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(57)【要約】
【課題】通信相手先装置を運用状態に組み込む前であっ
ても、異常が発生している通信相手先装置を検出するこ
とができ、異常が発生している装置のために他の装置と
の通信に影響が出てしまうといったことのないようにす
る。
【解決手段】通信相手先装置であるＯＮＴの異常有無を
判定する異常検出手段を備える。この異常検出手段は、
上りバースト信号における未使用帯域の割り当て情報と
、上りバースト信号による受信信号の有無を示す情報と
に基づいて、ＯＮＴの異常有無を判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　未使用帯域として割り当てられた時間帯に受信信号があるか否かに基づいて、通信相手
先装置の異常を検出する異常検出手段を備えたことを特徴とする信号監視装置。
【請求項２】
　前記異常検出手段は、通信相手先装置が起動する際、該通信相手先装置が運用状態へ組
み込まれる前に該通信相手先装置の異常監視処理を行うことを特徴とする請求項１記載の
信号監視装置。
【請求項３】
　運用状態である通信相手先装置からの信号に異常があるか否かを検出する信号異常検出
手段を備え、
　前記異常検出手段は、前記信号異常検出手段により通信相手先装置に信号異常が検出さ
れた場合、少なくとも該通信相手先装置と、帯域割当順序における該通信相手先装置の１
つ前および１つ後の通信相手先装置とに対して異常監視処理を行うことを特徴とする請求
項１または２記載の信号監視装置。
【請求項４】
　前記異常検出手段は、前記信号異常検出手段により通信相手先装置に信号異常が検出さ
れた場合、各通信相手先装置に対する帯域割当を一旦停止させた後、監視対象の通信相手
先装置の１台ずつに異常監視処理用の帯域を順次割り当て、異常監視処理を行うことを特
徴とする請求項３記載の信号監視装置。
【請求項５】
　帯域の割り当てを計算して未使用帯域割当情報を出力する帯域割当手段と、
　通信相手先装置からの信号を受信し、受信信号の有無を示す信号検出情報を出力する受
信手段とを備え、
　前記異常検出手段は、前記帯域割当手段による未使用帯域割当情報と、前記受信手段に
よる信号検出情報とを用いて異常監視処理を行うことを特徴とする請求項１から４の何れ
か１項に記載の信号監視装置。
【請求項６】
　各通信相手先装置に対する帯域割当の時間幅毎にバーストリセット信号を出力するバー
ストリセット生成手段を備え、
　前記受信手段による信号検出情報は、前記バーストリセット信号が出力される度にリセ
ットされ、受信信号が検出されると受信信号検出状態とされ、
　前記異常検出手段は、前記異常監視処理として、前記帯域割当手段による未使用帯域割
当情報で未使用帯域である時間帯に、前記受信手段による信号検出情報が受信信号検出状
態であると異常と判定することを特徴とする請求項５記載の信号監視装置。
【請求項７】
　前記異常検出手段により異常が検出された通信相手先装置を停止させる強制停止手段を
備えたことを特徴とする請求項１から６の何れか１項に記載の信号監視装置。
【請求項８】
　請求項１から７の何れか１項に記載の信号監視装置に、複数の通信相手先装置が信号伝
送路を介して接続されて構成されたことを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　未使用帯域として割り当てられた時間帯に受信信号があるか否かを判定する信号検出工
程と、
　前記信号検出工程での判定結果に基づいて通信相手先装置の異常を検出する異常検出工
程と、を備えたことを特徴とする信号監視方法。
【請求項１０】
　前記異常検出工程では、通信相手先装置が起動する際、該通信相手先装置が運用状態へ
組み込まれる前に該通信相手先装置の異常監視処理を行うことを特徴とする請求項９記載
の信号監視方法。
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【請求項１１】
　運用状態である通信相手先装置からの信号に異常があるか否かを検出する信号異常検出
工程を備え、
　前記異常検出工程では、前記信号異常検出工程により通信相手先装置に信号異常が検出
された場合、少なくとも該通信相手先装置と、帯域割当順序における該通信相手先装置の
