
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光スイッチ回路を用いて光信号の線路切り替えを行う光クロスコネクト装置において、
　装置外部から光信号を入力するインタフェースである光信号入力部と、
　装置外部へ光信号を出力するインタフェースである光信号出力部と、
　現用系として使用される第１の光スイッチ回路と、
　 予備系として使用される第２の光スイッチ回路と、
　前記光スイッチ回路を監視するための監視用光信号を送出する監視用光信号源と、
　前記監視用光信号源からの光信号を受信し、前記光スイッチ回路の状態を監視する光信
号監視部と、
　前記光信号入力部および前記監視用光信号源から光信号を入力され、前記第１の光スイ
ッチ回路および前記第２の光スイッチ回路へ光信号を出力する第３の光スイッチ回路と、
　前記第１の光スイッチ回路および前記第２の光スイッチ回路から光信号を入力され、前
記光信号出力部および前記光信号監視部へ光信号を出力する第４の光スイッチ回路と、
　前記光信号入力部からの光信号が前記第１の光スイッチ回路へ、前記監視用光信号源か
らの光信号が前記第２の光スイッチ回路へ、それぞれ入力されるよう前記第３の光スイッ
チ回路を設定し、前記第１の光スイッチ回路からの光信号が前記光信号出力部へ、前記第
２の光スイッチ回路からの光信号が前記光信号監視部へ、それぞれ入力されるよう前記第
４の光スイッチ回路を設定する制御部とを有

ことを特徴とする光クロスコネクト装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の光クロスコネクト装置において、
　前記第１の光スイッチ回路に異常が生じた場合に、前記制御部は、前記光信号入力部か
らの光信号が前記第２の光スイッチ回路へ入力されるよう前記第３の光スイッチ回路を設
定し、前記第２の光スイッチ回路からの光信号が前記光信号出力部へ出力されるよう前記
第４の光スイッチ回路を設定することを特徴とする光クロスコネクト装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の光クロスコネクト装置において、
　前記第１の光スイッチ回路に異常が生じた場合に、前記制御部は、前記監視用光信号源
からの光信号が前記第１の光スイッチ回路へ入力されるよう前記第３の光スイッチ回路を
設定し、前記第１の光スイッチ回路からの光信号が前記光信号監視部へ入力されるよう前
記第４の光スイッチ回路を設定

