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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所望の波長の信号光を出力する信号光源と、該信号光源から出力された信号光を増幅す
る光増幅部とからなる信号光出力ユニットを複数そなえるとともに、
　前記信号光出力ユニットから出力された複数の異なる波長の信号光を合波する光合波部
と、
　該光合波部において合波された信号光の一部を取り出して、該信号光のパワーを前記信
号光源における信号光波長に対応した波長毎に検出する信号光検出部と、
　該信号光検出部により検出された前記波長毎の信号光のパワーに基づいて、該光合波部
において合波された信号光における前記波長毎の信号光のパワーを制御すべく、対応波長
信号光増幅用光増幅部の信号光出力を制御する信号光出力制御手段とをそなえ、
　かつ、該信号光出力制御手段が、該信号光検出部により検出された前記波長毎の信号光
のパワーと予め設定された前記波長毎の信号光のパワーとを比較し、該信号光検出部によ
り検出された前記波長毎の信号光のパワーが予め設定された前記波長毎の信号光のパワー
であるか否かを判定する信号光パワー比較判定手段をそなえ、該信号光パワー比較判定手
段での比較判定結果に基づいて、該対応波長信号光増幅用光増幅部の信号光出力を制御す
るように構成され、
　該信号光検出部が、該信号光の波長についても、前記信号光源における信号光波長に対
応した波長毎に検出するように構成される一方、
　該信号光検出部により検出された該信号光の波長に基づいて、該光合波部において合波
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された信号光の波長を制御すべく、対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制御す
る信号光波長制御手段をそなえたことを
特徴とする、信号光出力装置。
【請求項２】
　該信号光波長制御手段が、該信号光検出部により検出された前記信号光源毎の信号光波
長と予め設定された前記信号光源毎の信号光波長とを比較し、該信号光検出部により検出
された前記信号光源毎の信号光波長が予め設定された前記信号光源毎の信号光波長である
か否かを判定する信号光波長比較判定手段をそなえ、該信号光波長比較判定手段での比較
判定結果に基づいて、該対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制御するように構
成されたことを特徴とする、請求項１記載の信号光出力装置。
【請求項３】
　前記信号光源毎に光源温度調整部材が付設されるとともに、該信号光波長制御手段が、
該対応波長信号光出力用信号光源に付設された該光源温度調整部材を制御することにより
、該対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制御するように構成されたことを特徴
とする、請求項１記載の信号光出力装置。
【請求項４】
　該光源温度調整部材が、ペルチエ素子で構成されたことを特徴とする、請求項３記載の
信号光出力装置。
【請求項５】
　所望の波長の信号光を出力する信号光源と、該信号光源から出力された信号光を増幅す
る光増幅部とからなる信号光出力ユニットを複数そなえるとともに、前記信号光出力ユニ
ットから出力された複数の異なる波長の信号光を合波する光合波部と、該光合波部におい
て合波された信号光の一部を取り出して、該信号光のパワーを前記信号光源における信号
光波長に対応した波長毎に検出する信号光検出部と、該信号光検出部により検出された前
記波長毎の信号光のパワーに基づいて、該光合波部において合波された信号光における前
記波長毎の信号光のパワーを制御すべく、対応波長信号光増幅用光増幅部の信号光出力を
制御する信号光出力制御手段とをそなえ、かつ、該信号光出力制御手段が、該信号光検出
部により検出された前記波長毎の信号光のパワーと予め設定された前記波長毎の信号光の
パワーとを比較し、該信号光検出部により検出された前記波長毎の信号光のパワーが予め
設定された前記波長毎の信号光のパワーであるか否かを判定する信号光パワー比較判定手
段をそなえ、該信号光パワー比較判定手段での比較判定結果に基づいて、該対応波長信号
光増幅用光増幅部の信号光出力を制御するように構成された第１および第２の信号光出力
装置をそなえるとともに、
　上記第１の信号光出力装置が、入力側光ファイバを介して接続されるとともに、上記第
２の信号光出力装置が、分岐用入力側光ファイバを介して接続された光分岐挿入装置をそ
なえ、
　且つ、該光分岐挿入装置は、入力側光ファイバから入力された信号光のうちの所望の波
長の信号光については出力側光ファイバへ出力するとともに、該入力側光ファイバから入
力された信号光のうちの所望の波長とは異なる他の波長の信号光については分岐用出力側
光ファイバへ出力する分岐部と、分岐用入力側光ファイバから入力された信号光について
は該出力側光ファイバへと出力する挿入部とをそなえ、
　かつ、該第１および第２の信号光出力装置のそれぞれにおいて、該信号光検出部が、該
信号光の波長についても、前記信号光源における信号光波長に対応した波長毎に検出する
ように構成される一方、該信号光検出部により検出された該信号光の波長に基づいて、該
光合波部において合波された信号光の波長を制御すべく、対応波長信号光出力用信号光源
の信号光波長を制御する信号光波長制御手段をそなえたことを特徴とする、信号光出力装
置を有する光伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【０００２】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、波長多重伝送により光通信を行なう光伝送システムにおいて、複数の波長の信
号光を送信する送信装置として用いて好適な、信号光出力装置に関し、更には、このよう
な信号光出力装置を有する光伝送システムに関する。
【０００３】
【従来の技術】
従来より、例えば海により隔てられた端局間で信号光の送受を行なうべく、海底に光ファ
イバケーブルを敷設し、光ファイバケーブルに複数設けられた光増幅器を用いて信号光を
多中継増幅する光伝送システムが開発されている。
このような海底における光伝送システムの一例を図２０に示す。
【０００４】
この図２０に示す光伝送システム１００は、複数の端局間で双方向通信を行なうためのも
のであり、複数の端局として、例えばＡ局１０１，Ｂ局１０２，Ｃ局１０３及びＤ局１０
４を有しており、これらのＡ局～Ｄ局１０１～１０４は、光分岐挿入装置１０５，１０６
を介して、光ファイバからなる光伝送路１０７により相互に接続されている。
【０００５】
即ち、図２０に示すように、Ａ局１０１とＣ局１０３とは光分岐挿入装置１０５を介して
、また、Ｂ局１０２とＤ局１０４とは光分岐挿入装置１０６を介してそれぞれ接続される
とともに、Ａ局１０１とＢ局１０２，Ａ局１０１とＤ局１０４，Ｂ局１０２とＣ局１０３
，Ｃ局１０３とＤ局１０４とはそれぞれ光分岐挿入装置１０５，１０６を介して接続され
ている。
【０００６】
なお、Ａ局～Ｄ局１０１～１０４は、それぞれ単一の波長の信号光を送信する送信装置１
０９と、送信装置１０９から送信された信号光を受信する受信装置１１０とからなる送受
信装置を複数組そなえている。
また、光伝送路１０７には、伝送される信号光を多中継増幅するための光増幅器１０８が
複数設けられている。
【０００７】
このような構成により、図２０に示す光伝送システム１００においては、Ａ局～Ｄ局１０
１～１０４間で相互に信号光の送受が行なわれる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
一方において、近年、光波長多重伝送を行なう波長多重（ＷＤＭ）用の光ファイバからな
る光伝送路や、ＷＤＭ用の光増幅器、更にはＷＤＭ用の光分岐挿入装置の研究開発が進ん
でいる。
このようなＷＤＭ用の光伝送路，光増幅器及び光分岐挿入装置を用いた光伝送システムに
おいては、複数の波長の信号光を１本の光伝送路により伝送し、伝送された複数の波長の
信号光を１つの光増幅器により増幅して、波長により信号光の分岐（分波）や挿入（合波
）を行なうことにより、信号光を所望の端局へ送信するようになっている。
【０００９】
ところが、ＷＤＭ用の光増幅器においては、その利得に波長依存性があるため、例えば４
チャンネルの信号光を送信する際に、図２１（ａ）に示すように各信号光のパワーの比率
が一定であっても、多中継増幅されて伝送された後の各信号光のパワーの比率は、図２１
（ｂ）に示すように一定ではなくなる。なお、図２１（ｂ）に示すＡＳＥ（Amplified Sp
ontaneous Emission；自然放出光）は、光増幅器において生じる雑音光である。
【００１０】
このように、伝送後の各信号光のパワーの比率が一定ではなくなると、各信号光のＳ／Ｎ
比が等しくなくなるため、光伝送システムにおける信号光の伝送特性が劣化することにな
る。
このため、伝送後の各信号光のＳ／Ｎ比が等しくなるように、信号光を送信する際に、各
信号光のパワーの比率を変えるプリエンファシスが行なわれている。
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【００１１】
例えば図２２（ａ）に示すように、利得が高い波長の信号光のパワーを弱めてプリエンフ
ァシスを行なうと、伝送後の各信号光のパワーの比率は、図２２（ｂ）に示すように一定
となるため、各信号光のＳ／Ｎ比を等しくすることができる。
この際、プリエンファシスの設定が変化すると、伝送後の各信号光のＳ／Ｎ比が変化する
ため、プリエンファシスの設定の変化を防ぐために、各信号光を出力するレーザダイオー
ド（ＬＤ）のバックパワーをモニタし、その大きさに応じて各ＬＤの出力を増減させて各
信号光のパワーが常にプリエンファシスにて設定された値となるような自動パワー制御（
Automatic Power Control ；ＡＰＣ）が行なわれている。
【００１２】
しかしながら、各ＬＤの後段には変調器や偏波スクランブラ等の装置が設けられており、
これらの装置を介して各ＬＤからの信号光が伝送される際に、信号光が損失するのである
が、このときの損失の程度が各装置により異なることから各信号光毎に損失の程度が異な
り、上記の自動パワー制御を行なっても各信号光のパワーが設定値となるように制御する
ことができないという課題がある。
【００１３】
このため、各ＬＤの前方向のパワーとして損失を受けた後の各信号光のパワーをモニタし
、その大きさに応じて各ＬＤの出力を増減させて各信号光のパワーが設定値となるように
制御する技術が特開平５－３２７６６２号公報で開示されている。
しかしながら、上記の自動パワー制御や特開平５－３２７６６２号公報で開示されている
技術においては、各信号光のパワーの制御を各ＬＤの出力を変化させることにより行なっ
ており、このようにＬＤの出力を変化させるとＬＤの近傍の温度が変化するため、ＬＤか
らの出力信号光の波長が変化する。
【００１４】
　図２０に示すような従来よりの光伝送システム１００においては、各信号光毎に光伝送
路１０７が設けられているため、出力信号光の波長が若干変化しても信号光の送受を確実
に行なうことができるが、光波長多重伝送を行なうＷＤＭ用の光伝送システムにおいては
、出力信号光の波長が変化すると光分岐挿入装置の信号光の分岐挿入特性が変化すること
があり、このような場合には信号光の送受を正確に行なうこともできなくなる。
【００１５】
　本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、予め設定された波長毎の信号光パ
ワーと検出された波長毎の信号光パワーとを比較し、その結果に基づいて、波長毎の信号
光を増幅する光増幅部の信号光出力を制御するという簡素な構成により、波長多重伝送さ
れる各信号光のパワーの制御を確実に行ない、各信号光間の伝送特性を一定にしながら信
号光の送受を正確に行なえるようにした、信号光出力装置及び信号光出力装置を有する光
