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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信電力が互いに異なるＴＤＭＡ方式で用いられる無線信号、及びＣＤＭＡ方式で用い
られる符号分割多重信号を電気光変換し、当該変換した光信号を光ファイバで送信する光
送信装置であって、
　前記無線信号を、前記無線信号の電力に基づいた増幅率で増幅する第１の増幅部と、
　前記符号分割多重信号を、前記符号分割多重信号の電力に基づいた増幅率で増幅する第
２の増幅部と、
　前記第１の増幅部で増幅された前記無線信号を電気光変換して、第１の光信号を生成す
る第１の電気光変換部と、
　前記第２の増幅部で増幅された前記符号分割多重信号を電気光変換して、第２の光信号
を生成する第２の電気光変換部と、
　前記第１の電気光変換部が変換して得られた前記第１の光信号と、前記第２の電気光変
換部が変換して得られた前記第２の光信号とを波長多重する波長多重部とを備え、
　前記第１の増幅部は、前記第１の電気光変換部への入力信号の電力が当該第１の電気光
変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行い、
　前記第２の増幅部は、前記第２の電気光変換部への入力信号の電力が当該第２の電気光
変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行うことを特徴とする、光送信
装置。
【請求項２】
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　前記光送信装置への入力信号は無線信号と符号分割多重信号とを含んでおり、
　前記無線信号の周波数帯域と、前記符号分割多重信号の周波数帯域とは、互いに異なっ
ており、
　前記光送信装置は、さらに、前記入力信号を前記無線信号と前記符号分割多重信号とに
分離する分離部を含む、請求項１に記載の光送信装置。
【請求項３】
　光信号を光ファイバで送信する光送信装置と、光信号を受信する光受信装置とからなる
光伝送システムであって、
　前記光送信装置は、請求項１又は２に記載の光送信装置であって、
　前記光受信装置は、
　　前記波長多重部の出力光信号を、前記第１の光信号と前記第２の光信号とに波長分離
する波長分離部と、
　　前記第１の光信号を光電気変換する第１の光電気変換部と、
　　前記第２の光信号を光電気変換する第２の光電気変換部とを備える、光伝送システム
。
【請求項４】
　前記第１の増幅部は、さらに、前記第１の光電気変換部への入力光信号の強度が当該第
１の光電気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行い、
　前記第２の増幅部は、さらに、前記第２の光電気変換部への入力光信号の強度が当該第
２の光電気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行うことを特徴とす
る、請求項３に記載の光伝送システム。
【請求項５】
　光信号を光ファイバで送信する光送信装置と、光信号を受信する光受信装置とからなる
光伝送システムであって、
　前記光送信装置は、請求項１又は２に記載の光送信装置であって、
　前記光受信装置は、
　　前記波長多重部の出力光信号を、光電気変換する光電気変換部と、
　　前記光電気変換部の出力電気信号を、周波数分離して、ＲＦ信号と符号分割多重信号
とに分離する分離部とを備える、光伝送システム。
【請求項６】
　前記第１の増幅部は、さらに、前記第１の光電気変換部への入力光信号の強度が当該第
１の光電気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行い、
　前記第２の増幅部は、さらに、前記第２の光電気変換部への入力光信号の強度が当該第
２の光電気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行うことを特徴とす
る、請求項５に記載の光伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、光伝送システムに関し、より特定的には、親局と子局（前進局）とからなる
無線基地局で用いられ、親局・子局間で信号を光伝送するための光伝送システムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
　携帯電話、自動車電話等の移動体通信では、地下やトンネル内部など、無線基地局から
の電波が到達しない不感地帯の解消が課題となる。この課題を解決するものとして、アン
テナ機能を省略した親局とアンテナ機能だけを持つ複数の子局とからなる無線基地局があ
る。そこでは、複数の子局は、前進局として不感地帯等に分散配置され、親局と各子局と
が光ファイバで接続される。親局・子局間の信号伝送は、無線信号（ＲＦ信号）を光信号
に変換して伝送する光伝送方式によって行われる。
【０００３】
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　図９は、上記の無線基地局で用いられ、親局・子局間で信号を光伝送するための従来の
光伝送システムの構成の一例を示すブロック図である。この種の光伝送システムは、例え
ば「無線基地局用光伝送装置」（真田他　，Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒ
ｅｐｏｒｔ　Ｖｏｌ．３９　Ｎｏ．４　，Ａｕｇ．１９９３）に記載されている。
　図９において、従来の光伝送システムは、伝送されるべき電気信号を増幅する増幅部９