ことを特徴とする光クロスコネクト装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、光クロスコネクト装 係り、特に、光伝送線路の切り替えを行う光クロス
コネクト装 関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、大容量・長距離の情報通信のため、光ファイバ伝送技術を用いたネットワークが構
築されており、その伝送路として光ファイバケーブルが広く敷設されている。このような
ネットワークの信頼性の向上及び保守運用性の向上を可能とするものとして、光クロスコ
ネクト装置の研究開発が活発化している。光クロスコネクト装置は、大容量の光信号伝送
線路の切り替えを行う装置であり、敷設された光ファイバを効率的に利用することを可能
にするものであり、災害や事故時の迅速な障害復旧や帯域管理が可能な装置として期待さ
れている。
【０００３】
図８は従来技術による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図であり、以下、図
８を参照して、従来技術による光クロスコネクト装置について説明する。図８において、
１０は光クロスコネクト装置、１１は光スイッチ回路、１２は光信号入力部、１３は光信
号出力部である。
【０００４】
図８に示ように、従来技術による光クロスコネクト装置１０は、光信号入力部１２と、光
スイッチ回路１１と、光信号出力部１３とから構成されている。従来技術による光クロス
コネクト装置１０の光スイッチ回路１１は、光信号入力部１２に入力されたｎ個の光伝送
信号のそれぞれをｍ個の光伝送信号の任意の１つとして光信号出力部１３に出力すること
ができる。従って、図示光クロスコネクト装置１０によれば、光スイッチ回路１１を適当
に制御することにより複数の光送受信器と複数の光伝送線路との柔軟な接続が可能である
。
【０００５】
前述したような光クロスコネクト装置に関する従来技術として、例えば、１９９３年電子
情報通信学会秋季大会、講演論文集、ＳＢ－８－１、４－３７１、３７２頁に記載された
技術が知られている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、光クロスコネクト装置を用いない光伝送システムは、高信頼化のため予備用光
送受信器と予備用光伝送線路とを備えて冗長性を持って構成されている。そして、この光
伝送システムは、複数の光伝送線路と複数の光送受信器とのそれぞれが固定的１対１に接
続されて構成されている。
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【０００７】
これに対して光クロスコネクト装置を用いる光伝送システムは、光送受信器と光伝送線路
とが、所定の光スイッチ回路を介して接続されており、両者間の接続が可変である。そし
て、この光伝送システムでは、光伝送線路が光送受信器に接続されない場合も生じる。
【０００８】
前述したような光クロスコネクト装置を用いる光伝送システムは、光伝送線路が光送受信
器に接続されないような場合、光クロスコネクト装置による障害時の光伝送路の切り替え
あるいは復旧時の切り戻しに際して、切り替えあるいは切戻し先の光伝送信号が通ってい
ない光伝送線路や光クロスコネクト装置内の経路の健全性（正常であること）や復旧を監
視・確認しておくことが重要である。
【０００９】
また、伝送線路障害が発生した場合に迅速な障害復旧を行うために、光クロスコネクト装
置の故障か、光ファイバ断等の光伝送線路の障害か区別することが必須である。
【００１０】
しかし、従来技術による光クロスコネクト装置は、前述した点が考慮されていなかったた
め、信頼性の高いネットワークを構築しようとする場合に必要な、光伝送信号が通ってい
ない光伝送線路や光クロスコネクト装置内の経路の健全性（正常であること）や復旧を監
視・確認しておくことが困難であるという問題点を有していた。
【００１１】
また、従来技術による光伝送システムは、伝送線路障害を検出することができる装置が光
信号を終端する光伝送端局装置のみであったため、光クロスコネクト装置内故障と光伝送
線路障害とを切り分けることが不可能であるという問題点を有している。さらに、光クロ
スコネクト装置の故障が判明した場合、装置内の故障箇所を特定することが必要となるが
、前述した従来技術による光クロスコネクト装置は、光スイッチ等の光部品が数１００個
にも達する大規模なものとなった場合、故障診断が難しく、故障回復時間が長くなる恐れ
があり、迅速な障害復旧の妨げとなる可能性があるという問題点を有している。
【００１２】
本発明の目的は、前述した従来技術の問題点を解決し、装置内の信号経路の光通過状態の
監視が可能で、障害発生時、効率的に障害箇所の同定を行うことのできる光クロスコネク
ト装置を提供することにある。
【００１３】
また、本発明の目的は、平常時用と予備用との２つの光伝送路切り替え用光スイッチ回路
のうち、故障発生の可能性のある方の光スイッチ回路の自己故障診断を可能とし、障害復
旧時間短縮を図ることのできる光クロスコネクト装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば前記目的は、光スイッチ回路を用いて光信号の線路切り替えを行う光ク
ロスコネクト装置において、装置外部から光信号を入力するインタフェースである光信号
入力部と、装置外部へ光信号を出力するインタフェースである光信号出力部と、現用系と
して使用される第１の光スイッチ回路と、 予備系として使用される
第２の光スイッチ回路と、前記光スイッチ回路を監視するための監視用光信号を送出する
監視用光信号源と、前記監視用光信号源からの光信号を受信し、前記光スイッチ回路の状
態を監視する光信号監視部と、前記光信号入力部および前記監視用光信号源から光信号を
入力され、前記第１の光スイッチ回路および前記第２の光スイッチ回路へ光信号を出力す
る第３の光スイッチ回路と、前記第１の光スイッチ回路および前記第２の光スイッチ回路
から光信号を入力され、前記光信号出力部および前記光信号監視部へ光信号を出力する第
４の光スイッチ回路と、前記光信号入力部からの光信号が前記第１の光スイッチ回路へ、
前記監視用光信号源からの光信号が前記第２の光スイッチ回路へ、それぞれ入力されるよ
う前記第３の光スイッチ回路を設定し、前記第１の光スイッチ回路からの光信号が前記光
信号出力部へ、前記第２の光スイッチ回路からの光信号が前記光信号監視部へ、それぞれ

