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(57)【要約】
【課題】波長可変光源の波長を変化させた場合でも光送
信波形の品質を保つことが出来る光送信器及びその制御
方法等を提供すること。
【解決手段】波長可変光源部１と、この波長可変光源部
１からの出力光を変調器駆動信号にて光強度変調するマ
ッハツェンダー型光変調器２と、入力データ信号に基づ
いて前記変調器駆動信号を出力する変調器駆動部３とを
備える光送信器であって、前記波長可変光源部１の出力
光の波長情報を保持する波長多重伝送装置（波長情報保
持手段）５と、その波長多重伝送装置（波長情報保持手
段５）からの波長情報に基づいて前記変調器駆動部３に
対して最新駆動電圧を設定するための制御信号を出力す
る駆動電圧制御部４とを具備したこと。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波長可変光源部と、この波長可変光源部からの出力光を変調器駆動信号にて光強度変調
するマッハツェンダー型光変調器と、入力データ信号に基づいて前記変調器駆動信号を出
力する変調器駆動部とを備える光送信器において、
　前記波長可変光源部の出力光の波長情報を保持する波長情報保持手段と、その波長情報
保持手段からの波長情報に基づいて前記変調器駆動部に対して最新駆動電圧を設定するた
めの制御信号を出力する駆動電圧制御部とを、具備したことを特徴とする光送信器。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の光送信器において、
　前記波長情報保持手段を、システム全体を監視・管理する波長多重伝送装置により構成
したことを特徴とする光送信器。
【請求項３】
　波長可変光源部と、この波長可変光源部からの出力光を変調器駆動信号にて光強度変調
するマッハツェンダー型光変調器と、入力データ信号に基づいて前記変調器駆動信号を出
力する変調器駆動部とを備えた光送信器において、
　前記マッハツェンダー型光変調器からの被変調光を分岐する光カプラと、分岐された前
記被変調光の消光比を算出するアイモニタ部と、算出された前記消光比に基づいて前記変
調器駆動部に対して最新駆動電圧を設定するための制御信号を出力する駆動電圧制御部と
を具備したことを特徴とする光送信器。
【請求項４】
　前記請求項３に記載の光送信器において、
　前記アイモニタ部は、前記被変調光を電気信号に変換する受光素子と、その電気信号か
らクロック信号を再生するクロック再生部と、その電気信号を前記クロック信号に基づい
てディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器と、そのディジタル信号に基づいて消光比を算
出する消光比算出部とを備えて成ることを特徴とした光送信器。
【請求項５】
　入力データ信号に基づいて変調器駆動信号を出力する変調器駆動部と、光を送出する波
長可変光源部と、この波長可変光源部からの光を入力し前記変調器駆動部からの前記変調
器駆動信号によって光強度変調を行なうマッハツェンダー型光変調器とを有し、
　前記波長可変光源部の波長情報を取得する波長情報取得工程と、取得した前記波長情報
に基づいて予め取得しておいた前記マッハツェンダー型光変調器の変調特性及び前記変調
器駆動部の制御特性を用いて前記変調器駆動部を制御するための制御信号を生成する制御
信号生成工程と、前記制御信号に基づいて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号
電圧制御工程とを、備えたことを特徴とする光送信制御方法。
【請求項６】
　入力データ信号に基づいて変調器駆動信号を出力する変調器駆動部と、光を送出する波
長可変光源部と、前記波長可変光源部からの光を入力し前記変調器駆動部からの前記変調
器駆動信号によって光強度変調を行なうマッハツェンダー型光変調器とを有し、
　前記変調状態モニタ用の光信号を分岐しアイモニタ部へ入力するモニタ用光信号分岐工
程と、アイパターンから変調状態を示す消光比を算定する消光比算定工程と、この消光比
に基づいて変調状態を最適状態にするよう制御信号を生成する制御信号生成工程と、前記
制御信号に基づいて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電圧制御工程とを備え
