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(57)【要約】
　本明細書に記載する実施形態は、第１の端から第２の
端に延在する少なくとも第１の光ファイバーと、第１の
光ファイバーの第１の端に取り付けられ、かつ電気コネ
クタに電気的に接続された第１のストレージデバイスを
含む能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、を含むケーブル
アセンブリを対象とする。このケーブルアセンブリはま
た、第１の光ファイバーの第２の端を終端し、かつ第２
のストレージデバイスを含む受動型光コネクタを含む。
第１のストレージデバイスは、能動型光モジュールを識
別する、その内部に記憶されたＡＯＭ識別子を含み、第
２のストレージデバイスは、第１の光ファイバーの第１
の端がＡＯＭ識別子と関連付けられていることを示す、
その内部に記憶された第１の情報を含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブルアセンブリであって、
　第１の端から第２の端に延在する少なくとも第１の光ファイバーと、
　非コネクタベースの接続を用いて前記第１の光ファイバーの前記第１の端に取り付けら
れた能動型光モジュール（ＡＯＭ）であって、電気コネクタを含み、前記電気コネクタへ
の／からの電気信号と、前記第１の光ファイバーの前記第１の端への／からの光信号との
間を変換するように構成されており、かつ前記電気コネクタに電気的に接続された第１の
ストレージデバイスを含む、能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、
　前記第１の光ファイバーの前記第２の端を終端する受動型光コネクタであって、前記受
動型光コネクタが、前記第１の光ファイバー上で搬送される光信号を受信するように構成
され、前記受動型光コネクタが第２のストレージデバイスと、前記第２のストレージデバ
イスに電気的に接続されたストレージデバイスインターフェースとを含み、前記第２のス
トレージデバイスおよび前記ストレージデバイスインターフェースが、前記第１の光ファ
イバー上で搬送される前記光信号から隔離される、受動型光コネクタと、
を備え、
　前記第１のストレージデバイスが、前記能動型光モジュールを識別する、その内部に記
憶されたＡＯＭ識別子を含み、
　前記第２のストレージデバイスが、前記第１の光ファイバーの前記第１の端が前記ＡＯ
Ｍ識別子を関連付けられていることを示す、その内部に記憶された第１の情報を含み、
　それによって、統合点が、前記能動型光モジュールが挿入される第１のポートを前記受
動型光コネクタが挿入される第２のポートに、前記第１のポートが、前記ＡＯＭ識別子と
関連付けられた、その内部に挿入された能動型光モジュールを有すると判定することによ
って、かつ、前記第２のポートが、前記ＡＯＭ識別子と関連付けられた前記能動型光モジ
ュールコネクタから反対のケーブルアセンブリの端にある、その内部に挿入された受動型
光コネクタを有すると判定することによって、関連付けることが可能である、ケーブルア
センブリ。
【請求項２】
　前記ＡＯＭ識別子が、前記能動型光モジュールが接続されるホストデバイスに対して前
記ＡＯＭを認証するために用いられる、請求項１に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項３】
　前記非コネクタベースの接続が、前記ケーブルアセンブリが製造されるときになされる
永久接続と、前記能動型光モジュールが前記第１の光ファイバーにスプライスされる半永
久接続のうちの１つを含む、請求項１に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項４】
　前記電気コネクタおよび前記能動型光モジュールが、業界合意（ＭＳＡ）に準拠するコ
ネクタおよびモジュールを含み、前記受動型光コネクタが、二重ＬＣ、ＳＣ、またはＭＰ
Ｏのファイバーコネクタを含む、請求項１に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項５】
　前記第１のストレージデバイスが、前記電気コネクタの制御インターフェースを介する
通信用のＩ自乗Ｃ（Ｉ２Ｃ）バスプロトコルに対応する、請求項１に記載のケーブルアセ
ンブリ。
【請求項６】
　前記第１の情報が、前記ＡＯＭ識別子を含む、請求項１に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項７】
　システムであって、
　能動型光モジュール（ＡＯＭ）の電気コネクタの接続のための複数のポートを有するホ
ストデバイスと、
　受動型光コネクタの接続のための複数のポートを有する受動型光相互接続部と、
　前記ホストデバイスと前記受動型光相互接続部との間に接続されるケーブルアセンブリ
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であって、
　　第１の端から第２の端に延在する少なくとも第１の光ファイバーと、
　　非コネクタベースの接続を用いて第１の光ファイバーの前記第１の端に取り付けられ
たＡＯＭであって、前記能動型光モジュールが、前記電気コネクタに電気的に接続された
第１のストレージデバイスを含み、前記ＡＯＭが前記ホストデバイスの第１のポートに接
続される、ＡＯＭと、
　　前記第１の光ファイバーの第２の端に取り付けられた受動型光コネクタであって、前
記受動型光コネクタが、第２のストレージデバイスと、前記第２のストレージデバイスに
電気的に接続されたストレージデバイスインターフェースとを含み、前記第２のストレー
ジデバイスおよび前記ストレージデバイスインターフェースが、前記第１の光ファイバー
上で搬送される前記光信号から隔離され、前記受動型光コネクタが、前記受動型光相互接
続部の第２のポートに接続される、受動型光コネクタと、を含む、ケーブルアセンブリと
、
　前記ホストデバイスに通信可能に結合された統合点と、
を備え、
　前記第１のストレージデバイスが、前記能動型光モジュールを識別する、その内部に記
憶されたＡＯＭ識別子を含み、
　前記第２のストレージデバイスが、前記第１の光ファイバーの前記第１の端が前記ＡＯ
Ｍ識別子と関連付けられていることを示す、その内部に記憶された第１の情報を含み、
　前記ホストデバイスが、前記ＡＯＭ識別子を前記第１のストレージデバイスから獲得し
て、前記ＡＯＭ識別子を前記統合点に提供するように構成され、
　前記受動型光相互接続部と関連付けられたプロセッサが、前記第１の情報を前記第２の
ストレージデバイスから獲得して、前記第１の情報を前記統合点に提供するように構成さ
れ、
　前記統合点が、前記ＡＯＭ識別子および前記第１の情報を、前記第１のポートおよび前
記第２のポートに対応する物理層情報と統合することにより、前記第１のポートを前記第
２のポートと関連付けるように構成される、システム。
【請求項８】
　ホストデバイスが、前記ＡＯＭを前記ホストデバイスに対して認証するために前記ＡＯ
Ｍ識別子を獲得するように構成される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ホストデバイスが、スイッチ、ルータ、ゲートウェイ、アクセスポイント、サーバ
コンピュータ、エンドユーザコンピュータ、家電コンピュータ、またはストレージエリア
ネットワーク（ＳＡＮ）のノードのうちの１つを備える、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の情報が、前記ＡＯＭ識別子を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ホストデバイスが、前記ホストデバイスのところのＭＩＢブロック中に前記ＡＯＭ
識別子を記憶するように構成され、
　前記統合点が、Ｌａｙｅｒ２要求を前記ホストデバイスに対して発行することによって
、前記ＭＩＢ中の前記ＡＯＭ識別子を獲得するように構成される、請求項７に記載のシス
テム。
【請求項１２】
　ケーブルアセンブリであって、
　第１の端から第２の端に延在する少なくとも第１の光ファイバーと、
　非コネクタベースの接続を用いて前記第１の光ファイバーの前記第１の端に取り付けら
れた能動型光モジュール（ＡＯＭ）であって、電気コネクタを含み、前記電気コネクタへ
の／からの電気信号と、前記第１の光ファイバーの前記第１の端への／からの光信号との
間を変換するように構成されており、かつ前記電気コネクタに電気的に接続される第１の
ストレージデバイスを含む、能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、
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　前記第１の光ファイバーの前記第２の端を終端する受動型光コネクタであって、前記受
動型光コネクタが、前記第１の光ファイバー上で搬送される光信号を受信するように構成
され、前記受動型光コネクタが第２のストレージデバイスと、前記第２のストレージデバ
イスに電気的に接続されたストレージデバイスインターフェースとを含み、前記第２のス
トレージデバイスおよび前記ストレージデバイスインターフェースが、前記第１の光ファ
イバー上で搬送される前記光信号から隔離される、受動型光コネクタと、を備え、
　前記第１のストレージデバイスが、前記ケーブルアセンブリを識別する、その内部に記
憶されたケーブル識別子と、前記ＡＯＭを識別する、その内部に記憶されたＡＯＭ識別子
とを含み、前記ＡＯＭ識別子は、前記ＡＯＭを前記ホストデバイスに対して認証するため
のものであり、前記ケーブル識別子は、物理層管理のためのものであり、前記ケーブル識
別子は、ＡＯＭ情報のためには用いられない前記第１のストレージデバイスのメモリ位置
に記憶され、
　前記第２のストレージデバイスが、その内部に記憶された前記ケーブル識別子を含み、
　それによって、統合点が、前記能動型光モジュールが挿入される第１のポートを前記受
動型光コネクタが挿入される第２のポートに、前記第１のポートが、前記ケーブル識別子
と関連付けられた、その内部に挿入された能動型光モジュールを有すると判定することに
よって、かつ、前記第２のポートが、前記ケーブル識別子と関連付けられた、その内部に
挿入された受動型光コネクタを有すると判定することによって、関連付けることが可能で
ある、ケーブルアセンブリ。
【請求項１３】
　前記第１のストレージデバイス中の情報が複数のフィールドに編成され、前記ＡＯＭ識
別子が、業界合意（ＭＳＡ）によって必要とされる第１のフィールドに記憶されて、前記
ＡＯＭ識別子に割り当てられ、前記ケーブル識別子が、前記ＭＳＡによって必要とされな
い第２のフィールド中に記憶される、請求項１２に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項１４】
　前記第１のストレージデバイス中の情報が複数のフィールドに編成され、前記ＡＯＭ識
別子および前記ケーブル識別子が、前記ＭＳＡによって必要とされる第１のフィールドに
記憶されて、前記ＡＯＭ識別子に割り当てられる、請求項１２に記載のケーブルアセンブ
リ。
【請求項１５】
　前記ケーブル識別子が、ホストデバイスによる認証のための前記ＡＯＭ識別子の使用に
影響しない様式で前記ＡＯＭ識別子と組み合わされる、請求項１４に記載のケーブルアセ
ンブリ。
【請求項１６】
　前記第１のストレージデバイス中の情報が複数のフィールドに編成され、前記ＡＯＭ識
別子が、前記ＭＳＡによって必要とされる第１のフィールドに記憶されて、前記ＡＯＭ識
別子に割り当てられ、前記ケーブル識別子が、前記複数のフィールドのうちの１つの部分
ではない未割当スペースに記憶される、請求項１２に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項１７】
　ケーブルアセンブリであって、
　第１の端から第２の端に延在する少なくとも第１の光ファイバーと、
　非コネクタベースの接続を用いて前記第１の光ファイバーの前記第１の端に取り付けら
れた能動型光モジュール（ＡＯＭ）であって、
　　電気コネクタであって、前記能動型光モジュールが、前記電気コネクタへの／からの
電気信号と、前記第１の光ファイバーの前記第１の端への／からの光信号との間を変換す
るように構成された、電気コネクタと、
　前記電気コネクタの１つ以上の接点に結合されるプログラム可能プロセッサと、
　　前記プログラム可能プロセッサに結合された第１のストレージデバイスであって、ケ
ーブルアセンブリを識別する、その内部に記憶されたケーブル識別子と、前記ＡＯＭを識
別する、その内部に記憶されたＡＯＭ識別子とを含み、前記ＡＯＭ識別子が、前記ＡＯＭ



(5) JP 2015-531103 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

を、前記電気コネクタに接続されたホストデバイスに対して認証するためのものであり、
前記ケーブル識別子が、物理層管理のためのものである、第１のストレージデバイスと、
を備え、
　　前記プログラム可能プロセッサが、前記第１のストレージデバイスにアクセスするよ
うに構成され、前記ＡＯＭ識別子を要求した前記ホストデバイスからの読み出しメッセー
ジに応答して、前記プログラム可能プロセッサは、前記ケーブル識別子の少なくとも一部
分を前記ＡＯＭ識別子によって使用されない返送メッセージの一部分に挿入するように構
成された能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、
　前記第１の光ファイバーの前記第２の端を終端する受動型光コネクタであって、前記第
１の光ファイバー上で搬送される光信号を受信するように構成され、第２のストレージデ
バイスと、前記第２のストレージデバイスに電気的に接続されたストレージデバイスイン
ターフェースとを含み、前記第２のストレージデバイスおよび前記ストレージデバイスイ
ンターフェースが、前記第１の光ファイバー上で搬送される前記光信号から隔離され、前
記第２のストレージデバイスが、その内部に記憶されたケーブル識別子を含む、受動型光
コネクタと、
を備え、
　それによって、統合点が、前記能動型光モジュールが挿入される第１のポートを前記受
動型光コネクタが挿入される第２のポートに対して、前記第１のポートが、前記ケーブル
識別子と関連付けられた、その内部に挿入された能動型光モジュールを有すると判定する
ことによって、かつ、前記第２のポートが、前記ケーブル識別子と関連付けられた、その
内部に挿入された受動型光コネクタを有すると判定することによって、関連付けることが
可能である、
ケーブルアセンブリ。
【請求項１８】
　前記ケーブル識別子の前記少なくとも一部分が、前記ＡＯＭ識別子に割り当てられた前
記返送メッセージ中のフィールドに挿入され、前記ケーブルの前記少なくとも一部分が、
前記ＡＯＭ識別子によって用いられない前記フィールドの部分に挿入される、請求項１７
に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項１９】
　前記ケーブル識別子の前記少なくとも一部分が、前記ＡＯＭ識別子と連結される、請求
項１８に記載のケーブルアセンブリ。
【請求項２０】
　プラギング可能光学トランシーバであって、
　電気信号を通信するための第１の端のところの電気コネクタと、
　１つ以上の光ファイバーへの／からの光信号を通信するための第２の端のところの１つ
以上の光アダプタと、
　前記第２の端のところのストレージデバイスインターフェースであって、前記１つ以上
の光ファイバー上の対応するストレージデバイスインターフェースに接触するように構成
される、ストレージデバイスインターフェースと、
　前記１つ以上の光ファイバー上で送信するために、前記電気コネクタからの電気信号を
光信号に変換する送信機光アセンブリ（ＴＯＳＡ）と、
　前記電気コネクタから送出するために、前記１つ以上の光ファイバーからの光信号を電
気信号に変換する受信機光アセンブリ（ＲＯＳＡ）と、
　前記ＴＯＳＡおよびＲＯＳＡを制御するコントローラと、
　前記ストレージデバイスインターフェースと、前記電気コネクタの１つ以上の接点とに
結合されたプログラム可能プロセッサであって、前記ストレージデバイスインターフェー
スを介して前記１つ以上の光ファイバーでストレージデバイスにアクセスして、それから
得られた物理層管理（ＰＬＭ）情報を前記電気コネクタに接続されたホストデバイスに提
供するように構成された、プログラム可能プロセッサと、
を備える、プラギング可能光学トランシーバ。
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【請求項２１】
　前記プログラム可能プロセッサに結合された第２のストレージデバイスを備え、
　ＡＯＭ情報が前記プラギング可能光学トランシーバを前記ホストデバイスに対して認証
するために前記第２のストレージデバイス中に記憶され、
　前記プログラム可能プロセッサが、前記ＡＯＭ情報を前記ホストデバイスに提供するよ
うに構成される、請求項２０に記載のプラギング可能光学トランシーバ。
【請求項２２】
　前記プログラム可能プロセッサが、前記ホストデバイスからの読み出しメッセージに応
答して、前記ＡＯＭ情報を前記ホストデバイスに提供するように構成される、請求項２１
に記載のプラギング可能光学トランシーバ。
【請求項２３】
　前記プログラム可能プロセッサが、前記ＡＯＭ情報と共に、前記ＰＬＭ情報の少なくと
も一部分を前記ホストデバイスに提供するように構成される、請求項２２に記載のプラギ
ング可能光学トランシーバ。
【請求項２４】
　前記プログラム可能プロセッサが、前記ＰＬＭ情報の前記少なくとも一部分を前記ＡＯ
Ｍ情報によって用いられない前記返送メッセージの一部分に挿入するように構成される、
請求項２３に記載のプラギング可能光学トランシーバ。
【請求項２５】
　前記ＰＬＭ情報がケーブル識別子を含む、請求項２４に記載のプラギング可能光学トラ
ンシーバ。
【請求項２６】
　前記ＡＯＭ情報がＡＯＭ識別子を含み、前記ＰＬＭ情報の前記少なくとも一部分が、前
記ＡＯＭ識別子に割り当てられた前記返送メッセージ中のフィールドに挿入され、前記Ｐ
ＬＭ情報の前記少なくとも一部分が、前記ＡＯＭ識別子によって用いられない前記フィー
