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(57)【要約】
　光通信線路に連結された遠隔機器に管理フレームを伝
送し、遠隔機器から伝送される応答フレームを受信する
光トランシーバと、光通信線路に光パルス信号を伝送し
、光パルス信号を受信した光通信線路から反射する反響
信号を感知するＯＴＤＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｉｍｅ　
Ｄｏｍａｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｍｅｔｅｒ）と、入力
端で光トランシーバとＯＴＤＲとをスイッチングし、出
力端で複数の光通信線路それぞれをスイッチングする光
スイッチと、入力端が光トランシーバと連結され、また
出力端が複数の光通信線路のうち第１光通信線路と連結
された状態で、第１遠隔機器から伝送される応答フレー
ムに基づいて第１光通信線路での異常発生如何を判断す
る監視部と、を備える光通信線路監視装置が開示される
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光通信線路に連結された遠隔機器に管理フレームを伝送し、前記遠隔機器から伝送され
る応答フレームを受信する光トランシーバと、
　光通信線路に光パルス信号を伝送し、光パルス信号を受信した光通信線路から反射する
反響信号を感知するＯＴＤＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃ
ｔｏｍｅｔｅｒ）と、
　入力端で前記光トランシーバと前記ＯＴＤＲとをスイッチングし、出力端で複数の光通
信線路それぞれをスイッチングする光スイッチと、
　前記入力端が前記光トランシーバと連結され、また前記出力端が前記複数の光通信線路
のうち第１光通信線路と連結された状態で、前記第１遠隔機器から伝送される応答フレー
ムに基づいて前記第１光通信線路での異常発生如何を判断する監視部と、を備える光通信
線路監視装置。
【請求項２】
　前記監視部は、
　前記第１光通信線路に異常が発生したと判断した場合、前記光スイッチの入力端を前記
ＯＴＤＲに連結した後、前記第１光通信線路から反射する反響信号に基づいて前記第１光
通信線路での損失程度を測定する請求項１に記載の光通信線路監視装置。
【請求項３】
　前記光スイッチは、
　前記第１光通信線路に異常が発生していないと判断された場合、前記出力端を前記第１
光通信線路の代わりに第２光通信線路に連結する請求項１に記載の光通信線路監視装置。
【請求項４】
　前記監視部は、
　前記光スイッチの出力端が前記複数の光通信線路それぞれと所定時間間隔ごとに順次に
連結されるように前記光スイッチのスイッチング動作を制御する請求項１に記載の光通信
線路監視装置。
【請求項５】
　前記監視部は、
　前記管理フレームをファスト・イーサネットプロトコルによって生成する請求項１に記
載の光通信線路監視装置。
【請求項６】
　入力端で光トランシーバとＯＴＤＲとをスイッチングし、また出力端で複数の光通信線
路それぞれをスイッチングする光スイッチにおいて、入力端が前記光トランシーバに連結
され、また前記出力端が前記複数の光通信線路のうち第１光通信線路に連結された場合、
前記光トランシーバを用いて前記第１光通信線路に連結された第１遠隔機器に管理フレー
ムを伝送する段階と、
　前記光トランシーバを通じて前記第１遠隔機器から伝送される応答フレームを受信する
段階と、
　前記受信された応答フレームに基づいて前記第１光通信線路での異常発生如何を判断す
る段階と、を含む光通信線路監視方法。
【請求項７】
　前記第１光通信線路に異常が発生したと判断された場合、前記光スイッチの入力端を前
記ＯＴＤＲに連結した後、前記第１光通信線路から反射する反響信号に基づいて前記第１
光通信線路での損失程度を測定する段階をさらに含む請求項６に記載の光通信線路監視方
法。
【請求項８】
　前記第１光通信線路に異常が発生していないと判断された場合、前記出力端を前記第１
光通信線路の代わりに第２光通信線路に連結する段階をさらに含む請求項６に記載の光通
信線路監視方法。
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【請求項９】
