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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位ネットワーク機器（３０）から入力する下りデータ信号を第１の波長のデータ信号
光に変換するＯＬＴ（１０）であって、当該下りデータ信号が無いときに所定のアイドル
パターンを出力するＯＬＴ（１０）と、
　当該第１の波長とは異なる第２の波長の、映像信号を搬送する映像信号光を発生する映
像信号送信装置（１２）と、
　当該ＯＬＴ（１０）の出力するデータ信号光と、当該映像信号送信装置の出力する映像
信号光を合波するＷＤＭ光カプラ（１４）と、
　１以上の加入者装置（２２－１～２２－ｎ）と、
　当該ＷＤＭ光カプラ（１４）から出力される光信号を当該１以上の加入者装置（２２－
１～２２－ｎ）に伝送する光伝送路（１６，１８，２０－１～２０－ｎ）
とを具備する光伝送システムにおいて、
　当該上位ネットワーク機器から出力される当該下りデータの有無を検出し、
　当該下りデータが無いときに、当該ＯＬＴ（１０）を通過し且つ当該加入者装置で破棄
されるダミーデータを当該ＯＬＴ（１０）に供給し、
　当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使用ＶＬＡＮ－
ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送される
ことを特徴とするデータ伝送方法。
【請求項２】
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　当該ダミーデータの当該ヘッダが所定周期で変更されることを特徴とする請求項１に記
載のデータ伝送方法。
【請求項３】
　当該ダミーデータは、所定フレーム構造のペイロードに配置されるランダムパターン又
は疑似ランダムパターンを具備することを特徴とする請求項１又は２に記載のデータ伝送
方法。
【請求項４】
　当該ダミーデータを搬送するフレームのフレーム長がランダムである請求項１乃至３の
何れか１項に記載のデータ伝送方法。
【請求項５】
　アップリンクポートに入力する下りデータ信号を第１の波長のデータ信号光に変換する
ＯＬＴ（１０）であって、当該下りデータ信号が無いときに所定のアイドルパターンを出
力するＯＬＴ（１０）と、
　当該第１の波長とは異なる第２の波長の、映像信号を搬送する映像信号光を発生する映
像信号送信装置（１２）と、
　当該ＯＬＴ（１０）の出力するデータ信号光と、当該映像信号送信装置の出力する映像
信号光を合波するＷＤＭ光カプラ（１４）と、
　１以上の加入者装置（２２－１～２２－ｎ）と、
　当該ＷＤＭ光カプラ（１４）から出力される光信号を当該１以上の加入者装置（２２－
１～２２－ｎ）に伝送する光伝送路（１６，１８，２０－１～２０－ｎ）と、
　上位ネットワーク機器から出力される下りデータを当該アップリンクポートに当該下り
データ信号として供給し、当該上位ネットワーク機器からの当該下りデータが無いときに
、当該ＯＬＴ（１０）を通過し且つ当該加入者装置で破棄されるダミーデータを当該下り
データ信号として供給するダミーデータ挿入装置（３２）
とを具備し、
　当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使用ＶＬＡＮ－
ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送される
ことを特徴とする光伝送システム。
【請求項６】
　当該ダミーデータ挿入装置（３２）が、
　上位ネットワーク機器から出力される当該下りデータを一時記憶するバッファ（３４）
と、
　当該ダミーデータを発生するダミーデータ発生装置（３６）と、
　当該バッファ（３４）に当該下りデータがあるときに、当該バッファ（３４）の出力デ
ータを当該アップリンクポートに供給し、当該バッファ（３４）に当該下りデータが無い
ときに、当該ダミーデータ発生装置（３６）から出力される当該ダミーデータを当該アッ
プリンクポートに供給するセレクタ（３８）
とを具備することを特徴とする請求項５に記載の光伝送システム。
【請求項７】
　上位ネットワーク機器からの下りデータ信号を第１の波長のデータ信号光に変換するＯ
ＬＴ（１０，３２）と、
　当該第１の波長とは異なる第２の波長の、映像信号を搬送する映像信号光を発生する映
像信号送信装置（１２）と、
