
JP 5370133 B2 2013.12.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された信号光を局発光に基づいて分離し、分離した各信号光を電気信号に変換する
光フロントエンドと、
　前記光フロントエンドによって変換された各信号をデジタル信号に変換するデジタル変
換部と、
　前記デジタル変換部によって変換された各信号間の周波数特性差を小さくする周波数特
性差改善部と、
　前記周波数特性差改善部によって周波数特性差が小さくされた各信号を識別する識別部
と、
　を備えることを特徴とする光受信機。
【請求項２】
　前記デジタル変換部によって変換された各信号に対して、前記信号光と前記局発光との
間の周波数ずれを小さくする周波数ずれ改善部と、
　前記周波数ずれ改善部によって周波数ずれが小さくされた各信号に基づいて前記周波数
特性差を算出する算出部と、を備え、
　前記周波数特性差改善部は、前記算出部によって算出された周波数特性差に基づいて前
記各信号間の周波数特性差を小さくすることを特徴とする請求項１に記載の光受信機。
【請求項３】
　前記周波数特性差改善部によって周波数特性差が小さくされた各信号の分散を小さくす
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る分散改善部を備え、
　前記周波数ずれ改善部は、前記分散改善部によって分散が小さくされた各信号の前記周
波数ずれを推定して周波数ずれを小さくすることを特徴とする請求項２に記載の光受信機
。
【請求項４】
　前記周波数特性差改善部および前記分散改善部は、一つのフィルタおよび前記フィルタ
のフィルタ係数を制御する制御部によって実現されることを特徴とする請求項３に記載の
光受信機。
【請求項５】
　前記信号光の分散を推定する分散推定部を備え、
　前記制御部は、前記算出部によって算出された周波数特性差と、前記分散推定部によっ
て推定された分散と、に基づいて前記フィルタ係数を制御することを特徴とする請求項４
に記載の光受信機。
【請求項６】
　前記信号光のスキューを推定するスキュー推定部を備え、
　前記制御部は、前記周波数特性差と、前記分散と、前記スキュー推定部によって推定さ
れたスキューと、に基づいて前記フィルタ係数を制御することを特徴とする請求項５に記
載の光受信機。
【請求項７】
　入力された信号光を局発光に基づいて分離し、分離した各信号光を電気信号に変換し、
変換した各信号をデジタル信号に変換する光受信機の受信方法において、
　前記デジタル信号に変換された各信号間の周波数特性差を小さくする周波数特性差改善
工程と、
　前記周波数特性差改善工程によって周波数特性差が小さくされた各信号を識別する識別
工程と、
　を含むことを特徴とする受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号光を受信する光受信機および受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、信号光を受信する光受信機において、デジタルコヒーレント受信に関する技術の
研究開発が進められている（たとえば、下記非特許文献１参照。）。デジタルコヒーレン
ト受信においては、信号光の強度や位相などの物理特性をＡＤＣ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によってデジタル信号に変換し、変換したデジタル信号
を演算することによって信号光のデータを識別する。
【０００３】
　デジタルコヒーレント受信は、従来の直接検波方式と異なり、光電場の振幅と位相の両
方の情報を電気信号として取得するため、電気的な等化フィルタによって信号の歪みを補
償できるという利点を有する。また、デジタルコヒーレント受信は、コヒーレント受信お
よびデジタル信号処理により、受信機の高感度化および高雑音耐力化が可能である。
【０００４】
　デジタルコヒーレント受信を用いる場合の信号光の変調方式には、たとえば、差動四位
相変調（ＤＱＰＳＫ：Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　
Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）や、直交振幅変調（ＱＡＭ：Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐ
ｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）などの多値位相変調（ＭＰＳＫ：Ｍｕｌｔｉ－ａ
ｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００５】
【非特許文献１】Ａｌｃａｔｅｌ－Ｌｕｃｅｎｔ，Ｂｅｌｌ－Ｌａｂｓ　Ｆｒａｎｃｅ，
Ｃｅｎｔｒｅ　ｄｅ　Ｖｉｌｌａｒｃｅａｕｘ，Ｒｏｕｔｅ　ｄｅ　Ｖｉｌｌｅｊｕｓｔ
、“Ｃｏｈｅｒｅｎｔ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｄｉｇ
ｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｆｏｒ　ｆｉｂｅｒ　ｏｐｔｉｃｓ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ”、２００８年１２月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術では、信号光をチャネルごとに分離して光電変換する
光フロントエンドにおいてチャネルごとの各信号間に周波数特性差が生じる。このため、
信号を精度よく受信することができないという問題がある。特に、近年における信号光の
高速化に伴い、周波数特性差による受信精度の低下が無視できなくなっている。
【０００７】
　チャネルごとの各信号間の周波数特性差は、たとえば光フロントエンドのアナログ領域
における製造ばらつきによって生じる。これに対して、高性能な光フロントエンドを用い
て広帯域化することで受信精度を向上させることも考えられるが、光受信機のコストが増
大するという問題がある。
【０００８】
　開示の光受信機および受信方法は、上述した問題点を解消するものであり、信号を精度
よく受信することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、開示技術は、入力された信号光を局発光
に基づいてチャネルごとに分離し、分離した各信号光を電気信号に変換し、変換された各
信号をデジタル信号に変換し、変換された各信号間の周波数特性差を小さくし、周波数特
性差を小さくされた各信号を識別することを要件とする。
【発明の効果】
【００１０】
　開示の光受信機および受信方法によれば、信号を精度よく受信することができるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１にかかる光受信機を示すブロック図である。
【図２】図１に示した光フロントエンドの具体例を示すブロック図である。
【図３】図１に示した周波数特性差補償部の具体例を示すブロック図である。
【図４】図１に示した光受信機の変形例を示すブロック図である。
【図５】図４に示した周波数特性差補償部を示すブロック図である。
【図６】実施の形態２にかかる光受信機を示すブロック図である。
【図７】図６に示した光受信機の変形例を示すブロック図である。
【図８－１】光フロントエンドから出力される信号を示すグラフである。
【図８－２】周波数特性差補償部から出力される信号を示すグラフである。
【図９】実施の形態３にかかる光受信機を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照して、開示の光受信機および受信方法の好適な実施の形態を詳細
に説明する。開示の光受信機および受信方法は、信号光と局発光との周波数ずれを補償し
た各信号を用いることで、チャネルごとの各信号間の周波数特性差を精度よく算出して補
償し、信号を精度よく受信する。
【００１３】
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（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる光受信機を示すブロック図である。図１に示すように、
実施の形態１にかかる光受信機１００は、局発光源１１１と、光フロントエンド１１２と
、ＡＤＣ１２０（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）と、フロントエ
ンド誤差補償部１３０と、固定イコライザ１４１と、適応イコライザ１４２と、周波数ず
れ推定／補償部１４３と、搬送波位相リカバリ部１４４と、識別部１５０と、を備えてい
る。光受信機１００は、伝送路１０を介して送信された信号光を受信する。光受信機１０
０が受信する信号光には複数のチャネル（たとえばＩ，Ｑチャネル）が含まれている。
【００１４】
　局発光源１１１は、局発光を生成して光フロントエンド１１２へ出力する。光フロント
