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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの局側装置が、複数の加入者側装置に接続されて構成される光通信ネットワークで
あって、
　前記局側装置が、
　外部のネットワークから受け取った下りデータ信号を蓄積する送信バッファ部と、
　該送信バッファ部を監視することによって、蓄積された前記下りデータ信号を参照し、
該参照の結果に応じた送信計画を作成する送信計画作成手段、及び、前記送信計画を含む
下り制御信号を生成する制御信号生成手段を有する局側制御部と、
　前記下りデータ信号及び前記下り制御信号に宛先の加入者側装置を示す識別子を付与し
、前記下りデータ信号及び前記下り制御信号を含む下り信号を下り光信号に変換し、前記
送信計画に従って、前記下り光信号を加入者側装置に向けて送出する送信部と
を備え、
　前記加入者側装置が、受信部と、加入者側制御部と、タイマと、給電部と、前記受信部
及び前記給電部間に設けられたスイッチとを備え、
　前記受信部は、前記局側装置から受け取る前記下り光信号を下り電気信号に変換し、前
記識別子を参照して自分宛の下り電気信号を抽出し、前記下り電気信号に含まれる下り制
御信号を前記加入者側制御部へ送り、
　前記加入者側制御部は、前記下り制御信号に含まれる前記送信計画を読み取る送信計画
読取手段、及び、自分宛の下り光信号の受信開始時刻と受信停止時刻の情報を含むタイマ
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制御信号を生成するタイマ制御信号生成手段を有し、
　前記タイマは、前記タイマ制御信号に基づいて、前記スイッチのオン及びオフを切替え
るスイッチ制御信号を生成し、
　前記スイッチは、前記スイッチ制御信号に基づいて、前記受信部と前記給電部を結ぶ経
路を開閉する
ことを特徴とする光通信ネットワーク。
【請求項２】
　前記送信計画は、前記加入者側装置ごとに、当該加入者側装置宛の下り光信号の受信開
始時刻と継続時間を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の光通信ネットワーク。
【請求項３】
　前記送信計画は、前記加入者側装置ごとに、当該加入者側装置宛の下り光信号の受信開
始時刻と受信停止時刻を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の光通信ネットワーク。
【請求項４】
　１つの局側装置が、複数の加入者側装置に接続されて構成される光通信ネットワークに
おける電源制御方法であって、
　前記局側装置で行われる、
　外部のネットワークから受け取った下りデータ信号を蓄積する過程と、
　蓄積された前記下りデータ信号を参照し、該参照の結果に応じた送信計画を作成する過
程と、
　前記送信計画を含む下り制御信号を生成する過程と、
　前記下りデータ信号及び前記下り制御信号に宛先の前記加入者側装置を示す識別子を付
与する過程と、
　前記下りデータ信号及び前記下り制御信号を含む下り信号を下り光信号に変換する過程
と、
　前記送信計画に従って、前記下り光信号を前記加入者側装置に向けて送出する過程と、
　前記加入者側装置で行われる、
　前記局側装置から受け取る前記下り光信号を下り電気信号に変換する過程と、
　前記識別子を参照して自分宛の下り電気信号を抽出する過程と、
　前記下り制御信号に含まれる送信計画を読み取る過程と、
　自分宛の下り光信号の受信開始時刻と受信停止時刻の情報を含むタイマ制御信号を生成
する過程と、
　前記タイマ制御信号に基づいて、前記加入者側装置が備える受信部と給電部を結ぶ経路
を開閉する過程と
を含むことを特徴とする光通信ネットワークにおける電源制御方法。
【請求項５】
　前記送信計画には、前記加入者側装置ごとに、当該加入者側装置宛の下り光信号の受信
開始時刻と継続時間が含まれる
ことを特徴とする請求項４に記載の光通信ネットワークにおける電源制御方法。
【請求項６】
　前記送信計画には、前記加入者側装置ごとに、当該加入者側装置宛の下り光信号の受信
開始時刻と受信停止時刻が含まれる
