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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低密度波長分割多重(CWDM)システム内のインターフェース装置として機能するように適
合された光ファイバインターフェース装置を介して、加入者ユニットを光ファイバ通信ネ
ットワークに接続する方法であって、前記インターフェース装置が、
　電気回路構成と、
　第1の光電トランシーバモジュールを受け入れるように適合された第1の収容部であって
、前記第1の光電トランシーバモジュールが、
　光信号を光伝達パスから受信するための第1の受信器ユニットであって、前記受信光信
号を前記電気回路構成への伝達に適合した電気信号に変換するための第1の光電変換器を
含む第1の受信器ユニット、および、
　光信号を光伝達パスに送信するための第1の送信器ユニットであって、前記電気回路構
成から受信した電気信号を前記送信器ユニットから送信する前に光信号に変換するための
第1の電光変換器を含む第1の送信器ユニットを含む第1の収容部と、
　第2の光電トランシーバモジュールを受け入れるように適合された第2の収容部であって
、前記第2の光電トランシーバモジュールが、
　光信号を光伝達パスから受信するための第2の受信器ユニットであって、前記受信光信
号を前記電気回路構成への伝達に適合した電気信号に変換するための第2の光電変換器を
含む第2の受信器ユニット、および、
　光信号を光伝達パスに送信するための第2の送信器ユニットであって、前記電気回路構
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成から受信した電気信号を前記送信器ユニットから送信する前に光信号に変換するための
第2の電光変換器を含む第2の送信器ユニットを含む第2の収容部とを含み、
　前記第1および第2の収容部は、前記第1および第2の光電トランシーバモジュールが、そ
れぞれの収容部に差し込め、またそこから引き抜けるように設計され、
　前記方法が、
　前記第1の光電トランシーバモジュールを前記第1の収容部に配置するとともに、前記光
ファイバ通信ネットワークに接続するステップと、
　第1の電気トランシーバモジュールを提供するステップであって、前記第1の電気トラン
シーバモジュールが、
　電気信号を電気伝達パスから受信し、対応する電気信号を前記電気回路構成に伝達する
ように構成された受信器要素、および、
　電気信号を前記電気回路構成から受信し、対応する電気信号を電気伝達パスに送信する
ための送信器要素を含むとともに、前記収容部の一方に差し込め、またそこから引き抜け
るようにも設計されるステップと、
　前記第1の電気トランシーバモジュールを前記第2の収容部に配置するステップと、
　前記インターフェース装置を前記第1の電気トランシーバモジュールを介して電気伝達
パスによって前記加入者ユニットに接続するステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記第1の電気トランシーバモジュールは、前記受信器要素が、前記電気伝達パスから
の前記受信電気信号を増幅を一切行わず前記電気回路構成に伝達する受動受信器要素とな
るように構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1の電気トランシーバモジュールは、前記送信器要素が、前記電気回路構成から
の前記受信電気信号を増幅を一切行わず前記電気伝達パスに伝達する受動送信器要素とな
るように構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記第1の電気トランシーバモジュールは、前記受信器要素が、前記電気伝達パスから
の前記受信電気信号を前記電気回路構成に伝達する前に増幅する能動受信器要素となるよ
うに構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1の電気トランシーバモジュールは、前記送信器要素が、前記電気回路構成から
の前記受信電気信号を前記電気伝達パスに伝達する前に増幅する能動送信器要素となるよ
うに構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1および第2の収容部が各々、標準化されたサイズのトランシーバモジュールを受
け入れるように構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1の光電トランシーバモジュールが、マルチプレクサ/デマルチプレクサを介して
前記光ファイバ通信ネットワークに接続される、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記インターフェース装置が、前記アタッチされた第1の光電トランシーバモジュール
および前記アタッチされた第1の電気トランシーバモジュールと連携して、前記加入者ユ
ニットからの信号を前記マルチプレクサ/デマルチプレクサに適合させて送信するように
