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概要

この資料は光ネットワークでラマン増幅器実装の実用面を説明したものです。 それはラマン、リ
スト理解すること itis 利点、必要条件およびアプリケーションをもっと簡単にします。

Sanjay Yadav によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。 

背景説明

ラマン増幅器は一般的にはるかに高価で、Erbium Doped Fiber Amplifier （EDFA）増幅器よ
りより少ないゲインがあります。 従ってそれは専門アプリケーションのためにだけ使用さ
れます。

1.

この増幅器に EDFA にある主な利点は光スパンをより少ないノイズを非常に生成し、EDFA
大いにノイズ 比率（OSNR）に信号を送るためにそれ故に低下させませんことです。

2.

その典型的なアプリケーションは追加ゲインが必要となるが、OSNR 制限が達した EDFA
スパンにです。

3.

ラマン増幅器を追加することはかなり OSNR に影響を与えないかもしれませんでしたり
20dB 信号利得まで提供できます。

4.

もう一つのキー属性は EDFA のためのケースがあるようにファイバ帯域を増幅する可能性ち
ょうど C 帯域です。 これはラマン増幅器が O、E および S 帯域の場合を後押しすることが
できるように可能にします（Coarse Wavelength Division Multiplexing （CWDM; 低密度波長
分割多重）拡大アプリケーションのために）。

5.

増幅器は分散している非線形効果である刺激されたラマンの原則で（SRS）動作します。6.
それは高出力ポンプ レーザーおよびファイバ カプラー（光サーキュレータ）で構成されて
います。

7.

拡大メディアは型ラマン分散増幅器（DRA）のスパン ファイバです。8.
Dstributed フィードバック（DFB）レーザーはラマン カードのために安全機構として使われ
る狭い分光帯域幅です。 DFB は背部リフレクションをチェックするためにパルスをファイ
バの長さのその存在 送信 します。 高い背部リフレクション（HBR）がない場合、ラマンは
送信し始めます。

9.

通常 HBR は最初 Km 20 へチェックインされた頭文字ファイバの少数のキロメートルです
。 HBR が検出される場合、ラマンははたらきません。 ファイバ アクティビティは OTDR
によって問題 領域を見つけた後必要です。

10.



ラマン増幅器のよくある タイプ

内部で型ラマンひとまとめにされるか、または離散増幅器は場合拡大が発生するファイバの
十分に長いスプールが含まれています。

●

DRA ポンプ レーザーはカウンター ポンプ（逆ポンプ）または共同ポンプ（前方ポンプ）ま
たは設定のファイバ スパンに接続されます。

●

カウンター ポンプ設定は一般的に イメージに示すように非線形ゆがみという結果に終る場合
があるファイバ スパンのはじめに極端に高いシグナル電力という結果に終らないので好まれ
ます。

●



共同ポンプ設定の長所はより少ないノイズを生成 することです。

プリンシパル

ポンプ レーザー光子がファイバで伝搬すると同時に、ファイバ分子か原子によって衝突し、吸収
されます。 これはより高いエネルギー 準位に分子か原子を刺激します。 より高いエネルギー 準
位は安定状態ではないですそうより低い周波数であらゆる方向の光子としてエネルギーをリリー
スする中間エネルギー 準位を下げるためにすぐに腐る。 これは分散するラマン自発分散するか、
または Stokes として知られ、ファイバで騒ぐために貢献します。 

分子が中間エネルギー振動レベルに腐るので、エネルギーの変更は分子刺激の時に最初の受け取
ったエネルギーより小さいです。 興奮するレベルからの中間 レベルへのエネルギーのこの変更は
Δ以来の光子周波数を f = Δ E/h.判別します。 これは周波数シフトをかき立て、ラマン ゲインを
vs 分布曲線図形および位置判別すると同時に参照されます。 中間 レベルから基底状態に残るエ
ネルギーはファイバの分子振動（音量子）として散ります。 そこにより高いエネルギー 準位の広
範囲を存在 すること以来、ゲイン曲線におよそ 30 THz の広い分光 幅があります。 

分散している刺激されたラマンの時に場合光子共同プロパゲート周波数ゲインはスペクトルを曲
げ、場合拡大という結果に終るからのエネルギーをかき立てますウェーブを得ます。

ラマン ゲインの理論

ラマン ゲイン曲線の FWHM 幅は約ピークとの 6THz （48 nm）についてポンプ周波数の下に
13.2THz にあります。 これは有用な場合拡大スペクトルです。 従って、nm によってがポンプ レ
ーザー周波数及ぶ 1550 の場合を増幅することが約 1452 nm に場合周波数以下 13.2THz であるた
めに必要となります。



  

