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(57)【要約】
【課題】ＷＤＭ信号を伝送する光伝送装置内の光接続を
運用中に確認できる構成を提供する。
【解決手段】所定範囲の波長帯域の信号光を伝送する光
伝送装置は、信号光を受信する受信部と、所定範囲以外
の波長の監視光を出力する監視光部と、信号光を第１の
ポートに出力し、監視光を第２のポートに出力する波長
選択スイッチと、監視光が伝送される経路における光パ
ワーのロス量を記憶する記憶部と、を有する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定範囲の波長帯域の信号光を伝送する光伝送装置において、
　前記信号光を受信する受信部と、
　前記所定範囲以外の波長の監視光を出力する監視光部と、
　前記信号光を第１のポートに出力し、前記監視光を第２のポートに出力する波長選択ス
イッチと、
　前記監視光が伝送される経路における光パワーのロス量を記憶する記憶部と、
　を有する光伝送装置。
【請求項２】
　所定の波長範囲に配置される波長分割多重光信号を処理する波長選択スイッチユニット
を含む光伝送装置であって、
　前記波長選択スイッチユニットは、
　　前記波長分割多重光信号を受信する入力ポートと、
　　複数の出力ポートと、
　　前記所定の波長範囲外の波長の監視光を生成する監視光生成部と、
　　前記波長分割多重光信号から選択される光信号を前記複数の出力ポートの中の第１の
出力ポートに導き、前記監視光を前記複数の出力ポートの中の第２の出力ポートに導く波
長選択スイッチと、を含み、
　前記光伝送装置は、
　　前記監視光生成部から前記第２の出力ポートまでの経路における光パワーのロス量を
表すパワーロス情報を格納する格納部と、
　　前記監視光生成部から出力される監視光のパワーおよび前記格納部に格納されている
パワーロス情報を利用して、前記第２の出力ポートにおける前記監視光の出力パワーを計
算する計算部と、をさらに有する
　ことを特徴とする光伝送装置。
【請求項３】
　前記計算部は、前記監視光生成部から出力される監視光のパワーから前記パワーロス情
報により表されるロス量を引算することにより、前記第２の出力ポートにおける前記監視
光の出力パワーを計算する
　ことを特徴とする請求項２に記載の光伝送装置。
【請求項４】
　前記計算部は、前記パワーロス情報により表されるロス量を前記波長選択スイッチの動
作状態に基づいて補正し、前記監視光生成部から出力される監視光のパワーから補正され
たロス量を引算することにより、前記第２の出力ポートにおける前記監視光の出力パワー
を計算する
　ことを特徴とする請求項２に記載の光伝送装置。
【請求項５】
　所定の波長範囲に配置される波長分割多重光信号を処理する波長選択スイッチユニット
を含む光伝送装置であって、
　前記波長選択スイッチユニットは、
　　複数の入力ポートと、
　　出力ポートと、
　　前記所定の波長範囲外の波長の監視光の受信パワーを測定するパワー測定部と、
　　前記複数の入力ポートの中の第１の入力ポートを介して受信する前記所定の波長範囲
内の波長の光信号を前記出力ポートに導き、前記複数の入力ポートの中の第２の入力ポー
トを介して受信する前記監視光を前記パワー測定部に導く波長選択スイッチと、を含み、
　前記光伝送装置は、
　　前記第２の入力ポートから前記パワー測定部までの経路における光パワーのロス量を
表すパワーロス情報を格納する格納部と、
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　　前記パワー測定部により測定された前記監視光のパワーおよび前記格納部に格納され
ているパワーロス情報を利用して、前記第２の入力ポートにおける前記監視光の受信パワ
ーを計算する計算部と、をさらに有する
　ことを特徴とする光伝送装置。
【請求項６】
　前記計算部は、前記パワー測定部により測定された前記監視光の受信パワーに前記パワ
ーロス情報により表されるロス量を加算することにより、前記第２の入力ポートにおける
前記監視光の受信パワーを計算する
　ことを特徴とする請求項５に記載の光伝送装置。
【請求項７】
　前記計算部は、前記パワーロス情報により表されるロス量を前記波長選択スイッチの動
作状態に基づいて補正し、前記パワー測定部により測定された前記監視光の受信パワーに
補正されたロス量を加算することにより、前記第２の入力ポートにおける前記監視光の受
信パワーを計算する
　ことを特徴とする請求項５に記載の光伝送装置。
【請求項８】
　所定の波長範囲に配置される波長分割多重光信号を処理する波長選択スイッチユニット
を含む光伝送装置内の光接続を確認する方法であって、
　光源を用いて前記所定の波長範囲外の波長の監視光を生成し、
　前記波長分割多重光信号から選択される光信号を、前記波長選択スイッチユニットが備
える複数の出力ポートの中の第１の出力ポートに導き、前記監視光を、前記複数の出力ポ
ートの中の第２の出力ポートに導くように、前記波長選択スイッチユニットに実装される
波長選択スイッチを制御し、
　前記光源から出力される監視光のパワーを測定し、
　前記光源から前記第２の出力ポートまでの経路における光パワーのロス量を表すパワー
ロス情報を格納部から取得し、
　前記光源から出力される監視光のパワーおよび前記パワーロス情報を利用して、前記第
２の出力ポートにおける前記監視光の出力パワー値を計算し、
　前記出力パワー値を利用して、前記波長選択スイッチユニットと前記第２の出力ポート
に接続されるユニットとの間の光接続を確認する
　ことを特徴とする光接続確認方法。
【請求項９】
　所定の波長範囲に配置される波長分割多重光信号を処理する波長選択スイッチユニット
を含む光伝送装置内の光接続を確認する方法であって、
　前記波長選択スイッチユニットが備える複数の入力ポートの中の第１の入力ポートを介
して受信する前記所定の波長範囲内の波長の光信号を、前記波長選択スイッチユニットが
備える出力ポートに導き、前記複数の入力ポートの中の第２の入力ポートを介して受信す
る前記所定の波長範囲外の波長の監視光を受光器に導くように、前記波長選択スイッチユ
ニットに実装される波長選択スイッチを制御し、
　前記受光器を用いて前記監視光のパワーを測定し、
　前記第２の入力ポートから前記受光器までの経路における光パワーのロス量を表すパワ
ーロス情報を格納部から取得し、
　前記受光器により測定された前記監視光のパワーおよび前記パワーロス情報を利用して
、前記第２の入力ポートにおける前記監視光の受信パワー値を計算し、
　前記受信パワー値を利用して、前記波長選択スイッチユニットと前記第２の入力ポート
に接続されるユニットとの間の光接続を確認する
　ことを特徴とする光接続確認方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、波長分割多重光信号を伝送する光伝送装置および光伝送装置内の光接続を確
認する方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　大容量の光通信ネットワークを実現するための技術の１つとして、波長分割多重（ＷＤ
