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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
超短光パルス信号を、該超短光パルス信号に含まれる各波長の時間的変化を表す２次元
空間光スペクトログラムに光のみを用いて展開し、該２次元空間光スペクトログラムを２
次元変調デバイスにて直接変調し、再び光パルス信号に変換する超短光パルス信号の分散
補償方法であって、信号光と空間的に分離したトリガーパルスを第１のシリンドリカルレ
ンズにより、光−光スイッチとして動作する非線形光学結晶に入射させ、前記信号光をＸ
軸方向に空間分離して切り出し、該切り出された信号光を第２のシリンドリカルレンズに
よりコリメートした後、分散素子を用いて、Ｙ軸方向に波長毎に分解し、分散した光パル
ス信号を、能動光学デバイスを用いず、全受動的に、かつ瞬時に補償することを特徴とす
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る超短光パルス信号の分散補償方法。
【請求項２】
請求項１記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記超短光パルス信号が分
散量が未知の超短光パルス信号であることを特徴とする超短光パルス信号の分散補償方法
。
【請求項３】
請求項１記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記超短光パルス信号が波
長が多重化した超短光パルス信号であることを特徴とする超短光パルス信号の分散補償方
法。
【請求項４】
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請求項１記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、分散した超短光パルス信号
内の任意の時間遅延をもつ波長成分を、決められた空間位置に自動的に展開することを特
徴とする超短光パルス信号の分散補償方法。
【請求項５】
請求項１記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記トリガーパルスが離散
化したトリプルパルスであることを特徴とする超短光パルス信号の分散補償方法。
【請求項６】
請求項１記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記トリガーパルスが連続
したパルス列であることを特徴とする超短光パルス信号の分散補償方法。
【請求項７】
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請求項４にて展開した空間分布を受動光学素子により分散補償可能にすることを特徴と
する超短光パルス信号の分散補償方法。
【請求項８】
請求項７記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記受動光学素子として回
折型シリンドリカルレンズ対を用いることを特徴とする超短光パルス信号の分散補償方法
。
【請求項９】
請求項８記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記回折型シリンドリカル
レンズ対を、電気的、磁気的、機械的に移動させることにより、分散補償量を可変とする
ことを特徴とする超短光パルス信号の分散補償方法。
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【請求項１０】
超短光パルス信号を、該超短光パルス信号に含まれる各波長の時間的変化を表す２次元
空間スペクトログラムに光のみを用いて展開し、該２次元空間スペクトログラムを２次元
変調デバイスにて直接変調し、再び超短光パルス信号に変換する超短光パルス信号の分散
補償装置であって、信号光と空間的に分離したトリガーパルスを第１のシリンドリカルレ
ンズにより、光−光スイッチとして動作する非線形光学結晶に入射させる手段と、該入射
させた信号光とトリガーパルスを前記信号光をＸ軸方向に空間分離して切り出し、該切り
出された信号光を第２のシリンドリカルレンズによりコリメートした後、分散素子を用い
て、Ｙ軸方向に波長毎に分解する手段と、分散した超短光パルス信号を、能動光学デバイ
スを用いずに、全受動的に補償する手段を具備することを特徴とする超短光パルス信号の
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分散補償装置。
【請求項１１】