10

20

30

40

50

(3) JP 3854372 B2 2006.12.6

光信号が入力されない



入力されるよう前記第４の光スイッチ回路を設定する制御部とを有
ことにより達成され

る。
【００１６】
　また、前記目的は、

により達成される。
【００１７】
　また、前記目的は、前記解決手段２に記載の光クロスコネクト装置において、前記第１
の光スイッチ回路に異常が生じた場合に、前記制御部は、前記監視用光信号源からの光信
号が前記第１の光スイッチ回路へ入力されるよう前記第３の光スイッチ回路を設定し、前
記第１の光スイッチ回路からの光信号が前記光信号監視部へ入力されるよう前記第４の光
スイッチ回路を設定

ことにより達成される。
【００２０】
本発明による光クロスコネクト装置によれば、入力光信号監視手段と出力光信号監視手段
を備えていることにより、装置内の信号経路の光通過状態の監視が可能となり、障害発生
時、効率的に障害箇所の同定が可能となる。また、監視用信号光源を備えることにより、
平常時用と予備用の２つの光伝送路切り替え用光スイッチ回路のうち、故障発生の可能性
のある方の光スイッチ回路の自己故障診断が可能となり、障害復旧時間短縮が期待できる
。
【００２１】
また、本発明によれば、さらに監視用光信号を用いて光クロスコネクト装置内もしくは光
伝送線路の状態を監視することができ、切り替え先もしくは切り戻し先の光伝送路及び光
クロスコネクト装置内光スイッチ回路の健全性や復旧の確認が可能となる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明による光クロスコネクト装 実施形態を図面により詳細に説明する。
【００２３】
図１は本発明の第１の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図で
ある。図１において、１４は光信号監視手段、１５は光信号挿入手段であり、他の符号は
図８の場合と同一である。
【００２４】
図１に示す本発明の第１の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、光伝送信号入力
部１２と、光スイッチ回路１１と、光伝送信号出力部１３と、光信号挿入手段１５と、光
信号監視手段１４とを備えて構成されている。そして、この光クロスコネクト装置１０は
、光スイッチ回路１１を制御することにより、光伝送端局装置に設置された例えば３台の
光送信器から光伝送信号入力部１２を介して入力される光伝送信号のそれぞれを、例えば
６本の光伝送線路（光ファイバ）のうち平常時使用線路と定められた３本の伝送線路の１
つへ光伝送信号出力部１３を介して送出し、同様に、６本の光伝送線路のうち光伝送信号
が送られてくる３個の伝送線路のそれぞれを、光伝送端局装置に設置された３台の光受信
器の１つへ接続することができる。
【００２５】
さらに、図１に示す光クロスコネクト装置１０は、平常時使用線路のいずれかに障害が発
生した場合に、６本の光伝送線路のうち予備線路と定められた３本の伝送線路のいずれか
へ光出力先を切り替え、障害が発生した平常時使用線路が復旧した場合には、その平常時
使用線路への光伝送信号の切り戻しを行うことができる。
【００２６】
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そして、本発明の第１の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、監視用光信号とし
て、内蔵光信号源あるいは外部光信号を使用し、この光信号を切り替え先あるいは切り戻
し先の光伝送線路の一端から送出するための光信号挿入手段１５を光スイッチ回路１１の
出力側に設け、また、光伝送線路からの光伝送信号を監視する光信号監視手段１４を光ス
イッチ回路１１の入力側に設けて構成されている。これにより、本発明の第１の実施形態
による光クロスコネクト装置１０は、内蔵光信号源あるいは外部光信号を監視用光信号と
して利用して光伝送線路の状態を監視することが可能となる。前述の内蔵光信号源は、伝
送線路中に設置される線形光中継器あるいは再生中継器を通過可能な光信号を出力するこ
とができるものである。
【００２７】
前述した本発明の第１の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、接続される光伝送
線路数を入力側の６本、出力側の６本の１２本としたが、本発明は、接続される伝送路数
は任意であり、効果はこの数に限定されるものではなく、光クロスコネクト装置と接続さ
れる送受信器の数や敷設されたファイバの数、要求されるサバイバビリティ等を考慮して