ルドの部分に挿入される、請求項２４に記載のプラギング可能光学トランシーバ。
【請求項２７】
　前記ＰＬＭ情報の前記少なくとも一部分が、前記ＡＯＭ識別子と連結される、請求項２
６に記載のプラギング可能光学トランシーバ。
【請求項２８】
　システムであって、
　ホストデバイスと、
　前記ホストデバイスに接続されたプラギング可能光学トランシーバであって、
　　電気信号を通信するための第１の端のところの電気コネクタであって、前記ホストデ
バイスの第１のポートに接続された、電気コネクタと、
　　光信号を通信するための、第２の端のところの１つ以上の光アダプタと、
　　前記第２の端のところの第１のストレージデバイスインターフェースと、
　　前記第１のストレージデバイスインターフェースと、前記電気コネクタの１つ以上の
接点とに結合されたプログラム可能プロセッサと、を含むプラギング可能光学トランシー
バと、
　第１の端上に第１の受動型光コネクタを有する光ファイバーケーブルであって、前記第
１の受動型光コネクタが、第１のストレージデバイスと、これと関連付けられた第２のス
トレージデバイスインターフェースとを有し、前記第１の受動型光コネクタが、前記プラ
ギング可能光学トランシーバの前記１つ以上の光アダプタに接続され、前記第２のストレ
ージデバイスインターフェースが、前記第１のストレージデバイスインターフェースに接
触する、光ファイバーケーブルと、
　前記ホストデバイスに通信可能に結合された統合点と、
を備え、
　前記プログラム可能プロセッサが、前記第１のストレージデバイスインターフェースを
介して前記光ファイバーケーブルで前記第１のストレージデバイスにアクセスして、それ
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から得られた物理層管理（ＰＬＭ）情報を前記ホストデバイスに提供するように構成され
、
　前記ホストデバイスが、前記プラギング可能光学トランシーバに読み出しメッセージを
送出して、それからＡＯＭ情報を獲得するように構成され、
　前記プラギング可能光学トランシーバの前記プログラム可能プロセッサが、前記ホスト
デバイスからの前記読み出しメッセージに応答して、返送メッセージ中に前記ＡＯＭ情報
と共に、前記第１のストレージデバイスから得られた前記ＰＬＭ情報を含むように構成さ
れ、
　前記ホストデバイスが、前記ＰＬＭ情報を前記統合点に提供するように構成される、
システム。
【請求項２９】
　前記ホストデバイスが、前記ＡＯＭ情報および前記ＰＬＭ情報を、前記ホストデバイス
のところのＭＩＢブロック中に記憶するように構成され、
　前記統合点が、Ｌａｙｅｒ２要求を前記ホストデバイスに対して発行することによって
、前記ＭＩＢ中の前記ＰＬＭ識別子を獲得するように構成される、請求項２８に記載のシ
ステム。
【請求項３０】
　前記ＰＬＭ情報が、前記ＡＯＭ情報で用いられない前記読み出しメッセージの一部分に
挿入される、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記プログラム可能プロセッサが、前記１つ以上の接点上で前記ホストデバイスに送出
されるメッセージ用のＩ２Ｃ（Ｉ自乗Ｃ）インターフェースに適合するように構成される
、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記ＡＯＭ情報がＡＯＭ識別子を含み、前記ＰＬＭ情報がケーブル識別子を含む、請求
項２８に記載のシステム。
【請求項３３】
　受動型光コネクタの接続のための複数のポートを有する受動型光相互接続部を備え、
　前記光ファイバーケーブルが、前記第２の端上に第２の受動型光コネクタを含み、前記
第２の受動型光コネクタが、前記受動型光相互接続部の第２のポートに接続され、前記第
２の受動型光コネクタが、それと関連付けられた第２のストレージデバイスを有し、
　前記受動型光相互接続部と関連付けられたプロセッサが、前記第２のストレージデバイ
スから第２のＰＬＭ情報を獲得して前記第２のＰＬＭ情報を前記統合点に提供するように
構成され、
　前記統合点が、前記第１のストレージデバイスからの前記ＰＬＭ情報および前記第２の
ストレージデバイスからの前記第２のＰＬＭ情報を、前記第１のポートおよび前記第２の
ポートに対応する物理層情報と統合することによって、前記第１のポートを前記第２のポ
ートに関連付けるように構成される、
請求項２８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
【０００２】
　本出願は、２０１２年６月２５日に出願された米国仮特許出願第６１／６６３、９０７
号の恩典を主張するものであり、これは参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　従来の物理層管理（ＰＬＭ）システムは、一般的には、パッチパネルに作られた接続部
を追跡するように設計されている。すなわち、歴史的に標準とされるＰＬＭシステムは、
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「パッチパネル中心的」であり、ネットワーク中の他のタイプのデバイスおよびシステム
に作られた接続部を追跡する機能性を含んではいなかった。例えば、このようなＰＬＭシ
ステムは、一般的には、スイッチ、ルータ、ハブ、ゲートウェイ、アクセスポイント、サ
ーバコンピュータ、エンドユーザコンピュータ、（ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ
）デバイスなどの）家電コンピュータ、および、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ
）もしくは他のタイプのデバイス（本明細書では「ホストデバイス」または単に「ホスト
」とも呼ばれる）のノードに作られた接続部を自動的に追跡することはない。このような
ホストに関する情報を管理し、かつ収集するために用いられる管理システムは存在すると
はいえ、このような管理システムは、一般的には、パッチパネルに作られた接続部を追跡
するために用いられるＰＬＭシステムから分離している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一部のタイプのホストデバイスにとっては、このようなデバイスで用いられるケーブル
配線は、ネットワークの別のところで用いられるケーブル配線（例えば、パッチパネルで
用いられるケーブル配線）とは異なる。例えば、一部のホストデバイスは、一対の光ファ
イバーの少なくとも一方の端に取り付けられた光学トランシーバモジュールを含むいわゆ
る「能動型電子ケーブル」を利用している。すなわち、能動型光モジュールは、ホストデ
バイスに統合されるのではなくてケーブルアセンブリの一部である。能動型光モジュール
は、信号がファイバー対を介して送信および受信されるために必要な電気から光（Ｅ／Ｏ
）および光から電気（Ｏ／Ｅ）への変換を実施する能動型光構成要素を含む。スイッチは
、電気的インターフェースを用いて能動型光モジュールと相互作用する。このようなホス
トデバイスで用いられるケーブル配線とパッチパネルで用いられるケーブル配線との相違
の結果、パッチパネルにおける接続部を追跡するために用いられるＰＬＭ技術は、歴史的
には、このようなホストデバイスで作られた接続部を追跡するためには用いられてこなか
った。この１つの結果が、ＰＬＭシステムは、一般的には、このようなホストデバイスに
対して作られた接続部に関する情報を入手できないことである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの実施形態は、第１の端から第２の端に延在する少なくとも第１の光ファイバーと
、第１の光ファイバーの第１の端に取り付けられ、かつ電気コネクタに電気的に接続され
た第１のストレージデバイスを含む能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、を含むケーブルア
センブリを対象とする。このケーブルアセンブリはまた、第１の光ファイバーの第２の端
を終端し、かつ第２のストレージデバイスを含む受動型光コネクタを含む。第１のストレ
ージデバイスは、能動型光モジュールを識別するＡＯＭ識別子を内部に含み、第２のスト
レージデバイスは、第１の光ファイバーの第１の端がＡＯＭ識別子と関連付けられている
ことを示す第１の情報を内部に含む。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】物理的通信媒体の端と関連付けられた能動型光モジュールを有する物理的通信媒
体を含む例としてのシステムのブロック図である
【図２】図１のシステムの物理的通信媒体の例のブロック図である。
【図３】図１のシステムの物理的通信媒体の別の例のブロック図である。
【図４】プラギング可能光学トランシーバを含む図１のシステムの物理的通信媒体のさら
に別の例のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　次の詳細な説明において、その一部を形成する添付図面を参照し、その図面で、具体的
な例示的な実施形態を解説目的で図示する。しかしながら、他の実施形態が利用可能であ
り得るし、かつ論理的、機械的、および電気的な変更がなされ得ることを理解すべきであ
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る。さらにそのうえ、図面および明細書に提示されている方法は、個々のステップが実施
され得る順序を制限するものと解釈されるべきではない。次の詳細な説明は、したがって
、制限的な意味で解釈されるべきではない。
【０００８】
　図１は、 物理的通信媒体１１０の端と関連付けられた能動型光モジュール１０２を有
する物理的通信媒体１１０を含む一例としてのシステム１００のブロック図である。この
ようなシステム１００の他の例は、参照により本明細書に組み込まれる、２０１２年１２
月７日に出願された、「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＵＳＩＮＧ
　ＡＣＴＩＶＥ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＣＡＢＬＥ　ＳＥＧＭＥＮＴＳ」という題名の、米国
特許出願第１３，７０７，９０８号に記載されている。
【０００９】
　この例では、物理的通信媒体１１０は、１つ以上の光ファイバーを含む二重光ファイバ
ーケーブルである。この１つ以上の光ファイバーは、単一モードまたは多モードのファイ
バーを含み得る。光ファイバーケーブルは、単一ケーブル、二重ケーブル、１２ファイバ
ーケーブル、２４ファイバーケーブル、および（ハイブリッドファイバー／銅ケーブルな
どの）他の光ファイバーケーブルを含み得る。
【００１０】
　図１に示す例で用いられるのに適している物理的通信媒体１１０の１つの例を、図２に
より詳細に示す。図２に示す物理的通信媒体１１０は、１対のファイバー１１２を有する
二重光ファイバーケーブルである（もっとも、本明細書に記載する技術は、単一ケーブル
および／または、２つ以上の単一もしくは二重の光チャネルを実装する単一もしくは二重
のケーブルなどの他のタイプの光ファイバーケーブルで用いることが可能であることを理
解すべきであるが）。
【００１１】
　この例では、各々の物理的通信媒体１１０は、能動端１１４および受動端１１６を有す
る。各々の物理的通信媒体１１０は、その物理的通信媒体１１０の能動端１１４に（より
具体的には、物理的通信媒体１１０中で用いられるファイバー対１１２の能動端１１４に
）取り付けられた能動型光モジュール１０２を含む。能動型光モジュール１０２は、ファ
イバー対１１２と能動型光モジュール１０２との間に、非コネクタベースの接続を用いて
取り付けられる。例えば、非コネクタベースの接続は、永久的（製造された）または半永
久的（スプライスされた）接続を含むが、プラギング可能および取り外し可能なコネクタ
（例えば、ＬＣまたはＳＣコネクタなどのプラグジャック対）を互いにかみ合わすことに
よってなされる結合は含まない。非コネクタベースの能動型光モジュール１０２とファイ
バー対１１２との間の取り付けの１つの結果は、通常使用においては、能動型光モジュー
ル１０２はファイバー対１１２と共に常に用いられ、構成要素は、ファイバー対１１２の
受動端１１６に取り付けられると当然仮定し得ることである（以下に説明する）。
【００１２】
　各々の物理的通信媒体１１０はまた、物理的通信媒体１１０の受動端１１６に（より具
体的には、物理的通信媒体１１０中で用いられるファイバー対１１２の受動端１１６に）
取り付けられた受動型光コネクタ１１８を含む。
【００１３】
　各々の能動型光モジュール１０２は、送信信号および受信信号が、電気的形態で（一般
的には、それぞれの差分信号対として）能動型光モジュール１０２との間で、それによっ
て入力および出力される電気コネクタ１２０を含む。電気コネクタ１２０はまた、能動型
光モジュール１０２中の能動型構成要素に対して電力および接地を提供する電力（ＰＷＲ
）および（ＧＮＤ）ラインの接点トレースを含む。図２に示す例では、能動型光モジュー
ル１０２は、１０～４０ギガビットのイーサネットに関連する規格の電気電子技術者協会
（ＩＥＥＥ）８０２．３ファミリのうちの１つ以上を実装するギガビットイーサネットの
能動型光モジュールを備える。この例では、電気コネクタ１２０は、電気的ギガビットイ
ーサネットコネクタに関連するギガビットイーサネット規格によって必要とされるライン
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の各々に対する接点トレース（すなわち、「送信」差分信号対に対するＴＸ－およびＴＸ
＋接点トレースならびに「受信」差分信号対に対するＲＸ－およびＲＸ＋接点トレース）
を有するエッジタイプのコネクタとして実装される。１つの一般的な応用分野では、能動
型光モジュール１０２の規格は、いかなる公式の標準化団体によっても標準化されていな
いが、競合する製造業者間での業界合意（ＭＳＡ）によって指定されている。これは、本
明細書では、「ＭＳＡに準拠する能動型光モジュール」または「ＭＳＡに準拠するトラン
シーバ」とも呼ばれる。電気コネクタ１２０と、能動型光モジュール１０２の残余とは、
いずれかの適切な、ＭＳＡに準拠するコネクタおよびモジュールを含むスモールフォーム
ファクタコネクタおよびモジュールなどのコネクタおよびモジュールと、ＳＦＰ、ＳＦＰ
＋、ＱＳＦＰ、ＱＳＦＰ＋、ＣＦＰ、およびＣＸＰに適合するコネクタおよびモジュール
と、他のタイプの能動型光モジュール（例えば、ＭＳＡに準拠する能動型光モジュール以
外の能動型光モジュール）と、であり得る。
【００１４】
　各々の能動型光モジュール１０２は、信号がファイバー対１１２を介して送信および受
信されるために必要な電気から光（Ｅ／Ｏ）および光から電気（Ｏ／Ｅ）への変換を実施
する能動型光構成要素を含む。図２に示す例では、能動型光モジュール１０２は、光学ト
ランシーバ１２２を含む。光学トランシーバ１２２は、第１の光信号を光ファイバー１１
２の第１のものから受信して、電気コネクタ１２０から出力するのに適切な第１の光信号
から第１の（受信される）電気信号を生成する受信機回路１２４を備える。光学トランシ
ーバ１２２は、電気送信信号を電気コネクタ１２０から受信して、光ファイバー１１２の
うちの第２のものを介して通信するための第２の（送信）光信号を出力する送信機回路１
２６をさらに備える。上記のように、この例では、受信された電気信号は、１０～４０ギ
ガビットのイーサネットに関連する規格のＩＥＥＥ８０２．３ファミリのうちの１つ以上
に適合する電気信号（ＲＸ＋およびＲＸ－）の差分対として、電気コネクタ１２０上に出
力される。同様に、物理的通信媒体１１０上で送信される送信電気信号は、１０～４０ギ
ガビットのイーサネットに関連する規格のＩＥＥＥ８０２．３ファミリのうちの１つ以上
に適合する電気信号（ＴＸ＋およびＴＸ－）の差分対として、電気コネクタ１２０上に供
給される。
【００１５】
　この例では、各々の能動型光モジュール１０２もまた、ストレージデバイス１２８（本
明細書では、「能動端」ストレージデバイス１２８とも呼ばれる）を含む。各々の能動型
光モジュール１０２中の電気コネクタ１２０は、能動端ストレージデバイス１２８がそれ
を介してアクセス可能な制御インターフェースを含むように構成される。図２に示す特定
的な例では、電気コネクタ１２０によって実装される制御インターフェースは、データお
よびクロック信号が、ホストデバイス１０４と能動型光モジュール１０２中の能動端スト
レージデバイス１２８との間でそれらを介して交換される１つの「データ」接点トレース
（ＤＡＴＡ）および１つの「クロック」接点トレース（ＣＬＫ）を含む。一例では、制御
インターフェースは、シリアル通信インターフェースである。一部の例では、能動端スト
レージデバイス１２８は、Ｉ２Ｃ（Ｉ自乗Ｃ）バスプロトコルに対応するが、この場合、
Ｉ２Ｃバスプロトコルは、制御インターフェース上での通信に用いられる。一例では、ス
トレージデバイス１２８は、ＥＥＰＲＯＭであるが、しかしながら、他の例では、他の不
揮発性メモリを用いることが可能である。
【００１６】
　図２に示すように、各々の物理的通信媒体１１０もまた、能動型光ケーブルセグメント
１１０の受動端１１６のところに受動型光コネクタ１１８を含む。受動型光コネクタ１１
８の１つの例は、二重ＬＣ、ＳＣ、またはＭＰＯのファイバーコネクタである。この例で
は、各々の受動型光コネクタ１１８は、ストレージデバイス１３２（本明細書では、「受
動端」ストレージデバイス１３２とも呼ばれる）を含む（またはこれと別様に関連付けら
れる）。受動型光コネクタ１１８は、受動端ストレージデバイス１３２がそれを介してア
クセス可能なストレージデバイスインターフェースを含むように構成される。このストレ
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ージデバイスインターフェースはまた、本明細書では、「受動端」ストレージデバイスイ
ンターフェースとも呼ばれ、これもまた、適切な電気接点を受動型光コネクタ１１８中に
組み込むことによって実装することが可能である。他の例では、物理的通信媒体１１０は
