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(57)【要約】
【課題】　現用系インタフェースが故障したときに予備
系インタフェースを使用して確実に故障回復することの
できる光通信システムを提供する。
【解決手段】　光通信システムは、局側装置に設けられ
る予備系インタフェースと、予備系インタフェースの正
常性を確認するための光ループバック手段と、光ループ
バック手段を介して実施される予備系インタフェースに
よる光ループバック試験の結果を基に、当該予備系イン
タフェースが正常であることを検知する検知手段とを備
える。光通信システムは、現用系インタフェースが故障
したときは、検知手段によって予備系インタフェースが
正常であることが検知されたことを条件に、現用系イン
タフェースから予備系インタフェースに切り替える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現用系インタフェースが設けられる局側装置を備え、上記現用系インタフェースに対応
して複数の加入者側装置を収容し、該加入者側装置との間の光信号の送受信制御を行う光
通信システムであって、
　上記局側装置に設けられる予備系インタフェースと、
　上記予備系インタフェースの正常性を確認するための光ループバック手段と、
　上記光ループバック手段を介して実施される上記予備系インタフェースによる光ループ
バック試験の結果を基に、当該予備系インタフェースが正常であることを検知する検知手
段とを有し、
　上記現用系インタフェースが故障したときは、上記検知手段によって予備系インタフェ
ースが正常であることが検知されたことを条件に、当該現用系インタフェースから当該予
備系インタフェースに切り替える、
　ことを特徴とする光通信システム。
【請求項２】
　上記現用系インタフェースが異常であることを検出する異常検出手段と、
　上記現用系インタフェースに係るデータ伝送路又は上記予備系インタフェースに係るデ
ータ伝送路と上記加入者側装置に係るデータ伝送路とを接続する接続手段と、
　上記異常検出手段によって現用系インタフェースの異常が検出されたときは、上記検知
手段によって予備系インタフェースが正常であることが検知されたことを条件に、上記予
備系インタフェースに係るデータ伝送路と上記加入者側装置に係るデータ伝送路とを接続
するよう上記接続手段を制御する制御手段と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の光通信システム。
【請求項３】
　上記異常検出手段は、上記現用系インタフェースから送信された光信号のレベルを検出
し、この検出した結果を基に上記現用系インタフェースの送信側が異常であることを検出
する光レベル検出手段をさらに備えたことを特徴とする請求項２に記載の光通信システム
。
【請求項４】
　上記接続手段は、
　　上記加入者側装置に係るデータ伝送路と上記現用系インタフェースに係るデータ伝送
路とを接続する第１の接続モードと、上記予備系インタフェースに係るデータ伝送路と上
記加入者側装置に係るデータ伝送路とを中継する中継伝送路と上記加入者側装置に係るデ
ータ伝送路とを接続する第２のモードとを有する第１の光スイッチ手段と、
　　上記予備系インタフェースに係るデータ伝送路と上記光ループバック手段に係るデー
タ伝送路とを接続する第３の接続モードと、上記予備系インタフェースに係るデータ伝送
路と上記中継伝送路とを接続する第４のモードとを有する第２の光スイッチ手段とをさら
に備え、
　上記制御手段は、上記第１の光スイッチ手段に対し上記第２のモードで接続するよう制
御すると共に、上記第２の光スイッチ手段に対し上記第４のモードで接続するよう制御す
ることを特徴とする請求項２に記載の光通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光通信システムに関し、例えば、加入者側装置との間の光信号の送受信制御を
なすＰＯＮ（Passive Optical Network）システムに適用し得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line）等のブロードバンド回線の急
速な普及にともない、高速通信を利用するサービスの提供が始まりつつある。今後さらな
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るサービスの拡大を図るためには、より高速、大容量で安定したブロードバンド基盤が必
