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(57)【要約】
　光ネットワークにおけるデータ処理方法及び光ネット
ワーク構成部品が提供され、第１の信号及び第２の信号
が可同調要素により影響を受け、該第１の信号が到来す
る光信号であり、第２の信号がレーザにより生成される
局部発振器信号であり、該レーザが可同調要素により調
整される光学利得要素を含む。更に、この光ネットワー
ク構成部品を備えた通信システムが提案され、ここで、
光ネットワーク構成部品は、ＯＮＵ及び／又はＯＬＴと
関連付けることができる。コヒーレント超高密度波長分
割多重（ＵＤＷＤＭ）ネットワークに好適である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ネットワークにおけるデータ処理方法であって、第１の信号及び第２の信号が可同調
要素により影響を受け、該第１の信号が到来する光信号であり、前記第２の信号がレーザ
により生成される局部発振器信号であり、該レーザが前記可同調要素により調整される光
学利得要素を含む、
方法。
【請求項２】
　前記レーザが、前記第１の信号を受け取るため前記可同調要素により調整される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記可同調要素がフィルタであり、特に誘電体フィルタである、
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記可同調要素が角度可同調要素である、
請求項１～３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の信号及び前記第２の信号が、互いにオフセットした導波管により搬送される
、
請求項１～４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記可同調要素が、前記第１及び第２の信号に影響を及ぼす機械的及び／又は電気的結
合を提供する、
請求項１～５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、光ネットワーク要素において、特にＯＮＵ及び／又はＯＬＴにおいて処理
される、
請求項１～６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記光学利得要素が、特に反射防止コーティングを含むレーザダイオードである、
請求項１～７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記光学利得要素が、半導体光学増幅器を備え、又は該半導体光学増幅器と関連付けら
れる、
請求項１～８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記光学利得要素が、モジュレータを備え、又は該モジュレータと関連付けられる、
請求項１～９の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の信号が、前記第２の信号と組み合わされ、及び／又は前記第２の信号に送給
される、
請求項１～１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　特に機械的及び／又は電気的結合を介して第１の信号及び第２の信号に影響を及ぼす可
同調要素を備えた光ネットワーク構成部品であって、前記第１の信号が到来する光信号で
あり、前記第２の信号がレーザにより生成される局部発振器信号であり、前記レーザが前
記可同調要素により調整される光学利得要素を含む、
光ネットワーク構成部品。
【請求項１３】
　前記光ネットワーク構成部品が、ＯＮＵ及び／又はＯＬＴであり、或いは、ＯＮＵ及び
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／又はＯＬＴと関連付けられる、
請求項１２に記載の光ネットワーク構成部品。
【請求項１４】
　前記可同調要素がフィルタであり、特に角度可同調誘電体フィルタである、
請求項１２又は１３に記載の光ネットワーク構成部品。
【請求項１５】
　請求項１２～１４の何れか１項に記載の光ネットワーク構成部品を備えた通信システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ネットワークにおけるデータ処理のための方法及び光ネットワーク構成要
