帯域のみをカバーするので、CFBG144の存在は、SOA82で増幅されるアウト-オブ-
バンド信号を減少させ、これによりその効率を改善する。
【０１１８】
　インターロゲーションシステム140に結合器142を含めるために、SOA82とCFBG144との間
の最小離隔距離を増大させる必要がある。したがって、SOA82への電気駆動パルスの継続
時間もまた、増大させる必要がある。結合器142の存在は、インターロゲーションシステ
ム140内の光損失の増大を生じる。損失量（ポートＡを通る）は、選択した結合器の結合
比（coupling ratio）(50:50,60:40など)で決定される。より低い結合比を選ぶと、より
低い損失になるが、波長評価装置86へより低い光信号を提供することになる。しかし、よ
り高反射率のCFBG144を用いて生成されるインターロゲーションシステム140内のゲインの
増大とSOA82が経験するより低いアウト-オブ-バンドノイズは、結合器142が被る損失のい
くぶんかをオフセットするのに使用することができる。
【０１１９】
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　モニタ装置140をモニタされるグレーティングGのアレイの入った光ファイバ94に結合す
ると、それらは一緒になって、本発明の第２２の実施態様に従う光センサシステム146を
形成する。
【０１２０】
　本発明の第２３の実施態様に従うインターロゲーションシステムを図15に示す。この実
施態様は、前述の実施態様に同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、
対応の特徴を維持する。
【０１２１】
　この実施例では、結合器142はSOA82の他側で、SOA82と追加のファイバ112との間にポー
トAおよびBを介して位置する。結果として、パルスが最初にSOA82を通過しないで、波長
評価装置86は、モニタされるグレーティングから反射光パルスを直接受信する。
【０１２２】
　これは、波長評価装置が受信した反射光パルスは、SOA82からのアウト-オブ-バンドノ
イズを全く含まないことを意味する。したがって、波長評価装置86へ透過する光パルスの
ＳＮ比が改善される。
【０１２３】
　インターロゲーション装置150をモニタされるグレーティングGアレイの入った光ファイ
バ94に結合すると、それらは一緒になって、本発明の第２４の実施態様に従う光センサシ
ステム152を形成する。
【０１２４】
　図16に、本発明の第２４の実施態様に従うインターロゲーションシステム160を示し、
これは、図14に示すインターロゲーションシステム140と実質的に同じであるが、以下が
変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持する。
【０１２５】
　インターロゲーションシステム140(図14)に必要とされる電気駆動パルス継続時間のす
べての増大が、結合器142の存在のために、循環反射光信号の増幅に寄与するわけではな
い。電気駆動パルスの主部によって、モニタされるグレーティングから到達する反射光信
号が、開のSOA82を通過する際に増幅される。電気駆動パルスの従部によって、CFBG144帰
還した再反射光パルスが、さらにSOA82を通ってグレーティングGに向かって戻る際に増幅
される。電気駆動パルスの中央部は、有用な目的のために働くわけでなく、なぜなら電気
駆動パルスのこの部分の間は、反射した光パルスがSOA82とCFBG144との間を伝搬している
からである。したがって、この時にSOA82に適用されたいかなる電気駆動信号も、望まな
いノイズを生成する。その結果は、伸張された電気駆動パルスがSOA82の電気効率を減じ
るのみで、そしてインターロゲーションシステム140のＳＮ比を劣化させる。
【０１２６】
　これらの非効率は、図16の挿入図(a)に示すように、電気駆動パルス対のストリームを
使用することによって克服することが可能である。したがって、結合器を介するSOA82とC
FBG144との間の全パス長は、あまり重要でなくなる（この実施例では、典型的には２～３
ｍになろう）。
【０１２７】
　各電気駆動パルスの継続時間は、上記したように、光パルスがモニタされるグレーティ
ングアレイの最も近くに隣接するグレーティングG間を伝搬するのにかかる時間の二倍よ
りも短くなるように設定される。パルス対の全サイクルについての全反復期間(TT)は、上
記したように、反射光パルスがモニタ中のグレーティングからCFBG144へ透過するのに要
する時間の二倍に等しい。各対内の二パルス間の期間(TR)は、反射光パルスがSOA82からC
FBG144へ伝搬し、そしてSOA82へ戻るのに要する時間に等しくなるように設定される。
【０１２８】
　したがって、中央領域が有用な目的のために働かない単一のブロードな電気駆動パルス
を有する場合の代わりに、中央部は効果的に除去され、残るは二つの短電気駆動パルスで
ある。各対中の第一の電気駆動パルスは、反射光パルスがモニタされるグレーティングか
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ら到着する際にSOA82をスイッチオンするように働き、これにより反射光パルスを透過お