　前記光スイッチの出力端が前記複数の光通信線路それぞれと所定時間間隔ごとに順次に
連結されるように前記光スイッチのスイッチング動作を制御する段階をさらに含む請求項
６に記載の光通信線路監視方法。
【請求項１０】
　ファスト・イーサネットプロトコルによって前記管理フレームを生成する段階をさらに
含む請求項６に記載の光通信線路監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信線路監視装置及び方法に係り、さらに詳細には、ポーリング方式で光
通信線路を監視する装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光通信は、レーザー光の全反射を用いて二重ガラスからなる光ファイバを通じて情報を
送受信する通信方式であって、電気通信に比べて外部電磁波による干渉がなく、盗聴が困
難であり、かつ同時に大量の情報を処理できるという長所がある。
【０００３】
　光通信線路での異常発生如何を監視するための多様な方法が使われているが、図１は、
ＯＴＤＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｍｅｔｅｒ）１
１を用いて光通信線路１３での異常発生如何を監視する方法を示している。
【０００４】
　光通信線路１３を通じて光が伝達される間にレイリー散乱によって少ない割合の損失が
発生するが、このうち一部は光源に向かって発生する後方散乱となる。ＯＴＤＲ　１１は
、続いて反射して出る後方散乱パワーを測定して光通信線路１３上で発生する損失値を測
定する。しかし、ＯＴＤＲ　１１は一回に一つの光通信線路１３の損失のみを測定するだ
けであり、他の光通信線路を測定するためには現在使用中の光通信線路１３を通じる通信
を中断し、他の光通信線路にＯＴＤＲ　１１を連結して測定せねばならないという問題点
がある。
【０００５】
　また、光通信線路での異常発生如何を監視するための他の方法として、図２は、ＳＶ（
ＳｕｐｅｒＶｉｓｏｒｙ）チャネルを用いて光通信線路での異常発生如何を監視する方法
を示している。ＳＶチャネルを用いて光通信線路での異常発生如何を監視する方法は、Ｓ
Ｖチャネルが常に連結されていることを前提とする方式であり、各遠隔地に位置するＳＶ
Ｕに対応する複数のＳＶＵを集中局に位置させねばならないという問題点がある。
【０００６】
　したがって、前述した従来の方法の問題点を乗り越えつつ光通信線路での異常発生如何
を効果的に監視する方法が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一実施形態による光通信線路監視装置及び方法は、ＯＴＤＲとＳＶＵとを光ス
イッチを通じて結合することで小さな画像面積及び低コストで複数の光通信線路を効果的
に監視することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明の一実施形態による光通信線路監視装置及び方法は、管理者が直接現場に
投入されなくて光通信線路での異常発生如何を監視することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態による光通信線路監視装置は、光通信線路に連結された遠隔機器に
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管理フレームを伝送し、前記遠隔機器から伝送される応答フレームを受信する光トランシ
ーバと、光通信線路に光パルス信号を伝送し、光パルス信号を受信した光通信線路から反
射する反響信号を感知するＯＴＤＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｒｅｆ
ｌｅｃｔｏｍｅｔｅｒ）と、入力端で前記光トランシーバと前記ＯＴＤＲとをスイッチン
グし、出力端で複数の光通信線路それぞれをスイッチングする光スイッチと、前記入力端
が前記光トランシーバと連結され、また前記出力端が前記複数の光通信線路のうち第１光
通信線路と連結された状態で、前記第１遠隔機器から伝送される応答フレームに基づいて
前記第１光通信線路での異常発生如何を判断する監視部と、を備える。
【００１０】