たことを特徴とする光送信制御方法。
【請求項７】
　波長可変光源部の波長情報を取得する波長情報取得機能、取得した前記波長情報に基づ
いて予め取得しておいた前記マッハツェンダー型光変調器の変調特性及び前記変調器駆動
部の制御特性を用いて前記変調器駆動部を制御するための制御信号を生成する制御信号生
成機能、および前記制御信号に基づいて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電
圧制御機能を、コンピュータに実行させるようにしたことを特徴とする光送信制御プログ
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ラム。
【請求項８】
　変調状態モニタ用の光信号を分岐しアイモニタ部へ入力するモニタ用光信号分岐機能、
アイパターンから変調状態を示す消光比を算定する消光比算定機能、この消光比に基づい
て変調状態を最適状態にするよう制御信号を生成する制御信号生成機能、および前記制御
信号に基づいて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電圧制御機能を、コンピュ
ータに実行させるようにしたことを特徴とする光送信制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送に使う光送信器および光送信制御方法に係り、特に波長多重光伝送シ
ステムにおいて使われる光送信器および光送信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ファイバを伝送媒体として大容量データを高ビットレートで伝送する光通信シ
ステムにおいて、波長多重化（Wavelength Division Multiplexing：ＷＤＭ）による伝送
容量の拡大がはかられている。このような光通信システムの光送信器においては、変調時
の波長変動が小さく長距離伝送が可能な外部変調方式が採用され、中でも光強度変調器の
一種であるマッハツェンダー型光変調器が多く使用されている。
【０００３】
　図７に、従来のマッハツェンダー型光変調器を用いた光送信器３００の構成を示す。こ
の光送信器３００は、波長可変光源部３０１、マッハツェンダー型光変調器３０２、変調
器駆動回路３０３を備えている。
【０００４】
　この内、変調器駆動回路３０３は入力データ信号Ｓをマッハツェンダー型光変調器３０
２に必要な駆動電圧を有する駆動信号ＳＤに変換し、マッハツェンダー型光変調器３０２
は入力される波長可変光源部３０１からの光Ｌを駆動信号ＳＤによって光強度の変化をさ
せて変調を行い、光信号Ｌｍを出力する。
【０００５】
　マッハツェンダー型光変調器３０２の光出力の駆動電圧依存性は、図８（ａ）に示すよ
うに、駆動電圧（横軸）に対する出力光強度（縦軸）として、正弦波上の関数で表される
。出力光強度が最大値と最小値をとる夫々の駆動電圧の差は、Ｖπ電圧と呼ばれ、消光比
が最大になる駆動信号電圧を意味している。
　ここで、光変調器の消光比とは、光の透過時と遮光時との光強度の比であり、この比が
大きいほど光変調器の性能は高い。光源部３０１が、1 波長のみの光を出力する場合には
、この図から消光比を最大にするように、駆動信号ＳＤの振幅電圧をＶπ電圧に設定する
ことは容易である。
【０００６】
　しかし、近年Ｃバンド（1530～1565nm）やＬバンド（1565～1610nm）をカバーする広帯
域の波長可変光源が開発され、1 つの光送信器でＣバンドもしくはＬバンドの波長を出力
することが可能になった。そのため、マッハツェンダー型光変調器のＶπ電圧の波長依存
性が問題となる。
【０００７】
　図８（ｂ）に、マッハツェンダー型光変調器の2 つの波長λ1 、λ2 でのＶπ電圧の波
長依存性、それによる光出力波形の変化を示す。この図に示すように、波長によって変調
特性（Ｖπ電圧）が変化すると、従来のように、ある一定の波長で最適に駆動電圧を設定
しておいても、他の波長が入力された場合には、Ｖπ電圧の波長依存性により、消光比が
劣化し、また、光送信波形のハイレベル、ローレベルに折り返しによる光送信波形の劣化
につながるという問題があった。
【０００８】