よび増幅する。第二の電気駆動パルスは、再反射した光パルスがCFBG144から戻って来る
際にSOA82をスイッチオンするように作用し、これにより、モニタされるグレーティング
へ戻る光パルスを透過（および増幅）する。
【０１２９】
　インターロゲーションシステム160をモニタされるグレーティングGアレイの入った光フ
ァイバ94を結合することにより、本発明の第２６の実施態様光センサシステム162を形成
する。
【０１３０】
　本発明の第２７の実施態様に従う光インターロゲーションシステム170を、図17に示す
。このインターロゲーションシステム170は、実質的に図16に示すインターロゲーション
システム160と同一であるが、以下の変更がある。同一の参照番号対応の特徴を維持する
。
【０１３１】
　前述の実施態様に示す一の反射光学素子が、モニタされる反射光学素子のアレイ内特定
位置にあるとき、一グループの反射光学素子（この実施例では、グレーティング172）を
位置づけることが実際に可能である。グループ内の各グレーティング172は、異なる波長
窓内で作動する。この実施態様のインターロゲーションシステム170は、そのようなグレ
ーティンググループのアレイをモニタすることを予定している。グループ172内の各グレ
ーティングの共振波長は、異なる波長窓内にあるので、したがって、各グレーティングは
、異なる光チャンネル内で作動する。例えば、各グループ172は、C-バンドが1530nm、153
5nm、1540nm、1545nm、1550nm、1555nmおよび1560nmで、各光チャンネルがそれぞれ5nm幅
を作る７個のFBG、好適な共振波長を含み得る。この実施例では、グレーティングは、そ
れぞれ、2.5mmの長さ、0.2nmの帯域幅および４％の透過損失を有する。各グループ172内
のグレーティングは、電気駆動パルスの半分の間、光信号でカバーされる伝搬距離より短
い距離だけ離れている必要があり、この実施例では、10cmだけ離れている。
【０１３２】
　各グループ172は、同一セットの共振波長を有する同数のグレーティングを含む。隣接
するグループ172内の等価なグレーティングは、1mだけ離れており、例えば一グループ内
の1540nmグレーティングは、隣接するグループ内の1540nmグレーティングから１m離れて
いる。
【０１３３】
　そのようなグループ172内に配置されるモニタされるグレーティングを有することの結
果は、作動の間、SOA82によって生成される各広帯域光パルスにとって、多重反射光パル
ス(グループ172内の各グレーティングからの反射)は、ほぼ同時にSOA82に戻って来ること
である。したがって、SOA82へかけられる各対内の第一電気駆動パルスは、SOA82にグレー
ティング172の特定のグループに対応した全反射光パルスを透過させる。
【０１３４】
　SOA82によって透過した多重反射光パルスを分離するために、前述の実施態様の単一のC
FBG144光反射器を、FBG174、176のアレイ（図１７には、明確性のために、最初の二個の
み示す）の形態の一連の光反射器に代える。各FBG174、176は、異なるスペクトル帯域内
で波長を反射し、波長窓に対応した各スペクトル帯域は、モニタされるグレーティングが
作動する一の光チャンネルでカバーされる。この実施例では、各FBG反射器174、176の帯
域幅、したがって光チャンネルのものは5nmである。
【０１３５】
　各FBG反射器174、176は、SOA82から異なる距離に位置する。この実施例では、隣接する
FBG反射器174、176は、１mだけ離れている。結果として、SOA82から個々のFBG反射器174
、176の飛行時間および戻ってくる時間は、グループ172内のどのグレーティングから光パ
ルスが反射するかに依存する。
【０１３６】
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　したがって、前のように、対内の電気駆動パルス間の期間TRおよびパルス対間の期間TT
の微調整により、特定のグループ172内の特定グレーティングをモニタするために選択す
ることができる。
【０１３７】
　インターロゲーションシステム170を、モニタされるグレーティングのグループ172の入
ったファイバ94と結合することにより、本発明の第２８の実施態様に従う光センサシステ
ム178を形成する。
【０１３８】
　操作中、第一対内の第二電気駆動パルスは、SOA82にモニタされるグレーティングに向
かって伝搬する光パルスを生成させる。光パルスの一部は各グレーティングによって反射
され、それぞれが個々のグレーティングに対応したピーク波長を有する一連の反射光パル
スを生じさせる。グループ172内の特定のグレーティングの反射光信号は、後続の電気駆
動パルス対内の第一電気駆動パルスをSOA82にかけるのに対応してほぼ同時にSOA82に戻っ
て来る。したがって、この反射光信号グループは、SOA82によって透過および増幅され、
そこから、FBG反射器174、176のアレイの前に続く。
【０１３９】
　各FBG反射器174、176は異なる光チャンネルをカバーするので、各反射光信号は、異な
