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WDMモニタ  WD200
WDM Monitor  WD200

高密度波長多重（DWDM：Dense Wavelength Division Multiplexing）伝送システムのチャネル監視用モニタ

としてWD200を開発した。本モニタは自社開発の640素子InGaAsフォトダイオードアレイを用い，ポリクロ

メータ型分光方式を採用することにより，チャネル間隔50 GHzのDWDM信号に対応できる高分解能と小型

（220× 170× 28 mm）軽量（1.5 kg）とを実現している。
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We have developed a channel monitor WD200 for Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

transmission systems. This monitor is based on a polychromator method with an in-house 640-pixel

InGaAs photodiode array, so that WD200 enables high resolution for 50-GHz channel spacing DWDM

signals and also a compact (220 × 170 × 28 mm)  and 1.5 kg-lightweight body.

1. は  じ  め  に

光海底ケーブルシステムあるいは大都市間の基幹伝送

システムに代表される光ファイバ通信システムは，その

実用化以来，潜在的な需要に支えられながら長距離・大

容量化へと着実な進歩を遂げてきた。また近年のイン

ターネットの急激な進歩によりデータ通信需要が急増し，

更なる大容量化として，北米の長距離系に波長多重

（WDM:Wavelength Division Multiplexing）システムが導

入された。これを契機に，各機関で伝送容量拡大に向け

DWDM（Dense WDM）等の開発競争が進められている。（1）

またWDMシステムは，フォトニックネットワークへ

の応用も期待されている。従来電気的に処理していた

ノード等に光技術を適用し，ノード処理を高速にするも

のである。波長ルーティングをベースにした IPネット

ワークとWDMシステムの接続から，光クロスコネクト

（OXC）を介した海底ケーブルネットワークと陸上ケーブ

ルネットワークとの接続など，光ネットワーク化への広

がりを見せている。

一方，波長多重数の増加は端局コストの増加につなが

るため，伝送容量を確保しつつトータルコストを抑える

方法として，チャネル当たりの高速化（高ビットレート

化）も精力的に進められている。実用システムとしては

10 Gbit/s 50 GHzチャネル間隔WDMシステムが主流と

なり，次期システムとして20 Gbit/sあるいは40 Gbit/s

WDMシステムの技術開発が本格化している。

これらシステムの実現のための主な課題としては，

（1）光ファイバの非線形光学効果なども考慮した伝送路

の分散マネジメント

（2）光増幅器の利得の平坦化，およびSNRと非線形とを

考慮した信号レベルの最適化

（3）伝送品質を劣化させる分散，非線形等に対する耐性

に優れた変調（符号）方式

などが挙げられる。各項目は相互に関連するものであり

総合的な解決が必要となる。（2）

光測定技術はこれらの課題の解決を支えるものであり，

システム運用時も伝送品質を監視する（3）など，重要な役

割を担う。当社ではすでにWDMモニタWD100を商品

化しているが（4），今回，狭チャネル間隔（50 あるいは

25 GHz）DWDM信号に応える高分解能WDMモニタとし

てWD200を開発した。（5）外観写真を図1中に示す。

本稿ではWD200の技術的な背景について述べる。

2. WD200の構成

図2はWD200の全体ブロック図である。機械的可動部

のないポリクロメータ型分光部と測定シーケンス・通信

制御，および各種演算等を行う電気回路部とから成り，

（1）小型，軽量，（2）高速測定，（3）高信頼性，などの特長

を持ち，システム搭載に適したインライン型のモニタと

して設計されている。
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主な仕様を表1に示す。WD200はCバンドまたはLバ