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　この問題を解決する一方法として、例えば変化する光の波長情報を何らかの方法で取得
し、その取得した波長情報に対応したＶπ電圧を変調器駆動回路が出力するよう制御する
制御部を設ける方法がある（特許文献１参照）。
　しかし、光の波長情報の取得は、波長可変光源部の駆動電圧から推定する以外は、実際
に波長検知器を必要とし、波長とＶπ電圧の対応は、予めテーブルに格納されたものを使
用するので、必ずしも実際の環境下で最適に制御できるとは限らない。
【特許文献１】特開２００４－１２６０２４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述のように、波長可変光源の広帯域化により、マッハツェンダー型光変調器のＶπ電
圧の波長依存性が無視し得なくなり、従来のような一定の駆動振幅で光変調器を駆動する
と送信波長によっては光信号のクロスポイントや消光比が劣化し、伝送品質が劣化すると
いう不都合が生じる。
【００１０】
（発明の目的）
　本発明は、上述した問題に鑑み、波長可変光源の波長を変化させた場合でも光送信波形
の品質を保持することが出来る光送信器及び光送信制御方法を提供することを、その目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる光送信器では、波長可変光源部と、この波長
可変光源部からの出力光を変調器駆動信号にて光強度変調するマッハツェンダー型光変調
器と、入力データ信号に基づいて前記変調器駆動信号を出力する変調器駆動部とを有し、
前記波長可変光源部の出力光の波長情報を保持する波長情報保持手段と、その波長情報保
持手段からの波長情報に基づいて前記変調器駆動部に対して制御信号を出力する駆動電圧
制御部とを具備する、という構成を採っている（請求項１）。
【００１２】
　このため、これによると、駆動電圧制御部からの制御信号により、光の波長に応じて変
調器駆動信号の電圧を最適な駆動電圧に制御しているので、出力波長の違いによる光送信
波形の劣化を抑制することができる。
【００１３】
　ここで、前記波長情報保持手段を、システム全体を監視・管理する波長多重伝送装置に
よって構成するようにしてもよい（請求項２）。
　これにより、伝送装置に備わる管理・監視装置を波長情報保持手段として用いることで
、新たに波長情報保持ないし取得のための装置を設けなくて済むという利点を有する。
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる光送信器では、波長可変光源部と、この波長
可変光源部からの出力光を変調器駆動信号にて光強度変調するマッハツェンダー型光変調
器と、入力データ信号に基づいて前記変調器駆動信号を出力する変調器駆動部とを有し、
前記マッハツェンダー型光変調器からの被変調光を分岐する光カプラと、分岐された前記
被変調光の消光比を算出するアイモニター部と、算出された前記消光比に基づいて、前記
変調器駆動部に対して制御信号を出力する駆動電圧制御部とを具備する、という構成を採
っている（請求項３）。
【００１５】
　このため、これによると、駆動電圧制御部からの制御信号により、光の波長に応じて変
調器駆動信号の電圧を最適な駆動電圧に制御しているので、出力波長の違いによる光送信
波形の劣化を抑制することができる。さらに、実際の光信号の消光比をモニタすることに
よって制御を行なっているので、予め光の波長と最適な変調器駆動信号との関係を取得す
る必要もなく、また、種々の要因によってその関係が変化しても設定誤差が生じないで、
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常に消光比が最大の光信号を送信することができるという効果が得られる。
【００１６】
　ここで、前記光送信器において、アイモニタ部は、前記被変調光を電気信号に変換する
受光素子と、その電気信号からクロック信号を再生するクロック再生部と、その電気信号
を前記クロック信号に基づいてディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器と、そのディジタ
ル信号に基づいて消光比を算出する消光比算出部とを備える、という構成を採っている（
請求項４）。