エンド１１２には、伝送路１０からの信号光と、局発光源１１１からの局発光と、が入力
される。光フロントエンド１１２は、入力された信号光を局発光に基づいてチャネルごと
に分離する。また、光フロントエンド１１２は、チャネルごとに分離した各信号を光電変
換し、電気信号に変換したチャネルごとの各信号をＡＤＣ１２０へ出力する。
【００１５】
　ＡＤＣ１２０（デジタル変換部）は、光フロントエンド１１２から出力されたチャネル
ごとの各信号をデジタル信号に変換する。ＡＤＣ１２０は、デジタル信号に変換した各信
号をフロントエンド誤差補償部１３０へ出力する。
【００１６】
　フロントエンド誤差補償部１３０は、ＡＤＣ１２０から出力されたチャネルごとの各信
号に対して、光フロントエンド１１２において生じたチャネル間の誤差を補償する。具体
的には、フロントエンド誤差補償部１３０は、スキュー補償部１３１と、周波数特性差補
償部１３２と、を備えている。スキュー補償部１３１は、ＡＤＣ１２０から出力されたチ
ャネルごとの各信号間のスキューを補償する。スキュー補償部１３１は、スキューを補償
した各信号を周波数特性差補償部１３２へ出力する。
【００１７】
　周波数特性差補償部１３２は、スキュー補償部１３１から出力されたチャネルごとの各
信号の周波数特性差を補償する周波数特性差改善部である。具体的には、周波数特性差補
償部１３２は、周波数ずれ推定／補償部１４３から出力された周波数ずれ推定値に基づい
て、チャネルごとの各信号間の周波数特性差を補償する。ただし、周波数特性差補償部１
３２は、周波数特性差を完全に補償するものに限らず、周波数特性差を小さくするもので
もよい。周波数特性差補償部１３２は、周波数特性差を補償した各信号を固定イコライザ
１４１へ出力する。
【００１８】
　固定イコライザ１４１は、フロントエンド誤差補償部１３０から出力されたチャネルご
との各信号における分散を固定のフィルタ係数により補償し、分散を補償した各信号を適
応イコライザ１４２へ出力する分散改善部である。適応イコライザ１４２は、固定イコラ
イザ１４１から出力されたチャネルごとの各信号における分散を可変のフィルタ係数によ
って補償し、分散を補償した各信号を周波数ずれ推定／補償部１４３へ出力する分散改善
部である。ただし、固定イコライザ１４１および適応イコライザ１４２は、分散を完全に
補償するものに限らず、分散を小さくするものでもよい。
【００１９】
　周波数ずれ推定／補償部１４３は、適応イコライザ１４２から出力されたチャネルごと
の各信号の周波数ずれを推定し、周波数ずれ推定値に基づいて各信号の周波数ずれを補償
する周波数ずれ改善部である。周波数ずれ推定／補償部１４３が推定して補償する周波数
ずれは、光フロントエンド１１２へ入力された信号光と局発光源１１１から出る局発光と
の間の周波数ずれである。ただし、周波数ずれ推定／補償部１４３は、周波数ずれを完全
に補償するものに限らず、周波数ずれを小さくするものでもよい。周波数ずれ推定／補償
部１４３は、周波数ずれを補償した各信号を搬送波位相リカバリ部１４４へ出力する。ま
た、周波数ずれ推定／補償部１４３は、周波数ずれ推定値をフロントエンド誤差補償部１
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３０へ出力する。
【００２０】
　搬送波位相リカバリ部１４４は、周波数ずれ推定／補償部１４３から出力されたチャネ
ルごとの各信号に対して搬送波位相リカバリの処理を行い、処理を行った各信号を識別部
１５０へ出力する。識別部１５０は、搬送波位相リカバリ部１４４から出力された各信号
の識別処理を行い、識別結果を後段へ出力する。
【００２１】
　図２は、図１に示した光フロントエンドの具体例を示すブロック図である。図２に示す
ように、光フロントエンド１１２は、分岐部２１０，２２１と、位相シフタ２２２と、合
波部２３１，２３２と、光電変換部２４１，２４２（ＰＤ：Ｐｈｏｔｏ　Ｄｅｔｅｃｔｏ
ｒ）と、増幅器２５１，２５２（ＴＩＡ：ＴｒａｎｓＩｍｐｅｄａｎｃｅ　Ａｍｐｌｉｆ
ｉｅｒ）と、を備えている。光フロントエンド１１２へ入力される信号光を信号光ｒ（ｔ
）とする。ｔは時間を表している。また、光フロントエンド１１２へ入力される局発光を
局発光ＸＬＯ（ｔ）＝ｃｏｓ（２πｆｃｔ）とする。ｆｃは局発光の周波数を表している
。
【００２２】
　分岐部２１０は、光フロントエンド１１２へ入力された信号光ｒ（ｔ）を分岐してそれ
ぞれ合波部２３１，２３２へ出力する。分岐部２２１は、光フロントエンド１１２へ入力