素に関し、更に、このような光ネットワーク構成要素を備えた通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　受動光ネットワーク（ＰＯＮ）は、特に従来のポイントツーポイントソリューションの
経済的制約に対処できる理由から、ファイバーツーザホーム（ＦＴＴＨ）、ファイバーツ
ーザビジネス（ＦＴＴＢ）、及びファイバーツーザカーブ（ＦＴＴＣ）のケースに関して
将来有望な手法である。
【０００３】
　ＰＯＮは標準化されており、現在のところネットワーク・サービス・プロバイダにより
世界的規模で開発されている。従来のＰＯＮは、アップストリームトラッフィックを局側
光回線終端装置（ＯＬＴ）から加入者側光ネットワーク終端装置（ＯＮＵ）に同報通信方
式で配信すると同時に、時間多重されたアップストリームデータパケットをＯＬＴに送信
している。この理由から、ＯＮＵ間の通信は、バッファリング及び／又はスケジューリン
グなどの電子的処理を伴ってＯＬＴを通じて搬送される必要があり、結果としてレイテン
シーを生じ、ネットワークのスループットが悪化する。
【０００４】
　光ファイバー通信において、波長分割多重（ＷＤＭ）は、異なる信号を伝送するために
レーザ光の異なる波長（色）を用いることにより単一の光ファイバー上に複数の光キャリ
ア信号を多重化する技術である。これにより、１本のフィバーを介して双方向通信を可能
にすることに加えて、通信容量の増倍を可能にする。
【０００５】
　ＷＤＭシステムは、異なる波長パターン、すなわち従来の又は低密度と高密度のＷＤＭ
に分割される。ＷＤＭシステムは、例えば、１５５０ｎｍ付近でシリカファイバーの第３
伝送窓（Ｃバンド）において最大で１６チャンネルを提供する。高密度ＷＤＭは、同じ伝
送窓を使用するが、より高密度のチャンネル間隔を有する。チャンネルプランは様々であ
るが、典型的なシステムは、１００ＧＨｚ間隔で４０チャンネル、又は５０ＧＨｚ間隔で
８０チャンネルを用いることができる。一部の技術では、２５ＧＨｚ間隔にすることが可
能である。増幅を選択することによって、使用可能な波長をＬバンドまで拡張し、これら
の数を多少逓倍することができる。
【０００６】
　光アクセスネットワーク（例えば、コヒーレント超高密度波長分割多重（ＵＤＷＤＭ）
ネットワーク）は、将来のデータアクセス技術とみなされている。
【０００７】
　ＵＤＷＤＭの概念内では、全ての可能性のある波長は各ＯＮＵにルーティングされる。
それぞれの波長は、ＯＮＵにて局部発振器（ＬＯ）の調整によって選択される。ＯＮＵに
到達する他の波長はまた、光オフセットを生じ、検出されることになる信号のノイズが増
大する。十分に強いＬＯは、信号自体と比較してこのような他の波長の影響を軽微なもの
にする。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　解決すべき問題は、上述のような欠点に対処すること、特に効率的な光信号処理を可能
にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この問題は、独立請求項の特徴部によって解決される。更なる実施形態は、従属請求項
によるものである。
【００１０】
　この問題に対処するために、光ネットワークにおけるデータ処理方法が提供され、第１
の信号及び第２の信号が可同調要素により影響を受け、該第１の信号が到来する光信号で
あり、第２の信号がレーザにより生成される局部発振器信号であり、該レーザが可同調要
素により調整される光学利得要素を含む。従って、例えばＯＮＵ又はＯＬＴである光ネッ
トワーク要素に到達する他の波長の寄与度が効率的に抑制され、これにより受信側感度と
信号対ノイズ比の両方を向上させることができる。
【００１１】
　別の実施形態において、上記レーザは、第１の信号を受け取るため可同調要素により調
整される。
【００１２】
　次の実施形態において、可同調要素はフィルタであり、特に誘電体フィルタである。
【００１３】
　可同調要素が角度可同調要素である１つの実施形態も存在する。
【００１４】
　可同調要素は、特に、単一調整によって第１及び第２の信号に影響を及ぼす機械的及び
／又は電気的構成部品とすることができる。
【００１５】