構成され、また前記マルチプレクサ/デマルチプレクサからの信号を前記加入者ユニット
に適合させて送信するようにも構成される、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記インターフェース装置が、前記電気回路構成と、前記第1の収容部と、前記第2の収
容部とを配置する回路基板を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　低密度波長分割多重(CWDM)システム内のインターフェース装置として機能し、その結果
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、加入者ユニットと光ファイバ通信ネットワークの間のインターフェース装置を形成する
ように設計されたインターフェース装置の機能をテスト方法であって、前記インターフェ
ース装置が、
　電気回路構成と、
　第1の光電トランシーバモジュールを受け入れるように適合された第1の収容部であって
、前記第1の光電トランシーバモジュールが、
　光信号を光伝達パスから受信するための第1の受信器ユニットであって、前記受信光信
号を前記電気回路構成への伝達に適合した電気信号に変換するための第1の光電変換器を
含む第1の受信器ユニット、および、
　光信号を光伝達パスに送信するための第1の送信器ユニットであって、前記電気回路構
成から受信した電気信号を前記送信器ユニットから送信する前に光信号に変換するための
第1の電光変換器を含む第1の送信器ユニットを含む第1の収容部と、
　第2の光電トランシーバモジュールを受け入れるように適合された第2の収容部であって
、前記第2の光電トランシーバモジュールが、
　光信号を光伝達パスから受信するための第2の受信器ユニットであって、前記受信光信
号を前記電気回路構成への伝達に適合した電気信号に変換するための第2の光電変換器を
含む第2の受信器ユニット、および、
　光信号を光伝達パスに送信するための第2の送信器ユニットであって、前記電気回路構
成から受信した電気信号を前記送信器ユニットから送信する前に光信号に変換するための
第2の電光変換器を含む第2の送信器ユニットを含む第2の収容部とを含み、
　前記第1および第2の収容部は、前記第1および第2の光電トランシーバモジュールが、そ
れぞれの収容部に差し込め、またそこから引き抜けるように設計され、
　前記方法が、
　第1の電気トランシーバモジュールを提供するステップであって、前記第1の電気トラン
シーバモジュールが、
　電気信号を電気伝達パスから受信し、対応する電気信号を前記電気回路構成に伝達する
ように構成された受信器要素、および、
　電気信号を前記電気回路構成から受信し、対応する電気信号を電気伝達パスに送信する
ための送信器要素とを含むとともに、前記収容部の一方に差し込め、またそこから引き抜
けるようにも設計されるステップと、
　前記第1の電気トランシーバモジュールが前記電気回路構成に接続されるように、前記
第1の電気トランシーバモジュールを前記第1または第2の収容部に配置するステップと、
　前記第1の電気トランシーバモジュールを電気伝達パスによってテスト機器に接続する
ステップと、
　前記テスト機器を用いて前記インターフェース装置の機能をテストするステップとを含
む方法。
【請求項１１】
　さらに第2の電気トランシーバモジュールを提供するステップであって、前記第2の電気
トランシーバモジュールが、
　電気信号を電気伝達パスから受信し、対応する電気信号を前記電気回路構成に伝達する
ように構成された受信器要素と、
　電気信号を前記電気回路構成から受信し、対応する電気信号を電気伝達パスに送信する
ための送信器要素とを含むとともに、前記収容部の一方に差し込め、またそこから引き抜
けるようにも設計されるステップと、
　前記第2の電気トランシーバモジュールが前記電気回路構成に接続されるように、前記
第2の電気トランシーバモジュールを前記第1および第2の収容部のもう一方に配置するス
テップと、
　前記第2の電気トランシーバモジュールを電気伝達パスによってテスト機器に接続する
ステップと、
　前記テスト機器を用いて前記インターフェース装置の機能をテストするステップとを含
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む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第1および第2の電気トランシーバモジュールは、前記受信器要素が、前記電気伝達
パスからの前記受信電気信号を増幅を一切行わず前記電気回路構成に伝達する受動受信器
要素となるように構成される、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1および第2の電気トランシーバモジュールは、前記送信器要素が、前記電気回路
構成からの前記受信電気信号を増幅を一切行わず前記電気伝達パスに伝達する受動送信器
