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(57)【要約】
【課題】本発明は、送信する伝送信号の送信波長を、簡
易で効率良く設定することを可能とする光通信システム
、それに用いられる光通信装置および光通信波長制御方
法を提供することにある。
【解決手段】伝送信号を互いに送受信し合う第１の光通
信装置および第２の光通信装置を備え、前記第１の光通
信装置は、波長制御信号を生成して、該波長制御信号を
主信号に挿入し、それらを第１の伝送信号として送信し
、前記第２の光通信装置は、前記第１の伝送信号を受信
して、その中から前記波長制御信号を取り出し、該波長
制御信号に基づいて、前記第１の光通信装置に送信する
第２の伝送信号の波長を決定する。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
伝送信号を互いに送受信し合う第１の光通信装置および第２の光通信装置を備え、
　前記第１の光通信装置は、波長制御信号を生成して、該波長制御信号を主信号に挿入し
、それらを第１の伝送信号として送信し、
　前記第２の光通信装置は、前記第１の伝送信号を受信して、その中から前記波長制御信
号を取り出し、該波長制御信号に基づいて、前記第１の光通信装置に送信する第２の伝送
信号の波長を決定することを特徴とする光通信システム。
【請求項２】
前記第１の光通信装置は、
　前記波長制御信号を生成する波長制御信号生成手段と、
　前記波長制御信号を前記主信号に挿入する波長制御信号挿入手段と、
を備えることを特徴とする請求項１記載の光通信システム。
【請求項３】
前記第２の光通信装置は、
　前記第２の伝送信号の波長を可変にして、該第２の伝送信号を送信する波長可変送信手
段と、
　前記第１の伝送信号を受信して、その中から前記波長制御信号を取り出す波長制御信号
検出手段と、
　取り出された前記波長制御信号に基づいて、前記波長可変送信手段を制御する波長制御
手段と
を備えることを特徴とする請求項１記載の光通信システム。
【請求項４】
前記波長制御信号検出手段と前記波長可変送信手段と前記波長制御手段とを備える通信ユ
ニットを、複数備えることを特徴とする請求項３記載の光通信システム。
【請求項５】
伝送信号を互いに送受信し合う第１の光通信装置および第２の光通信装置を備え、
　前記第１の光通信装置は、第１の伝送信号を送信し、
　前記第２の光通信装置は、前記第１の伝送信号を受信して、該第１の伝送信号の波長を
検出し、該第１の伝送信号の波長に基づいて、前記第１の光通信装置に送信する第２の伝
送信号の波長を決定することを特徴とする光通信システム。
【請求項６】
前記第２の光通信装置は、
　前記第２の伝送信号の波長を可変にして、該第２の伝送信号を送信する波長可変送信手
段と、
　前記第１の伝送信号を受信して、該第１の伝送信号の波長を検出する波長検出手段と、
　検出された前記第１の伝送信号の波長に基づいて、前記波長可変送信手段を制御する波
長制御手段と
を備えることを特徴とする請求項５記載の光通信システム。
【請求項７】
前記波長検出手段と前記波長可変送信手段と前記波長制御手段とを備える通信ユニットを
、複数備えることを特徴とする請求項６記載の光通信システム。
【請求項８】
前記通信ユニット毎に、受信する前記第１の伝送信号の波長および送信する前記第２の伝
送信号の波長が、異なっていることを特徴とする請求項４または請求項７記載の光通信シ
ステム。
【請求項９】
前記通信ユニットのそれぞれと接続され、前記第１の伝送信号を分波し、前記第２の伝送
信号を合波する第１の波長分割多重手段を、さらに備えることを特徴とする請求項８記載
の光通信システム。
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【請求項１０】
前記第１の伝送信号および前記第２の伝送信号は、異なる波長が多重された波長多重信号
であり、
　前記第１の光通信装置は、前記波長制御信号生成手段および前記波長制御信号挿入手段
をユニットとして、該ユニットを複数備え、
　前記ユニット毎に、送信する前記第１の伝送信号の波長が、異なっていることを特徴と
する請求項３記載の光通信システム。
【請求項１１】
前記第１の光通信装置は、前記第１の伝送信号を合波し、前記第２の伝送信号を分波する
第２の波長分割多重手段を、さらに備えることを特徴とする請求項１０記載の光通信シス
テム。
【請求項１２】
前記第１の光通信装置は、前記第２の光通信装置から送信される前記第２の伝送信号の受
信有無を検出し、それに基づいて前記波長制御信号の生成を制御することを特徴とする請
求項１乃至請求項１１のいずれかに記載の光通信システム。
【請求項１３】
前記第１の伝送信号および前記第２の伝送信号は、異なる波長が多重された波長多重信号
であることを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載の光通信システム。
【請求項１４】
第１の伝送信号を受信して、その中から波長制御信号を取り出し、該波長制御信号に基づ
いて、送信する第２の伝送信号の波長を決定することを特徴とする光通信装置。
【請求項１５】
前記第２の伝送信号の波長を可変にして、該第２の伝送信号を送信する波長可変送信手段
と、
　前記第１の伝送信号を受信して、その中から前記波長制御信号を取り出す波長制御信号
検出手段と、
　取り出された前記波長制御信号に基づいて、前記波長可変送信手段を制御する波長制御
手段と
を備えることを特徴とする請求項１４記載の光通信装置。
【請求項１６】
前記波長制御信号検出手段と前記波長可変送信手段と前記波長制御手段とを備える通信ユ
ニットを、複数備えることを特徴とする請求項１５記載の光通信装置。
【請求項１７】
第１の伝送信号を受信して、前記第１の伝送信号の波長を検出し、該第１の伝送信号の波
長に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定することを特徴とする光通信装置。
【請求項１８】
前記第２の伝送信号の波長を可変にして、該第２の伝送信号を送信する波長可変送信手段
と、
　前記第１の伝送信号を受信して、該第１の伝送信号の波長を検出する波長検出手段と、
　検出された前記第１の伝送信号の波長に基づいて、前記波長可変送信手段を制御する波
長制御手段と
を備えることを特徴とする請求項１７記載の光通信装置。
【請求項１９】
前記波長検出手段と前記波長可変送信手段と前記波長制御手段とを備える通信ユニットを