Ｍ：Wavelength Division Multiplexing）が普及している。ＷＤＭは、波長の異なる複数
の光信号を多重化することができる。即ち、ＷＤＭ光通信ネットワークにおいては、波長
の異なる複数の光信号が多重化されたＷＤＭ信号が伝送される。
【０００３】
　ＷＤＭ光通信ネットワークの各ノードには、ＷＤＭ信号を処理する伝送装置として、例
えば光分岐挿入装置（ＲＯＡＤＭ：Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer）が
設けられる。ＲＯＡＤＭは、受信ＷＤＭ信号から所望の波長の光信号を分岐してクライア
ントに導くことができる。また、ＲＯＡＤＭは、クライアントから受信する光信号をＷＤ
Ｍ信号に挿入することができる。
【０００４】
　更に、柔軟なネットワークを実現するための技術の１つとして、ＣＤＣ（Colorless, D
irectionless, Contentionless）機能を備えるＲＯＡＤＭ（以下、「ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ
」と呼ぶことがある）が実用化されている。なお、Colorless機能によれば、ＲＯＡＤＭ
の各クライアントポートに所望の波長を割り当てることができる。Directionless機能に
よれば、ＲＯＡＤＭに収容されるクライアントを所望の方路に接続できる。Contentionle
ss機能によれば、同じ波長の光信号の衝突が回避される。
【０００５】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭは、波長選択スイッチ（ＷＳＳ：Wavelength Selective Switch）
およびマルチキャストスイッチを備える。波長選択スイッチは、方路ごとに設けられ、受
信ＷＤＭ信号から指定された１または複数の光信号をマルチキャストスイッチに導く。ま
た、波長選択スイッチは、マルチキャストスイッチから受信する１または複数の光信号を
ＷＤＭ信号に挿入する。マルチキャストスイッチは、１または複数のトランスポンダを収
容し、波長選択スイッチから受信する光信号を指定されたトランスポンダに導く。また、
マルチキャストスイッチは、トランスポンダから受信する光信号を指定された方路（すな
わち、指定された波長選択スイッチ）に導く。なお、各トランスポンダには、クライアン
ト端末が接続され得る。
【０００６】
　方路数が多いノードにおいては、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭが備える波長選択スイッチの数が
多く、また、各波長選択スイッチが備える光ポートの数も多い。ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭに収
容されるトランスポンダの数が多いときは、マルチキャストスイッチの数が多く、また、
各マルチキャストスイッチが備える光ポートの数も多い。これらのケースでは、ＣＤＣ－
ＲＯＡＤＭ内の光ファイバの接続が複雑になる。
【０００７】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内の光ファイバの接続は、例えば、ユーザまたはネットワーク管理
者により手作業で行われる。このため、光ファイバが誤った光ポートに接続されるおそれ
がある。したがって、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内で光ファイバが正しくまたは適切に接続され
ていることを確認する方法が求められている。
【０００８】
　なお、装置内の光伝送路を試験する方法は、例えば、特許文献１に記載されている。Ｗ
ＤＭ通信システムにおいて光信号の強度を測定する方法は、例えば、特許文献２に記載さ
れている。波長多重光を増幅する光増幅器において各信号光の出力レベルの安定化を図る
構成は、例えば、特許文献３に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２０１１－１５５６１２号公報
【特許文献２】特開２００８－１３９０７３号公報
【特許文献３】特開２００６－１６６４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内の光ファイバの接続は、例えば、波長選択スイッチからマルチキ
ャストスイッチへ監視光を送信し、マルチキャストスイッチからループバックされる監視
光を波長選択スイッチにおいてモニタすることにより確認される。ここで、波長選択スイ
ッチは、ＷＤＭ信号に多重化されている各波長チャネルのパワーを測定するための光チャ
ネルモニタ（ＯＣＭ）を備えている。したがって、監視光の波長をＷＤＭ信号帯域内に配
置すれば、監視光をモニタするための専用の回路を実装することなく、既存の光チャネル
モニタを利用してＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内の光ファイバの接続を確認することができる。
【００１１】
　しかし、この構成では、ＷＤＭ伝送システムのすべての波長チャネルが使用されている
ときには、監視光を利用してＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内の光ファイバの接続を確認することは
できない。すなわち、通信サービスを提供しながらＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内の未使用光ポー
トの接続を確認できないことがある。
【００１２】
　このように、従来の技術では、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭを効率よく運用または保守できない
ことがある。なお、この問題は、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭのみにおいて生じるものではなく、
ＷＤＭ信号を伝送する光伝送装置において生じ得る。
【００１３】
　本発明の１つの側面に係わる目的は、ＷＤＭ信号を伝送する光伝送装置内の光接続を運
用中に確認できる構成を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の１つの態様の光伝送装置は、所定範囲の波長帯域の信号光を伝送する。この光
伝送装置は、前記信号光を受信する受信部と、前記所定範囲以外の波長の監視光を出力す
る監視光部と、前記信号光を第１のポートに出力し、前記監視光を第２のポートに出力す
る波長選択スイッチと、前記監視光が伝送される経路における光パワーのロス量を記憶す
る記憶部と、を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　上述の態様によれば、ＷＤＭ信号を伝送する光伝送装置内の光接続を運用中に確認でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】光伝送装置の構成の一例を示す図である。
【図２】光接続確認の一例を示す図である。
【図３】波長選択スイッチユニットの一例を示す図である。
【図４】図３に示す波長選択スイッチユニットによる光接続確認の一例を示す図である。