要になり、ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）への期待が高まっている。
【０００３】
　このＦＴＴＨサービスを安価に提供するために、１本の光ファイバを複数のユーザで共
用するＰＯＮが知られている。具体的には、ＰＯＮとは光ファイバの途中に光カプラを設
け伝送路を複数本に分岐させるスター型のネットワークを意味する。このＰＯＮ技術はポ
イント・マルチポイントシステムに適用される。従来のポイント・マルチポイントシステ
ムとしては、例えば、特許文献１に記載されたものが知られている。
【特許文献１】特開２００２－１０１０４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のポイント・マルチポイントシステムでは、局側装置であるＯ
ＬＴ（Optical Line Terminal）内のＰＯＮインタフェースカード（以下、インタフェー
スカードと呼ぶ）に対して現用形（０系）、予備系（１系）などを実現するための技術が
主であり、複数のＰＯＮインタフェースカードに対して、Ｎ：１（Ｎは２以上の整数）の
冗長構成を実現することは困難である。
【０００５】
　ここで、従来技術によるインタフェースカードに対する冗長構成を、図３及び図４に示
す。
【０００６】
　図３に示すポイント・マルチシステムでは、ＯＬＴ（局側装置）内に設けられた現用系
インタフェースカードＰＯＮ＃１～＃（Ｎ－１）及び予備系インタフェースカードＰＯＮ
＃Ｎと光アクセス網２０Ａとの間に光スイッチ３０を設置し、この光スイッチ３０を切り
替えることによってＰＯＮインタフェースの「１：Ｎ」の冗長構成を実現している。
【０００７】
　この場合、例えば、インタフェースカード＃１の光送信部（Ｔｘ）１１の光出力異常な
どの故障は、加入者側の加入者側装置であるＯＮＵ（Optical Network Unit）２０の光受
信部（Ｒｘ）２１を介して受信した故障検出部２２で検出する。故障検出部２２によって
検出された故障情報は、ＯＮＵ２０の光送信部（Ｔｘ）２３によって、対応するインタフ
ェースカードＰＯＮ＃１の光受信部（Ｒｘ）１２に向けて送信される。
【０００８】
　インタフェースカードＰＯＮ＃１の故障検出部１３は、光受信部１２を介して受信した
ＯＮＵ２０からの故障情報（インタフェースカードＰＯＮ＃１の光送信部１１の故障情報
）を、インタフェースカードＰＯＮ＃１内の監視制御部１４を介してシステム監視制御部
１５に向けて送信する。システム監視制御部１５では、監視制御部１５Ａが、インタフェ
ースカードＰＯＮ＃１の光送信部１１の異常が検出されたことを受けて、光スイッチ３０
内の光スイッチ監視制御部３１に対し、光スイッチＯＳＷ１に対する切替制御信号Ｓ１を
送信する。
【０００９】
　光スイッチ監視制御部３１は、受信した切替制御信号Ｓ１を基に、光スイッチＯＳＷ１
に対し切替制御信号Ｓ２を送信して、光スイッチＯＳＷ１のポート２をポート３に切り替
える。これにより、故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１から予備系インタフ
ェースカードＰＯＮ＃Ｎに切り替えられる。
【００１０】
　しかし、図３に示すポイント・マルチポイントシステムにおけるインタフェースカード
に対する冗長構成では、複雑なシステム制御処理をする必要があり、現用系インタフェー
スカードの異常検出から光スイッチ３０の切り替え（つまり予備系インタフェースカード
への切り替え）までに多くの時間を要するという問題があった。
【００１１】
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　そこで、図４に示すポイント・マルチポイントシステムでは、図３に示したシステムで
の複雑なシステム制御処理を緩和するため、光スイッチ３０内に、各現用インタフェース
カードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）に対応する複数の光レベルモニタ回路３０Ａを設
けている。この光レベルモニタ回路３０Ａでは、上り方向、下り方向の各信号（各波長λ
１、λ２）の光信号をＷＤＭ（Wavelength Division Multiplexing）３２、３３により分
離し、波長λ１の光信号のレベルを光レベルモニタ３４で光モニタすると共に、波長λ２
の光信号のレベルを光レベルモニタ３５で光モニタする。
【００１２】
　これにより、例えば、インタフェースカードＰＯＮ＃１の光送信部１１の異常はＯＮＵ
２０ではなく、光スイッチ３０内の光レベルモニタ３４によって検出可能となるため、図