、複数備えることを特徴とする請求項１８記載の光通信装置。
【請求項２０】
前記通信ユニット毎に、受信する前記第１の伝送信号の波長および送信する前記第２の伝
送信号の波長が、異なっていることを特徴とする請求項１６または請求項１９記載の光通
信装置。
【請求項２１】
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前記通信ユニットのそれぞれと接続され、前記第１の伝送信号を分波し、前記第２の伝送
信号を合波する波長分割多重手段を、さらに備えることを特徴とする請求項２０記載の光
通信装置。
【請求項２２】
波長制御信号を生成して、該波長制御信号を主信号に挿入し、それらを第１の伝送信号と
して送信し、該第１の伝送信号を受信する他の光通信装置から送信される第２の伝送信号
の波長を決定することを特徴とする光通信装置。
【請求項２３】
前記波長制御信号を生成する波長制御信号生成手段と、
　前記波長制御信号を前記主信号に挿入する波長制御信号挿入手段と
を備えることを特徴とする請求項２２記載の光通信装置。
【請求項２４】
前記第１の伝送信号および前記第２の伝送信号は、異なる波長が多重された波長多重信号
であり、
　前記波長制御信号生成手段および前記波長制御信号挿入手段をユニットとして、該ユニ
ットを複数備え、
　前記ユニット毎に、送信する前記第１の伝送信号の波長が、異なっていることを特徴と
する請求項２３記載の光通信装置。
【請求項２５】
前記第１の伝送信号を合波し、前記第２の伝送信号を分波する波長分割多重手段を、さら
に備えることを特徴とする請求項２４記載の光通信装置。
【請求項２６】
前記第２の伝送信号の受信有無を検出し、それに基づいて前記波長制御信号の生成を制御
することを特徴とする請求項２２乃至請求項２５のいずれかに記載の光通信装置。
【請求項２７】
前記第１の伝送信号および前記第２の伝送信号は、異なる波長が多重された波長多重信号
であることを特徴とする請求項１４乃至請求項２６のいずれかに記載の光通信装置。
【請求項２８】
波長制御信号を生成し、
　前記波長制御信号を主信号に挿入し、
　前記波長制御信号と前記主信号を第１の伝送信号として送信し、
　前記第１の伝送信号を受信し、
　前記第１の伝送信号の中から前記波長制御信号を取り出し、
　前記波長制御信号に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定する
ことを特徴とする光通信波長制御方法。
【請求項２９】
異なる波長の前記第１の伝送信号を波長多重し、
　波長多重された前記第１の伝送信号を送信し、
　波長多重された前記第１の伝送信号を分波し、
　個々に分波された前記第１の伝送信号を受信し、
　個々に分波された前記第１の伝送信号の中から前記波長制御信号を取り出し、
　前記波長制御信号に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定する
ことを特徴とする請求項２８記載の光通信波長制御方法。
【請求項３０】
第１の伝送信号を送信し、
　前記第１の伝送信号を受信し、
　前記第１の伝送信号の波長を検出し、
　前記第１の伝送信号の波長に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定する
ことを特徴とする光通信波長制御方法。
【請求項３１】
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異なる波長の前記第１の伝送信号を波長多重し、
　波長多重された前記第１の伝送信号を送信し、
　波長多重された前記第１の伝送信号を分波し、
　個々に分波された前記第１の伝送信号を受信し、
　個々に分波された前記第１の伝送信号の波長を検出し、
　前記第１の伝送信号の波長に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定する
ことを特徴とする請求項３０記載の光通信波長制御方法。
【請求項３２】
送信される前記第２の伝送信号の受信有無を検出し、
　それに基づいて前記波長制御信号の生成を制御する
ことを特徴とする請求項２８乃至請求項３１のいずれかに記載の光通信波長制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信システムに関し、特に、複数の異なる波長の伝送信号を波長多重して
通信を行う光通信システム、それに用いられる光通信装置および光通信波長制御方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等の需要拡大に伴い、光通信システムにおいては、通信容量の拡大が要
求されている。そこで、伝送路として１本の光ファイバで、通信容量を格段に拡大するこ
とが可能な、波長多重光通信システムが広く利用されている。波長多重光通信システムで
は、複数の光送信器が用いられ、これらからそれぞれ異なる波長の光信号が送信される。
そして、これらの複数の異なる波長の光信号は、波長分割多重器で多重されて伝送路へ送
信される。複数の光送信器としては、送信波長が個別に固定された波長固定光源を用いる
ことができる。または、送信波長を任意に変更可能な波長可変光源を用いて、これらの送
信波長を個別に制御する方法もある。後者の場合、柔軟なシステムを構築することができ
る。しかしながら、複数の光送信器が接続される波長分割多重器は、その接続されるポー
トによって、入出力可能な波長が決まっている。そこで、従来は、手作業によって、各ポ
ートに接続される波長可変光源の送信波長の設定を行う必要があった。
【０００３】
　このような問題を解決するために、例えば、特許文献１のような構成が提案されている
。この波長多重光伝送システムでは、波長可変光源を有する複数の波長可変光送信器と、
複数の波長可変光送信器それぞれから入力される複数の異なる波長の送信光信号を多重し
て出力する合波器と、合波器から出力された送信光信号に対応する戻り光信号を生成し、
合波器を経て波長可変光送信器に向けて送信する戻り光信号生成部とを備えている。そし
て、波長可変光送信器は、戻り光信号を検知する検知部と、その戻り光信号の検知に基づ
いて、波長可変光源からの送信光信号の送信波長を制御する制御部とを有している。制御
部は、波長可変光源からの送信光信号の送信波長が、合波器の入力ポートに固有のポート
