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WDM モニタ  WD100

WDM Monitor WD100

次世代光ファイバ伝送であるWDM（Wavelength Division Multiplexing 波長分割多重）伝送の監視用測定器

としてWDM Monitor WD100 を開発した。高速測定（20 ms間隔），小型軽量（220×170×33 mm 1.5 kg以下），

高信頼性，単純なI/F という特長を持ち，WD伝送路の多重された各チャネル光の波長やパワーの監視や制御

ループ内での検出器などの機器組み込み用途に適する。
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 The newly developed WDM Monitor WD100 is a measuring instrument for monitoring WDM (Wave-

length Division Multiplexing) systems.  The WD100 features high speed measurement (20 ms inter-

val),  a small and light body(2203170333 mm/1.5 kg), a simple interface, and is highly reliable. Suit-

able applications include monitoring of optical wavelengths and power, or reporting of control loop

conditions to a host system.

図１　WD100の外観
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1. は  じ  め  に

昨今のインターネットの急速な普及により通信路の大

容量化の必要性が高まっている。現在主流の光ファイバ

伝送路の伝送容量は１本あたり2.4 Gbit/sあるいは10

Gbit/sであるが，同一の光ファイバに複数の波長の光を

多重して伝送すれば光ファイバ１本あたりの伝送容量は

多重した分だけ増大させることが可能となる。これが

WDM伝送である。

多重された光の波長とパワーの観測には光スペクトラ

ムアナライザやマルチウェーブレングスモニタなどが使

用されるが，これら従来型測定器は測定を実施する際に

可動する箇所があり，測定速度や信頼性の面から連続的

な監視用途には適さない。

WDM伝送路の多重された光を連続的に監視する組み

込み用途に特化し，高速測定，高信頼性，小型軽量なシ

ステム組込用測定器としてWD100を開発した。外観を

図１に示す。

2. 特　　長

WD100の特長を以下に挙げる。

（1）高速測定

多重された32波の光の波長とパワーを通信時間込み

で20 ms間隔にて測定可能。

（2）高信頼性

測定用可動部無し。動作温度範囲０～60℃

（3）小型軽量

220×170×33 mm　　1.5 kg以下

（4）単純なI／F

電源は５V給電のみ，ユーザーI／FはRS422による

通信I／Fのみ，各種アラーム出力，という単純なI／

F構成。

WD100は客先システムに組み込むことを前提とした

1.55μ帯の光波長およびパワー測定器である。小型で熱

的に安定な分光器の開発，受光部への自社開発のフォト

ダイオードアレイモジュール Photo Diode Array Mod-
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ule（PDAM）の採用，PDAMの出力を高速に処理する電気

回路とファームウェアの開発により組み込み用途に適す

る上記の（1）～（3）の特長を実現できた。また，組み込み

用途に特化するため（4）の特長も併せ持つ。

3. WDM伝送システムの概略

図２にWDM伝送システムの概略を示す。図中の各構

成要素を下記に示す。

ch1～n： nチャネルの電気信号である。

LD1～n： レーザー。電気－光 変換部である。各チャネ

ルの数だけ存在し，各々で異なる波長を出力

する。

λ1～n： ch１～nの電気信号をLD１～nで光に変換し

た信号である。各々波長が異なる。

MUX： λ１～n の各チャネル光を１本のファイバに

まとめる合波器である。

EDFA： Erbium Doped Fiber Amplifier エルビウム添加

光ファイバ増幅器。光信

号を電気信号に変換する

ことなく増幅する光増幅

器である。

DEMUX：合波された

光をn本のファイバに分

割する分波器である。

FILTER1～n：分波さ

れた光から所望のチャネ

ル光を抽出する波長フィ

ルタである。

PD1～n：フォトダイ

オード。光－電気変換

部である。各チャネル

の数だけ存在する。

複数の電気信号chを

LDで複数の波長の光λ

に変換し，MUXで１つ

のファイバに多重する。多重された光は伝送路の出力端

あるいは途中のEDFAで増幅されて受信部に到達する。

受信部のDEMUXにより多重された光の波長の数分だけ

の本数のファイバに分波される。このとき，分波された

各ファイバにはまだ波長は多重されたままである。分波

された光をFILTERで所望の波長の光λだけを抽出し，

PDで電気信号chに復元する。

WD100は，図中ではEDFAの前後段やDEMUXの前段

など，光が１つのファイバに合波されている箇所での監

視に適する。

4. WD100の構成

図３に全体のブロック図を示す。

（1）分光器

入射光を各チャネル波長に分光し，光検出器に結像

させるための小型で使用温度範囲の広い分光器を開

発した。分光器のブロック図を図４に示す。
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図２　WDMシステム概略

図３　WD100　WDM　MONITORブロック図
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ブロックやホルダーの材料はガラス系部品と線膨張