【００１７】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる光送信制御方法では、入力データ信号に基づ
いて変調器駆動信号を出力する変調器駆動部と、光を送出する波長可変光源部と、前記波
長可変光源部からの光を入力し前記変調器駆動部からの前記変調器駆動信号によって光強
度変調を行なうマッハツェンダー型光変調器とを有すると共に、波長可変光源部の波長情
報を取得する波長情報取得工程と、取得した前記波長情報に基づいて予め取得しておいた
前記マッハツェンダー型光変調器の変調特性及び前記変調器駆動部の制御特性を用いて前
記変調器駆動部を制御するための制御信号を生成する制御信号生成工程と、前記制御信号
に基づいて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電圧制御工程とを備える、とい
う構成を採っている（請求項５）。
【００１８】
　このため、これにより、光の波長に応じて変調器駆動信号の電圧を最適な駆動電圧に制
御できるので、出力波長の違いによる光送信波形の劣化を抑制することができる。
【００１９】
　又、上記目的を達成するため、本発明にかかる光送信制御方法では、入力データ信号に
基づいて変調器駆動信号を出力する変調器駆動部と、光を送出する波長可変光源部と、前
記波長可変光源部からの光を入力し前記変調器駆動部からの前記変調器駆動信号によって
光強度変調を行なうマッハツェンダー型光変調器とを有すると共に、変調状態モニタ用の
光信号を分岐しアイモニタ部へ入力するモニタ用光信号分岐工程と、アイパターンから変
調状態を示す消光比を算定する消光比算定工程と、この消光比に基づいて変調状態を最適
状態にするよう制御信号を生成する制御信号生成工程と、前記制御信号に基づいて前記変
調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電圧制御工程とを備える、という構成を採ってい
る（請求項６）。
【００２０】
　このため、これにより、光の波長に応じて変調器駆動信号の電圧を最適な駆動電圧に制
御できるので、出力波長の違いによる光送信波形の劣化を抑制することができる。さらに
、実際の光信号の消光比をモニタすることによって制御を行なっているので、予め光の波
長と最適な変調器駆動信号との関係を取得する必要もなく、また、種々の要因によってそ
の関係が変化しても設定誤差が生じないで、常に消光比が最大の光信号を送信することが
できるという効果が得られる。
　又、上記目的を達成するため、本発明にかかる光送信制御プログラムでは、波長可変光
源部の波長情報を取得する波長情報取得機能、取得した前記波長情報に基づいて予め取得
しておいた前記マッハツェンダー型光変調器の変調特性及び前記変調器駆動部の制御特性
を用いて前記変調器駆動部を制御するための制御信号を生成する制御信号生成機能、およ
び前記制御信号に基づいて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電圧制御機能を
、コンピュータに実行させるようにしたことを特徴とする（請求項７）。
　更に、上記目的を達成するため、本発明にかかる光送信制御プログラムでは、変調状態
モニタ用の光信号を分岐しアイモニタ部へ入力するモニタ用光信号分岐機能、アイパター
ンから変調状態を示す消光比を算定する消光比算定機能、この消光比に基づいて変調状態
を最適状態にするよう制御信号を生成する制御信号生成機能、および前記制御信号に基づ
いて前記変調器駆動信号の電圧を制御する駆動信号電圧制御機能を、コンピュータに実行
させるようにしたことを特徴とする（請求項８）。
【発明の効果】
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【００２１】
　本発明は以上のように構成され機能するので、これによると、光の波長に応じて変調器
の駆動電圧を最適な駆動電圧に制御しているので、出力波長の違いによる光送信波形の劣
化を抑制することができる。
　また、これに加えて、光信号をフィードバックし、光信号の品質をモニターして制御を
行った場合には、設定誤差の影響がなく、常に最適の光信号を送信することができるとい
う効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態を図１乃至図３に基づいて説明する。