０と、増幅部９０の出力信号を電気光変換する電気光変換部９１と、伝送された光信号を
光電気変換する光電気変換部９２とを備えている。増幅部９０および電気光変換部９１は
、送信側に設けられ、光電気変換部９２は、受信側に設けられ、電気光変換部９１と光電
気変換部９２とが光ファイバ９３で接続される。
　電気光変換部９１は、入力信号の電力に関し、その変化に対する出力光信号の強度の変
化が線形であるような所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える電力
の信号が電気光変換部９１に入力されると、出力光信号が歪む。
　光電気変換部９２は、入力光信号の強度に関し、その変化に対する出力信号の電力の変
化が線形であるような別の所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える
強度の光信号が光電気変換部９２に入力されると、出力信号が歪む。
　増幅部９０は、光電気変換部９２からの出力信号の電力が雑音のそれよりも十分に大き
くなるような増幅率であって、しかも、電気光変換部９１への入力信号の電力が上記所定
の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部９２への入力光信号の強度が上記
別の所定の線形領域の上限を超えることのないような増幅率を有する。これにより、受信
側では、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪みのない信号が得られる。
【０００４】
　ところで、「ＣＤＭＡ方式携帯自動車電話システム」（社団法人電波産業会　，ＡＲＩ
Ｂ　ＳＴＤ－Ｔ５３　１．０版）にあるように、移動体通信では、近年、回線数の急激な
増加に伴い、従来方式と比べて回線収容数の格段に大きいＣＤＭＡ（符号分割多重）方式
を採用することが提案された。そして、最近、ＣＤＭＡ方式による移動体通信が一部で実
用化されており、さらに、今後、移動体通信に占めるＣＤＭＡ方式の割合が増えることが
予想されている。
　つまり、これからＣＤＭＡ方式への移行が完了するまでの期間は、現行方式とＣＤＭＡ
方式とが併存するので、設備コストを抑える観点から、現行方式用の既存の設備を生かし
つつ、ＣＤＭＡ方式への対応を図ることが重要となる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　そこで、上記従来の光伝送システムにおいて、現行方式で用いられるＲＦ信号とＣＤＭ
Ａ方式で用いられる符号分割多重信号とを光伝送することを考える。この場合、受信側で
は、符号分割多重信号に関し、雑音に比べて十分に大きな電力の信号が得られない。なぜ
なら、現行方式およびＣＤＭＡ方式では、それぞれ信号の電力が規格で定められているが
、それらに従えば、送信側に供給される入力信号の電力は、ＣＤＭＡ方式で用いられる符
号分割多重信号の方が、従来方式で用いられるＲＦ信号よりも小さいからである。
　なお、現行方式の規格については、「デジタル方式自動車電話システム」（財団法人電
波システム開発センター　，ＲＣＲ　ＳＴＤ－２７Ａ）に、ＣＤＭＡ方式の規格について
は、上記「ＣＤＭＡ方式携帯自動車電話システム」に、それぞれ記載されている。また、
符号分割多重信号を光伝送する装置は、例えば、特願平４－２１９８９４公報に開示され
ている。
【０００６】
　一方、符号分割多重信号に関し、雑音に比べて十分に大きな電力の信号が得られるよう
に、増幅部９０の増幅率を高く設定したとする。しかし、この場合には、ＲＦ信号に関し
、電気光変換部９１への入力信号の電力が上記所定の線形領域の上限を超えるか、または
光電気変換部９２への入力光信号の強度が上記別の所定の線形領域の上限を超え、その結
果、受信側で得られる信号が歪むことが予想される。
【０００７】
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　つまり、上記従来の光伝送システムにおいて、ＲＦ信号と符号分割多重信号とを光伝送
した場合、増幅部９０の増幅率をどう設定しても、ＲＦ信号および符号分割多重信号の両
方に関し、受信側で、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪みのない信号を得られ
るようにはできない。なお、付言すれば、上記特願平４－２１９８９４号公報には、ＲＦ
信号および符号分割多重信号の両方を光伝送することは記載されていない。
【０００８】
　それゆえに、本発明の目的は、例えば親局と１以上の子局とからなる無線基地局で用い
られ、ＲＦ信号および符号分割多重信号を含む信号を、ＲＦ信号および符号分割多重信号
の両方に関し、受信側で、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪みのない信号が得
られるように、光伝送することができる光伝送システムを提供することである。
【００３４】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　上記第１の発明は、送信電力が互いに異なるＴＤＭＡ方式で用いられる無線信号、及び
ＣＤＭＡ方式で用いられる符号分割多重信号を電気光変換し、当該変換した光信号を光フ
ァイバで送信する光送信装置であって、
　無線信号を、無線信号の電力に基づいた増幅率で増幅する第１の増幅部と、
　符号分割多重信号を、符号分割多重信号の電力に基づいた増幅率で増幅する第２の増幅
部と、
　第１の増幅部で増幅された無線信号を電気光変換して、第１の光信号を生成する第１の
電気光変換部と、
　第２の増幅部で増幅された符号分割多重信号を電気光変換して、第２の光信号を生成す