係数の近いSUS430を採用し，性能や寿命に影響する

ような応力のかかりにくい接着方法でガラス系部品

を固定することで使用温度範囲０～60℃を実現する

ことができた。図５に波長温度特性を示す。

通常の光スペクトラムアナライザーなどでは光検出

器として一つのフォトダイオードを使用し，分光素

子である回折格子をモーター等で回転させて希望の

波長の光を検出器に照射して測定動作を行ってい

る。測定動作に機構的な可動要素があるため測定間

隔は500 ms 程度までであり，寿命も長くはない。

WD100では光検出器にフォトダイオードを列状に配

置したPDAMを採用することにより測定用可動部を

無くして，測定間隔を飛躍的に短縮，長寿命化を実

現できた。

また，ミラーでの光路の折り返しを工夫することに

より小型化を実現した。

入射光はPDAM部分には図６のように１チャネル

あたり３素子にまたがって結像する。後段の電気回

路およびファームウェアにより，PDAM素子数以上

の波長分解能を得ることができる。

（2）フォトダイオードアレイモジュール（PDAM）

自社開発のPDAMを採用した。本PDAMは，256素

子InGaAsフォトダイオードアレイと光電流読み出し

用マルチプレクサ（Si-CMOS）とをハイブリッドに組

み合わせた走査型のマルチチャネル近赤外検出器で

ある。WD100の入力信号としては，波長多重された

レーザ光であるため，光電変換方式として出力飽和

を起こしにくい非蓄積方式を採用した。また，ペル

チィエ素子とサーミスタを同一パッケージに組み込

んでいるのでInGaAsフォトダイオードアレイの温度

制御が可能である。

レーザ光をフォトダイオードに入射させると，InGaAs

層で吸収され，光電流に変換される。光電流は読み出

し時には直列スイッチを経て外部回路に出力され，そ

れ以外は並列スイッチを経てグランドに流れる。この

直並列のスイッチはシフトレジスタにより，順次切り

替えられる。電荷蓄積方式の場合，積分容量の大きさ

や蓄積時間に制限があるため，出力電荷の飽和を起し

やすい。これを回避するには光学アッテネータ等によ

り光パワーを減衰させる必要がある。一方，非蓄積方

式の場合，光電流をそのまま外部回路に取り出せるの

で，光学アッテネータを介さず，強い光が入射して

も，出力飽和を起こしにくい。

InGaAsフォトダイオードアレイは，InP/InGaAs/

InPのダブルヘテロ構造のウエハにpn接合を形成し

たもので，素子表面には1.5μm帯で反射率が最小と

なる誘電体膜が蒸着されている。素子長は300μm，

素子ピッチは50μmである。光電流読み出し用マル

チプレクサは，シフトレジスタ，スタートパルス発

生回路，エンドパルス発生回路，及び電流スイッチ

からなる。

主な特長を表１に示す。図７に暗電流の測定例を，

図４　分光器ブロック図

図６　PDAM上への入射光の結像

図５　波長温度特性
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図８に隣接素子間感度差の測定例（両端の素子は除

外）を示す。素子ごとの特性ばらつきを低く抑えるこ

とができた。

本PDAMの採用により，光学アッテネータなどの部

品点数の削減が可能となり，さらに小型，高速，可

動機構部品の無い測定が可能となった。PDAMの外

観写真を図９に示す。

（3）電気回路

PDAMの素子数以上の分解能の出力を高速に得るた

めに浮動小数点DSPを採用した。測定シーケンスの

制御や通信などもこのDSPで処理している。また，

組み込み用途のためユーザーI/F はRS422通信I／F

のみであり，単純なI/F回路構成である。

（4）ファームウェア

ファームウェアは繰り返し測定動作を高速にするた

め当開発部製のモニタ上で動作させている。開発は

すべてC言語にて行った。

入射光（１波長）の光スペクトラム分布は基本的には

ガウス特性を持つ。図６のようにPDAM上に結像し

て得た３素子分の出力を素子感度補正をかけた後，

近似するガウス分布曲線を求める。そのピーク位置

を波長として算出している。また，その３素子分の

出力和に対して素子に対する光位置などをもとに

ファームウェアで補正をかけてパワーを算出してい

る。可動部のない分光器，浮動小数点DSP，高速な

ファームウェアにより，多重された32波の光の波長

図８　隣接素子感度差測定例

図７　暗電流測定例

図９　PDAM外観

とパワーを通信時間込みで20 ms間隔にて測定可能

となった。

5. 適　用　例

本製品はWDMシステムでの波長およびパワーの監

視，あるいは制御に使用される。図２における適用例を

解説する。

・各チャネル光の波長やパワーの監視。

・光増幅器の入出力特性の監視。

・各チャネル光の波長やパワーを安定化するための制御

ループ内での検出器。

WD100に接続されるホストシステムは，なんらかの原

因での設定外の光波長や光パワーを検出，あるいは光増

幅器特性の異常を検出したら警告を出し管理者に異常を

通知する。

また，各チャネル光の波長やパワーを所望の値内に制

御するための検出器としての用途にも適する。

6. お  わ  り  に

通信システム組込用の光測定器であるWD100について

解説してきた。通信業界の流れはとても速く，次世代

WDMであるDWDM（Dense Wavelength Division Mul-

tiplexing　高密度波長分割多重）伝送の実用化も目前に

迫ってきている。WD100での経験を生かし，引き続き次

世代WDM伝送路監視用途の測定器を開発中である。
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