るFBG反射器174、176から再反射される。したがって、再反射光信号は、時間および空間
が離れているSOA82へ向かって伝搬して戻る。唯一の再反射した光パルスが、SOA82が電気
駆動パルス第二対内の第二の電気駆動パルスによってスイッチオンしている間にSOA82に
到着する。再反射光信号の他の全部は、それがオフの間に到着するので、センサシステム
178内でのさらなる循環が阻止される。
【０１４０】
　選択された光パルスは、SOA82によって透過および増幅され、もう一度、グレーティン
グに向かって伝搬し、そこで再び、モニタのために選択されたグレーティングによって反
射され、循環を繰り返す。
【０１４１】
　対内の両電気駆動パルスは、光パルスを生成させるけれども、システムのサイクル性の
ために、グレーティングの一のグループ172のみが循環増幅を受け、そしてピークに達す
る。したがって、グレーティングの他のグループからの潜在的な干渉を無視することがで
きる。
【０１４２】
　インターロゲーションシステム170およびセンサシステム178は、以下の利点を提供する
。一のみの反射光信号が、波長評価装置86に示される。これは、採用し得る波長評価技術
の可能な幅を拡げる。特に、波長窓の全域にわたって操作可能な、特色のない繰り返し関
数波長評価装置(colourless, repeated function, wavelength evaluation apparatus)の
使用を受け入れる。例えば、波長依存性透過関数を有する上記の光フィルタを、ファブリ
ー－ペローフィルタやエタロンスロープフィルタで代替でき、これらは光損失を減じるた
めに光ファイバ内に組み込むことができる。
【０１４３】
　さらに、一のみの反射光パルスが、あらゆる時にセンサシステムでサポートされるので
、SOA82の全光増幅出力を単一光パルスへ集中することができる。SOA82の光出力は、多数
の反射光信号の間で分配される必要がなく、したがって、光チャンネル間で不安定性の可
能性や出力コンフリクトが存在しない。
【０１４４】
　図18は、本発明の第２９の実施態様に従う光インターロゲーションシステム180を示す
。インターロゲーションシステム180は、実質的に図 17のインターロゲーションシステム
170と同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持する
。
【０１４５】
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　この実施態様では、光パルスはパルス光源182によって生成され、SOA82は、光増幅およ
びゲート制御デバイスとして機能することが制限される。SOA82ゲートに選択的に光パル
スをパルス光源182から光ファイバ94へ結合させるための複雑な時間調整の必要を回避す
るために、パルス光源が、SOA82と追加長のファイバ112との間の光ファイバ94にファイバ
結合器184を介して結合される。
【０１４６】
　インターロゲーションシステム180を、モニタされるグレーティングのグループ172のア
レイの入った光ファイバ94と結合することにより、本発明の第３０の実施態様に従う光セ
ンサシステム186が形成される。
【０１４７】
　本発明の第３１の実施態様に従う光導波路インターロゲーションシステム190を図19に
示す。このインターロゲーションシステム190は、実質的に図17のインターロゲーション
システム170と同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を
維持する。
【０１４８】
　この実施例では、結合器142および波長評価装置86は、SOA82のグレーティングアレイ側
へ移動している。図17に関連して上記したように、FBG反射器174、176から反射した光パ
ルスの一のみが、SOA82がスイッチオンしている間にSOA82に戻ってくる。再反射光信号の
他の全ては、SOA82がスイッチオフのときに到着するので、さらなる透過がブロックされ
る。したがって、波長評価装置86をSOA82のこちら側へ位置させることは、所望の反射光
信号の選択性を増大し、そして波長評価装置86に示される光信号から他波長を除去すると
いう利点を有する。
【０１４９】
　インターロゲーションシステム1９0を、モニタされるグレーティングアレイの入った光
ファイバ94と結合することにより、本発明の第３２の実施態様に従う光センサシステム1
９２が形成される。
【０１５０】
　本発明の第３３の実施態様に従う光導波路インターロゲーションシステム200を図20示
す。センサシステム200は、図17に示すような光インターロゲーションシステム170を使用
するが、別法として、図18に示すような光インターロゲーションシステム180や図19に示
すような光インターロゲーションシステム190を使用してもよい。
【０１５１】
　この実施例では、センサシステム200はまた、センサグレーティングアレイ206、208を
それぞれ含む二本のファイバ202、204を備える。ファイバ202、204は、インターロゲーシ
ョンシステム170にWDM多重化復調器(MUX-DEMUX)210を介して結合する。操作中、MUX-DEMU