１つ前および１つ後の通信相手先装置とに対して異常監視処理を行うことを特徴とする請
求項９または１０記載の信号監視方法。
【請求項１２】
　前記異常検出工程では、前記信号異常検出工程により通信相手先装置に信号異常が検出
された場合、各通信相手先装置に対する帯域割当を一旦停止させた後、監視対象の通信相
手先装置の１台ずつに異常監視処理用の帯域を順次割り当て、異常監視処理を行うことを
特徴とする請求項１１記載の信号監視方法。
【請求項１３】
　帯域の割り当てを計算して未使用帯域割当情報を出力する帯域割当工程を備え、
　前記信号検出工程では、通信相手先装置からの信号を監視して受信信号の有無を示す信
号検出情報を出力し、
　前記異常検出工程では、前記帯域割当工程による未使用帯域割当情報と、前記信号検出
工程による信号検出情報とを用いて異常監視処理を行うことを特徴とする請求項９から１
２の何れか１項に記載の信号監視方法。
【請求項１４】
　各通信相手先装置に対する帯域割当の時間幅毎にバーストリセット信号を出力するバー
ストリセット生成工程を備え、
　前記信号検出工程による信号検出情報は、前記バーストリセット信号が出力される度に
リセットされ、受信信号が検出されると受信信号検出状態とされ、
　前記異常検出工程では、前記異常監視処理として、前記帯域割当工程による未使用帯域
割当情報で未使用帯域である時間帯に、前記信号検出工程による信号検出情報が受信信号
検出状態であると異常と判定することを特徴とする請求項１３記載の信号監視方法。
【請求項１５】
　前記異常検出工程により異常が検出された通信相手先装置を停止させる強制停止工程を
備えたことを特徴とする請求項９から１４の何れか１項に記載の信号監視方法。
【請求項１６】
　未使用帯域として割り当てられた時間帯に受信信号があるか否かを判定する信号検出処
理と、
　前記信号検出処理での判定結果に基づいて通信相手先装置の異常を検出する異常検出処
理と、を信号監視装置に実行させることを特徴とする信号監視装置のプログラム。
【請求項１７】
　前記異常検出処理では、通信相手先装置が起動する際、該通信相手先装置が運用状態へ
組み込まれる前に該通信相手先装置の異常検出を行うことを特徴とする請求項１６記載の
信号監視装置のプログラム。
【請求項１８】
　運用状態である通信相手先装置からの信号に異常があるか否かを検出する信号異常検出
処理を前記信号監視装置に実行させ、
　前記異常検出処理では、前記信号異常検出処理により通信相手先装置に信号異常が検出
された場合、少なくとも該通信相手先装置と、帯域割当順序における該通信相手先装置の
１つ前および１つ後の通信相手先装置とに対して異常検出を行うことを特徴とする請求項
１６または１７記載の信号監視装置のプログラム。
【請求項１９】
　前記異常検出処理では、前記信号異常検出処理により通信相手先装置に信号異常が検出
された場合、各通信相手先装置に対する帯域割当を一旦停止させた後、監視対象の通信相
手先装置の１台ずつに異常検出用の帯域を順次割り当て、異常検出を行うことを特徴とす



(4) JP 2009-100426 A 2009.5.7

10

20

30

40

50

る請求項１８記載の信号監視装置のプログラム。
【請求項２０】
　帯域の割り当てを計算して未使用帯域割当情報を出力する帯域割当処理を前記信号監視
装置に実行させ、
　前記信号検出処理では、通信相手先装置からの信号を監視して受信信号の有無を示す信
号検出情報を出力し、
　前記異常検出処理では、前記帯域割当処理による未使用帯域割当情報と、前記信号検出
処理による信号検出情報とを用いて異常検出を行うことを特徴とする請求項１６から１９
の何れか１項に記載の信号監視装置のプログラム。
【請求項２１】
　各通信相手先装置に対する帯域割当の時間幅毎にバーストリセット信号を出力するバー
ストリセット生成処理を前記信号監視装置に実行させ、
　前記信号検出処理による信号検出情報は、前記バーストリセット信号が出力される度に
リセットされ、受信信号が検出されると受信信号検出状態とされ、
　前記異常検出処理では、前記帯域割当処理による未使用帯域割当情報で未使用帯域であ
る時間帯に、前記信号検出処理による信号検出情報が受信信号検出状態であると異常と判
定することを特徴とする請求項２０記載の信号監視装置のプログラム。
【請求項２２】