　別の実施形態によれば、第１の信号及び第２の信号は、互いにオフセットした導波管に
より搬送される。
【００１６】
　導波管が互いにオフセットして配置されている場合、例えば、クロストークを効率的に
低減又は排除することができる。
【００１７】
　１つの実施形態によれば、上記可同調要素は、第１及び第２の信号に影響を及ぼす機械
的及び／又は電気的結合を提供する。
【００１８】
　特に、可同調要素の単一調整は、１及び第２の信号に影響を及ぼす。
【００１９】
　別の実施形態によれば、上記方法は、光ネットワーク要素において、特にＯＮＵ及び／
又はＯＬＴにおいて処理される。更に別の実施形態によれば、上記光学利得要素は、特に
反射防止コーティングを含むレーザダイオードである。
【００２０】
　更に別の実施形態によれば、光学利得要素は、半導体光学増幅器を備え、又は該半導体
光学増幅器（ＳＯＡ）と関連付けられる。
【００２１】
　別の実施形態によれば、光学利得要素はモジュレータを備え、又は該モジュレータと関
連付けられる。
【００２２】
　また、第１の信号が、第２の信号と組み合わされ、及び／又は第２の信号に送給され１
つの実施形態も存在する。
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【００２３】
　これは、特にＯＬＴ又はＯＮＵ内でコヒーレントな受信を効率的に可能にする。
【００２４】
　上述の問題はまた、特に機械的及び／又は電気的結合を介して第１の信号及び第２の信
号に影響を及ぼす可同調要素を備えた光ネットワーク構成部品により解決され、ここで第
１の信号が到来する光信号であり、第２の信号がレーザにより生成される局部発振器信号
であり、レーザが可同調要素により調整される光学利得要素を含む。
【００２５】
　上記の光ネットワーク構成部品は、光ネットワークで使用できる光学的機能を含むあら
ゆる装置又は構成部品とすることができる。
【００２６】
　１つの実施形態によれば、光構成部品は、ＯＮＵ及び／又はＯＬＴであり、或いは、Ｏ
ＮＵ及び／又はＯＬＴと関連付けられる。
【００２７】
　別の実施形態によれば、光ネットワーク構成部品は、局部発振器信号を提供するレーザ
を備える。更に別の実施形態によれば、上記可同調要素がフィルタであり、特に角度調整
誘電体フィルタである。
【００２８】
　上述の問題は更に、本明細書で説明される光ネットワーク構成部品を含む通信システム
によって解決される。
【００２９】
　本発明の幾つかの実施形態を以下の図面において例証する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】到来するデータ信号並びにレーザにより提供される局部発振器信号に影響を及ぼ
すフィルタの基本原理を描いた図。
【図２】到来及び送出信号が単一の可同調要素（例えば、フィルタ）により影響を受ける
可能性があるかについての代替の実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本明細書で提供される手法により、光学構成部品の可同調要素をフィルタリングの目的
で使用できるようになる。
【００３２】
　このような可同調要素は、詳細には、局部発振器（ＬＯ）の波長を決定する誘電体フィ
ルタとすることができ、或いはこれを備えることができる。
【００３３】
　図１は、光信号を導波管１０５及びレンズ１０４を介してフィルタ１０３（詳細には角
度可同調誘電体フィルタである）に提供する光学利得要素１０６（例えば、レーザ活性媒
体）を示している。上記のフィルタ１０３とミラー１０７を備える光学利得要素１０６と
を組み合わせることにより可同調レーザ１０８が構成され、すなわち、可同調レーザ１０
８は、上記のフィルタ１０３を介して調節することができる。
【００３４】
　他方、データ信号は、導波管１０１によりサーキュレータ１０２に搬送され、ここでデ
ータ信号をフィルタ１０３に送給し、フィルタ１０３により提供される反射又は信号をス
プリッタ１０９に送給する。スプリッタ１０９は、その入力信号をモジュレータ１１１に
、更にファイバー（図示せず）を介して遠隔の受信器に、並びに更なる処理の目的でロー
カル受信器１１０に供給する。
【００３５】
　そのため、フィルタ１０３は、サーキュレータ１０２を介して搬送されるデータ信号に
対して、並びに光学利得要素１０６により提供される信号に対して影響を及ぼす。