【図５】ＷＤＭ信号および監視光の波長配置の例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係わる波長選択スイッチユニットの一例を示す図である。
【図７】監視光送受信部の構成の一例を示す図である。
【図８】波長選択スイッチの一例を示す図である。
【図９】パワーロス情報の実施例を示す図である。
【図１０】ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内のユニット間の接続確認の実施例を示す図である。
【図１１】監視光の出力パワーを計算する方法の一例を示すフローチャートである。
【図１２】監視光の受信パワーを計算する方法の一例を示すフローチャートである。
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【図１３】他の実施形態においてユニット間の接続を確認する方法の一例を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態に係わる光伝送装置の構成の一例を示す。光伝送装置は、こ
の実施例では、ＷＤＭ伝送ネットワークの各ノードに設けられるＣＤＣ－ＲＯＡＤＭであ
る。
【００１８】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、複数の方路を備える。図１に示す例では、ＣＤＣ－ＲＯＡＤ
Ｍ１は、ＷＥＳＴ方路およびＥＡＳＴ方路を備える。各方路は、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１と
隣接ノードとの間の光伝送路により構成される。ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１と隣接ノードとの
間の光伝送路は、双方向に光信号を伝送する１組の光ファイバケーブルを含む。即ち、Ｃ
ＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、各方路を介して隣接ノードからＷＤＭ信号を受信し、各方路を介
して隣接ノードへＷＤＭ信号を送信する。なお、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、３以上の方路
を備えていてもよい。
【００１９】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、方路ごとに、波長選択スイッチユニット（ＷＳＳ）２および
アンプ回路３を備える。図１に示す例では、ＷＥＳＴ方路に対して波長選択スイッチユニ
ット２Ｗおよびアンプ回路３Ｗが設けられ、ＥＡＳＴ方路に対して波長選択スイッチユニ
ット２Ｅおよびアンプ回路３Ｅが設けられている。
【００２０】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、クライアント端末を収容するために、マルチキャストスイッ
チユニット（ＭＣＳ）４およびトランスポンダ５を備える。図１に示す例では、ＣＤＣ－
ＲＯＡＤＭ１は、マルチキャストスイッチユニット４Ａ、４Ｂを備える。そして、各マル
チキャストスイッチユニット４Ａ、４Ｂにそれぞれ複数のトランスポンダ５が収容されて
いる。各トランスポンダ５には、クライアント端末が接続され得る。なお、ＣＤＣ－ＲＯ
ＡＤＭ１は、３以上のマルチキャストスイッチユニット４を備えていてもよい。
【００２１】
　各マルチキャストスイッチユニット４Ａ、４Ｂは、波長選択スイッチユニット２Ｗ、２
Ｅに接続されている。すなわち、マルチキャストスイッチユニット４Ａと波長選択スイッ
チユニット２Ｗとの間、マルチキャストスイッチユニット４Ａと波長選択スイッチユニッ
ト２Ｅとの間、マルチキャストスイッチユニット４Ｂと波長選択スイッチユニット２Ｗと
の間、マルチキャストスイッチユニット４Ｂと波長選択スイッチユニット２Ｅとの間は、
それぞれ１組の光ファイバにより接続されている。さらに、波長選択スイッチユニット２
Ｗ、２Ｅ間も１組の光ファイバにより接続されている。
【００２２】
　コントローラ６は、ユーザまたはネットワーク管理者から与えられる指示に従って、波
長選択スイッチユニット２（２Ｗ、２Ｅ）およびマルチキャストスイッチユニット４（４
Ａ、４Ｂ）を制御する。例えば、コントローラ６は、ＷＳＳ制御信号を使用して波長選択
スイッチユニット２が分岐および／または挿入する波長を指定することができる。また、
コントローラ６は、ＭＣＳ制御信号を使用してマルチキャストスイッチユニット４内にパ
スを設定することができる。すなわち、コントローラ６が波長選択スイッチユニット２お
よびマルチキャストスイッチユニット４を適切に制御することにより、ＣＤＣ機能が実現
される。
【００２３】
　コントローラ６は、例えば、プロセッサおよびメモリを備える。この場合、与えられた
プログラムをプロセッサが実行することにより、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１の動作が制御され
る。なお、コントローラ６は、ハードウェア回路を含んでいてもよい。
【００２４】
　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１に実装されているユニット間の光接続
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を確認する機能を備える。なお、以下の記載において、「ユニット」は、波長選択スイッ
チユニット２Ｗ、２Ｅ、マルチキャストスイッチユニット４Ａ、４Ｂに相当する。
【００２５】
　図２は、光接続確認の一例を示す。図２に示す例では、波長選択スイッチユニット２Ｅ
とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間の光接続が確認される。この場合、波長選
択スイッチユニット２Ｅは、光源１１を用いて監視光を生成し、光ファイバ７を介してそ
の監視光をマルチキャストスイッチユニット４Ｂへ送信する。マルチキャストスイッチユ
ニット４Ｂは、波長選択スイッチユニット２Ｅから受信する監視光をループバックする。
すなわち、マルチキャストスイッチユニット４Ｂは、光ファイバ８を介して監視光を波長
選択スイッチユニット２Ｅへ送信する。
【００２６】
　このとき、コントローラ６は、監視光のパワーに基づいて、波長選択スイッチユニット
２Ｅとマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間の光接続を確認する。なお、受光器１
２は、光ファイバ７を介して受信する光のパワーを検出する。受光器１３は、光ファイバ
８を介して送信する光のパワーを検出する。受光器１４は、光ファイバ８を介して受信す
る光のパワーを検出する。そして、コントローラ６は、波長選択スイッチユニット２Ｅに
おいて測定される監視光の出力パワーとマルチキャストスイッチユニット４Ｂにおいて測
定される監視光の受信パワーとの差分に基づいて、光ファイバ７による接続を確認する。
具体的には、この差分が所定の閾値よりも小さいときに、波長選択スイッチユニット２Ｅ
とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間が光ファイバ７により適切に接続されてい