X210は、一側の単一ポート212に示される多くの光チャンネルの入った複合光信号を複数
の光信号(各光チャンネルにつき一)に逆多重化する。逆多重化された光信号のそれぞれは
、MUX-DEMUXの反対側の異なる一出力ポートを介して出力される。各出力ポートは、異な
る光チャンネルをサポートする。MUX-DEMUX210は、また、逆に複数の光信号を単一の複合
光信号へ多重化通信するように作動する。この実施例では、二の光チャンネルのみが使用
されるので、二の出力ポート214、216のみが使用される。
【０１５２】
　アレイ内の各グレーティング206、208は、同一の共振波長を有し、すなわち、アレイ内
の全グレーティング206、208は、同一光チャンネル内で作動する。特定のファイバ202、2
04内のグレーティング206、208が作動する光チャンネルは、ファイバ202、204が結合する
MUX-DEMUX210の出力ポート214、216によってサポートされる光チャンネルに対応する。
【０１５３】
　上記したように、インターロゲーションシステム170は、空間的にも波長チャンネル別
にもグレーティングを区別するように動作可能である。したがって、二本のファイバ202
、204内のいずれかのグレーティング206、208を個々にモニタすることが可能である。



(22) JP 4817423 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

【０１５４】
　モニタされるグレーティング206、208のアレイの入った二本のファイバ202、204のみを
MUX-DEMUX210の出力ポートに結合するように見せているが、より多数のファイバ、および
したがってグレーティングアレイを備えることが理解される。サポート可能な異なるグレ
ーティングアレイの数は、インターロゲータ170およびMUX-DEMUX210の機器構成によりモ
ニタすることの可能な波長チャンネルの数に制限される。
【０１５５】
　グレーティング206、208の多重アレイを単一のインターロゲータ170に結合するためにW
DM MUX-DEMUX210を使用すると、結合器(図5に示すような)を使用する場合と比べて、セン
サシステム200内に存在する光損失を低減する。単一センサシステム200内に大多数グレー
ティングアレイを持ち得る能力は、測定を比較的広い空間に位置するセンサ用途において
利点である。
【０１５６】
　本発明の第３４の実施態様に従う光導波路インターロゲーションシステム220を図21示
す。このインターロゲーションシステム220は、実質的に図7のインターロゲーションシス
テム80と同じであるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持す
る。
【０１５７】
　この実施態様では、光学検知手段は、光検出器222の形態をとる。
【０１５８】
　光インターロゲーションシステム220は、光パルス発信器(OTDR)のように動作可能であ
る。図21に示すように、OTDR220は、例えば、光ファイバ228内の破断部224の形態の反射
光学素子やパッチコード連結部226、あるいは光ファイバ228の末端230をモニタするのに
用いることができる。
【０１５９】
　図22は、本発明の第３５の実施態様に従う光インターロゲーションシステム240を示す
。光インターロゲーションシステム240は、実質に前述の実施態様のシステム220と同様で
あるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持する。
【０１６０】
　この実施態様では、光インターロゲーションシステム240は、さらにSOA82および光検出
器222間の帰還光信号の光パス内に設けられるファイバブラッググレーティング(FBG)242
の形態の光信号ルーティング手段を含む。FBG242は、一部の帰還光信号が光検出器222へ
透過される一方、大部分の帰還光信号がFBG242で反射するように100％より低い反射率を
有する。図12と関連して上述したように、帰還光信号の反射部分は、SOA82を通って伝搬
して戻り、調査中の反射光学素子へ向かって伝搬して戻る。光インターロゲーションシス
テム240は、OTDRとして動作可能である。
【０１６１】
　図23に、本発明の第３６の実施態様に従う光インターロゲーションシステム250を示す
。光インターロゲーションシステム250は、実質的に前述の実施態様のシステム240と同様
であるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持する。
【０１６２】
　この実施態様では、光検出器222は、FBG242とSOA82との間でFBG242の反対側に位置する
。光検出器222は、低パーセンテージ光結合器252を用いて光インターロゲーションシステ
ム250へ結合される。この配置は、FBG242で反射した帰還光信号の一部のみが光検出器222
へルーティングされるという利点を有する。FBG242の反射帯域幅の外側でSOA82によって
生成されるいかなる増幅自然放出(ASE)ノイズも透過され、そしてこれにより除去される
。
【０１６３】