要素となるように構成される、請求項11に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1および第2の電気トランシーバモジュールは、前記受信器要素が、前記電気伝達
パスからの前記受信電気信号を前記電気回路構成に伝達する前に増幅する能動受信器要素
となるように構成される、請求項11に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第1および第2の電気トランシーバモジュールは、前記送信器要素が、前記電気回路
構成からの前記受信電気信号を前記電気伝達パスに伝達する前に増幅する能動送信器要素
となるように構成される、請求項11に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第1および第2の収容部が各々、標準化されたサイズのトランシーバモジュールを受
け入れるように構成される、請求項10に記載の方法。
【請求項１７】
　前記インターフェース装置が前記加入者ユニットと前記光ファイバ通信ネットワークの
間で使用される際、前記第1の光電トランシーバモジュールが、前記第1の収容部にアタッ
チされるとともに、マルチプレクサ/デマルチプレクサを介して前記光ファイバ通信ネッ
トワークに接続されるように、前記インターフェース装置が構成される、請求項10に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記インターフェース装置が前記光ファイバ通信ネットワークにおいて使用される際、
前記電気回路構成が、前記第1および第2の収容部にアタッチされたトランシーバモジュー
ルと連携して、前記加入者ユニットからの信号を前記マルチプレクサ/デマルチプレクサ
に適合させて送信するように構成され、また前記マルチプレクサ/デマルチプレクサから
の信号を前記加入者ユニットに適合させて送信するようにも構成されるように、前記イン
ターフェース装置が構成される、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記インターフェース装置が、前記電気回路構成と、前記第1の収容部と、前記第2の収
容部とを配置する回路基板を含む、請求項10に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、低密度波長分割多重(CWDM)方式の光ファイバ通信ネットワークでの使
用に適合させたインターフェースに関連する方法に関する。そのようなインターフェース
は、異なるネットワークユニットの間で送信される光信号を適合させ、調整し、または変
換するのに使用される。高密度波長分割多重(DWDM)方式は一般に、約1.6nmの波長間隔（w
avelength separation）を使用する。一方、CWDM方式は一般に、約20nmのオーダの波長間
隔をもつ。CWDM方式は、とりわけ、システム内で使用される様々な構成要素があまり高価
にならない点に利点がある。さらに、所要電力が通常はDWDM方式と比べて少なくてすみ、
使用レーザの物理サイズも一般により小さく、CWDM方式では使用レーザは冷却されない。
【背景技術】
【０００２】
　図1には、従来技術による光ファイバ通信ネットワークの一部の一例が示されている。
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この図には、インターフェース10とマルチプレクサ/デマルチプレクサ11を介して、より
大規模な光ファイバネットワーク14に接続された、加入者またはクライアントユニット12
が示されている。典型的な事例では、加入者は、独自の光ファイバネットワークを所有す
る場合もある企業とすることができる。加入者は、例えば、本明細書でプロバイダと呼ぶ
ことのある別の企業と契約することによって、より大規模な光ファイバネットワーク14に
アクセスすることができる。プロバイダは、複数のクライアントを有することができ、そ
のすべてがより大規模な光ファイバネットワーク14に接続される。より大規模な光ファイ
バネットワーク14は、例えば、インターネットとすることができる。加入者ユニット12と
インターフェース10の間の接続は通常、双方向であり、これは、本明細書では、信号を図
1の矢印が示すように2つの逆向きの方向に送信できることを意味する。通信は通常、2本
の光ファイバ16、18を介して実施される。インターフェース10とマルチプレクサ/デマル
チプレクサ11の間の通信も通常、2本の光ファイバ20、22を介して実行される。インター
フェース10は、クライアントユニット12からの信号をマルチプレクサ/デマルチプレクサ1
1に適合させるのに、またその逆を行うのに使用される。インターフェース10は、例えば
、波長変換、増幅、信号処理、データ再生、雑音低減などを実行することができる。イン
ターフェース10は通常、クライアントユニット12からの光信号を電気信号に変換する手段
と、マルチプレクサ/デマルチプレクサ11に送信する前に電気信号を光信号に変換する手
段を含む。インターフェース10は通常、マルチプレクサ/デマルチプレクサ11からの光信