、（単一ケーブル、ハイブリッドケーブル、多重チャネルケーブルなど）の他の方法によ
って実装することが可能であり、受動端１１６は、そのタイプのケーブルにとって適切な
様式で（例えば、単一コネクタ、ハイブリッドケーブルコネクタ、多重チャネルケーブル
コネクタを用いて）実装される。
【００１７】
　受動端ストレージデバイスインターフェースの様々な例が、２０１０年１０月１５日に
出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＩＮ　ＦＩＢＥＲ　ＯＰＴ
ＩＣＳ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＴＨＥＲＥＯＦ」という題名の米国
特許公開第２０１１－０１１６７４８号、２０１１年２月１１日に出願された、「ＭＡＮ
ＡＧＥＤ　ＦＩＢＥＲ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の米国
特許出願第１３／０２５、８４１号、ならびに２０１１年２月１１日に出願された、「Ｃ
ＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＢＬＡＤＥＤ　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名
の米国特許出願第１３／０２５，７５０号、２００９年２月１３日に出願された、「ＭＡ
ＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」と
いう題名の米国仮特許出願第６１／１５２，６２４号、および２０１０年２月１２日に出
願された、「ＡＧＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＬＡＹＥＲ　ＩＮＦＯ
ＲＭＡＴＩＯＮ　ＲＥＬＡＴＥＤ　ＴＯ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という題名の米国特許出
願第１２／７０５，４９７号に記載されており、これらは参照により本明細書に組み込ま
れる。これらの例のうちの一部では、４線のストレージデバイスインターフェースを用い
るが、この場合、このインターフェースは、データの読み出しおよび書き込みのための１
つのデータライン、ストレージデバイスに電力を供給するための電力ライン、接地レベル
を提供するための接地ライン、および将来の用途に留保されている余分のラインを含む。
また、これらの例では、ＵＮＩ／Ｏバスプロトコルに対応するストレージデバイスを用い
るが、この場合、ＵＮＩ／Ｏバスプロトコルは、１つのデータリード線上での通信のため
に用いられる。このようなストレージデバイスおよびインターフェースの１つの例は、Ｔ
Ｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙから市販されている物理層管理製品のＱＵＡＲＥＯ（商標
）ファミリで用いられるストレージデバイスおよびインターフェースである。
【００１８】
　図１に示す例では、システム１００は、本明細書では、ギガビットイーサネットスイッ
チ１０４として実装されている２つのホストデバイス１０４を含むものとして記載されて
いる（もっとも、システム１００は、１または３つ以上のスイッチ１０４および／または
異なるタイプのこれらのホストデバイス１０４を含み得るが）。結果として、図１に示す
２つのホストデバイス１０４は、本明細書では「スイッチ」１０４とも呼ばれる。用いる
ことが可能な他のタイプのホストデバイス１０４の例は、制限なく、ルータ、ゲートウェ
イ、アクセスポイント、サーバコンピュータ、エンドユーザコンピュータ、（ネットワー
ク接続ストレージ（ＮＡＳ）デバイスなどの）家電コンピュータ、および、ストレージエ
リアネットワーク（ＳＡＮ）のノードを含む。また、図１に示す例では、システム１００
は、２つのファイバーパッチパネル１０８として実装される２つの受動型光相互接続部１
０８を含む（もっとも、システム１００は、（パッチパネル１０８なしのシステムを含む
）異なる数のファイバーパッチパネル１０８および／または異なるタイプの受動型光相互
接続部１０８を含み得るが）。結果として、図１に示す ２つの受動型光相互接続部１０
８は、本明細書では、「ファイバーパッチパネル」１０８とも呼ばれる。用いることが可
能な他のタイプの受動型光相互接続部１０８の例は、制限なく、他のタイプの光パッチパ
ネル、ファイバー分散ハブ（ＦＤＨ）、ファイバースプライスパネル、ファイバートレイ
、およびファイバー終端点を含む。能動型光モジュール１０２および物理的通信媒体１１
０の例は、制限なく、ＧＩＧＡＢＩＴ　ＥＴＨＥＲＮＥＴ、ＦＩＢＲＥ　ＣＨＡＮＮＥＬ
、ＩＮＦＩＮＩＢＡＮＤ、シリアルアタッチトＳＣＳＩ（ＳＡＳ）、およびＳＯＮＥＴ／
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ＳＤＨを含む。
【００１９】
　多くのタイプのホストデバイス１０４および受動型光相互接続部１０８は複数のポート
を含むが、本明細書に記載する技法は、複数のポートを含むホストデバイス１０４または
受動型光相互接続部１０８には限られない。
【００２０】
　図１に示す例では、第１の物理的通信媒体１１０の第１の能動型光モジュール１０２は
、２つのスイッチ１０４のうちの第１のものの（第１の）ポート１０６に取り付けられる
。第２の物理的通信媒体１１０の第２の能動型光モジュール１０２は、２つのスイッチ１
０４のうちの第２のものの（第２の）ポート１０６に取り付けられる。図１に示す例では
、スイッチ１０４のポート１０６の各々は、制御インターフェース（個別には図示せず）
を含むように構成される。ポート１０６中の制御インターフェースは、能動型光モジュー
ル１０２の各々に取り付けられた電気コネクタ１２０中で用いられる制御インターフェー
スとかみ合い、かつこれと相互動作するように構成される。各々のスイッチ１０４と関連
付けられた（コントローラなどの）プログラム可能プロセッサ１３６上で実行中のソフト
ウェア１３４は、所与のポート１０６に取り付けられた各々の能動型光モジュール１０２
中で含まれる能動端ストレージデバイス１２８に対して、そのポートの制御インターフェ
ースを用いて、データの読み出しおよび書き込みをすることが可能である。ソフトウェア
１３４およびプログラム可能プロセッサ１３６は、本明細書に記載される様式を例外とし
て従来の様式で実装される。
【００２１】
　図１に示す例では、第１の能動型光ケーブルセグメント１１０の受動端１１６のところ
の受動型光コネクタ１１８は、２つのファイバーパッチパネル１０８のうちの一方の二重
ポート１３８に接続される。このファイバーパッチパネル１０８は、本明細書では、「第
１の」パッチパネル１０８と呼ばれ、第１の物理的通信媒体１１０がそれに対して接続さ
れるポート１３８もまた、本明細書では、「第１のパッチパネルポート」１３８と呼ばれ
る。第２の物理的通信媒体１１０の受動端１１６のところの受動型光コネクタ１１８が、
２つのファイバーパッチパネル１０８の第２のものの二重ポート１３８に接続される。こ
のファイバーパッチパネル１０８は、本明細書では、「第２の」パッチパネル１０８と呼
ばれ、第２の能動型光ケーブルセグメント１１０がそれに対して接続されるポート１３８
もまた、本明細書では、「第２のパッチパネルポート」１３８と呼ばれる。
【００２２】
　図１に示す例では、ファイバーパッチパネル１０８のパッチパネルポート１３８の各々
は、ストレージデバイスインターフェース（個別には図示せず）を含むように構成される
。各々のポート１３８中のストレージデバイスインターフェースは、所与の能動型光ケー
ブルセグメント１１０の受動端１１６に取り付けられた受動型光コネクタ１１８中で用い
られるストレージデバイスインターフェースとかみ合い、かつ相互動作するように構成さ
れる。ファイバーパッチパネル１０８と関連付けられた（コントローラなどの）プログラ
ム可能プロセッサ１４２上で実行されるソフトウェア１４０は、所与のポート１３８に接
続されたいずれかの受動型光コネクタ１１８と関連付けられた受動端ストレージデバイス
１３２に対して、そのポートのストレージデバイスインターフェースを用いてデータの読
み出しおよび書き込みを、することが可能である。ソフトウェア１４０およびプログラム
可能プロセッサ１４２は、本明細書に引用する米国仮特許出願および米国非仮特許出願に
記載する様式で実装することが可能である。このようなストレージデバイスおよびインタ
ーフェースの１つの例は、ＴＥ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙから市販されている物理層管
理製品のＱＵＡＲＥＯ（商標）ファミリで用いられるストレージデバイスおよびインター
フェースである。
【００２３】
　図１に示す例では、第１のファイバーパッチパネル１０８中の各々のパッチパネルポー
ト１３８は、光トランクケーブル１４４を介して第２のファイバーパッチパネル１０８中
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のそれぞれのパッチパネルポート１３８に通信可能に結合される。光トランクケーブル１
４４は複数ファイバーケーブルであり、この場合、ファイバーパッチパネル１０８の各々
の各二重ポート１３８は、トランクケーブル１４４中のそれぞれのファイバー対に接続さ
れる。トランクケーブル１４４は、ケーブル１４４の各々の端のところに多ファイバーコ
ネクタ１４６（例えば、適切なＭＰＯまたはＭＴＰコネクタ）を含む。各々のファイバー
パッチパネル１０８は、トランクケーブル１４４に取り付けられた多ファイバーコネクタ
１４６に接続されるように設計されたトランクコネクタ１４８（例えば、適切なＭＰＯま
たはＭＴＰコネクタ）を含む。
【００２４】
　この例では、光トランクケーブル１４４に取り付けられた各々の多ファイバーコネクタ
１４６もまた、それぞれのストレージデバイス１５０を含むまたは別様にこれと関連付け
られ、コネクタ１４６および１４８は、各々のファイバーパッチパネル１０８上で走行す
るソフトウェア１４０がストレージデバイス１５０に対してデータの読み出しおよび書き
込みがそれによって可能となるそれぞれのストレージデバイスインターフェース（図示せ
ず）を含むまたは別様にこれと関連付けられる。トランクケーブル１４４に取り付けられ
た多ファイバーコネクタ１４６に含まれるまたは別様にこれと関連付けられたストレージ
デバイス１５０はまた、本明細書では、「トランクケーブル」ストレージデバイス１５０
とも呼ばれる。ストレージデバイスインターフェースは、本明細書に引用される米国仮特
許出願および米国非仮特許出願に記載される様式で実装可能である。
【００２５】
　他の実装では、第１のパッチパネル１０８中にプラギングされたトランクケーブル１４
４は、第２のパッチパネル１０８中にプラギングされたトランクケーブル１４４とは異な
る。一部の実装では、２つのトランクケーブル１４４は、第３のパッチパネルのところで
接続され得る。他の実装では、２つのトランクケーブル１４４は、複数のパッチパネルお
よびトランクケーブルのパネルネットワークを用いて接続され得る。さらに別の実装では
、複数のトランクケーブルは、第１と第２のパッチパネル１０８間を延在し得る。例えば
、一部の実装では、複数の単一光ファイバー式ケーブルは、パッチパネル１０８またはパ
ネルネットワーク間を延在し得る。他の実装では、複数の複数ファイバー式ケーブルは、
パッチパネル１０８またはパネルネットワーク間を延在し得る。
【００２６】
　パネル１０８としての用途に適切なパッチパネルの非制限的な例は、参照により上記に
組み込まれた米国特許出願第１３／０２５，７５０号および米国公開第２０１１－０１１
６７４８号に図示され、かつ開示されている。パネル１０８としての用途に適切なパッチ
パネルの他の非制限的な例は、全体を参照により本明細書に組み込まれる２０１０年１０
月１９日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶ
ＩＴＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の米国公開第２０１１－０１１５４９４Ａ１号、２
０１０年１０月１５日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＩＶＩＴＹ　ＩＮ
　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＴＨＥＲＥＯＦ」
という題名の米国出願第１２／９０５，６８９号、２０１１年３月２３日に出願された、
「ＣＡＢＬＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＩＮ　ＲＡＣＫ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の
米国仮特許出願第６１／４６６，６９６号、および２０１１年４月１５日に出願された、
「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ
」という題名の米国仮特許出願第６１／４７６，０４１号に図示され、開示されている。
【００２７】
　図１に示す例では、システム１００は、統合点１５２をさらに備える。統合点１５２、
スイッチ１０４、およびファイバーパッチパネル１０８は、ネットワーク１５６上で互い
と通信する。統合点１５２は、一般的には、ネットワーク１５６に結合されたコンピュー
タ上を走行するソフトウェアとして実装される。統合点１５２が実装されるコンピュータ
は、コンピュータをネットワーク１５６に対して通信可能に結合させるために、適切なネ
ットワークインターフェースを含む。図１に示す例では、それぞれスイッチ１０４および
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ファイバーパッチパネル１０８の中のプログラム可能プロセッサ１３６および１４２は、
「サービス」ポート１０６および１３８から分離しているそれぞれの「管理」または「非
サービス」ポート１５８を含むことによって、ネットワーク１５６に通信可能に結合され
る。しかしながら、スイッチ１０４およびファイバーパッチパネル１０８の中のプログラ
ム可能プロセッサ１３６および１４２のうちの１つ以上は、それぞれ、１つ以上の「サー
ビス」ポート１０６および１３８を用いてネットワーク１５６に通信可能に結合すること
が可能である。ある例では、スイッチ１０４は、（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＮＭＰ）などの）適切な通信プロトコルを用い
て、統合点１５２と通信することが可能である。
【００２８】
　１つの実施形態では、ネットワーク１５６は、ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＰＲＯＴＯＣＯＬネ
ットワークを備える。ネットワーク１５６は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、インターネット、仮想ローカルエリアネットワー
ク（ＶＬＡＮ）、および仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）、企業ネットワーク、
および電気通信サービスプロバイダネットワークのうちの１つ以上を用いて実装すること
が可能である。そのうえ、スイッチ１０４およびファイバーパッチパネル１０８は、ネッ
トワーク１５６を実装するために用いられる機器の一部であり得る。
【００２９】
　統合点１５２は、ネットワーク１５６中に物理層を実装するために用いられる様々なデ
バイスおよび媒体（単なる物理的通信媒体１１０ではなくて）に関連する物理層情報を受
信するように構成される。物理層情報（ＰＬＩ）は、ネットワーク１５６中の様々なデバ
イスに関する情報（例えば、スイッチ１０４およびファイバーパッチパネル１０８に関す
る情報）（本明細書では、「デバイス情報」とも呼ばれる）と、これらのデバイスのポー
トに取り付けられたいずれかの物理的通信媒体に関する情報（本明細書では「媒体情報」
とも呼ばれる）と、を含む。デバイス情報は、例えば、各々のデバイスの識別子、デバイ
スのタイプを識別するタイプ識別子、およびデバイスのポートに関する情報を含むポート
情報を含む。媒体情報は、様々な物理的通信媒体に取り付けられたストレージデバイスか
ら（例えば、物理的通信媒体１１０および光トランクケーブル１４４に取り付けられた受
動端ストレージデバイスから）読み出された情報を含む。
【００３０】
　このようなストレージデバイス中に記憶することが可能な媒体情報の例は、制限なく、
特定の物理的通信媒体を一意に識別するケーブル識別子（ＥＴＨＥＲＮＥＴ　Ｍｅｄｉａ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＭＡＣ）アドレスに類似しているが、物理的通信媒体
と関連付けられている（例えば、物理的通信媒体の通し番号））、さらに、部品番号など
の属性情報、プラグもしくは他のコネクタのタイプ、ケーブルもしくはファイバーのタイ
プおよび長さ、ケーブル極性、製造日付、製造ロット番号、物理的通信媒体もしくは物理
的通信媒体に取り付けられたコネクタの１つ以上の仮想属性の情報（物理的通信媒体もし
くはコネクタの色または形状または物理的通信媒体もしくはコネクタの画像に関する情報
など）、ならびにエンタープライズリソースプラニング（ＥＲＰ）システムもしくは在庫
制御システムによって用いられる他の情報を含む。他の実施形態では、代替のまたは追加
の媒体情報などのデータが、このようなストレージデバイス中に記憶される。例えば、媒
体情報は、このようなストレージデバイス中に記憶された試験、媒体品質、または性能の
情報を含み得る。例えば、試験、媒体品質、または性能の情報は、特定の物理的通信媒体
が製造または設置されたときに実施される試験の結果であり得る。
【００３１】
　物理層情報もまた、自身に対して取り付けられたストレージデバイスをなんら有しない
物理的通信媒体に関する情報を含み得る。この後者のタイプの物理層情報は、統合点１５
２に手動で供給することが可能である。
【００３２】
　統合点１５２は、それに提供された物理層情報を記憶するために、データベースまたは