請求項１０記載の超短光パルス信号の分散補償装置において、分散量が未知の超短光パ
ルス信号を、能動光学デバイスを用いずに瞬時に補償する手段を具備することを特徴とす
る超短光パルス信号の分散補償装置。
【請求項１２】
請求項１０記載の超短光パルス信号の分散補償装置において、波長多重化した超短光パ
ルス信号の分散を全受動的に補償する手段を具備することを特徴とする超短光パルス信号
の分散補償装置。
【請求項１３】
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請求項１０記載の超短光パルス信号の分散補償装置において、分散した超短光パルス信
号内の任意の時間遅延を持つ波長成分を、決められた空間位置に自動的に展開する手段を
具備することを特徴とする超短光パルス信号の分散補償装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光信号の伝送系において、光ファイバー伝送路で発生する分散を補償する方
法及びその装置に係り、特に、分散した光パルスを、光パルスに含まれる各波長の時間的
変化を表す２次元スペクトログラムに光のみを用いて展開し、２次元分散補償デバイスに
て直接分散補償し、再び超短光パルスに変換し伝送する技術において、分散量が未知の超
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短光パルスに対しても、全受動的かつ瞬時に分散補償を行うことができる技術に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
近年の光ファイバーを用いた情報通信網の発展により、我々の生活において大容量・高
速通信が身近なものになってきた。最近では、この大容量・高速通信を利用して、映画の
リアルタイム配信も可能になってきた。しかし、ストレスを感じないほど高速なインター
ネット通信や、映画の配信をはじめとして遠隔教育や遠隔医療といった分野までを含むマ
ルチメディア通信を可能にするためには、さらなる通信容量の増大が必要になる。例えば
、２０１０年頃には、家庭で１５０Ｍｂｐｓ、オフィスで１０Ｇｂｐｓ、また幹線系では
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ＴｂｐｓからＰｂｐｓレベルの超高速バックボーンネットワークが必要になると予想され
ている。
【０００３】
通信容量の増大のためには、信号密度の向上と変調速度の向上が必要になる。そこで、
信号密度の向上のために、光時分割多重方法（ＯＴＤＭ）や波長分割多重方式（ＷＤＭ）
などの研究が盛んに行われている。また、変調速度向上のために、光−光スイッチを用い
た研究が行われている。しかし、これらの技術を単に進歩させるのみで通信容量を増大さ
せるためには、膨大な装置とコストが必要になり、また精密に制御することが非常に困難
になる。
【０００４】
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そこで、通信容量増大のためのブレークスルーとして、ＯＴＤＭとＷＤＭの性質を併せ
持つ超短光パルスを光源とした技術が、下記非特許文献１にて公開されている。超短光パ
ルスは、帯域の広い波長成分の重畳により形成されるため膨大な波長資源を有し、またそ
の時間幅が非常に短いため高密度な時間信号を形成することが可能となる。
【０００５】
しかし、超短光パルスは、帯域の広い波長成分から形成されるため、光ファイバー等の
伝送路を伝播することにより「分散」と呼ばれる新たな問題が発生する。これは、光ファ
イバー中では波長により伝播する速度が異なるため、ある距離を伝播した場合は、波長毎
に到着時間が異なってしまうという現象を指す。つまり、分散していない超短光パルスの
場合、含まれる波長成分が全て中心となる基準時間で揃っているが、分散した超短光パル
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スの場合、各波長が基準時間からずれ、ある波長成分は基準時間よりも前に、ある波長成
分は基準時間よりも後ろに存在するという状態になる。
【０００６】
これにより、超短光パルスの信号波形が崩れてしまい、長距離伝送が困難になる。また
、この分散の影響は、超短光パルスを用いた場合だけでなく、波長多重した信号において
も問題となる。この場合、各波長信号間で時間的なずれが生じ、タイミング誤差の原因と
なる。
【０００７】
そこで、超短光パルスの信号波形や波長多重信号の時間ずれを元に戻すために、「分散
補償」システムが用いられてきた。その分散補償システムでは、各波長成分の時間的なず