伝送システムを提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　このため、本発明の信号光出力装置は、所望の波長の信号光を出力する信号光源と、該
信号光源から出力された信号光を増幅する光増幅部とからなる信号光出力ユニットを複数
そなえるとともに、前記信号光出力ユニットから出力された複数の異なる波長の信号光を
合波する光合波部と、該光合波部において合波された信号光の一部を取り出して、該信号
光のパワーを前記信号光源における信号光波長に対応した波長毎に検出する信号光検出部
と、該信号光検出部により検出された前記波長毎の信号光のパワーに基づいて、該光合波
部において合波された信号光における前記波長毎の信号光のパワーを制御すべく、対応波
長信号光増幅用光増幅部の信号光出力を制御する信号光出力制御手段とをそなえ、かつ、
該信号光出力制御手段が、該信号光検出部により検出された前記波長毎の信号光のパワー
と予め設定された前記波長毎の信号光のパワーとを比較し、該信号光検出部により検出さ
れた前記波長毎の信号光のパワーが予め設定された前記波長毎の信号光のパワーであるか
否かを判定する信号光パワー比較判定手段をそなえ、該信号光パワー比較判定手段での比
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較判定結果に基づいて、該対応波長信号光増幅用光増幅部の信号光出力を制御するように
構成され、該信号光検出部が、該信号光の波長についても、前記信号光源における信号光
波長に対応した波長毎に検出するように構成される一方、該信号光検出部により検出され
た該信号光の波長に基づいて、該光合波部において合波された信号光の波長を制御すべく
、対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制御する信号光波長制御手段をそなえた
ことをたことを特徴としている。
【００２３】
　さらに、本発明の信号光出力装置は、該信号光波長制御手段が、該信号光検出部により
検出された前記信号光源毎の信号光波長と予め設定された前記信号光源毎の信号光波長と
を比較し、該信号光検出部により検出された前記信号光源毎の信号光波長が予め設定され
た前記信号光源毎の信号光波長であるか否かを判定する信号光波長比較判定手段をそなえ
、該信号光波長比較判定手段での比較判定結果に基づいて、該対応波長信号光出力用信号
光源の信号光波長を制御するように構成されたことを特徴としている。
【００２４】
　また、本発明の信号光出力装置は、前記信号光源毎に光源温度調整部材が付設されると
ともに、該信号光波長制御手段が、該対応波長信号光出力用信号光源に付設された該光源
温度調整部材を制御することにより、該対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制
御するように構成されたことを特徴としている。
【００２５】
　また、本発明の信号光出力装置は、該光源温度調整部材が、ペルチエ素子で構成された
ことを特徴としている。
　さらに、本発明の信号光出力装置を有する光伝送システムは、所望の波長の信号光を出
力する信号光源と、該信号光源から出力された信号光を増幅する光増幅部とからなる信号
光出力ユニットを複数そなえるとともに、前記信号光出力ユニットから出力された複数の
異なる波長の信号光を合波する光合波部と、該光合波部において合波された信号光の一部
を取り出して、該信号光のパワーを前記信号光源における信号光波長に対応した波長毎に
検出する信号光検出部と、該信号光検出部により検出された前記波長毎の信号光のパワー
に基づいて、該光合波部において合波された信号光における前記波長毎の信号光のパワー
を制御すべく、対応波長信号光増幅用光増幅部の信号光出力を制御する信号光出力制御手
段とをそなえ、かつ、該信号光出力制御手段が、該信号光検出部により検出された前記波
長毎の信号光のパワーと予め設定された前記波長毎の信号光のパワーとを比較し、該信号
光検出部により検出された前記波長毎の信号光のパワーが予め設定された前記波長毎の信
号光のパワーであるか否かを判定する信号光パワー比較判定手段をそなえ、該信号光パワ
ー比較判定手段での比較判定結果に基づいて、該対応波長信号光増幅用光増幅部の信号光
出力を制御するように構成された第１および第２の信号光出力装置をそなえるとともに、
上記第１の信号光出力装置が、入力側光ファイバを介して接続されるとともに、上記第２
の信号光出力装置が、分岐用入力側光ファイバを介して接続された光分岐挿入装置をそな
え、且つ、該光分岐挿入装置は、入力側光ファイバから入力された信号光のうちの所望の
波長の信号光については出力側光ファイバへ出力するとともに、該入力側光ファイバから
入力された信号光のうちの所望の波長とは異なる他の波長の信号光については分岐用出力
側光ファイバへ出力する分岐部と、分岐用入力側光ファイバから入力された信号光につい
ては該出力側光ファイバへと出力する挿入部とをそなえ、かつ、該第１および第２の信号
光出力装置のそれぞれにおいて、該信号光検出部が、該信号光の波長についても、前記信
号光源における信号光波長に対応した波長毎に検出するように構成される一方、該信号光
検出部により検出された該信号光の波長に基づいて、該光合波部において合波された信号
光の波長を制御すべく、対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制御する信号光波
長制御手段をそなえたことを特徴としている。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
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（ａ）光伝送システムの構成
図２は本発明にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムの構成を示すブロック
図である。
【００２８】
この図２に示す光伝送システム１０は、波長多重（ＷＤＭ）伝送により複数の端局間で光
通信を行なうためのものであり、複数の端局として、例えばＡ局１，Ｂ局２及びＣ局３を
有しており、これらのＡ局～Ｃ局１～３は、光分岐挿入装置４を介して、光ファイバから
なる光伝送路５により相互に接続されている。
ここで、Ａ局１は、複数の波長の信号光を出力して送信する送信装置７をそなえることに
より送信局として機能するものであり、Ｂ局２は、他の端局（図２ではＡ局１及びＣ局３
）の送信装置７から送信された信号光を受信する受信装置８をそなえることにより受信局
として機能するものである。また、Ｃ局３は、複数の波長の信号光を出力して送信する送
信装置７と、他の端局（図２ではＡ局１）の送信装置７から送信された信号光を受信する
受信装置８とをそなえることにより、送受信局として機能するものである。
【００２９】
そして、本発明にかかる信号光出力装置は、Ａ局１～Ｃ局３における送信装置７として用
いられるものであり、その構成及び機能については後述にて詳細に説明する。
また、光分岐挿入装置４は、複数の端局（図２ではＡ局１，Ｂ局２及びＣ局３）を相互に
接続した光伝送路５の分岐点に設けられ、この光伝送路５を介してこれらの端局１～３か
ら入力された所望の波長の信号光を所望の端局１～３へ出力することにより、複数の端局
間で信号光の伝送を行なえるようにするものである。この光分岐挿入装置４についても、
詳細については後述する。
【００３０】
なお、光伝送路５には、伝送される信号光を多中継増幅するための光増幅器６が複数設け
られている。
上述の構成により、図２に示す光伝送システム１０においては、Ａ局１から複数の波長の
信号光が送信されるとともにＣ局３から信号光が送信されると、これらの信号光は光伝送
路５を介して光分岐挿入装置４へ入力される。
【００３１】
光分岐挿入装置４では、Ａ局１から送信された信号光のうちの所望の波長の信号光につい
ては、Ｃ局３から送信された信号光と合波されてＢ局２へ出力されるとともに、Ａ局１か
ら送信された信号光のうちの他の波長の信号光については、分岐されてＣ局３へ出力され
る。
（ｂ）信号光出力装置（送信装置）の第１実施形態の説明
図１は本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置の構成を示すブロック図である。
【００３２】
この図１に示す信号光出力装置７は、複数の波長の信号光λ1 ～λn を出力する際に、各
信号光λ1 ～λn のパワーを予め設定された値となるように調整して出力するものであり
、前述のごとく、図２に示すような光伝送システム１０において、相互に信号光の送受信
を行なう複数の端局（図２においてはＡ局１及びＣ局３）の送信装置として用いられるも
のである。
【００３３】
ここで、信号光出力装置７は、図１に示すように、信号光出力ユニット１５－１～１５－
ｎ，合波器１６，光スペクトラムアナライザ（光スペクトル分析器）１８及び中央処理装
置（ＣＰＵ）１９をそなえている。
なお、１７は１０：１カプラであり、２０－１～２０－ｎはＤ／Ａ変換器である。
【００３４】
また、図１においては、信号光が通るルートを太線で示し、電気信号が通るルートを細線
で示している。
信号光出力ユニット１５－１～１５－ｎは、波長１５５０ｎｍから１５６０ｎｍの範囲に
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おいて２ｎｍ間隔でそれぞれ異なる波長の信号光λ1 ～λn を出力するものである。
【００３５】
この信号光出力ユニット１５－１は、所望の波長の信号光（図１においてはλ1 ）を出力
する信号光源としてのレーザダイオード（ＬＤ）１１－１，ＬＤ１１－１から出力された
信号光を変調する変調器１２－１，変調器１２－１から出力された信号光をランダム符号
系列に変換するスクランブラ（Scrambler ；ＳＣＲ）１３－１及びＳＣＲ１３－１から出
力された信号光を所望の大きさに増幅する光増幅部としてのポストアンプ１４－１をそな
えている。
【００３６】
また、他の信号光出力ユニット１５－ｎも、所望の波長の信号光（図１においてはλn ）
を出力する信号光源としてのレーザダイオード（ＬＤ）１１－ｎ，ＬＤ１１－ｎから出力
された信号光を変調する変調器１２－ｎ，変調器１２－ｎから出力された信号光をランダ
ム符号系列に変換するスクランブラ（Scrambler ；ＳＣＲ）１３－ｎ及びＳＣＲ１３－ｎ
から出力された信号光を所望の大きさに増幅する光増幅部としてのポストアンプ１４－ｎ
をそなえている。
【００３７】
なお、本実施形態における変調器１２－１～１２－ｎとしては、ニオブ酸リチウム（Ｌｉ
ＮｂＯ3 ；ＬＮ）マッハツェンダ型変調器（このＬＮマッハツェンダ型変調器は図１では
ＬＮで表記されている）が用いられているが、半導体の電界吸収効果を用いた吸収（Elec
tric Absorption ；ＥＡ）型変調器を用いてもよい。
【００３８】
また、ポストアンプ１４－１～１４－ｎは、図３に示すように、それぞれエルビウムドー
プファイバ（ＥＤＦ）１４ａ，光アイソレータ１４ｂ，光カプラ１４ｃ，ポンプレーザダ
イオード（以下ポンプＬＤという）１４ｄ，トランジスタ１４ｆ及び抵抗１４ｅ，１４ｇ
をそなえて構成されているが、このポストアンプ１４－１～１４－ｎについての詳細な説
明については後述する。なお、図３においては、ポストアンプ１４－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ
）について示している。
【００３９】
さらに、合波器１６は、信号光出力ユニット１５－１～１５－ｎから出力された複数の異
なる波長の信号光λ1 ～λn を合波する光合波部として機能するものである。
また、光スペクトラムアナライザ（光スペクトル分析器）１８は、合波器１６において合
波された信号光の一部をカプラ１７を介して取り出して、合波された信号光のパワーを、
信号光出力ユニット１５－１～１５－ｎのＬＤ１１－１～１１－ｎにおける信号光波長に
対応した波長毎に検出する信号光パワー検出部として機能するものである。
【００４０】
即ち、光スペクトラムアナライザ１８は、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn 