ことを特徴とする請求項４に記載の光通信ネットワークにおける電源制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光通信ネットワーク、特に受動型光加入者ネットワークと、この光通信ネ
ットワークにおける電源制御方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　通信事業者の所有する建物（局）と加入者宅を結ぶ通信網は、アクセス系ネットワーク
と呼ばれる。昨今の通信容量の増大を受け、アクセス系ネットワークでは、光通信を利用
することにより、膨大な情報量の伝送を可能とする、光アクセス系ネットワークが主流に
なりつつある。
【０００３】
　光アクセス系ネットワークの一形態として、受動型光加入者ネットワーク（ＰＯＮ：Ｐ
ａｓｓｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）がある。ＰＯＮは、局内に設けられる
１つの局側装置と、複数の加入者宅内にそれぞれ設けられる加入者側装置と、光スプリッ
タとを備えて構成される。局側装置及び各加入者側装置と、光スプリッタとは、光ファイ
バで接続される（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　局側装置と光スプリッタの間の接続は、一芯の光ファイバを用いて行われる。この一芯
の光ファイバは、複数の加入者側装置により共有される。また、光スプリッタは、安価な
受動素子である。このように、ＰＯＮは、経済性に優れ、また、保守も容易であるので、
ＰＯＮの導入は、急速に進んでいる。
【０００５】
　ＰＯＮでは、様々な多重技術が用いられる。ＰＯＮで用いられる代表的な多重技術には
、時間軸上の短い区間を各加入者に割り当てる時分割多重（ＴＤＭ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）技術、異なる波長を各加入者に割り当てる波長分割多重
（ＷＤＭ：Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）技術、異な
る符号を各加入者に割り当てる符号分割多重（ＣＤＭ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘ）技術などがある。これらの多重技術の中でＴＤＭ技術を利用する、Ｔ
ＤＭ－ＰＯＮが、現在最も広く用いられている。図３を参照して、ＴＤＭ－ＰＯＮについ
て説明する。図３は、ＴＤＭ－ＰＯＮの従来例を説明するための概略図である。
【０００６】
　光通信ネットワークであるＰＯＮ１１は、局側装置（ＯＬＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｌｉｎ
ｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）３１と、加入者側装置（ＯＮＵ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｕｎｉｔ）６１－１～３を備えている。ＯＬＴ３１と各加入者側装置６１－１～３は
、光スプリッタ５０を介して、光ファイバで接続されている。
【０００７】
　各ＯＮＵ６１からＯＬＴ３１へ向かう通信を上り通信と称する。また、ＯＬＴ３１から
各ＯＮＵ６１へ向かう通信を下り通信と称する。ここでは、主に下り通信について説明し
、上り通信についての詳細な説明、及び、上り通信に必要な機能ブロックの図示を省略す
る。
【０００８】
　ＯＬＴ３１は、インタフェース変換部（Ｉ／Ｆ）３２、送信バッファ部３４、送信部３
６及び局側制御部４１を備えて構成される。
【０００９】
　インタフェース変換部３２は、外部のネットワークとしての上位ネットワーク２０との
間の通信プロトコル処理を行う。インタフェース変換部３２は、上位ネットワーク２０か
ら送られてきた下りデータ信号を、ＰＯＮプロトコルで規定されるフォーマットの下りデ
ータ信号に変換し、後段の送信バッファ部３４に送る。下りデータ信号は、上位ネットワ
ーク２０から、ユーザ機器９０－１～３へ伝送される信号、すなわち、下り通信で伝送さ
れる信号であって、ユーザの要求した情報を含んでいる。
【００１０】
　送信バッファ部３４は、インタフェース変換部３２より送られた下りデータ信号を所定
の期間蓄積する。蓄積された下りデータ信号は、所定の期間経過後、送信部３６に送られ
る。
【００１１】