隣り合わせのゲイン曲線が付いている複数のポンプ レーザーが合計ラマン ゲイン曲線を広げるの
に使用されています。

fp = ポンプ周波数が、THz fs = 場合周波数、THz Δ f v = ラマン周波数シフトをかき立てるところ
、THz。

ラマン ゲインはファイバの有効な長さへ分布する純信号利得です。 それはポンプ レーザー電源
、ファイバ有効な長さおよびファイバ エリアの機能です。

分散補正ファイバののような小さい有効範囲のファイバに関しては、ラマン ゲインはより高いで
す。 ゲインはレーザー ポンプ波長からの場合分離にまた依存しています、ラマン信号利得はまた
規定 され、フィールドはオン/オフ ゲインとして測定されます。 これは不規則なポンプ レーザー
との出力信号電源の比率と定義されます。 ほとんどの場合ラマン ASE ノイズはポンプ レーザー
との測定された場合値に対する僅かな影響をもたらします。 ただし正確なオン/オフ ゲイン 値を
得るために測定単位分光 幅が大きいときベテランである場合もあるかなりノイズがあれば、場合
と測定されるノイズ パワーはシグナル電力のポンプから引かれます。 ラマン オン/オフ ゲインは
頻繁にラマン ゲインと言われます。



ノイズ ソース

DRA スパンで作成されるノイズは成っています:

【直】増幅時自発放射（ASE）●

二重レイリー散乱（DR）●

ポンプ レーザー ノイズ●

ASE ノイズはラマン自発分散によって光子生成が原因です。

DR ノイズは二度レイリー散乱による反射シグナル電源が増幅される発生し、オリジナルシグナ
ルと混線ノイズとしてとき干渉します。

最も強いリフレクションはコネクタおよび悪い状態スプライスから発生します。

通常 DR ノイズは ASE ノイズより小さいですが、多重ラマンのためにそれに集計できます及びま
す。 この干渉を減らすために、超ポーランド コネクタ（UPC）または角度ポーランド コネクタ
（APC）は使用することができます。 光アイソレーターは orer に半導体レーザーの後でレーザ
ーにリフレクションを減らすためにインストールすることができます。 また、スパン OTDR ト
レースは修理のための高反射イベントを見つけるのを助けることができます。

カウンター ポンプ DRA 設定は 15 dB の信号利得のためのよりよい OSNR パフォーマンスという
結果により大きい終り。 ポンプ レーザー ノイズは通常よくより 160 dB/Hz の RIN とかなり低い
ので問題のより少しです。

Kerr 非線形効果はまた高いレーザー ポンプ動力が原因で言い触らすために貢献できます。 低い
DR が付いているファイバに関しては、ラマン言い触らして下さい ASE による雑音指数によって
が EDFA 雑音指数より大いによくある。 通常、ラマン雑音指数は–約 6 dB EDFA 雑音指数よりよ
くの 2 から 0 dB です。

ラマン増幅器ノイズ ファクタは増幅器の出力の OSNR への増幅器の入力の OSNR と定義されま
す。



雑音指数はノイズ ファクタの dB バージョンです。

DRA ノイズおよび信号利得はスパン ファイバの有効な長さへ分布します。

カウンター ポンプ分散ラマン増幅器は頻繁に EDFA プリアンプによってスパン距離を拡張するた
めに結合されます。 このハイブリッド設定はかなり径間長を拡張するか、またはスパン ロスバジ
ェットを高めることができる OSNR の 6dB 機能強化を提供できます。 カウンター ポンプ DRA
はまた非線形効果を減らすのを助けることができ、チャネル起動を可能にはリダクションに動力
を与えます。

  CoPropagating のための機能ブロック ラマン増幅器を伝搬させるダイアグラムおよびカウンタ
ー

/content/en/us/products/collateral/optical-networking/ons-15454-series-multiservice-provisioning-platforms/data_sheet_c78-658538.html
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EDFA およびラマン増幅器のフィールド 配置アーキテクチャ:



確認すること興味深い:

関連情報

ボブ Chomycz による計画光ファイバ ネットワーク●

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/ons-15454-series-
multiservice-provisioning-platforms/data_sheet_c78-658538.html

●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

/content/en/us/products/collateral/optical-networking/ons-15454-series-multiservice-provisioning-platforms/data_sheet_c78-658538.html
/content/en/us/products/collateral/optical-networking/ons-15454-series-multiservice-provisioning-platforms/data_sheet_c78-658538.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html

	ラマン増幅器の実用面
	目次
	概要
	背景説明
	ラマン増幅器のよくある タイプ
	プリンシパル
	ラマン ゲインの理論
	ノイズ ソース

	関連情報