ると判定される。同様に、コントローラ６は、マルチキャストスイッチユニット４Ｂにお
いて測定される監視光の出力パワーと波長選択スイッチユニット２Ｅにおいて測定される
監視光の受信パワーとの差分に基づいて、光ファイバ８による接続を確認する。具体的に
は、この差分が所定の閾値よりも小さいときに、波長選択スイッチユニット２Ｅとマルチ
キャストスイッチユニット４Ｂとの間が光ファイバ８により適切に接続されていると判定
される。
【００２７】
　図３は、波長選択スイッチユニット２の一例を示す。波長選択スイッチユニット２は、
複数のネットワーク側光ポートＰ１、Ｐ１１、および複数のクライアント側光ポートＰ２
～Ｐ７、Ｐ１２～Ｐ１７を備える。ただし、波長選択スイッチユニット２が備えるクライ
アント側光ポートの個数は、図３に示す実施例に限定されるものではない。
【００２８】
　波長選択スイッチユニット２は、光ポートＰ１を介して対応する方路から光信号を受信
し、光ポートＰ１１を介して対応する方路へ光信号を出力する。また、光ポートＰ２～Ｐ
７、Ｐ１２～Ｐ１７は、マルチキャストスイッチユニット４または他の波長選択スイッチ
ユニット２に接続される。波長選択スイッチユニット２は、光ポートＰ２～Ｐ７を介して
マルチキャストスイッチユニット４または他の波長選択スイッチユニット２へ光信号を出
力し、光ポートＰ１２～Ｐ１７を介してマルチキャストスイッチユニット４または他の波
長選択スイッチユニット２から光信号を受信する。
【００２９】
　波長選択スイッチユニット２は、波長選択スイッチ２１、２２、光スイッチ２３、光チ
ャネルモニタ（ＯＣＭ）２４、監視光送受信部２５を備える。波長選択スイッチ２１は、
光ポートＰ１を介して受信するＷＤＭ信号を波長ごとに分離し、指定された波長の光信号
を指定された光ポートＰ２～Ｐ７に導く。
【００３０】
　例えば、図４に示すように、光ポートＰ３にマルチキャストスイッチユニット４Ａが接
続されているものとする。また、波長チャネルλ１～λ３の光信号（以下、光信号λ１～
λ３）をマルチキャストスイッチユニット４Ａに導く旨の指示が波長選択スイッチユニッ
ト２に与えられるものとする。この場合、波長選択スイッチ２１は、受信ＷＤＭ信号から
光信号λ１～λ３を選択して光ポートＰ３に導く。そうすると、マルチキャストスイッチ
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ユニット４Ａは、光信号λ１～λ３のみを受信する。
【００３１】
　波長選択スイッチ２２は、光ポートＰ１２～Ｐ１７を介して受信する光信号を合波して
光ポートＰ１１に導く。ただし、波長選択スイッチ２２は、指定された波長の光信号を遮
断することができる。
【００３２】
　波長選択スイッチ２１から出力される光信号は、それぞれ対応する光スプリッタ（ＳＰ
Ｌ）により分岐されて光スイッチ２３に導かれる。また、光ポートＰ１２～Ｐ１７を介し
て受信する光信号も、それぞれ対応する光スプリッタ（ＳＰＬ）により分岐されて光スイ
ッチ２３に導かれる。そして、光スイッチ２３は、入力光信号を順番に選択して光チャネ
ルモニタ２４に導く。光チャネルモニタ２４は、光スイッチ２３から導かれてくる光信号
のパワーをモニタする。すなわち、光チャネルモニタ２４は、マルチキャストスイッチユ
ニット４へ出力される各光信号のパワー、およびマルチキャストスイッチユニット４から
受信する各光信号のパワーをモニタできる。
【００３３】
　光チャネルモニタ２４は、ＷＤＭ信号に多重化されている各波長チャネルのパワーを測
定することができる。例えば、図５（ａ）に示すように、ＷＤＭ信号に波長チャネルλ１
～λｎが多重化されているときは、光チャネルモニタ２４は、波長チャネルλ１～λｎの
パワーを個々に測定できる。ただし、この実施例では、光チャネルモニタ２４は、ＷＤＭ
信号に対して割り当てられている信号帯域において光パワーを測定できるものとする。
【００３４】
　監視光送受信部２５は、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１内のユニット間の光接続を確認するため
に使用される監視光を生成する。監視光送受信部２５から出力される監視光は、光カプラ
（ＣＰＬ）により受信ＷＤＭ信号に合波されて波長選択スイッチ２１に入力される。波長
選択スイッチ２１は、光接続を確認すべきユニットに対応する光ポートに監視光を導く。
【００３５】
　例えば、図４に示すように、光ポートＰ５にマルチキャストスイッチユニット４Ｂが接
続されているものとする。また、波長選択スイッチユニット２とマルチキャストスイッチ
ユニット４Ｂとの間の光接続を確認する旨の指示が波長選択スイッチユニット２に与えら
れるものとする。この場合、波長選択スイッチ２１は、監視光送受信部２５から出力され
る監視光を光ポートＰ５に導く。そうすると、この監視光は、図２に示す光ファイバ７を
介してマルチキャストスイッチユニット４Ｂに伝送される。また、マルチキャストスイッ
チユニット４Ｂは、この監視光をループバックする。すなわち、マルチキャストスイッチ
ユニット４Ｂから波長選択スイッチユニット２へ送信される監視光は、図２に示す光ファ
イバ８を介して伝送され、光ポートＰ１５に到着する。
【００３６】
　上記構成の波長選択スイッチユニット２において、波長選択スイッチ２１から光ポート
Ｐ５へ導かれる監視光は、光スプリッタにより分岐され、光スイッチ２３により光チャネ
ルモニタ２４に導かれる。すなわち、マルチキャストスイッチユニット４Ｂに出力される
監視光のパワーは、光チャネルモニタ２４により測定され得る。また、光ポートＰ１５を
介して受信する監視光は、光スプリッタにより分岐され、光スイッチ２３により光チャネ
ルモニタ２４に導かれる。すなわち、マルチキャストスイッチユニット４Ｂから受信する
監視光のパワーは、光チャネルモニタ２４により測定され得る。或いは、光ポートＰ１５
を介して受信する監視光は、波長選択スイッチ２２により監視光送受信部２５に導かれる
ようにしてもよい。この場合、マルチキャストスイッチユニット４Ｂから受信する監視光
のパワーは、監視光送受信部２５により測定される。そして、コントローラ６は、これら
の測定結果を利用して、波長選択スイッチユニット２（２Ｅ）とマルチキャストスイッチ
ユニット４（４Ｂ）との間の光接続を確認する。
【００３７】
　ところで、光チャネルモニタ２４は、上述したように、ＷＤＭ信号に対して割り当てら
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れている信号帯域において光パワーを測定できる。このため、光チャネルモニタ２４を利
用して監視光のパワーを測定する構成では、監視光は、ＷＤＭ信号に対して割り当てられ
ている信号帯域内に配置されることが要求される。一例としては、ＷＤＭ信号の波長チャ
ネルλ１～λｎの中で使用されていない波長チャネルに監視光が割り当てられる。そうす
ると、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、運用中に、未使用の波長チャネルを利用してＣＤＣ－Ｒ
ＯＡＤＭ１内のユニット間の光接続を確認することができる。図４に示す例では、ＣＤＣ