決定すればよい。このことは、以下に説明するいくつかの実施例についても同様である。
【００２８】
図２は本発明の第２の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図で
ある。図２において、２１は平常時使用光送受信器、２２は予備光送受信器、３１は光信
号分岐手段であり、他の符号は図１の場合と同一である。
【００２９】
図２に示す本発明の第２の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、図１に示した光
クロスコネクト装置１０における監視用信号源として光伝送端局装置の予備光送信器から
の光信号を用いたものである。すなわち、図２に示す光クロスコネクト装置１０は、２個
の平常時使用光送受信器２１と１個の予備光送受信器２２とが接続され、また、出力側に
６本の光伝送信号送信用光ファイバが、入力側に６本の光伝送信号受信用光ファイバが接
続されている。
【００３０】
そして、予備光送受信器２２は、常時切り替ええを可能とするため、平常時でも稼動状態
にされて、フレーム信号や制御信号等の光信号を常時送受信している。また、送信用、受
信用のそれぞれ６本のファイバのうち、それぞれ３本には常時光信号が存在している。
【００３１】
前述した本発明の第２の実施形態による光クロスコネクト装置は、光信号が送出される予
備光送受信器２２の出力が光クロスコネクト装置１０に設置された光信号分岐手段３１と
光信号挿入手段１５とにより光伝送線路状態の監視用光信号として送信用光ファイバへ送
出することが可能となる。
【００３２】
前述した本発明の第２の実施形態によれば、前述により、光スイッチ回路を切り替ええる
ことなく任意の送信用光ファイバへ監視用光信号を送出することが可能となるので、光ス
イッチ回路の構成によらず光伝送信号状態に影響を与えることなく、切り替ええ・切戻し
先の光伝送線路の監視を行うことが可能となる。
【００３３】
図３は本発明の第３の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図で
ある。図３において、１４－１、１４－２は光伝送信号監視手段であり、他の符号は図１
の場合と同一である。
【００３４】
図３に示す本発明の第３の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、光信号入力部１
２と、入力側の光伝送信号監視手段１４－１と、光スイッチ回路１１と、出力側の光伝送
信号監視手段１４－２と、光信号出力部１３とにより構成される。そして、光伝送信号監
視手段１４－１は、光信号入力部１２と光スイッチ回路１１との間、光伝送信号監視手段
１４－２は、光スイッチ回路１１と光信号出力部１３との間に設置される。
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【００３５】
前述のように構成される本発明の第３の実施形態による光クロスコネクト装置によれば、
光伝送信号監視手段１４－１が光信号入力部１２から光クロスコネクト装置１０へ入力さ
れた光伝送信号の状態監視を行い、光伝送信号監視手段１４－２が光スイッチ回路１１に
より線路切り替えされ光信号出力部１３より出力される光伝送信号の状態監視を行うこと
ができる。また、これらの光伝送信号監視手段１４－１、１４－２の出力を比較すること
により、光スイッチ回路１１の故障診断をも行うことができる。
【００３６】
なお、光伝送信号監視手段１４－１、１４－２は、例えば、１入力２出力の光カプラと光
検出器とにより構成することもできる。
【００３７】
図４は本発明の第４の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図で
ある。図４において、１４－３、１４－４は光伝送信号監視手段、３３は制御部であり、
他の符号は図１の場合と同一である。図４に示す本発明の第４の実施形態による光クロス
コネクト装置は、光伝送信号監視手段の出力を比較することにより光スイッチ回路の故障
診断機能を持たせた光クロスコネクト装置の例である。
【００３８】
図４に示す本発明の第４の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、光伝送端局装置
の３台の光送受信器と、６本の出力側光伝送線路と、６本の入力側光伝送線路とに接続さ
れている。光信号監視手段１４－１は、光送信器側光入力部１２と光スイッチ回路１１と
の間に設置され、光信号監視手段１４－２は、光スイッチ回路１１と光伝送線路側光出力
部１３との間に設置され、光信号監視手段１４－３は、光伝送路側光入力部１２と光スイ
ッチ回路１１との間に設置され、光信号監視手段１４－４は、光受信器側光出力部１３と