のパワーを検出することにより、合波された信号光における各信号光成分をモニタするも
のである。
ここで、光スペクトラムアナライザ１８は、複数の波長の信号光λ1 ～λn からなる信号
光が入力されると、入力された信号光を各信号光毎に分離してこれらの信号光λ1 ～λn 

のピークサーチを行なうことにより、各信号光λ1 ～λn のパワーや波長を検出するとと
もに、この光スペクトラムアナライザ１８と接続されたパーソナルコンピュータ（図１に
おいてはＣＰＵ１９）とコマンド信号の送受を行なうことにより、パーソナルコンピュー
タへ検出データを送信するものである。
【００４１】
具体的には、例えば図４に示すように、モノクロメータ１８ａ，フォトダイオード１８ｂ
，トランスインピーダンス増幅器１８ｃ，ディスプレイ１８ｄ，制御部１８ｅ及び電流源
１８ｆで構成されている。
合波された信号光が光スペクトラムアナライザ１８に入力されると、入力された信号光は
モノクロメータ１８ａにて各信号光毎に分離され、分離された各信号光λ1 ～λn は、フ
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ォトダイオード１８ｂにて検出された後にトランスインピーダンス増幅器１８ｃにて所定
の大きさに増幅されて、この増幅された信号に基づいて各信号光λ1 ～λn のパワーや波
長等が検出され、検出結果がディスプレイ１８ｄに表示される。
【００４２】
また、検出された各信号光λ1 ～λn のパワーや波長等のデータは、制御部１８ｅ内に設
けられたメモリに格納され、図４においては図示しないパーソナルコンピュータからの送
信要求に応じて、このパーソナルコンピュータへ送信される。
本実施形態においては、光スペクトラムアナライザ１８における動作は、光スペクトラム
アナライザ１８と接続されたパーソナルコンピュータ（即ち図１に示すＣＰＵ１９）によ
り統括制御されている。
【００４３】
なお、光スペクトラムアナライザ１８の分解能（RESOLUTION）は、０．２ｎｍ程度でよく
、これ以上の精度は必要ない。また、検出データの送信においては、ＲＳ２３２ＣやＧＰ
ＩＢ等の規格が用いられる。
ところで、ＣＰＵ１９は、前述のごとく、光スペクトラムアナライザ１８における動作を
制御するとともに、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn 

のパワーに基づいて、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを制御すべ
く、対応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する信号光出力制御手
段として機能するものである。
【００４４】
そして、この信号光出力制御手段としての機能を実現するために、ＣＰＵ１９は、図３に
示すように、プリエンファシス（このプリエンファシスとは、複数の波長の信号光λ1 ～
λn を送信する際に各信号光λ1 ～λn のパワーの比率を変えることである）により設定
された各信号光λ1 ～λn のパワーの値（即ち各信号光λ1 ～λn のパワーの初期設定値
）を格納するメモリ１９ａを有するとともに、信号光パワー比較判定部１９ｂ及びポスト
アンプ制御部１９ｃに相当する機能をソフトウェアの処理により実現している。
【００４５】
信号光パワー比較判定部１９ｂは、光スペクトラムアナライザ１８から各信号光λ1 ～λ

n の検出データが入力されると、入力された信号光λ1 ～λn に対応する信号光のパワー
の初期設定値をメモリ１９ａから読み出して、光スペクトラムアナライザ１８により検出
された各信号光λ1 ～λn のパワーと、プリエンファシスにより設定された各信号光λ1 

～λn のパワーとを比較し、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ

1 ～λn のパワーの値がプリエンファシスによる設定値であるか否かを判定するものであ
る。
【００４６】
また、ポストアンプ制御部１９ｃは、信号光パワー比較判定部１９ｂでの比較判定結果に
基づいて、対応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する出力制御信
号を出力するものである。
さらに、ポストアンプ制御部１９ｃから出力された出力制御信号は、Ｄ／Ａ変換器２０－
１～２０－ｎによりＤ／Ａ変換されて、ポストアンプ１４－１～１４－ｎへ入力される。
なお、図３においては、Ｄ／Ａ変換器２０－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）について示している。
ここで、前述したポストアンプ１４－１～１４－ｎについて説明する。
【００４７】
一般に、複数の波長の信号光を送信する際には、各信号光のパワーの比率を変えるプリエ
ンファシスが行なわれており、各信号光のパワーが常にプリエンファシスにて設定された
値となるように、各信号光を出力するＬＤを制御してその出力を変化させているが、この
ようにＬＤの出力を変化させるとＬＤの近傍の温度が変化するため、ＬＤからの出力信号
光の波長が変化する。
【００４８】
図２０に示すような従来よりの光伝送システム１００においては、各信号光毎に光伝送路
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１０７が設けられているため、出力信号光の波長が若干変化しても信号光の送受を確実に
行なうことができるが、図２に示すような光伝送システム１０においては、出力信号光の
波長が変化すると後述にて詳細に説明するような光分岐挿入装置４の信号光の分岐挿入特
性が変化することがあり、このような場合には信号光の送受を正確に行なうことができな
いことがある。
【００４９】
そこで、本実施形態にかかる信号光出力装置７では、各信号光出力ユニット１５－１～１
５－ｎ毎にそれぞれポストアンプ１４－１～１４－ｎを設けて、ＣＰＵ１９によりこれら
のポストアンプ１４－１～１４－ｎで増幅された各信号光λ1 ～λn の出力レベルを制御
することにより、ＬＤ１１－１～１１－ｎからの出力を変化させることなく（即ち信号光
の波長を変化させることなく）、各信号光毎にその信号光パワーを制御しているのである
。
【００５０】
具体的には、ポストアンプ１４－１～１４－ｎは、前述のごとく、図３に示すように、そ
れぞれエルビウムドープファイバ（ＥＤＦ）１４ａ，光アイソレータ１４ｂ，光カプラ１
４ｃ，ポンプＬＤ１４ｄ，トランジスタ１４ｆ及び抵抗１４ｅ，１４ｇをそなえて構成さ
れている。
ここで、エルビウムドープファイバ（ＥＤＦ）１４ａは、光増幅部として機能する部分で
あり、ポンプＬＤ１４ｄは、所定の帯域（例えば１．４７μｍ帯域や０．９８μｍ帯域）
の励起光を生じる励起光源であり、ＥＤＦ１４ａとポンプＬＤ１４ｄとは光カプラ１４ｃ
を介して接続されている。
【００５１】
また、トランジスタ１４ｆは、ポンプＬＤ１４ｄのバイアス電流を制御することにより、
ポンプＬＤ１４ｄにおける励起光出力を制御するものである。
このトランジスタ１４ｆにおいては、コレクタ１４ｆ－３はポンプＬＤ１４ｄと接続され
るとともに、エミッタ１４ｆ－２は抵抗１４ｇと接続されている。また、ベース１４ｆ－
１は抵抗１４ｅ及びＤ／Ａ変換器２０－ｉを介してＣＰＵ１９のポストアンプ制御部１９
ｃと接続されている。
【００５２】
なお、光カプラ１４ｃの後段には、反射した信号光がポストアンプ１４－ｉに入力される
ことを防ぐ光アイソレータ１４ｂが設けられている。
このような構成により、ポストアンプ１４－ｉにおいては、ＣＰＵ１９のポストアンプ制
御部１９ｃからの出力制御信号がＤ／Ａ変換器２０－ｉを介して入力されると、トランジ
スタ１４ｆのコレクタ１４ｆ－３からエミッタ１４ｆ－２へ流れる電流が変化し、これに
伴ってポンプＬＤ１４ｄのバイアス電流が変化する。
【００５３】
このようにポンプＬＤ１４ｄのバイアス電流が変化すると、ポンプＬＤ１４ｄにおける励
起光出力が変化することにより、ＥＤＦ１４ａでの光増幅が制御されて、ポストアンプ１
４－ｉの信号光出力が制御される。
なお、このポストアンプ１４－ｉの出力パワーは、約＋１０ｄＢｍである。
上述の構成により、本実施形態にかかる信号光出力装置７においては、信号光出力ユニッ
ト１５－１～１５－ｎからそれぞれ異なる波長の信号光λ1 ～λn が出力されると、出力
された複数の信号光λ1 ～λn は合波器１６により合波されて光伝送路５へ出力される。
【００５４】
一方で、合波器１６において合波された信号光の一部が、カプラ１７を介して光スペクト
ラムアナライザ１８に入力され、光スペクトラムアナライザ１８では入力された信号光か
ら合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーが検出され、ＣＰＵ１９では、
光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn のパワーに基づいて
、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを制御すべく、対応するポスト
アンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する。
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【００５５】
このときの光スペクトラムアナライザ１８及びＣＰＵ１９の行なう動作の一例を、図５を
用いて更に説明する。
制御の対象となる信号光をλm とすると、まず、ＣＰＵ１９では、ｍが０にリセットされ
た後に（ステップＡ１）、ｍが１にセットされることにより制御の対象となる信号光がλ