－ＲＯＡＤＭ１は、マルチキャストスイッチ４Ａに収容されるクライアントに対して通信
サービスを提供しながら、波長選択スイッチユニット２Ｅとマルチキャストスイッチユニ
ット４Ｂとの間の光接続を確認することができる。
【００３８】
　しかしながら、この構成では、ＷＤＭ信号のすべての波長チャネルλ１～λｎが使用中
であるときは、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、監視光を利用してユニット間の光接続を確認す
ることはできない。たとえば、受信ＷＤＭ信号が光信号λ１～λｎを含んでおり、また、
監視光の波長がλｎであるものとする。この場合、波長選択スイッチ２１は、光信号λｎ
と監視光とを異なる光ポートに導くことはできない。図４に示す例では、波長選択スイッ
チ２１が光信号λｎを光ポートＰ３に導くときは、監視光も光ポートＰ３に導かれてしま
う。
【００３９】
　なお、図３に示す構成では、下記の問題も生じ得る。
（１）マルチキャストスイッチユニット４から受信する監視光は、クライアントから送信
される光信号と共に、光ポートＰ１１を介してネットワークに出力されてしまう。この場
合、ＷＤＭ信号に多重化されている光信号の品質が劣化するおそれがある。
（２）監視光の波長が光信号により使用されているときは、波長選択スイッチ２２は、光
信号をネットワークに出力するために監視光を遮断する。したがって、監視光送受信部２
５を利用して監視光のパワーを測定することはできない。
【００４０】
　これらの問題を解決するために、本発明の実施形態に係わるＣＤＣ－ＲＯＡＤＭは、Ｗ
ＤＭ信号に対して割り当てられている信号帯域外の波長の監視光を使用してユニット間の
光接続を確認する。
【００４１】
　＜実施形態＞
　図６は、本発明の実施形態に係わるＣＤＣ－ＲＯＡＤＭに実装される波長選択スイッチ
ユニット２の一例を示す。図６に示す実施例では、波長選択スイッチユニット２は、監視
光送受信部３１、波長選択スイッチ３２、３３、光スイッチ２３、光チャネルモニタ２４
を備える。光スイッチ２３および光チャネルモニタ２４は、図３および図６において互い
に実質的に同じなので、説明を省略する。また、図３に示す構成と同様に、波長選択スイ
ッチユニット２は、ネットワーク側光ポートＰ１、Ｐ１１、およびクライアント側光ポー
トＰ２～Ｐ７、Ｐ１２～Ｐ１７を備える。
【００４２】
　監視光送受信部３１は、図３に示す監視光送受信部２５と同様に、監視光を生成して出
力する。ただし、監視光送受信部３１は、図５（ｂ）に示すように、ＷＤＭ信号に対して
割り当てられている信号帯域外の波長λｘの監視光を生成する。以下では、波長λｘの監
視光を「監視光λｘ」と呼ぶことがある。尚、監視光送受信部３１は、例えば、ＳＦＰ／
ＸＦＰタイプのモジュールにより実現される。
【００４３】
　図７は、監視光送受信部３１の構成の一例を示す。監視光送受信部３１は、図７に示す
例では、光源（ＬＤ）４１、受光器（ＰＤ）４２、受光器（ＰＤ）４３、メモリ４４、計
算部４５を備える。光源４１は、信号帯域外の波長λｘの監視光を生成する。監視光の波
長λｘは、信号帯域λ１～λｎより長くてもよいし、信号帯域λ１～λｎより短くてもよ
い。受光器４２は、光源４１から出力される監視光のパワーを検出する。受光器４３は、
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他のユニット（図２に示す例では、マルチキャストスイッチユニット４Ｂ）から受信する
監視光のパワーを検出する。メモリ４４は、後述するパワーロス情報を格納する。計算部
４５は、受光器４２により検出される監視光のパワーおよびメモリ４４に格納されている
パワーロス情報に基づいて、波長選択スイッチユニット２の出力ポート（Ｐ２～Ｐ７）に
おける監視光の出力パワーを計算する。また、計算部４５は、受光器４３により検出され
る監視光のパワーおよびメモリ４４に格納されているパワーロス情報に基づいて、波長選
択スイッチユニット２の入力ポート（Ｐ１２～Ｐ１７）における監視光の受信パワーを計
算する。計算部４５は、与えられたプログラムを実行するプロセッサにより実現される。
ただし、計算部４５の機能の一部は、ハードウェア回路で実現してもよい。
【００４４】
　なお、図６～図７に示す実施例では、計算部４５は波長選択スイッチユニット２に実装
されているが、本発明はこの構成に限定されるものではない。すなわち、監視光のパワー
を計算するプロセッサは、波長選択スイッチユニット２の外に設けられていてもよい。ま
た、図６～図７に示す実施例では、パワーロス情報は波長選択スイッチユニット２内に格
納されているが、本発明はこの構成に限定されるものではない。すなわち、パワーロス情
報を格納するメモリは、波長選択スイッチユニット２の外に設けられていてもよい。
【００４５】
　波長選択スイッチ３２は、２つの入力ポート（Ｑ１、Ｑ０）及び複数の出力ポート（Ｑ
２～Ｑ７）を備える。入力ポートＱ１は、波長選択スイッチユニット２の光ポートＰ１に
光学的に接続され、出力ポートＱ２～Ｑ７は、それぞれ波長選択スイッチユニット２の光
ポートＰ２～Ｐ７に光学的に接続されている。光ポートＰ１を介して受信するＷＤＭ信号
は、入力ポートＱ１に導かれる。そして、波長選択スイッチ３２は、このＷＤＭ信号に多
重化されている光信号を波長ごとに指定された出力ポートＱ２～Ｑ７に導く。また、入力
ポートＱ０には、監視光送受信部３１により生成される監視光が入力される。そして、波
長選択スイッチ３２は、この監視光を指定された出力ポートＱ２～Ｑ７に導くことができ
る。
【００４６】
　図８は、波長選択スイッチ３２の一例を示す。波長選択スイッチ３２は、図８に示す実
施例では、光学ブロック５１およびミラー回路５２を備える。光学ブロック５１は、例え
ば、グレーティングおよびレンズを含み、入力光を波長ごとに分離して対応するミラーに
導く。ミラー回路５２は、波長ごとに設けられたミラーＭ１～Ｍｎ、Ｍｘを含む。ミラー
Ｍ１～Ｍｎ、Ｍｘは、それぞれ波長λ１～λｎ、λｘに対して設けられている。なお、各
ミラーＭ１～Ｍｎの角度は、パス制御指示に従って制御される。ミラーＭｘの角度は、接
続確認指示に従って制御される。パス制御指示および接続確認指示は、例えば、図１に示
すコントローラ６から与えられる。
【００４７】
　図８に示す例では、光信号λ１～λ３を含むＷＤＭ信号が入力ポートＱ１を介して波長
選択スイッチ３２に入力される。このＷＤＭ信号は、光学ブロック５１に導かれる。光学
ブロック５１は、ＷＤＭ信号を波長ごとに分離し、光信号λ１～λ３をそれぞれミラーＭ
１～Ｍ３に導く。ここで、以下のパス制御指示が波長選択スイッチ３２に与えられている
ものとする。
光信号λ１：波長選択スイッチユニット２の光ポートＰ２を介して出力
光信号λ２：波長選択スイッチユニット２の光ポートＰ３を介して出力
光信号λ３：波長選択スイッチユニット２の光ポートＰ３を介して出力
この場合、ミラー回路５２は、パス制御指示に応じて、光信号λ１が出力ポートＱ２に導
かれるようにミラーＭ１を制御し、光信号λ２～λ３が出力ポートＱ３に導かれるように
ミラーＭ２～Ｍ３を制御する。この結果、光信号λ１は、出力ポートＱ２および光ポート