【００２３】
　図１において、本実施形態にかかる光送信器は、波長可変光源部１と、この波長可変光
源部１からの出力光を変調器駆動信号ＳＤにて光強度変調するマッハツェンダー型光変調
器２と、入力データ信号Ｓに基づいて前記変調器駆動信号ＳＤを出力する変調器駆動部と
しての変調器駆動回路３を備えている。
【００２４】
　この光送信器は、更に、前記波長可変光源部１の出力光の波長情報を保持する波長情報
保持手段と、この波長情報保持手段からの波長情報に基づいて前記変調器駆動回路（変調
器駆動部）３に対して最新駆動電圧を設定するための制御信号を出力する駆動電圧制御部
４とを備えている。
　前記波長情報保持手段は、具体的には、システム全体を監視・管理する波長多重伝送装
置（波長多重伝送装置の監視・管理部）５により構成されている。
【００２５】
　波長可変光源部１は、波長可変な光Ｌを発光する。マッハツェンダー型光変調器２は、
入力された光Ｌを駆動信号ＳＤで光強度変調して光信号Ｌｍを出力する。変調器駆動回路
３は、入力データ信号Ｓを、駆動電圧制御部４からの制御信号Ｃに応じて、変調器駆動信
号ＳＤに変換する機能を備えている。
【００２６】
　これら三つの構成要素によって、波長可変光源部１の光Ｌを入力データ信号Ｓで変調し
て強度変調された光信号Ｌｍを送信するという従来の光送信器と同様の機能が担われてい
る。駆動電圧制御部４は、変調器駆動回路３の出力である変調器駆動信号ＳＤが、光Ｌの
波長に応じて最適な駆動電圧Ｖπになるように制御する機能を有する。具体的には、光波
長λの情報を取得すると、これに対応した制御信号Ｃを生成し、変調器駆動回路３に送っ
てこれを制御している。
【００２７】
　波長多重伝送装置の監視・管理部（波長情報保持手段）５は、通常、発光波長λの情報
を保持しているので、ここから、駆動電圧制御部４に波長情報Ｉλが送られる。
【００２８】
　次に、このマッハツェンダー型光変調器２に対する駆動信号ＳＤの制御動作フローにつ
いて、図２に基づいて説明する。
【００２９】
　まず、駆動電圧制御部４は、波長可変光源部１の波長情報Ｉλを取得する（ステップＳ
１０１：波長情報取得工程）。取得方法は、波長多重伝送装置の監視・管理部５が必要と
判断して送出してもよいし、駆動電圧制御部４から波長多重伝送装置の監視・管理部５へ
指令信号を送って取得するように構成してもよい。
【００３０】
　次に、駆動電圧制御部４は、取得した波長情報Ｉλに基づいて制御信号Ｃを生成する（
ステップＳ１０２：制御信号生成工程）。具体的には、予め作成した波長情報Ｉλと制御
信号Ｃの対応表をメモリに格納しておき、これを参照することによって行なう。
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【００３１】
　この波長情報Ｉλと制御信号Ｃとの対応表は、以下の２つの関係から作成される。一つ
は、図３（ａ）に示すような、マッハツェンダー型光変調器２の変調特性（波長情報Ｉλ
と駆動信号ＳＤの最適なＶπ電圧の関係式）、
　　ＳＤ＝Ｆ（Ｉλ）　…………………（１）
であり、もう一つは、図３（ｂ）に示すような、変調器駆動回路３の制御特性（制御信号
Ｃと変調器駆動信号ＳＤとの関係式）、
　　ＳＤ＝Ｇ（Ｃ）　……………………（２Ａ）
又は、その逆関係
　　Ｃ＝Ｇ－１（ＳＤ）……………………（２Ｂ）
である。上記２つの関係式「式（２Ｂ）と式（１）」より決まる関係式
　　Ｃ＝Ｇ－１〔Ｆ（Ｉλ）〕　…………（３）
によって、制御信号Ｃと波長情報Ｉλとの対応表を作成する。
【００３２】
　具体的には、この波長情報Ｉλと制御信号Ｃとの対応表をテーブルの形で保持し、検索
をしてもよいし、上記二つの関係式「式（１）と式（２Ｂ）」の夫々の対応表を準備し、
２回のテーブル検索動作を行なって制御信号Ｃを生成してもよい。
【００３３】
　変調器駆動回路３では、印加される制御信号Ｃに応じて、変調器駆動信号ＳＤの電圧が
最適に制御される（ステップＳ１０３：駆動信号電圧制御工程）。即ち、変調器駆動信号
ＳＤの電圧は、変調器駆動回路特性である上式（２Ａ）によって、制御信号Ｃから決定さ
れる。
【００３４】
　尚、このようにして制御された変調器駆動信号ＳＤ（の電圧）が、上述の波長情報Ｉλ
と変調器駆動信号ＳＤの最適なＶπ電圧の関係式である式（１）「ＳＤ＝Ｆ（Ｉλ）」を