号を電気信号に変換する手段と、クライアントユニット12に送信する前に電気信号を光信
号に変換する手段も含む。異なる方向での変換は、インターフェース10の一部を形成でき
るトランシーバ24、26を介して実行することができる。トランシーバ24、26は、回路基板
に差し込める差し込み可能モジュールとして形成することができる。
【０００３】
　クライアントユニット12は、インターフェース10から近い場所に配置してもよく、遠い
場所に配置してもよい。
【０００４】
　図2には、従来技術によるインターフェース10の一例がより詳細に示されており、した
がって、低密度波長分割多重(CWDM)システム内のインターフェースとして機能するように
適合された光ファイバインターフェース10を介して、加入者ユニット12を光ファイバ通信
ネットワーク14に接続する周知の方式が示されている。
【０００５】
　本明細書で用いる概念では、インターフェースには、アタッチされるトランシーバモジ
ュール24、26が含まれることに留意されたい。しかし、「インターフェース装置」という
概念は、トランシーバモジュール24、26を含まないインターフェースを指す。
【０００６】
　インターフェース装置30は、電気回路構成32と、第1の光電トランシーバモジュール24
を受け入れるように適合された第1の収容部（receiving section）34と、第2の光電トラ
ンシーバモジュール26を受け入れるように適合された第2の収容部36を含む。第1の光電ト
ランシーバモジュール24は、光信号を光伝達パス22から受信するための第1の受信器ユニ
ット38を含み、第1の受信器ユニット38は、受信光信号を電気回路構成32への伝達に適合
させた電気信号に変換するための第1の光電変換器40を含む。第1の光電トランシーバモジ
ュール24はまた、光信号を光伝達パス20に送信するための第1の送信器ユニット42を含み
、第1の送信器ユニット42は、電気回路構成32から受信した電気信号を送信器ユニット42
から送信する前に光信号に変換するための第1の電光変換器44を含む。
【０００７】
　第2の光電トランシーバモジュール26は、第1の光電トランシーバモジュール24に類似し
ており、したがって、光信号を光伝達パス18から受信するための第2の受信器ユニット46
を含み、第2の受信器ユニット46は、受信光信号を電気回路構成32への伝達に適合させた
電気信号に変換するための第2の光電変換器48を含む。第2の光電トランシーバモジュール
26はまた、光信号を光伝達パス16に送信するための第2の送信器ユニット50を含み、第2の
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送信器ユニット50は、電気回路構成32から受信した電気信号を送信器ユニット50から送信
する前に光信号に変換するための第2の電光変換器52を含む。
【０００８】
　第1の収容部34と第2の収容部36は、第1の光電トランシーバモジュール24と第2の光電ト
ランシーバモジュール26が、クイック接続方式でそれぞれの収容部34、36に差し込め、ま
たそこから引き抜けるように設計することができる。
【０００９】
　インターフェース装置30は、アタッチされた第1の光電トランシーバモジュール24と第2
の光電トランシーバモジュール26と連携して、加入者ユニット12からの信号をマルチプレ
クサ/デマルチプレクサ11に送信する前に適合させ、またマルチプレクサ/デマルチプレク
サ11からの信号を加入者ユニット12に送信する前に適合させるように構成される。
【００１０】
　上で述べたように、インターフェース装置30は通常、第1の光電トランシーバモジュー
ル24と第2の光電トランシーバモジュール26を第1の収容部34と第2の収容部36にアタッチ
し、マルチプレクサ/デマルチプレクサ11を光ファイバ20、22を介して第1の光電トランシ
ーバモジュール24に接続し、加入者ユニット12を光ファイバ16、18を介して第2の光電ト
ランシーバモジュール26に接続することによって、加入者ユニットに接続される。
【００１１】
　上で述べたようなインターフェース装置30は、インターフェース装置30が正確に機能す
ることを確認するため、テストすることができる。このテストは、インターフェース装置
30を販売する前、または光ファイバ通信ネットワークで使用する前に実行することができ
る。このテストは、第1の収容部34と第2の収容部36内に光電トランシーバモジュール24、
26を配置することによって実行することができる。さらに、光ファイバ16、18、20、22を
光電トランシーバモジュール24、26に接続する。光ファイバ16、18、20、22はテスト機器
にも接続される。適切な光パルスを送信し、テスト機器で応答をモニタすることによって
、インターフェース装置30の機能をチェックすることができる。
【００１２】
　上述したようなインターフェースは非常に高価なものになり得る。特にインターフェー
スの一部を形成するトランシーバがしばしば高価となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の第1の態様の目的は、インターフェースによって加入者ユニットを光ファイバ