　前記監視部は、前記第１光通信線路に異常が発生したと判断した場合、前記光スイッチ
の入力端を前記ＯＴＤＲに連結した後、前記第１光通信線路から反射する反響信号に基づ
いて前記第１光通信線路での損失程度を測定する。
【００１１】
　前記光スイッチは、前記第１光通信線路に異常が発生していないと判断された場合、前
記出力端を前記第１光通信線路の代わりに第２光通信線路に連結する。
【００１２】
　前記監視部は、前記光スイッチの出力端が前記複数の光通信線路それぞれと所定時間間
隔ごとに順次に連結されるように前記光スイッチのスイッチング動作を制御する。
【００１３】
　前記監視部は、前記管理フレームをファスト・イーサネット（登録商標）プロトコルに
よって生成する。
【００１４】
　本発明の他の実施形態による光通信線路監視方法は、入力端で光トランシーバとＯＴＤ
Ｒとをスイッチングし、また出力端で複数の光通信線路それぞれをスイッチングする光ス
イッチにおいて、入力端が前記光トランシーバに連結され、また前記出力端が前記複数の
光通信線路のうち第１光通信線路に連結された場合、前記光トランシーバを用いて前記第
１光通信線路に連結された第１遠隔機器に管理フレームを伝送する段階と、前記光トラン
シーバを通じて前記第１遠隔機器から伝送される応答フレームを受信する段階と、前記受
信された応答フレームに基づいて前記第１光通信線路での異常発生如何を判断する段階と
、を含む。
【００１５】
　前記光通信線路監視方法は、前記第１光通信線路に異常が発生したと判断した場合、前
記光スイッチの入力端を前記ＯＴＤＲに連結した後、前記第１光通信線路から反射する反
響信号に基づいて前記第１光通信線路での損失程度を測定する段階をさらに含む。
【００１６】
　前記光通信線路監視方法は、前記第１光通信線路に異常が発生していないと判断された
場合、前記出力端を前記第１光通信線路の代わりに第２光通信線路に連結する段階をさら
に含む。
【００１７】
　前記光通信線路監視方法は、前記光スイッチの出力端が前記複数の光通信線路それぞれ
と所定時間間隔ごとに順次に連結されるように前記光スイッチのスイッチング動作を制御
する段階をさらに含む。
【００１８】
　前記光通信線路監視方法は、ファスト・イーサネットプロトコルによって前記管理フレ
ームを生成する段階をさらに含む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の一実施形態による光通信線路監視装置及び方法は、ＯＴＤＲとＳＶＵとを光ス
イッチを通じて結合することで小さな画像面積及び低コストで複数の光通信線路を効果的
に監視できる。
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【００２０】
　また、本発明の一実施形態による光通信線路監視装置及び方法は、管理者が直接現場に
投入されなくて光通信線路での異常発生如何を監視できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】一般的なＯＴＤＲを用いて光通信線路での異常発生如何を監視する方法を示す図
面である。
【図２】一般的なＳＶ（ＳｕｐｅｒＶｉｓｏｒｙ）チャネルを用いて光通信線路での異常
発生如何を監視する方法を示す図面である。
【図３】本発明の一実施形態による光通信線路監視装置の構成を示す図面である。
【図４】本発明の他の実施形態による光通信線路監視方法の手順を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、多様な変更が可能であり、かつ様々な実施形態を持つことができるところ、
特定の実施形態を図面に例示し、これを詳細な説明を通じて詳細に説明しようとする。し
かし、これは、本発明を特定の実施形態に限定しようとするものではなく、本発明の思想
及び技術範囲に含まれる全ての変更、均等物ないし代替物を含むと理解されねばならない
。
【００２３】
　本発明を説明するに当って、関連の公知技術に関する具体的な説明が本発明の趣旨を曖
昧にすると判断される場合にはその詳細な説明を省略する。また、本明細書の説明過程で
用いられる数（例えば、第１、第２など）は、一つの構成要素を他の構成要素から区分す
るための識別記号に過ぎない。
【００２４】
　また、本明細書において、一つの構成要素が他の構成要素に「連結される」または「接