る第２の電気光変換部と、
　第１の電気光変換部が変換して得られた第１の光信号と、第２の電気光変換部が変換し
て得られた第２の光信号とを波長多重する波長多重部とを備え、
　第１の増幅部は、第１の電気光変換部への入力信号の電力が当該第１の電気光変換部の
線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行い、
　第２の増幅部は、第２の電気光変換部への入力信号の電力が当該第２の電気光変換部の
線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行うことを特徴とする。
【００３６】
　上記第１の発明では、ＲＦ信号および符号分割多重信号を伝送する際に、それぞれの信
号電力に基づいた増幅率で増幅して伝送するので、受信側で得られるＲＦ信号と符号分割
多重信号とを、共に雑音に比べて十分に大きな電力を持つようにできる。
【００３８】
　また、上記第１の発明では、受信側で得られるＲＦ信号と符号分割多重信号とを、共に
、電気光変換時に歪みを生じさせることなく、雑音に比べて十分に大きな電力を持つよう
にできる。
【００３９】
　第２の発明は、第１の発明において、光送信装置への入力信号は無線信号と符号分割多
重信号とを含んでおり、
　無線信号の周波数帯域と、符号分割多重信号の周波数帯域とは、互いに異なっており、
　光送信装置は、さらに、入力信号を無線信号と符号分割多重信号とに分離する分離部を
含むことを特徴としている。
【００４０】
　上記第２の発明では、ＲＦ信号および符号分割多重信号を含む入力信号を伝送する際に
、その入力信号をＲＦ信号と符号分割多重信とに分離して、それぞれの信号電力に基づい
た増幅率で増幅して伝送するので、受信側で得られるＲＦ信号と符号分割多重信号とを、
共に雑音に比べて十分に大きな電力を持つようにできる。
【００４１】
　第３の発明は、第１の発明又は第２の発明において、光信号を光ファイバで送信する光
送信装置と、光信号を受信する光受信装置とからなる光伝送システムであって、
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　光送信装置は、請求項１又は２に記載の光送信装置であって、
　光受信装置は、
　　波長多重部の出力光信号を、第１の光信号と第２の光信号とに波長分離する波長分離
部と、
　　第１の光信号を光電気変換する第１の光電気変換部と、
　　第２の光信号を光電気変換する第２の光電気変換部とを備える。
【００４２】
　　上記第３の発明では、第１の発明又は第２の発明の光送信装置を光受信装置を備えた
光伝送システムに応用することができる。
【００４３】
　　第４の発明は、第３の発明において、第１の増幅部は、さらに、第１の光電気変換部
への入力光信号の強度が当該第１の光電気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅
率で増幅を行い、
　第２の増幅部は、さらに、第２の光電気変換部への入力光信号の強度が当該第２の光電
気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行うことを特徴とする。
【００４４】
　　上記第４の発明では、受信側で得られるＲＦ信号と符号分割多重信号とを、共に、光
電気変換時に、または電気光変換時および光電気変換時に、歪みを生じさせることなく、
雑音に比べて十分に大きな電力を持つようにできる。
【００４５】
　　上記第５の発明は、第１の発明又は第２の発明において、光信号を光ファイバで送信
する光送信装置と、光信号を受信する光受信装置とからなる光伝送システムであって、
　光送信装置は、請求項１又は２に記載の光送信装置であって、
　光受信装置は、
　　波長多重部の出力光信号を、光電気変換する光電気変換部と、
　　光電気変換部の出力電気信号を、周波数分離して、ＲＦ信号と符号分割多重信号とに
分離する分離部とを備える。
【００４６】
　　上記第５の発明では、第１の発明又は第２の発明の光送信装置を光受信装置を備えた
光伝送システムに応用することができる。
【００４７】
　　第６の発明は、第５の発明において、第１の増幅部は、さらに、第１の光電気変換部
への入力光信号の強度が当該第１の光電気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅
率で増幅を行い、
　第２の増幅部は、さらに、第２の光電気変換部への入力光信号の強度が当該第２の光電
気変換部の線形領域の上限を超えないような増幅率で増幅を行うことを特徴とする。
【００４８】
　　上記第６の発明では、受信側で得られるＲＦ信号と符号分割多重信号とを、共に、光
電気変換時に、または電気光変換時および光電気変換時に、歪みを生じさせることなく、
雑音に比べて十分に大きな電力を持つようにできる。
【００５１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である
。図１において、光伝送システムは、分離部１０と、増幅部１１および１２と、合波部１
３と、電気光変換部１４と、光電気変換部１５とを備えている。分離部１０、増幅部１１
および１２、合波部１３および電気光変換部１４は、送信側に設けられ、光電気変換部１
５は、受信側に設けられる。
【００５２】
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　図２は、図１のシステムが適用される、現行方式およびＣＤＭＡ方式の両方式による移
動体通信を行うための無線基地局の一例を示す模式図である。図２において、無線基地局
は、アンテナ２１ａを省略した親局２０と、アンテナ２１ａを持つ１以上の子局２１とか