Ｐ２を介して出力される。また、光信号λ２～λ３は、出力ポートＱ３および光ポートＰ
３を介して出力される。
【００４８】
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　入力ポートＱ０を介して波長選択スイッチ３２に入力される監視光λｘは、光学ブロッ
ク５１によりミラーＭｘに導かれる。ここで、接続確認指示「波長選択スイッチユニット
２の光ポートＰ５の光接続を確認」が波長選択スイッチ３２に与えられるものとする。こ
の場合、ミラー回路５２は、接続確認指示に応じて、監視光が出力ポートＱ５に導かれる
ようにミラーＭｘを制御する。この結果、監視光λｘは、出力ポートＱ５および光ポート
Ｐ５を介して出力される。
【００４９】
　波長選択スイッチ３２は、各波長チャネルの出力光パワーを調整する減衰機能を備えて
いてもよい。減衰機能は、例えば、出力光パワーが目標レベルに一致するように、入力光
に対する減衰量を制御する。減衰量は、例えば、ミラー回路５２のミラーの角度を調整す
ることにより制御される。なお、この実施例では、説明を簡単にするために、波長選択ス
イッチ３２の減衰機能による好適な減衰量は、予めまたは初期動作において決定されるも
のとする。この場合、好適な減衰量を実現するためのパラメータは、波長選択スイッチ３
２の状態を制御する不図示のコントローラに設定されるとともに、メモリ４４に格納され
るようにしてもよい。このパラメータは、例えば、対応するミラーの角度を指示する。
【００５０】
　波長選択スイッチ３３は、２つの出力ポート（Ｑ１１、Ｑ１０）および複数の入力ポー
ト（Ｑ１２～Ｑ１７）を備える。出力ポートＱ１１は、波長選択スイッチユニット２の光
ポートＰ１１に光学的に接続され、入力ポートＱ１２～Ｑ１７は、それぞれ波長選択スイ
ッチユニット２の光ポートＰ１２～Ｐ１７に光学的に接続されている。また、波長選択ス
イッチ３３は、入力ポートＱ１２～Ｑ１７を介して入力される光信号を出力ポートＱ１１
に導く。そして、これらの光信号は、波長選択スイッチ３３において合波されて出力され
る。ただし、波長選択スイッチ３３は、入力光の波長がλｘであるときは、その入力光を
出力ポートＱ１０に導く。すなわち、入力ポートＱ１２～Ｑ１７のいずれかを介して監視
光λｘが入力されたときは、波長選択スイッチ３３は、出力ポートＱ１０を介してその監
視光λｘを出力する。出力ポートＱ１０を介して出力される監視光λｘは、監視光送受信
部３１に導かれる。
【００５１】
　波長選択スイッチ３３は、図８に示す構成と同様に、光学ブロックおよびミラー回路な
どを備える。すなわち、波長選択スイッチ３３の構成および動作は、波長選択スイッチ３
２と類似している。よって、波長選択スイッチ３３の構成および動作については、説明を
省略する。
【００５２】
　図９は、パワーロス情報の実施例を示す。パワーロス情報は、出力パワーを計算するた
めの使用される出力パワーロス情報および受信パワーを計算するために使用される受信パ
ワーロス情報を含む。出力パワーロス情報および受信パワーロス情報は、いずれもメモリ
４４に格納される。
【００５３】
　出力パワーロス情報は、図９（ａ）に示すように、波長選択スイッチユニット２の各光
ポートＰ２～Ｐ７に対する経路ロスを表す。出力パワーロス情報の経路ロスは、監視光送
受信部３１から対応する光ポートへ至る経路における光パワーのロス量を表す。例えば、
光ポートＰ２に対応する経路ロスは、監視光送受信部３１から光ポートＰ２まで光が伝送
されるときの光パワーのロス量を表す。なお、出力パワーロス情報は、例えば、波長選択
スイッチ３２の入力ポートＱ０に波長λｘの参照光を入力し、各光ポートＰ２～Ｐ７にお
いてそれぞれ参照光のパワーを測定することにより得られる。この場合、波長選択スイッ
チ３２に入力される参照光のパワーは既知であるものとする。
【００５４】
　波長選択スイッチ３２が減衰機能を有するときは、光ポートＰ２～Ｐ７それぞれについ
て、減衰量を調整するためのパラメータに対して経路ロスが測定される。このパラメータ
は、たとえば、波長選択スイッチ３２のミラーの角度を制御するための設定値を表す。図
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９（ａ）に示す例では、「パラメータ：０」は減衰機能による減衰量が最小に制御された
状態を表す。
【００５５】
　受信パワーロス情報は、図９（ｂ）に示すように、波長選択スイッチユニット２の各光
ポートＰ１２～Ｐ１７に対する経路ロスを表す。受信パワーロス情報の経路ロスは、対応
する光ポートから監視光送受信部３１までの経路における光パワーのロス量を表す。例え
ば、光ポートＰ１２に対応する経路ロスは、光ポートＰ１２から監視光送受信部３１まで
光が伝送されるときの光パワーのロス量を表す。受信パワーロス情報の経路ロスは、例え
ば、対応する光ポートから波長λｘの参照光を入力し、監視光送受信部３１の受光器４３
を用いてその参照光のパワーを測定することにより得られる。この場合、対応する光ポー
トから入力される参照光のパワーは既知であるものとする。
【００５６】
　波長選択スイッチ３３が減衰機能を有するときは、光ポートＰ１２～Ｐ１７それぞれに
ついて、減衰量を調整するためのパラメータに対して経路ロスが測定される。このパラメ
ータは、例えば、波長選択スイッチ３３のミラーの角度を制御するための設定値を表す。
図９（ｂ）に示す例では、「パラメータ：０」は減衰機能による減衰量が最小に制御され
た状態を表す。
【００５７】
　このように、パワーロス情報は、この実施例では、各経路の光パワーのロス量を測定す
ることにより生成される。そして、生成されたパワーロス情報は、メモリ４４に格納され
る。
【００５８】
　図１０は、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ内のユニット間の接続確認の実施例を示す。図１０に示
す波長選択スイッチユニット２は、図１～図２に示すＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１に実装される
波長選択スイッチユニット２Ｅに相当する。ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、マルチキャストス
イッチユニット４Ａに収容されるクライアントに対して通信サービスを提供している。す
なわち、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は運用中である。そして、波長選択スイッチユニット２Ｅ
とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間の光接続の確認が行われる。なお、マルチ
キャストスイッチユニット４Ａは、波長選択スイッチユニット２Ｅの光ポートＰ３、Ｐ１
３に接続されている。また、マルチキャストスイッチユニット４Ｂは、波長選択スイッチ
ユニット２Ｅの光ポートＰ５、Ｐ１５に新たに接続されたものとする。
【００５９】
　波長選択スイッチユニット２Ｅとマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間の光接続