３に示したシステムの場合と比べて、現用系インタフェースカードの異常検出、及び、光
スイッチ３０の切り替えが容易になる。
【００１３】
　具体的には、光スイッチ監視制御部３１は、光レベルモニタ回路３０Ａの光レベルモニ
タ３４からの光レベル検出結果を基に、例えば、現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１
の光送信部１１の異常を検出すると共に、故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃
１に対応する光スイッチＯＳＷ１に対し切替制御信号Ｓ３して、光スイッチＯＳＷ１のス
イッチ切り替えを実行する。また、光スイッチ監視制御部３１は、現用系インタフェース
カードＰＯＮ＃１が故障し、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎに切り替えられた旨
を示す監視制御信号Ｓ４をシステム監視制御部１５の監視制御部１５Ａに向けて送信する
。
【００１４】
　ところで、ＯＮＵ２０の光送信部２３の異常については、光スイッチ３０内の光レベル
モニタ３５で検出する。その検出結果は光スイッチ監視視制御部３１を介してＯＬＴ（局
側装置）内のシステム監視制御部１５に向けて送信される。
【００１５】
　システム監視制御部１５では、インタフェースカードＰＯＮ＃１の監視制御部１４から
の光受信部１２側の監視結果（正常又は異常）と、光スイッチ監視制御部３１からのＯＮ
Ｕ２０の光送信部２３側の監視結果（正常又は異常）とを基に、ＯＮＵ２０の光送信部２
３側の異常、又は、ＯＬＴ内のインタフェースカードＰＯＮ＃１の光受信部１２側の異常
を判定する。
【００１６】
　そして、システム監視制御部１５は、インタフェースカードＰＯＮ＃１の光受信部１２
側の異常であると判定した場合にのみ、光スイッチ監視制御部３１を介して、光スイッチ
３０内の光スイッチＯＳＷ１のポート２をポート３に切り替えて、ＰＯＮインタフェース
カードの冗長切り替えを実行する。
【００１７】
　ところで、ＯＬＴ内の、例えば、インタフェースカードＰＯＮ＃１の光受信部１２側の
異常が検出されていない場合に、光スイッチ３０内の光レベルモニタ３５で波長λ２の光
信号のレベルの異常が検出されたときは、ＯＮＵ２０の光送信部２３側の異常であり、イ
ンタフェースカードＰＯＮ＃１の故障ではないため、光スイッチ３０の光スイッチＯＳＷ
１を切り替えてはいけない。しかし、図４に示したシステムでは、ＯＬＴ側の複雑なシス
テム制御監視のため、誤って光スイッチ３０内の光スイッチＯＳＷ１においてポート２か
らポート３に切り替わってしまう、などのバグなどが発生させてしまう虞があった。
【００１８】
　また、現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ―１）のうちいずれかの
インタフェースカードの故障時に、故障したインタフェースカードから予備系インタフェ
ースカードＰＯＮ＃Ｎへの切り替えを実施することで故障を救済するが、図３に示したシ
ステムでは、インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ―１）のうちいずれかのイ
ンタフェースカードの故障時に、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎが正常動作して
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切り替えを実施した後にシステムが正常復帰するのか、あるいは予備系インタフェースカ
ードＰＯＮ＃Ｎのカード自体が故障していて、切り替えを実行してもシステムが正常復帰
しないか、などは切り替えを実行してみないと分からない（予備系インタフェースカード
ＰＯＮ＃Ｎの正常性のチェックが実施されていない）という問題があった。
【００１９】
　本発明は、現用系インタフェースが故障したときに予備系インタフェースを使用して確
実に故障回復することのできる光通信システ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】
【００２０】
　この課題を解決するために、発明に係る光通信システムは、現用系インタフェースが設
けられる局側装置を備え、上記現用系インタフェースに対応して複数の加入者側装置を収
容し、該加入者側装置との間の光信号の送受信制御を行う光通信システムであって、上記
局側装置に設けられる予備系インタフェースと、上記予備系インタフェースの正常性を確
認するための光ループバック手段と、上記光ループバック手段を介して実施される上記予