満たしていることは、制御信号Ｃが、式（３）「Ｃ＝Ｇ－１（Ｆ（Ｉλ））」の関係を用
いて駆動電圧制御部４において決定されていることから、変調器駆動信号ＳＤは、ＳＤ＝
Ｇ〔Ｇ－１（Ｆ（Ｉλ））〕＝Ｆ（Ｉλ）となり、確かに波長情報Ｉλと変調器駆動信号
ＳＤの最適なＶπ電圧の関係式である式（１）となっており、制御の目的を達成している
ことが確認できる。
【００３５】
　以上のようにして、波長可変光源１からの光の波長が変化しても、駆動電圧制御部４は
それに応じた適切な制御信号Ｃを生成して、変調器駆動回路３を制御し、最適なＶπ電圧
の変調器駆動信号ＳＤを生成し、消光比の高い光信号Ｌｍが、マッハツェンダー型光変調
器２から送出される。
　以上の構成と動作を備えた本実施形態の光送信器は、マッハツェンダー型光変調器の波
長変化によるＶπ電圧の変動の影響を抑圧することができ、消光比等の光送信波形の品質
を一定に保つという効果を奏する。
【００３６】
　ここで、前述した各制御動作フローにあって、その各構成部分が実行する前述した各工
程にあっては、その実行内容を、波長情報取得機能、制御信号生成機能、及び駆動信号電
圧制御機能としてプログラム化し、コンピュータに実行させるように構成してもよい。
　このようにしても、前述した各工程における処理内容と同等の処理をコンピュータにて
実行処理することができ、これによって、光送信制御方法の場合と同一の目的を効率良く
達成することができる。
【００３７】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態について図４乃至図６に基づいて説明する。
【００３８】
　図４において、本第２の実施形態にかかる光送信器は、波長可変光源部１と、この波長
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可変光源部１からの出力光を変調器駆動信号ＳＤにて光強度変調するマッハツェンダー型
光変調器２と、入力データ信号に基づいて前記変調器駆動信号ＳＤを出力する変調器駆動
部としての変調器駆動回路３とを備えている。
【００３９】
　更に、この光送信器は、前記マッハツェンダー型光変調器２からの被変調光を分岐する
光カプラ６と、分岐された前記被変調光の消光比Ｒｖを算出するアイモニタ部７と、算出
された前記消光比Ｒｖに基づいて前記変調器駆動回路（変調器駆動部）３に対して最新駆
動電圧を設定するための制御信号を出力する駆動電圧制御部４とを備えている。光カプラ
６は、マッハツェンダー型光変調器２の変調状態を最適に制御するための「制御フィード
バック」を形成する機能を備えている。
【００４０】
　ここで、図５に示すように、アイモニタ部７は、前記被変調光を電気信号に変換する受
光素子７１と、その電気信号からクロック信号を再生するクロック再生部７３と、その電
気信号を前記クロック信号に基づいてディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器７２と、そ
のディジタル信号に基づいて消光比Ｒｖを算出する消光比算出部７５とを備えている。
【００４１】
　前記光カプラ６は、光信号Ｌｍを２分岐し、一方の光Ｌｓを伝送路へ送出し、他方の光
出力Ｌｂをアイモニタ部７へ送る。アイモニタ部７は、この分岐された一方の光信号Ｌｂ
に基づいてマッハツェンダー型光変調器２の変調状態を表す消光比Ｒｖを算定する。
【００４２】
　前記制御電圧制御部４は、現在の消光比Ｒｖと一時点前の消光比Ｒｖを記憶するメモリ
１、及び制御信号Ｃの増減方向を記憶するメモリ２を備え、これら消光比Ｒｖの差分ΔＲ
ｖから制御信号Ｃの修正量ΔＣを決定し、また、制御信号Ｃの増減方向から符号を定め、
新たな制御信号「Ｃ＝Ｃ±ΔＣ」を生成する。詳細は後ほど動作フローの説明と共に述べ
る。
【００４３】
　前記変調器駆動回路３では、この制御信号Ｃに応じて、最適な電圧に制御された変調器
駆動信号ＳＤを発生する。その他、第１の実施形態と同一又は対応する構成要素について
は、図４においても同一の符号を用いているので、ここでは説明を略す。
【００４４】
　ここで、アイモニタ部７をより詳細に説明する。
　このアイモニタ部７は、光カプラ６からの光信号Ｌｂを電気信号に変換する受光素子７
１と、そのアナログの電気信号をディジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器７２と、消光比