続される」と言及された時には、前記一つの構成要素が前記他の構成要素に直接連結され
てもよく、または直接接続されてもよいが、特に逆の記載がない限り、中間にさらに他の
構成要素を通じて連結されるか、または接続されることもあると理解されねばならない。
【００２５】
　また、本明細書に記載の「部」、「器」、「子」、「モジュール」などの用語は少なく
とも一つの機能や動作を処理する単位を意味し、これはハードウェアやソフトウェア、ま
たはハードウェアとソフトウェアとの結合で具現される。
【００２６】
　そして、本明細書の構成部の区分は、各構成部が担当する主機能別に区分したことに過
ぎない。すなわち、以下で説明する２つ以上の構成部が一つの構成部に合わせられるか、
または一つの構成部がさらに細分化された機能別に２つ以上に分化して備えられてもよい
。そして、以下で説明する構成部それぞれは、自分の担当する主機能以外にも他の構成部
の担当する機能のうち一部またはすべての機能をさらに行ってもよく、また構成部それぞ
れが担当する主機能のうち一部の機能が他の構成部によって行われてもよいということは
言うまでもない。
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を順次に詳細に説明する。
【００２８】
　図３は、本発明の一実施形態による光通信線路監視装置３００の構成を示す図面である
。
【００２９】
　先ず、光通信のための構成について説明すれば、複数の光通信線路３６０それぞれは複
数の光通信線路３６０それぞれに対応する光源３５０に連結され、複数の光通信線路３６
０それぞれは複数の光通信線路３６０それぞれに対応する遠隔地３７０に連結される。こ
こで、光源３５０は、移動通信サービスなどのための光信号を提供し、複数の光通信線路
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３６０は、光源３５０から伝達される光信号についての通信経路を提供する。遠隔地３７
０は、複数の光通信線路３６０それぞれから伝達される光信号を受信する。
【００３０】
　複数の光通信線路３６０それぞれの両端には光合分波器（ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｅｒ／ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）が連結される。光合分波器は光信号を多重
化するか、または多重化された光信号を逆多重化する。
【００３１】
　図３を参照すれば、本発明の一実施形態による光通信線路監視装置３００は、光スイッ
チ３１０、光トランシーバ３２０、ＯＴＤＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ
　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｍｅｔｅｒ）３３０及び監視部３４０を備える。
【００３２】
　光スイッチ３１０は、２×Ｎ形式のスイッチであり、入力端３１２で光トランシーバ３
２０とＯＴＤＲ　３３０とをスイッチングし、出力端３１４で複数の光通信線路３６０そ
れぞれをスイッチングする。さらに詳細には、光スイッチ３１０の入力端３１２は光トラ
ンシーバ３２０またはＯＴＤＲ　３３０に選択的に連結され、光スイッチ３１０の出力端
３１４は複数の光通信線路３６０のうちいずれか一つに連結される。
【００３３】
　光トランシーバ３２０は、光通信線路を通じて光通信線路に連結された遠隔機器に管理
フレームを伝送し、遠隔機器から伝送される応答フレームを受信する。光トランシーバ３
２０は応答フレームを監視部３４０に伝達する。
【００３４】
　ＯＴＤＲ　３３０は光通信線路に光パルス信号を伝送し、かつ光通信線路から反射する
反響信号を感知する。
【００３５】
　監視部３４０は、光トランシーバ３２０、ＯＴＤＲ　３３０及び光スイッチ３１０を制
御し、かつ複数の光通信線路３６０それぞれでの異常発生如何を判断する。
【００３６】
　監視部３４０は、光通信線路を監視するための管理フレームを生成する。監視部３４０
は、管理フレームを所定の通信プロトコルによって生成できるが、所定の通信プロトコル
は、例えば、ファスト・イーサネットプロトコルを含む。監視部３４０は、物理階層及び