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他のデータ貯蔵所（図示せず）を含む。統合点１５２はまた、統合点１５２によって保た
れる物理層情報にアクセスするために、外部のデバイスまたはエンティティに対するイン
ターフェースを提供する機能性を含む。このアクセスは、統合点１５２から情報を回収す
ることと、情報を統合点１５２に供給することを含み得る。この例では、統合点１５２は
、このような外部デバイスおよびエンティティに対して、統合点１５２によって保たれる
ＰＬＩに対する透明でかつ便利なアクセスを提供することが可能な「ミドルウエア」とし
て実装される。統合点１５２は、ネットワーク１５６中の関連するデバイスからのＰＬＩ
を統合して、外部デバイスおよびエンティティに対してこのようなＰＬＩへのアクセスを
提供するため、外部デバイスおよびエンティティは、ＰＬＩを提供するネットワーク１５
６中のデバイスの全てと個々に相互作用する必要はなく、また、このようなデバイスも、
このような外部デバイスおよびエンティティからの要求に応答する機能を有する必要がな
い。
【００３３】
　統合点１５２は、この例では、アプリケーション層機能性が、統合点１５２によって保
たれる物理層情報に対して、ＡＰＩを記載して文書化するソフトウェア開発キット（ＳＤ
Ｋ）を用いてアクセスすることを可能とするアプリケーションプログラミングインターフ
ェース（ＡＰＩ）を実装する。
【００３４】
　統合点１５２は、デバイスおよび物理的通信媒体からのＰＬＩを統合して、デバイス（
例えば、パッチパネル）のポートを物理的通信媒体と関連付けることが可能である。例え
ば、ＰＬＩを用いて、デバイスの所与のポートを所与の物理的通信媒体および／またはこ
の物理的通信媒体の特定のコネクタと関連付けることが可能である。ＰＬＩを統合するこ
とは、デバイス間の物理層接続部を判定するために、複数のこのような関連性を統合する
ことを含み得る。
【００３５】
　物理層情報および統合ポイント１５２に関するより多くの情報は、２００９年２月１３
日に提出された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮ
Ｄ　ＭＥＴＨＯＤＳ」という題名の米国仮特許出願第６１／１５２，６２４号および２０
１０年２月１２日に出願された、「ＡＧＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　
ＬＡＹＥＲ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＲＥＬＡＴＥＤ　ＴＯ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」と
いう題名の米国特許出願第１２／７０５，４９７号に発見することが可能であり、これら
の双方は、参照により本明細書に組み込まれる。
実施例１
【００３６】
　実施例１では、統合点１５２（または、より一般的にはＰＬＭシステム）によって用い
られることを具体的に意図される情報は、物理的通信媒体１１０の能動端１１４に含まれ
るストレージデバイス中に記憶されない。実施例１では、能動端１１４は、能動端ストレ
ージデバイス１２８を含むが、能動端ストレージデバイス１２８は、統合点１５２（また
は、より一般的にはＰＬＭシステム）によって用いられることを具体的に意図される情報
を、その内部に記憶して有することはない。すなわち、能動端ストレージデバイス１２８
は、統合点１５２（または、より一般的にはＰＬＭシステム）による使用以外の目的よう
に意図される情報を含む。この例の実装では、能動端ストレージデバイス１２８は、能動
端ストレージデバイス１２８がその一部である能動型光モジュール１０２に関連する情報
を含む。この情報は、本明細書では、能動型光モジュール（ＡＯＭ）の情報と呼ばれる。
ＡＯＭ情報は、ホストデバイス１０４またはホストデバイス１０４を管理するために用い
られる管理システムによって用いられることを意図する情報である。一般的には、ＡＯＭ
情報は、ホストデバイスの製造業者によって規定された情報である。ＡＯＭ情報は、適用
可能な標準または他の合意を遵守して提供することが可能である。
【００３７】
　ＡＯＭ情報の例としての用途は、能動型光モジュール１０２をホストデバイス１０４に
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対して認証するためである。多くのタイプのホストデバイス１０４が、ポート１０６が、
いずれかの能動型光モジュール１０２で使用可能とされることが可能となる前に認証され
るこれらの能動型光モジュール１０２を必要とする。この認証はまた、ホストデバイス１
０４以外のデバイスによって実施され得る。ＡＯＭ情報は、対応する能動端ストレージデ
バイス１２８がその一部である能動型光モジュール１０２を一意に識別するＡＯＭ識別子
（例えば、通し番号）を含み得る。ＡＯＭ情報はまた、ケーブルの速度（例えば、１０ギ
ガビット、２５ギガビットなど）および能動型光モジュール１０２がそのために設計され
ている通信プロトコル（複数可）などの属性情報を含み得る。本明細書で用いられる「Ｐ
ＬＭ情報」とは、統合点１５２（または、より一般的にはＰＬＭシステム）によって用い
られることを具体的には意図される情報のことであり、一方、「ＡＯＭ情報」とは、統合
点１５２（または、より一般的にはＰＬＭシステム）による使用以外の目的用に意図され
た情報のことである。ホストデバイスもまた、接続テーブル、経路指定テーブル、他のデ
バイスの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレス、ホストＭＡＣアドレス、ホストが提供さ
れるまたは、全域ツリープロトコルを介するなど他のデバイスから知られるホスト識別子
などの他の情報を含み得る。この他の情報は、本明細書では、「他のホスト情報」とも呼
ばれる。
【００３８】
　上述したように、ホストデバイス１０４は、その内部に記憶されているＡＯＭ情報を獲
得するために、制御インターフェースを介して能動端ストレージデバイス１２８にアクセ
スするように構成される。能動端ストレージデバイス１２８にアクセスした後では、ホス
トデバイス１０４は、ローカルストレージデバイスまたはホストデバイス１０４上のメモ
リ上のＡＯＭ情報の一部または全てを記憶することが可能である。この例の実装では、Ａ
ＯＭ情報は、ホストデバイス１０４上を走行するＳＮＭＰエージェントによってＭＩＢ中
に記憶することが可能である。ＭＩＢ中に記憶されたＡＯＭ情報は、上記のＡＯＭ識別子
を含み得る。
【００３９】
　この実施例１では、統合点１５２は、ホストデバイス１０４によって獲得されたＡＯＭ
識別子および／または他のＡＯＭ情報を獲得するように構成される。この例の実装では、
統合点１５２は、ホストデバイス１０４がＡＯＭ情報（またはＭＩＢの全体の内容）およ
び／または他のホスト情報を統合点１５２に送出することを要求するＬａｙｅｒ２要求ま
たは他の要求（例えば、ＳＮＭＰ）をホストデバイス１０４（例えば、その上を走行する
ＳＮＭＰエージェント）に送出することによって、ＡＯＭ情報および／または他のホスト
情報を獲得するように構成される。別の実装では、ホストデバイス１０４と直接的に相互
作用する代わりに、統合点１５２は、（直接的にまたは別のソースを介して）ホストデバ
イス１０４からこのような情報を既に獲得しているシステム１００（例えば、ホストデバ
イス１０４を管理するために用いられる管理システム）中の別のエンティティと相互作用
する。このような代替の実装では、統合点１５２は、ホストデバイス１０４用のＡＯＭ情
報を獲得するために他のエンティティによって実装されたＡＰＩを用いるように構成する
ことが可能である。一般的には、この情報は、ＡＯＭ情報および／または他のホスト情報
に対応する様々な能動型光モジュール１０２が接続されているそれぞれのポートのポート
番号（または他の識別子）を含む。この例の実装では、ポート番号は、統合点１５２から
の同じもしくは異なる要求によって、または、上述したようにホストデバイス１０４を管
理するソフトウェアの背後のＡＰＩを用いることによって獲得することが可能である。
【００４０】
　統合点１５２は、各々のホストデバイス１０４のところのポートの状態のいかなる変化
も自身で発見するように構成することが可能である。このことは、定期的に（または手動
で命令されたように）ＡＯＭ情報および各々のホストデバイス１０４のそれの関連付けら
れたポートを獲得し、かつホストデバイス１０４のポートの現在の状態をこれらのポート
の以前の状態と比較するように、統合点１５２を構成することによって実行することが可
能である。また、各々のホストデバイス１０４がポートの状態の変化を（例えば、ＳＮＭ
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Ｐトラップを用いて）報告する既存の機能性を含む場合、統合点１５２は、このような機
能性を用いて、ポート１５２の状態の変化を検出するように構成することが可能である。
一般的に、統合点１５２は、ホストデバイス１０４のポートの状態を判定するこのような
方式の組み合わせを用いるように構成される。
【００４１】
　統合点１５２は、ＡＯＭ情報（例えば、ＡＯＭ識別子）および／または他の情報（例え
ば、ポート番号）を用いて、対応する能動型光モジュール１０２（または、より一般的に
は、ＡＯＭ情報）を、能動型光モジュール１０２の接続先のポート（または、より一般的
には他のホスト情報）と関連付けることが可能である。
【００４２】
　能動型光モジュール１０２は、受動型光コネクタ１１８と同じケーブルアセンブリの一
部であり、かつ双方は上述したように非コネクタ式接続を用いて取り付けられるため、能
動型光モジュール１０２は、対応する受動型光コネクタ１１８から容易に取り外すことは
不可能であるという事実に依存することが可能である。したがって、受動端ストレージデ
バイス１３２は、受動端ストレージデバイス１３２がその一部であるケーブルアセンブリ
の反対の端（能動端）上の能動型光モジュール１０２を一意に識別する、その内部に記憶
した情報（本明細書では、「ＡＯＭの他端情報」とも呼ばれる）を有することが可能であ
る。このＡＯＭの他端の情報は、統合点１５２によって用いられることを意図するため、
ＡＯＭの他端情報は、受動端ストレージデバイス１３２中でのＰＬＭ情報である。この例
の実装では、このＡＯＭの他端情報は、統合点１５２（または、より一般的にはＰＬＭシ
ステム）による使用以外の目的のために、上記した能動端ストレージデバイス１２８中に
記憶されているＡＯＭ識別子を含む。ＡＯＭの他端情報は、物理的通信媒体１１０の製造
時におよび／またはＡＯＭ情報が能動端ストレージデバイス１２８中に記憶される（また
はバーンされる）時点で、受動端ストレージデバイス１３２中に記憶することが可能であ
る。
【００４３】
　ＡＯＭの他端情報は、受動型光コネクタ１１８の接続先であるパッチパネル１０８中の
プロセッサ１４２によってアクセスして、統合点１５２に提供することが可能である。統
合点１５２は、ＡＯＭの他端情報を用いて、物理的通信媒体１０２の一方の端（受動端１
１６）上の受動型光コネクタ１１８を、物理的通信媒体１０２の反対の端（能動端１１４
）上の能動型光モジュール１０２と関連付けることが可能である。より一般的には、統合
点１５２は、ＡＯＭの他端情報を用いて、受動型光コネクタ１１８中のＰＬＭ情報を、ホ
ストデバイス１０４からのＡＯＭ情報および／または他のホスト情報と関連付けることが
可能である。受動型光コネクタ１１８と能動型光モジュール１０２との間の関連付けを、
能動型光モジュール１０２とホストデバイス１０４のその対応するポートとの間の関連付
けおよび受動型光ファイバーコネクタ１１８とパッチパネル１０８のその対応するポート
との間の関連付けと統合することによって、統合点１５２は、パッチパネル１０８の特定
のポート１３８からホストデバイス１０４の特定のポート１０６への物理層接続を判定す
ることが可能である。
【００４４】
　能動型光モジュール１０２がホストデバイス１０４のポート１０６から取り外されて、
ホストデバイス１０４の異なるポートに再接続されると、ホストデバイス１０４は、（例
えば、認証プロセスの一部として）能動端ストレージデバイス１２８からＡＯＭ情報を再
獲得する。統合点１５２は、上述した状態発見技法を用いて、ホストデバイス１０４のポ
ート１０６の状態のこれらの変化を知る。状態変化に応答して、統合点１５２は、「新し
い」ＡＯＭ情報および／または他のホスト情報ならびにその対応するポート番号を獲得し
て、これらの２者を上述したように関連付けることが可能である。この関連付けは、ＡＯ
Ｍ情報と元のポート番号との関連付けを外すことを含み得る。
【００４５】
　利点として、ホストデバイス１０４またはホストデバイス１０４に接続する能動型光モ
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ジュール１０２に対するいかなる修正もなしで（すなわち、レガシーのホストデバイス１
０４および能動型光モジュール１０２を用いることが可能である）、実施例１に説明する
システムおよび方法を用いて、受動型光デバイス（例えば、パッチパネル１０８）の所与
のポート１３８からホストデバイス１０４のポート１０６への物理層接続を判定すること
が可能である。これは、能動端ストレージデバイス１２８中に、なんら新しい情報を記憶
する必要がないからである。その代わりに、受動端ストレージデバイス１３２中のＡＯＭ
の他端情報を用いて、受動端ストレージデバイス１３２を、物理的通信媒体１１０の反対
の端上の能動型光モジュール１０２と関連付ける。加えて、Ｌａｙｅｒ２要求などの、能
動型光モジュール１０２に対応するＡＯＭ情報は、ホストデバイス１０４上のしかるべき
位置に既に存在するプロセスを用いて獲得することが可能である。ホストデバイス１０４
はまた、例えば、認証目的で、能動端ストレージデバイス１２８からＡＯＭ情報を獲得す
るように既にプログラムされている。
実施例２
【００４６】
　実施例２では、物理的通信媒体１１０は、実施例１と同じ構成要素（例えば、ハードウ
ェア、インターフェース）を含む。この第２の例では、しかしながら、ＰＬＭ情報（すな
わち、統合点１５２（または、より一般的には、ＰＬＭシステム）によって用いられるこ
とを具体的には意図する情報）は、実施例１で説明したＡＯＭ情報に加えて（すなわち、
統合点１５２（または、より一般的にはＰＬＭシステム）による使用以外の目的用に意図
される情報に加えて）、能動端ストレージデバイス１２８中に記憶される。ＰＬＭ情報は
、さもなければ統合点１５２によって用いられる形式で符号化されたケーブル識別子を含
み得る。
【００４７】
　ＰＬＭ情報は、物理的通信媒体１１０の製造中などで、ＡＯＭ情報と同時に、能動端ス
トレージデバイスに記憶することが可能である。能動端ストレージデバイス１２８中に記
憶されたＰＬＭ情報は、ＡＯＭ情報用に用いられていない能動端ストレージデバイス１２
８のメモリ位置に記憶される。この例の１つの実装では、ＰＬＭ情報は、ＡＯＭ情報用に
は現在のところ用いられていないことに加えて、ホストデバイス１０４によってＡＯＭ情
報で上書きされそうにない位置に記憶される。
【００４８】
　例えば、能動端ストレージデバイス１２８中の情報は、一般的には、複数のフィールド
に編成される。これらのフィールドは、一般的には、関連するＭＳＡによって必要とされ
るフィールド（本明細書では、「必要とされるフィールド」とも呼ばれる）と、関連する
ＭＳＡによっては必要とされないフィールド（本明細書では、「ユーザ定義されたフィー
ルド」とも呼ばれる）とを含む。この例の１つの実装では、ＰＬＭ情報は、ユーザ定義さ
れたフィールドのうちの１つ以上に記憶される。例えば、物理的通信媒体１１０の製造業
者は、１つ以上のユーザ定義されたフィールドを、様々なＰＬＭ情報を含むものとして定
義することが可能である。第１のユーザ定義されたフィールドは、ケーブル識別子を含む
ものとして定義することが（上述したように）可能であり、関連付けられたケーブルに対
する特定のケーブル識別子は、したがって、この第１のユーザ定義されたフィールドに記
憶される。
【００４９】
　他の実装では、ＰＬＭ情報は、１つ以上の必要とされるフィールド中に、ＡＯＭ情報と
共に含まれる。例えば、必要とされるフィールドに記憶されているＡＯＭ情報がそのフィ
ールドに割り当てられたメモリスペースを全て使用するわけではない場合、ＰＬＭ情報は
、そのフィールドの未使用のメモリスペースに記憶され得る。ＡＯＭ識別子（すなわち、
通し番号）に対して定義された必要とされるフィールドは、その必要とされるフィールド
中の情報を、ＡＯＭ識別子と所望されたＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）との双方
を含む方法で符号化するまたは別様に記憶することによって用いることが可能である。そ
のうえ、ＰＬＭ情報は、ホストデバイス１０４の非ＰＬＭプロセスによるＡＯＭ情報の使
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用に影響しない様式で、ＡＯＭ情報（例えば、ＡＯＭ識別子）と組み合わせることが可能
である。他の実装では、ＰＬＭ情報は、割り当てられていないメモリ位置に記憶される。
すなわち、ＰＬＭ情報は、どの定義されたフィールドの一部でもないメモリ位置に記憶さ
れる。
【００５０】
　一般的に、能動端ストレージデバイス１２８中に記憶されたＰＬＭ情報（例えば、ケー
ブル識別子）は、受動端ストレージデバイス１３２に記憶されたものと同じものである。
統合点１５２は、上述した様式で、受動端ストレージデバイス１３２からケーブル識別子
（およびいずれかの他のＰＬＭ情報）を獲得することが可能である。統合点１５２は、次
に、ケーブル識別子（および、したがって、対応する物理的通信媒体１１０）を、上述し
たように、パッチパネル１０８のポート１３８と関連付けることが可能である。
【００５１】
　実施例１に関連して説明したのと同様に、ホストデバイス１０４は、能動型光モジュー
ル１０２の制御インターフェースを介して能動端ストレージデバイス１２８にアクセスし