　当該ＯＬＴ（１０）の出力するデータ信号光と、当該映像信号送信装置の出力する映像
信号光を合波するＷＤＭ光カプラ（１４）と、
　１以上の加入者装置（２２－１～２２－ｎ）と、
　当該ＷＤＭ光カプラ（１４）から出力される光信号を当該１以上の加入者装置（２２－
１～２２－ｎ）に伝送する光伝送路（１６，１８，２０－１～２０－ｎ）
とを具備する光伝送システムであって、
　当該ＯＬＴ（１０，３２）が、当該下りデータ信号が無いときに、当該加入者装置で破
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棄されるダミーデータを当該下りデータ信号として出力し、
　当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使用ＶＬＡＮ－
ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送される
ことを特徴とする光伝送システム。
【請求項８】
　当該ダミーデータの当該ヘッダが所定周期で変更されることを特徴とする請求項５乃至
７の何れか１項に記載の光伝送システム。
【請求項９】
　当該ダミーデータは、所定フレーム構造のペイロードに配置されるランダムパターン又
は疑似ランダムパターンを具備することを特徴とする請求項５乃至８の何れか１項に記載
の光伝送システム。
【請求項１０】
　当該ダミーデータを搬送するフレームのフレーム長がランダムである請求項５乃至９の
何れか１項に記載の光伝送システム。
【請求項１１】
　下りデータ信号と映像信号を互いに異なる波長の光で光伝送路を介して加入者装置（２
２－１～２２－ｎ）に伝送し、当該下りデータ信号が無いときに所定のアイドルパターン
を出力するデータ／映像伝送システムと、上位ネットワーク機器との間に配置されるダミ
ーデータ挿入装置であって、
　当該上位ネットワーク機器から出力される下りデータを一時記憶するバッファ（３４）
と、
　当該データ／映像伝送システム内を伝送可能で当該加入者装置により破棄されるダミー
データを発生するダミーデータ発生装置（３６）と、
　当該バッファ（３４）に当該下りデータがあるときに、当該バッファ（３４）の出力デ
ータを当該データ／映像伝送システムに供給し、当該バッファ（３４）に当該下りデータ
が無いときに、当該ダミーデータ発生装置（３６）から出力される当該ダミーデータを当
該データ／映像伝送システムに供給するセレクタ（３８）
とを具備し、
　当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使用ＶＬＡＮ－
ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送される
ことを特徴とするダミーデータ挿入装置。
【請求項１２】
　当該ダミーデータの当該ヘッダが所定周期で変更されることを特徴とする請求項１１に
記載のダミーデータ挿入装置。
【請求項１３】
　当該ダミーデータは、所定フレーム構造のペイロードに配置されるランダムパターン又
は疑似ランダムパターンを具備することを特徴とする請求項１１又は１２に記載のダミー
データ挿入装置。
【請求項１４】
　当該ダミーデータを搬送するフレームのフレーム長がランダムである請求項１１乃至１
３の何れか１項に記載のダミーデータ挿入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ伝送方法、光伝送システム及びダミーデータ挿入装置に関し、より具
体的にはデータと映像を互いに異なる波長で伝送するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光加入者系では、データ通信と放送の同時サービスが企図され、一部、実用化されてい
る。例えば、ＧＥ－ＰＯＮ（Gigabit Ethernet（登録商標） Passive Optical Network）
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では、下り波長１．４９μｍ、上り波長１．３１μｍのデータ通信に、波長１．５５μｍ
の下り放送信号を多重する３波多重システムの検討が進められている（特許文献１，２，
３参照）。
【０００３】
　ＩＥＥＥ８０２．３ａｈ準拠のＧＥ－ＰＯＮシステムでは、下りデータ信号が無い場合
、センター局の光終端装置ＯＬＴ（Optical Line Terminal）がユーザの光終端装置ＯＮ