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　局側制御部４１は、下り制御信号を生成して送信部３６へ送る。制御信号は、ＯＬＴ３
１と、各ＯＮＵ６１とがやり取りする信号である。ＯＬＴ３１は、下り制御信号を各ＯＮ
Ｕ６１に送信することにより、各ＯＮＵ６１に対して指令を送ることができる。また、Ｏ
ＬＴ３１は、上り制御信号を各ＯＮＵ６１から受信することにより、各ＯＮＵ６１の状況
を知ることができる。安定した通信を行うためには、この制御信号がＯＬＴ３１と各ＯＮ
Ｕ６１の間で定期的に送受信されなければならない。
【００１２】
　送信部３６は、下りデータ信号及び下り制御信号に、宛先のＯＮＵ６１を示す識別子を
付与する。この識別子は、各ＯＮＵ６１に個別に割り当てられている。各ＯＮＵ６１は、
識別子を用いて、受信した下り信号（下りデータ信号又は下り制御信号）が自分宛か否か
を識別する。
【００１３】
　送信部３６は、下り信号に識別子を付与した後、下り信号を下り光信号に変換する。送
信部３６は、下り光信号を各ＯＮＵ６１に向けて送信する。
【００１４】
　ＯＮＵ６１は、受信部６２、インタフェース変換部（Ｉ／Ｆ）６４、給電部６６及び加
入者側制御部８１を備えて構成される。
【００１５】
　受信部６２は、光電変換機能、信号抽出機能及び信号選り分け機能を有する。光電変換
機能とは、ＯＬＴ３１から受信した下り光信号を下り電気信号に変換する機能をいう。信
号抽出機能とは、下り電気信号に含まれる識別子を読み取って、自分宛の信号を抽出し、
他宛の信号を廃棄する機能をいう。また、信号選り分け機能とは、自分宛の信号を、下り
制御信号と下りデータ信号とに選り分け、下り制御信号を加入者側制御部８１へ送り、下
りデータ信号をインタフェース変換部６４へ送る機能をいう。
【００１６】
　インタフェース変換部６４は、下りデータ信号を、ユーザ機器９０との通信プロトコル
で規定されるフォーマットのデータ信号に変換する。変換された下りデータ信号は、ユー
ザ機器９０に送られる。
【００１７】
　給電部６６は、受信部６２に電源を供給する。
【００１８】
　加入者側制御部８１は、下り制御信号に記載されている指令を実行する。例えば、下り
制御信号には上り信号の送信タイミングが記載されている。加入者側制御部８１は、送信
タイミングに従って、上り信号を送信し、複数のＯＮＵからの上り信号の衝突を防ぐ。
【００１９】
　次に、下り信号の伝送について説明する。図３中の下り信号に付している数字は、宛先
のＯＮＵを示す識別子を表している。「１」は、宛先のＯＮＵが第１のＯＮＵ６１－１で
あることを表し、「２」は、宛先のＯＮＵが第２のＯＮＵ６１－２であることを表し、「
３」は、宛先のＯＮＵが第３のＯＮＵ６１－３であることを表している。
【００２０】
　ＯＬＴ３１で時分割多重された下り光信号（図３中、矢印Ｓ１３１で示す。）は、光ス
プリッタ５０で分岐される。光スプリッタ５０で分岐された下り光信号（図３中、矢印Ｓ
１５０－１～３で示す。）は、光スプリッタ５０を通過する前後で、同じ内容を含んでい
る。ただし、下り光信号の強度は、光スプリッタ５０での分岐数に応じて減衰する。分岐
された下り信号は、各ＯＮＵ６１で受信される。各ＯＮＵ６１では、下り光信号に記載さ
れている識別子と、自分に割り当てられた識別子を照合する。照合の結果、合致した信号
を後段のユーザ機器９０に送り、合致しなかった信号を廃棄する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２１】
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【非特許文献１】「技術基礎講座　ＧＥ－ＰＯＮ技術」ＮＴＴ技術ジャーナル　２００５
．８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかしながら、上述の従来例のＰＯＮでは、各ＯＮＵは、ＯＬＴから送られてくる下り
光信号を自分宛であるか否かによらず、全て受信する必要がある。各ＯＮＵは、その下り
光信号に記載されている識別子を読み取って、自分宛の信号であるか否かを識別し、他宛
の信号の廃棄などを行う。従って、自分宛の下り光信号が全く存在しない時間帯において
も、受信動作を常に行わなければならず、その結果、無駄な電力が消費されることになる