1 となる（ステップＡ２）。
【００５６】
これを受けて、光スペクトラムアナライザ１８では、合波器１６により合波された信号光
がカプラ１７を介して取り出された後モニタされ（ステップＡ３）、信号光λ1 のピーク
サーチが行なわれる（ステップＡ４）。
更に、光スペクトラムアナライザ１８では、信号光λ1 の信号光のパワー（ピークパワー
）が検出されて、検出された信号光λ1 のパワーの値は、ＣＰＵ１９からの送信要求に応
じてＣＰＵ１９へ送信される（ステップＡ５）。
【００５７】
ＣＰＵ１９においては、信号光パワー比較判定部１９ｂでは、検出された信号光λ1 のパ
ワーの値が入力されると、プリエンファシスにより設定された信号光λ1 のパワーの初期
設定値がメモリ１９ａから読み出されて、検出された信号光λ1 のパワーの値と初期設定
値とが比較され、まず、検出された信号光λ1 のパワーの値が初期設定値から±０．５ｄ
Ｂ以内の範囲にあるか否かが判定される（ステップＡ６）。
【００５８】
ここで、検出された信号光λ1 のパワーの値が初期設定値から±０．５ｄＢ以内の範囲に
ある場合には、検出された信号光λ1 のパワーの値が初期設定値であるとみなされるため
、信号光λ1 を増幅するポストアンプ１４－１の信号光の出力の制御は行なわれない（ス
テップＡ６のＹＥＳルートからステップＡ１０）。一方で、検出された信号光λ1 のパワ
ーの値が初期設定値から±０．５ｄＢ以内の範囲にない場合には、続いて、検出された信
号光λ1 のパワーの値が初期設定値から０．５ｄＢ以上の範囲にあるか否かが判定される
（ステップＡ６のＮＯルートからステップＡ７）。
【００５９】
ここで、検出された信号光λ1 のパワーの値が初期設定値から０．５ｄＢ以上の範囲にあ
る場合は、ポストアンプ１４－１のバイアス電流を５ｍＡステップで減少させるような出
力制御信号が出力され、信号光λ1 を増幅するポストアンプ１４－１の信号光の出力の制
御が行なわれる（ステップＡ７のＹＥＳルートからステップＡ８）。
【００６０】
また、初期設定値から０．５ｄＢ以上の範囲にない場合（即ち初期設定値から０．５ｄＢ
以下の範囲にある場合）は、ポストアンプ１４－１のバイアス電流を５ｍＡステップで増
加させるような出力制御信号が出力され、信号光λ1 を増幅するポストアンプ１４－１の
信号光の出力の制御が行なわれる（ステップＡ７のＮＯルートからステップＡ９）。
【００６１】
このようにして、信号光λ1 の制御が終了すると、ＣＰＵ１９では、ｍ＝ｎであるかが判
断されることにより全ての信号光λ1 ～λn の制御が終了したか否かが判定され（ステッ
プＡ１０）、この場合はｍ＝１であり全ての信号光λ1 ～λn の制御が終了していないた
め、信号光λ1 以外の信号光の制御が開始される（ステップＡ１０のＮＯルートからステ
ップＡ２）。
【００６２】
信号光λ1 以外の信号光の制御も、上述のステップＡ２～ステップＡ９にて説明した場合
と同様に行なわれ、信号光λn の制御が終了すると、ステップＡ１０においてはｍ＝ｎで
あると判断されるため、各信号光のパワーの制御が終了する（ステップＡ１０のＹＥＳル
ート）。
なお、上述したような各信号光のパワーの制御は、例えば１日に数回行なわれる。
【００６３】
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このように本実施形態にかかる信号光出力装置７においては、複数の波長の信号光λ1 ～
λn が合波されて出力される際に、光伝送路５への入力端において各信号光λ1 ～λn が
合波された信号光の一部を分岐して取り出して、光スペクトラムアナライザ１８により各
信号光λ1 ～λn のパワーをモニタして、ＣＰＵ１９により、各信号光λ1 ～λn のパワ
ーの値が初期設定値であるかを監視しながら、常に各信号光λ1 ～λn のパワーの値が初
期設定値であるように各ポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御することに
より、プリエンファシスにより設定された各信号光λ1 ～λn のパワーの比率を確実に制
御することができる。
【００６４】
また、各ポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御することにより各信号光λ

1 ～λn のパワーを制御しているため、従来の信号光出力装置のような信号光源（ＬＤ）
の出力を制御することによる信号光の波長の変化を防ぐことができる。
これにより、図２に示すような波長多重（ＷＤＭ）伝送を行なう光伝送システム１０にお
いて、送信装置７における信号光を出力する際のプリエンファシスを長期的に安定化して
、各信号光間の伝送特性のばらつきを最小限に抑えることができるとともに、信号光の波
長の変化による光分岐挿入装置４の分岐挿入特性の変化を防いで、端局１～３間で信号光
の送受を正確に行なうことができる。
（ｂ１）信号光出力装置（送信装置）の第１実施形態の変形例の説明
図１２は本発明の第１実施形態の変形例にかかる信号光出力装置を示すブロック図である
が、この図１２に示す信号光出力装置７Ａも、前述の第１実施形態におけるものと同様に
、複数の波長の信号光λ1 ～λn を出力する際に、各信号光λ1 ～λn のパワーを予め設
定された値となるように調整して出力するものであり、信号光を出力する端局の送信装置
として用いられるものである。
【００６５】
ここで、信号光出力装置７Ａは、図１２に示すように、信号光出力ユニット１５－１～１
５－ｎ，合波器１６，分波器３０，フォトダイオード（ＰＤ）３１－１～３１－ｎ及び制
御部３２をそなえている。なお、１７は１０：１カプラである。
また、図１２においては、信号光が通るルートを太線で示し、電気信号が通るルートを細
線で示している。
【００６６】
この図１２において、図１に示す第１実施形態にかかる信号光出力装置７と同じ符号を付
したものは、同様の構成及び機能を有するものである。
また、分波器３０は、合波器１６において合波された信号光の一部をカプラ１７を介して
取り出して、合波された信号光を信号光出力ユニット１５－１～１５－ｎのＬＤ１１－１
～１１－ｎにおける信号光波長に対応した波長毎に分波するものである。
【００６７】
即ち、分波器３０は、合波された信号光の一部を取り出して、各信号光λ1 ～λn 毎に分
波するものである。
また、フォトダイオード（ＰＤ）３１－１～３１－ｎは、分波器３０により分波された各
信号光λ1 ～λn を受光し、その信号光パワーに応じた電気信号を出力する光電変換素子
であり、ＰＤ３１－１～３１－ｎには、図１３に示すように、接地された抵抗３３が設け
られている。なお、図１３においては、ＰＤ３１－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）について示して
いる。
【００６８】
即ち、本実施形態においては、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを
検出し、合波された信号光における各信号光成分をモニタする信号光パワー検出部として
の機能を、上記の分波器３０及びＰＤ３１－１～３１－ｎにより実現しているのである。
ところで、制御部３２は、各ＰＤ３１－１～３１－ｎにおいて光電変換された電気信号が
それぞれ入力される制御回路３２－１～３２－ｎをそなえている。
【００６９】
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ここで、制御回路３２－１～３２－ｎは、図１３に示すように、差動増幅器等により構成
される演算増幅器（Operational Amplifier ；以下ＯＰアンプという）３４ａ，抵抗３４
ｂ，３４ｃ及び所定の起電力を有することにより各信号光毎のパワーの初期値が設定され
る可変電圧源３４ｄをそなえている。なお、図１３においては、制御回路３２－ｉ（ｉ＝
１，…，ｎ）について示している。
【００７０】
また、ＯＰアンプ３４ａのリファレンス（即ち各信号光毎のパワーの初期値）の調整は、
信号光出力装置７Ａの初期設定時に信号光の伝送を行ない、光伝送路５への入力端での各
信号光のＳ／Ｎ比が等しくなるように各信号光のパワーを調整することにより行なわれる
。
図１３に示す制御回路３２－ｉにおいては、ＯＰアンプ３４ａの非反転入力端に可変電圧
源３４ｄから所定の電圧が参照電圧として入力され、ＯＰアンプ３４ａの反転入力端にＰ
Ｄ３１－ｎから分波された信号光のパワーを示す電気信号が入力されると、ＯＰアンプ３
４ａからは各信号光のパワーを制御するための制御信号としての電圧信号が出力される。
【００７１】
このように制御回路３２－ｉにおいて出力された電圧信号は、信号光出力ユニット１５－
ｉにおけるポストアンプ１４－ｉに入力される。
さらに、ポストアンプ１４－ｉにおいては、制御回路３２－ｉにおいて出力された電圧信
号はトランジスタ１４ｆに入力されて、第１実施形態において説明した場合と同様にポス
トアンプ１４－ｉの信号光出力の制御が行なわれる。
【００７２】
即ち、制御部３２における制御回路３２－１～３２－ｎは、分波器３０及びＰＤ３１－１
～３１－ｎからなる信号光パワー検出部により検出された各信号光λ1 ～λn のパワーに
基づいて、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを制御すべく、対応す
るポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する信号光出力制御手段として機
能するものであり、具体的には、制御回路３２－１～３２－ｎは、ＰＤ３１－１～３１－
ｎにより検出された各信号光λ1 ～λn のパワーと、プリエンファシスにより設定された
各信号光λ1 ～λn のパワーとを比較し、ＰＤ３１－１～３１－ｎにより検出された各信
号光λ1 ～λn のパワーの値がプリエンファシスによる設定値であるか否かを判定する信
号光パワー比較判定手段としての機能をそなえ、このときの比較判定結果に基づいて、対
応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御するものである。
【００７３】
なお、ポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光の出力パワーは＋１０ｄＢｍ程度であり
、合波器１６，カプラ１７及び分波器３０を通過した後のＰＤ３１－１～３１－ｎへの信
号光の入力パワーは－１０ｄＢｍ程度である。
上述の構成により、第１実施形態の変形例にかかる信号光出力装置７Ａにおいても、第１
実施形態にかかる信号光出力装置７と同様に、信号光出力ユニット１５－１～１５－ｎか
らそれぞれ異なる波長の信号光λ1 ～λn が出力されると、出力された複数の信号光λ1 