Ｕ（Optical Network Unit）にアイドルパターンを送信することが規定されている。アイ
ドルパターンは、／Ｉ２／＝／Ｋ２８．５／Ｄ１６．２として、”００１１１１１０１０
１００１０００１０１”の繰り返しと規定されている。このようなアイドルパターンが使
用されるデータ伝送に波長１．５５μｍの下り放送信号を多重すると、アイドルパターン
の周期性が誘導ラマン散乱となって放送信号に干渉を与えることが知られている。即ち、
光伝送路上では、８Ｂ／１０Ｂ変換により、光信号のビットレートは１．２５Ｇｂｐｓで
ある。２０ビット周期のアイドルパターンは、
１．２５（Ｇｂｐｓ）／２０（ｂｉｔ）＝６２．５（ＭＨｚ）
により、６２．５（ＭＨｚ）周期の周波数成分を発生する。この結果、６２．５（ＭＨｚ
）周期の整数倍の周波数で誘導ラマン散乱が発生し、これが、放送信号の映像信号帯域に
入りこむ。
【特許文献１】特開２００５－２１０６８８号公報
【特許文献２】特開２００４－２１５２４７号公報
【特許文献３】特開２００５－０２７３０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　アイドルパターンをスクランブルする方法は、既存のＧＥ－ＰＯＮシステムには適用で
きず、ＯＬＴを交換しなければならない。
【０００５】
　ＧＥ－ＰＯＮシステムは、３波多重の導入を待たずに大量に敷設されており、既設のシ
ステムを置き換えることなしに、映像信号に対する干渉を低減できる方法が望まれる。
【０００６】
　本発明は、このような要望を満たすデータ伝送方法、光伝送システム及びダミーデータ
挿入装置を提示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るデータ伝送方法は、上位ネットワーク機器から入力する下りデータ信号を
第１の波長のデータ信号光に変換するＯＬＴであって、当該下りデータ信号が無いときに
所定のアイドルパターンを出力するＯＬＴと、当該第１の波長とは異なる第２の波長の、
映像信号を搬送する映像信号光を発生する映像信号送信装置と、当該ＯＬＴの出力するデ
ータ信号光と、当該映像信号送信装置の出力する映像信号光を合波するＷＤＭ光カプラと
、１以上の加入者装置と、当該ＷＤＭ光カプラから出力される光信号を当該１以上の加入
者装置に伝送する光伝送路とを具備する光伝送システムに適用される。当該上位ネットワ
ーク機器から出力される当該下りデータの有無を検出する。そして、当該下りデータが無
いときに、当該ＯＬＴを通過し且つ当該加入者装置で破棄されるダミーデータを当該ＯＬ
Ｔに供給する。当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使
用ＶＬＡＮ－ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送される。
【０００８】
　本発明に係る光伝送システムは、アップリンクポートに入力する下りデータ信号を第１
の波長のデータ信号光に変換するＯＬＴであって、当該下りデータ信号が無いときに所定
のアイドルパターンを出力するＯＬＴと、当該第１の波長とは異なる第２の波長の、映像
信号を搬送する映像信号光を発生する映像信号送信装置と、当該ＯＬＴの出力するデータ
信号光と、当該映像信号送信装置の出力する映像信号光を合波するＷＤＭ光カプラと、１
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以上の加入者装置と、当該ＷＤＭ光カプラから出力される光信号を当該１以上の加入者装
置に伝送する光伝送路と、上位ネットワーク機器から出力される下りデータを当該アップ
リンクポートに当該下りデータ信号として供給し、当該上位ネットワーク機器からの当該
下りデータが無いときに、当該ＯＬＴを通過し且つ当該加入者装置で破棄されるダミーデ
ータを当該下りデータ信号として供給するダミーデータ挿入装置とを具備し、当該ダミー
データが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使用ＶＬＡＮ－ＩＤ及び未使
用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送されることを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る光伝送システムは、上位ネットワーク機器からの下りデータ信号を第１の
波長のデータ信号光に変換するＯＬＴと、当該第１の波長とは異なる第２の波長の、映像