て、その内部に記憶されているＡＯＭ情報を獲得することが可能である。この第２の例で
は、ホストデバイス１０４もまた、能動端ストレージデバイス１２８中に記憶されたＰＬ
Ｍ情報を獲得することが可能である。この例の１つの実装では、ＰＬＭ情報は、能動端ス
トレージデバイス１２８中に記憶され、それによって、レガシーのホストデバイス１０４
が、それがＡＯＭ情報を読み出すときに、ＰＬＭ情報を（自動的に）読み出すようにする
。すなわち、ＰＬＭ情報は、能動型光モジュール１０２に記憶され、それによって、ホス
トデバイス１０４が、記憶されているＰＬＭ情報を獲得するために、更新される必要がな
い（例えば、ハードウェアまたはソフトウェアの修正がない）ようにする。これまた、こ
れを達成するためには、ＰＬＭ情報が能動端ストレージデバイス１２８中に記憶され、そ
れによって、ホストデバイス１０４が、それがＡＯＭ情報を読み出すときに、ＰＬＭ情報
を（自動的に）読み出すようにする。
【００５２】
　この例の１つの実装では、ホストデバイス１０４は、能動端ストレージデバイス１２８
中の１つ以上のユーザが定義したフィールドにはデータが存在することを示す能動端スト
レージデバイス１２８中の情報（例えば、ヘッダー）に基づいて、ＰＬＭ情報を（自動的
に）獲得することが可能である。このヘッダーを読み出して、１つ以上のユーザが定義し
たフィールド中にデータが存在することを認識したら、ホストデバイス１０４は、ユーザ
が定義したフィールドに対応する能動端ストレージデバイス１３２上の位置にアクセスし
て、その内部の情報を獲得することが可能である。別の実装では、ホストデバイス１０４
は、ユーザが定義したフィールド専用の能動端ストレージデバイス１２８の位置の全ての
情報を、ユーザが定義したフィールドが実際に使用されているかどうかとは無関係に（す
なわち、ユーザが定義したフィールドに対応する位置に記憶されている情報があるかない
かとは無関係に）、獲得するように構成することが可能である。このようにして、ホスト
デバイス１０４は、ユーザが定義したフィールドに記憶されたいかなるＰＬＭ情報をも（
自動的に）獲得することが可能である。さらに別の実装では、ホストデバイス１０４は、
能動端ストレージデバイス１２８中に記憶された全てのメモリ位置の全ての情報を（自動
的に）獲得し、それによって、ＰＬＭ情報を、ＰＬＭ情報が、ユーザが定義したフィール
ド（複数可）または非割り当てのメモリ位置に記憶されているかどうかとは無関係に、獲
得するように構成することが可能である。ＰＬＭ情報が１つ以上の必要とされるフィール
ド（すなわち、関連するＭＳＡによって必要とされるフィールド）に記憶されている実装
では、ホストデバイス１０４は、ホストデバイス１０４が対応するフィールド中のＡＯＭ
情報を獲得するときに、記憶されているＰＬＭ情報を（自動的に）獲得することが可能で
ある。
【００５３】
　ホストデバイス１０４はまた、統合点１５２からの要求に応答して、特定のフィールド
および／または能動端ストレージデバイス１２８上の特定のメモリ位置にアクセスして、
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その内部に記憶されているＰＬＭ情報を獲得するように構成することが可能である。
【００５４】
　いずれの場合も、一旦ＰＬＭ情報がホストデバイス１０４によって能動端ストレージデ
バイスから獲得されると、このＰＬＭ情報を、統合点１５２に提供することが可能である
。ＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）は、その対応するポート番号と共に、実施例１
に関連して説明した様式のうちのいずれかで統合点１５２に提供することが可能である。
一部の例では、統合点１５２はまた、実施例１で説明したように、ＡＯＭ情報および／ま
たは他のホスト情報をホストデバイス１０４から獲得することが可能である。例えば、統
合点１５２は、各々のホストデバイス１０４をポーリングもしくは走査するように構成す
る、および／または各々のホストデバイス１０４で発生する事象またはトラップに応答す
るように構成することが可能である。
【００５５】
　統合点１５２は、ＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）を用いて、ホストデバイス１
０４の対応するポートを物理的媒体１１０と関連付けることが可能である。統合点１５２
はまた、パッチパネル１０８の対応するポートを物理的通信媒体１１０と（例えば、受動
端ストレージデバイス１３２からのケーベル識別子を通じて）関連付けることが可能であ
る。この様式で、統合点１５２は、パッチパネル１０８の特定のポート１３８からホスト
デバイス１０４の特定のポート１０６への物理層接続を判定することが可能である。
【００５６】
　実施例１と同様に、能動型光モジュール１０２がホストデバイス１０２のポートから外
されて、ホストデバイス１０４の異なるポートに再接続された場合、ホストデバイス１０
２は、能動端ストレージデバイス１２８から、ＡＯＭ情報およびＰＬＭ情報を再獲得する
ことが可能である。統合点１５２は、ホストデバイス１０４のポートの状態のこれらの変
化を、上述した状態発見技法を用いて知る。状態変化に応答して、統合点１５２は、次に
、上述したように、「新しい」ＡＯＭ情報、ＰＬＭ情報、および／または他のホスト情報
を獲得することが可能である。
実施例３
【００５７】
　実施例３では、用いられる物理的通信媒体３１０は、実施例１および２で用いられた物
理的通信媒体１１０とは異なる。実施例３で用いられる物理的通信媒体３１０を、図３に
示す。実際には、物理的通信媒体１１０と物理的通信媒体３１０とは双方とも、同じネッ
トワーク内で、かつ多分同じホストデバイス１０４のところで用いられ得ると理解すべき
である。
【００５８】
　図３は、物理的通信媒体１１０の代わりにシステム１００中で用いられる物理的通信媒
体３１０の代替例を示す。
【００５９】
　物理的通信媒体（ＰＣＭ）１１０と同様に、物理的通信媒体３１０は、１つ以上の光フ
ァイバー１１２を含む光ファイバーケーブルである。ＰＣＭ１１０に関連して説明した例
としての光ファイバーのどれでも、ＰＣＭ３１０で用いることが可能である。また、ＰＣ
Ｍ１１０と同様に、ＰＣＭ３１０は、能動端３１４および受動端１１６を有する。受動端
１１６は、ファイバー対１１２の受動端に取り付けられた受動型光コネクタ１１８を含む
。受動型光コネクタ１１８は、ストレージデバイス１３２を含む。受動型光コネクタ１１
８およびストレージデバイス１３２は、ＰＣＭ１１０に関連して上述したように構成する
ことが可能である。
【００６０】
　ＰＣＭ３１０はまた、能動端３１４を含む。ＰＣＭ１１０と同様に、能動端３１４は、
ファイバー対１１２の反対の（能動の）端に取り付けられた能動型光モジュール３０２を
含む。能動型光モジュール３０２は、ファイバー対１１２と能動型光モジュール３０２と
の間に非コネクタベースの接続を用いて取り付けられる。例えば、非コネクタベースの接
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続は、永久的（製造された）または半永久的（スプライスされた）接続を含むが、プラギ
ング可能および取り外し可能なコネクタ（例えば、ＬＣまたはＳＣコネクタなどのプラグ
ジャック対）を互いにかみ合わすことによってなされる結合は含まない。 
【００６１】
　また、ＰＣＭ１１０と同様に、能動型光モジュール３０２は、送信信号および受信信号
が、電気的形態で、能動型光モジュール３０２に入力される、およびこれから出力される
際に用いる電気コネクタ１２０を含む。電気コネクタ１２０は、ＰＣＭ１１０の電気コネ
クタ１２０に関連して説明したように構成される。
【００６２】
　能動型光モジュール３０２はまた、信号がファイバー対１１２を介して送信および受信
されるために必要な電気から光（Ｅ／Ｏ）および光から電気（Ｏ／Ｅ）への変換を実施す
る能動型光構成要素を含む。図３に示す例では、能動型光モジュール３０２は、光学トラ
ンシーバ３２２を含む。光学トランシーバ３２２は、光ファイバー１１２のうちの第１の
ものから第１の光信号を受信し、かつ電気コネクタ１２０から出力することに適切な第１
の光信号から第１の（受信される）電気信号を生成する経路の一部である受信機光アセン
ブリ（ＲＯＳＡ）３５４を備える。光学トランシーバ３２２は、経路上で、電気コネクタ
１２０からの電気送信信号を受信して、光ファイバー１１２のうちの第２のものの上で通
信するために第２の（送信）光信号を出力する送信機光アセンブリ（ＴＯＳＡ）３５２を
さらに備える。受信された電気信号および送信電気信号は、ＰＣＭ１１０に関連して上述
したように、電気コネクタ１２０に出力／供給することが可能である。トランシーバ３２
２はまた、ＴＯＳＡ３５２およびＲＯＳＡ３５４の動作を制御するコントローラ３５０を
含む。コントローラ３５０は、いずれかの適切なプログラム可能プロセッサであるＦＰＧ
ＡまたはＡＳＩＣを含み得るし、かつ、ホストデバイス１０４との通信目的で、電気コネ
クタ１２０上の１つ以上の回線に結合することが可能である。
【００６３】
　能動型光モジュール３０２はまた、自身に結合されたストレージデバイス３５８を有す
るプログラム可能プロセッサ３５６を含む。プログラム可能プロセッサ３５６は、マイク
ロプロセッサなどのいずれかの適切なプログラム可能プロセッサを含み得るし、ストレー
ジデバイス３５８は、個別のＩＣであり得る、または、プログラム可能プロセッサ３５６
として同じＩＣ上に組み込まれ得る。この例の実装では、ストレージデバイス３５８はＥ
ＥＰＲＯＭであるが、しかしながら、他の実装では、他の不揮発性メモリを用いることが
可能である。
【００６４】
　プログラム可能プロセッサ３５６は、電気コネクタ１２０によって実装される制御イン
ターフェースを介して、ホストデバイスと通信するように構成することが可能である。電
気コネクタ１２０によって実装される制御インターフェースは、ＰＣＭ１１０の制御イン
ターフェースに関連して説明したようなものであり得る。したがって、例えば、シリアル
通信プロトコル（例えば、Ｉ２Ｃバスプロトコル）を、制御インターフェース上での通信
目的で用いることが可能である。
【００６５】
　能動型光モジュール１０２とは対照的に、能動型光モジュール３０２では、プログラム
可能プロセッサ３５６は制御インターフェースに結合される。したがって、プログラム可
能プロセッサ３５６は、制御インターフェース上でデータを送出し、かつ受信するように
構成される。この例の実装では、プログラム可能プロセッサ３５６は、Ｉ２Ｃバスプロト
コルを用いて通信するように構成される。そのうえ、プログラム可能プロセッサ３５６は
、ＰＣＭ１１０に関連して説明した能動端ストレージデバイス１２８をエミュレートする
ように構成される。能動端ストレージデバイス１２８をエミュレートするために、プログ
ラム可能プロセッサ３５６は、能動端ストレージデバイス１２８用に形式化され、かつ意
図され、また、能動端ストレージデバイス１２８からの直接的なものとはいえ、応答を提
供するホストデバイス１０４からのコマンド（例えば、読み出しコマンドまたは書き込み
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コマンド）を受信するように構成される。例えば、ホストデバイス１０４からの読み出し
コマンドに応答して、プログラム可能プロセッサ３５６は、ストレージデバイス３５８に
アクセスして、適切なデータ（すなわち、読み出しコマンド中で識別されるメモリ位置ま
たはフィールドに対応するデータを持つもの）を獲得して、能動端ストレージデバイス１
２８からの直接的なものであるとはいえ、このデータで、ある形式で応答することが可能
である。ホストデバイス１０４からの書き込みコマンドに応答して、プログラム可能プロ
セッサ３５６は、対応する情報をストレージデバイス３５８中に記憶することが可能であ
る。この例の実装では、プログラム可能プロセッサ３５６は、ホストデバイス１０４に対
して透明であり、それによって、ホストデバイス１０４は、能動型光モジュール１０２の
場合とはなんら異なるように構成されることなく、能動型光モジュール３０２を認証し、
タスクを実行することが可能である。
【００６６】
　能動端ストレージデバイス１２８に関連して上述したＡＯＭ情報はストレージデバイス
３５８中に記憶することが可能であり、プログラム可能プロセッサ３５６は、ホストデバ
イス１０４からの適切なコマンドに応答して、ＡＯＭ情報をホストデバイス１０４に提供
することが可能である。すなわち、ホストデバイス１０４から見れば、能動型光モジュー
ル３０２が、関連するＭＳＡを遵守する従来の能動型光モジュール１０２であるかのよう
に思われる。ＰＬＭ情報はまた、図１および２に関連して上述したようにストレージデバ
イス３５８に記憶することが可能である。ＰＬＭ情報は、ケーブル識別子および属性情報
を含み得る。プログラム可能プロセッサ３５６は制御インターフェースとストレージデバ
イス３５８との間をインターフェースするため、ＡＯＭ情報およびＰＬＭ情報は、任意の
適切な様式でデバイス３５８に記憶することが可能であり、必ずしも、関連するＭＳＡを
遵守する様式で記憶しなければならないことはないが、それは、プログラム可能プロセッ
サ３５６は、ホストデバイス１０４に情報を供給するときに、その情報を、ＭＳＡを遵守
する形式に再形式化することが可能であるからである。ＰＬＭ情報は、物理的通信媒体３
１０の製造中など、ＡＯＭ情報と同時に、ストレージデバイス３５８に記憶することが可
能である。
【００６７】
　能動端ストレージデバイス１２８に関連して説明したそれと類似して、ホストデバイス
１０４は、能動型光素子３０２中の能動端ストレージデバイスにアクセスするように構成
された制御インターフェースを介して、コマンドを送出することが可能である。プログラ
ム可能プロセッサ３５６は、要求されたデータ（ホストデバイス１０４からのコマンド中
に要求されているデータ）を、ストレージデバイス３５８から回収することが可能である
。要求されたデータ（例えば、ＡＯＭ情報）に加えて、プログラム可能プロセッサ３５６
は、コマンドに応答してＰＬＭ情報を含み得る。この例の１つの実装では、プログラム可
能プロセッサ３５６は、ＰＬＭ情報を、ホストデバイス１０４に対して透明である様式で
、応答に挿入する。 
【００６８】
　ホストデバイス１０４は、能動型光モジュール３０２中の能動端ストレージデバイスと
通信するように構成されているため、ホストデバイス１０４は、能動側のストレージデバ
イス１２８に関連して上述したように形式化された応答を受信するように構成される。例
えば、ホストデバイス１０４は、関連するＭＳＡに準拠して必要とされるフィールドおよ
びユーザ定義されたフィールドに形式化された能動端ストレージデバイス１２８からの情
報にアクセスするように構成することが可能である。他の編成構造も用いることが可能で
ある。この例の１つの実装では、プログラム可能プロセッサ３５６は、ＰＬＭ情報をユー
ザ定義されたフィールドに挿入することが可能である。１つの実装では、プログラム可能
プロセッサ３５６は、ユーザ定義されたフィールドのうちの１つ以上が、エミュレートさ
れた能動端ストレージデバイスに記憶されていることを示す情報（例えば、適切なヘッダ
ー情報）を提供することが可能である。これは、１つ以上のユーザ定義されたフィールド
を要求するようにホストデバイス１０４に促すことが可能であり、プログラム可能プロセ
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ッサ３５６は、ユーザ定義されたフィールドに対応する情報（ＰＬＭ情報を含み得る）を
、このような要求に応答して、ホストデバイス１０４に提供することが可能である。代替
的には、プログラム可能プロセッサ３５６は、ＰＬＭ情報を、類似の様式で、エミュレー
トされた能動端ストレージデバイスの未割当のメモリ位置に記憶された情報として提供す
ることが可能である。別の実装では、プログラム可能プロセッサ３５６は、ＰＬＭ情報を
、エミュレートされた能動端ストレージデバイス中の要求されたフィールドに対応するＡ
ＯＭ情報と連結させる、符号化する、または別様に含むことが可能である。例えば、ＰＬ
Ｍ情報は、ＡＯＭ識別子用に定義されたフィールド中のＡＯＭ識別子をＰＬＭ情報に提供
することが可能である。ＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）またはその一部分は、Ａ
ＯＭ識別子と連結させて、ＡＯＭ識別子によって使用されないフィールドの部分で、ホス
トデバイスに提供することが可能である。
【００６９】
　一部の実装では、プログラム可能プロセッサ３５６は、ホストデバイス１０４からの異
なるコマンドに応答して異なるＰＬＭ情報を提供するように構成することが可能である。
例えば、ホストデバイス１０４に提供された特定のＰＬＭ情報は、ホストデバイス１０４
がアクセスしようとしているエミュレートされた能動端ストレージデバイスのメモリ位置
に基づいて判定することが可能である。この方式は、本明細書では、「アドレスベースの
方式」とも呼ばれる。他の実装では、ＰＬＭ情報は、ホストデバイス１０４からのコマン
ドのタイミングまたは順序付けに基づいて提供することが可能である。例えば、プログラ
ム可能プロセッサ３５６は、状態ベースのプロセスフローを実装することが可能であり、
そこでは、第１のＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子の第１の部分）が、第１のコマン
ドに応答して提供され、第２のＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子の第２の、すなわち
残りの部分）を、第２のコマンドに応答して提供することが可能である。この方式は、本
明細書では、「状態ベースの方式」とも呼ばれる。一部の実装では、ＰＬＭ情報は、アド
レスベースの方式と状態ベースの方式の双方を用いて提供することが可能である。例えば
、第１のメモリアドレス（例えば、ＡＯＭ識別子に対応するもの）にアクセスしようとす
る第１のコマンドに応答して、第１のＰＬＭ情報を提供することが可能であり、第２のメ
モリアドレスにアクセスしようとする第２のコマンドに応答して、ＰＬＭ情報を提供する