らなる。１以上の子局２１は、前進局として不感地帯等に分散配置され、親局２０と各子
局２１とが光ファイバ２２で接続される。
　図１の光伝送システムは、図２の無線基地局に適用されて、親局２０・子局２１間の信
号伝送を行う。すなわち、現行方式で用いられるＲＦ信号（例えば周波数多重分割アクセ
ス信号など、符号分割多重信号とは異なる移動体通信用無線信号；以下同様）、およびＣ
ＤＭＡ方式で用いられる符号分割多重信号を含む入力信号を光信号に変換して、光ファイ
バ２２を通じて伝送する。
【００５３】
　再び図１において、分離部１０は、入力信号を、ＲＦ信号と符号分割多重信号とに分離
する。増幅部１１は、伝送されるべきＲＦ信号を増幅する。増幅部１２１は、伝送される
べき符号分割多重信号を増幅する。合波部１３は、増幅されたＲＦ信号と増幅された符号
分割多重信号とを合波（周波数多重）する。電気光変換部１４は、合波部１３の出力信号
を電気光変換する。光電気変換部１５は、伝送された光信号（電気光変換部１４の出力光
信号）を光電気変換する。
【００５４】
　電気光変換部１４は、入力信号の電力に関し、その変化に対する出力光信号の強度の変
化が線形であるような所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える電力
の信号が電気光変換部１４に入力されると、出力光信号が歪む。
　光電気変換部１５は、入力光信号の強度に関し、その変化に対する出力信号の電力の変
化が線形であるような別の所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える
強度の光信号が光電気変換部１５に入力されると、出力信号が歪む。
【００５５】
　増幅部１１は、光電気変換部１５からの出力信号に含まれるＲＦ信号の電力が雑音のそ
れよりも十分に大きくなるような増幅率で増幅を行う。それにより、受信側では、雑音に
比べて十分に大きな電力の（つまりＣ／Ｎ比の良好な）ＲＦ信号が得られる。
　最も好ましくは、増幅部１１は、上記の増幅率であって、しかも、電気光変換部１４へ
の入力信号の電力が上記所定の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部１５
への入力光信号の強度が上記別の所定の線形領域の上限を超えることのないような増幅率
で増幅を行う。それにより、受信側では、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪み
のないＲＦ信号が得られる。
【００５６】
　増幅部１２は、光電気変換部１５からの出力信号に含まれる符号分割多重信号の電力が
雑音のそれよりも十分に大きくなるような増幅率で増幅を行う。それにより、受信側では
、雑音に比べて十分に大きな電力の（つまりＣ／Ｎ比の良好な）符号分割多重信号が得ら
れる。
　最も好ましくは、増幅部１２は、上記の増幅率であって、しかも、電気光変換部１４へ
の入力信号の電力が上記所定の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部１５
への入力光信号の強度が上記別の所定の線形領域の上限を超えることのないような増幅率
で増幅を行う。それにより、受信側では、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪み
のない符号分割多重信号が得られる。
【００５７】
　以上のように構成された光伝送システムについて、以下、図２の無線基地局に適用され
た場合の動作を説明する。
　最初、子局２１から親局２０へと信号を伝送する動作を説明する。
　図３は、図１の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の一例を示すブロ
ック図である。図３には、子局２１から親局２０へ信号を伝送する場合に必要な要素が示
されている。図３において、アンテナ２１ａを備えた子局２１には、図１の分離部１０、
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増幅部１１および１２、合波部１３および電気光変換部１４が設けられ、親局２０には、
光電気変換部１５が設けられる。
【００５８】
　子局２１の通話エリア内には、現行方式用の移動端末と、ＣＤＭＡ方式用の移動端末と
が混在している（図示せず）。これら移動端末側からは、子局２１に向けて、ＲＦ信号と
符号分割多重信号とが送信される。子局２１では、アンテナ２１ａによって、これらＲＦ
信号および符号分割多重信号が受信され、分離部１０へと入力される。分離部１０は、Ｒ
Ｆ信号および符号分割多重信号を含む入力信号を、ＲＦ信号と符号分割多重信号とに分離
する。
【００５９】
　なお、分離部１０は、例えば、入力信号を２分岐する分岐部と、特定の周波数の信号を
選択的に透過させるフィルタとを用いて実現できる。分離部１０の構成の一例を、図４に
示す。図４において、分離部１０は、分岐部４０およびフィルタ４１および４２を含む。
フィルタ４１は、その透過帯域がＲＦ信号用の帯域を含み、かつ符号分割多重信号用の帯
域を含まないような特性を有するフィルタである。フィルタ４２は、その透過帯域が符号
分割多重信号用の帯域を含み、かつＲＦ信号用の帯域を含まないような特性を有するフィ
ルタである。従って、ＲＦ信号および符号分割多重信号が分岐部４０へと入力されると、
フィルタ４１からはＲＦ信号が、フィルタ４２からは符号分割多重信号がそれぞれ出力さ
れる。
　また、アンテナ２１ａおよび分離部１０に代えて、ＲＦ信号用のアンテナおよび符号分
割多重信号用のアンテナを設けても、入力信号を２分岐することができる。つまり、ＲＦ