備系インタフェースによる光ループバック試験の結果を基に、当該予備系インタフェース
が正常であることを検知する検知手段とを有し、上記現用系インタフェースが故障したと
きは、上記検知手段によって予備系インタフェースが正常であることが検知されたことを
条件に、当該現用系インタフェースから当該予備系インタフェースに切り替えることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る光通信システムによれば、故障した現用系インタフェースから正常性が確
認されている予備系インタフェースに切り替えるようにしているので、現用系インタフェ
ースが故障したときは、予備系インタフェースを使用して確実に故障回復することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明による光通信システムを実施するための最良の形態を、図面を参照しつつ
さらに具体的に説明する。ここで、添付図面において同一の構成要素には同一の符号を付
しており、また、重複した説明は省略されている。
【００２３】
（Ａ）第１の実施形態
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図１は、第１の実施形態に係る光通信システムを有するポイント・マルチポイントシス
テムの構成を示している。
【００２４】
　光通信システム１００は、局側装置（以下、ＯＬＴと呼ぶ）２００と光スイッチ３００
とを有している。
【００２５】
　ＯＬＴ２００は、例えば通信事業者の局舎に設置され、インターネットなどの図示しな
い広域通信網と、加入者側装置（以下、ＯＮＵと呼ぶ）４２０との間の光信号の送受信制
御を担う装置である。ＯＮＵ４２０は光アクセス網４１０Ａを介して光通信システム１０
０との通信を行うことが可能である。
【００２６】
　ＯＬＴ２００は、現用系を担う（Ｎ－１）個（Ｎは２以上の整数）のインタフェースカ
ードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）及び、これらの現用系インタフェースカードにおい
て障害が発生した場合に予備系として機能するインタフェースカードＰＯＮ＃Ｎと、これ
らのＰＯＮインタフェースの障害を監視するシステム監視制御部２２０とを備えている。
なお、各インタフェースカードは、それぞれＯＬＴ２００に対して着脱可能に設けられて
いる。
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【００２７】
　現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）には、それぞれ光アクセ
ス網４１０Ａに含まれる光カプラ４１０を介して複数のＯＵＮ４２０が接続されている。
これら（Ｎ－１）個の現用系インタフェースカードの各々には、最大でＭ台のＯＮＵが接
続可能となっており、すなわち、１台のＯＬＴ２００に対して（Ｎ－１）×Ｍ台のＯＮＵ
が収容可能となっている。
【００２８】
　これら複数の現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）及び、予備
系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎは、それぞれ同一の構成及び機能を備えている。
【００２９】
　インタフェースカードＰＯＮ＃１は、光送信部（Ｔｘ）２１１、ＷＤＭ２１２、光受信
部（Ｒｘ）２１３、故障検出部２１４及び監視制御部２１５を備えている。
【００３０】
　光送信部（Ｔｘ）２１１は、電気信号を光信号に変換する電気光変換部（図示せず）を
有し、送信信号を電気光変換部によって光信号に変換し、この光信号を配下のＯＮＵ４２
０に向けて送信する処理を行う。光送信部２１１からの送信された光信号（波長λ１）は
、ＷＤＭ２１２により波長分割多重され送信される。
【００３１】
　光受信部（Ｒｘ）２１３は、光信号を電気信号に変換する光電気変換部（図示せず）を
有し、ＷＤＭ２１２を介して受信したＯＮＵ４２０からの光信号（波長λ２）を光電気変
換部によって電気信号に変換し、この電気信号を故障検出部２１４に送出する。なお、光
受信部２１３の光電気変換部には、フォトダイオード（ＰＤ）あるいはアバランシェフォ
トダイオード（ＡＰＤ）が使用されている。
【００３２】
　なお、第１の実施形態では、光送信部２１１から送信される光信号の送信波長、すなわ
ち下り方向（ＯＬＴからＯＮＵ）の送信信号の波長λ１は１．４８～１．５０μｍである
。また、光受信部２１３が受信する光信号の受信波長、すなわち上り方向（ＯＮＵからＯ