40

れを補正し、超短光パルスのパルス波形を元に戻すための操作が行われる。
【０００８】
一般的な分散補償システムでは、回折格子対やプリズム対などの分散素子を用いる。そ
して、光パルスを波長毎に分解し、波長毎に必要な時間補償を行い、再び光パルス信号に
戻すことにより分散補償を行う。
【０００９】
これら従来のシステムにおいては、光パルスが経由した経路が既知であり、その分散量
が事前に分かっている場合の光パルス信号や、分散補償量を高速に変化させる必要がない
場合に対し分散補償を行うことが可能である。
【００１０】
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なお、超短光パルス信号の変換や信号処理に関する先行技術として以下のよう特許文献
１〜４が開示されている。また、光ファイバを通るときに生じる光の色分散を補償する装
置として、特許文献５が開示されている。
【特許文献１】特開平１１−４６３０４号公報（第３−５頁
【特許文献２】特許第３０１８１７３号公報（第２−３頁

図１）
図１）

【特許文献３】特開２０００−２７５６８９号公報（第３−４頁
【特許文献４】特開２００２−７２２７０号公報（第３−４頁

図１）
図１）

【特許文献５】特表２００２−５１４３２３号公報（図１３）
【非特許文献１】Ｔ．Ｍｏｒｉｏｋａ，Ｋ．Ｍｏｒｉ，ａｎｄ
ｉ，

Ｍｏｒｅ

ｓｅｃｏｎｄ
ｇｌｅ

ｔｈａｎ

１００−ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ−ｃｈａｎｎｅｌ

ｏｐｔｉｃａｌ

ｌａｓｅｒ

ｏｐｔｉｃａｌ

Ｍ．Ｓａｒｕｗａｔａｒ

ｐｕｌｓｅ

ｓｏｕｒｃｅ
ｆｉｂｅｒｓ

ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

ｕｓｉｎｇ

ｐｉｃｏ

ｆｒｏｍ
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ｓｉｎ

ｓｕｐｅｒｃｏｎｔｉｎｕｕｍ

ｉｎ

，Ｅｌｅｃｔｒｏｎ．Ｌｅｔｔ．２９，８６２−８６

４（１９９３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
しかし、上記した従来の技術では、光パルスが経由した経路が未知で、分散量が未知の
光パルス信号に対しては、まず、その分散量を測定する必要があり、また光パルス信号の
記録や機械的な操作を用いていたため瞬時の分散補償を行うことが不可能であった。
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【００１２】
本発明は、上記状況に鑑み、分散量が未知の光パルス信号に対して、機械的・能動的な
操作を用いない、処理を全受動化したリアルタイム分散補償を行う方法とその装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明は、上記目的を達成するために、
〔１〕超短光パルス信号を、この超短光パルス信号に含まれる各波長の時間的変化を表
す２次元空間光スペクトログラムに光のみを用いて展開し、この２次元空間光スペクトロ
グラムを２次元変調デバイスにて直接変調し、再び光パルス信号に変換する超短光パルス
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信号の分散補償方法であって、信号光と空間的に分離したトリガーパルスを第１のシリン
ドリカルレンズにより、光−光スイッチとして動作する非線形光学結晶に入射させ、前記
信号光をＸ軸方向に空間分離して切り出し、この切り出された信号光を第２のシリンドリ
カルレンズによりコリメートした後、分散素子を用いて、Ｙ軸方向に波長毎に分解し、分
散した光パルス信号を、能動光学デバイスを用いず、全受動的に、かつ瞬時に補償するこ
とを特徴とする。
【００１４】
〔２〕上記〔１〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記超短光パルス
信号が分散量が未知の超短光パルス信号であることを特徴とする。
【００１５】
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〔３〕上記〔１〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記超短光パルス
信号が波長が多重化した超短光パルス信号であることを特徴とする。
【００１６】
〔４〕上記〔１〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、分散した超短光パ
ルス信号内の任意の時間遅延をもつ波長成分を、決められた空間位置に自動的に展開する
ことを特徴とする。
【００１７】
〔５〕上記〔１〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記トリガーパル
スが離散化したトリプルパルスであることを特徴とする。
【００１８】
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〔６〕上記〔１〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記トリガーパル
スが連続したパルス列であることを特徴とする。
【００１９】
〔７〕超短光パルス信号の分散補償方法において、上記〔４〕にて展開した空間分布を
受動光学素子により分散補償可能にすることを特徴とする。
【００２０】