信号用のアンテナおよび符号分割多重信号用のアンテナによって、上記と同様の信号分離
機能を実現できる。
【００６０】
　分離して得られたＲＦ信号は、増幅部１１へと与えられ、そこで増幅される。一方、分
離して得られた符号分割多重信号は、増幅部１２へと与えられ、そこで増幅される。そし
て、増幅部１１の出力信号と増幅部１２の出力信号とが合波部１３において合波され、電
気光変換部１４へと入力される。電気光変換部１４は、入力された信号を電気光変換して
、得られた光信号を光ファイバ２２中に放射する。
【００６１】
　上記のようにして子局２１から送出された光信号は、光ファイバ２２中を伝搬して、親
局２０に達する。親局２０では、光電気変換部１５が、子局２１からの光信号を光電気変
換する。そして、光電気変換部１５の出力信号を周波数分離すれば（そのための分離部は
図示していない）、ＲＦ信号と符号分割多重信号とが得られる。
【００６２】
　以上の動作において、増幅部１１が、光電気変換部１５からの出力信号に含まれるＲＦ
信号の電力が雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部１４への入力信
号の電力が電気光変換部１４の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部１５
への入力光信号の強度が光電気変換部１５の線形領域の上限を超えることのないような増
幅率で増幅を行うので、親局２０で得られるＲＦ信号は、雑音に比べて十分に大きな電力
を持ち、歪むこともない。
【００６３】
　また、増幅部１２が、光電気変換部１５からの出力信号に含まれる符号分割多重信号の
電力が雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部１４への入力信号の電
力が電気光変換部１４の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部１５への入
力光信号の強度が光電気変換部１５の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で
増幅を行うので、親局２０で得られる符号分割多重信号は、雑音に比べて十分に大きな電
力を持ち、歪むこともない。
　なお、増幅部１１および１２の増幅率はそれぞれ、予め決められた値に固定されていて
も、伝送中、Ｃ／Ｎ比や歪み量の変化に応じて調節するようにしてもよい。
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【００６４】
　次に、親局２０から子局２１へと信号を伝送する動作を説明する。
　図５は、図１の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の別の一例を示す
ブロック図である。図５には、親局２０から子局２１へ信号を伝送する場合に必要な要素
が示されている。図５において、アンテナ２１ａを備えた子局２１には、図１の光電気変
換部１５が設けられ、親局２０には、分離部１０、増幅部１１および１２、合波部１３お
よび電気光変換部１４が設けられる。
【００６５】
　親局２０へは、図示しないセンタ局から、所定の伝送経路を通じ、ＲＦ信号および符号
分割多重信号を含む信号が伝送されてくる。親局２０では、分離部１０が、センタ局から
の信号をＲＦ信号と符号分割多重信号とに分離する。
　分離して得られたＲＦ信号は、増幅部１１へと与えられ、そこで増幅される。一方、分
離して得られた符号分割多重信号は、増幅部１２へと与えられ、そこで増幅される。そし
て、増幅部１１の出力信号と増幅部１２の出力信号とが合波部１３において合波され、電
気光変換部１４へと入力される。電気光変換部１４は、入力された信号を電気光変換して
、得られた光信号を光ファイバ２２中に放射する。
【００６６】
　上記のようにして親局２０から送出された光信号は、光ファイバ２２中を伝搬して、子
局２１に達する。子局２１では、光電気変換部１５が、入力光信号を光電気変換する。そ
して、光電気変換部１５の出力信号を周波数分離すれば（そのための分離部は図示してい
ない）、ＲＦ信号と符号分割多重信号とが得られる。子局２１からは、上記のようにして
得られたＲＦ信号と符号分割多重信号とが、アンテナ２１ａを通じ、子局２１の通話エリ
ア内の各移動端末に向けて送信される。
【００６７】
　以上の動作において、増幅部１１が、光電気変換部１５からの出力信号に含まれるＲＦ
信号の電力が雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部１４への入力信
号の電力が電気光変換部１４の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部１５
への入力光信号の強度が光電気変換部１５の線形領域の上限を超えることのないような増
幅率で増幅を行うので、子局２１で得られるＲＦ信号は、雑音に比べて十分に大きな電力
を持ち、歪むこともない。
【００６８】
　また、増幅部１２が、光電気変換部１５からの出力信号に含まれる符号分割多重信号の
電力が雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部１４への入力信号の電
力が電気光変換部１４の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部１５への入
力光信号の強度が光電気変換部１５の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で
増幅を行うので、子局２１で得られる符号分割多重信号は、雑音に比べて十分に大きな電
力を持ち、歪むこともない。