波長と整合するように、制御している。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７７６８６号公報（特に、図２および図９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような波長多重光伝送システムでは、次のような問題を有する。シ
ステムが運用状態の下で、新たに波長可変光送信器が設置される場合、運用中の波長可変
光送信器から送信される光信号が、合波器から出力されている。そのため、既設の波長可
変光送信器から送信される光信号と新設の波長可変光送信器から送信される光信号とが、
合波器で合波されて出力される。そのため、新設の波長可変光送信器から送信される光信
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号を特定し、それに対応する戻り光信号を生成することが困難である。そのため、一旦、
システムを停止して、上記の一連の送信波長設定を行うか、波長レベル検出器のようなも
ので波長毎のレベルを検出する必要がある。システムを一旦停止した場合、サービス運用
上の問題がある。一方、波長レベル検出器は一般的に高価である。そのため、波長レベル
検出器を設置すると、コストアップになる問題がある。
【０００６】
　特に、複数の波長可変光送信器が、同時に設置される場合、このようなシステムでは、
以下のような問題がある。この特許文献１の図９に示されているように、複数の波長可変
光送信器を同時に設置するにあたり、どちらかの送信波長が、ポート波長と一致している
場合を想定する。その場合、発光ダイオード（ＬＥＤ）から全ての波長をカバーする光が
、戻り光として発光される。そのため、一致している波長可変光送信器だけでなく、一致
していない波長可変光送信器でも、その戻り光が検出されてしまう。よって、単に戻り光
の検出有無だけでは、どの波長可変光送信器の送信波長が、ポート波長と一致しているか
特定することができない。そのため、検出された戻り光が、送信した光信号に重畳された
周波数と一致しているかどうかで判定している。一致した場合は、自己の光送信器の送信
波長が、ポート波長と一致していることを示している。しかしながら、この判定には、同
期検波を行うことが必要であり、図９には示されていない高価な検波器をさらに必要とす
る。そのため、コストアップとなる問題がある。さらに、いずれの波長可変光送信器の送
信波長ともにポート波長と一致していない場合を想定する。その場合、それらを波長設定
しようとすると、ある波長可変光送信器に対する波長設定動作が、他の波長可変光送信器
に対する波長設定動作に影響してしまうという問題がある。具体的には、ある波長可変光
送信器の波長設定を行っていて、その検波された戻り光を送り返している間は、他の波長
可変光送信器の波長設定を行うことができない。
【０００７】
　さらに、このような波長多重光伝送システムでは、各波長可変光源の送信波長を設定す
るまでに、時間を長く必要とする問題がある。具体的には、この波長多重光伝送システム
は、波長可変光送信器が合波器に接続された後、波長可変光源の送信波長を任意に設定し
て光信号を送信する。そして、送信波長の光信号に対応する戻り光が受信されない場合は
、そのシステムは、その送信波長を別の波長に設定し、再度、光信号を送信する。そして
、波長制御部がフォトダイオードから検出信号を受信するまで、上記の動作が繰り返され
る。最後に、波長制御部が検出信号を受信すると、波長可変光源の送信波長は、その設定
された波長で固定される。このように、このシステムでは、使用される波長数に比例して
、必要となるステップが増える。そのため、特に波長多重数が多いシステムの場合、この
ようなシステムでは、送信波長を設定するまでに時間が長く掛かってしまう。その分、ユ
ーザが使用可能になるまでの時間が長く掛かる。
【０００８】
　そこで、本発明の目的は、複数の異なる波長の伝送信号を波長多重して通信を行う光通
信システム、それに用いられる光通信装置および光通信波長制御方法において、送信する
伝送信号の送信波長を、簡易で効率良く設定することを可能とする光通信システム、それ
に用いられる光通信装置および光通信波長制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の光通信システムは、伝送信号を互いに送受信し合う第１の光通信装置および第
２の光通信装置を備え、前記第１の光通信装置は、波長制御信号を生成して、該波長制御
信号を主信号に挿入し、それらを第１の伝送信号として送信し、前記第２の光通信装置は
、前記第１の伝送信号を受信して、その中から前記波長制御信号を取り出し、該波長制御
信号に基づいて、前記第１の光通信装置に送信する第２の伝送信号の波長を決定すること
を特徴とする。
【００１０】
　または、本発明の光通信システムは、伝送信号を互いに送受信し合う第１の光通信装置
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および第２の光通信装置を備え、前記第１の光通信装置は、第１の伝送信号を送信し、前
記第２の光通信装置は、前記第１の伝送信号を受信して、該第１の伝送信号の波長を検出
し、該第１の伝送信号の波長に基づいて、前記第１の光通信装置に送信する第２の伝送信
号の波長を決定することを特徴とする。
【００１１】
　なお、本発明の光通信システムは、前記第１の光通信装置は、前記第２の光通信装置か
ら送信される前記第２の伝送信号の受信有無を検出し、それに基づいて前記波長制御信号
の生成を制御するようにしてもよい。
【００１２】
　本発明の光通信装置は、第１の伝送信号を受信して、その中から波長制御信号を取り出
し、該波長制御信号に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定することを特徴と
する。
【００１３】
　または、本発明の光通信装置は、第１の伝送信号を受信して、前記第１の伝送信号の波
長を検出し、該第１の伝送信号の波長に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定
することを特徴とする。
【００１４】
　または、本発明の光通信装置は、波長制御信号を生成して、該波長制御信号を主信号に
挿入し、それらを第１の伝送信号として送信し、該第１の伝送信号を受信する他の光通信
装置から受信される伝送信号の波長を決定することを特徴とする。
【００１５】
　なお、本発明の光通信装置は、前記第２の伝送信号の受信有無を検出し、それに基づい
て前記波長制御信号の生成を制御するようにしてもよい。
【００１６】