された局発光ＸＬＯ（ｔ）を分岐してそれぞれ合波部２３１および位相シフタ２２２へ出
力する。位相シフタ２２２は、分岐部２２１から出力された局発光の位相をπ／２シフト
させ、位相をシフトさせた局発光を合波部２３２へ出力する。
【００２３】
　合波部２３１は、分岐部２１０から出力された信号光ｒ（ｔ）に、分岐部２２１から出
力された局発光ＸＬＯ（ｔ）を合波する。これにより、信号光に含まれるＩチャネルの信
号ＸＩ（ｔ）を抽出することができる。合波部２３１は、抽出した信号ＸＩ（ｔ）を光電
変換部２４１へ出力する。合波部２３２は、分岐部２１０から出力された信号光ｒ（ｔ）
に、位相シフタ２２２から出力された局発光ＸＬＯ（ｔ）を合波する。これにより、信号
光に含まれるＱチャネルの信号ＸＱ（ｔ）を抽出することができる。合波部２３２は、抽
出した信号ＸＱ（ｔ）を光電変換部２４２へ出力する。
【００２４】
　光電変換部２４１は、合波部２３１から出力されたＩチャネルの信号ＸＩ（ｔ）を電気
信号に変換して増幅器２５１へ出力する。光電変換部２４２は、合波部２３２から出力さ
れたＱチャネルの信号ＸＱ（ｔ）を電気信号に変換して増幅器２５２へ出力する。
【００２５】
　増幅器２５１は、光電変換部２４１から出力されたＩチャネルの信号を増幅してＡＤＣ
１２０（図１参照）へ出力する。増幅器２５１から出力されたＩチャネルの信号を信号Ｘ

Ｉ’（ｔ）とする。増幅器２５２は、光電変換部２４２から出力されたＱチャネルの信号
を増幅してＡＤＣ１２０（図１参照）へ出力する。増幅器２５２から出力されたＱチャネ
ルの信号を信号ＸＱ’（ｔ）とする。
【００２６】
　周波数特性ＨＩ（ｆ）は、光フロントエンド１１２においてＩチャネルの信号に生じる
周波数特性である。周波数特性ＨＩ（ｆ）は、たとえば、光フロントエンド１１２の光電
変換部２４１、増幅器２５１および電気配線などによって生じる。周波数特性ＨＱ（ｆ）
は、光フロントエンド１１２においてＱチャネルの信号に生じる周波数特性である。周波
数特性ＨＱ（ｆ）は、たとえば、光フロントエンド１１２の光電変換部２４２、増幅器２
５２および電気配線などによって生じる。周波数特性ＨＩ（ｆ）と周波数特性ＨＱ（ｆ）
は、光フロントエンド１１２の製造ばらつきなどによる差を有する。
【００２７】
　図３は、図１に示した周波数特性差補償部の具体例を示すブロック図である。図３に示
すように、周波数特性差補償部１３２は、周波数特性差算出部３１０と、フィルタ３２１
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，３２２と、を備えている。周波数特性差補償部１３２には、スキュー補償部１３１から
出力されたＩチャネルの信号ＸＩ（ｔ）およびＱチャネルの信号ＸＱ（ｔ）が入力される
。周波数特性差算出部３１０は、周波数ずれ補償部３１１と、スペクトラム推定部３１２
と、分離部３１３と、平均化部３１４と、を備えている。
【００２８】
　周波数ずれ補償部３１１は、周波数特性差補償部１３２へ入力された信号ＸＩ（ｔ）お
よび信号ＸＱ（ｔ）の周波数ずれを、周波数ずれ推定／補償部１４３から出力された周波
数ずれ推定値に基づいて補償する。周波数ずれ補償部３１１は、周波数ずれを補償した信
号ＸＩ（ｔ）および信号ＸＱ（ｔ）をスペクトラム推定部３１２へ出力する。
【００２９】
　スペクトラム推定部３１２は、周波数ずれ補償部３１１から出力された信号ＸＩ（ｔ）
および信号ＸＱ（ｔ）のスペクトラムを推定する。スペクトラム推定部３１２は、推定し
たスペクトラムを分離部３１３へ出力する。分離部３１３は、スペクトラム推定部３１２
から出力されたスペクトラムに基づいて、チャネルごとの各信号の比を算出する。分離部
３１３は、算出した比を平均化部３１４へ出力する。
【００３０】
　平均化部３１４は、分離部３１３から出力された比を平均化する。これにより、チャネ
ルごとの各信号間の周波数特性差を算出することができる。平均化部３１４は、算出した
周波数特性差をフィルタ３２１，３２２へ出力する。
【００３１】
　フィルタ３２１は、周波数特性差補償部１３２へ入力されたＩチャネルの信号ＸＩ（ｔ
）をフィルタ係数ＬＩ（ｆ）によって補正して固定イコライザ１４１へ出力する。具体的
には、フィルタ３２１は、平均化部３１４から出力された周波数特性差に基づいてフィル
タ係数ＬＩ（ｆ）を算出する。フィルタ３２２は、周波数特性差補償部１３２へ入力され
たＱチャネルの信号ＸＱ（ｔ）をフィルタ係数ＬＱ（ｆ）によって補正して固定イコライ
ザ１４１へ出力する。具体的には、フィルタ３２２は、平均化部３１４から出力された周