〔８〕上記〔７〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記受動光学素子
として回折型シリンドリカルレンズ対を用いることを特徴とする。
【００２１】
〔９〕上記〔８〕記載の超短光パルス信号の分散補償方法において、前記回折型シリン
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ドリカルレンズ対を、電気的、磁気的、機械的に移動させることにより、分散補償量を可
変とすることを特徴とする。
【００２２】
〔１０〕超短光パルス信号を、この超短光パルス信号に含まれる各波長の時間的変化を
表す２次元空間スペクトログラムに光のみを用いて展開し、該２次元空間スペクトログラ
ムを２次元変調デバイスにて直接変調し、再び超短光パルス信号に変換する超短光パルス
信号の分散補償装置であって、信号光と空間的に分離したトリガーパルスを第１のシリン
ドリカルレンズにより、光−光スイッチとして動作する非線形光学結晶に入射させる手段
と、この入射させた信号光とトリガーパルスを前記信号光をＸ軸方向に空間分離して切り
出し、この切り出された信号光を第２のシリンドリカルレンズによりコリメートした後、
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分散素子を用いて、Ｙ軸方向に波長毎に分解する手段と、分散した超短光パルス信号を、
能動光学デバイスを用いずに、全受動的に補償する手段を具備することを特徴とする。
【００２３】
〔１１〕上記〔１０〕記載の超短光パルス信号の分散補償装置において、分散量が未知
の超短光パルス信号を、能動光学デバイスを用いずに瞬時に補償する手段を具備すること
を特徴とする。
【００２４】
〔１２〕上記〔１０〕記載の超短光パルス信号の分散補償装置において、波長多重化し
た超短光パルス信号の分散を全受動的に補償する手段を具備することを特徴とする。
【００２５】
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〔１３〕上記〔１０〕記載の超短光パルス信号の分散補償装置において、分散した超短
光パルス信号内の任意の時間遅延を持つ波長成分を、決められた空間位置に自動的に展開
する手段を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
本発明は、分散した光パルス信号の、機械的・能動的な操作を一切用いない、処理を全
受動化したリアルタイム分散補償が可能となる。
【００２７】
特に、超短光パルスによる高速・大容量伝送に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２８】
光パルス信号を、該光パルス信号に含まれる各波長の時間的変化を表す２次元空間光ス
ペクトログラムに光のみを用いて展開し、この２次元空間光スペクトログラムを２次元変
調デバイスにて直接変調し、再び光パルス信号に変換する超短光パルス信号の分散補償に
あたって、分散した光パルス信号を、能動光学デバイスを用いずに、受動光学素子のみで
、全受動的に、かつ瞬時に補償する。
【実施例】
【００２９】
以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【００３０】
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本発明では、分散量が未知の光パルスの分散補償を行うために、まず光パルスの時間信
号成分を空間信号成分として展開する。つまり、空間面上の１つの軸に沿って光パルス信
号の時間波形が展開される。そして展開した空間信号を、空間面上のもう一つの軸に沿っ
て含まれる波長成分毎に分解する。つまり、展開した２次元空間分布上のある一点は、光
パルス信号内のある時間におけるある波長成分に対応することになる。この展開した２次
元空間分布が光スペクトログラムと呼ばれる。この時、前記した空間面上の１つの軸に沿
って時間波形が展開されるが、その空間分布はまたその方向に沿った時間ずれ量に相当す
る分だけ実際に基準時間となる基準面に対し時間がずれた分布となる。基準時間からずれ
た光パルス内の各波長成分は、時間ずれ量に相当する空間位置に自動的にマッピングされ
ていくため、その位置に時間補償を行う素子を配置することにより時間補償を行うことが
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可能となる。よって機械的・能動的な操作を一切用いない、処理を全受動化したリアルタ
イム分散補償を行うことが可能となる。
【００３１】
以下、詳細に説明する。
【００３２】
本発明にかかる分散補償システムは、以下に示すように、大きく３つのサブシステムか
ら構成される。
【００３３】
図１は本発明にかかる超短光パルス信号の分散補償の概要を示す模式図である。
【００３４】
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第１のサブシステム１０１では、超短光パルス信号１０２，１０２′を２次元空間光ス
ペクトログラム１１２に展開する。ここで、１０４は超短光パルス信号１０２が伝搬され
る光ファイバー伝送路、１０５は光学システムである。
【００３５】
ここでは、伝送信号である超短光パルス信号１０２を時間−波長の２次元空間光スペク
トログラム１１２に展開する。つまり、時間をＸ軸、波長をＹ軸とする平面に展開する。
Ｘ軸の中心よりずれた分が時間ずれ量となり、その時間ずれ量に相当する空間位置に自動
的にマッピングされる。
【００３６】
第２のサブシステム１１１では、波長成分毎に必要となる時間補償を空間的に行う。