　図24に、本発明の第３７の実施態様に従う光インターロゲーションシステム260を示す
。光インターロゲーションシステム260は、実質的に前述の実施態様のシステム250と同様
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であるが、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持する。
【０１６４】
　この実施態様では、光検出器222は、SOA82の他側に位置し、光結合器252を介してシス
テム260へ結合される。この配置は、帰還光信号の反射部分は、さらに光検出器222を通過
する前にSOA82によって増幅されているという利点を提供する。
【０１６５】
　図25に、本発明の第３８の実施態様に従う光インターロゲーションシステム270を示す
。光インターロゲーションシステム270は、実質的に図23に示すシステム250と同様である
が、以下が変更されている。同一の参照番号は、対応の特徴を維持する。
【０１６６】
　この実施態様では、第二のFBG272の形態の第二の光信号ルーティング手段が、第一FBG2
42に隣接して設けられる。二のFBG242、272は、異なる共振波長を有する。図17に示す光
インターロゲーションシステム170と同様に、駆動手段84は、駆動パルス対を生成する。
各対内の第一の駆動パルスは、モニタされる反射光学素子の入った光ファイバ228へ光信
号パルスを生成および放出させる。第一駆動パルスは、また、帰還光信号をゲート制御し
て、どれをFBGS242、272へ透過させるか選択する。透過した帰還光信号は、その波長に応
じて、FBG242、272の一によって反射される。第一駆動パルスと第二駆動パルスとの分離
は、FBG242、272のどちらを使用するかを選択し、これにより波長帯域幅の動作を選択す
る。
【０１６７】
　この配置は、波長依存性反射特性を有する反射光学素子を備えた光システムにとって利
点である。これにより、例えば、ファイバ破断部(これは全波長に影響する)を特定の反射
光学素子の波長ドリフト（これは全波長に影響しない）と区別することが可能となる。
【０１６８】
　記載された実施態様は、以下のさまざまな利点を提供する。SOAを同時に広帯域源なら
びに複合化された光ゲートおよび増幅手段として使用することは、インターロゲーション
システムをアクティブ光デバイス（active optical component）で、あるいはモニタされ
る反射光学素子アレイの別個について一の光学要素で構築できることを意味する。これは
、多くの公知の既存システムと比べて、インターロゲーションシステムの全体サイズおよ
びコストを低減し、そして効率および信頼性の改善を提供する。時分割多重型インターロ
ゲーションシステムを使用する記載された光センサシステムでは、全グレーティングは同
一であり得、これは製造および設置手順の両方を簡素化する。グレーティングは、別法と
して、異なるタイプの反射光学素子であるが、各要素は同一であるものへ代替することも
可能である。
【０１６９】
　SOAとモニタされる反射光学素子アレイとの間に追加長の光ファイバを設けることによ
り、SOAが電気駆動パルスの連続ストリームで駆動されることが可能になり、ここで、SOA
は、光パルス源の一部を形成し、反射光学素子アレイが光パルスの連続のストリームを使
用してモニタされることを可能とする。これは、基礎的で公知なTDM型インターロゲーシ
ョンシステムと比べて、効率を改善したインターロゲーションシステムを生む。
【０１７０】
　一以上のFBGバック反射器をインターロゲーションシステムへ組み込むこと、および光
パルスにセンサシステム内を循環させることは、さまざまな利点を提供する。低反射率反
射光学素子、例えば低反射率FBGを、光センサシステム内で使用可能である。低反射率FBG
は、作製が安価であり、３－反射干渉をあまり受けず、そして、出力レベルが許容レベル
以下に落ちる前に高反射率グレーティングよりも大多数のグレーティングをアレイ内で使
用可能とする。
【０１７１】
　光パルスの循環は、また、高いＳＮ比(SNR)を達成できることを意味し、なぜならSOAの
パワーが支配的サイクル波長に集中され、SOAによって生成される広帯域ASEノイズを低減
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させるからである。
【０１７２】
　循環パルスは、また、緩慢な電気的および光応答時間（与えられたSNRで）について非
循環パルスで期待されるよりもより寛容である。これは、光センサシステム内の反射光学
素子を、非循環パルスを使用するときに可能なものより、それらの間により小さい分離を
持たせればよいことを意味する。
【０１７３】
　電気駆動パルス対を使用することにより、インターロゲーションシステムおよびセンサ
システムのSNRが、さらに一層増大し、そして電気効率が改善される。さらに、電気駆動
パルスタイミングの調整は、アクティブ選択を可能とし、その反射光信号および反射光学
素子は、再反射信号にSOAで再透過させるためにどのFBGバック反射器がSOAからの正しい
距離であるかを選択することによりモニタされる。