媒体接近制御階層標準を基本伝送プロトコルとして用いる。
【００３７】
　監視部３４０は、光スイッチ３１０を制御して光スイッチ３１０の入力端３１２が光ト
ランシーバ３２０に連結されるようにし、かつ光スイッチ３１０の出力端３１４を複数の
光通信線路３６０のうちいずれか一つの光通信線路（例えば、第１光通信線路３６２）に
連結させる。監視部３４０は、管理フレームを光トランシーバ３２０に伝達して、光トラ
ンシーバ３２０によって管理フレームが第１光通信線路３６２に連結された第１遠隔機器
３７２に伝送されるようにする。
【００３８】
　第１遠隔機器３７２が管理フレームに対する応答として応答フレームを光トランシーバ
３２０に伝送すれば、光トランシーバ３２０は、応答フレームを監視部３４０に伝達する
。監視部３４０は、応答フレームの損失情報、受信光パワーなどに基づいて第１光通信線
路３６２での異常発生如何を判断する。
【００３９】
　第１遠隔機器３７２から伝送される応答フレームに基づいて、第１光通信線路３６２に
異常が発生していないと判断された場合、監視部３４０は、光スイッチ３１０の出力端３
１４を第１光通信線路３６２の代わりに他の光通信線路（例えば、第２光通信線路３６４
）に連結して、他の光通信線路での異常発生如何を監視する。すなわち、監視部３４０は
、複数の光通信線路３６０のうちいずれか一つの光通信線路に異常が発生していないと判
断された場合、光スイッチ３１０の出力端３１４のスイッチング動作を制御して複数の光
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通信線路３６０すべての異常発生如何を自動に判断する。このために、監視部３４０は、
光スイッチ３１０の出力端３１４が複数の光通信線路３６０それぞれと所定時間間隔ごと
に順次に連結されるように光スイッチ３１０のスイッチング動作を制御する。例えば、監
視部３４０は、出力端３１４を第１ないし第ｎ光通信線路に所定時間間隔の間に順次に連
結させて第１ないし第ｎ光通信線路での異常発生如何を自動に監視する。
【００４０】
　第１遠隔機器３７２から伝送される応答フレームに基づいて、第１光通信線路３６２に
異常が発生したと判断された場合、監視部３４０は、光スイッチ３１０の出力端３１４の
スイッチングを中断し、かつ光スイッチ３１０の入力端３１２をＯＴＤＲ　３３０に連結
させて第１光通信線路３６２での損失程度を測定する。光スイッチ３１０の入力端３１２
がＯＴＤＲ　３３０に連結されれば、ＯＴＤＲ　３３０は第１光通信線路３６２に光パル
ス信号を伝送し、第１光通信線路３６２から反射する反響信号を感知する。監視部３４０
は、第１光通信線路３６２から反射する反響信号に基づいて第１光通信線路３６２での損
失程度を測定する。監視部３４０は、第１光通信線路３６２での損失程度を測定して第１
光通信線路３６２で異常が発生した位置を特定できる。監視部３４０は第１光通信線路３
６２に異常が発生したということを示す情報及び第１光通信線路３６２での異常発生位置
を示す情報を管理者端末に伝送する。
【００４１】
　第１光通信線路３６２での損失程度の測定が完了すれば、監視部３４０は光スイッチ３
１０の入力端３１２を光トランシーバ３２０に連結させ、かつ光スイッチ３１０の出力端
３１４を第２光通信線路３６４に連結させ、そして、第２光通信線路３６４に連結された
第２遠隔機器３７４から伝送される応答フレームに基づいて第２光通信線路３６４での異
常発生如何を判断する。
【００４２】
　本発明の一実施形態による光通信線路監視装置３００は、一つの光スイッチ３１０を用
いてＯＴＤＲ　３３０を用いた監視とＳＶチャネルを用いた監視とをすべて行うため、一
般的な監視方法に比べてさらに効果的に光通信線路での異常発生如何を監視できる。
【００４３】
　図４は、本発明の他の実施形態による光通信線路監視方法の手順を示す図面である。図
４を参照すれば、本発明の他の実施形態による光通信線路監視方法は、図３に示した光通
信線路監視装置３００で時系列的に処理される段階で構成される。したがって、以下で省
略された内容であるとしても、図３に示した光通信線路監視装置３００に関して以上で記
述された内容は図４の光通信線路監視方法にも適用されるということが分かる。