　本発明の光通信波長制御方法は、波長制御信号を生成し、前記波長制御信号を主信号に
挿入し、前記波長制御信号と前記主信号を第１の伝送信号として送信し、前記第１の伝送
信号を受信し、前記第１の伝送信号の中から前記波長制御信号を取り出し、前記波長制御
信号に基づいて、送信する第２の伝送信号の波長を決定することを特徴とする。
【００１７】
　または、本発明の光通信波長制御方法は、第１の伝送信号を送信し、前記第１の伝送信
号を受信し、前記第１の伝送信号の波長を検出し、前記第１の伝送信号の波長に基づいて
、送信する第２の伝送信号の波長を決定することを特徴とする。
【００１８】
　なお、本発明の光通信波長制御方法は、送信される前記第２の伝送信号の受信有無を検
出し、それに基づいて前記波長制御信号の生成を制御するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明の光通信システム、それに用いられる光通信装置および光
通信波長制御方法は、受信する第１の伝送信号に基づいて、送信する第２の伝送信号の送
信波長を決定することにより、第２の伝送信号を簡易で効率良く設定することを可能とす
るという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明を実施する上で、より好ましい実施の形態について、図面を参照して詳細
に説明する。なお、以下に述べる実施の形態は、本発明を理解する上で具体例を示すもの
であって、本発明の範囲は、これらの実施の形態だけに限られるものではない。
【実施例１】
【００２１】
　図１は、本発明の実施例１に係る光通信システムの概要構成を示す。
【００２２】
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　以下に、図１を用いて、波長数がｎ（ｎは、２以上の整数）で、波長多重光通信が行わ
れている例を説明する。本発明の実施例１に係る光通信システム１００は、親機側光通信
装置２００と、複数の子機側光通信装置３００－１～３００－ｍ（ｍは、ｎの２分の１）
と、光波長分割多重器４００と、光伝送路５００とを備えている。また、光通信システム
１００は、複数の子機側光通信装置３００－１～３００－ｍと光波長分割多重器４００間
を接続する複数の子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍ，５０２－１～５０２－ｍも備
えている。光伝送路５００は、光波長分割多重器４００で、複数の子機側光伝送路５０１
－１～５０１－ｍ，５０２－１～５０２－ｍに分割されている。なお、光波長分割多重器
４００は、接続されるポートによって、入出力可能な波長が限定される。そのため、光波
長分割多重器４００の各ポートに接続される子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍ，５
０２－１～５０２－ｍは、それぞれ特有の波長の光信号しか伝送されない。
【００２３】
　親機側光通信装置２００は、一方を１つの光伝送路５００と、他方を複数の親機側外部
通信路６０１－１～６０１－ｍと接続されている。子機側光通信装置３００－１～３００
－ｍは、一方を子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍの１つと子機側光伝送路５０２－
１～５０２－ｍの１つと、他方を子機側外部通信路６０２－１～６０２－ｍの１つと接続
されている。親機側光通信装置２００および子機側光通信装置３００－１～３００－ｍは
、これらの外部通信路により、外部とのデータのやりとりを行っている。
【００２４】
　図２は、本発明の実施例１に係る光通信システムの詳細構成を示す。さらに、図３は、
親機側光通信装置の詳細構成を、図４は、子機側光通信装置の詳細構成を示す。これらの
図面を用いて、本発明の実施例１に係る光通信システムおよび、それに用いられる光通信
装置の詳細構成について以下に説明する。
【００２５】
　最初に、親機側光通信装置について、図２および図３を用いて説明する。
【００２６】
　親機側光通信装置２００は、波長制御信号生成部２０１－１と、波長制御信号挿入部２
０２－１と、波長固定光送信部２０３－１と、光受信部２０４－１とを備えている。また
、これらと同様な構成が、波長制御信号生成部２０１－２～２０１－ｍ、波長制御信号挿
入部２０２－２～２０２－ｍ、波長固定光送信部２０３－２～２０３－ｍ、光受信部２０
４－２～２０４－ｍのそれぞれで形成されている。さらに、親機側光通信装置２００は、
光波長分割多重部２１０を備えている。光波長分割多重部２１０は、分波側の各ポートに
、各波長固定光送信部２０３－１～２０３－ｍおよび光受信部２０４－１～２０４－ｍの
それぞれを接続している。そして、光波長分割多重部２１０は、合波側に、光伝送路５０
０を接続している。光波長分割多重部２１０は、接続されるポートによって、入出力可能
な波長が限定される。そのため、光波長分割多重部２１０の各ポートに接続される光波長
固定光送信部２０３－１～２０３－ｍは、それぞれ特有の波長の光信号を発信するものが
接続される。また、光波長分割多重部２１０の各ポートに接続される光受信部２０４－１
～２０４－ｍのそれぞれは、特有の波長の光信号しか受信しない。
【００２７】
　以下では、同様の構成の中から代表して、波長制御信号生成部２０１－１と、波長制御
信号挿入部２０２－１と、波長固定光送信部２０３－１と、光受信部２０４－１を用いて
説明する。波長制御信号生成部２０１－１は、制御対象となる光通信装置が送信する光信
号の波長を制御するために、波長制御信号１を生成する。波長制御信号挿入部２０２－１
は、データ信号が載せられた主信号１に波長制御信号１を挿入する。波長固定光送信部２
０３－１は、波長制御信号１が挿入された主信号１を、波長λ１の光信号に変換して送信
する。光波長分割多重部２１０は、波長固定光送信部２０３－１から送信された波長λ１
の光信号を、他の波長の光信号と波長多重して、光伝送路５００へ出力する。その一方、
光波長分割多重部２１０は、光伝送路５００から入力された波長多重光信号を波長分割す
る。光受信部２０４－１は、波長分割された波長λ２の光信号を受信し、親機側光通信装
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置２００内で処理するために主信号２に変換する。同様に、波長固定光送信部２０３－２
は、波長制御信号２が挿入された主信号３を、波長λ３の光信号３に変換して、光波長分