ことは不可能であり、第１のメモリアドレスにアクセスしようとする第２のメッセージに
応答して、第２のＰＬＭを提供することが可能である。すなわち、第１のメモリアドレス
にアクセスする第１および第２のコマンドに応答して、プロセッサ３５６は、第１および
第２のＰＬＭ情報を提供することが可能である。この状態ベースの方式は、統合点１５２
がホストデバイス１０４へのメッセージ（例えば、Ｌａｙｅｒ２要求）を介してプロセス
フローを制御している状態で、統合点１５２とプログラム可能プロセッサ３５６との間の
論理的通信チャネルとして用いることが可能である。統合点１５２とプログラム可能プロ
セッサ３５６とは、対応する状態ベースのプロセスフローを実装することが可能である。
例えば、統合点１５２は、ホストデバイス１０４に第１のＬａｙｅｒ２要求を送出して、
ホストデバイス１０４に、（例えば、エミュレートされた能動端ストレージデバイス１２
８上の第１のメモリアドレスにアクセスしようとして）対応するメッセージをプログラム
可能プロセッサ３５６に送出させることが可能である。プログラム可能プロセッサ３５６
は、第１のＰＬＭ情報をホストデバイス１０４に提供することによって応答することが可
能である。ホストデバイス１０４は、次に、Ｌａｙｅｒ２要求に応答して、第１のＰＬＭ
情報を統合点１５２に送出することが可能である。統合点１５２は、別のＬａｙｅｒ２要
求（第１のＬａｙｅｒ２要求と同じであり得る）を再度ホストデバイス１０４に送出して
、ホストデバイス１０４に、対応するメッセージをプログラム可能プロセッサ３５６に送
出させることが可能である。この第２のメッセージがプログラム可能プロセッサ３５６の
状態がタイムアウトする前に受信された場合、プログラム可能プロセッサ３５６は、第２
のＰＬＭ情報をホストデバイス１０４に提供することによって対応することが可能である
。対応する状態がタイムアウトする前には何もメッセージが受信されない場合、プログラ
ム可能プロセッサ３５６および統合点１５２は、初期状態に復帰することが可能である。
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このようにして、プログラム可能プロセッサ３５６および統合点１５２は、所望次第でＰ
ＬＭ情報を通信し得る。
【００７０】
　いずれの場合でも、ＰＬＭ情報は、プログラム可能プロセッサ３５６によってホストデ
バイス１０４に提供することが可能である。利点として、上記の実装は、ホストデバイス
１０４に対して透明に動作するように構成され得る（すなわち、ホストデバイス１０４は
、このようなＰＬＭ情報の通信に対応するように更新されるもしくは別様に修正される、
または、修正された能動型光モジュール３０２を使用する必要はない）。
【００７１】
　一旦ＰＬＭ情報がプログラム可能プロセッサ３５６から得られると、このＰＬＭ情報は
統合点１５２に提供することが可能である。ＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）は、
その対応するポート番号と共に、ＰＣＭ１１０に関連して説明した様式の任意のもので、
統合点１５２に提供することが可能である。一部の実装では、統合点１５２はまた、上述
したように、ホストデバイス１０４からＡＯＭ情報および／または他のホスト情報を獲得
することが可能である。
【００７２】
　統合点１５２は、ＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）を用いて、ホストデバイス１
０４の対応するポート１０６を物理的媒体３１０と関連付けることが可能である。統合点
１５２はまた、パッチパネル１０８の対応するポート１３８を、物理的媒体３１０と（例
えば、受動端ストレージデバイス１３２からのケーブル識別子を通じて）関連付けること
が可能である。このようにして、統合点１５２は、パッチパネル１０８の特定的なポート
１３８からホストデバイス１０４の特定のポート１０６への物理層接続を判定することが
可能である。
【００７３】
　そのうえ、統合点１５２は、上述したのと同じ様式で、ホストデバイス１０４のポート
の状態のいかなる変化も発見するように構成することが可能である。
実施例４
【００７４】
　実施例４では、用いられる物理的通信媒体４１０は、実施例１および２で用いられた物
理的通信媒体１１０と、実施例３で用いられた物理的通信媒体３１０とは異なる。実施例
４で用いられる物理的通信媒体４１０を、図４に示す。実際には、物理的通信媒体１１０
、物理的通信媒体３１０、および物理的通信媒体３１０は、同じネットワーク内で、かつ
多分同じホストデバイス１０４のところで用いられ得ると理解すべきである。
【００７５】
　図４は、物理的通信媒体４１０と、物理的通信媒体４１０に接続するように構成された
プラギング可能光学トランシーバ４０２との別の例を示す。物理的通信媒体４１０とプラ
ギング可能光学トランシーバ４０２との組み合わせを、図１に関連して説明したＰＣＭ１
１０の代わりに用いることが可能である。
【００７６】
　図４に示す例では、物理的通信媒体４１０は、１つ以上の光ファイバー１１２を間に持
つ２つの受動端１１６を有する受動型光ファイバーケーブルである。ＰＣＭ１１０に関連
して説明した例としての光ファイバーのどれでも用いることが可能である。各々の受動端
１１６は、ファイバー対１１２のそれぞれの端に接続され、取り付けられた受動型光ファ
イバーを含む。各々の受動型光コネクタ１１８は、ストレージデバイス１３２を含む。受
動型光コネクタ１１８およびストレージデバイス１３２は、ＰＣＭ１１０に関連して上述
したように構成することが可能である。したがって、各々の受動型光コネクタ１１８は、
対応するストレージデバイス１３２がそれを介してアクセスされることが可能なストレー
ジデバイスインターフェースを含み得る。このストレージデバイスインターフェースは、
受動型光コネクタ１１８中に適切な電気接点を組み込むことによって実装することが可能
である。
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【００７７】
　この例では、受動型光コネクタ１１８のうちの第１のものは、ＰＣＭ１１０の受動型光
コネクタ１１８に関連して上述したように、パッチパネル１０８のポート１３８または他
の受動型デバイスに挿入される。この第１の受動型光コネクタ１１８と関連付けられたス
トレージデバイス１３２からのＰＬＭ情報は、ＰＣＭ１１０の受動型光コネクタ１１８に
関連して上述した様式で、統合点１５２により獲得することが可能である。したがって、
統合点１５２は、第１の受動型光コネクタ１１８および／または物理的通信媒体４１０を
、パッチパネル１０８の対応するポート１３８と関連付けることが可能である。能動型光
コネクタ１１８の第２のものは、プラギング可能光学トランシーバ４０２のアダプタ４６
０に挿入される。
【００７８】
　プラギング可能光学トランシーバ４０２は、送信信号および受信信号が、電気的形態で
、プラギング可能光学トランシーバ４０２に入力されるおよびそれから出力される際に用
いられる電気コネクタ１２０を含む。電気コネクタ１２０は、ＰＣＭ１１０の電気コネク
タ１２０に関連して説明したように構成される。プラギング可能光学トランシーバ４０２
はまた、受動型光コネクタ１１８とかみ合うように構成されたアダプタ４６０を含む。ア
ダプタ４６０および受動型光コネクタ１１８は、受動型光コネクタ１１８がアダプタ４６
０に挿入されたときに、光信号が、プラギング可能光トランシーバ４０２と物理的通信媒
体４１０との間で結合することが可能であるように構成される。アダプタ４６０は、二重
ＬＣ、ＳＣ、またはＭＰＯアダプタなどの任意の適切な形態を有することが可能である。
【００７９】
　プラギング可能光トランシーバ４０２はまた、信号が、アダプタ４６０に挿入された光
ケーブル（例えば、物理的通信媒体４１０）を介して送信および受信されるために必要な
電気から光（Ｅ／Ｏ）および光から電気（Ｏ／Ｅ）への変換を実施する能動型光構成要素
を含む。プラギング可能光トランシーバ４０２は、能動型光モジュール３０２の光学トラ
ンシーバ３２２、ＴＯＳＡ３５２、ＲＯＳＡ３５４、およびコントローラ３５０に類似し
た様式で動作するＴＯＳＡ４５２、ＲＯＳＡ４５４、およびコントローラ４５０を備える
光学トランシーバ４２２を含む。プラギング可能光トランシーバ４０２はまた、ストレー
ジデバイス４５８に結合されたプログラム可能プロセッサ４５６を含む。プログラム可能
プロセッサ４５６は、マイクロプロセッサなどのいずれかの適切なプログラム可能プロセ
ッサを含み得るが、ストレージデバイス４５８は、個別のＩＣ上にあり得る、または、プ
ログラム可能プロセッサ４５６と同じＩＣ上に組み込まれ得る。この例の実装では、スト
レージデバイス４５８はＥＥＰＲＯＭであるが、しかしながら、他の実装では、他の不揮
発性メモリを用いることが可能である。
【００８０】
　プログラム可能プロセッサ４５６は、プログラム可能プロセッサ３５６に関連して説明
したのと同じ様式で、電気コネクタ１２０によって実装される制御インターフェース上で
ホストデバイス１０４と通信するように構成することが可能である。そのうえ、プログラ
ム可能プロセッサ４５６は、プログラム可能プロセッサ３５６に関連して説明したように
ケーブルの能動端中のストレージデバイスをエミュレートするように構成することが可能
であるか、または、プログラム可能プロセッサ３５６に関連して説明したのと類似した様
式で、従来のプラギング可能光学トランシーバ中のストレージデバイスをエミュレートす
るように構成することが可能である。プログラム可能プロセッサ４５６はまた、電気コネ
クタ１２０上の制御インターフェースに結合することが可能であり、かつ、制御インター
フェース上で、Ｉ２Ｃ（Ｉ自乗Ｃ）バスプロトコル制御装置を用いて通信するように構成
することが可能である。
【００８１】
　プログラム可能プロセッサ３５６と同様に、プログラム可能プロセッサ４５６は、スト
レージデバイスをエミュレートすることによって、ＡＯＭ情報およびＰＬＭ情報をホスト
デバイス１０４に送出するように構成することが可能である。図４に示す例では、しかし
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ながら、ＰＬＭ情報は、プラギング可能光学トランシーバ４０２のアダプタ４６０に挿入
される第２の受動型光コネクタ１１８と関連付けられたストレージデバイス１３２から獲
得される。プログラム可能プロセッサ４５６は、アダプタ４６０と関連付けられたストレ
ージデバイスインターフェース４６２を介してストレージデバイス１３２にアクセスする
ように構成される。ストレージデバイスインターフェース４６２は、所与の物理的通信媒
体４１０の受動型光コネクタ１１８中で用いられるストレージデバイスインターフェース
とかみ合い、かつ相互動作するように構成される。プラギング可能光学トランシーバ４０
２のプログラム可能プロセッサ４５６上で実行されるソフトウェアは、ストレージデバイ
スインターフェース４６２を用いてアダプタ４６０に接続されるいずれかの適切な受動型
光コネクタ１１８と関連付けられたストレージデバイス１３２からデータを読み出し、か
つそれにデータを書き込むことが可能である。このソフトウェアおよびプログラム可能プ
ロセッサ４５６は、本明細書に引用される米国仮特許出願および米国非仮特許出願中のス
トレージデバイス１３２に対して読み出しおよび書き込みを実施することが可能である。
【００８２】
　したがって、プログラム可能プロセッサ４５６は、第２の受動型光コネクタ１１８がア
ダプタ４６０に挿入されているときには、第２の受動型光コネクタ１１８と関連付けられ
たストレージデバイス１３２からＰＬＭ情報を獲得することが可能である。プログラム可
能プロセッサ４５６は、次に、プログラム可能プロセッサ３５６に関連して説明されたの
と同じ様式で、ストレージデバイス１３２から得られたＰＬＭ情報をホストデバイス１０
４に提供することが可能である。ストレージデバイス１３２から得られたＰＬＭ情報は、
ストレージデバイス４５８に記憶して、ホストデバイス１０４に提供するためにストレー
ジデバイス４５８からアクセスされることが可能である。ストレージデバイス４５８に記
憶される代わりにまたはそれに加えて、ＰＬＭ情報は、ホストデバイス１０４からのメッ
セージに応答して、ストレージデバイス４５８から、リアルタイムで獲得することが可能
である。ＡＯＭ情報はストレージデバイス４５８に記憶することが可能であり、プログラ
ム可能プロセッサ４５６は、ホストデバイス１０４からのコマンドに対応するこのような
ＡＯＭ情報を獲得して、それに応答するように構成することが可能である。図３に関連し
て説明した様式と同様に、ストレージデバイス１３２からのＰＬＭ情報は、ストレージデ
バイス４５８からのＡＯＭ情報と共に（例えば、同じフィールド、異なるフィールド、ま
たは非割り当てのメモリ位置に）提供することが可能である。
【００８３】
　一旦ＰＬＭ情報がホストデバイス１０４に提供されると、このＰＬＭ情報は、図３に関
連して説明されたのと同じ様式で、統合点１５２に提供することが可能である。対応する
ポート番号と共にホストデバイス１０４から得られた第２の受動型光コネクタ１１８と関
連付けられたストレージデバイス１３２のＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）は、Ｐ
ＣＭ１１０に関連して説明した様式のうちの任意のもので統合点１５２に提供することが
可能である。一部の実装では、統合点１５２はまた、上述したように、ホストデバイス１
０４からＡＯＭ情報および／または他のホスト情報を獲得することが可能である。
【００８４】
　統合点１５２は、ＰＬＭ情報（例えば、ケーブル識別子）を用いて、ホストデバイス１
０４の対応するポート１０６を物理的媒体４１０と関連付けることが可能である。統合点
１５２はまた、パッチパネル１０８の対応するポート１３８を、物理的媒体４１０と（例
えば、第１の受動型光コネクタ１１８と関連付けられた受動端ストレージデバイス１３２
からのケーブル識別子を通じて）関連付けることが可能である。このようにして、統合点
１５２は、パッチパネル１０８の特定のポート１３からホストデバイス１０４の特定のポ
ート１０６への物理層接続を判定することが可能である。
【００８５】
　利点として、ストレージデバイスインターフェース４６２をプラギング可能光コネクタ
４０２に組み込んで、対応するストレージデバイス１３２からのＰＬＭ情報が、統合点１
５２に提供されることを可能とすることが、ホストデバイス１０４または物理的通信媒体
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４１０に対する変更を必要とすることなく、パッチパネル１０８の所与のポート１３８か
らホストデバイス１０４の所与のポート１０６への物理層接続が識別されることを可能と
する。レガシーのプラギング可能光学トランシーバをプラギング可能光学トランシーバ４
０２で単純に置き換えることで、物理層管理機能を提供することが可能となる。
【００８６】
　別の実装では、別のプラギング可能光学トランシーバ４０２を、物理的通信媒体４１０
の「第１の」端のところで用い、それによって、物理的通信媒体４１０が、互いの端上に
ある２つのプラギング可能光学トランシーバ４０２に結合するようにされる。この実装で
は、プラギング可能光学トランシーバ４０２と物理的通信媒体４１０との組み合わせを、
２つのホストデバイス１０４間に接続して、２つのホストデバイス１０４間でのこの接続
のために物理層管理機能を提供するために使用されることが可能である。
【００８７】
　例えば、物理的通信媒体４１０の第１の受動型光コネクタ１１８は、第１のプラギング
可能光学トランシーバ４０２に接続することが可能である。物理的通信媒体４１０の第２
の受動型光コネクタ１１８は、第２のプラギング可能光学トランシーバ４０２に接続する
ことが可能である。第１のプラギング可能光学トランシーバ４０２は、（その電気コネク
タ１２０を介して）第１のホストデバイス１０４のポートに接続することが可能である。
第２のプラギング可能光学トランシーバ４０２は、（その電気コネクタ１２０を介して）
第２のホストデバイス１０４のポートに接続することが可能である。第１のホストデバイ
ス１０４および第２のホストデバイス１０４は、プラギング可能光学トランシーバ４０２
と物理的通信媒体４１０との組み合わせ上で、信号を送出することおよび受信することが
可能である。加えて、上述した様式で、統合点１５２は、物理的通信媒体４１０の第１の
受動型光コネクタ１１８と関連付けられた第１のストレージデバイス１３２からのＰＬＭ
情報と、第１の光学トランシーバモジュール４０２が挿入される第１のホストデバイス１
０４のポートについての情報と、を獲得することが可能である。統合点１５２はまた、物
理的通信媒体４１０の第２の受動型光コネクタ１１８と関連付けられた第２のストレージ
デバイス１３２からのＰＬＭ情報と、第２の光学トランシーバモジュール４０２が挿入さ
れる第２のホストデバイス１０４のポートについての情報と、を獲得することが可能であ
る。統合点１５２は、この情報を統合して、第１のホストデバイス１０２の（第１の光学
トランシーバモジュール４０２が挿入される）ポートと、第２のホストデバイス１０２の
（第２の光学トランシーバモジュール４０２が）挿入されるポートに関連付けて、これら
ポート間の物理層接続を判定することが可能である。
【００８８】
　特定の実施形態を本明細書に図示して説明したが、同じ目的を達成するように計算され
たいかなる装置も図示する特定の実施形態によって代替され得ることが当業者によって理
解されるであろう。したがって、本発明は特許請求の範囲およびその均等物によってのみ
制限されることを明白に意図するものである。
【００８９】
　さらなる詳細、実施形態、および実装は、全てを本明細書に参照して組み込まれる、次
の米国特許出願に発見することが可能である。
【００９０】
　２００９年２月１３日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　
ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ」という題名の米国仮特許出願第６１／１５２