　前記異常検出処理により異常が検出された通信相手先装置を停止させる強制停止処理を
前記信号監視装置に実行させることを特徴とする請求項１６から２１の何れか１項に記載
の信号監視装置のプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＰＯＮ（Passive Optical Network）システムなど、局側装置が複数
の加入者側装置と光通信できるように構成されたポイントツーマルチポイント光通信シス
テムにおける信号監視装置、通信システム、信号監視方法、および信号監視装置のプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の関連技術として、ＯＮＴ（Optical Network Terminal；加入者側光網終端装置
）を運用状態として光通信システムに組み込む方法について、図１０に示す運用開始前の
フローチャートを参照して説明する。
【０００３】
　まず、初期状態としてＯＮＴ（ｉ）は非運用状態である。次にＯＮＴ（ｉ）の起動処理
が行われる（ステップＳ５１）。ここでの起動処理にはＯＮＴ（ｉ）に対する距離測定（
Ranging）処理などが該当する。
　起動処理が完了すると、ＯＮＴ（ｉ）の運用状態への組み込みを行い、終了する（ステ
ップＳ５２）。
【０００４】
　こうしたＰＯＮシステムのように伝送路を複数ＯＮＴ間で共有するシステムにおいては
、故障などによって帯域割当区間外で光出力を行う異常ＯＮＴが１台存在するだけで、他
のＯＮＴの通信にも影響を与えてしまう。
【０００５】
　また、本発明の関連技術として、親局と子局とを結ぶＰＯＮシステムにおいて、親局が
子局の発光をオフさせるコマンドを１つずつの子局に送信していくことで、ある子局にそ
のコマンドを送信した時に継続して受信されていた光信号が消滅すると、その子局の故障
であると判別するようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、本発明の関連技術として、障害を検出すると、全ての子局の帯域割当をなくして
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この時の受光電力を検出した後、１子局に最大帯域を割り当ててその受光電力を検出し、
全ての子局の帯域割当をなくした場合の受光電力と比較することを各子局について繰り返
し実行していくことで、障害が発生している子局を特定するようにしたものがある（例え
ば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００４－１１２７４６号公報
【特許文献２】特開２００２－３５９５９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、一般に、ＰＯＮシステムでは、特定ＯＮＴに対する警報監視は、監視対
象とするＯＮＴにおける帯域割当区間に対してのみ行われている。
　つまり、たとえ隣接する他のＯＮＴに対する帯域割当区間に光出力を行うような異常Ｏ
ＮＴが接続されていたとしても、そのＯＮＴに対する帯域割当区間において正常な上りバ
ーストデータを出力していればそのＯＮＴに対して警報は検出されず、隣接する他のＯＮ
Ｔの上りバーストデータが壊されるという結果に陥っていた。
【０００８】
　また、上述した特許文献１，２のものは、異常の発生時にその異常が発生している子局
を検出しようとするものであり、子局の起動処理完了直後にいったん運用状態へ組み込ん
でしまうため、光出力が異常である子局を運用状態に組み込む前に検出することについて
まで考慮されたものではなかった。
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、通信相手先装置を運用状態に組
み込む前であっても、異常が発生している通信相手先装置を検出することができ、異常が
発生している装置のために他の装置との通信に影響が出てしまうといったことのない、安
定した通信を可能とする信号監視装置、通信システム、信号監視方法、および信号監視装
置のプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる目的を達成するために、本発明に係る信号監視装置は、未使用帯域として割り当