～λn は合波器１６により合波されて光伝送路５へ出力される。
【００７４】
一方で、本実施形態にかかる信号光出力装置７Ａにおいては、合波器１６において合波さ
れた信号光の一部が、カプラ１７を介して分波器３０に入力され、分波器３０では入力さ
れた信号光を各信号光毎に分波し、分波された各信号光λ1 ～λn は、それぞれＰＤ３１
－１～３１－ｎで受光されてその信号光パワーに応じた電気信号に変換される。
【００７５】
各ＰＤ３１－１～３１－ｎにおいて光電変換された電気信号は、それぞれ制御回路３２－
１～３２－ｎに入力され、各ＰＤ３１－１～３１－ｎにより検出された各信号光λ1 ～λ

n のパワーに基づいて、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを制御す
べく、対応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する。
【００７６】
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このように、第１実施形態の変形例にかかる信号光出力装置７Ａは、複数の波長の信号光
λ1 ～λn が合波されて出力される際に、光伝送路５への入力端において各信号光λ1 ～
λn が合波された信号光の一部を分岐して取り出して、分波器３０，ＰＤ３１－１～３１
－ｎ及び制御部３２により各信号光λ1 ～λn のパワーをモニタして、常に各信号光λ1 

～λn のパワーの値が初期設定値であるように各ポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号
光出力を制御することにより、第１実施形態にかかる信号光出力装置７と同様の利点があ
る。
【００７７】
また、本実施形態においては、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを
検出し、合波された信号光における各信号光成分をモニタする信号光パワー検出部として
の機能を分波器３０及びＰＤ３１－１～３１－ｎにより実現するとともに、分波器３０及
びＰＤ３１－１～３１－ｎにより検出された各信号光λ1 ～λn のパワーに基づいて、合
波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを制御すべく、対応するポストアン
プ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する信号光出力制御手段としての機能を制御部
３２により実現することにより、信号光出力装置の低廉化を図ることができる。
（ｂ２）信号光出力装置（送信装置）の第２実施形態の説明
図１４は本発明の第２実施形態にかかる信号光出力装置を示すブロック図であるが、この
図１４に示す信号光出力装置７Ｂは、複数の波長の信号光λ1 ～λn を出力する際に、各
信号光λ1 ～λn の波長を予め設定された値となるように調整して出力するものであり、
前述のごとく、図２に示すような光伝送システム１０において、相互に信号光の送受信を
行なう複数の端局（図２においてはＡ局１及びＣ局３）の送信装置として用いられるもの
である。
【００７８】
ここで、信号光出力装置７Ｂは、図１４に示すように、信号光出力ユニット１５－１～１
５－ｎ，合波器１６，光スペクトラムアナライザ（光スペクトル分析器）１８及びＣＰＵ
１９′をそなえている。
なお、１７は１０：１カプラであり、３５－１～３５－ｎはＤ／Ａ変換器である。
【００７９】
また、図１４においては、信号光が通るルートを太線で示し、電気信号が通るルートを細
線で示している。
この図１４において、図１に示す第１実施形態にかかる信号光出力装置７と同じ符号を付
したものは、同様の構成及び機能を有するものであるが、光スペクトラムアナライザ（光
スペクトル分析器）１８は、本実施形態においては、合波器１６において合波された信号
光の一部をカプラ１７を介して取り出して、合波された信号光の波長を、信号光出力ユニ
ット１５－１～１５－ｎのＬＤ１１－１～１１－ｎにおける信号光波長に対応した波長毎
に検出する信号光波長検出部として機能する。
【００８０】
本実施形態においては、ＬＤ１１－１～１１－ｎには、ＬＤ１１－１～１１－ｎの近傍の
温度を調整することにより、ＬＤ１１－１～１１－ｎからの出力信号光の波長を制御する
光源温度調整部材としてのＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎがそれぞれ付設されてい
るが、これらの詳細な説明については後述する。
また、ＣＰＵ１９′は、光スペクトラムアナライザ１８における動作を制御するとともに
、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn の波長に基づいて
、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn の波長を制御すべく、対応するＬＤ１１
－１～１１－ｎの信号光波長を制御する信号光波長制御手段として機能するものである。
【００８１】
このときの対応するＬＤ１１－１～１１－ｎの出力信号光の波長の制御は、対応するＬＤ
１１－１～１１－ｎに付設されたＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎの温度を制御する
ことにより行なわれている。
そして、この信号光波長制御手段としての機能を実現するために、ＣＰＵ１９′は、図１
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５に示すように、各信号光λ1 ～λn の波長の値（即ち各信号光λ1 ～λn の波長の初期
設定値）を格納するメモリ１９ａ′を有するとともに、信号光波長比較判定部１９ｄ及び
ＬＤ制御部１９ｅに相当する機能をソフトウェアの処理により実現している。
【００８２】
信号光波長比較判定部１９ｄは、光スペクトラムアナライザ１８から各信号光λ1 ～λn 

の検出データが入力されると、入力された信号光λ1 ～λn に対応する信号光の波長の初
期設定値をメモリ１９ａ′から読み出して、光スペクトラムアナライザ１８により検出さ
れた各信号光λ1 ～λn の波長と、予め設定された各信号光λ1 ～λn の波長とを比較し
、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn の波長の値が予め
設定された値であるか否かを判定するものである。
【００８３】
また、ＬＤ制御部１９ｅは、信号光波長比較判定部１９ｄでの比較判定結果に基づいて、
対応するＬＤ１１－１～１１－ｎの信号光波長を制御する波長制御信号を出力するもので
ある。
なお、ＬＤ制御部１９ｅから出力された波長制御信号は、Ｄ／Ａ変換器３５－１～３５－
ｎにより、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn の波長と
予め設定された各信号光λ1 ～λn の波長とのずれに応じた電圧にＤ／Ａ変換された後（
例えば検出された波長が設定値より大きい場合はプラスの電圧に変換され、設定値より小
さい場合はマイナスの電圧に変換される）、ＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎへ入力
される。
【００８４】
ここで、前述したＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎについて説明する。
このＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎは、図１５に示すように、それぞれペルチエ素
子３８及びペルチエ素子作動回路３７をそなえている。なお、図１５においては、ＬＤ温
度調整部材３６－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）について示している。
【００８５】
ここで、ペルチエ素子３８は、電流の流れる方向により発熱したり吸熱するものであり、
これによりＬＤ温度調整部材３６－ｉが所望の温度を有するようにするものである。
また、ペルチエ素子作動回路３７は、ペルチエ素子３８の前段に設けられ、ペルチエ素子
３８に電流を流すことによりペルチエ素子３８を作動させるものであり、それぞれ異なる
型のトランジスタ３７ａ，３７ｂが並列に配設されて構成されている。
【００８６】
ペルチエ素子作動回路３７においては、トランジスタ３７ａのベース３７ａ－１とトラン
ジスタ３７ｂのベース３７ｂ－１が接続されるとともに（この接続部を接続部Ｐとする）
、トランジスタ３７ａのエミッタ３７ａ－２とトランジスタ３７ｂのコレクタ３７ｂ－３
がそれぞれ接続されている（この接続部を接続部Ｑとする）。
【００８７】
さらに、接続部Ｐには、ＣＰＵ１９′から出力された波長制御信号（この波長制御信号に
ついては後述する）がＤ／Ａ変換器３５－ｉを介して入力されるとともに、接続部Ｑは、
ペルチエ素子３８の一端と接続されている。
なお、図１５においては、Ｄ／Ａ変換器３５－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）について示している
。
【００８８】
また、ペルチエ素子３８の他端は接地されており、接続部ＰとＤ／Ａ変換器３５－１～３
５－ｎとの間には抵抗が設けられてもよい。
このような構成により、ＬＤ温度調整部材３６－ｉにおいては、ＣＰＵ１９′のＬＤ制御
部１９ｅからの波長制御信号がＤ／Ａ変換器３５－ｉを介して入力されると、入力された
電圧（プラスの電圧またはマイナスの電圧）及びその大きさに応じて、トランジスタ３７
ａ又はトランジスタ３７ｂのいずれかが動作する。
【００８９】
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トランジスタ３７ａが動作する場合には、トランジスタ３７ａのベース３７ａ－１に電圧
が印加されて、コレクタ３７ａ－３からエミッタ３７ａ－２及び接続部Ｑを経てペルチエ
素子３８へ電流が流れる。
また、トランジスタ３７ｂが動作する場合には、トランジスタ３７ｂのベース３７ｂ－１
に電圧が印加されて、ペルチエ素子３８から接続部Ｑ及びコレクタ３７ｂ－３を経てエミ
ッタ３７ｂ－２へ電流が流れる。
【００９０】
さらに、ペルチエ素子３８に流れる電流の向きが制御されることにより、ペルチエ素子３
８では、流れる電流の向き及び大きさに応じてその発熱量及び吸熱量が変化し、これによ
りＬＤ温度調整部材３６－ｉの温度が制御される。
このように、ＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎの温度が制御されると、対応するＬＤ
１１－１～１１－ｎの近傍の温度が調整され、ＬＤ１１－１～１１－ｎからの出力信号光
の波長が制御される。
【００９１】
上述の構成により、本実施形態にかかる信号光出力装置７Ｂにおいては、信号光出力ユニ
ット１５－１～１５－ｎからそれぞれ異なる波長の信号光λ1 ～λn が出力されると、出
力された複数の信号光λ1 ～λn は合波器１６により合波されて光伝送路５へ出力される
。
一方で、合波器１６において合波された信号光の一部が、カプラ１７を介して光スペクト
ラムアナライザ１８に入力され、光スペクトラムアナライザ１８では入力された信号光か
ら合波された信号光における各信号光λ1 ～λn の波長が検出され、ＣＰＵ１９′では、
光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn の波長に基づいて、
合波された信号光における各信号光λ1 ～λn の波長を制御すべく、対応するＬＤ温度調
整部材３６－１～３６－ｎの温度を制御することにより、ＬＤ１１－１～１１－ｎからの
信号光出力を制御する。
【００９２】
このときの光スペクトラムアナライザ１８及びＣＰＵ１９′の行なう動作の一例を、図１
６を用いて更に説明する。
制御の対象となる信号光をλm とすると、まず、ＣＰＵ１９′では、ｍが０にリセットさ
れた後に（ステップＢ１）、ｍが１にセットされることにより制御の対象となる信号光が
λ1 となる（ステップＢ２）。
【００９３】
これを受けて、光スペクトラムアナライザ１８では、合波器１６により合波された信号光
がカプラ１７を介して取り出された後モニタされ（ステップＢ３）、信号光λ1 のピーク
サーチが行なわれる（ステップＢ４）。
更に、光スペクトラムアナライザ１８では、信号光λ1 の信号光の波長が検出されて、検
出された信号光λ1 の波長の値は、ＣＰＵ１９′からの送信要求に応じてＣＰＵ１９′へ
送信される（ステップＢ５）。
【００９４】
ＣＰＵ１９′においては、信号光波長比較判定部１９ｄでは、検出された信号光λ1 の波
長の値が入力されると、信号光λ1 の波長の初期設定値がメモリ１９ａ′から読み出され
て、まず、検出された信号光λ1 の波長の値と初期設定値とが比較され、検出された信号
光λ1 の波長の値が初期設定値から±０．１ｎｍ以内の範囲にあるか否かが判定される（
ステップＢ６）。
【００９５】
ここで、検出された信号光λ1 の波長の値が初期設定値から±０．１ｎｍ以内の範囲にあ
る場合には、検出された信号光λ1 の波長の値が初期設定値であるとみなされるため、信
号光λ1 を出力するＬＤ１１－１の信号光の出力の制御は行なわれない（ステップＢ６の
ＹＥＳルートからステップＢ１０）。
一方で、検出された信号光λ1 の波長の値が初期設定値から±０．１ｎｍ以内の範囲にな
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い場合には、続いて、検出された信号光λ1 の波長の値が初期設定値から０．１ｎｍ以上
の範囲にあるか否かが判定される（ステップＢ６のＮＯルートからステップＢ７）。
【００９６】
ここで、検出された信号光λ1 の波長の値が初期設定値から０．１ｎｍ以上の範囲にある
場合は、ＬＤ１１－１の温度を１℃ステップで低くするような波長制御信号が出力され、
信号光λ1 を出力するＬＤ１１－１の信号光の波長の制御が行なわれる（ステップＢ７の
ＹＥＳルートからステップＢ８）。
また、初期設定値から０．１ｎｍ以上の範囲にない場合（即ち初期設定値から０．１ｎｍ
以下の範囲にある場合）は、ＬＤ１１－１の温度を１℃ステップで高くするような波長制
御信号が出力され、信号光λ1 を出力するＬＤ１１－１の信号光の波長の制御が行なわれ
る（ステップＢ７のＮＯルートからステップＢ９）。
【００９７】
このようにして、信号光λ1 の制御が終了すると、ＣＰＵ１９′では、ｍ＝ｎであるかが
判断されることにより全ての信号光λ1 ～λn の制御が終了したか否かが判定され（ステ
ップＢ１０）、この場合はｍ＝１であり全ての信号光λ1 ～λn の制御が終了していない
ため、信号光λ1 以外の信号光の制御が開始される（ステップＢ１０のＮＯルートからス
テップＢ２）。
【００９８】
信号光λ1 以外の信号光の制御も、上述のステップＢ２～ステップＢ９にて説明した場合
と同様に行なわれ、信号光λn の制御が終了すると、ステップＢ１０においてはｍ＝ｎで
あると判断されるため、各信号光の波長の制御が終了する（ステップＢ１０のＹＥＳルー
ト）。
なお、上述したような各信号光の波長の制御は、例えば１日に数回行なわれる。
【００９９】
このように本実施形態にかかる信号光出力装置７Ｂにおいては、複数の波長の信号光λ1 