割多重部２１０へ送信する。一方、光受信部２０４－２は、光波長分割多重部２１０で分
波された波長λ４の光信号４を受信し、主信号４に変換する。
【００２８】
　また、親機側光通信装置２００は、図３に示すように、主信号処理部２０５－１～２０
５－ｍと、外部ネットワークインタフェース部２０６－１～２０６－ｍとを備える。主信
号処理部２０５－１～２０５－ｍは、各主信号に対して、親機側光通信装置２００の種類
に応じた上位層の処理を行う。主信号処理部２０５－１～２０５－ｍは、各波長制御信号
挿入部に送信する各主信号および各光受信部から受信する各主信号を処理している。外部
ネットワークインタフェース部２０６－１～２０６－ｍは、親機側外部通信路６０１－１
～６０１－ｍと主信号処理部２０５－１～２０５－ｍとの間の信号を相互に形式変換して
いる。
【００２９】
　次に、子機側光通信装置について、図２および図４を用いて説明する。
【００３０】
　子機側光通信装置３００－１～３００－ｍのそれぞれは、同様の構成をしている。その
ため、子機側光通信装置３００－１で代表して説明する。子機側光通信装置３００－１は
、光受信部３０１－１と、波長制御信号検出部３０２－１と、波長制御信号処理部３０３
－１と、波長制御部３０４－１と、波長可変光送信部３０５－１とを備えている。また、
子機側光通信装置３００－１～３００－ｍと光伝送路５００の間には、光波長分割多重器
４００が備えられている。そして、子機側光通信装置３００－１～３００－ｍは、光波長
分割多重器４００の分波側の各ポートに子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍ，５０２
－１～５０２－ｍを介して接続されている。そして、光波長分割多重器４００は、合波側
に、光伝送路５００を接続している。光波長分割多重器４００は、光伝送路５００を伝送
されてきた波長多重光信号を波長分割し、各波長の光信号を子機側光伝送路５０１－１～
５０１－ｍに出力する。その一方、光波長分割多重器４００は、子機側光伝送路５０２－
１～５０２－ｍを伝送されてきた各波長の光信号を波長多重し、波長多重光信号として光
伝送路５００に出力する。なお、子機側光伝送路５０１－１は、波長λ１の光信号を子機
側光通信装置３００－１へ伝送し、子機側光伝送路５０２－１は、波長λ２の光信号を光
波長分割多重器４００へ伝送する。
【００３１】
　光受信部３０１－１は、子機側光伝送路５０１－１から入力された波長λ１の光信号を
、子機側光通信装置３００－１内で処理するための形式の信号に変換する。波長制御信号
検出部３０２－１は、光受信部３０１－１から受け取った信号から主信号１と波長制御信
号１を分離する。波長制御信号処理部３０３－１は、受け取った波長制御信号１を解析し
て、送信信号として使用する光信号の送信波長をλ２と決定する。そして、波長制御信号
処理部３０３－１は、波長制御部３０４－１に、送信波長がλ２であることを伝える。波
長制御部３０４－１は、波長可変光送信部３０５－１の送信信号の波長がλ２になるよう
に制御する。波長可変光送信部３０５－１は、主信号２を波長λ２の光信号に変換して、
子機側光伝送路５０２－１に送信する。
【００３２】
　また、子機側光通信装置３００－１は、図４に示すように、主信号処理部３０６－１と
、外部ネットワークインタフェース部３０７－１とを備える。主信号処理部３０６－１は
、主信号１に対して、子機側光通信装置３００－１の種類に応じた上位層の処理を行う。
外部ネットワークインタフェース部３０７－１は、子機側外部通信路６０２－１と主信号
処理部３０６－１との間の信号を相互に形式変換している。
【００３３】
　次に、本発明の実施例１に係る光通信システムの動作について、図面を参照して説明す
る。
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【００３４】
　最初に、図１および図３を用いて、親機側光通信装置の送信側動作について、説明する
。
【００３５】
　親機側光通信装置２００は、親機側外部通信路６０１－１から入力された信号１を、外
部ネットワークインタフェース部２０６－１で受信する。外部ネットワークインタフェー
ス部２０６－１は、受信した信号１を、親機側光通信装置２００内で処理するための形式
の信号に変換し、主信号処理部２０５－１に送信する。主信号処理部２０５－１は、受信
した信号１を、親機側光通信装置２００に応じた上位層の処理を行い、波長制御信号挿入
部２０２－１に送信する。一方、波長制御信号生成部２０１－１は、光送信部２０３－１
から送信する送信波長λ１や光受信部２０４－１で受信する受信波長λ２に関する波長情
報を持つ波長制御信号１を生成し、波長制御信号挿入部２０２－１に送信する。波長制御
信号挿入部２０２－１は、主信号処理部２０５－１から受信した主信号１と波長制御信号
生成部２０１－１から受信した波長制御信号１を合わせて、波長固定光送信部２０３－１
へ送信する。波長固定光送信部２０３－１は、波長制御信号挿入部２０２－１から受信し
た信号を波長λ１の光信号１に変換して、光波長分割多重部２１０へ送信する。光波長分
割多重部２１０は、波長固定光送信部２０３－１から受信した波長λ１の光信号１と、他
の波長固定光送信部２０３－２～２０３－ｍから受信した他の波長λ３，λ５，λ７など
の光信号を波長多重する。そして、光波長分割多重部２１０は、その波長多重光信号１を
光伝送路５００に出力する。
【００３６】
　光伝送路５００は、光波長分割多重部２１０から出力された波長多重光信号１を伝送し
、光波長分割多重器４００へ出力する。光波長分割多重器４００は、入力された波長多重
光信号１を波長分割して、各波長の光信号を各子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍに
出力する。例として、光波長分割多重器４００は、波長λ１の光信号１を、子機側光伝送
路５０１－１へ出力し、波長λ３の光信号３を、子機側光伝送路５０１－２へ出力する。
【００３７】
　次に、図１および図４を用いて、子機側光通信装置の動作について、説明する。
【００３８】
　子機側光通信装置３００－１は、子機側光伝送路５０１－１を伝送されてきた波長λ１
の光信号１を、光受信部３０１－１で受信する。光受信部３０１－１は、受信された波長
λ１の光信号１を、子機側光通信装置３００－１内で処理するための形式の信号に変換し
、波長制御信号検出部３０２－１に送信する。波長制御信号検出部３０２－１は、受信し