光スイッチ回路１１との間に設置されている。
【００３９】
前述のように構成される本発明の第４の実施形態によれば、光信号監視手段１４－１の出
力と１４－２の出力とを制御部３３で比較し、光信号監視手段１４－３の出力と１４－４
の出力とを制御部３３で比較し、制御部３３あるいは光クロスコネクト装置以外の外部装
置が保持している光スイッチ回路１１の接続状態を参照することにより、光信号線路の切
り替えを行う光スイッチ回路１１の故障検出及び診断を行うことが可能となる。
【００４０】
図５は本発明の第５の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図で
ある。図５において、１１－１、１１－２は光スイッチ回路、１４は光伝送信号監視手段
、１６は監視用光信号源、３４は入力光信号切り替えスイッチ部、３５は出力光信号切り
替えスイッチ部であり、他の符号は図１の場合と同一である。
【００４１】
図５に示す本発明の第５の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、光信号入力部１
２と、入力光信号切り替えスイッチ部３４と、監視用光信号源１６と、光スイッチ回路１
１－１及び１１－２と、出力光信号切り替えスイッチ部３５と、光信号監視手段１４と、
光信号出力部１３と、図５には示していないが図４の場合と同様な制御部３３とを備えて
構成されている。入力光信号切り替えスイッチ部３４及び出力光信号切り替えスイッチ部
３５は、例えば、複数個の２入力２出力の光スイッチにより構成することができる。
【００４２】
そして、図５に示す本発明の第５の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、光クロ
スコネクト装置１０の高信頼化のため、光スイッチ回路の故障に備えて、平常時用光スイ
ッチ回路１１－１と予備用光スイッチ回路１１－２とが用意されており、入力光信号切り
替えスイッチ部３４と出力光信号切り替えスイッチ部３５とが連動して動作することによ
り光伝送信号が通過する光スイッチ回路の切り替えが可能である。
【００４３】
前述したように構成される本発明の第５の実施形態によれば、監視用光信号源１６の出力
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が入力光信号切り替えスイッチ３４に入力され、光信号監視手段１４の入力が出力光信号
切り替えスイッチ３５と接続されているので、例えば、平常時用光スイッチ回路１１－１
が光伝送信号の線路切り替えを行っている間、監視用光信号源１６からの監視用光信号を
予備用光スイッチ回路１１－２を介して光信号監視手段１４に伝送することが可能となり
、光信号監視手段１４を用いて予備用光スイッチ回路１１－２が正常に動作することを確
認することができる。
【００４４】
さらに、前述した本発明の第５の実施形態によれば、平常時用光スイッチ回路１１－１の
故障が判明して予備用光スイッチ回路１１－２に切り替えた場合、監視用光信号源１６か
らの監視用光信号と光信号監視手段１４とを用いて光伝送信号には影響を与えることなく
故障個所の同定を行うことができる。
【００４５】
図６は本発明の第６の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図で
ある。図６における符号は他の実施形態の場合と同一である。
【００４６】
図６に示す本発明の第６の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、図５に示した光
クロスコネクト装置１０に対して、光信号入力部１２の後段と出力光信号切り替えスイッ
チ３５の後段とに光信号監視手段１４を設置し、監視用光信号源１６の後段に監視用光信
号源１６の出力を分岐する光信号分岐手段３１を設置し、光信号出力部１３の前段に監視
用光信号挿入手段１５を設置して構成したものである。
【００４７】
図６に示す本発明の第６の実施形態による光クロスコネクト装置１０において、制御部３
３は、平常時用光スイッチ回路１１－１の両側に設置された２つ光信号監視手段１４の出
力を比較することにより、光スイッチ回路１１－１の故障の有無を監視している。また、
出力光信号切り替えスイッチ３５の後段に接続されている光信号監視手段１４は、予備用
光スイッチ回路１１－２を通過した監視用光信号をモニタしており、これにより、予備用
光スイッチ回路１１－２が正常に動作していることを確認することができる。
【００４８】
制御部３３は、平常時用光スイッチ回路１１－１の故障発生を診断すると、入力光信号切
り替えスイッチ３４と出力光信号切り替えスイッチ３５とを連動させて光伝送信号を予備