波数特性差に基づいてフィルタ係数ＬＱ（ｆ）を算出する。
【００３２】
　光フロントエンド１１２へ入力される信号光を信号光ｘ（ｔ）とし、信号光ｘ（ｔ）に
含まれるＩチャネルの成分を信号光ｘＩ（ｔ）、信号光ｘ（ｔ）に含まれるＱチャネルの
成分を信号光ｊｘＱ（ｔ）とする。この場合は、信号光ｘ（ｔ）は、たとえば下記（１）
式によって示すことができる。
【００３３】
　　ｘ（ｔ）＝ｘＩ（ｔ）＋ｊｘＱ（ｔ）　　　…（１）
【００３４】
　光フロントエンド１１２から出力される信号を信号ｘ’（ｔ）とし、信号ｘ’（ｔ）に
含まれるＩチャネルの成分を信号ｘ’Ｉ（ｔ）、信号ｘ（ｔ）に含まれるＱチャネルの成
分を信号ｊｘ’Ｑ（ｔ）とする。この場合は、信号ｘ’（ｔ）はたとえば下記（２）式に
よって示すことができる。
【００３５】
　　ｘ’（ｔ）＝ｘ’Ｉ（ｔ）＋ｊｘ’Ｑ（ｔ）　　　…（２）
【００３６】
　信号光ｘ（ｔ）をフーリエ変換した信号Ｆ（ｘ（ｔ））は、たとえば下記（３）式によ
って示すことができる。また、信号ｘ（ｔ）の共役複素数信号ｘ＊（ｔ）をフーリエ変換
した信号Ｆ（ｘ＊（ｔ））は、たとえば下記（４）式によって示すことができる。
【００３７】
　　Ｆ（ｘ（ｔ））＝Ｘ（ｆ）
　　　　　　　　　＝ＸＩ（ｆ）＋ｊＸＱ（ｆ）　　　…（３）
【００３８】
　　Ｆ（ｘ＊（ｔ））＝Ｘ＊（ｆ）
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　　　　　　　　　　＝ＸＩ（ｆ）－ｊＸＱ（ｆ）　　　…（４）
【００３９】
　上記（３）式および（４）式により、ＸＩ（ｆ）は下記（５）式によって示すことがで
きる。また、ＸＱ（ｆ）は下記（６）式によって示すことができる。
【００４０】
【数１】

【００４１】
【数２】

【００４２】
　上記（５）式および（６）式により、信号ｘ’（ｔ）をフーリエ変換した信号Ｆ（ｘ’
（ｔ））は、たとえば下記（７）式によって示すことができる。
【００４３】
【数３】

【００４４】
　上記（７）式の第一項は、光フロントエンド１１２から出力されるチャネルごとの各信
号の信号成分を示している。上記（７）式の第二項は、光フロントエンド１１２から出力
される各信号における、各信号の周波数特性差（ＨＩ（ｆ）－ＨＱ（ｆ））によるノイズ
成分を示している。したがって、各信号の周波数特性差を補償すれば、ＨＩ（ｆ）＝ＨＱ

（ｆ）となってノイズ成分を除去することができる。
【００４５】
　光フロントエンド１１２から出力されるＩチャネルの信号は、光フロントエンド１１２
へ入力されるＩチャネルの信号ＸＩ（ｆ）に対して周波数特性ＨＩ（ｆ）が与えられた信
号であるため、信号ＨＩ（ｆ）ＸＩ（ｆ）のように表すことができる。また、光フロント
エンド１１２から出力されるＱチャネルの信号は、光フロントエンド１１２へ入力される
Ｑチャネルの信号ＸＱ（ｆ）に対して周波数特性ＨＱ（ｆ）が与えられた信号であるため
、信号ＨＱ（ｆ）ＸＱ（ｆ）のように表すことができる。
【００４６】
　スペクトラム推定部３１２は、信号ＨＩ（ｆ）ＸＩ（ｆ）および信号ＨＱ（ｆ）ＸＱ（
ｆ）を推定する。分離部３１３は、スペクトラム推定部３１２によって推定された信号Ｈ

Ｉ（ｆ）ＸＩ（ｆ）および信号ＨＱ（ｆ）ＸＱ（ｆ）の比を算出する。平均化部３１４は
、分離部３１３によって算出された比の平均値を算出する。したがって、平均化部３１４
によって算出される周波数特性差Ａ（ｆ）は、下記（８）式によって示すことができる。
【００４７】
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【数４】

【００４８】
　フィルタ３２１は、平均化部３１４によって算出される周波数特性差Ａ（ｆ）に基づい
て、たとえば下記（９）式に示すフィルタ係数ＬＩ（ｆ）によってＩチャネルの信号ＸＩ

（ｔ）を補正する。また、フィルタ３２２は、平均化部３１４によって算出される周波数
特性差Ａ（ｆ）に基づいて、たとえば下記（１０）式に示すフィルタ係数ＬＱ（ｆ）によ
ってＱチャネルの信号ＸＱ（ｔ）を補正する。
【００４９】
【数５】

【００５０】
【数６】

【００５１】
　したがって、周波数特性差補償部１３２から出力される信号ｘ”（ｔ）をフーリエ変換
した信号Ｆ（ｘ”（ｔ））は、たとえば下記（１１）式によって示すことができる。
【００５２】
【数７】

【００５３】
　上記（７）式および（１１）式を比較すると、各信号の周波数特性差（ＨＩ（ｆ）－Ｈ

Ｑ（ｆ））によるノイズ成分が周波数特性差補償部１３２によって除去されていることが