の確認を行うときは、コントローラ６は、目的ユニットがマルチキャストスイッチユニッ
ト４Ｂであることを指定する接続確認指示を波長選択スイッチユニット２Ｅに与える。そ
うすると、監視光送受信部３１は、監視光を生成する。この監視光の波長は、上述したよ
うに、ＷＤＭ信号に対して割り当てられている信号帯域の外に配置されている。波長選択
スイッチ３２は、入力ポートＱ０の入力光が光ポートＰ５に導かれるように光パスを設定
する。波長選択スイッチ３３は、光ポートＰ１５から受信する光が出力ポートＱ１０を介
して監視光送受信部３１に導かれるように光パスを設定する。
【００６０】
　上述の設定により、監視光は、光ポートＰ５を介して出力される。ここで、波長選択ス
イチユニット２Ｅとマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間が適切に接続されていれ
ば、光ポートＰ５から出力される監視光は、マルチキャストスイッチユニット４Ｂへ伝送
される。マルチキャストスイッチユニット４Ｂは、図２に示すように、この監視光をルー
プバックする。すなわち、マルチキャストスイッチユニット４Ｂは、監視光を波長選択ス
イチユニット２Ｅへ送信する。そして、波長選択スイチユニット２Ｅにおいて、光ポート
Ｐ１５を介して受信した監視光は、波長選択スイッチ３３により監視光送受信部３１に導
かれる。
【００６１】
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　このとき、波長選択スイチユニット２Ｅにおいて、計算部４５は、受光器４２の出力信
号に基づいて、光源４１から出力される監視光のパワーＰ_out_LDを検出する。また、計
算部４５は、受光器４３の出力信号に基づいて、監視光送受信部３１が受信する監視光の
パワーＰ_in_PDを検出する。
【００６２】
　計算部４５は、光源４１から出力される監視光のパワーＰ_out_LDおよびメモリ４４に
格納されているパワーロス情報に基づいて、波長選択スイチユニット２Ｅのエッジ（すな
わち、光ポート）における監視光の出力パワーＰ_out_portを計算する。ここで、波長選
択スイッチ３２の動作状態（ここでは、減衰量）は予め調整されているものとする。この
例では、波長選択スイッチ３２の動作状態は「パラメータ：１」に従って調整されている
ものとする。また、監視光は、光ポートＰ５を介して出力される。よって、図９（ａ）に
示す例では、経路ロスは5.3dBである。この場合、光ポートＰ５における監視光の出力パ
ワーＰ_out_portは下式で算出される。
Ｐ_out_port＝Ｐ_out_LD－５．３
そして、計算部４５は、この計算結果をコントローラ６に通知する。
【００６３】
　コントローラ６は、図２に示す受光器１２を利用して、マルチキャストスイッチユニッ
ト４Ｂにおける監視光の受信パワーＰ_12を検出する。そして、コントローラ６は、計算
部４５により算出される監視光の出力パワーＰ_out_portとマルチキャストスイッチユニ
ット４Ｂにおける監視光の受信パワーＰ_12との差分に基づいて、波長選択スイチユニッ
ト２Ｅの光ポートＰ５とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間の光接続を確認する
。具体的には、この差分が所定の閾値よりも小さいときは、コントローラ６は、波長選択
スイチユニット２Ｅの光ポートＰ５とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間が光フ
ァイバ７により適切に接続されていると判定する。
【００６４】
　計算部４５は、監視光送受信部３１が受信する監視光のパワーＰ_in_PDおよびメモリ４
４に格納されているパワーロス情報に基づいて、波長選択スイチユニット２Ｅのエッジ（
すなわち、光ポート）における監視光の受信パワーＰ_in_portを計算する。ここで、波長
選択スイッチ３３の動作状態（ここでは、減衰量）は予め調整されているものとする。こ
の例では、波長選択スイッチ３３の動作状態は「パラメータ：１」により調整されている
ものとする。また、監視光は、光ポートＰ１５に到着する。よって、図９（ｂ）に示す例
では、経路ロスは6.4dBである。この場合、光ポートＰ１５における監視光の受信パワー
Ｐ_in_portは下式で算出される。
Ｐ_in_port＝Ｐ_in_LD＋６．４
そして、計算部４５は、この計算結果をコントローラ６に通知する。
【００６５】
　コントローラ６は、図２に示す受光器１３を利用して、マルチキャストスイッチユニッ
ト４Ｂにおける監視光の出力パワーＰ_13を検出する。そして、コントローラ６は、計算
部４５により算出される監視光の受信パワーＰ_in_portとマルチキャストスイッチユニッ
ト４Ｂにおける監視光の出力パワーＰ_13との差分に基づいて、波長選択スイチユニット
２Ｅの光ポートＰ１５とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間の光接続を確認する
。具体的には、この差分が所定の閾値よりも小さいときは、コントローラ６は、波長選択
スイチユニット２Ｅの光ポートＰ１５とマルチキャストスイッチユニット４Ｂとの間が光
ファイバ８により適切に接続されていると判定する。
【００６６】
　このように、実施形態のＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１においては、監視光の波長は、ＷＤＭ信
号に対して割り当てられている信号帯域の外に配置される。したがって、ＷＤＭ信号のす
べての波長チャネルが使用されているときであっても、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１内のユニッ
ト間の接続を確認することができる。すなわち、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、インサービス
中に、未使用ポートの光接続を確認できる。例えば、図１０に示す実施例では、光ポート
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Ｐ３、Ｐ１３を介してデータ通信が行われている。この場合、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１は、
光ポートＰ３、Ｐ１３を介して行われているデータ通信を停止することなく、光ポートＰ
２、Ｐ４～Ｐ７、Ｐ１２、Ｐ１４～Ｐ１７の光接続をそれぞれ確認できる。
【００６７】
　ここで、監視光の波長が信号帯域の外に配置されているので、光チャネルモニタ２４を
用いて監視光のパワーを検出できないことがある。そこで、監視光送受信部３１において
受光器４２、４３を用いて監視光の出力パワーおよび受信パワーがそれぞれ測定される。
また、ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１内の経路ロスを表すパワーロス情報が予め作成される。そし
て、測定値およびＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ１内の経路ロスを表すパワーロス情報に基づいて、
波長選択スイッチユニット２の出力／入力ポートにおける監視光のパワーが計算される。