30

【００３７】
すなわち、（ａ）時間をＸ軸、波長をＹ軸とする平面に展開した２次元光スペクトログ
ラム１１２を、（ｂ）時間補償を行う受動光学素子（ここでは、後述する位相補償板を示
しているが、後述する回折型シリンドリカルレンズ対であってもよい）１１３を配置する
ことにより、（ｃ）時間補償を行った分布スペクトログラム１１４を生成させる。
【００３８】
第３のサブシステム１２１では、時間補償した分布スペクトログラム１１４を再び超短
光パルス信号１２３に変換する。ここで、１２４は光学システム、１２５は超短光パルス
信号１２３，１２３′が伝搬される光ファイバー伝送路である。
【００３９】

40

以下、３つのサブシステムにおける実施の形態、および分散補償の方法について詳細に
説明する。
〔第１のサブシステム〕
第１のサブシステム１０１では、超短光パルス信号１０２に含まれる各波長成分の時間
波形を水平方向（Ｘ軸方向）に沿った空間分布として展開し、そして含まれる波長成分毎
に鉛直方向（Ｙ軸方向）に並べることにより超短光パルス信号１０２の光スペクトログラ
ム１１２を得る。
【００４０】
図２はその概念図である。中心となる基準時間は用いるトリガー信号により決定され、
超短光パルス信号１０２内の基準となる時間内（ｔ＝０）の波長成分が、２次元空間分布
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面における（ｘ＝０）の位置のＹ軸上に展開され、他の成分では例えば（ｔ＝−τ1 ）の
波長成分が（ｘ＝−ｘ1 ）の位置に、（ｔ＝τ1 ）の波長成分が（ｘ＝ｘ1 ）の位置のＹ
軸方向に沿って展開される。また、この展開した２次元空間分布の（ｘ＝−ｘ1 ）上の位
置に存在する分布は、Ｘ軸・Ｙ軸が含まれる面を基準として、ｚ1 ＝−τ1 ×ｃに相当す
る分だけ遅延しており、逆に（ｘ＝ｘ1 ）上の位置に存在する分布は、ｚ1 ＝τ1 ×ｃに
相当する分だけ進んだ時空間プロファイルを持つ分布として展開される。
【００４１】
図３はこの信号変換を実現する光学システムの模式図である。
【００４２】
ここでは説明を簡単にするため、分散した超短光パルス信号１０２のうち、任意の３つ
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の時間で切り出したトリプルパルスを信号として用いる。そのそれぞれのパルスをＳＰ１
、ＳＰ２、ＳＰ３とする。これに対し、トリガーとなるパルスとしてもトリプルパルスを
用意し、そのそれぞれのトリガーパルスをＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３とする。この時、ＴＰ
１、ＴＰ２、ＴＰ３はＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３とそれぞれ時間的に同期しているとし、ま
たＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３は空間的に分離されている。そして、第１のシリンドリカルレ
ンズ１１により、ＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３およびＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３は共にＸ軸方向
に集束され、集束光として非線形光学結晶１２に入射する。非線形光学結晶１２は、２つ
の超短光パルスが同時に結晶に入射した時のみ物理的特性が変化する材料であり、また光
の速度で応答可能であるため、超高速光−光スイッチとして動作する。
【００４３】
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よって、非線形光学結晶１２内において、トリガーパルスＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３に同
期した超短光パルス信号成分のみが非線形光学結晶１２から切り出される。
【００４４】
本発明においては、ＴＰ１によりＳＰ１が、ＴＰ２によりＳＰ２が、またＴＰ３により
ＳＰ３が切り出される。この時、ＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３は空間的に分離されているため
、切り出されたＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３もまた空間的に分離されて非線形光学結晶１２か
ら出射する。その後第２のシリンドリカルレンズ１３にてコリメートすることにより、超
短光パルスの時系列な信号成分がＸ軸方向に沿った空間分布に置き換えられて展開される
。また、切り出された各信号成分は、ＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３のそれぞれでの相対的な時
間差を保持しているため、Ｘ軸方向に沿って展開された空間分布はまた実際にそれぞれの