信号を搬送する映像信号光を発生する映像信号送信装置と、当該ＯＬＴの出力するデータ
信号光と、当該映像信号送信装置の出力する映像信号光を合波するＷＤＭ光カプラと、１
以上の加入者装置と、当該ＷＤＭ光カプラから出力される光信号を当該１以上の加入者装
置に伝送する光伝送路とを具備する光伝送システムであって、当該ＯＬＴが、当該下りデ
ータ信号が無いときに、当該加入者装置で破棄されるダミーデータを当該下りデータ信号
として出力し、当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使
用ＶＬＡＮ－ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送されることを
特徴とする。
【００１０】
　本発明に係るダミーデータ挿入装置は、下りデータ信号と映像信号を互いに異なる波長
の光で光伝送路を介して加入者装置に伝送し、当該下りデータ信号が無いときに所定のア
イドルパターンを出力するデータ／映像伝送システムと、上位ネットワーク機器との間に
配置されるダミーデータ挿入装置であって、当該上位ネットワーク機器から出力される下
りデータを一時記憶するバッファと、当該データ／映像伝送システム内を伝送可能で当該
加入者装置により破棄されるダミーデータを発生するダミーデータ発生装置と、当該バッ
ファに当該下りデータがあるときに、当該バッファの出力データを当該データ／映像伝送
システムに供給し、当該バッファに当該下りデータが無いときに、当該ダミーデータ発生
装置から出力される当該ダミーデータを当該データ／映像伝送システムに供給するセレク
タとを具備し、当該ダミーデータが、ヘッダとして未使用マルチキャストアドレス、未使
用ＶＬＡＮ－ＩＤ及び未使用ＬＬＩＤの何れか１つを有するフレームで搬送されることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、映像信号光に干渉するような周波数成分を持つアイドルパターンの下り
光信号を伝送する機会を減らすことができる。これにより、映像信号に対する悪影響を低
減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施例の概略構成ブロック図を示す。この実施例は、既存のＯＬＴ
１０にダミーデータ挿入装置３２を追加する構成からなる。なお、加入者装置から出力さ
れる上りデータを搬送する光信号は、下り方向に伝送される映像信号とは干渉しないので
、この実施例では、上りデータに関する装置を省略してある。
【００１４】
　センター局には、ＯＬＴ１０と映像信号送信装置１２と、ＷＤＭカプラ１４が配置され
る。ＯＬＴ１０は下りデータがあるときには、下りデータを搬送する波長１．４９μｍの
下りデータ信号光をＷＤＭカプラ１４に出力し、下りデータが無いときには、アイドルパ
ターンを搬送する波長１．４９μｍの信号光をＷＤＭカプラ１４に出力する。映像信号送
信装置１２は、映像信号を搬送する波長１．５５μｍの信号光を出力する。ＷＤＭ光カプ
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ラ１４は、ＯＬＴ１０から出力される波長１．４９μｍの信号光と映像信号送信装置１２
から出力される波長１．５５μｍの映像信号光を多重する。
【００１５】
　ＷＤＭ光カプラ１４で波長多重された信号光は、光ファイバ１６を伝送して光スプリッ
タ１８に入射する。光スプリッタ１８は、光ファイバ１６からの光信号をｎ分割し、各分
割光を光ファイバ２０－１～２０－ｎに出力する。光ファイバ２０－１～２０－ｎを伝送
した分割光は、加入者装置２２－１～２２－ｎに入射する。
【００１６】
　加入者装置２２－１は、波長１．４９μｍのデータ信号光と波長１．５５μｍの映像信
号光とを分離するＷＤＭ光カプラ２４と、データ用のＯＮＵ（Ｄ－ＯＮＵ）２６と、映像
信号用のＯＮＵ（Ｖ－ＯＮＵ）２８を具備する。Ｄ－ＯＮＵ２６は、ＷＤＭ光カプラ２４
からの波長１．４９μｍのデータ信号光を電気信号に変換して出力する。Ｖ－ＯＮＵ２８
は、ＷＤＭ光カプラ２４からの波長１．５５μｍの映像信号光を電気信号に変換して出力
する。他の加入者装置２２－２～２２－ｎも、加入者装置２２－１と同じ構成及び機能か
らなる。ユーザによっては、Ｄ－ＯＮＵ２６とＶ－ＯＮＵ２８の一方のみを有する場合も
ある。
【００１７】
　以上の構成は、従来のものと異なることはない。本実施例では、更に、上位ネットワー