，６２４号（本明細書では、「‘６２４出願」とも呼ばれる）；２０１０年２月１２日に
出願された、「ＡＧＧＲＥＧＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＬＡＹＥＲ　ＩＮＦ
ＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＲＥＬＡＴＥＤ　ＴＯ　Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫ」という題名の米国特許
出願第１２／７０５，４９７号（本明細書では、「‘４９７出願とも呼ばれる」；２０１
０年２月１２日に出願された、「ＩＮＴＥＲ－ＮＥＴＷＯＲＫＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ　
ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＰＨＹＤＩＣＡＬ　ＬＡＹＥＲ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ」
という題名の米国特許出願第１２／７０５，５０１号（本明細書では、‘５０１出願とも
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呼ばれる）；２０１０年２月１２日に出願された、「ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＡＮＡＧＥＭＥ
ＮＴ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＬＡＹＥＲ　Ｉ
ＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ」という題名の米国特許出願第１２／７０５，５０６号（本明細書
では、‘５０６出願とも呼ばれる）；２０１０年２月１２日に出願された、「ＭＡＮＡＧ
ＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＤＥＶＩＣＥＳ、ＳＹＳＴＥＭＳ、ＡＮＤ　ＭＥＴＨ
ＯＤＳ」という題名の米国特許出願第１２／７０５，５１４号（本明細書では、‘５１４
出願とも呼ばれる）；２００９年１０月１６日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮ
ＮＥＴＩＶＩＴＹ　ＩＮ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯ
ＤＳ　ＴＨＥＲＥＯＦ」という題名の米国仮特許出願第６１／２５２，３９５号（本明細
書では、「‘３９５出願」とも呼ばれる）；２００９年１０月２０日に出願された、「Ｅ
ＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＰＬＵＧ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　
ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の米国仮特許出願第６１／２５３，２０８号（本明細書では
、「‘２０８出願」とも呼ばれる）；２００９年１０月１９日に出願された、「ＥＬＥＣ
ＴＲＩＣＡＬ　ＰＬＵＧ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＳＹＳ
ＴＥＭＳ」という題名の米国仮特許出願第６１／２５２，９６４号（本明細書では、「‘
９６４出願」とも呼ばれる）；２００９年１０月１６日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ
　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＩＮ　ＦＩＢＥＲ　ＯＰＴＩＣ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ
　ＭＥＴＨＯＤＳ」という題名の米国仮特許出願第６１／２５２，３８６号（本明細書で
は、「‘３８６出願」とも呼ばれる）；２０１０年２月１２日に出願された、「ＦＩＢＥ
Ｒ　ＰＬＵＧＳ　ＡＮＤ　ＡＤＡＰＴＥＲＳ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴ
ＩＶＩＴＹ」という題名の米国仮特許出願第６１／３０３，９６１号（「‘９６１出願」
）および２０１０年２月１２日に出願された、「ＢＬＡＤＥＤ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩ
ＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ」という題名の米国仮特許出願第６１／３０３，９４８号（「‘９
４８出願」）；２００９年１０月１９日に出願された、「ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＰＬＵ
Ｇ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ」という題名の、代理人整理番
号０２３１６．３０４５ＵＳＰ１の、米国仮特許出願第６１／２５２，９６４号；２００
９年１０月２０日に出願された、「ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＰＬＵＧ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡ
ＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０４
５ＵＳＰ２の、米国仮特許出願第６１／２５３，２０８号；２０１０年１０月１９日に出
願され、「ＭＡＭＡＧＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＳＹＳ
ＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０４５ＵＳＵ１の、米国特許出
願第１２／９０７，７２４号；２０１０年２月１２日に出願された、「ＰＡＮＥＬ　ＩＮ
ＣＬＵＤＩＮＧ　ＢＬＡＤＥ　ＦＥＡＴＵＲＥ　ＦＯＲ　ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣ
ＴＩＶＩＴＹ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０６９ＵＳＰ１の、米国仮
特許出願第６１／３０３，９４８号；２０１０年１１月１５日に出願された、「ＣＯＭＭ
ＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＢＬＡＤＥＤ　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代
理人整理番号０２３１６．３０６９ＵＳＰ２の、米国仮特許出願第６１／４１３，８４４
号；２０１１年２月４日に出願された、「ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＢＬＡＤＥＤ
　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０６９Ｕ
ＳＰ３の、米国仮特許出願第６１／４３９，６９３号；２０１１年２月１１日に出願され
た、「ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＢＬＡＤＥＤ　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」と
いう題名の、代理人整理番号０２３１６．３０６９ＵＳＵ１の、米国特許出願第１３／０
２５，７３０号；２０１１年２月１１日に出願された、「ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ
　ＢＬＡＤＥＤ　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１
６．３０６９ＵＳＵ２の、米国特許出願第１３／０２５，７３７号；２０１１年２月１１
日に出願された、「ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＢＬＡＤＥＤ　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳ
ＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０６９ＵＳＵ３の、米国特許出
願第１３／０２５，７４３号；２０１１年２月１１日に出願された、「ＣＯＭＭＵＮＩＣ
ＡＴＩＯＮＳ　ＢＬＡＤＥＤ　ＰＡＮＥＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理
番号０２３１６．３０６９ＵＳＵ４の、米国特許出願第１３／０２５，７５０号；２０１
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０年２月１２日に出願された、「Ｆｉｂｅｒ　Ｐｌｕｇ　Ａｎｄ　Ａｄａｐｔｅｒ　Ｆｏ
ｒ　Ｍａｎａｇｅｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ」という題名の、代理人整理番号０２３
１６．３０７１ＵＳＰ１の、米国仮特許出願第６１／３０３，９６１号；２０１０年１１
月１５日に出願された、「Ｆｉｂｅｒ　Ｐｌｕｇｓ　Ａｎｄ　Ａｄａｐｔｅｒｓ　Ｆｏｒ
　Ｍａｎａｇｅｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ」という題名の、代理人整理番号０２３１
６．３０７１ＵＳＰ２の、米国仮特許出願第６１／４１３，８２８号；２０１１年１月２
８日に出願された、「Ｆｉｂｅｒ　Ｐｌｕｇｓ　Ａｎｄ　Ａｄａｐｔｅｒｓ　Ｆｏｒ　Ｍ
ａｎａｇｅｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．
３０７１ＵＳＰ３の、米国仮特許出願第６１／４３７，５０４号；２０１１年２月１１日
に出願された、「Ｍａｎａｇｅｄ　Ｆｉｂｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０７１ＵＳＵ１の、米国特許出願第
１３／０２５，７８４号；２０１１年２月１１日に出願された、「Ｍａｎａｇｅｄ　Ｆｉ
ｂｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」という題名の、代理人整理番号０
２３１６．３０７１ＵＳＵ２の、米国特許出願第１３／０２５，７８８号；２０１１年２
月１１日に出願された、「Ｍａｎａｇｅｄ　Ｆｉｂｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０７１ＵＳＵ３の、米国特
許出願第１３／０２５，７９７号；２０１１年２月１１日に出願された、「Ｍａｎａｇｅ
ｄ　Ｆｉｂｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」という題名の、代理人整
理番号０２３１６．３０７１ＵＳＵ４の、米国特許出願第１３／０２５，８４１号；２０
１０年１１月１５日に出願された、「ＣＡＢＬＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＩＮ　ＲＡＣ
Ｋ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０９０ＵＳＰ１の、
米国仮特許出願第６１／４１３，８５６号；２０１１年３月２３日に出願された、「ＣＡ
ＢＬＥ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＩＮ　ＲＡＣＫ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理
人整理番号０２３１６．３０９０ＵＳＰ２の、米国仮特許出願第６１／４６６，６９６号
；２００９年１０月１６日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ
　ＩＮ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３
１６．３０２１ＵＳＰ１の、米国仮特許出願第６１／２５２，３９５号；２０１０年１０
月１５日に出願された、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＩＮ　ＥＬＥＣ
ＴＲＩＣＡＬ　ＳＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０２１Ｕ
ＳＵ１の、米国特許出願第１２／９０５，６８９号；２００９年１０月１６日に出願され
た、「ＭＡＮＡＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＩＮ　ＦＩＢＥＲ　ＯＰＴＩＣ　Ｓ
ＹＳＴＥＭＳ」という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０２０ＵＳＰ１の、米国仮
特許出願第６１／２５２，３８６号；２０１０年１０月１５日に出願された、「ＭＡＮＡ
ＧＥＤ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＩＮ　ＦＩＢＥＲ　ＯＰＴＩＣ　ＳＹＳＴＥＭＳ」
という題名の、代理人整理番号０２３１６．３０２０ＵＳＵ１の、米国特許出願第１２／
９０５，６５８号；２０１１年３月２５日に出願された、「ＤＯＵＢＬＥ－ＢＵＦＦＥＲ
　ＩＮＳＥＲＴＩＯＮ　ＣＯＵＮＴ　ＳＴＯＲＥＤ　ＩＮ　Ａ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＴＴＡ
ＣＨＥＤ　ＴＯ　Ａ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＬＡＹＥＲ　ＭＥＤＩＵＭ」という題名の、代
理人整理番号１００．１１７６ＵＳＰＲの、米国仮特許出願第６１／４６７，７１５号；
２０１１年３月２５日に出願された、「ＤＹＮＡＭＩＣＡＬＬＹ　ＤＥＴＥＣＴＩＮＧ　
Ａ　ＤＥＦＥＣＴＩＶＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲ　ＡＴ　Ａ　ＰＯＲＴ」という題名の、代
理人整理番号１００．１１７７ＵＳＰＲの、米国仮特許出願第６１／４６７，７２５号；
２０１１年３月２５日に出願された、「ＩＤＥＮＴＩＦＩＥＲ　ＥＮＣＯＤＩＮＧ　ＳＣ
ＨＥＭＥ　ＦＯＲ　ＵＳＥ　ＷＩＴＨ　ＭＵＬＴＩ－ＰＡＴＨ　ＣＯＮＮＥＣＴＯＲＳ」
という題名の、代理人整理番号１００．１１７８ＵＳＰＲの、米国仮特許出願第６１／４
６７，７２９号；２０１１年３月２５日に出願された、「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥ
ＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＵＴＩＬＩＺＩＮＧ　ＶＡＲＩＡＢＬＥ　ＬＥＮＧＴＨ　ＤＡＴＡ
　ＦＩＥＬＤ　ＳＴＯＲＡＧＥ　ＳＣＨＥＭＥＳ　ＯＮ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＣＯＭＭＵ
ＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＭＥＤＩＡ　ＳＥＧＭＥＮＴＳ」という題名の、代理人整理番号１０
０．１１７９ＵＳＰＲの、米国仮特許出願第６１／４６７，７３６号；ならびに２０１１
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年３月２５日に出願された、「ＥＶＥＮＴ－ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＩＮ　Ａ　ＳＹＳＴ
ＥＭ　ＦＯＲ　ＡＵＴＯＭＡＴＩＣＡＬＬＹ　ＯＢＴＡＩＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＭＡＮＡＧ
ＩＮＧ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＬＡＹＥＲ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＵＳＩＮＧ　Ａ　Ｒ
ＥＬＩＡＢＬＥ　ＰＡＣＫＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＰＲＯＴＯ
ＣＯＬ」という題名の、代理人整理番号１００．１１８１ＵＳＵＰＲの、米国仮特許出願
第６１／４６７，７４３号。
例としての実施形態
【００９１】
　実施例１は、ケーブルアセンブリであって、第１の端から第２の端に延在する少なくと
も第１の光ファイバーと、非コネクタベースの接続を用いて第１の光ファイバーの第１の
端に取り付けられた能動型光モジュール（ＡＯＭ）であって、電気コネクタを含み、電気
コネクタへの／からの電気信号と、第１の光ファイバーの第１の端への／からの光信号と
の間を変換するように構成されており、電気コネクタに電気的に接続された第１のストレ
ージデバイスを含む、能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、第１の光ファイバーの第２の端
を終端する受動型光コネクタであって、受動型光コネクタが、第１の光ファイバー上で搬
送される光信号を受信するように構成され、受動型光コネクタが第２のストレージデバイ
スと、第２のストレージデバイスに電気的に接続されたストレージデバイスインターフェ
ースとを含み、第２のストレージデバイスおよびストレージデバイスインターフェースが
、第１の光ファイバー上で搬送される光信号から隔離される、受動型光コネクタと、を備
え、第１のストレージデバイスが、能動型光モジュールを識別する、その内部に記憶され
たＡＯＭ識別子を含み、第２のストレージデバイスが、第１の光ファイバーの第１の端が
ＡＯＭ識別子と関連付けられていることを示す、その内部に記憶された第１の情報を含み
、それによって、統合点が、能動型光モジュールが挿入される第１のポートを受動型光コ
ネクタが挿入される第２のポートに、第１のポートが、ＡＯＭ識別子と関連付けられた、