てられた時間帯に受信信号があるか否かに基づいて、通信相手先装置の異常を検出する異
常検出手段を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る通信システムは、上述した本発明に係る信号監視装置に、複数の通
信相手先装置が信号伝送路を介して接続されて構成されたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る信号監視方法は、未使用帯域として割り当てられた時間帯に受信信
号があるか否かを判定する信号検出工程と、上記信号検出工程での判定結果に基づいて通
信相手先装置の異常を検出する異常検出工程と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る信号監視装置のプログラムは、未使用帯域として割り当てられた時
間帯に受信信号があるか否かを判定する信号検出処理と、上記信号検出処理での判定結果
に基づいて通信相手先装置の異常を検出する異常検出処理と、を信号監視装置に実行させ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上のように、本発明によれば、通信相手先装置を運用状態に組み込む前であっても、
異常が発生している通信相手先装置を検出することができ、異常が発生している装置のた
めに他の装置との通信に影響が出てしまうといったことのない、安定した通信を実現する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１５】
　次に、本発明に係る信号監視装置、通信システム、信号監視方法、および信号監視装置
のプログラムを、ＰＯＮシステムに適用した一実施形態について、図面を用いて詳細に説
明する。
　まず、本実施形態の概略について説明する。
【００１６】
　本実施形態は、ＰＯＮシステムのＯＬＴ（Optical Line Terminal；局側光網終端装置
）について、帯域を割り当てていない区間におけるＯＮＴの光出力状態を監視することに
よって光出力範囲が異常であるＯＮＴを検出可能としている。
【００１７】
　このため、本実施形態のＯＬＴは、図１に示すように、通信相手先装置であるＯＮＴの
異常有無を判定する異常検出手段を備える。この異常検出手段は、上りバースト信号にお
ける未使用帯域の割り当て情報と、上りバースト信号による受信信号の有無を示す情報と
に基づいて、ＯＮＴの異常有無を判定する。
【００１８】
　次に、本実施形態におけるＯＬＴ１の構成要部について、図２を参照して説明する。
　図２は、本実施形態としてのＰＯＮシステムで上りバースト信号を受信するＯＬＴ　Ｍ
ＡＣ周りの機能ブロックを示す。
【００１９】
　ＯＮＴ監視処理制御部１２は、監視対象ＯＮＴ番号［＃１］を上り帯域計算部１３に通
知する。
　上り帯域計算部（帯域割当手段）１３は、各ＯＮＴに対する帯域割り当てを計算し、未
使用帯域割当情報［＃２－２］をバーストリセット生成部１４、ならびにＬＯＳ監視部１
６に通知する。
【００２０】
　バーストリセット生成部１４は、バーストリセット［＃３］を光受信部１１に通知する
。
　光受信部（受信手段）１１は、各ＯＮＴからの上りバーストデータを受信し、受信信号
の有無を示すＬＯＳ（Loss Of Signal）信号［＃４］（信号検出情報）をＬＯＳ監視部１
６に通知する。
　ＬＯＳ監視部１６は、未使用帯域割当情報［＃２－２］とＬＯＳ信号［＃４］とに基づ
いてＯＮＴの異常を検出すると、ＯＮＴ異常警報［＃５－２］をＯＮＴ監視処理制御部１
２に通知する（異常検出手段）。
【００２１】
　このようにして、本実施形態におけるＰＯＮシステムでは、未使用帯域割当情報［＃２
－２］を元にしてＬＯＳ信号の監視を行っているので、光出力範囲が異常であるようなＯ
ＮＴを検出することができる。
【００２２】
　なお、バーストリセット信号とは、これから受信処理を行う通信相手先装置（ＯＮＴ）
から送信されるバースト信号を受信するに当たって、その受信処理に関しての処理動作を
開始させる信号のことであり、各通信相手先装置に対する帯域割当の時間幅毎にバースト
リセット生成部１４から出力される。
【００２３】
　次に、本実施形態としてのＰＯＮシステムにおける、一般的なＰＯＮシステムと共通す
るＬＯＳ監視機能としての信号の流れについて、図２を参照して説明する。