た信号を、主信号１と波長制御信号１に分離する。そして、波長制御信号検出部３０２－
１は、主信号１を主信号処理部３０６－１へ送信し、波長制御信号１を波長制御信号処理
部３０３－１へ送信する。
【００３９】
　主信号処理部３０６－１で受信された主信号１は、子機側光通信装置３００－１に応じ
た上位層の処理が施される。そして、主信号処理部３０６－１は、処理した信号を外部ネ
ットワークインタフェース部３０７－１へ送信する。外部ネットワークインタフェース部
３０７－１は、受信した信号を子機側外部通信路６０２－１にあった形式の信号に変換し
て出力する。
【００４０】
　一方、波長制御信号処理部３０３－１で受信された波長制御信号１は、そこで解析され
る。その結果により、波長制御信号処理部３０３－１は、子機側光通信装置３００－１か
ら送信する光信号の送信波長をλ２に決定する。そして、波長制御信号処理部３０３－１
は、その情報を波長制御部３０４－１に伝える。波長制御部３０４－１は、波長制御信号
処理部３０３－１からの情報に基づいて、波長可変光送信部３０５－１が送信する光信号
の送信波長がλ２になるように制御する。
【００４１】



(11) JP 2008-54093 A 2008.3.6

10

20

30

40

50

　また、子機側光通信装置３００－１は、子機側外部通信路６０２－１から入力された信
号２を、外部ネットワークインタフェース部３０７－１で受信する。外部ネットワークイ
ンタフェース部３０７－１は、受信した信号２を、子機側光通信装置３００－１内で処理
するための形式の信号に変換し、主信号処理部３０６－１に送信する。主信号処理部３０
６－１は、受信した信号２を、子機側光通信装置３００－１に応じた上位層の処理を行い
、主信号２として、波長可変光送信部３０５－１へ送信する。波長可変光送信部３０５－
１は、主信号処理部３０６－１から受信した主信号２を、波長制御部３０４－１からの情
報に基づいて、波長λ２の光信号２に変換して、子機側光伝送路５０２－１に送信する。
【００４２】
　次に、再び図１を用いて、子機側光通信装置から光信号が送信される動作について、説
明する。
【００４３】
　子機側光伝送路５０２－１に送信された波長λ２の光信号２と、他の子機側光伝送路５
０２－２～５０２－ｍに送信された他の波長λ４，λ６，・・・，λｎなどの光信号は、
それぞれの光伝送路で伝送される。そして、それらの光信号は、光波長分割多重器４００
へ出力される。そこで、光波長分割多重器４００は、受信した波長λ２，λ４，λ６，・
・・，λｎの光信号を、波長多重する。そして、光波長分割多重器４００は、その波長多
重光信号２を、光伝送路５００に出力する。光伝送路５００は、光波長分割多重器４００
から出力された波長多重光信号２を、波長多重光信号１と逆方向に伝送し、親機側光通信
装置２００へ出力する。
【００４４】
　最後に、再び図３を用いて、親機側光通信装置の受信側動作について、説明する。
【００４５】
　親機側光通信装置２００は、光伝送路５００から入力された波長多重光信号２を、光波
長分割多重部２１０で受信する。光波長分割多重部２１０は、波長多重光信号２を波長分
割し、波長λ２の光信号２を光受信部２０４－１へ出力する。光受信部２０４－１は、受
信した波長λ２の光信号２を、親機側光通信装置２００内で処理するための形式の主信号
２に変換する。そして、光受信部２０４－１は、その主信号２を主信号処理部２０５－１
に送信する。主信号処理部２０５－１は、受信した主信号２を、親機側光通信装置２００
に応じた上位層の処理を行い、外部ネットワークインタフェース部２０６－１に送信する
。外部ネットワークインタフェース部２０６－１は、受信した信号を、親機側外部通信路
６０１－１の形式にあった信号に変換して出力する。
【００４６】
　このように、本発明の実施例１に係る光通信システム１００では、親機側光通信装置２
００内で生成した波長制御信号１により、子機側光通信装置３００－１が親機側光通信装
置２００へ送信する光信号の波長を決定することができる。他の子機側光通信装置３００
－２～３００－ｍの送信波長についても、同様に、親機側光通信装置２００から送信され
る波長制御信号２～ｍにより、決定することができる。
【００４７】
　なお、各子機側光通信装置３００－１～３００－ｍ内の波長制御信号処理部３０３－１
～３０３－ｍには、あらかじめシステムで使用する光波長分割多重器４００の各ポートと
入出力可能な波長に関する情報が入力されている。それにより、親機側光通信装置２００
から送信されてくる波長制御信号に埋め込まれた波長制御情報から、子機側光通信装置が
使用可能な波長を決定できるようになっている。その結果、各子機側光通信装置が、光波
長分割多重器４００に接続される位置に応じた波長を決定することができる。
【００４８】
　図５は、親機側光通信装置が生成する波長制御信号と、子機側光通信装置が送信する送
信信号の波長の対応表の一例を示す。親機側光通信装置および子機側光通信装置のそれぞ
れには、図５のような波長制御信号と送信信号の波長の関係があらかじめ設定されている
。そこで、親機側光通信装置は、子機側光通信装置が使用する波長情報を波長制御信号に
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埋め込んでおく。子機側光通信装置は、波長制御信号から得られる波長情報から子機側光
通信装置が送信すべき光信号の送信波長を決定する。例えば、子機側光通信装置が、波長
制御信号１を受信した場合は、波長制御信号１に埋め込まれた波長情報を基に、送信信号
の波長をλ２に決定する。同様に、波長制御信号２を受信した場合は、送信信号の波長を
λ４に決定する。
【００４９】
　以上のように、本発明の実施例１は、光通信装置が送信する光信号の送信波長を、対向
側に接続されている光通信装置から波長制御信号を受信して決定することで、簡易で効率
良く設定することが可能とするという効果を有する。
【００５０】
　また、本発明の実施例１は、波長制御信号を主信号に挿入して送信しているため、波長
制御信号を送信するための専用線を必要としないという効果も有する。
【００５１】
　また、本発明の実施例１は、システムの運用状態に係わらず、新たに設置される子機側
光通信装置の送信波長を設定することができるという効果も有する。それは、親機側光通
信装置および子機側光通信装置共に、波長毎に独立した系が組まれているためである。よ
って、子機側光通信装置３００－２（λ３とλ４を使用）が運用状態にあっても、本実施