～λn が合波されて出力される際に、光伝送路５への入力端において各信号光λ1 ～λn 

が合波された信号光の一部を分岐して取り出して、光スペクトラムアナライザ１８により
各信号光λ1 ～λn の波長をモニタして、ＣＰＵ１９′により、各信号光λ1 ～λn の波
長の値が初期設定値であるかを監視しながら、常に各信号光λ1 ～λn の波長の値が初期
設定値であるように各ＬＤ１１－１～１１－ｎの信号光波長を制御することにより、各信
号光λ1 ～λn の波長の変化を確実に防ぐことができる。
【０１００】
これにより、図２に示すような波長多重（ＷＤＭ）伝送を行なう光伝送システム１０にお
いて、信号光の波長の変化による光分岐挿入装置４の分岐挿入特性の変化を防いで、端局
１～３間で信号光の送受を正確に行なうことができる。
なお、本実施形態においてＣＰＵ１９′を用いて行なっているような信号光の波長の制御
は、例えば図１２及び図１３に示すような第１実施形態の変形例における制御回路３２－
１～３２－ｎを用いて行なうことはできない。
【０１０１】
なぜならば、図１２及び図１３に示す合波器１６において合波された信号光のうちの一部
の信号光の波長が変化していたとすると、波長が変化した信号光においては、波長の変化
がわずかであれば分波器３０によりその大半が分波されるが、波長の変化が大きくなるの
に伴って分波される信号光のパワーが小さくなる。
このように分波された信号光をＰＤ３１－１～３１－ｎで光電変換すると、信号光のパワ
ーが減少したことは検出できるため波長が変化したことは認識できるが、どのように変化
したかは認識できないため、ＬＤ１１－１～１１－ｎをどのように制御したらよいかが判
断できず、信号光の波長の制御を行なうことができないからである。
（ｂ３）信号光出力装置（送信装置）の第３実施形態の説明
図１７は本発明の第３実施形態にかかる信号光出力装置を示すブロック図であるが、この
図１７に示す信号光出力装置７Ｃは、複数の波長の信号光λ1 ～λn を出力する際に、各
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信号光λ1 ～λn のパワー及び波長を予め設定された値となるように調整して出力するも
のであり、前述のごとく、図２に示すような光伝送システム１０において、相互に信号光
の送受信を行なう複数の端局（図２においてはＡ局１及びＣ局３）の送信装置として用い
られるものである。
【０１０２】
ここで、信号光出力装置７Ｃは、図１７に示すように、信号光出力ユニット１５－１～１
５－ｎ，合波器１６，光スペクトラムアナライザ（光スペクトル分析器）１８及びＣＰＵ
１９′′をそなえている。
なお、１７は１０：１カプラであり、２０－１～２０－ｎ，３５－１～３５－ｎはＤ／Ａ
変換器である。
【０１０３】
また、図１７においては、信号光が通るルートを太線で示し、電気信号が通るルートを細
線で示している。
さらに、本実施形態においても、信号光出力ユニット１５－１～１５－ｎのＬＤ１１－１
～１１－ｎには、ペルチエ素子で構成されたＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎがそれ
ぞれ付設されている。
【０１０４】
この図１７において、図１に示す第１実施形態にかかる信号光出力装置７及び図１４に示
す第２実施形態にかかる信号光出力装置７Ｂと同じ符号を付したものは、同様の構成及び
機能を有するものであるが、光スペクトラムアナライザ（光スペクトル分析器）１８は、
本実施形態においては、合波器１６において合波された信号光の一部をカプラ１７を介し
て取り出して、合波された信号光のパワー及び波長を、信号光出力ユニット１５－１～１
５－ｎのＬＤ１１－１～１１－ｎにおける信号光波長に対応した波長毎に検出する信号光
検出部として機能する。
【０１０５】
さらに、ＣＰＵ１９′′は、光スペクトラムアナライザ１８における動作を制御するとと
もに、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn のパワー及び
波長に基づいて、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワー及び波長を制御
すべく、対応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する信号光出力制
御手段として機能するとともに、対応するＬＤ１１－１～１１－ｎの信号光波長を制御す
る信号光波長制御手段として機能するものである。
【０１０６】
なお、このときの対応するＬＤ１１－１～１１－ｎの出力信号光の波長の制御は、対応す
るＬＤ１１－１～１１－ｎに付設されたＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎの温度を制
御することにより行なわれている。
そしてこの信号光波長制御手段としての機能を実現するために、ＣＰＵ１９′′は、図１
８及び図１９に示すように、各信号光λ1 ～λn のパワー及び波長の値（即ち各信号光λ

1 ～λn のパワー及び波長の初期設定値）を格納するメモリ１９ａ′′を有するとともに
、信号光パワー比較判定部１９ｂ，ポストアンプ制御部１９ｃ，信号光波長比較判定部１
９ｄ及びＬＤ制御部１９ｅに相当する機能をソフトウェアの処理により実現している。
【０１０７】
信号光パワー比較判定部１９ｂは、光スペクトラムアナライザ１８から各信号光λ1 ～λ

n の検出データが入力されると、入力された信号光λ1 ～λn に対応する信号光のパワー
の初期設定値をメモリ１９ａ′′から読み出して、光スペクトラムアナライザ１８により
検出された各信号光λ1 ～λn のパワーと、前述したプリエンファシスにより設定された
各信号光λ1 ～λn のパワー（各信号光λ1 ～λn のパワーの初期設定値）とを比較し、
光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn のパワーの値がプリ
エンファシスによる設定値であるか否かを判定するものである。
【０１０８】
また、ポストアンプ制御部１９ｃは、信号光パワー比較判定部１９ｂでの比較判定結果に
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基づいて、対応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する出力制御信
号を出力するものである。
なお、ポストアンプ制御部１９ｃから出力された出力制御信号は、Ｄ／Ａ変換器２０－１
～２０－ｎによりＤ／Ａ変換されて、ポストアンプ１４－１～１４－ｎへ入力される。
【０１０９】
さらに、信号光波長比較判定部１９ｄは、光スペクトラムアナライザ１８から各信号光λ