。
【００２３】
　下り光信号は、光スプリッタでの分岐及び光ファイバでの伝送により大きく減衰してＯ
ＮＵに到達する。このため、ＯＮＵの受信部は、強度の低い下り信号を増幅する、電力消
費の大きい回路で構成されている。従って、ＯＮＵ全体の消費電力に対する、受信部の消
費電力の割合は大きい。
【００２４】
　この発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、この発明の目的は、受信すべ
き自分宛の下り光信号が到達している間は、ＯＮＵの受信部の電源をＯＮにし、受信する
必要のない他宛の下り光信号が到達している間は、ＯＮＵの受信部の電源をＯＦＦにする
ことで省電力化を図る、光通信ネットワークと、光通信ネットワークにおける電源制御方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上述した目的を達成するために、この発明の、１つの局側装置が複数の加入者側装置に
接続されて構成される光通信ネットワークは、以下の構成を備えている。
【００２６】
　局側装置は、送信バッファ部、局側制御部及び送信部を備える。
【００２７】
　送信バッファ部は、外部のネットワークから受け取った下りデータ信号を蓄積する。局
側制御部は、送信計画作成手段及び制御信号生成手段を有する。送信計画作成手段は、送
信バッファ部を監視することによって、蓄積された下りデータ信号を参照し、この参照の
結果に応じた送信計画を作成する。制御信号生成手段は、送信計画を含む下り制御信号を
生成する。送信部は、下りデータ信号及び下り制御信号に宛先の加入者側装置を示す識別
子を付与し、下りデータ信号及び下り制御信号を含む下り信号を下り光信号に変換し、送
信計画に従って、下り光信号を加入者側装置に向けて送出する。
【００２８】
　加入者側装置は、受信部、加入者側制御部、タイマ、給電部及びスイッチを備える。
【００２９】
　受信部は、局側装置から受け取る下り光信号を下り電気信号に変換し、識別子を参照し
て自分宛の下り電気信号を抽出し、下り電気信号に含まれる下り制御信号を加入者側制御
部へ送る。加入者側制御部は、送信計画読取手段及びタイマ制御信号生成手段を有する。
送信計画読取手段は、下り制御信号に含まれる送信計画を読み取る。タイマ制御信号生成
手段は、送信計画に基づいて、自分宛の下り光信号の受信開始時刻と受信停止時刻の情報
を含むタイマ制御信号を生成する。タイマは、タイマ制御信号に基づいて、スイッチのオ
ン及びオフを切替えるスイッチ制御信号を生成する。スイッチは、給電部と受信部の間に
設けられていて、スイッチ制御信号に基づいて、受信部と給電部を結ぶ経路を開閉する。
【００３０】
　また、この発明の、１つの局側装置が、複数の加入者側装置に接続されて構成される光
通信ネットワークにおける電源制御方法は、以下の過程を備えている。
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【００３１】
　先ず、局側装置は、外部のネットワークから受け取った下りデータ信号を蓄積する。次
に、局側装置は、送信バッファ部に蓄積された下りデータ信号を参照し、該参照の結果に
応じた送信計画を作成する。次に、局側装置は、送信計画を含む下り制御信号を生成する
。次に、局側装置は、下りデータ信号及び下り制御信号に宛先の加入者側装置を示す識別
子を付与する。次に、局側装置は、下りデータ信号及び下り制御信号を含む下り信号を下
り光信号に変換する。次に、局側装置は、送信計画に従って、下り光信号を加入者側装置
に向けて送出する。
【００３２】
　その後、加入者側装置は、局側装置から受け取る下り光信号を下り電気信号に変換する
。次に、加入者側装置は、識別子を参照して自分宛の下り電気信号を抽出する。次に、加
入者側装置は、下り制御信号に含まれる送信計画を読み取る。次に、加入者側装置は、自
分宛の下り光信号の受信開始時刻と受信停止時刻の情報を含むタイマ制御信号を生成する
。次に、加入者側装置は、タイマ制御信号に基づいて、加入者側装置が備える、受信部と
給電部を結ぶ経路を開閉する。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明の光通信ネットワークと、光通信ネットワークにおける電源制御方法によれば