よって、出力／入力ポートにおける監視光のパワーを直接的に測定することなく、出力／
入力ポートにおける監視光のパワーを精度よく算出できる。なお、光チャネルモニタ２４
のモニタ可能範囲を拡張すれば、出力／入力ポートにおける監視光のパワーを直接的に測
定できるかも知れない。しかしながら、この場合、光チャネルモニタ２４の価格が高くな
るおそれがある。
【００６８】
　図１１は、監視光の出力パワーを計算する方法の一例を示すフローチャートである。こ
のフローチャートの処理は、例えば、目的ユニット（上述の実施例では、マルチキャスト
スイッチユニット４）を指定する接続確認指示がコントローラ６から波長選択スイッチ２
に与えられたときに実行される。
【００６９】
　Ｓ１において、監視光送受信部３１は、監視光を出力する。このとき、波長選択スイッ
チ３２は、接続確認指示に従って、目的ユニットに監視光が導かれるようにパスを設定す
る。なお、図１１に係わる記載において、目的ユニットに対応する光ポートを「被測定ポ
ート」と呼ぶことがある。
【００７０】
　Ｓ２において、受光器４２は、監視光送受信部３１から出力される監視光の出力パワー
を測定する。そして、計算部４５は、この測定結果を取得する。Ｓ３において、計算部４
５は、被測定ポートに対応する経路ロス値をメモリ４４から取得する。図１０に示す実施
例では、計算部４５は、光ポートＰ５に対応する経路ロス値を取得する。このとき、波長
選択スイッチ３２の動作状態を指定するパラメータに対応するテーブルから、光ポートＰ
５に対応する経路ロス値が抽出される。Ｓ４において、計算部４５は、Ｓ２で取得した出
力パワー値から、Ｓ３で取得した経路ロス値を引算することにより、被測定ポートにおけ
る監視光の出力パワーを計算する。そして、Ｓ５において、計算部４５は、計算結果をコ
ントローラ６に通知する。
【００７１】
　図１２は、監視光の受信パワーを計算する方法の一例を示すフローチャートである。こ
のフローチャートの処理も、例えば、目的ユニットを指定する接続確認指示がコントロー
ラ６から波長選択スイッチ２に与えられたときに実行される。
【００７２】
　Ｓ１１において、監視光送受信部３１は、監視光を出力する。ただし、監視光が他のユ
ニットにおいて生成されるときは、監視光送受信部３１は監視光を生成する必要はない。
波長選択スイッチ３３は、接続確認指示に従って、目的ユニットから受信する監視光が監
視光送受信部３１に導かれるようにパスを設定する。尚、図１２に係わる記載において、
目的ユニットに対応する光ポートを「被測定ポート」と呼ぶことがある。
【００７３】
　Ｓ１２において、受光器４３は、波長選択スイッチ３３から導かれてくる監視光の受信
パワーを測定する。そして、計算部４５は、この測定結果を取得する。Ｓ１３において、
計算部４５は、被測定ポートに対応する経路ロス値をメモリ４４から取得する。図１０に
示す実施例では、計算部４５は、光ポートＰ１５に対応する経路ロス値を取得する。この
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とき、波長選択スイッチ３３の動作状態を指定するパラメータに対応するテーブルから、
光ポートＰ１５に対応する経路ロス値が抽出される。Ｓ１４において、計算部４５は、Ｓ
１２で取得した受信パワー値に、Ｓ１３で取得した経路ロス値を加算することにより、被
測定ポートにおける監視光の受信パワーを計算する。そして、Ｓ１５において、計算部４
５は、計算結果をコントローラ６に通知する。
【００７４】
　なお、上述の実施例では、図９に示すように、波長選択スイッチ３２、３３の動作状態
を表すパラメータに対して予め経路ロスが測定されている。そして、波長選択スイッチ３
２、３３の動作状態に応じて対応する経路ロス値が選択される。しかし、本発明はこの構
成に限定されるものではない。例えば、波長選択スイッチ３２、３３の動作状態を表すパ
ラメータと、波長選択スイッチ３２、３３における減衰量との対応関係が既知であるとき
は、ある１つのパラメータ（例えば、減衰量を最小にするパラメータ）に対して経路ロス
が測定される。そして、計算部４５は、出力／入力ポートにおける監視光のパワーを計算
する際に、波長選択スイッチ３２、３３に対して実際に設定されているパラメータに基づ
いてメモリ４４に格納されている経路ロス値を補正してもよい。
【００７５】
　また、上述の実施例では、ネットワークから受信するＷＤＭ信号および監視光送受信部
３１により生成される監視光が波長選択スイッチ３２の異なるポート（Ｑ１、Ｑ０）に入
力されるが、本発明はこの構成に限定されるものではない。すなわち、受信ＷＤＭ信号お
よび監視光は、例えば、光カプラにより合波されて、波長選択スイッチ３２の同じポート
に入力されるようにしてもよい。
【００７６】
　＜他の実施形態＞
　上述の実施形態では、コントローラ６が各ユニット（波長選択スイッチユニット２およ
びマルチキャストスイッチユニット４）から監視光のパワーを表す情報を収集し、収集し
た情報に基づいてユニット間の光接続を確認する。これに対して、以下に記載する実施形
態では、波長選択スイッチユニット２が目的ユニットとの間の光接続を確認する。
【００７７】
　図１３は、他の実施形態においてユニット間の接続を確認する方法の一例を示すフロー
チャートである。このフローチャートの処理も、例えば、目的ユニットを指定する接続確
認指示がコントローラ６から波長選択スイッチ２に与えられたときに実行される。
【００７８】
　Ｓ２１は、図１１に示すＳ１～Ｓ４の処理と実質的に同じである。すなわち、計算部４
５は、被測定ポートにおける監視光の出力パワーを計算する。Ｓ２２は、図１２に示すＳ
１２～Ｓ１４の処理と実質的に同じである。すなわち、計算部４５は、被測定ポートにお
ける監視光の受信パワーを計算する。図１０に示す例では、Ｓ２１～Ｓ２２において、光
ポートＰ５における監視光の出力パワーおよび光ポートＰ１５における監視光の受信パワ
ーが計算される。
【００７９】
　Ｓ２３において、計算部４５は、Ｓ２１で得られる出力パワーとＳ２２で得られる受信
パワーとの差分に基づいて、波長選択スイッチユニット２と目的ユニットとの間の光接続
が正常であるか否かを判定する。具体的には、この差分が所定の閾値よりも小さければ、
計算部４５は、波長選択スイッチユニット２と目的ユニットとの間の光接続が正常である
と判定する。そして、計算部４５は、この判定結果をコントローラ６へ通知する。
【符号の説明】
【００８０】
１　ＣＤＣ－ＲＯＡＤＭ
２（２Ｗ、２Ｅ）　波長選択スイッチユニット
４（４Ａ、４Ｂ）　マルチキャストスイッチユニット
５　トランスポンダ
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６　コントローラ
３１　監視光送受信部
３２、３３　波長選択スイッチ
４１　光源
４２、４３　受光器
４４　メモリ
４５　計算部（プロセッサ）
５１　光学ブロック
５２　ミラー回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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