通信ネットワークに接続する簡易化された方式を見つけることである。さらなる目的は、
あまり高価でない構成要素の使用を可能にする、加入者ユニットを光ファイバ通信ネット
ワークに接続する方式を見つけることである。また別の目的は、加入者ユニットと上で述
べたようなインターフェース装置の間の接続を、加入者ユニットとインターフェース装置
の間で光ファイバの使用を必要とせずに可能とすることである。本発明の第2の態様の目
的は、上で述べたようなインターフェース装置の機能をテストする簡易化された方式を見
つけることである。第2の態様の別の目的は、そのようなインターフェース装置をテスト
する費用のかからない方式を提供することである。本発明のさらなる目的および利点は、
以下の説明から明らかとなるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的は、本発明の第1の態様によれば、添付の特許請求の範囲の請求項1で定義さ
れる方法によって達成される。具体的には、この方法によれば、加入者ユニットが、低密
度波長分割多重(CWDM)システム内のインターフェースとして機能するように適合された上
に述べたようなタイプの光ファイバインターフェース装置を介して、光ファイバ通信ネッ
トワークに接続される。第1の光電トランシーバモジュールは、第1の収容部に配置され、
光ファイバ通信ネットワークに接続される。第1の電気トランシーバモジュールが提供さ
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れる。この電気トランシーバモジュールは、受信器要素を含み、受信器要素は、電気信号
を電気伝達パスから受信し、対応する電気信号を電気回路構成に伝達するように構成され
る。電気トランシーバモジュールは、送信器要素も含み、送信器要素は、電気信号を電気
回路構成から受信し、対応する電気信号を電気伝達パスに送信する。この電気トランシー
バモジュールはまた、収容部の1つに差し込め、またそこから引き抜けるように設計され
る。この第1の電気トランシーバモジュールは、第2の収容部に配置され、インターフェー
ス装置は、第1の電気トランシーバモジュールを介して電気伝達パスによって加入者ユニ
ットに接続される。
【００１５】
　本発明の方法に従って実行される様々なステップは、必ずしも特許請求の範囲に述べら
れる順序で実行する必要がないことに留意されたい。
【００１６】
　電気トランシーバモジュールは、光電変換器を一切含んでいないので、対応する光電ト
ランシーバモジュールに比べて、容易に、少ない費用で製造することができる。さらに、
加入者ユニットは、加入者ユニットとインターフェース装置の間で光ファイバを必要とせ
ず、インターフェース装置に接続することができる。この接続は、例えば、銅ケーブルな
どの通常の電気導線を用いて達成することができる。
【００１７】
　加入者ユニットがそれ独自の光ファイバ通信ネットワークを含むことができることに留
意されたい。
【００１８】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第1の光電トランシーバモジュールおよび/また
は第1の電気トランシーバモジュールは、クイック接続方式でそれぞれの収容部に差し込
め、またそこから引き抜けるように設計される。しかし、一代替実施形態では、トランシ
ーバモジュールは、クイック接続方式で収容部に差し込めず、またそこから引き抜けない
ように設計される。したがって、この代替実施形態によれば、トランシーバモジュールは
、容易に取り換えることができず、これは、トランシーバモジュールをメイン基板にハン
ダ付けすることによって達成することができる。この代替実施形態は、例えば、クライア
ントが許可なくトランシーバモジュールを取り換えるのを困難にする。
【００１９】
　この方法の一実現形態によれば、第1の電気トランシーバモジュールは、受信器要素が
受動受信器要素となるように構成され、受動受信器要素は、電気伝達パスからの受信電気
信号を増幅を一切行わず電気回路構成に伝達する。そのような電気トランシーバモジュー
ルは、製造が容易であり、あまり費用もかからない。
【００２０】
　この方法のさらなる実現形態によれば、第1の電気トランシーバモジュールは、送信器
要素が受動送信器要素となるように構成され、受動送信器要素は、電気回路構成からの受
信電気信号を増幅を一切行わず電気伝達パスに伝達する。送信器要素を受動要素として作
成することによって、電気トランシーバモジュールは、製造が容易になり、あまり費用も
かからない。もちろん、受信器要素と送信器要素の両方を受動要素とすることも可能であ
る。
【００２１】
　この方法の別の代替実現形態によれば、第1の電気トランシーバモジュールは、受信器
要素が能動受信器要素となるように構成され、能動受信器要素は、電気伝達パスからの受
信電気信号を電気回路構成に伝達する前に増幅する。そのような能動受信器要素を使用す