、局側装置が送信計画を作成して、送信計画を含む制御信号を加入者側装置に送り、加入
者側装置では、その送信計画に基づいて、受信部の給電のオンオフを切替える。これによ
り、加入者側装置は、自分宛の下り信号を受信しているときのみ、受信部に対する給電を
行い、自分宛の下り信号を受信していないときは、受信部に対する給電を停止する。
【００３４】
　この結果、常時受信部に給電を行う従来のネットワークに比べて、加入者側装置の消費
電力を削減することができる。また、自分宛の下り信号が到達する間は、受信部に給電が
なされているので、自分宛の下り信号の消失は起こらない。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】光通信ネットワークの概略図である。
【図２】電源制御方法を説明するためのタイミングチャートである。
【図３】ＴＤＭ－ＰＯＮの従来例の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、図を参照して、この発明の実施の形態について説明するが、各図は、この発明が
理解できる程度に概略的に示したものに過ぎない。また、この発明は以下の実施の形態に
限定されるものではなく、この発明の構成の範囲を逸脱せずにこの発明の効果を達成でき
る多くの変更又は変形を行うことができる。
【００３７】
　（光通信ネットワーク）
　図１を参照して、この発明の光通信ネットワークについて説明する。図１は、光通信ネ
ットワークの構成例を示す概略図である。
【００３８】
　この構成例の光通信ネットワーク１０は、１つの局側装置（ＯＬＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｌｉｎｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）３０と、複数の加入者側装置（ＯＮＵ：Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｎｉｔ）６０を備えて構成される、いわゆるＰＯＮである。ここでは
、ＰＯＮ１０を構成するＯＮＵ６０の個数を３として説明するが、ＰＯＮ１０を構成する
ＯＮＵの個数は、３に限定されるものではない。
【００３９】
　ＯＬＴ３０と各ＯＮＵ６０－１～３は、光スプリッタ５０を介して、光ファイバで接続
されている。各ＯＮＵ６０－１～３からＯＬＴ３０へ向かう通信を上り通信と称する。ま
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た、ＯＬＴ３０から各ＯＮＵ６０－１～３へ向かう通信を下り通信と称する。ここでは、
主に下り通信について説明し、上り通信についての詳細な説明、及び、上り通信に必要な
機能ブロックの図示を省略する。
【００４０】
　ＯＬＴ３０は、インタフェース変換部（Ｉ／Ｆ）３２、送信バッファ部３４、送信部３
６及び局側制御部４０を備えて構成される。
【００４１】
　インタフェース変換部３２は、外部のネットワークである上位ネットワーク２０との間
の通信プロトコル処理を行う。インタフェース変換部３２は、上位ネットワーク２０から
送られてきた下りデータ信号を、ＰＯＮプロトコルで規定されるフォーマットの下りデー
タ信号に変換する。インタフェース変換部３２は、変換された下りデータ信号を、後段の
送信バッファ部３４に送る。下りデータ信号は、上位ネットワーク２０から、ユーザ機器
９０－１～３へ伝送される信号であって、ユーザの要求した情報が載せられた信号である
。
【００４２】
　送信バッファ部３４は、上位ネットワーク２０から、インタフェース変換部３２を経て
受け取った下りデータ信号を所定の期間Ｔ蓄積する。送信バッファ部３４に蓄積された下
りデータ信号は、所定の期間Ｔが経過した後、送信部３６に送られる。
【００４３】
　局側制御部４０は、送信計画作成手段４２及び制御信号生成手段４４を有する。制御信
号生成手段４４は、下り制御信号を生成して送信部３６へ送る。
【００４４】
　ここで、制御信号は、ＯＬＴ３０と、ＯＮＵ６０－１～３とがやり取りする信号である
。ＯＬＴ３０は、制御信号として下り制御信号を各ＯＮＵ６０に送信することにより、各
ＯＮＵ６０に対して指令を送ることができる。また、ＯＬＴ３０は、制御信号として上り
制御信号を各ＯＮＵ６０から受信することにより、各ＯＮＵ６０の状況を知ることができ