例は、子機側光通信装置３００－１(λ１とλ２を使用)の送信波長を設定することができ
る。
【００５２】
　また、本発明の実施例１は、各子機側光通信装置の送信波長を、親機側光通信装置から
同時に、設定することができるという効果も有する。そのため、本発明の実施例１は、送
信波長設定を短時間に行えるという効果も有する。それは、親機側光通信装置に設けられ
た各波長制御信号生成部から各子機側光通信装置に対して、個別の波長制御信号を同時に
送信することができ、それらが異なる波長の光信号に重畳されているためである。
【実施例２】
【００５３】
　図６は、本発明の実施例２に係る光通信システムの概要構成を示す。
【００５４】
　本発明の実施例２に係る光通信システム１１０は、親機側光通信装置７００と、複数の
子機側光通信装置８００－１～８００－ｍと、光波長分割多重器４００と、光伝送路５０
０と、複数の子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍ，５０２－１～５０２－ｍとを備え
ている。なお、実施例１と同等の構成要素については、同じ符号を付し、その説明を割愛
する。
【００５５】
　本発明の実施例２に係る光通信システム１１０は、親機側光通信装置から送信される光
信号の波長を、子機側光通信装置で検出するようにしている。それにより、子機側光通信
装置が、送信すべき光信号の波長を決定することを特徴としている。
【００５６】
　親機側光通信装置７００は、実施例１の図２に示される波長制御信号生成部２０１－１
～２０１－ｍや波長制御信号挿入部２０２－１～２０２－ｍを備えていない。親機側光通
信装置７００は、波長固定光送信部２０３－１～２０３－ｍと、光受信部２０４－１～２
０４－ｍと、光波長分割多重部２１０とを備えている。一方、子機側光通信装置８００－
１は、実施例１の図２に示される光受信部３０１－１や波長制御信号検出部３０２－１や
波長制御信号処理部３０３－１を備えていない。子機側光通信装置８００－１は、それら
に換えて、光波長検出部８０１－１と、光受信部８０２－１とを新たに備えている。
【００５７】
　光波長検出部８０１－１は、子機側光伝送路５０１－１から受信した光信号の波長を検
出する。図６の場合、光波長検出部８０１－１は、波長がλ１であることを検出し、その
情報を波長制御部３０４－１に送信する。波長制御部３０４－１は、受信した波長λ１の
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情報から、子機側光通信装置８００－１が送信する光信号の送信波長をλ２に決定する。
その決定に基づいて、波長制御部３０４－１は、波長可変光送信部３０５－１が送信する
光信号の波長をλ２になるように制御する。
【００５８】
　次に、本発明の実施例２に係る光通信システムの動作について説明する。
【００５９】
　親機側光通信装置７００の波長固定光送信部２０３－１から送信された波長λ１の光信
号１は、光波長分割多重部２１０で、他の波長の光信号と波長多重されて、実施例１と同
様に、子機側光通信装置８００－１へ伝送される。子機側光通信装置８００－１は、波長
λ１の光信号１を、光波長検出部８０１－１で受信する。光波長検出部８０１－１は、受
信された光信号１から、受信波長がλ１であることを検出し、その情報を波長制御部３０
４－１へ送信する。波長制御部３０４－１は、受信波長がλ１であることから、子機側光
通信装置にあらかじめ設定されていた受信波長と送信波長の対応表から、子機側光通信装
置８００－１が送信する光信号の波長がλ２であることを決定する。その決定に基づいて
、波長制御部３０４－１は、波長可変送信部３０５－１が送信する光信号の波長をλ２に
なるように制御する。波長可変光送信部３０５－１は、受信される主信号２を、波長λ２
の光信号２に変換して、子機側光伝送路５０２－１へ出力する。
【００６０】
　このように、本発明の実施例２に係る光通信システム１１０は、親機側光通信装置から
受信される光信号の波長に応じて、子機側光通信装置のそれぞれが送信する光信号の波長
を決定するようにしている。
【００６１】
　なお、各子機側光通信装置８００－１～８００－ｍ内の波長制御部３０４－１～３０４
－ｍには、あらかじめシステムで使用する光波長分割多重器４００の各ポートと入出力可
能な波長に関する情報が入力されている。それにより、子機側光通信装置が受信する光信
号の波長から、子機側光通信装置が使用可能な波長を決定できるようになっている。その
結果、各子機側光通信装置が、光波長分割多重器４００に接続される位置に応じた波長を
決定することができる。
【００６２】
　図７は、子機側光通信装置が受信する受信信号の波長と、送信する送信信号の波長の対
応表の一例を示す。子機側光通信装置のそれぞれには、図７のような受信信号の波長と送
信信号の波長の関係があらかじめ設定されている。そこで、子機側光通信装置は、受信さ
れた光信号の受信波長から送信すべき光信号の送信波長を決定する。例えば、子機側光通
信装置が、λ１の光信号を受信した場合は、送信信号の波長をλ２に決定する。同様に、
λ３の光信号を受信した場合は、送信信号の波長をλ４に決定する。
【００６３】
　本発明の実施例２では、本発明の実施例１と同様の効果に加え、受信波長に対する送信
波長があらかじめ設定されていることにより、波長制御信号のような特別の信号を不要と
するという効果を有する。そのため、本実施例２は、本実施例１よりも、さらに簡易な構
成で、子機側光通信装置が送信する光信号の波長を設定することを可能としている。
【００６４】
　なお、本発明の実施例２では、特別な信号を使用していないため、当然ながら専用線を
必要としないという効果も有する。
【実施例３】
【００６５】
　図８は、本発明の実施例３に係る光通信システムの概要構成を示す。
【００６６】
　本発明の実施例３に係る光通信システム１２０は、親機側光通信装置９００と、複数の
子機側光通信装置３００－１～３００－ｍと、光波長分割多重器４００と、光伝送路５０
０と、複数の子機側光伝送路５０１－１～５０１－ｍ，５０２－１～５０２－ｍとを備え
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ている。なお、実施例１と同等の構成要素については、同じ符号を付し、その説明を割愛
する。
【００６７】
　本発明の実施例３に係る光通信システム１２０では、実施例１の構成に加え、親機側光
通信装置が、子機側光通信装置から光信号を受信しているかどうかを監視するようにして