ることによって、加入者ユニットからの信号を電気回路構成に伝達する前に増幅すること
ができる。本明細書における「増幅」の概念には、増幅が負となること、すなわち、信号
レベルの低下の可能性も含まれることに留意されたい。したがって、能動要素とは、その
要素が信号を能動的に変更する手段を含むことを意味する。
【００２２】
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　この方法のさらなる実現形態によれば、第1の電気トランシーバモジュールは、送信器
要素が能動送信器要素となるように構成され、能動送信器要素は、電気回路構成からの受
信電気信号を電気伝達パスに伝達する前に増幅する。したがって、適切な増幅が信号を加
入者ユニットに送信する前に実行される。
【００２３】
　この方法のさらに別の実現形態によれば、第1および第2の収容部は各々、標準化された
サイズのトランシーバモジュールを受け入れることができるように設計される。これには
、標準的なモジュール差込口が使用可能となる利点がある。
【００２４】
　この方法の別の実現形態によれば、第1の光電トランシーバモジュールは、マルチプレ
クサ/デマルチプレクサを介して光ファイバ通信ネットワークに接続される。これによっ
て、複数の加入者ユニットを光ファイバ通信ネットワークに接続することが可能となる。
【００２５】
　この方法のまた別の実現形態によれば、インターフェース装置は、アタッチされた第1
の光電トランシーバモジュールおよびアタッチされた第1の電気トランシーバモジュール
と連携して、加入者ユニットからの信号をマルチプレクサ/デマルチプレクサに送信する
前に適合するように構成され、またマルチプレクサ/デマルチプレクサからの信号を加入
者ユニットに送信する前に適合するようにも構成される。上で述べたように、適合には、
波長変換、増幅、雑音低減などが含まれ得る。
【００２６】
　この方法の別の実現形態によれば、インターフェース装置は、電気回路構成、第1の収
容部34、および第2の収容部を配置する回路基板を含む。構成要素を回路基板上に配置す
ることによって、インターフェース装置を効率的で費用のかからない方式で製造すること
ができる。
【００２７】
　本発明の第2の態様は、特許請求の範囲の請求項10で定義される方法によって達成され
る。具体的には、この方法によれば、上で説明したようなインターフェース装置は、上で
説明したような第1の電気トランシーバモジュールを提供することによってテストされる
。この電気トランシーバモジュールは、第1の電気トランシーバモジュールが電気回路構
成に接続されるように、第1または第2の収容部に配置される。この電気トランシーバモジ
ュールは、電気伝達パスを介してテスト機器に接続される。インターフェース装置の機能
は、テスト機器を用いてテストされる。したがって、インターフェース装置は、電気トラ
ンシーバモジュールによってテスト機器に接続される。こうすることで、インターフェー
ス装置のテストが簡易化される。
【００２８】
　本発明の第2の態様の好ましい一実現形態によれば、第1の電気トランシーバモジュール
に類似した第2の電気トランシーバモジュールも提供される。第2の電気トランシーバモジ
ュールは、第2の電気トランシーバモジュールも電気回路構成に接続されるように、第1お
よび第2の収容部のもう一方に配置される。第2の電気トランシーバモジュールも、電気伝
達パスを介してテスト機器に接続される。2つの電気トランシーバモジュールを使用する
ことによって、光電変換を一切必要とせずに、テストを実行することができる。
【００２９】
　本発明の第2の態様による方法を実行するのに有利な様々な方式は、残りの従属クレー
ムから明らかとなる。この方法のこれらの様々な実現形態によって、上で説明した実現形
態に対応する利点が達成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　次に、本発明による方法を、図3を参照しながら説明する。図3には、インターフェース
装置30の構成が、アタッチされたトランシーバモジュール24、70と共に示されている。図
3に示すこの構成は、図1に示すのと同じ方式で、加入者ユニット12および光ファイバ通信
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ネットワーク14に接続される。
【００３１】
　本発明の方法によれば、インターフェース装置30が提供される。インターフェース装置
30は、電気回路構成32を含む。電気回路構成32は、インターフェース装置30をCWDMシステ
ム内のインターフェース装置30として機能するように適合させるように設計される。電気
回路構成32は、内部伝送線路71～74、電線路受信器75、76、電線路駆動器77、78、および
信号処理手段79を含むことができる。インターフェース装置はまた、第1の収容部34、お
よび第2の収容部36を含むこともできる。収容部34、36は好ましくは、標準サイズのトラ
ンシーバモジュール24、70を受け入れられるように構成される。そのようなトランシーバ