る。ＰＯＮにおいて、安定した通信を行うためには、この制御信号がＯＬＴ３０と各ＯＮ
Ｕ６０の間で定期的に送受信されなければならない。
【００４５】
　送信計画作成手段４２は、送信バッファ部３４を監視して、送信計画を作成する。送信
計画は、送信バッファ部３４に蓄積された下りデータ信号に応じて、各ＯＮＵ６０に対す
る下り制御信号及び下りデータ信号の送信タイミング、例えば、下り制御信号及び下りデ
ータ信号の到達時刻（受信開始時刻）と継続時間とを規定するものである。所定の期間Ｔ
ごとに下り制御信号及び下りデータ信号を１回ずつ送信する場合は、送信計画には、次の
下りデータ信号の到達時刻とその継続時間、及び、次の下り制御信号の到達時刻とその継
続時間の情報を含めるのが良い。制御信号生成手段４４は、送信計画を含む下り制御信号
を生成する。
【００４６】
　なお、送信計画は、この構成に限定されない。例えば、下りデータ信号の継続時間の情
報に代えて、下りデータ信号の受信停止時刻の情報を用い、下り制御信号の継続時間の情
報に代えて、下り制御信号の受信停止時刻の情報を用いても良い。また、１つの期間Ｔの
間に、１つのＯＮＵに対して複数回に分けて下りデータ信号の送信を行っても良い。この
場合、送信計画には、複数回分の下りデータ信号の情報が含まれる。
【００４７】
　送信部３６は、下りデータ信号及び下り制御信号に、宛先のＯＮＵ６０を示す識別子を
付与する。この識別子は、各ＯＮＵ６０に個別に割り当てられている。各ＯＮＵ６０は、
識別子を用いて、受信した下り信号（下りデータ信号又は下り制御信号）が自分宛か否か
を識別する。
【００４８】
　送信部３６は、下り信号に識別子を付与した後、下りデータ信号及び下り制御信号を含
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む下り電気信号を下り光信号に変換する。送信部３６は、送信計画作成手段４２が作成し
た送信計画に従って、下り光信号をＯＮＵに向けて送出する。
【００４９】
　各ＯＮＵ６０は、受信部６２、加入者側制御部８０、インタフェース変換部６４、タイ
マ６８、給電部６６及びスイッチ７０を備えて構成される。
【００５０】
　受信部６２は、光電変換機能、信号抽出機能及び信号選り分け機能を有する。光電変換
機能とは、ＯＬＴ３０から受信した下り光信号を下り電気信号に変換する機能をいう。
【００５１】
　信号抽出機能とは、変換された下り電気信号に含まれる識別子を読み取って、自分宛の
信号を抽出し、他宛の信号を廃棄する機能をいう。この信号の抽出及び廃棄は、下り電気
信号に含まれる識別子と、自分に割り当てられた識別子とを比較することにより行われる
。両者が一致した場合は、下り電気信号を自分宛の信号と判定して抽出する。一方、両者
が不一致の場合は、その下り電気信号を他宛の信号と判定して、廃棄する。
【００５２】
　また、信号選り分け機能とは、自分宛の信号を、下り制御信号と下りデータ信号とに選
り分け、下り制御信号を加入者側制御部８０へ送り、下りデータ信号をインタフェース変
換部６４へ送る機能をいう。下り制御信号と下りデータ信号の判定は、例えば、ＯＬＴに
て下り信号を生成する際に、例えば、送信信号のプリアンブル部分に両者を区別する識別
子を与えておき、ＯＮＵ６０でその識別子の判定を行えば良い。
【００５３】
　インタフェース変換部６４は、下りデータ信号を、ユーザ機器９０との通信プロトコル
で規定されるフォーマットに変換する。変換された下りデータ信号は、ユーザ機器９０に
送られる。
【００５４】
　加入者側制御部８０は、送信計画読取手段８２及びタイマ制御信号生成手段８４を有す
る。送信計画読取手段８２は、下り制御信号に含まれる送信計画を読み取る。タイマ制御
信号生成手段８４は、送信計画を参照して、自分宛の下り光信号の受信開始時刻と受信停
止時刻の情報を含むタイマ制御信号を生成する。生成されたタイマ制御信号は、タイマ６
８に送られる。
【００５５】
　タイマ６８は、タイマ制御信号に基づいて、スイッチ７０のオン及びオフを切替えるス
イッチ制御信号を生成する。生成されたスイッチ制御信号は、スイッチ７０に送られる。
【００５６】
　スイッチ７０は、給電部６６と受信部６２の間に設けられている。スイッチ７０は、ス
イッチ制御信号の指令に応じて、受信部６２と給電部６６を結ぶ経路の開閉、すなわち、