【００２４】
　上り帯域計算部１３は、各ＯＮＴに対する帯域割り当てを計算し、使用帯域割当情報［
＃２－１］を、バーストリセット生成部１４、上りバースト受信部１５、ＬＯＳ監視部１
６に通知する。
　バーストリセット生成部１４は、バーストリセット［＃３］を光受信部１１に通知する
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。
　光受信部１１は、各ＯＮＴからの上りバーストデータを受信し、ＬＯＳ信号［＃４］を
、ＬＯＳ監視部１６に通知する。
　ＬＯＳ監視部１６は、使用帯域割当情報［＃２－１］とＬＯＳ信号［＃４］とに基づい
て異常を検出すると、ＬＯＳ警報［＃５－１］を通知する（信号異常検出手段）。
【００２５】
　本実施形態は、一般的なＰＯＮシステムにおけるＬＯＳ監視機能にさらに応用を加え、
未使用帯域割当情報にもＬＯＳ信号の監視を行う機構を追加したものである。このことに
より、ＯＮＴにおける異常の発生を的確に検出する仕組みを実現している。
【００２６】
　次に、本実施形態としてのＰＯＮシステムの構成について、図３を参照して説明する。
　本実施形態としてのＰＯＮシステムは、図３に示されるように、ＯＬＴ（信号監視装置
）１に、光ファイバ（信号伝送路）によりスプリッタ（光分岐手段）２を介して、複数の
ＯＮＴ（通信相手先装置）３が接続されて構成される。こうして、本実施形態としてのＰ
ＯＮシステムは、１台のＯＬＴ１に複数のＯＮＴ３（１）～（Ｎ）が光通信可能に接続さ
れたポイントツーマルチポイント光通信システムを構成している。
【００２７】
　スプリッタ２は、ＯＬＴ１から送信される下り信号を全てのＯＮＴ３（１）～（Ｎ）に
対して分岐して送信する。また、スプリッタ２は、各ＯＮＴ３からＯＬＴ１に送信される
上り信号を多重化する。
【００２８】
　図４を参照すると、図３に示すＯＬＴ１から送信される下り信号（ＢＷｍａｐ）とＯＮ
Ｔ３から送信される上りバーストデータのＯＬＴ１への到着タイミングの詳細な構成が示
されている。
【００２９】
　ＯＬＴ１は、ＴＥｑＤ（２５０μｓ）のタイミングで上りバーストデータを受信するた
めに、各ＯＮＴ３の距離に応じた上りバーストの送出遅延時間（ＥｑＤ；Equalization D
elay）を距離測定手順（Ranging）によって測定し、ＥｑＤの値を各ＯＮＴ３に通知する
。
【００３０】
　ＯＬＴ１は、帯域割当情報（ＢＷｍａｐ）を１２５μｓ周期でＯＮＴ３に通知する。ま
た、ＯＬＴ１は、各ＯＮＴ３の上りバーストデータの送出タイミングを、下りデータでの
帯域割当情報（ＢＷｍａｐ）によって該当するそれぞれのＯＮＴ３に通知する。
【００３１】
　ＯＮＴ３は、ＢＷｍａｐを受信してから、ＯＮＴ３の応答時間（Response Time）、送
出遅延時間（ＥｑＤ）、そしてＯＬＴ１から通知されたＢＷｍａｐにしたがった送信開始
タイミング（ＳＳｔａｒｔ）だけ待って、上りバーストデータを送信する。
【００３２】
　ＯＬＴ１は、ＢＷｍａｐによって帯域割当を行ったＯＮＴ３から送出される上りバース
トデータを、下り信号（Ｂｗｍａｐ）を送信してからＴＥｑＤ（２５０μｓ）だけ遅れた
タイミングの１２５μｓウィンドウ内で受信する。
【００３３】
　以上、本実施形態の構成を詳細に述べたが、図４のResponse Timeの定義、ＥｑＤ算出
方法、ＳＳｔａｒｔの定義については、当業者にとってよく知られており、また本発明の
特徴とは直接関係しないので、その詳細な説明は省略する。
【００３４】
　次に、本実施形態としてのＰＯＮシステムによる動作について説明する。
　まず、運用開始前にＬＯＳ監視部１６が未使用帯域監視を行うことで、異常が検出され
た場合にＯＮＴ異常警報［＃５－２］を出力する動作について、図５のタイムチャートを
参照して説明する。
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　図５（ａ）（ｂ）はそれぞれ、運用開始前のある帯域割当周期におけるＯＮＴ３（２）
の上りバーストデータ、バーストリセット、ＬＯＳ信号、および未使用帯域監視の関係を
示している。
【００３５】
　ＯＬＴ１は、あらかじめ定められている上りバーストデータのＯＬＴ１への到着タイミ
ングに従って、光受信部１１へのバーストリセットを行う。
　ここで、光受信部１１は、バーストリセットが実施される度にＬＯＳ信号出力を“Ｈｉ