いる。それにより、親機側光通信装置が波長制御信号の生成を制御し、子機側光通信装置
が送信する光信号の波長を制御することを特徴としている。
【００６８】
　親機側光通信装置９００は、実施例１の図２の構成の光受信部２０４－１、波長制御信
号生成部２０１－１に換えて、それぞれ光受信部９０４－１、波長制御信号生成部９０１
－１を備えている。光受信部９０４－１は、光信号を受信しているかどうかを検出する機
能を有している。そして、光受信部９０４－１は、その検出情報を波長制御信号生成部９
０１－１に送信する。波長制御信号生成部９０１－１は、その検出情報を受けて、波長制
御信号の生成を制御する。
【００６９】
　次に、本発明の実施例３に係る光通信システムの動作について説明する。
【００７０】
　光受信部９０４－１は、光波長分割多重部２１０で波長分割される光信号を受信してい
るかどうかを検出する。そして、光受信部９０４－１は、その情報を波長制御信号生成部
９０１－１に送信する。波長制御信号生成部９０１－１は、その情報を受けて、光受信部
９０４－１が光信号を受信していない場合、子機側光通信装置の送信波長を含む波長制御
信号を逐次変化させて生成する。そして、光受信部９０４－１が光信号を受信した場合、
子機側光通信装置の送信波長が正しく設定されたことを受けて、その波長制御信号を保持
する。
【００７１】
　一例として、子機側光通信装置３００－１から波長λ２の光信号が送信されない場合、
光受信部９０４－１は、光信号を受信しない。そのため、光受信部９０４－１は、光信号
を受信していない情報を、波長制御信号生成部９０１－１に送信する。波長制御信号生成
部９０１－１は、子機側光通信装置３００－１が送信する光信号の波長がλ２となるよう
に、波長制御信号１を生成する。波長制御信号１は、主信号１と共に、親機側光通信装置
９００から子機側光通信装置３００－１へ送信される。そして、子機側光通信装置３００
－１は、波長制御信号１に基づき、実施例１と同様の動作により、主信号２を波長λ２の
光信号２に変換する。そして、光信号２は、光伝送路５００を介して、子機側光通信装置
３００－１から親機側光通信装置９００へ送信される。そこで、光信号２は、光波長分割
多重部２１０で波長分割され、波長λ２の光信号２として、光受信部９０４－１で受信さ
れる。光受信部９０４－１は、波長λ２の光信号２を受信した情報を、波長制御信号生成
部９０１－１に、送信する。波長制御信号生成部９０１－１は、波長制御信号１の生成を
維持する。それにより、子機側光通信装置３００－１から送信される光信号の波長がλ２
に固定される。このようにして、他の子機側光通信装置３００－２～３００－ｍも、同様
の動作により、各光受信部９０４－２～９０４－ｍで受信される情報に基づいて、波長制
御信号の生成を制御し、送信波長を逐次変化させる。それにより、子機側光通信装置のそ
れぞれに対して、波長分割多重器に接続される位置に応じた送信波長が設定される。
【００７２】
　このように、本発明の実施例３に係る光通信システムは、親機側光通信装置で受信され
る光信号の情報に応じて、子機側光通信装置のそれぞれが送信する光信号の波長を決定す
るようにしている。
【００７３】
　本発明の実施例３では、本発明の実施例１と同様の効果に加え、親機側光通信装置が実
際に受信する波長の情報を、制御信号生成部にフィードバックしているため、より確実な
送信波長の設定が行えるという効果を有する。
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【００７４】
　以上、本発明の好適なる実施例について、説明したが、本発明は、これらの実施例の内
容だけに限るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない限り、自由に構成を変更すること
が可能である。例えば、実施例２と実施例３の構成を組み合わせて用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の実施例１に係る光通信システムの概要構成である。
【図２】本発明の実施例１に係る光通信システムの詳細構成である。
【図３】親機側光通信装置の詳細構成である。
【図４】子機側光通信装置の詳細構成である。
【図５】波長制御信号と送信信号の波長の対応表の一例である。
【図６】本発明の実施例２に係る光通信システムの概要構成である。
【図７】受信信号の波長と送信信号の波長の対応表の一例である。
【図８】本発明の実施例３に係る光通信システムの概要構成である。
【符号の説明】
【００７６】
　１００　　光通信システム
　２００　　親機側光通信装置
　２０１－１　　波長制御信号生成部
　２０２－１　　波長制御信号挿入部
　２０３－１　　波長固定光送信部
　２０４－１　　光受信部
　２０５－１　　主信号処理部
　２０６－１　　外部ネットワークインタフェース部
　２０１－２　　波長制御信号生成部
　２０２－２　　波長制御信号挿入部
　２０３－２　　波長固定光送信部
　２０４－２　　光受信部
　２０５－２　　主信号処理部
　２０６－２　　外部ネットワークインタフェース部
　２１０　　光波長分割多重部
　３００－１　　子機側光通信装置
　３０１－１　　光受信部
　３０２－１　　制御信号検出部
　３０３－１　　制御信号処理部
　３０４－１　　波長制御部
　３０５－１　　波長可変光送信部
　３０６－１　　主信号処理部
　３０７－１　　外部ネットワークインタフェース部
　３００－２　　子機側光通信装置
　４００　　光波長分割多重器
　５００　　光伝送路
　５０１－１　　子機側光伝送路
　５０２－１　　子機側光伝送路
　５０１－２　　子機側光伝送路
　５０２－２　　子機側光伝送路
　６０１－１　　親機側外部通信路
　６０１－２　　親機側外部通信路
　６０２－１　　子機側外部通信路
　６０２－２　　子機側外部通信路



(16) JP 2008-54093 A 2008.3.6

　１１０　　光通信システム
　７００　　親機側光通信装置
　８００－１　　子機側光通信装置
　８０１－１　　光波長検出部
　８０２－１　　光受信部
　１２０　　光通信システム
　９００　　親機側光通信装置
　９０１－１　　制御信号生成部
　９０４－１　　光受信部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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