分かる。このように、周波数特性差算出部３１０によって算出された周波数特性差Ａ（ｆ
）に基づいてフィルタ３２１，３２２の各フィルタ係数を設定することで、チャネル間の
周波数特性差によるノイズ成分を除去することができる。
【００５４】
　なお、フィルタ３２１，３２２を通過する各信号に対して、光フロントエンド１１２に
おいて発生する周波数特性差の変動は低速である。このため、周波数特性差算出部３１０
の動作は、フィルタ３２１，３２２を通過する各信号に完全に追従していなくてもよい。
【００５５】
　図４は、図１に示した光受信機の変形例を示すブロック図である。図４において、図１
に示した構成と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。図４に示すよ
うに、光受信機１００の周波数ずれ推定／補償部１４３は、周波数ずれを補償したチャネ
ルごとの各信号を搬送波位相リカバリ部１４４およびフロントエンド誤差補償部１３０の
それぞれへ出力するようにしてもよい。
【００５６】
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　この場合は、周波数ずれ推定／補償部１４３は、周波数ずれ推定値をフロントエンド誤
差補償部１３０へ出力しなくてもよい。周波数特性差補償部１３２は、周波数ずれ推定／
補償部１４３から出力されたチャネルごとの各信号に基づいて、スキュー補償部１３１か
ら出力されたチャネルごとの各信号の周波数特性差を補償する（図５参照）。
【００５７】
　図５は、図４に示した周波数特性差補償部を示すブロック図である。図５において、図
３に示した構成と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。図５に示す
ように、図４に示した周波数特性差補償部１３２においては、周波数ずれ補償部３１１（
図３参照）を省いた構成にしてもよい。
【００５８】
　周波数特性差算出部３１０のスペクトラム推定部３１２には、周波数ずれ推定／補償部
１４３から出力されたチャネルごとの各信号が入力される。周波数ずれ推定／補償部１４
３から出力された各信号は、周波数ずれ推定／補償部１４３によって周波数ずれが補償さ
れている。このため、周波数ずれ補償部３１１を省いた構成にしても、周波数特性差算出
部３１０においてチャネル間の周波数特性差を精度よく算出することができる。
【００５９】
　このように、実施の形態１にかかる光受信機１００によれば、チャネルごとの各信号間
の周波数特性差を補償することで周波数特性差に起因するノイズを除去し、識別部１５０
による識別の精度を向上させることができる。このため、信号を精度よく受信することが
できる。また、光受信機１００によれば、信号光と局発光との周波数ずれを補償した各チ
ャネルの信号を用いることで、チャネル間の周波数特性差を精度よく算出して補償するこ
とができる。このため、信号をさらに精度よく受信することができる。
【００６０】
　また、固定イコライザ１４１および適応イコライザ１４２（分散補償部）は、周波数特
性差補償部１３２の後段に配置され、周波数特性差補償部１３２によって周波数特性差が
補償された各信号の分散を補償する。これにより、固定イコライザ１４１および適応イコ
ライザ１４２において発生するペナルティを低減することができる。このため、信号をさ
らに精度よく受信することができる。
【００６１】
　また、周波数ずれ推定／補償部１４３は、固定イコライザ１４１および適応イコライザ
１４２（分散補償部）の後段に配置され、固定イコライザ１４１および適応イコライザ１
４２によって分散を補償された各信号の周波数ずれを推定する。これにより、周波数ずれ
推定／補償部１４３において周波数ずれを精度よく推定することができる。したがって、
チャネルごとの各信号の周波数ずれを精度よく補償し、周波数特性差補償部１３２におい
てチャネルごとの各信号の周波数特性差を精度よく補償することができる。このため、信
号をさらに精度よく受信することができる。
【００６２】
　また、光受信機１００によれば、周波数ずれ推定／補償部１４３によるチャネル間の周
波数ずれ推定値、または周波数ずれ推定／補償部１４３によって周波数ずれが補償された
各信号を用いて周波数特性差を算出して補償することができる。これにより、回路規模を
大幅に増大させなくても受信精度を向上させることができる。
【００６３】
　また、光受信機１００によれば、チャネルごとの各信号の周波数特性差を補償すること
で、光フロントエンド１１２に高性能な光フロントエンドを用いなくても受信精度を向上