ｇｈ（ＬＯＳ検出）”に設定し（信号検出情報のリセット）、上りバーストデータを受信
した時点でＬＯＳ信号出力を“Ｌｏｗ（ＬＯＳ解除）”に設定するものとする。
【００３６】
　ＯＬＴ１は、バーストリセットが実施される度に、未使用帯域におけるＬＯＳ信号の監
視を行う。ここで、図５（ａ）に示すように、未使用帯域におけるＬＯＳ信号出力が“Ｈ
ｉｇｈ”、すなわち未使用帯域として割り当てられた時間帯に信号未検出であれば正常で
あると判定する。
　逆に、図５（ｂ）に示すように、未使用帯域におけるＬＯＳ信号出力が“Ｌｏｗ”（受
信信号検出状態）、すなわち未使用帯域として割り当てられた時間帯に信号が検出されて
いれば異常であると判定する。
【００３７】
　次に、上述した図５の状態などの非運用状態にＬＯＳ監視部１６が未使用帯域監視を行
い、異常が検出された場合にＯＮＴ異常警報［＃５－２］を出力する動作について、図６
のフローチャートを参照して説明する。
【００３８】
　まず、初期状態としてＯＮＴ３（ｉ）は非運用状態であることとする。次にＯＮＴ３（
ｉ）の起動処理が行われる（ステップＳ１）。この起動処理には、ＯＬＴ１からＯＮＴ３
（ｉ）に対する距離測定（Ranging）処理などが該当する。
【００３９】
　ＯＮＴ３（ｉ）の起動処理が完了すると、ＬＯＳ監視部１６は、図５を用いて上述した
ＯＮＴ３（ｉ）の異常監視処理（異常検出）を実施する（ステップＳ２）。
　ここでＯＮＴ３（ｉ）に対して異常が検出されなかった場合（ステップＳ３；Ｎｏ）、
ＯＬＴ１はＯＮＴ３（ｉ）の運用状態への組み込みを行い（ステップＳ４）、本フローの
処理を終了する。ＯＮＴ３（ｉ）に対して異常が検出された場合（ステップＳ３；Ｙｅｓ
）、ＬＯＳ監視部１６はＯＮＴ３（ｉ）に対するＯＮＴ異常警報［＃５－２］をＯＮＴ監
視処理制御部１２に送信する（ステップＳ５）。そしてＯＬＴ１は、ＯＮＴ３（ｉ）に対
して停止処理を行い（ステップＳ６）（強制停止手段）、本フローの処理を終了する。
【００４０】
　次に、運用状態である場合にＬＯＳ監視部１６が上りバーストデータにおける信号異常
監視を行い、信号異常が検出された場合に上述した異常監視処理を行う動作について、図
７のフローチャートを参照して説明する。
【００４１】
　まず、初期状態としてＯＮＴ３（ｉ）は運用状態であることとする。ここで、ＯＮＴ３
（ｉ）について、使用帯域割当情報［＃２－１］による通常運用での監視で異常が検出さ
れると、ＬＯＳ監視部１６は伝送路警報としてＬＯＳ警報［＃５－１］を発信する（ステ
ップＳ１１）。
【００４２】
　ここで、運用状態における伝送路警報の発生タイミングについて、図８に示す運用開始
後のタイムチャートを使用して説明する。
　図８（ａ）（ｂ）はそれぞれ、ある帯域割当周期におけるＯＮＴ３（１）～ＯＮＴ３（
Ｎ）の上りバーストデータ、バーストリセット、ＬＯＳ信号の関係を示している。各信号
の見方は図５と同様であり、ここでは省略する。
【００４３】
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　図８（ａ）は、各ＯＮＴが正常に動作している状態を示す。これに対し、図８（ｂ）の
例では、ＯＮＴ３（２）に異常が発生して、ＯＮＴ３（２）の上りバーストデータが隣接
する前後のＯＮＴ３の上りバーストデータに干渉した場合を示す。
　こうしてＯＮＴ３（２）に異常が発生すると、ＯＮＴ３（１）およびＯＮＴ３（３）の
上りバーストデータが壊れることになり、ＬＯＳ監視部１６は、ＯＮＴ３（１）およびＯ
ＮＴ３（３）について、伝送路警報としてＬＯＳ警報［＃５－１］を発信する。
【００４４】
　このように、ＯＮＴ３（ｉ）についてＬＯＳ警報［＃５－１］が発信されると、ＯＮＴ
監視処理制御部１２は、ＯＮＴ３（ｊ）＝｛ＯＮＴ３（ｉ－１），ＯＮＴ３（ｉ），ＯＮ
Ｔ３（ｉ＋１）｝に対して異常警報処理を実施する（ステップＳ１２）。
【００４５】
　この異常監視処理として、まず、各ＯＮＴに対して帯域を割り当てていく１つの帯域割
当周期が終了したタイミングで、ＯＮＴ監視処理制御部１２は、予め定められた異常監視
処理用のコマンドをＯＮＴに送信するなどにより、各ＯＮＴに対する帯域割当を一旦停止
させる。そして、予め定められた異常監視処理用のコマンドを監視対象のＯＮＴに送信さ