　なお、増幅部１１および１２の増幅率はそれぞれ、子局２１から親局２０へ信号を伝送
する場合と同様、予め決められた値に固定されていても、伝送中、Ｃ／Ｎ比や歪み量の変
化に応じて調節するようにしてもよい。
【００６９】
　以上のように、第１の実施形態によれば、ＲＦ信号および符号分割多重信号を含む信号
を伝送する際に、その信号をＲＦ信号と符号分割多重信とに分離して、それぞれの電力に
適した増幅率で増幅して伝送するようにしたので、受信側で得られるＲＦ信号と符号分割
多重信号とは、共に雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、しかも歪むことがなくなる。
【００７０】
（第２の実施形態）
　図６は、本発明の第２の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である
。図６において、光伝送システムは、分離部６０と、増幅部６１および６２と、電気光変
換部６３および６４と、波長多重部６５と、波長分離部６６と、光電気変換部６７および
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６８とを備えている。分離部６０、増幅部６１および６２、電気光変換部６３および６４
および波長多重部６５は、送信側に設けられ、波長分離部６６および光電気変換部６７お
よび６８は、受信側に設けられる。
【００７１】
　図６のシステムは、図２と同様の無線基地局に適用される（第１の実施形態参照）。図
６の光伝送システムは、図２の無線基地局に適用されて、親局２０・子局２１間の信号伝
送を行う。すなわち、現行方式で用いられるＲＦ信号、およびＣＤＭＡ方式で用いられる
符号分割多重信号を含む信号を光信号に変換して、光ファイバ２２を通じて伝送する。
【００７２】
　再び図６において、分離部６０は、入力信号を、ＲＦ信号と符号分割多重信号とに分離
する。増幅部６１は、伝送されるべきＲＦ信号を増幅する。増幅部６２は、伝送されるべ
き符号分割多重信号を増幅する。電気光変換部６３は、増幅されたＲＦ信号を電気光変換
する。電気光変換部６４は、増幅された符号分割多重信号を電気光変換する。波長多重部
６５は、ＲＦ信号と対応する光信号（電気光変換部６３の出力信号）と符号分割多重信号
と対応する光信号（電気光変換部６４の出力信号）とを多重する。波長分離部６６は、伝
送された光信号（波長多重部６５の出力信号）を、ＲＦ信号と対応する光信号と、符号分
割多重信号と対応する光信号とに分離する。光電気変換部６７は、ＲＦ信号と対応する光
信号を光電気変換する。光電気変換部６８は、符号分割多重信号と対応する光信号を光電
気変換する。
【００７３】
　電気光変換部６３は、入力信号の電力に関し、その変化に対する出力光信号の強度の変
化が線形であるような所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える電力
の信号が電気光変換部６３に入力されると、出力光信号が歪む。
　電気光変換部６４は、入力信号の電力に関し、その変化に対する出力光信号の強度の変
化が線形であるような他の所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える
電力の信号が電気光変換部６４に入力されると、出力光信号が歪む。
【００７４】
　光電気変換部６７は、入力光信号の強度に関し、その変化に対する出力信号の電力の変
化が線形であるような別の所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を超える
強度の光信号が光電気変換部６７に入力されると、出力信号が歪む。
　光電気変換部６８は、入力光信号の強度に関し、その変化に対する出力信号の電力の変
化が線形であるようなさらに他の所定の線形領域を有する。すなわち、この領域の上限を
超える強度の光信号が光電気変換部６８に入力されると、出力信号が歪む。
【００７５】
　増幅部６１は、光電気変換部６７からの出力信号に含まれるＲＦ信号の電力が雑音のそ
れよりも十分に大きくなるような増幅率で増幅を行う。それにより、受信側では、雑音に
比べて十分に大きな電力の（つまりＣ／Ｎ比の良好な）ＲＦ信号が得られる。
　最も好ましくは、増幅部６１は、上記の増幅率であって、しかも、電気光変換部６３へ
の入力信号の電力が上記所定の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部６７
への入力光信号の強度が上記別の所定の線形領域の上限を超えることのないような増幅率
で増幅を行う。それにより、受信側では、雑音に比べて十分に大きな電力の、しかも歪み
のないＲＦ信号が得られる。
【００７６】
　増幅部６２は、光電気変換部６８からの出力信号に含まれる符号分割多重信号の電力が
雑音のそれよりも十分に大きくなるような増幅率で増幅を行う。それにより、受信側では
、雑音に比べて十分に大きな電力の（つまりＣ／Ｎ比の良好な）符号分割多重信号が得ら
れる。
　最も好ましくは、増幅部６２は、上記の増幅率であって、しかも、電気光変換部６４へ
の入力信号の電力が上記他の所定の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部
６８への入力光信号の強度が上記さらに他の所定の線形領域の上限を超えることのないよ
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うな増幅率で増幅を行う。それにより、受信側では、雑音に比べて十分に大きな電力の、
しかも歪みのない符号分割多重信号が得られる。
【００７７】