【００４４】
　Ｓ４１０段階で、監視部３４０は、入力端３１２で光トランシーバ３２０とＯＴＤＲ　
３３０とをスイッチングし、かつ出力端３１４で複数の光通信線路３６０それぞれをスイ
ッチングする光スイッチ３１０において、入力端３１２が光トランシーバ３２０に連結さ
れ、また出力端３１４が複数の光通信線路３６０のうち第１光通信線路３６２に連結され
た場合、光トランシーバ３２０と第１光通信線路３６２とを通じて第１光通信線路３６２
に連結された第１遠隔機器３７２に管理フレームを伝送する。監視部３４０は、所定通信
プロトコルによって管理フレームを生成できるが、所定通信プロトコルはファスト・イー
サネット通信プロトコルを含む。
【００４５】
　Ｓ４２０段階で、監視部３４０は、光トランシーバ３２０を通じて第１遠隔機器３７２
から伝送される応答フレームを受信する。第１遠隔機器３７２は、所定通信プロトコルに
よって応答フレームを生成し、第１光通信線路３６２を通じて光トランシーバ３２０に伝
送する。
【００４６】
　Ｓ４３０段階で、監視部３４０は、応答フレームに基づいて第１光通信線路３６２での
異常発生如何を判断する。監視部３４０は、応答フレームの損失情報、受信光パワーなど
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に基づいて第１光通信線路３６２での異常発生如何を判断する。ＳＶチャネルで応答フレ
ームに基づいて光通信線路での異常発生如何を判断する方法は当業者に明らかであるため
、本明細書では詳細な説明を省略する。
【００４７】
　第１光通信線路３６２に異常が発生したと判断された場合、Ｓ４４０段階で、監視部３
４０は光スイッチ３１０の入力端３１２をＯＴＤＲ　３３０に連結する。光スイッチ３１
０の入力端３１２がＯＴＤＲ　３３０に連結されることでＯＴＤＲ　３３０と第１光通信
線路３６２とが互いに連結され、光トランシーバ３２０と第１光通信線路３６２との連結
は遮断される。
【００４８】
　Ｓ４５０段階で、監視部３４０は、ＯＴＤＲ　３３０から第１光通信線路３６２に伝送
される光パルス信号に対する応答として、第１光通信線路３６２から反射する反響信号に
基づいて第１光通信線路３６２での損失程度を測定する。監視部３４０は、第１光通信線
路３６２に異常が発生したということを示す情報及び第１光通信線路３６２での異常発生
位置を示す情報を管理者端末に伝送する。
【００４９】
　第１遠隔機器３７２から伝送される応答フレームに基づいて第１光通信線路３６２に異
常が発生していないと判断された場合、Ｓ４６０段階で、監視部３４０は、光スイッチ３
１０の出力端３１４を第１光通信線路３６２の代わりに第２光通信線路３６４に連結させ
て第２光通信線路３６４での異常発生如何を判断する。
【００５０】
　監視部３４０は、光スイッチ３１０の出力端３１４を複数の光通信線路３６０それぞれ
に所定時間間隔ごとに順次に連結させられるが、複数の光通信線路３６０それぞれについ
ての連結順序は既定されてあり得る。
【００５１】
　一方、前述した本発明の実施形態はコンピュータで実行されるプログラムで作成でき、
コンピュータで読み取り可能な記録媒体を用いて前記プログラムを動作させる汎用デジタ
ルコンピュータで具現される。
【００５２】
　前記コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、マグネチック記録媒体（例えば、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードデ
ィスクなど）、光学的判読媒体（例えば、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）－ＲＯＭ、
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｃ）など）及びキャリアウエーブ（例えば
、インターネットを通じる伝送）などの記録媒体を含む。
【００５３】
　以上、本発明を望ましい実施形態を挙げて詳細に説明したが、本発明は、前記実施形態
に限定されず、本発明の技術的思想及び範囲内で当業者によって多様な変形及び変更がで
きる。
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