算定に必要なアイパターンの中央付近の時点を決めるクロック再生回路７３と、そのクロ
ック時点でのアイパターンのオン（ＯＮ）値とオフ（ＯＦＦ）値を記憶させるメモリ部７
４と、メモリ消光比算出部７５とを備えて構成されている。
【００４５】
　メモリ消光比算出部７５は、少なくともＯＮとＯＦＦの両方のパルスに対応する値がＡ
／Ｄ変換器７２から送られる迄、それらの値をメモリ部７４に各々記憶しておき、消光比
算出に必要な値が揃うと、それらから消光比Ｒｖを算出し、駆動電圧制御部４に送る。
【００４６】
　次に、本第２の実施形態の動作を説明する。
【００４７】
　まず、波長可変な光Ｌが、波長可変光源部１において生成され、マッハツェンダー型光
変調器２に入力される。一方、入力データ信号Ｓは、変調器駆動回路３で最適な駆動電圧
Ｖπを有する変調器駆動信号ＳＤに変換されて前記マッハツェンダー型光変調器２に入力
され、そこで光Ｌを強度変調し、その光は光強度変調された光信号Ｌｍとして出力される
。以上の動作は、変調器駆動信号ＳＤの電圧が制御信号Ｃに制御されている以外は、従来
の光送信器の動作と変わるところはない。
【００４８】
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　続いて、本第２の実施形態において、変調器駆動回路３の変調器駆動信号ＳＤを制御す
るための制御信号Ｃを生成する「制御フィードバック」の動作フローを、図６に基づき説
明する。
【００４９】
　先ず、光強度変調された光信号Ｌｍは、光カプラ６において２分岐され、一方は伝送路
へ送出され、他方は変調状態モニタ用の光信号Ｌｂになり、変調状態を監視するアイモニ
タ部７へ入力される（ステップＳ２０１：モニタ用光信号分岐工程）。
【００５０】
　アイモニタ部７では、光信号Ｌｂを電気信号に変換した後、いわゆるアイパターンから
変調状態を示す消光比Ｒｖが算定される（ステップＳ２０２：消光比算定工程）。
　ここで、消光比Ｒｖに加えて、例えば、波形ひずみの指標となるアイパターンのクロス
ポイント電圧を変調状態を示す指標に含めてもよいが、本実施形態では、消光比Ｒｖのみ
を有している場合を説明する。
【００５１】
　尚、アイパターンは、多数のＯＮ／ＯＦＦパルス信号を重ね合わせて出来るものであり
、例えば消光比は、アイパターン中央付近（最も雑音余裕がある）でのＯＮ信号とＯＦＦ
信号の値の比から算出される。それを算定するためには、少なくともＯＮ信号とＯＦＦ信
号の夫々のパルスが得られるまで待つ必要があり、そのため、それらの値を記憶しておく
メモリ部が必要である。
【００５２】
　次に、この消光比Ｒｖに基づいて、駆動電圧制御部４では、変調状態を最適状態にする
よう制御信号Ｃを生成する（ステップＳ２０３：制御信号生成工程）。
　制御信号Ｃの作成は、メモリ1 に格納された現在の消光比Ｒｖと過去の消光比Ｒｖとの
差分ΔＲｖをとり、その差分ΔＲｖに応じた制御信号Ｃの修正量ΔＣを決定し、これを現
在の制御信号Ｃに加算して新たな制御信号Ｃ（＝Ｃ±ΔＣ）を生成する。
【００５３】
　消光比の差分ΔＲｖの符号が正であれば、制御信号の変化方向が正しいことを示してい
るので、修正量の符号を以前と同じに保ち、もし差分ΔＲｖの符号が負であれば制御信号
の変化方向が間違っているので修正量の符号を逆転する。
【００５４】
　このとき第１回目の修正量は、比較する過去の消光比Ｒｖがないので、上げるのか下げ
るのかは決まらない。このため、例えば、現在の変調器駆動電圧がＶπ電圧以下であるの
か否かの比較を行うか、あるいは、最初はとりあえず変調器駆動信号ＳＤの電圧を上げる
制御を行ない、光変調器の変調状態を変化させ、変化後の新たに消光比Ｒｖを算定し、前
回の消光比Ｒｖと比較し、もし消光比Ｒｖがよくなっていれば、駆動信号ＳＤの制御の方
向が正しいので続ける。
【００５５】
　もし、消光比が悪くなっていれば、制御の方向が間違っているので、次回からは駆動信
号ＳＤの電圧の変化方向を逆転する制御を行なう。この過程を繰り返し、消光比の改善が
認められなくなるまで続ける。このため、駆動電圧制御部４では、消光比Ｒｖを記憶する
ためのメモリ１と、制御信号Ｃの修正量の正負を記憶しておくメモリ２を備えている。
　次に、この制御信号Ｃが供給される変調器駆動回路３では、消光比を改善する方向に変