　以上のように構成された光伝送システムについて、以下、図２の無線基地局に適用され
た場合の動作を説明する。
　最初、子局２１から親局２０へと信号を伝送する動作を説明する。
　図７は、図６の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の一例を示すブロ
ック図である。図７には、子局２１から親局２０へ信号を伝送する場合に必要な要素が示
されている。図７において、アンテナ２１ａを備えた子局２１には、図６の分離部６０、
増幅部６１および６２、電気光変換部６３および６４および波長多重部６５が設けられ、
親局２０には、波長分離部６６および光電気変換部６７および６８が設けられる。
【００７８】
　子局２１の通話エリア内には、現行方式用の移動端末と、ＣＤＭＡ方式用の移動端末と
が混在している（図示せず）。これら移動端末側からは、子局２１に向けて、ＲＦ信号と
符号分割多重信号とが送信される。子局２１では、アンテナ２１ａによって、これらＲＦ
信号および符号分割多重信号が受信され、分離部６０へと入力される。分離部６０は、Ｒ
Ｆ信号および符号分割多重信号を含む入力信号を、ＲＦ信号と符号分割多重信号とに分離
する。
　なお、分離部６０は、例えば、入力信号を２分岐する分岐部と、特定の周波数の信号を
選択的に透過させるフィルタとを用いて実現できる（図４参照）。
【００７９】
　分離して得られたＲＦ信号は、増幅部６１へと与えられ、そこで増幅される。一方、分
離して得られた符号分割多重信号は、増幅部６２へと与えられ、そこで増幅される。電気
光変換部６３は、増幅されたＲＦ信号を電気光変換する。電気光変換部６４は、増幅され
た符号分割多重信号を電気光変換する。そして、電気光変換部６３の出力信号と電気光変
換部６４の出力信号とが波長多重部６５において多重され、光ファイバ２２中に放射され
る。
【００８０】
　上記のようにして子局２１から送出された光信号は、光ファイバ２２中を伝搬して、親
局２０に達する。親局２０では、波長分離部６６が、子局２１からの光信号を、ＲＦ信号
と対応する光信号と、符号分割多重信号と対応する光信号とに分離する。
　なお、波長分離部６６は、例えば、入力信号を２分岐する分岐部と、特定の波長の光信
号を選択的に透過させるフィルタとを用いて実現できる。
　ＲＦ信号と対応する光信号は、光電気変換部６７において光電気変換される。符号分割
多重信号と対応する光信号は、光電気変換部６８において光電気変換される。こうして、
ＲＦ信号と符号分割多重信号とが得られる。
【００８１】
　以上の動作において、増幅部６１が、光電気変換部６７からの出力信号（ＲＦ信号）の
電力が雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部６３への入力信号の電
力が電気光変換部６３の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部６７への入
力光信号の強度が光電気変換部６７の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で
増幅を行うので、親局２０で得られるＲＦ信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち
、歪むこともない。
【００８２】
　また、増幅部６２が、光電気変換部６８からの出力信号（符号分割多重信号）の電力が
雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部６４への入力信号の電力が電
気光変換部６４の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部６８への入力光信
号の強度が光電気変換部６８の線形領域の上限を超えることのないような値に設定されて
いるので、親局２０で得られる符号分割多重信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持
ち、歪むこともない。
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　なお、増幅部６１および６２の増幅率はそれぞれ、予め決められた値に固定されていて
も、伝送中、Ｃ／Ｎ比や歪み量の変化に応じて調節するようにしてもよい。
【００８３】
　次に、親局２０から子局２１へと信号を伝送する動作を説明する。
　図８は、図６の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の別の一例を示す
ブロック図である。図８には、親局２０から子局２１へ信号を伝送する場合に必要な要素
が示されている。図８において、一対のアンテナ２１ａを備えた子局２１には、図６の波
長分離部６６および光電気変換部６７および６８が設けられ、親局２０には、分離部６０
、増幅部６１および６２、電気光変換部６３および６４および波長多重部６５が設けられ
る。
【００８４】
　親局２０へは、図示しないセンタ局から、所定の伝送経路を通じて、ＲＦ信号および符
号分割多重信号を含む信号が伝送されてくる。親局２０では、分離部６０が、センタ局か
らの信号をＲＦ信号と符号分割多重信号とに分離する。
　分離して得られたＲＦ信号は、増幅部６１へと与えられ、そこで増幅される。一方、分
離して得られた符号分割多重信号は、増幅部６２へと与えられ、そこで増幅される。電気
光変換部６３は、増幅されたＲＦ信号を電気光変換する。電気光変換部６４は、増幅され
た符号分割多重信号を電気光変換する。そして、電気光変換部６３の出力信号と電気光変
換部６４の出力信号とが波長多重部６５において多重され、光ファイバ２２中に放射され
る。
【００８５】