1 ～λn の検出データが入力されると、入力された信号光λ1 ～λn に対応する信号光の
波長の初期設定値をメモリ１９ａ′′から読み出して、光スペクトラムアナライザ１８に
より検出された各信号光λ1 ～λn の波長と、予め設定された各信号光λ1 ～λn の波長
とを比較し、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn の波長
の値が予め設定された値であるか否かを判定するものである。
【０１１０】
また、ＬＤ制御部１９ｅは、信号光波長比較判定部１９ｄでの比較判定結果に基づいて、
対応するＬＤ１１－１～１１－ｎの信号光波長を制御する波長制御信号を出力するもので
ある。
なお、ＬＤ制御部１９ｅから出力された波長制御信号は、Ｄ／Ａ変換器３５－１～３５－
ｎにより、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn の波長と
予め設定された各信号光λ1 ～λn の波長とのずれに応じた電圧にＤ／Ａ変換された後（
例えば検出された波長が設定値より大きい場合はプラスの電圧に変換され、設定値より小
さい場合はマイナスの電圧に変換される）、ＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎへ入力
される。
【０１１１】
なお、図１８においては、信号光出力ユニット１５－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）及びＤ／Ａ変
換器２０－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ），３５－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）について示しており、図
１９においては、ＬＤ温度調整部材３６－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）及びＤ／Ａ変換器２０－
ｉ（ｉ＝１，…，ｎ），３５－ｉ（ｉ＝１，…，ｎ）について示している。
【０１１２】
上述の構成により、本実施形態にかかる信号光出力装置７Ｃにおいては、信号光出力ユニ
ット１５－１～１５－ｎからそれぞれ異なる波長の信号光λ1 ～λn が出力されると、出
力された複数の信号光λ1 ～λn は合波器１６により合波されて光伝送路５へ出力される
。
一方で、合波器１６において合波された信号光の一部が、カプラ１７を介して光スペクト
ラムアナライザ１８に入力され、光スペクトラムアナライザ１８では入力された信号光か
ら合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワー及び波長が検出され、ＣＰＵ１
９′′では、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光λ1 ～λn のパワ
ーに基づいて、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn のパワーを制御すべく、対
応するポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御する。なお、このとき光スペ
クトラムアナライザ１８及びＣＰＵ１９′′は、例えば図５に示すフローチャートを用い
て説明したように動作する。
【０１１３】
さらに、ＣＰＵ１９′′では、光スペクトラムアナライザ１８により検出された各信号光
λ1 ～λn の波長に基づいて、合波された信号光における各信号光λ1 ～λn の波長を制
御すべく、対応するＬＤ温度調整部材３６－１～３６－ｎの温度を制御することにより、
ＬＤ１１－１～１１－ｎからの信号光出力を制御する。なお、このとき光スペクトラムア
ナライザ１８及びＣＰＵ１９′′は、例えば図１６に示すフローチャートを用いて説明し
たように動作する。
【０１１４】
なお、上述した各信号光λ1 ～λn のパワーの制御と各信号光λ1 ～λn の波長の制御と
を、同時に行なってもよいし、各信号光λ1 ～λn のパワー（又は波長）の制御を行なっ
た後に、各信号光λ1 ～λn の波長（又はパワー）の制御を行なってもよい。
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このように本実施形態にかかる信号光出力装置７Ｃにおいては、複数の波長の信号光λ1 

～λn が合波されて出力される際に、光伝送路５への入力端において各信号光λ1 ～λn 

が合波された信号光の一部を分岐して取り出して、光スペクトラムアナライザ１８により
各信号光λ1 ～λn のパワー及び波長をモニタして、ＣＰＵ１９′′により、各信号光λ