調器駆動信号ＳＤの電圧が制御される（ステップＳ２０４：駆動信号電圧制御工程）。
【００５６】
　以上述べた制御工程を繰り返し、本実施形態の「制御フィードバック」は、変調器駆動
信号ＳＤの電圧を、現在の光の波長λにおけるＶπ電圧に保持する。
【００５７】
　尚、本実施形態では、変調状態指標Ｖｍとしとて消光比Ｒｖのみを扱ったが、アイモニ
タ部７において、アイパターンのクロスポイントの状態をモニタすることで、ＯＮ信号と
ＯＦＦ信号との波形の違い、即ち、マッハツェンダー型光変調器２のバイアス電圧の最適
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点からのずれを計測できるので、これを使えばマッハツェンダー型光変調器２のバイアス
電圧の最適制御も行なうことが可能である。
【００５８】
　又、クロスポイント付近の値が低いところに集中しているときは、バイアス電圧が高い
ので下げ、逆に、クロスポイント付近の値が高いところに集中しているときは、バイアス
電圧が低いので上げる方向にバイアス電圧制御信号を送出し、図示しないバイアス電圧制
御回路を制御してバイアス電圧の最適化を行なうことができる。
【００５９】
　以上のような構成と制御動作を備えた本実施形態の特徴は、実際の光信号の品質である
消光比をモニタすることによって変調器駆動信号の制御を行なっているので、予め光の波
長と最適な変調器駆動信号との関係を取得する必要もなく、また、種々の要因によってそ
の関係が変化しても設定誤差が生じないで、常に消光比が最大の光信号を送信することが
できるという効果が得られる。さらに、クロスポイント状態のモニタを行なえば、マッハ
ツェンダー型光変調器２のバイアス電圧の最適制御も同時に行なうことが出来るという効
果も得られる。
【００６０】
　ここで、前述した本第２の実施形態の動作において、その各構成部分が実行する前述し
た各工程にあっては、その実行内容を、モニタ用光信号分岐機能、消光比算定機能、制御
信号生成機能、及び駆動信号電圧制御機能としてプログラム化し、コンピュータに実行さ
せるように構成してもよい。
　このようにしても、前述した各工程における処理内容と同等の処理をコンピュータにて
実行処理することができ、これによって、光送信制御方法の場合と同一の目的を効率良く
達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る光送信器を示すブロック図である。
【図２】図１に示す実施形態に係る制御動作フローを示す説明図である。
【図３】図１に示す実施形態に係る制御信号と波長情報との対応表の作成過程を示す説明
図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る光送信器のブロック図である。
【図５】図４に示す実施形態に係るアイモニタ部の構成を示すブロック図である。
【図６】図４に示す実施形態に係る制御動作フローを示す説明図である。
【図７】従来例を示す光送信器のブロック図である。
【図８】図（ａ）はマッハツェンダー型光変調器の変調特性（駆動電圧対光出力）及びＶ
π電圧を示す図であり、図（ｂ）は波長による変調特性の変化を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　波長可変光源部
　２　マッハツェンダー型光変調器
　３　変調器駆動回路
　４　駆動電圧制御部
　５　監視・管理部を備えた波長多重伝送装置（波長情報保持手段）
　６　光カプラ
　７　アイモニタ部
　７１　受光素子
　７２　Ａ／Ｄ変換器
　７３　クロック再生回路
　７４　メモリ部
　７５　消光比算出部
　Ｃ　　制御信号
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　Ｉλ　波長情報
　Ｌ　　光信号（光源出力光）
　Ｌｂ　光出力（分岐光）
　Ｌｍ　強度変調光
　Ｒｖ　消光比
　Ｓ　　入力データ信号
　ＳＤ　変調器駆動信号
　Ｖｍ　変調状態指標
　ΔＣ　制御信号Ｃの修正量
　ΔＲｖ　消光比の差分

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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