(6) JP 2012-511185 A 2012.5.17

10

20

30

40

50

【００３６】
　フィルタ１０３は、レーザ１０６に対するミラーとしての役割を果たすことができ、フ
ィルタ１０３の背面は、データ信号のミラーとしての役割を果たすことができる。
【００３７】
　フィルタ１０３は、ＬＯ信号並びにデータ信号の両方に対する位置付けによる物理的影
響をもたらすことができる。
【００３８】
　そのため、フィルタ１０３は、ＬＯの波長を選択及び／又は調節するのに用いることが
でき、並びに到来するデータ信号をフィルタリングするのに用いることができる。詳細に
は、必要な信号波長（例えば、一部（幾つか）の隣接チャンネルを含む）は、上記フィル
タ１０３により反射される。
【００３９】
　フィルタ１０３の角度を移動させることにより可同調レーザ１０８が調節される場合、
これに応じて、すなわち、フィルタ１０３のこうした移動又は位置に応じて、データ信号
並びに可同調レーザ１０８により提供されるＬＯ信号が調節される。
【００４０】
　有利には、データ信号及びレーザ信号（ＬＯ信号）の波長は、どのような追加の要素又
は構成部品も必要とすることなく上記フィルタにより自動的に整合させることができる。
【００４１】
　到来データ信号が強すぎて、フィルタ１０３を通る波長が光学利得要素１０６に影響を
及ぼす可能性がある場合、信号導波管１０１及びレーザ導波管１０５は、この作用を回避
するために僅かにオフセットする方法で配置することができる。加えて、クロストークは
、導波管１０１及び１０５のこうしたオフセット配置により低減又は排除することができ
る。
【００４２】
　一体化されたフォトニック回路を用いることができ、従って、受信器感度を向上させる
ことができる点は更なる利点である。
【００４３】
　図１に示す配置は、光ネットワーク構成部品、例えば、ＯＬＴ又はＯＮＵを備えること
ができる。
【００４４】
　図２は、到来及び送出信号が可同調要素（例えば、フィルタ）によりどのような影響を
受ける可能性があるかについての例示的な構成を示している。
【００４５】
　光学利得要素２０１は半導体光学増幅器（ＳＯＡ）２０５を備え、これを介してフィル
タ１０３に向かって信号が搬送され、ミラー（リフレクタ）２０４により反射されて光学
利得要素２０１に戻る。このため、フィルタ１０３を用いてレーザの波長を調節すること
ができる。光学利得要素２０１はミラー２０２を備え、これを用いて到来信号をフィルタ
２０３から反射させ、モジュレータ２０９により変調され、出力信号「信号出力」２０７
として提供される。
【００４６】
　光学利得要素は、反射防止コーティングを含むレーザダイオードとすることができる点
に留意されたい。
【００４７】
　加えて、入力信号（データ信号「信号入力」２１０）は、フィルタ１０３を介してフォ
トダイオード２０８に送給することができる。
【００４８】
　フィルタ２０３は、回転軸２０６を含む機械的構成部品として実現でき、レーザ２０１
により生成される信号及び入力信号に対する影響が上記フィルタの位置決め又は移動に対
応するようになる。
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【００４９】
　フィルタ２０３は、圧電アクチュエータ、例えばモータ又は同様のものによって調節す
ることができる。更にこれに加えて、光学利得要素２０１からミラー２０４に向けて搬送
される信号は、入力信号「信号入力」２１０と共に利用され、及び／又はこれと組み合わ
されて、コヒーレント受信を可能にすることができる。
【符号の説明】
【００５０】
101：導波管
102：サーキュレータ
109：スプリッタ
103：フィルタ
104：レンズ
105：導波管
106：光学利得要素
107：ミラー
108：可同調レーザ

【図１】 【図２】



(8) JP 2012-511185 A 2012.5.17

10

20

30

40

【国際調査報告】



(9) JP 2012-511185 A 2012.5.17

10

20

30

40



(10) JP 2012-511185 A 2012.5.17

10

20

30

40



(11) JP 2012-511185 A 2012.5.17

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０４Ｂ  10/152    (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100109335
            弁理士　上杉　浩
(72)発明者  ゴットヴァルト　エリッヒ
            ドイツ連邦共和国　８３６０７　ホルツキルヘン　ヨゼフ　カンメルローハー　シュトラーセ　１
            ８
(72)発明者  ローデ　ハラルト
            ドイツ連邦共和国　８１６７３　ミュンヘン　シューラインシュトラーセ　８
(72)発明者  スモロルツ　シルヴィア
            ドイツ連邦共和国　８１３７９　ミュンヘン　クラインシュトラーセ　３
Ｆターム(参考) 2H141 MA21  MB11  MC01  MC04  MC09  MD12  MD19  ME06 
　　　　 　　  5F173 MA02  MA03  MC15  MF02  MF10  MF12  MF22  MF28  MF39  MF40 
　　　　 　　  5K102 AA61  AH14 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