1 ～λn のパワー及び波長の値が初期設定値であるかを監視しながら、常に各信号光λ1 

～λn のパワーの値が初期設定値であるように各ポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号
光出力を制御するとともに、常に各信号光λ1 ～λn の波長の値が初期設定値であるよう
に各ＬＤ１１－１～１１－ｎの信号光波長を制御することにより、プリエンファシスによ
り設定された各信号光λ1 ～λn のパワーの比率を確実に制御しながら、各信号光λ1 ～
λn の波長の変化を防ぐことができる。
【０１１５】
このとき、各ポストアンプ１４－１～１４－ｎの信号光出力を制御することにより各信号
光λ1 ～λn のパワーを制御しているため、前述したような従来の信号光出力装置のよう
な信号光源（ＬＤ）の出力を制御することによる信号光の波長の変化を防ぐことができ、
上述した各信号光λ1 ～λn の波長の制御を容易に行なうことができる。
【０１１６】
これにより、図２に示すような波長多重（ＷＤＭ）伝送を行なう光伝送システム１０にお
いて、送信装置７における信号光を出力する際のプリエンファシスを長期的に安定化して
、各信号光間の伝送特性のばらつきを最小限に抑えることができるとともに、信号光の波
長の変化による光分岐挿入装置４の分岐挿入特性の変化を防いで、端局１～３間で信号光
の送受を正確に行なうことができる。
（ｂ４）その他
なお、図１２及び図１３に示す本発明の第１実施形態の変形例にかかる信号光出力装置７
Ａにおいては、各信号光λ1 ～λn のパワーの制御は制御回路３２－１～３２－ｎにより
行なわれているが、各ＰＤ３１－１～３１－ｎの後段にＡ／Ｄ変換器を設けて、ＣＰＵに
より行なうようにしてもよい。
（ｃ）光分岐挿入装置の説明
ここで、図２に示す光伝送システム１０に用いられる光分岐挿入装置４について詳細に説
明する。
【０１１７】
光分岐挿入装置４は、前述のごとく、複数の端局１～３を相互に接続した光伝送路５の分
岐点に設けられ、この光伝送路５を介してこれらの端局１～３から入力された所望の波長
の信号光を所望の端局１～３へ出力することにより、複数の端局間で信号光の伝送を行な
えるようにするものであり、図６に示すように、分岐部２１－１及び挿入部２１－２をそ
なえて構成されている。
【０１１８】
分岐部２１－１は、入力側光ファイバ２２－１から信号光が入力されると、入力された信
号光のうちの所望の波長の信号光については光ファイバ２２－３を介して挿入部２１－２
へ出力するとともに、入力された信号光のうちの所望の波長とは異なる他の波長の信号光
については分岐用出力側光ファイバ２２－４へ出力するものである。
【０１１９】
即ち、分岐部２１－１は、図７（ａ）に示すように、入力側光ファイバ２２－１からポー
ト１を通じて入力された信号光のうちの所望の波長の信号光については、ポート２を通じ
光ファイバ２２－３へ出力する帯域通過フィルタ（バンドパスフィルタ）として機能する
とともに、入力側光ファイバ２２－１からポート１を通じて入力された信号光のうちの所
望の波長とは異なる他の波長の信号光については、ポート３を通じて分岐用出力側光ファ
イバ２２－４へ出力する帯域阻止フィルタ（ノッチフィルタ）として機能する誘電体多層
膜フィルタで構成されている。なお、この誘電体多層膜フィルタについての詳細な説明は
後述する。
【０１２０】
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また、挿入部２１－２は、分岐用入力側光ファイバ２２－５から入力された信号光につい
ては、分岐部２１－１から光ファイバ２２－３を介して入力された信号光と合波して、出
力側光ファイバ２２－２へ出力するものである。
即ち、挿入部２１－２は、図７（ｂ）に示すように、光ファイバ２２－３からポート２を
通じて入力された信号光については、ポート１を通じて出力側光ファイバ２２－２へ出力
する帯域通過フィルタ（バンドパスフィルタ）として機能するとともに、分岐用入力側光
ファイバ２２－５からポート３を通じて入力された信号光については、ポート１を通じて
出力側光ファイバ２２－２へ出力する帯域阻止フィルタ（ノッチフィルタ）として機能す
る誘電体多層膜フィルタで構成されている。
【０１２１】
これにより、挿入部２１－２は、ポート２から入力された信号光とポート３から入力され
た信号光とを合波して、ポート１へ出力する光カプラとして機能するのである。
なお、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す誘電体多層膜フィルタは、それぞれ可逆特性を有
するものであるため、分岐部２１－１と挿入部２１－２とを同型の誘電体多層膜フィルタ
で構成することができる。
【０１２２】
このように光分岐挿入装置４が、誘電体多層膜フィルタを用いて構成されることにより、
１本の光ファイバにより伝送された複数の波長の信号光を波長により分岐したり、１本の
光ファイバにより伝送された複数の波長の信号光に所望の波長の信号光を挿入したりする
ことができるようになる。
このため、例えば図２０に示すような従来の光分岐挿入装置１０５，１０６では、各端局
間で光伝送路１０７が重複するように構成されていたのに対して、図６に示す光分岐挿入
装置４では、図２に示すように光伝送路５を各端局間で重複させずに簡素に構成すること
ができるのである。
【０１２３】
ここで、前述した誘電体多層膜フィルタについて説明する。
この誘電体多層膜フィルタは、図７（ａ），図７（ｂ）に示すような３ポート型の光フィ
ルタとして構成されており、図７（ａ）に示す誘電体多層膜フィルタは、ポート１とポー
ト２との間では、例えば図１０に示すような中心波長１５５８ｎｍの帯域通過フィルタの
波長特性を有するとともに、ポート１とポート３との間では、例えば図１１に示すような
中心波長１５５８ｎｍの帯域阻止フィルタの波長特性を有するものである。なお、図１０
，図１１は、信号光の波長とその波長における信号光の挿入損失との関係を示すものであ
る。
【０１２４】
この誘電体多層膜フィルタにポート１から信号光が入力されると、波長１５５８ｎｍの信
号光はポート２へ出力されるとともに、波長１５５８ｎｍ以外の信号光はポート３へ出力
されることにより、波長による信号光の分岐が行なわれる。なお、この誘電体多層膜フィ
ルタにおいては、信号光の挿入も同様に行なわれる。
【０１２５】
このような信号光の分岐及び挿入は、光カプラによっても行なうことが可能であるが、光
カプラは信号光の分岐及び挿入を行なう際の損失が大きいため、このような光カプラを用
いて光分岐挿入装置を構成すると、光分岐挿入装置を介して伝送される信号光の損失も大
きくなる。
そこで、光カプラより信号光の損失が小さいフィルタである誘電体多層膜フィルタを用い
て光分岐挿入装置４を構成することにより、光分岐挿入装置４を介して伝送される信号光
の損失を小さくしているのである。
【０１２６】
具体的には、誘電体多層膜フィルタは、図９に示すように、レンズ２４－１～２４－３及
び誘電体多層膜２５をそなえて構成されている。なお、２６は光ファイバである。
ここで、レンズ２４－１～２４－３は、信号光の集光性を高めるために光ファイバ２６に
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それぞれ装着されるコリメートレンズであり、誘電体多層膜２５は、入力された信号光の
波長により、信号光を透過する帯域通過フィルタとしての機能や、信号光を反射する帯域
阻止フィルタとしての機能を実際に有するものである。
【０１２７】
この誘電体多層膜フィルタ２３を、分岐部２１－１として用いた場合には、信号光をポー
ト１から入力し、分岐された信号光をポート３から出力し、分岐された信号光以外の信号
光をポート２から出力するようになっている。
また、この誘電体多層膜フィルタ２３を、挿入部２１－２として用いた場合には、信号光
をポート２から入力し、挿入される信号光をポート３から入力し、入力された信号光と挿
入された信号光とが合波された信号光をポート１から出力するようになっている。
【０１２８】
このときの信号光の分岐及び挿入にかかる動作を、更に図８を用いて説明する。
この図８に示すように、例えば入力側光ファイバ２２－１から分岐部２１－１のポート１
へ信号光λA1～λA6が入力されると、分岐部２１－１では、信号光λA2～λA5については
分岐部２１－１のポート２から光ファイバ２２－３へ出力し、信号光λA1，λA6について
は分岐して分岐部２１－１のポート３から分岐用出力側光ファイバ２２－４へ出力する。
【０１２９】
続いて、光ファイバ２２－３から挿入部２１－２のポート２へ信号光λA2～λA5が入力さ
れるとともに、分岐用入力側光ファイバ２２－５から挿入部２１－２のポート３へ挿入す
べき信号光λB1，λB6が入力されると、挿入部２１－２では、信号光λA2～λA5と信号光
λB1，λB6とを合波して挿入部２１－２のポート１から出力側光ファイバ２２－２へ出力
する。
【０１３０】
このようにして、誘電体多層膜フィルタ２３による信号光の分岐及び挿入が行なわれる。
上述の構成により、図６に示す光分岐挿入装置４においては、入力側光ファイバ２２－１
から信号光が入力されると、入力された信号光のうちの所望の波長の信号光については光
ファイバ２２－３及び挿入部２１－２を介して出力側光ファイバ２２－２へ出力するとと
もに、入力された信号光のうちの所望の波長とは異なる他の波長の信号光については分岐
用出力側光ファイバ２２－４へ出力する。
【０１３１】
また、分岐用入力側光ファイバ２２－５から入力された信号光については出力側光ファイ
バ２２－２へと出力する。
このように、図６に示す光分岐挿入装置４は、誘電体多層膜フィルタで構成された分岐部
２１－１及び挿入部２１－２をそなえるという簡素な構成により、信号光を伝送する際に
おける信号光の分岐や挿入を低損失且つ高精度に行なうことができる。
【０１３２】
また、光分岐挿入装置４においては、受動型の光フィルタである誘電体多層膜フィルタを
用いているため、電圧を印加しないで信号光の分岐及び挿入を行なうことができ、例えば
海底光通信を行なう光伝送システムにおいても安定に動作することができる。
（ｄ）受信装置の説明
図２に示す光伝送システム１０においては、前述のごとく、Ｂ局２及びＣ局３には受信装
置８が設けられているが、この受信装置８は、他の端局の送信装置７から送信された信号
光を受信して、受信した信号光を復調するものである。
【０１３３】
この受信装置８としては、例えばフィルタリング機能を有する光分波器と、この光分波器
から出力された複数の信号光についてそれぞれ復調処理を施す複数の信号光受信ユニット
とをそなえたものが使用される。
【０１３６】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明の信号光出力装置によれば、光合波部において合波された
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信号光における波長毎の信号光のパワー及び波長を制御するために、対応波長信号光増幅
用光増幅部の信号光出力を制御するとともに、対応波長信号光出力用信号光源に付設され
た光源温度調整部材を制御して対応波長信号光出力用信号光源の信号光波長を制御するこ
とにより、プリエンファシスにより設定された各信号光のパワーの比率を確実に制御しな
がら、各信号光の波長の変化を防ぐことができる利点がある。
【０１３７】
　また、本発明の信号光出力装置を有する光伝送システムによれば、信号光出力装置を複
数そなえるとともに、上記複数の信号光出力装置間を接続する光ファイバの分岐点に光分
岐挿入装置をそなえ、上記複数の信号光出力装置間で光分岐挿入装置を介して信号光の送
受を行なうように構成されることにより、信号光出力装置における信号光を出力する際の
プリエンファシスを長期的に安定化して、各信号光間の伝送特性のばらつきを最小限に抑
えることができるとともに、信号光の波長の変化による光分岐挿入装置の分岐挿入特性の
変化を防いで、複数の信号光出力装置間で信号光の送受を正確に行なうことができる利点
がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムの構
成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置の要部の構成を詳細に示すブロッ
ク図である。
【図４】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置における光スペクトラムアナライ
ザの構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置の動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図６】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムにお
ける光分岐挿入装置の構成を示すブロック図である。
【図７】（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される
光伝送システムにおける光分岐挿入装置に用いられる誘電体多層膜フィルタの動作を説明
するための図である。
【図８】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムにお
ける光分岐挿入装置に用いられる誘電体多層膜フィルタの動作を説明するための図である
。
【図９】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムにお
ける光分岐挿入装置に用いられる誘電体多層膜フィルタの構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムに
おける光分岐挿入装置に用いられる誘電体多層膜フィルタの有する波長特性を示す図であ
る。
【図１１】本発明の第１実施形態にかかる信号光出力装置が適用される光伝送システムに
おける光分岐挿入装置に用いられる誘電体多層膜フィルタの有する波長特性を示す図であ
る。
【図１２】本発明の第１実施形態の変形例にかかる信号光出力装置の構成を示すブロック
図である。
【図１３】本発明の第１実施形態の変形例にかかる信号光出力装置の要部の構成を詳細に
示すブロック図である。
【図１４】本発明の第２実施形態にかかる信号光出力装置の構成を示すブロック図である
。
【図１５】本発明の第２実施形態にかかる信号光出力装置の要部の構成を詳細に示すブロ
ック図である。
【図１６】本発明の第２実施形態にかかる信号光出力装置の動作を説明するためのフロー
チャートである。
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【図１７】本発明の第３実施形態にかかる信号光出力装置の構成を示すブロック図である
。
【図１８】本発明の第３実施形態にかかる信号光出力装置の要部の構成を詳細に示すブロ
ック図である。
【図１９】本発明の第３実施形態にかかる信号光出力装置の要部の構成を詳細に示すブロ
ック図である。
【図２０】従来の光伝送システムの構成を示す図である。
【図２１】（ａ），（ｂ）は、プリエンファシスを行なわずに信号光を伝送したときの光
スペクトルの一例を示す図である。
【図２２】（ａ），（ｂ）は、プリエンファシスを行なって信号光を伝送したときの光ス
ペクトルの一例を示す図である。
【符号の説明】
１　Ａ局（端局）
２　Ｂ局（端局）
３　Ｃ局（端局）
４　光分岐挿入装置
５　光伝送路
６　光増幅器
７，７Ａ～７Ｃ　信号光出力装置（送信装置）
８　受信装置
１０　光伝送システム
１１－１～１１－ｎ　レーザダイオード（ＬＤ；信号光源）
１２－１～１２－ｎ　変調器
１３－１～１３－ｎ　スクランブラ（ＳＣＲ）
１４－１～１４－ｎ　ポストアンプ（光増幅部）
１４ａ　エルビウムドープファイバ（ＥＤＦ）
１４ｂ　光アイソレータ
１４ｃ　光カプラ
１４ｄ　ポンプレーザダイオード（ポンプＬＤ）
１４ｆ　トランジスタ
１４ｆ－１　ベース
１４ｆ－２　エミッタ
１４ｆ－３　コレクタ
１４ｅ，１４ｇ　抵抗
１５－１～１５－ｎ　信号光出力ユニット
１６　合波器（光合波部）
１７　カプラ（１０：１カプラ）
１８　光スペクトラムアナライザ（光スペクトル分析器；信号光パワー検出部）
１８ａ　モノクロメータ
１８ｂ　フォトダイオード
１８ｃ　トランスインピーダンス増幅器
１８ｄ　ディスプレイ
１８ｅ　制御部
１８ｆ　電流源
１９　中央処理装置（ＣＰＵ；信号光出力制御手段）
１９′中央処理装置（ＣＰＵ；信号光波長制御手段）
１９′′　中央処理装置（ＣＰＵ）
１９ａ，１９ａ′，１９ａ′′　メモリ
１９ｂ　信号光パワー比較判定部（信号光パワー比較判定手段）
１９ｃ　ポストアンプ制御部
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１９ｄ　信号光波長比較判定部（信号光波長比較判定手段）
１９ｅ　ＬＤ制御部
２０－１～２０－ｎ　Ｄ／Ａ変換器
２１－１　分岐部
２１－２　挿入部
２２－１～２２－５　光ファイバ
２３　誘電体多層膜フィルタ
２４－１～２４－３　レンズ
２５　誘電体多層膜
２６　光ファイバ
３０　分波器
３１－１～３１－ｎ　フォトダイオード（ＰＤ）
３２　制御部
３２－１～３２－ｎ　制御回路
３３　抵抗
３４ａ　演算増幅器（ＯＰアンプ）
３４ｂ，３４ｃ　抵抗
３４ｄ　可変電圧源
３５－１～３５－ｎ　Ｄ／Ａ変換器
３６－１～３６－ｎ　ＬＤ温度調整部材（光源温度調整部材）
３７　ペルチエ素子作動回路
３７ａ　トランジスタ
３７ａ－１　ベース
３７ａ－２　エミッタ
３７ａ－３　コレクタ
３７ｂ　トランジスタ
３７ｂ－１　ベース
３７ａ－２　エミッタ
３７ｂ－３　コレクタ
３８　ペルチエ素子
１００　光伝送システム
１０１　Ａ局
１０２　Ｂ局
１０３　Ｃ局
１０４　Ｄ局
１０５，１０６　光分岐挿入装置
１０７　光伝送路
１０８　光増幅器
１０９　送信装置
１１０　受信装置
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