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時間に対応する時間差を保持した時空間プロファイルとなる。その後、分散素子１４を用
いてＹ軸方向に沿って波長毎に分解し、第３のシリンドリカルレンズ１５にて再びコリメ
ートすることにより、超短光パルスに含まれる各波長成分の時間波形は水平方向（Ｘ軸方
向）に沿った空間分布として、そして含まれる波長成分毎に鉛直方向（Ｙ軸方向）に並べ
ることにより超短光パルス信号の光スペクトログラムを得ることが可能となる。
【００４５】
今、ＴＰ１とＳＰ１、ＴＰ２とＳＰ２、またＴＰ３とＳＰ３が時間的に同期していると
仮定したが、未知の超短光パルス信号に対しても、ＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３それぞれに同
期する信号成分が空間的に分離されて切り出される。
【００４６】
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また、説明においてトリガーパルスは、図４（ａ）に示すような、離散化したトリプル
パルスであるとしたが、図４（ｂ）に示すような連続したパルス列を用いることにより、
全ての時間成分を空間分布に変換することが可能となる。
【００４７】
また、図２に示すように、超短光パルス信号１０２内の任意の波長成分は、その波長成
分がもつ時間遅延に相当する位置に自動的にマッピングされるため、任意の分散した超短
光パルス信号１０２を２次元空間分布に自動的に変換することが可能となる。
〔第２のサブシステム〕
第２のサブシステム１１１では、展開した光スペクトログラム１１２に対し時間補償を
行うことにより、超短光パルスの分散補償を行う。
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【００４８】
第１のサブシステム１０１において、トリガーパルスの時間遅延量、および空間分散量
はあらかじめ設定可能であるため、展開した空間分布上のある任意の点に存在する波長成
分とその時間差は既知のものとなる。例えば、図２を例に取れば、（ｘ＝ｘ1 ）の位置に
展開された分布は、超短光パルス信号内において（ｔ＝τ1 ）の時間遅延を持つ時間信号
成分であり、実際にｚ1 ＝τ1 ×ｃに相当する分だけ進んだ分布である。すなわち、（ｘ
＝ｘ1 ）の位置に展開される信号は、一意的に同じ時間差を持っていることになる。よっ
て、その位置にその時間差（ｚ1 ＝τ1 ×ｃ）を補償する素子を置くことにより、時間補
償を行うことが可能となる。
【００４９】
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時間差を補償する方法として大きく分けて２つの方法が挙げられる。
（時間補償方法Ｉ）
超短光パルス信号の時間波形を空間分布に展開する際、図４（ａ）に示すように、離散
的に展開した場合は、その時間差を補償する受動光学素子（位相補償手段）としての位相
補償板２５を置くだけで能動光学デバイスを用いることなく補償可能となる。なお、２１
は超高速ゲート、２２は第１のレンズ、２３は第２のレンズである。
（ 時 間 補 償 方 法 II）
また、図４（ｂ）に示すように、連続的に展開した場合は、受動光学素子（位相補償手
段）としての回折型シリンドリカルレンズ対３０を利用する。
【００５０】
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図５は図４（ｂ）に示す分散補償の様子を示す図である。
【００５１】
超短光パルスはそのパルス幅が非常に短いため、空間的にＡに示すようなシート状であ
ると考えることができる。この超短光パルスが回折型シリンドリカルレンズ３１に入射す
る。このレンズ３１上の各点〔Ｐ1 （１），Ｐ1 （２），Ｐ1 （３）…Ｐ1 （ｎ）〕に入
射した光はレンズ３１により偏向されＢ点に向けて集光される。その後Ｂ点から再び発散
し、回折型シリンドリカルレンズ３１と対称に配置した回折型シリンドリカルレンズ３２
にて回折型シリンドリカルレンズ３１への入射光と平行になるように偏向される。この時
、レンズ３１上の各点〔Ｐ1 （１），Ｐ1 （２），Ｐ1 （３）…Ｐ1 （ｎ）〕からＢ点を
通り、レンズ３２上の各点〔Ｐ2 （１），Ｐ2 （２），Ｐ2 （３）…Ｐ2 （ｎ）〕までに
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おいて距離差が生じる。超短光パルスはシート状であるため、この距離差により超短光パ
ルスの波面に傾きが生じる。この傾きを利用し、時間補償を行う。連続的に展開した分布
は波面が傾いているため、回折型シリンドリカルレンズ対３１，３２を利用することによ
り、その波面の傾きを補償することが可能となる。これにより時間補償を行うことが可能
となる。
【００５２】
また、上記した受動光学素子（ここでは、回折型シリンドリカルレンズ３１，３２）を
、電気的、磁気的、機械的に移動させることにより、分散補償量を可変にすることができ
る。
〔第３のサブシステム〕