　上記のようにして親局２０から送出された光信号は、光ファイバ２２中を伝搬して、子
局２１に達する。子局２１では、波長分離部６６が、親局２０からの光信号を、ＲＦ信号
と対応する光信号と、符号分割多重信号と対応する光信号とに分離する。ＲＦ信号と対応
する光信号は、光電気変換部６７において光電気変換される。符号分割多重信号と対応す
る光信号は、光電気変換部６８において光電気変換される。こうして、ＲＦ信号と符号分
割多重信号とが得られる。子局２１からは、上記のようにして得られたＲＦ信号と符号分
割多重信号とが、一対のアンテナ２１ａを通じ、子局２１の通話エリア内の各移動端末側
に向けて送信される。
【００８６】
　以上の動作において、増幅部６１が、光電気変換部６７から出力されるＲＦ信号の電力
が雑音のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部６３への入力信号の電力が
電気光変換部６３の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部６７への入力光
信号の強度が光電気変換部６７の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で増幅
を行うので、子局２１で得られるＲＦ信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、歪
むこともない。
【００８７】
　また、増幅部６２が、光電気変換部６８から出力される符号分割多重信号の電力が雑音
のそれよりも十分に大きくなり、しかも、電気光変換部６４への入力信号の電力が電気光
変換部６４の線形領域の上限を超えることなく、かつ光電気変換部６８への入力光信号の
強度が光電気変換部６８の線形領域の上限を超えることのないような増幅率で増幅を行う
ので、子局２１で得られる符号分割多重信号は、雑音に比べて十分に大きな電力を持ち、
歪むこともない。
　なお、増幅部６１および６２の増幅率はそれぞれ、子局２１から親局２０へ信号を伝送
する場合と同様、予め決められた値に固定されていても、伝送中、Ｃ／Ｎ比や歪み量の変
化に応じて調節するようにしてもよい。
【００８８】
　以上のように、第２の実施形態によれば、ＲＦ信号および符号分割多重信号を含む信号
を伝送する際に、その信号をＲＦ信号と符号分割多重信号とを分離して、それぞれの電力
に適した増幅率で増幅して伝送するようにしたので、受信側で得られるＲＦ信号と符号分
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。
【００８９】
　なお、第１の実施形態では、分離して得られたＲＦ信号と符号分割多重信号とは、どち
らも電気光変換部１４および光電気変換部１５において変換処理されたのに対し、第２の
実施形態では、分離して得られたＲＦ信号は、電気光変換部６３および光電気変換部６７
において、分離して得られた符号分割多重信号は、電気光変換部６４および光電気変換部
６８において、それぞれ変換処理される。よって、第２の実施形態は、第１の実施形態と
比べ、構成はやや複雑である。しかし、同程度のＣ／Ｎ比および歪特性を得ようとした場
合、第２の実施形態の方が、第１の実施形態より、電気光変換部・光電気変換部の線形領
域の上限が低くてよい。なぜなら、電気光変換部６３への入力信号の電力と、電気光変換
部６４への入力信号の電力とは、それぞれ電気光変換部１４への入力信号の電力よりも小
さくなり、また、光電気変換部６７への入力光信号の強度と、光電気変換部６８への入力
光信号の強度とは、それぞれ光電気変換部１５への入力光信号の強度よりも小さくなるか
らである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】　図１のシステムが適用される、現行方式およびＣＤＭＡ方式の両方式による移
動体通信を行うための無線基地局の一例を示す模式図である。
【図３】　図１の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の一例（子局２１
から親局２０へ信号を伝送する場合）を示すブロック図である。
【図４】　図１の分離部１０の構成の一例を示すブロック図である。
【図５】　図１の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の別の一例（親局
２０から子局２１へ信号を伝送する場合）を示すブロック図である。
【図６】　本発明の第２の実施形態に係る光伝送システムの構成を示すブロック図である
。
【図７】　図６の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の一例（子局２１
から親局２０へ信号を伝送する場合）を示すブロック図である。
【図８】　図６の光伝送システムが適用された図２の無線基地局の構成の別の一例（親局
２０から子局２１へ信号を伝送する場合）を示すブロック図である。
【図９】　アンテナ機能を省略した親局とアンテナ機能だけを持つ複数の子局（前進局）
とからなる無線基地局で用いられ、親局・子局間で信号を光伝送するための従来の光伝送
システムの構成の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
　１０，６０　分離部
　１１，６１，６２　増幅部
　１３　合波部
　１４，６３，６４　電気光変換部
　１５，６７，６８　光電気変換部
　２０　親局
　２１　子局
　２１ａ　アンテナ
　２２　光ファイバ
　４０　分岐部
　４１、４２　フィルタ
　６５　波長多重部
　６６　波長分離部
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