【０１７４】
　多重バック反射器の使用により、インターロゲーションシステムはWDMおよびTDMの両方
を使用することが可能となる。これは、さらにモニタされる反射光学素子間の間隔を減じ
、そしてそれにより光センサシステム内の全反射光学素子数を増大し、あるいはセンサシ
ステムに別個の反射光学素子アレイを組み込ませるのに使用する。
【０１７５】
　インターロゲーションシステムがWDMおよびTDMの両方を使用するとき、インターロゲー
ションシステムは、単一光信号を一時に出力可能であり、これは波長評価装置にてより広
範囲の波長インターロゲーション技術を可能にする。
【０１７６】
　記載された実施態様に対してさまざまな変更が本発明の範囲から逸脱せずになし得る。
特に、当業者は、記載されたファイバグレーティング、ファイバ破断部およびパッチコー
ドコネクタに代えて、異なるタイプの反射光学素子を使用可能であることに気づく。反射
光学素子は、以下のいずれでもよい：バルクオプティックファブリー－ペローエタロンで
あり得るファブリー－ペローエタロンデバイス;光ファイバファブリー－ペローエタロン;
光導波路グレーティング型ファブリー－ペローエタロン;終端が鏡面であり得る光ファイ
バの端部;光ファイバパッチコードの端部;光ファイバセクション内の破断部;結晶をベー
スとする反射光学素子;またはミラー部材。
【０１７７】
　記載された三つの異なる広帯域光パルス源、すなわち、CW広帯域光源プラスSOA、SOA自
身およびパルス光源は、交換可能に使用できる。記載されたSLDは、他のいずれかの適当
なCW広帯域光源で置換可能である。当業者が理解するように、光源の選択は、少なくとも
一部はモニタされる反射光学素子の波長域に依存し、なぜなら、光源は、それらの波長を
含む光信号を生成するように動作可能である必要がある。
【０１７８】
　モニタされる反射光学素子がグレーティングとして記載されている場合、異なる数のグ
レーティングを使用可能であり、そしてグレーティングは、記載されたものと異なる共振
波長を有してもよい。アレイ内グレーティングは、また、記載されたものより異なる距離
だけ離れていてもよい。
【０１７９】
　各インターロゲーションシステムは、一以上の反射光学素子アレイ、例えば図5に示す
グレーティングを使用してよく、したがって、各センサシステムは、一以上の反射光学素
子アレイを含み得る。
【０１８０】
　ファイバブラッググレーティングが記載されている場合、別法として、平面ブラッググ
レーティングを使用可能であり、そしてブラッググレーティングは、他のタイプの光導波
路グレーティングによって代替可能である。
【０１８１】
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　当業者が理解するように、平面光導波路グレーティングを使用するならば、記載された
光ファイバは、平面光導波路で代替できる。これにより、全インターロゲーションシステ
ムを、ハイブリッド平面光波回路として組み立てることが可能になり、前記回路は、SOA
、駆動エレクトロニクス、光素子、例えば光フィルタおよびバック反射器ならびに光結合
器またはサーキュレータを組み込む。記載されたSOAは、パルス操作可能な他の光増幅お
よびゲート手段で代替可能である。別法として、特に利得クランプSOAを使用し得る。
【０１８２】
　記載された波長評価装置、すなわち、波長計および光フィルタプラス光検出器は、交換
可能に使用し得る。伝達関数に依存可能な波長を有する光フィルタは、バルクオプティッ
クデバイスであり得、または光導波路グレーティングデバイス、例えば傾斜ブラッググレ
ーティング(われわれの英国特許出願GB0013411.4およびPCT/GB01/02422に記載されたよう
な)であり得る。
【０１８３】
　以下の光パルス源内または後続するように設けられる光フィルタは、記載されたものと
異なるスペクトル透過プロファイルを有してもよい。同様に、波長評価装置の前に設けら
れる光フィルタは、記載されたものと異なるスペクトル透過プロファイルを有してもよい
。CFBGバック反射器は、記載されたものと異なるスペクトルプロファイルを有してよく、
および異なる光反射器、特に異なる光ファイバグレーティングあるいは異なる平面光導波
路グレーティングで代替してもよい。一以上のバック反射器を使用する場合、記載された
ものと異なる数のバック反射器を使用してよく、そして、隣接するバック反射器間の間隔
が異なっていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１８４】
【図１（ａ）】本発明の第１の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本
発明の第２の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１（ｂ）】図(a)のインターロゲーションシステムへの使用に適する別のデジタル式
プログラム駆動手段の概略図である。
【図２】本発明の第３の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発明の
第４の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図３】多重パルスが光センサシステム内を伝搬する際に起きる干渉の概略図である。
【図４】本発明の第５の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発明の
第６の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図５】本発明の第７の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発明の
第８の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図６】本発明の第９の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発明の
第１０の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図７】本発明の第１１の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発明
の第１２の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図８】図7の波長評価装置の概略図である。
【図９】本発明の第１３の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発明
の第１４の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１０】本発明の第１５の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第１６の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１１】本発明の第１７の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第１８の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１２】本発明の第１９の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第２０の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１３】図12のSOAへ適用される電気駆動パルスの概略図である。
【図１４】本発明の第２１の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第２２の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
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【図１５】本発明の第２３の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第２４の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１６】本発明の第２５の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第２６の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１７】本発明の第２７の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第２８の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１８】本発明の第２９の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第３０の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図１９】本発明の第３１の実施態様に従う光インターロゲーションシステムおよび本発
明の第３２の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図２０】本発明の第３３の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図２１】本発明の第３４の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図２２】本発明の第３５の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図２３】本発明の第３６の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図２４】本発明の第３７の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
【図２５】本発明の第３８の実施態様に従う光センサシステムの概略図である。
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