ンドの約40 nmの波長域を高分解能（最小分解ピーク間隔

0.2 nm≒25 GHz）に測定するWDMモニタである。

3. 光学系および動作

光学系の外観写真を図3に示す。構成要素としては分

散素子である回折格子（ここではプリズムと併用）とアレ

イ型検出器である InGaAs フォトダイオードアレイ

（PDA），シングルモードファイバから射出された被測定

光をコリメートするレンズ1，分光された光をアレイ素

子上に結像させるレンズ2，ビームを折り返すためのミ

ラー1，2，および偏光状態をランダムにするためのデポ

ラライザである。これらの部品はステンレスのブロック

に固定されている。分散素子によって分光されたWDM

信号スペクトルはPDAで受光され，得られたサンプリン

グデータから元の信号を再生し，波長，パワー，光SNR

を求めるものである。

限られたスペースの中で要求される機能・性能を実現

するために，各構成要素は最適化されている。ここでは

特に重要なデバイスである分散素子とPDAとについて述

べる。

（a）分散素子

基本的には回折格子であるが，必要な光学的分解能

を確保するだけでなく，測定波長域においてその

（線）分散特性を均一にするために，プリズムを併用

している（図4）。つまり，波長が短いほど分散が減

図1　WDMシステムのネットワーク化とWDMモニタ

図2　全体ブロック図
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少する回折格子の非線形な特性をプリズムの正常分

散で打ち消して，分散素子全体として均一な分散特

性を得ている。

（b）PDA

隣接スペクトル（ピーク）が確実に分離し，かつチャ

ネル間での光ノイズレベル測定を可能にするために，

本チャネルモニタでは1チャネル（0.4 nm間隔）当た

り6素子を割り当てている。したがって100チャネ

ル分で最低600素子必要で，かつ温度特性のマージ

ン分を考慮して640 素子 InGaAs PDAを採用した

（図5）。本デバイスもWD200の開発に併せて当社内

で開発したものである。

4. 基  本  性  能

主な仕様は表1に掲げてあるが，ここでは基本的な性

能の代表的な例を示す。

（a）最小分解ピーク間隔

図6は2つの近接する信号（チャネル間隔0.2 nm）の

分離の様子を示したものである。回折格子の実効溝

本数で決まる光学的分解能は，想定している最小

ピーク間隔0.2 nmの信号を分離するには十分な値で

あるが，アレイ素子出力（位置が固定されているサン

図3　光学系外観写真

プリングデータ）で元の 2 つのピークを再現するた

めには，最悪のケースを考えたとき，これら2つの

ピーク（ 2 波）は 3 素子分離れている必要がある。つ

まり，ここでの最小分解ピーク間隔0.2 nmは，素子

間波長差0.067 nm×3=0.2 nmで制限されている。

（b）パワーフラットネス

アレイ素子でビーム状のスペクトラムを受光する場

合，その照射位置（ビームの素子間への落ち込み）に

よる受光パワーの変動を抑えるために，分解能すな

わち分光器のスペクトル幅は，アレイ素子のピッチ

程度に設定される。このとき素子を横切るときのパ

ワーの変動分は，約0.05 dBppである（図7）。

（c）光SNR

光SNRは，光信号パワーと光ノイズパワーとの比で

定義されるので，比較的低いレベルの光ノイズパ

ワー測定が重要となる。一般にポリクロメータ型分

光器では，ダブルモノクロメータのような迷光分を

カットする構成がとりにくく，光学的なダイナミッ

クレンジが劣り，信号光の迷光分が光ノイズパワー

測定に影響を与える。光SNRが大のとき，すなわち

光ノイズパワーが相対的に小のとき，この影響が顕

著となり誤差は大となる（図8）。

図4　プリズム併用回折格子
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WD200では自分自身の応答関数（線スペクトル入力

に対する出力の広がり）をデータとして内部に持ち，

これをもとに信号の迷光分を演算で除去することに

より，光SNR誤差を約±0.5 dB（@光SNR 20 dBの

とき）に抑えている。

5. お  わ  り  に

当社のWDMモニタは，海底ケーブルシステムにWDM

が導入された当初からWDM信号のモニタとしてシステ

図6　チャネル分解能 図8　SNR測定
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ムに搭載され，多くの実績を持つことができた。本稿で

は，DWDM用に商品化したWDMモニタWD200につい

て紹介した。今後通信需要の増加に伴ってWDMのネッ

トワーク化がさらに進むことが予想され，高速，高信頼

性を有したWDMモニタは，一段とその重要性を増すも

のと思われる。これからもシステムの要求に応えるべく，

高性能化はもちろんのこと，さらに小型，低コスト化な

どを図っていきたい。
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