モジュールは、やはり何らかの標準に従って構成された接続手段を有するように構成され
る。トランシーバモジュールは、例えば、小型フォームファクタプラガブル（Pluggable
）(SPF)トランシーバマルチソース契約（Agreement）(MSA)に従って構成することができ
る。収容部34、36は、本発明の一実施形態によれば、第1および第2のトランシーバモジュ
ール24、70をクイック接続方式でそれぞれの収容部34、36に差し込め、またそこから引き
抜けるように設計され、すなわち、トランシーバモジュール24、70をアタッチするのにハ
ンダ付けを用いる必要はない。
【００３２】
　好ましくは、インターフェース装置30は、電気回路構成32、第1の収容部34、および第2
の収容部36を配置する回路基板を含む。インターフェース装置30はまた、入出力64を含み
、入出力64は、信号処理手段79に接続され、インターフェース装置30を制御するためにイ
ンターフェース装置30と通信を行うネットワーク管理システム(NMS)に接続されるように
構成される。
【００３３】
　したがって、収容部34、36は各々、従来技術の説明に関連して上で述べたような光電ト
ランシーバモジュールを受け入れることができるように設計される。本発明の方法によれ
ば、そのような1つの光電トランシーバモジュール24が、第1の収容部34内に配置される。
したがって、光電トランシーバモジュール24は、光信号を光伝達パス22から受信するため
の受信器ユニット38を含む。受信器ユニット38は、受信光信号を電気回路構成32への伝達
に適合させた電気信号に変換するための光電変換器40を含む。光電トランシーバモジュー
ル24はまた、光信号を光伝達パス20に送信するための送信器ユニット42を含む。送信器ユ
ニット42は、電気回路構成32から受信した電気信号を光伝達パス20に送信する前に光信号
に変換するための電光変換器44を含む。
【００３４】
　本発明によれば、光電トランシーバモジュール24は好ましくは、(図1に示すのと同じ方
式で)マルチプレクサ/デマルチプレクサ11を介して光ファイバ通信ネットワーク14に接続
される。光伝達パス20、22は好ましくは、光ファイバから構成される。
【００３５】
　本発明によれば、第1の電気トランシーバモジュール70が提供される。この電気トラン
シーバモジュールは、受信器要素80を含み、受信器要素80は、電気信号を電気伝達パス82
から受信し、対応する電気信号を電気回路構成32に伝達するように構成される。電気トラ
ンシーバモジュール70はまた、送信器要素84を含み、送信器要素84は、電気信号を電気回
路構成32から受信し、対応する電気信号を電気伝達パス86に送信する。好ましくは、第1
の電気トランシーバモジュール70は、クイック接続方式で収容部34、36の1つに差し込め
、またそこから引き抜けるような標準化されたサイズとする。
【００３６】
　本発明によれば、第1の電気トランシーバモジュール70は、第2の収容部36内に配置され
る。さらに、インターフェース装置30は、第1の電気トランシーバモジュール70と電気伝
達パス82、86を介して加入者ユニット12に接続される。したがって、本発明は、インター
フェース10内で1つの光電トランシーバモジュール24を使用するだけなので、加入者ユニ
ット12を光通信ネットワーク14に接続する簡易化された費用のかからない方式を提供する
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。もう1つの対応する電気トランシーバモジュール70を、加入者ユニット12内の収容部に
配置し、差し込むことができる。
【００３７】
　加入者ユニット12とインターフェース装置30の距離が比較的近い場合、受信器要素80お
よび/または送信器要素84は、受動要素として形成することができる。これは、受信器要
素80が、電気伝達パス82からの受信電気信号を増幅を一切行わず電気回路構成32に伝達す
るように設計されることを意味する。また送信器要素84が受動要素である場合、送信器要
素84は、電気回路構成32からの受信電気信号を増幅を一切行わず電気伝達パス86に伝達す
る。本明細書でいう増幅とは、信号の振幅または形状を能動回路構成によって変更するこ
とであることに留意されたい。増幅は、振幅の増大だけを意味するとは限らない(すなわ
ち、本明細書で用いる概念には、負の増幅も含まれる)。したがって、受信器要素80と送
信器要素84の両方が受動要素である場合、電気トランシーバモジュール70は、トランシー
バモジュール70内に配置されるその他の回路構成は一切含まず、2つの電気伝達器（elect
rical conductor）を含むだけである。
【００３８】
　しかし、加入者ユニット12とインターフェース装置30の距離が少々遠い場合、受信器要
素80および/または送信器要素84は、能動要素とすることができる。図4には、能動要素と
した場合が示されている。したがって、図4には、増幅回路88を含む受信器要素80が示さ
れている。したがって、受信器要素80は、電気伝達パス82からの受信電気信号を電気回路