用光スイッチ回路１１－２へ切り替える。このとき、制御部３３は、光伝送信号が正常に
線路切り替えされるよう予備用光スイッチ回路１１－２を制御すると共に、監視用光信号
源１６と光信号監視手段１４と故障発生と診断された光スイッチ回路１１－１とを接続す
ることにより故障位置の同定を行うことができる。
【００４９】
また、本発明の第６の実施形態による光クロスコネクト装置１０は、出力側の光伝送線路
に障害が発生した場合、光信号分岐手段３１により分岐された監視用光信号を光信号挿入
手段１５を介して障害が発生した光伝送線路に送出するように動作する。これにより、こ
の光伝送路障害に関与する別の光クロスコネクト装置１０が、この監視用光信号を光信号
監視手段でモニタすることにより、障害が発生していた光伝送線路の回復を速やかに確認
することが可能となり、平常時への迅速な復旧が可能となる。
【００５０】
図７は前述までに説明した本発明の実施形態による光クロスコネクト装置を使用して構成
した光伝送システムの構成を示すブロック図である。図７において、４０は光伝送端局装
置、５１は平常時用光伝送線路、５２は予備用光伝送線路である。
【００５１】
図７に示す光伝送システムは、光伝送端局装置４０を接続した２台の光クロスコネクト装
置１０相互間を、複数の平常時用光伝送線路５１と、複数の予備用光伝送線路とにより接
続して構成したものであり、光クロスコネクト装置１０として、前述までに説明した本発
明の各実施形態による光クロスコネクト装置を使用したものである。
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【００５２】
前述した光伝送システムは、クロスコネクト装置内で光伝送線路の状態を監視することが
できるので、切り替え先もしくは切り戻し先の光伝送路及び光クロスコネクト装置内光ス
イッチ回路の健全性や復旧の確認が可能となり、システムの信頼性の向上を図ることがで
きる。
【００５３】
なお、図７に示す光伝送システムは、２台の光クロスコネクト装置を使用して構成したも
のであるが、本発明は、さらに多数の光クロスコネクト装置及び光伝送端局装置を用い、
各光クロスコネクト装置間を光ファイバによる光伝送線路（平常時用、予備用を含む）に
より網目状またはリング状に接続したネットワークとすることができる。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、光クロスコネクト装置内に監視用光信号と光信号監
視手段とを設けることにより、光クロスコネクト装置内の光スイッチ回路並びに切り替え
、切戻し先の光伝送線路それぞれの状態を効率的に監視することが可能となり、障害復旧
時間を短縮することができる。これにより、経済的かつ高信頼な光伝送システムを実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図
である。
【図２】本発明の第２の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図
である。
【図３】本発明の第３の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図
である。
【図４】本発明の第４の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図
である。
【図５】本発明の第５の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図
である。
【図６】本発明の第６の実施形態による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図
である。
【図７】本発明の実施形態による光クロスコネクト装置を使用して構成した光伝送システ
ムの構成を示すブロック図である。
【図８】従来技術による光クロスコネクト装置の構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０　光クロスコネクト装置
１１、１１－１、１１－２　光スイッチ回路
１２　光信号入力部
１３　光信号出力部
１４、１４－１～１４－４　光信号監視手段
１５　光信号挿入手段
１６　監視用光信号源
２１　平常時用光送受信器
２２　予備用光送受信器
３１　光信号分岐手段
３３　制御部
３４　入力光信号切り替えスイッチ
３５　出力光信号切り替えスイッチ
４０　光伝送端局装置
５１　平常時用光伝送線路
５２　予備用光伝送線路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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