40

第３のサブシステム１２１では、分散補償した分布を再び伝送可能な超短光パルス信号
に変換する。
【００５３】
超短光パルスへの再変換は、第２のサブシステム１１１で時間補償した分布を光学シス
テム１２４で集光して光ファイバー１２５へ入射させるのみで実行可能である。
【００５４】
上記したように、本発明によれば、分散量が未知の超短光パルス信号の分散補償を行う
ため３ステップを以下のように施す。
【００５５】
第１ステップは、伝送信号である超短光パルス信号を時間−波長の２次元空間光スペク
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トログラムに展開する。つまり、時間をＸ軸、波長をＹ軸とする平面に展開する。Ｘ軸の
中心よりずれた分が時間ずれ量となり、時間ずれ量に相当する空間位置に自動的にマッピ
ングされる。
【００５６】
第２ステップは、展開された光スペクトログラムに対して時間補償を行う受動光学素子
を配置する。位置ずれ基準点（一番遅れている信号）に対して厚みの大きい受動光学素子
（例えばガラス）を通過させることで時間補償する。
【００５７】
第２ステップの基準時間からの時間ずれ量の補償は、回折型シリンドリカルレンズや位
相板で実現される。
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【００５８】
第３ステップは、時間補償された光分布を光信号に変換する。
【００５９】
これにより、機械的・能動的な操作を一切用いない、処理を全受動化したリアルタイム
分散補償が可能となる。特に、超短光パルスによる高速・大容量伝送に有効である。
【００６０】
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の
変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
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本発明にかかる超短光パルス信号の分散補償により、超短光パルスの光ネットワークシ
ステムへの導入が容易になり、光ネットワークシステムの通信容量を格段に増大させるこ
とが可能になる。これにより、生活を取り巻くネットワーク環境がよりブロードバンド化
され、現在の技術では困難であるテレビ電話などのマルチメディア通信を実現できるよう
になる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明にかかる超短光パルス信号の分散補償の概要を示す模式図である。
【図２】本発明にかかる超短光パルス信号の光スペクトログラムを得る概念図である。
【図３】本発明にかかる信号変換を実現する光学システムの模式図である。

30

【図４】本発明にかかるパルス列の全ての時間成分を空間分布に変換する様子を示す模式
図である。
【図５】本発明にかかる超短光パルス信号の分散補償の様子を示す模式図である。
【符号の説明】
【００６３】
１１

第１のシリンドリカルレンズ

１２

非線形光学結晶

１３

第２のシリンドリカルレンズ

１４

分散素子

１５

第３のシリンドリカルレンズ

２１

超高速ゲート

２２

第１のレンズ

２３

第２のレンズ

２５

位相補償板

３０

回折型シリンドリカルレンズ対

３１，３２
１０１
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回折型シリンドリカルレンズ
第１のサブシステム

１０２，１０２′

超短光パルス信号

１０４，１２５

光ファイバー伝送路

１０５，１２４

光学システム
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１１１

第２のサブシステム

１１２

展開した２次元空間光スペクトログラム

１１３

受動光学素子

１１４

時間補償を行った分布スペクトログラム

１２１

第３のサブシステム

１２３，１２３′

【図１】

変換された超短光パルス信号

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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