受信部６２への給電のオンオフを切換える。なお、給電部６６は、受信部６２専用の電源
であっても良いし、他の部分の電源を兼ねていても良い。
【００５７】
　なお、受信部６２に給電を開始してから、受信部６２が完全に動作するまでに時間がか
かったり、タイマ６８の精度などにより時間誤差が生じたりする可能性がある。そこで、
タイマ制御信号生成手段８４が、送信計画に記載されている時刻にマージンを持たせて、
タイマ制御信号を生成する構成にしても良い。
【００５８】
　上述したこの実施形態のＰＯＮは、ＯＬＴにおいて、送信計画を作成し、ＯＮＵにおい
て、送信計画に基づいて、受信部の給電のオンオフの切換えを行う点が、従来のＰＯＮと
異なっている。送信計画を作成する機能や送信計画を読み取る機能は、局側制御部や加入
者側制御部でプログラムを実行することで実現できる。従って、従来の制御信号の作成又
は指令の読取を行う機能に、送信計画の作成又は読取を行う機能を追加したプログラムを
用いることで実現できる。また、タイマ、スイッチなどについては、任意好適な従来周知
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のものを用いることができる。
【００５９】
　（電源制御方法）
　図１及び図２を参照して、光通信ネットワークにおける電源制御方法について説明する
。図２（Ａ）～（Ｄ）は、電源制御方法を説明するためのタイミングチャートである。図
２（Ａ）～（Ｄ）は、横軸に時間を取って示している。
【００６０】
　図２（Ａ）は、外部ネットワーク２０から、インタフェース変換部３２を経て送信バッ
ファ部３４に到達する下りデータ信号（図１中、矢印Ｓ１３２で示す。）を示している。
図２（Ａ）に記されている数字は、宛先の識別子に対応する。「１」が付されている下り
データ信号は、第１のＯＮＵ６０－１宛の信号であり、「２」が付されている下りデータ
信号は、第２のＯＮＵ６０－２宛の信号であり、及び、「３」が付されている下りデータ
信号は、第３のＯＮＵ６０－３宛の信号である。送信バッファ部３４に到達した下りデー
タ信号Ｓ１３２は、所定の期間Ｔの間、送信バッファ部３４に蓄積される。
【００６１】
　局側制御部４０の送信計画作成手段４２は、送信バッファ部３４を監視している。送信
計画作成手段４２は、所定の時間Ｔの間に蓄積された下りデータ信号の送信順序を定める
。例えば、送信バッファ部３４に蓄積された下りデータ信号のうち、第１のＯＮＵ６０－
１宛の下りデータ信号を連続して送信し、その後、第２のＯＮＵ６０－２宛の下りデータ
信号を送信し、最後に、第３のＯＮＵ６０－３宛の下りデータ信号を送信するように、送
信順序を定める。送信計画作成手段４２は、送信順序に従って、送信計画を作成する。例
えば、この送信計画には、各ＯＮＵ６０が、次の下りデータ信号を受信する時刻Ｔ１、及
び、当該下りデータ信号の継続時間Ｌ１と、次の下り制御信号を受信する時刻Ｔ２、及び
、当該下り制御信号の継続時間Ｌ２の情報が含まれる。
【００６２】
　局側制御部４０の制御信号生成手段４４は、送信計画を含む下り制御信号を生成する。
送信部３６は、送信計画作成手段４２が作成した送信計画通りに、下り信号の送信を行う
。
【００６３】
　図２（Ｂ）は、ＯＬＴ３０からＯＮＵ６０に向けて送信される下り信号（図１中、矢印
Ｓ１３０で示す。）を示している。図２（Ａ）と同様に、図２（Ｂ）に記されている数字
は、宛先のＯＮＵの識別子に対応する。また、制御信号については、識別子を表す数字の
下に下線を付している。また、図２（Ｂ）は、識別子が「１」の信号、すなわち、第１の
ＯＮＵ６０－１に対する送信計画を示している。
【００６４】
　識別子が「１」の下り制御信号（Ｉ）が有する送信計画には、次に送られる、識別子が
「１」の下りデータ信号（ＩＩ）の到達時刻Ｔ１とその継続時間Ｌ１、及び、次に送られ
る、識別子が「１」の下り制御信号（ＩＩＩ）の到達時刻Ｔ２とその継続時間Ｌ２の情報
が含まれている。
【００６５】
　図２（Ｃ）は、第１のＯＮＵ６０－１が受け取る下り信号（図１中、矢印Ｓ１５０で示
す。）を示している。図２（Ａ）と同様に、図２（Ｃ）に記されている数字は、宛先のＯ
ＮＵの識別子に対応する。また、制御信号については、識別子を表す数字の下に下線を付
している。
【００６６】