クに接続するＬＡＮスイッチ３０と、ＯＬＴ１０のアップリンクポートとの間に、ダミー
データ挿入装置３２を配置している。ＬＡＮスイッチ３０は、例えばイーサネット（登録
商標）等に対応するＬ２（Ｌａｙｅｒ　２）スイッチである。ダミーデータ挿入装置３２
は、ＬＡＮスイッチ３０からの下りデータの有無をモニタし、下りデータが無いときには
、ＯＬＴ１０を通過できるが、加入者装置２２－１～２２－ｎのＤ－ＯＮＵ２６が受信し
ない又は無視するようなダミーデータをＯＬＴ１０に供給する装置である。ダミーデータ
の詳細は後述する。
【００１８】
　ダミーデータ挿入装置３２は、ＬＡＮスイッチ３０からのデータを一時記憶するバッフ
ァ３４と、ダミーデータを発生するダミーデータ発生装置３６と、バッファ３４の出力デ
ータ又はダミーデータ発生装置３６の発生するダミーデータを選択するセレクタ３８、セ
レクタ３８を制御するスイッチ制御回路４０を具備する。セレクタ３８は、通常、バッフ
ァ３４の出力を選択している。スイッチ制御回路４０は、バッファ３４にＯＬＴ１０に供
給すべき下りデータが存在するか否かを検出し、バッファ３４に当該下りデータが存在し
ない場合に、セレクタ３８にダミーデータ発生装置３６の出力を選択させる。
【００１９】
　バッファ３４は、ＬＡＮスイッチ３０からの下りデータをレート調整してセレクタ３８
に出力する。スイッチ制御回路４０は、バッファ３４にＯＬＴ１０に供給すべき下りデー
タが存在するか否かを常時、モニタしており、バッファ３４にＯＬＴ１０に供給すべき下
りデータが存在しない場合、ダミーデータ発生装置３６にダミーデータを出力させると同
時に、セレクタ３８を制御してダミーデータ発生装置３６の出力を選択させる。これによ
り、ＬＡＮスイッチ３０から下りデータが供給されない状況では、ダミーデータ挿入装置
３２は、ダミーデータをＯＬＴ１０に供給する。
【００２０】
　ダミーデータ挿入装置３２から出力されるダミーデータは、ＯＬＴ１０を通過し、ＷＤ
Ｍ光カプラ１４、光ファイバ１６、光スプリッタ１８，光ファイバ２０－１～２０－ｎを
介して各加入者装置２２－１～２２－ｎのＤ－ＯＮＵ２６に入射する。ダミーデータが下
り方向に伝送するので、ＯＬＴ１０は規定されたパターンのアイドルパターンを発生しな
い。ＯＬＴ１０は、インターフレームギャップに対してのみアイドルパターンを発生する
。ダミーデータを搬送する下り信号光が、映像信号送信装置１２の出力する映像信号光に
干渉しないか、あっても少ないものであれば、従来、問題となった映像信号に対する悪影
響を解消又は低減できる。
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【００２１】
　ダミーデータの詳細を説明する。ダミーデータはまず、ＯＬＴ１０を通過でき、且つ、
全加入者装置２２－１～２２－ｎのＤ－ＯＮＵ２６により破棄されるものでなければなら
ない。これは、例えば、未使用マルチキャストアドレス又は未使用ＶＬＡＮ－ＩＤ（Virt
ual Local Area Network-Identifier）を使用するフレームでダミーデータを伝送するこ
とにより実現できる。ＯＬＴ１０の配下の未使用マルチキャストアドレス又は未使用ＶＬ
ＡＮ－ＩＤは、予め分かっているので、これらのデータをスイッチ制御回路４０又はダミ
ーデータ発生装置３６に格納しておく。例えば、３２台のＯＮＵが接続し、１から３２の
ＶＬＡＮ－ＩＤが使用されている場合、３３以上の数値、例えば１００のＶＬＡＮ－ＩＤ
を使用する。
【００２２】
　これらの条件を満たすために、ダミーデータ発生装置３６は、スイッチ制御回路４０か
らのトリガー信号に従い、これら未使用マルチキャストアドレス又は未使用ＶＬＡＮ－Ｉ
Ｄを含むダミーデータフレームを発生する。未使用マルチキャストアドレス又は未使用Ｖ
ＬＡＮ－ＩＤをスイッチ制御回路４０が記憶している場合、スイッチ制御回路４０は、ト
リガー信号と共に未使用マルチキャストアドレス又は未使用ＶＬＡＮ－ＩＤをダミーデー
タ発生装置３６に供給する。ダミーデータ発生装置３６から出力されるダミーデータフレ
ームに収容される未使用マルチキャストアドレス又は未使用ＶＬＡＮ－ＩＤは、周期性を
避けるために、フレーム毎に変更、好ましくはランダムに変更するのが好ましい。
【００２３】
　映像信号への影響を無くす又は低減するには、映像信号帯域内でピークを持たないか、
又は、ピークがあるとしてもピークパワーが小さければよい。即ち、周期性を全く持たな