させることができる。このため、光受信機１００のコストの増大を抑えることができる。
【００６４】
（実施の形態２）
　図６は、実施の形態２にかかる光受信機を示すブロック図である。図６において、図１
または図３に示した構成と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。実
施の形態２にかかる光受信機１００は、図１に示したスキュー補償部１３１、周波数特性
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差補償部１３２および固定イコライザ１４１に代えて信号歪みイコライザ６１０、ＧＶＤ
推定部６２０、スキュー推定部６３０およびコヒーレント制御部６４０を備えている。
【００６５】
　信号歪みイコライザ６１０は、設定されたフィルタ係数によって、ＡＤＣ１２０から出
力されたチャネルごとの各信号を補正する。信号歪みイコライザ６１０のフィルタ係数は
、コヒーレント制御部６４０によって制御される。信号歪みイコライザ６１０は、補正し
た各信号を適応イコライザ１４２へ出力する。適応イコライザ１４２は、信号歪みイコラ
イザ６１０から出力されたチャネルごとの各信号の分散を補償する。
【００６６】
　ＧＶＤ推定部６２０（Ｇｒｏｕｐ－Ｖｅｌｏｃｉｔｙ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ）は、光
フロントエンド１１２によって受信された信号光の分散（ＧＶＤ）を推定する。ＧＶＤ推
定部６２０は、推定した分散をコヒーレント制御部６４０へ出力する。スキュー推定部６
３０は、光フロントエンド１１２によって受信された信号光のスキュー（位相ずれ）を推
定する。スキュー推定部６３０は、推定したスキューをコヒーレント制御部６４０へ出力
する。周波数特性差算出部３１０の平均化部３１４は、算出した周波数特性差をコヒーレ
ント制御部６４０へ出力する。
【００６７】
　コヒーレント制御部６４０は、周波数特性差算出部３１０から出力された周波数特性差
と、ＧＶＤ推定部６２０から出力された分散と、スキュー推定部６３０から出力されたス
キューと、に基づくフィルタ係数を信号歪みイコライザ６１０に設定する。たとえば、コ
ヒーレント制御部６４０は、周波数特性差の逆特性と、分散の逆特性と、スキューの逆特
性と、を重ね合わせたフィルタ係数を算出する。
【００６８】
　コヒーレント制御部６４０は、算出したフィルタ係数を信号歪みイコライザ６１０に設
定する。これにより、信号歪みイコライザ６１０において、ＡＤＣ１２０から出力された
各信号の周波数特性差、分散およびスキューを補償することができる。
【００６９】
　図７は、図６に示した光受信機の変形例を示すブロック図である。図７において、図６
に示した構成と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。図７に示すよ
うに、光受信機１００の周波数ずれ推定／補償部１４３は、周波数ずれを補償したチャネ
ルごとの各信号を搬送波位相リカバリ部１４４および周波数特性差算出部３１０のそれぞ
れへ出力するようにしてもよい。
【００７０】
　この場合は、周波数ずれ推定／補償部１４３は、周波数ずれ推定値を周波数特性差算出
部３１０へ出力しなくてもよい。周波数特性差算出部３１０は、周波数ずれ推定／補償部
１４３から出力されたチャネルごとの各信号に基づいて、チャネルごとの各信号の周波数
特性差を算出する。具体的には、周波数特性差補償部１３２は、周波数ずれ補償部３１１
（図６参照）を省いた構成にしてもよい。
【００７１】
　周波数特性差算出部３１０のスペクトラム推定部３１２には、周波数ずれ推定／補償部
１４３から出力されたチャネルごとの各信号が入力される。周波数ずれ推定／補償部１４
３から出力された各信号は、周波数ずれ推定／補償部１４３によって周波数ずれが補償さ
れている。このため、周波数ずれ補償部３１１を省いた構成にしても、周波数特性差算出
部３１０においてチャネル間の周波数特性差を精度よく算出することができる。
【００７２】
　このように、実施の形態２にかかる光受信機１００によれば、周波数特性差補償部１３
２および固定イコライザ１４１（たとえば図１参照）を、信号歪みイコライザ６１０およ
びコヒーレント制御部６４０によって実現することができる。これにより、光受信機１０
０の構成を簡単にすることができる。また、スキュー補償部１３１（たとえば図１参照）
も信号歪みイコライザ６１０およびコヒーレント制御部６４０によって実現することがで