せることにより、ＰＯＮシステムとしての運用を停止させることなく、ＯＬＴ１は、監視
対象のＯＮＴの１台ずつに異常監視処理用の帯域を順次割り当て、図５を用いて上述した
異常監視処理をＯＮＴ３（ｊ）の３台それぞれについて実施する。
【００４６】
　こうした異常監視処理によりＯＮＴ３（ｊ）の何れかで異常が検出された場合（ステッ
プＳ１３；Ｙｅｓ）、ＬＯＳ監視部１６は、ＯＮＴ３（ｊ）の３台の中で異常が検出され
たＯＮＴ（図８の例ではＯＮＴ３（２））に対して、ＯＮＴ異常警報［＃５－２］を発信
する（ステップＳ１４）。ＯＮＴ監視処理制御部１２は、ＯＮＴ異常警報［＃５－２］が
発信されたＯＮＴに対して停止処理を行い（ステップＳ１５）（強制停止手段）、本フロ
ーの処理を終了する。
【００４７】
　なお、ここでは伝送路警報が発生した隣接する前後のＯＮＴ３に対してのみステップＳ
１２の異常監視処理を実施する例を記述したが、ステップＳ１２の異常監視処理を実施す
る対象はこの範囲に限定されず、例えばＯＮＴ３（１）～ＯＮＴ３（Ｎ）の全範囲に対し
て異常監視処理を実施する構成であってもよい。
　すなわち、ステップＳ１２の動作として、各ＯＮＴに対する帯域割当を一旦停止した上
で、図５を用いて上述した異常監視処理をＯＮＴ３（１）～ＯＮＴ３（Ｎ）の全範囲に対
して１台ずつ順次実施する構成であってもよい。
【００４８】
　以上説明したように、上述した実施形態によれば、以下に記載するような効果を奏する
。
　第１の効果として、未使用帯域割当情報を元にしてＬＯＳ信号の監視を実施しているの
で、光出力範囲が異常であるＯＮＴ３を検出することができる。
【００４９】
　第２の効果として、運用開始前にＯＮＴ３の異常監視処理を実施しているので、異常Ｏ
ＮＴ３を運用状態に組み込んでしまうことなく、事前に検出することができる。このため
、異常ＯＮＴを運用状態に組み込んでしまうことにより、隣接する他のＯＮＴ３とＯＬＴ
１との通信に影響が及ぶことを防止することができる。
【００５０】
　第３の効果として、運用開始後に伝送路警報が発生した場合にも、ＯＮＴの異常監視処
理を実施しているので、異常ＯＮＴの絞り込みや異常ＯＮＴの停止処理を運用中にも確実
に行うことができる。
【００５１】
　以上のように、上述した実施形態によれば、異常ＯＮＴが運用状態に組み込まれている
ことで、他のＯＮＴ３とＯＬＴ１との通信に影響を与えてしまうといったことのない、安
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定した光通信が可能なＰＯＮシステムを提供することができる。
【００５２】
　このように、従来の技術では、使用帯域割当情報を元にしてＬＯＳ（Loss Of Signal）
信号の監視を行うだけであったため、光出力が異常であるＯＮＴを検出できずに運用状態
に組み込んでしまうという問題があった。
　本実施形態では、帯域を割り当てていない区間におけるＯＮＴ発光状態を監視すること
により、運用状態に組み込む前であっても異常ＯＮＴを確実に検出することができ、異常
ＯＮＴによる帯域割当区間外での光出力のために他のＯＮＴおよびＯＬＴ間の通信にも影
響を与えてしまうといったことのない、安定した光通信が可能なＰＯＮシステムを提供す
ることができる。
【００５３】
　なお、上述した各実施形態は本発明の好適な実施形態であり、本発明はこれに限定され
ることなく、本発明の技術的思想に基づいて種々変形して実施することが可能である。
【００５４】
　例えば、上述した実施形態の構成で、光受信部１１からのＬＯＳ信号を用いて異常監視
処理を行うのに替えて、光受信部１１による光受信レベルを用いて異常監視処理を行う構
成であってもよい。
　この構成の場合、ＯＬＴ１は図２におけるＬＯＳ監視部１６に替えて光受信レベル監視
部を備え、その光受信レベル監視部が、図９に示すようにして異常を検出する。すなわち
、図６のステップＳ２の動作として、上り帯域計算部１３から送信された未使用帯域割当
情報で未使用帯域であるはずの時間帯に、バーストリセット以外で光受信レベルが検出さ
れている場合、そのＯＮＴ３（ｉ）に異常が発生していると検出することとなる。
【００５５】
　また、上述した実施形態では、バーストリセット生成部１４からバーストリセット［＃
３］が発信されることとして説明したが、バーストリセットを用いない構成であっても、