構成32に伝達する前に増幅する。図4には、増幅回路90を含む送信器要素84も示されてお
り、送信器要素84は、電気回路構成32からの受信電気信号を電気伝達パス86に伝達する前
に増幅する。増幅回路は、例えば、トランシーバモジュール70内に配置される適応等化器
とすることができる。そのような等化器の一例は、カリフォルニア州サニーベールのマキ
シム・インテグレーテッド・プロダクツ社が販売する等化器MAX3801である。
【００３９】
　インターフェース装置30は、アタッチされたトランシーバモジュール24、70と連携して
、加入者ユニット12からの信号をマルチプレクサ/デマルチプレクサ11に送信する前に適
合させ、またマルチプレクサ/デマルチプレクサ11からの信号を加入者ユニット12に送信
する前に適合させるように構成される。上で述べたように、適合には、波長変換、増幅、
雑音低減などが含まれ得る。
【００４０】
　加入者ユニット12とインターフェース装置30の距離、すなわち、双方向電気伝達パス82
、86の長さは、一般に0～100mとすることができ、好ましくは1～20mとすることができる
。純粋に受動的なトランシーバモジュール70を使用する場合、前記距離は、好ましくは3m
未満である。電気導線（electrical conductor）82、86は、例えば、2本の同軸ケーブル
とすることができる。
【００４１】
　本発明によるインターフェース装置30は、アタッチされたトランシーバモジュール24、
70と連携して、加入者ユニット12とネットワーク14の間で少なくとも100Mbit/sの伝送速
度が出るように設計される。
【００４２】
　本発明はまた、インターフェース装置30の機能をテストする方法に関する。図5には、
この方法による構成が示されている。使用するインターフェース装置30は、上で説明した
ものと同じとする。インターフェース装置30をテストする本発明の方法によれば、上で説
明したような電気トランシーバモジュール70が、電気トランシーバモジュール70が電気回
路構成32に接続されるように、第1の収容部34と第2の収容部36の少なくとも一方に配置さ
れる。次に電気トランシーバモジュール70は、電気伝達パス82、86を介してテスト機器92
に接続される。その後、インターフェース装置30の機能が、テスト機器92を用いてテスト
される。テスト機器92は、当業者に周知のタイプの、電気回路テスト用のコンピュータ制
御のテスト機器とすることができる。
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【００４３】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、インターフェース装置30をテストする際には、
上述したような電気トランシーバモジュール70を2つ使用する。すなわち、電気トランシ
ーバモジュール70は、収容部34、36の各々に1つずつアタッチされ、電気伝達パス82、86
、94、96を介してテスト機器92に接続される。またインターフェース装置30をテストする
本発明の方法によれば、トランシーバモジュール70内の個々の受信器要素80および送信器
要素84は、上で説明したように、能動要素でもよく、受動要素でもよい。インターフェー
ス装置30およびトランシーバモジュール70は好ましくは、上で説明した方式で設計され、
構成される。
【００４４】
　本発明は、開示された例に限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲の範囲内で
変更し、変形することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】従来技術によるインターフェースを有する光ファイバネットワークの一例を示し
た図である。
【図２】従来技術によるインターフェースの一例をより詳細に示した図である。
【図３】本発明の方法によるインターフェースの構成を示した図である。
【図４】本発明による代替構成を示した図である。
【図５】本発明による別の方法に基づいたテスト機器に関連するインターフェースの構成
を示した図である。
【符号の説明】
【００４６】
　10　インターフェース
　11　マルチプレクサ/デマルチプレクサ
　12　加入者ユニット
　14　光ファイバ通信ネットワーク
　16,18,20,22　光伝達パス
　24,26　光電トランシーバモジュール
　30　インターフェース装置
　32　電気回路構成
　34,36　収容部
　38,46　受信器ユニット
　40,48　光電変換器
　42,50　送信器ユニット
　44,52　電光変換器
　64　入出力
　70　電気トランシーバモジュール
　71,72,73,74　内部伝送線路
　75,76　電線路受信器
　77,78　電線路駆動器
　79　信号処理手段
　80　受信器要素
　82,86,94,96　電気伝達パス
　84　送信器要素
　92　テスト機器
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