　第１のＯＮＵ６０－１が受け取る下り信号は、ＯＬＴ３０が送信した信号と同じ情報を
含んでいるが、光スプリッタ５０での分岐及び光ファイバでの伝送により、信号強度は低
くなっている。
【００６７】
　受信部６２は、自分宛の下り制御信号を加入者側制御部８０に送る。加入者側制御部８
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０の送信計画読取手段８２は、下り制御信号に含まれる送信計画を読み取る。タイマ制御
信号生成手段８４は、読み取った送信計画に基づいて、自分宛の信号の受信開始時刻と受
信停止時刻の情報を含むタイマ制御信号を生成する。このタイマ制御信号は、タイマ６８
に送られる。
【００６８】
　タイマ６８は、常時計時を行っており、自分宛の信号の受信開始時刻にスイッチ７０を
オンにし、受信停止時刻にスイッチ７０をオフに切替える、スイッチ制御信号を生成する
。このスイッチ制御信号は、スイッチ７０に送られる。スイッチ７０は、スイッチ制御信
号に応じて、オン及びオフを切替えて、受信部６２と給電部６６を結ぶ経路を開閉する。
【００６９】
　図２（Ｄ）は、第１のＯＮＵ６０－１の受信部６２に対する給電状況を示している。第
１のＯＮＵ６０－１では、自分宛の信号、すなわち、識別子が「１」の信号を受信してい
る間は、受信部６２に対する給電を行い（ＯＮ）、識別子が「１」でない信号を受信して
いる、あるいは、信号を受信していないなど、識別子が「１」の信号を受信していないと
きは、受信部６２に対する給電を行わない（ＯＦＦ）。この給電のオンオフの切換は、制
御信号に含まれる送信計画に基づいて行われる。
【００７０】
　なお、ＯＮＵが、ＯＬＴからの下り信号を一回も受信していない場合は、各ＯＮＵは、
受信部に対する給電をＯＮのままにして、自分宛の下り制御信号の受信を待つ。各ＯＮＵ
が、送信計画を含む自分宛の下り制御信号を受信した後は、上述した電源制御方法により
、それぞれ、受信部に対する給電のＯＮとＯＦＦとを切換える。
【００７１】
　上述した光通信ネットワークと、光通信ネットワークにおける電源制御方法によれば、
局側装置が送信計画を作成して、送信計画を含む制御信号を加入者側装置に送り、加入者
側装置では、その送信計画に基づいて、受信部の給電のオンオフを切替える。つまり加入
者側装置は、次の自分宛の下り信号（データ信号／制御信号）がいつ到着するかを予め把
握して、受信部の給電のオンオフを切替えることができる。これにより、加入者側装置は
、自分宛の下り信号を受信しているときのみ、受信部に対する給電を行い、自分宛の下り
信号を受信していないときは、受信部に対する給電を停止する。
【００７２】
　この結果、常時受信部に給電を行う従来のネットワークに比べて、加入者側装置の消費
電力を削減することができる。また、自分宛の下り信号が到達する間は、受信部に給電が
なされているので、自分宛の下り信号の消失は起こらない。
【００７３】
　上述した、実施形態では、光通信ネットワークとして、ＴＤＭ技術を用いたＴＤＭ－Ｐ
ＯＮについて説明したが、これに限定されない。この光通信ネットワークとその電源制御
方法は、ＴＤＭとＷＤＭを組み合わせたネットワークや、ＴＤＭとＣＤＭを組み合わせた
ネットワークなどにも適用することができる。
【符号の説明】
【００７４】
　１０、１１　　光通信ネットワーク（ＰＯＮ）
　２０　　上位ネットワーク　　
　３０、３１　　局側装置（ＯＬＴ）　　
　３２、６４　　インタフェース変換部（Ｉ／Ｆ）
　３４　　送信バッファ部
　３６　　送信部
　４０、４１　　局側制御部
　４２　　送信計画作成手段
　４４　　制御信号生成手段
　５０　　光スプリッタ
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　６０、６１　　加入者側装置（ＯＮＵ）
　６２　　受信部
　６６　　給電部
　６８　　タイマ
　７０　　スイッチ（ＳＷ）
　８０、８１　　加入者側制御部
　８２　　送信計画読取手段
　８４　　タイマ制御信号生成手段
　９０　　ユーザ機器　　

【図１】 【図２】
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【図３】
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