いか、映像信号周波数帯でのピークパワーが小さければよい。例えば、ＧＥ－ＰＯＮのア
イドルパターン／Ｉ２／は、２０ｂｉｔ周期なので、６２．５ＭＨｚの整数倍の周波数に
ピークが出る。もしアイドルパターンの周期を４０ｂｉｔとすれば、３１．２５ＭＨｚの
整数倍の周波数にピークが出ることとなる。誘導ラマン散乱による干渉の総パワーはアイ
ドルパターンの周期によらず一定なので、この場合、ピークの個数は倍となるが、１つの
ピークあたりの持つパワーは単純計算で半分になる。つまり、周期が長ければ長いほど、
ピークパワーは小さくなり、映像信号に与える干渉は小さくなる。
【００２４】
　映像信号帯域内でのピークパワーを低減するために、例えば、イーサネットフレームの
ペイロードにランダムパターン又は十分大きい周期を持つ擬似ランダムパターン（ＰＮ系
列）を挿入すればよい。図２は、フレーム構成例を示す。図２（ａ）は、イーサネットフ
レームの基本構造を示し、同（ｂ）はＩＰヘッダ付きのフレーム構造を示し、同（ｃ）は
更にＴＣＰ／ＵＤＰヘッダが追加されたフレーム構造を示す。ペイロードにＩＰヘッダ及
び／又はＴＣＰ／ＵＤＰヘッダが含まれる場合、ペイロードの残り部分をランダムパター
ンとする。
【００２５】
　更に、イーサネットフレームのフレーム長をランダムにすることで、ダミーデータの周
期性を低減できる。ただし、映像信号の受ける干渉の度合いを考えると、固定長でもよい
。例えば、６４Ｂｙｔｅの固定長イーサネットフレーム（最小のインターフレームギャッ
プとプリアンブルを足して８４Ｂｙｔｅ）であっても、このフレームはＰＯＮ区間を８４
０ｂｉｔ周期で伝送されることとなる。ピークパワーはアイドルパターンが連続する場合
に比べて２０／８４０＝１／４２に低減されており、映像信号への影響もこの低減率に応
じて低くなっている。
【００２６】
　既存のＯＬＴ１０とＬＡＮスイッチ３０の間にダミーデータ挿入装置３２を挿入する実
施例を説明した。この構成では、既存のＯＬＴをそのままに、３波長によるデータ通信／
放送融合サービスを実施した場合の、下りデータ信号の映像信号への悪影響を低減できる
。
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【００２７】
　勿論、ダミーデータ挿入装置３２を組み込んだＯＬＴで既存のＯＬＴを置換して良い。
この場合、新ＯＬＴは、下りデータ信号が無い場合には、ダミーデータを出力し、インタ
ーフレームギャップに対しては、既存のアイドルパターンを出力しても、ダミーデータを
出力しても良い。データ通信／放送を融合した３波長によるＰＯＮシステムを新規に導入
する場合には、ダミーデータ挿入装置３２を組み込んだＯＬＴを使用するのが便利である
ことは明らかである。ダミーデータは、ＯＮＵが破棄するものであればよく、未使用マル
チキャストアドレス又は未使用ＶＬＡＮ-ＩＤの他に、未使用ＬＬＩＤ（Logical Link Id
entifier）も利用可能になる。
【００２８】
　ＧＥ－ＰＯＮシステム自体を新規に敷設できる場合は、未知ユニキャストフレームをＯ
ＮＵで廃棄するという機能を搭載し、ダミーデータのヘッダとして未知ユニキャストを用
いても良い。また、ヘッダの一部に特定の情報がある場合にそのデータフレームを破棄す
る機能をＯＮＵに持たせ、ダミーデータのヘッダに当該特定の情報を埋め込んでも良い。
【００２９】
　特定の説明用の実施例を参照して本発明を説明したが、特許請求の範囲に規定される本
発明の技術的範囲を逸脱しないで、上述の実施例に種々の変更・修整を施しうることは、
本発明の属する分野の技術者にとって自明であり、このような変更・修整も本発明の技術
的範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施例の概略構成ブロック図である。
【図２】本実施例におけるダミーデータのフレーム構造例である。
【符号の説明】
【００３１】
１０：ＯＬＴ
１２：映像信号送信装置
１４：ＷＤＭ光カプラ
１６：光ファイバ
１８：光スプリッタ
２０－１～２０－ｎ：光ファイバ
２２－１～２２－ｎ：加入者装置
２４：ＷＤＭカプラ
２６：データ用ＯＮＵ
２８：ビデオ用ＯＮＵ
３０：ＬＡＮスイッチ
３２：ダミーデータ挿入装置
３４：バッファ
３６：ダミーデータ発生装置
３８：スイッチ
４０：スイッチ制御回路
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