その内部に挿入された能動型光モジュールを有すると判定することによって、かつ、第２
のポートが、ＡＯＭ識別子と関連付けられた能動型光モジュールコネクタから反対のケー
ブルアセンブリの端にある、その内部に挿入された受動型光コネクタを有すると判定する
ことによって、関連付けることが可能である、ケーブルアセンブリ、を含む。
【００９２】
　実施例２は、ＡＯＭ識別子が、能動型光モジュールが接続される先のホストデバイスに
対してＡＯＭを認証するために用いられる、実施例１のケーブルアセンブリを含む。
【００９３】
　実施例３は、非コネクタベースの接続が、ケーブルアセンブリが製造されるときになさ
れる永久接続と、能動型光モジュールが第１の光ファイバーにスプライスされる半永久接
続のうちの１つを含む、実施例１または２のケーブルアセンブリを含む。
【００９４】
　実施例４は、電気コネクタおよび能動型光モジュールが、業界合意（ＭＳＡ）に準拠す
るコネクタおよびモジュールを含み、受動型光コネクタが、二重ＬＣ、ＳＣ、またはＭＰ
Ｏのファイバーコネクタを含む、実施例１～３のいずれかのケーブルアセンブリを含む。
【００９５】
　実施例５は、第１のストレージデバイスが、電気コネクタの制御インターフェースを介
する通信用のＩ自乗Ｃ（Ｉ２Ｃ）バスプロトコルに対応する実施例１～４のいずれかのケ
ーブルアセンブリを含む。
【００９６】
　実施例６は、第１の情報がＡＯＭ識別子を含む、実施例１～５のいずれかのケーブルア
センブリを含む。
【００９７】
　実施例７は、システムであって、能動型光モジュール（ＡＯＭ）の電気コネクタの接続
のための複数のポートを有するホストデバイスと、受動型光コネクタの接続のための複数
のポートを有する受動型光相互接続部と、ホストデバイスと受動型光相互接続部との間に
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接続されるケーブルアセンブリであって、第１の端から第２の端に延在する少なくとも第
１の光ファイバーと、非コネクタベースの接続を用いて第１の光ファイバーの第１の端に
取り付けられたＡＯＭであって、能動型光モジュールが、電気コネクタに電気的に接続さ
れた第１のストレージデバイスを含み、ＡＯＭがホストデバイスの第１のポートに接続さ
れる、ＡＯＭと、第１の光ファイバーの第２の端に取り付けられた受動型光コネクタであ
って、受動型光コネクタが、第２のストレージデバイスと、第２のストレージデバイスに
電気的に接続されたストレージデバイスインターフェースとを含み、第２のストレージデ
バイスおよびストレージデバイスインターフェースが、第１の光ファイバー上で搬送され
る光信号から隔離され、受動型光コネクタが、受動型光相互接続部の第２のポートに接続
される、受動型光コネクタと、を含む、ケーブルアセンブリと、ホストデバイスに通信可
能に結合された統合点と、を備え、第１のストレージデバイスが、能動型光モジュールを
識別する、その内部に記憶されたＡＯＭ識別子を含み、第２のストレージデバイスが、第
１の光ファイバーの第１の端がＡＯＭ識別子と関連付けられていることを示す、その内部
に記憶された第１の情報を含み、ホストデバイスが、ＡＯＭ識別子を第１のストレージデ
バイスから獲得して、ＡＯＭ識別子を統合点に提供するように構成され、受動型光相互接
続部と関連付けられたプロセッサが、第１の情報を第２のストレージデバイスから獲得し
て、第１の情報を統合点に提供するように構成され、統合点が、ＡＯＭ識別子および第１
の情報を、第１のポートおよび第２のポートに対応する物理層情報と統合することにより
、第１のポートを第２のポートと関連付けるように構成される、システムを含む。
【００９８】
　実施例８は、ホストデバイスが、ＡＯＭをホストデバイスに対して認証するためにＡＯ
Ｍ識別子を獲得するように構成される、実施例７のシステムを含む。
【００９９】
　実施例９は、ホストデバイスが、スイッチ、ルータ、ゲートウェイ、アクセスポイント
、サーバコンピュータ、エンドユーザコンピュータ、家電コンピュータ、またはストレー
ジエリアネットワーク（ＳＡＮ）のノードのうちの１つを備える、実施例７または８のシ
ステムを含む。
【０１００】
　実施例１０は、第１の情報がＡＯＭ識別子を含む、実施例７～９のいずれかのシステム
を含む。
【０１０１】
　実施例１１は、ホストデバイスが、ホストデバイスのところのＭＩＢブロック中にＡＯ
Ｍ識別子を記憶するように構成され、統合点が、Ｌａｙｅｒ２要求をホストデバイスに対
して発行することによって、ＭＩＢ中のＡＯＭ識別子を獲得するように構成される、実施
例７～１０のいずれかのシステムを含む。
【０１０２】
　実施例１２は、ケーブルアセンブリであって、第１の端から第２の端に延在する少なく
とも第１の光ファイバーと、非コネクタベースの接続を用いて第１の光ファイバーの第１
の端に取り付けられた能動型光モジュール（ＡＯＭ）であって、電気コネクタを含み、電
気コネクタへの／からの電気信号と、第１の光ファイバーの第１の端への／からの光信号
との間を変換するように構成されており、かつ電気コネクタに電気的に接続される第１の
ストレージデバイスを含む、能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、第１の光ファイバーの第
２の端を終端する受動型光コネクタであって、受動型光コネクタが、第１の光ファイバー
上で搬送される光信号を受信するように構成され、受動型光コネクタが第２のストレージ
デバイスと、第２のストレージデバイスに電気的に接続されたストレージデバイスインタ
ーフェースとを含み、第２のストレージデバイスおよびストレージデバイスインターフェ
ースが、第１の光ファイバー上で搬送される光信号から隔離される、受動型光コネクタと
、を備え、第１のストレージデバイスが、ケーブルアセンブリを識別する、その内部に記
憶されたケーブル識別子と、ＡＯＭを識別する、その内部に記憶されたＡＯＭ識別子とを
含み、ＡＯＭ識別子は、ＡＯＭをホストデバイスに対して認証するためのものであり、ケ
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ーブル識別子は、物理層管理のためのものであり、ケーブル識別子は、ＡＯＭ情報のため
には用いられない第１のストレージデバイスのメモリ位置に記憶され、第２のストレージ
デバイスが、その内部に記憶されたケーブル識別子を含み、それによって、統合点が、能
動型光モジュールが挿入される第１のポートを受動型光コネクタが挿入される第２のポー
トに、第１のポートが、ケーブル識別子と関連付けられた、その内部に挿入された能動型
光モジュールを有すると判定することによって、かつ、第２のポートが、ケーブル識別子
と関連付けられた、その内部に挿入された受動型光コネクタを有すると判定することによ
って、関連付けることが可能である、ケーブルアセンブリを含む。
【０１０３】
　実施例１３は、第１のストレージデバイス中の情報が複数のフィールドに編成され、Ａ
ＯＭ識別子が、業界合意（ＭＳＡ）によって必要とされる第１のフィールドに記憶されて
、ＡＯＭ識別子に割り当てられ、ケーブル識別子が、ＭＳＡによって必要とされない第２
のフィールド中に記憶される、実施例１２のケーブルアセンブリを含む。
【０１０４】
　実施例１４は、第１のストレージデバイス中の情報が複数のフィールドに編成され、Ａ
ＯＭ識別子およびケーブル識別子が、ＭＳＡによって必要とされる第１のフィールドに記
憶されて、ＡＯＭ識別子に割り当てられる、実施例１２または１３のケーブルアセンブリ
を含む。
【０１０５】
　実施例１５は、ケーブル識別子が、ホストデバイスによる認証のためのＡＯＭ識別子の
使用に影響しない様式でＡＯＭ識別子と組み合わされる、実施例１４のケーブルアセンブ
リを含む。
【０１０６】
　実施例１６は、第１のストレージデバイス中の情報が複数のフィールドに編成され、Ａ
ＯＭ識別子が、ＭＳＡによって必要とされる第１のフィールドに記憶されて、ＡＯＭ識別
子に割り当てられ、ケーブル識別子が、複数のフィールドのうちの１つの部分ではない未
割当スペースに記憶される、実施例１２～１５のいずれかのケーブルアセンブリを含む。
【０１０７】
　実施例１７は、ケーブルアセンブリであって、第１の端から第２の端に延在する少なく
とも第１の光ファイバーと、非コネクタベースの接続を用いて第１の光ファイバーの第１
の端に取り付けられた能動型光モジュール（ＡＯＭ）であって、電気コネクタであって、
能動型光モジュールが、電気コネクタへの／からの電気信号と、第１の光ファイバーの第
１の端への／からの光信号との間を変換するように構成された、電気コネクタと、電気コ
ネクタの１つ以上の接点に結合されるプログラム可能プロセッサと、プログラム可能プロ
セッサに結合された第１のストレージデバイスであって、ケーブルアセンブリを識別する
、その内部に記憶されたケーブル識別子と、ＡＯＭを識別する、その内部に記憶されたＡ
ＯＭ識別子とを含み、ＡＯＭ識別子が、ＡＯＭを、電気コネクタに接続されたホストデバ
イスに対して認証するためのものであり、ケーブル識別子が、物理層管理のためのもので
ある、第１のストレージデバイスと、を備え、プログラム可能プロセッサが、第１のスト
レージデバイスにアクセスするように構成され、ＡＯＭ識別子を要求したホストデバイス
からの読み出しメッセージに応答して、プログラム可能プロセッサは、ケーブル識別子の
少なくとも一部分をＡＯＭ識別子によって使用されない返送メッセージの一部分に挿入す
るように構成された能動型光モジュール（ＡＯＭ）と、第１の光ファイバーの第２の端を
終端する受動型光コネクタであって、第１の光ファイバー上で搬送される光信号を受信す
るように構成され、第２のストレージデバイスと、第２のストレージデバイスに電気的に
接続されたストレージデバイスインターフェースとを含み、第２のストレージデバイスお
よびストレージデバイスインターフェースが、第１の光ファイバー上で搬送される光信号
から隔離され、第２のストレージデバイスが、その内部に記憶されたケーブル識別子を含
む、受動型光コネクタと、を備え、それによって、統合点が、能動型光モジュールが挿入
される第１のポートを受動型光コネクタが挿入される第２のポートに対して、第１のポー
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トが、ケーブル識別子と関連付けられた、その内部に挿入された能動型光モジュールを有
すると判定することによって、かつ、第２のポートが、ケーブル識別子と関連付けられた
、その内部に挿入された受動型光コネクタを有すると判定することによって、関連付ける
ことが可能である、ケーブルアセンブリを含む。
【０１０８】
　実施例１８は、ケーブル識別子の少なくとも一部分が、ＡＯＭ識別子に割り当てられた
返送メッセージ中のフィールドに挿入され、ケーブルの少なくとも一部分が、ＡＯＭ識別
子によって用いられないフィールドの部分に挿入される、実施例１７のケーブルアセンブ
リを含む。
【０１０９】
　実施例１９は、ケーブル識別子の少なくとも一部分が、ＡＯＭ識別子と連結される、実
施例１８に記載のケーブルアセンブリを含む。
【０１１０】
　実施例２０は、プラギング可能光学トランシーバであって、電気信号を通信するための
第１の端のところの電気コネクタと、１つ以上の光ファイバーへの／からの光信号を通信
するための第２の端のところの１つ以上の光アダプタと、第２の端のところのストレージ
デバイスインターフェースであって、１つ以上の光ファイバー上の対応するストレージデ
バイスインターフェースに接触するように構成される、ストレージデバイスインターフェ
ースと、１つ以上の光ファイバー上で送信するために、電気コネクタからの電気信号を光
信号に変換する送信機光アセンブリ（ＴＯＳＡ）と、電気コネクタから送出するために、
１つ以上の光ファイバーからの光信号を電気信号に変換する受信機光アセンブリ（ＲＯＳ
Ａ）と、ＴＯＳＡおよびＲＯＳＡを制御するコントローラと、ストレージデバイスインタ
ーフェースと、電気コネクタの１つ以上の接点とに結合されたプログラム可能プロセッサ
であって、ストレージデバイスインターフェースを介して１つ以上の光ファイバーでスト
レージデバイスにアクセスして、それから得られた物理層管理（ＰＬＭ）情報を電気コネ
クタに接続されたホストデバイスに提供するように構成された、プログラム可能プロセッ
サと、を備える、プラギング可能光学トランシーバを含む。
【０１１１】
　実施例２１は、プログラム可能プロセッサに結合された第２のストレージデバイスを備
え、ＡＯＭ情報がプラギング可能光学トランシーバをホストデバイスに対して認証するた
めに、第２のストレージデバイス中に記憶され、プログラム可能プロセッサが、ＡＯＭ情
報をホストデバイスに提供するように構成される、実施例２０のプラギング可能光学トラ
ンシーバを含む。
【０１１２】
　実施例２２は、プログラム可能プロセッサが、ホストデバイスからの読み出しメッセー
ジに応答して、ＡＯＭ情報をホストデバイスに提供するように構成される、実施例２１の
プラギング可能光学トランシーバを含む。
【０１１３】
　実施例２３は、プログラム可能プロセッサが、ＡＯＭ情報と共に、ＰＬＭ情報の少なく
とも一部分をホストデバイスに提供するように構成される、実施例２２のプラギング可能
光学トランシーバを含む。
【０１１４】
　実施例２４は、プログラム可能プロセッサが、ＰＬＭ情報の少なくとも一部分を、ＡＯ
Ｍ情報によって用いられない返送メッセージの一部分に挿入するように構成される、実施
例２３のプラギング可能光学トランシーバを含む。
【０１１５】
　実施例２５は、ＰＬＭ情報がケーブル識別子を含む、実施例２４のプラギング可能光学
トランシーバを含む。
【０１１６】
　実施例２６は、ＡＯＭ情報がＡＯＭ識別子を含み、ＰＬＭ情報の少なくとも一部分が、



(34) JP 2015-531103 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

ＡＯＭ識別子に割り当てられた返送メッセージ中のフィールドに挿入され、ＰＬＭ情報の
少なくとも一部分が、ＡＯＭ識別子によって用いられないフィールドの部分に挿入される
、実施例２４または２５のプラギング可能光学トランシーバを含む。
【０１１７】
　　実施例２７は、ＰＬＭ情報の少なくとも一部分がＡＯＭ識別子と連結される、実施例
２６のプラギング可能光学トランシーバを含む。
【０１１８】
　実施例２８は、システムであって、ホストデバイスと、ホストデバイスに接続されたプ
ラギング可能光学トランシーバであって、電気信号を通信するための第１の端のところの
電気コネクタであって、ホストデバイスの第１のポートに接続された、電気コネクタと、
光信号を通信するための、第２の端のところの１つ以上の光アダプタと、第２の端のとこ
ろの第１のストレージデバイスインターフェースと、第１のストレージデバイスインター
フェースと、電気コネクタの１つ以上の接点とに結合されたプログラム可能プロセッサと
、を含むプラギング可能光学トランシーバと、第１の端上に第１の受動型光コネクタを有
する光ファイバーケーブルであって、第１の受動型光コネクタが、第１のストレージデバ
イスと、これと関連付けられた第２のストレージデバイスインターフェースとを有し、第
１の受動型光コネクタが、プラギング可能光学トランシーバの１つ以上の光アダプタに接
続され、第２のストレージデバイスインターフェースが、第１のストレージデバイスイン
ターフェースに接触する、光ファイバーケーブルと、ホストデバイスに通信可能に結合さ
れた統合点と、を備え、プログラム可能プロセッサが、第１のストレージデバイスインタ
ーフェースを介して光ファイバーケーブルで第１のストレージデバイスにアクセスして、
それから得られた物理層管理（ＰＬＭ）情報をホストデバイスに提供するように構成され
、ホストデバイスが、プラギング可能光学トランシーバに読み出しメッセージを送出して
、それからＡＯＭ情報を獲得するように構成され、プラギング可能光学トランシーバのプ
ログラム可能プロセッサが、ホストデバイスからの読み出しメッセージに応答して、返送
メッセージ中にＡＯＭ情報と共に、第１のストレージデバイスから得られたＰＬＭ情報を
含むように構成され、ホストデバイスが、ＰＬＭ情報を統合点に提供するように構成され
る、システムを含む。
【０１１９】
　実施例２９は、ホストデバイスが、ＡＯＭ情報およびＰＬＭ情報を、ホストデバイスの
ところのＭＩＢブロック中に記憶するように構成され、統合点が、Ｌａｙｅｒ２要求をホ
ストデバイスに対して発行することによって、ＭＩＢ中のＰＬＭ情報を獲得するように構
成される、実施例２８のシステムを含む。
【０１２０】
　実施例３０は、ＰＬＭ情報が、ＡＯＭ情報で用いられない読み出しメッセージの一部分
に挿入される、実施例２８または２９のシステムを含む。
【０１２１】
　実施例３１は、プログラム可能プロセッサが、１つ以上の接点上でホストデバイスに送
出されるメッセージ用のＩ２Ｃ（Ｉ自乗Ｃ）インターフェースに適合するように構成され
る、実施例２８～３０のいずれかのシステムを含む。
【０１２２】
　実施例３２は、ＡＯＭ情報がＡＯＭ識別子を含み、ＰＬＭ情報がケーブル識別子を含む
、実施例２８～３１のいずれかのシステムを含む。
【０１２３】
　実施例３３は、受動型光コネクタの接続のための複数のポートを有する受動型光相互接
続部を備え、光ファイバーケーブルが、第２の端上に第２の受動型光コネクタを含み、第
２の受動型光コネクタが、受動型光相互接続部の第２のポートに接続され、第２の受動光
コネクタが、それと関連付けられた第２のストレージデバイスを有し、受動型光相互接続
部と関連付けられたプロセッサが、第２のストレージデバイスから第２のＰＬＭ情報を獲
得して第２のＰＬＭ情報を統合点に提供するように構成され、統合点が、第１のストレー
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ジデバイスからのＰＬＭ情報および第２のストレージデバイスからの第２のＰＬＭ情報を
、第１のポートおよび第２のポートに対応する物理層情報と統合することによって、第１
のポートを第２のポートに関連付けるように構成される、実施例２８～３２のいずれかの
システムを含む。

【図１】 【図２】
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