本発明は同様に適用することができる。
　この構成の場合、図６のステップＳ２の動作として、ＬＯＳ監視部１６は、上り帯域計
算部１３から送信された未使用帯域割当情報で未使用帯域であるはずの時間帯に信号が受
信されている場合、そのＯＮＴ３（ｉ）に異常が発生していると検出することとなる。
【００５６】
　また、上述した実施形態では、ＰＯＮシステムに適用した例について説明したが、ポイ
ントツーマルチポイントの光通信システムであればこのものに限定されず、例えばＧＰＯ
Ｎ（Gigabit-PON）システムやＧＥＰＯＮ（Gigabit Ethernet（登録商標）-PON）システ
ムなど各種の光通信システムであっても、本発明は同様に適用することができる。
【００５７】
　さらに、光通信システムに限定されず、光受信部１１に替えて、バースト受信が可能で
あるような電気モジュールを備えた構成であっても、本発明は同様に適用することができ
る。
　この構成の場合、信号監視装置は、図２におけるＬＯＳ監視部１６に替えて信号受信レ
ベル監視部を備え、その信号受信レベル監視部が異常監視処理を行う。すなわち、図６の
ステップＳ２の動作として、上り帯域計算部から送信された未使用帯域割当情報で未使用
帯域であるはずの時間帯に信号受信レベルが検出されている場合、その通信相手先装置に
異常が発生していると検出することとなる。
【００５８】
　また、上述した各実施形態としてのＯＬＴやＰＯＮシステムを実現するための処理手順
をプログラムとして記録媒体に記録することにより、本発明の各実施形態による上述した
各機能を、その記録媒体から供給されるプログラムによって、システムを構成するコンピ
ュータのＣＰＵに処理を行わせて実現させることができる。
　この場合、上記の記録媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記録媒体から
、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用されるものであ
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る。
　すなわち、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記録媒体および該記録媒体から読み
出された信号は本発明を構成することになる。
　この記録媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、
光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリーカード、ＲＯＭ等を
用いてよい。
【００５９】
　この本発明に係るプログラムによれば、当該プログラムによって制御されるＯＬＴやＰ
ＯＮシステムに、上述した各実施形態における各機能を実現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態を概念的に示す図である。
【図２】本実施形態におけるＯＬＴ１の構成要部を示すブロック図である。
【図３】本実施形態としてのＰＯＮシステムの構成を示すブロック図である。
【図４】ＯＬＴ１からの下り信号とＯＮＴからの上りバーストデータとを示すタイミング
図である。
【図５】未使用帯域監視による異常検出の判定を示すタイムチャートである。
【図６】非運用状態に未使用帯域監視を行う場合の動作を示すフローチャートである。
【図７】運用状態に信号異常検出が行われた場合の動作を示すフローチャートである。
【図８】運用状態での信号異常検出を示すタイムチャートである。
【図９】光受信レベルでの未使用帯域監視による異常検出の判定を示すタイムチャートで
ある。
【図１０】本発明の関連技術によるＯＮＴ組み込み方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　ＯＬＴ（信号監視装置の一例）
　２　　スプリッタ（光分岐手段の一例）
　３　　ＯＮＴ（通信相手先装置の一例）
　１１　　光受信部
　１２　　ＯＮＴ監視処理制御部
　１３　　上り帯域計算部
　１４　　バーストリセット生成部
　１５　　上りバースト受信部
　１６　　ＬＯＳ監視部
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