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きる。これにより、光受信機１００の構成をさらに簡単にすることができる。
【００７３】
（ノイズの除去について）
　図８－１は、光フロントエンドから出力される信号を示すグラフである。図８－１の信
号成分８０１は、光フロントエンド１１２から出力された信号Ｘ’（ｆ）の信号成分を示
している。ノイズ成分８０２は、光フロントエンド１１２から出力された信号Ｘ’（ｆ）
における、周波数特性差に起因するノイズ成分を示している。光フロントエンド１１２か
ら出力されたチャネルごとの各信号は、光フロントエンド１１２において生じた周波数特
性差を有するためノイズ成分８０２が大きくなる。
【００７４】
　図８－２は、周波数特性差補償部から出力される信号を示すグラフである。図８－２の
信号成分８０１は、周波数特性差補償部１３２から出力された信号Ｘ”（ｆ）の信号成分
を示している。ノイズ成分８０２は、周波数特性差補償部１３２から出力された信号Ｘ”
（ｆ）における、周波数特性差に起因するノイズ成分を示している。周波数特性差補償部
１３２から出力された信号Ｘ”（ｆ）は、光フロントエンド１１２において生じた周波数
特性差が補償されているため、図８－２に示すようにノイズ成分８０２が小さくなる。
【００７５】
　このように、上述した各実施の形態においては、光フロントエンド１１２において生じ
た周波数特性差を周波数特性差補償部１３２や信号歪みイコライザ６１０によって補償す
ることでノイズ成分８０２を低減することができる。このため、識別部１５０において信
号を精度よく識別し、信号を精度よく受信することができる。
【００７６】
（実施の形態３）
　図９は、実施の形態３にかかる光受信機を示すブロック図である。図９において、図６
に示した構成と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。図９に示すよ
うに、実施の形態３にかかる光受信機１００は、図６に示した周波数特性差算出部３１０
に代えて信号品質モニタ９１０を備えている。信号品質モニタ９１０は、搬送波位相リカ
バリ部１４４から出力されたチャネルごとの各信号の品質をモニタする。
【００７７】
　信号品質モニタ９１０は、モニタした信号品質をコヒーレント制御部６４０へ出力する
。コヒーレント制御部６４０は、信号品質モニタ９１０から出力された信号品質が最大に
なるように信号歪みイコライザ６１０のフィルタ係数を制御する。これにより、チャネル
ごとの各信号間における、スキュー、周波数特性差、分散などを補償することができる。
【００７８】
　また、コヒーレント制御部６４０は、ＧＶＤ推定部６２０から出力された分散の逆特性
と、スキュー推定部６３０から出力されたスキューの逆特性と、を重ね合わせたフィルタ
係数を基準フィルタ係数として算出してもよい。コヒーレント制御部６４０は、算出した
基準フィルタ係数を中心として、信号品質モニタ９１０から出力された信号品質が最大に
なるように信号歪みイコライザ６１０のフィルタ係数を制御する。これにより、信号歪み
イコライザ６１０の最適なフィルタ係数を効率よく探索することができる。
【００７９】
　コヒーレント制御部６４０による信号歪みイコライザ６１０の最適なフィルタ係数の探
索方法には、たとえば黄金分割法を用いることができる。ただし、コヒーレント制御部６
４０による信号歪みイコライザ６１０の最適なフィルタ係数の探索方法には、黄金分割法
に限らず様々な探索アルゴリズムを用いることができる。
【００８０】
　以上説明したように、光受信機および受信方法によれば、信号光と局発光との周波数ず
れを補償した各信号を用いることで、チャネルごとの各信号間の周波数特性差を精度よく
算出して補償することができる。このため、信号を精度よく受信することができる。
【符号の説明】
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【００８１】
　１０　伝送路
　２１０，２２１　分岐部
　２２２　位相シフタ
　２３１，２３２　合波部
　２４１，２４２　光電変換部
　２５１，２５２　増幅器
　３２１，３２２　フィルタ
　８０１　信号成分
　８０２　ノイズ成分

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８－２】

【図９】
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