ＬＴ）の送信信号の波長λ２は１．２６～１．３６μｍとなっている。これにより、送受
信信号間で干渉しないようになっている。
【００３３】
　故障検出部２１４は、光受信部２１３からの電気信号を基に光受信部２１３側が異常か
否かを検出し、この検出した結果を監視制御部２１５へ通知する。ここで、故障検出部２
１４は、例えば、光受信部２１３の光電気変換部が故障するなどして、光電気変換部の光
電気変換処理が行われないことに起因して、光受信部２１３からの電気信号を受信しなか
った場合は、光受信部２１３側が異常であると判断して、光受信部２１３側が異常である
旨を監視制御部２１５へ通知することになる。
【００３４】
　監視制御部２１５は、故障検出部２１４からの光受信部２１３側は異常である旨の通知
を受け取ると、その旨をシステム監視制御部２２０へ通知する。
【００３５】
　システム監視制御部２２０は、各現用系インタフェースカード及び予備系インタフェー
スカードの監視制御部から通知される監視結果を基に、これらのインタフェースカードの
故障を監視する監視制御部２２１を備えている。
【００３６】
　例えば、監視制御部２２１は、所定の現用系インタフェースカードの監視制御部から通
知された光受信部側は異常である旨を基に、故障した当該所定の現用系インタフェースカ
ードを示す情報及び、光スイッチの切り替え指示（予備系インタフェースへの切り替え指
示）を含む切替制御信号を光スイッチ３００へ送出する。
【００３７】
　光スイッチ３００は、ＰＯＮインタフェースカード１：Ｎ冗長構成をとるために配置し
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ている。
【００３８】
　光スイッチ３００は、各現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）
に対応して設けられる（Ｎ－１）個の光レベルモニタ回路３１０と、予備系インタフェー
スカードＰＯＮ＃Ｎに対応して設けられる光ループバック回路３２０と、上記各現用系イ
ンタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）と上記各光レベルモニタ回路３１０
との間に設けられる（Ｎ－１）個の第１の光スイッチＯＳＷ１０と、予備系インタフェー
スカードＰＯＮ＃Ｎと光ループバック回路３２０との間に設けられる第２の光スイッチＯ
ＳＷ２０と、それらの光スイッチＯＳＷの切り替えを制御する光スイッチ監視制御部３３
０と、を備えている。
【００３９】
　（Ｎ－１）個の光レベルモニタ回路３１０は、それぞれ同一の構成及び機能を備えてい
る。光レベルモニタ回路３１０は、ＷＤＭ３１１，３１２及び光レベルモニタ３１３を備
えている。
【００４０】
　例えばインタフェースＰＯＮ＃１から配下のＯＮＵ４２０に向けて送信された波長λ１
の光信号（下り方向の信号）は、ＷＤＭ３１１及びＷＤＭ３１２を介してＯＮＵ４２０へ
送信される。また、ＯＮＵ４２０から上位のインタフェースカードＰＯＮ＃１に向けて送
信された波長λ２の光信号（上り方向の信号）は、ＷＤＭ３１２及びＷＤＭ３１１を介し
てインタフェースカードＰＯＮ＃１へ送信される。
【００４１】
　光レベルモニタ３１３は、インタフェースカードＰＯＮ＃１の光送信部２１１側の異常
を検出するためのものであり、ＷＤＭ３１１から出力された波長λ１の光信号のレベルを
検出し、この検出した結果を光スイッチ監視制御部３３０に向けて送出する。
【００４２】
　光ループバック回路３２０は、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの正常性を確認
するためのものであり、図２に示すように、ＷＤＭ３２１、光減衰器３２２及び波長変換
器３２３を備えている。
【００４３】
　ところで、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの光送信部２１１から送信された波
長λ１の光信号は、光ループバック回路３２０に入力され、この光ループバック回路３２
０にて折り返されて、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの光受信部２１２によって
受信される。
【００４４】
　光減衰器３２２は、入力された波長λ１の光信号を、予備系インタフェースカードＰＯ
Ｎ＃Ｎの光受信部２１３が正常に受信できる光レベルに減衰させる。この光減衰器３２２
は、光減衰量が変えなれない固定光減衰器でも遠隔からの制御によって光減衰量を可変で
きる可変光減衰器でもよい。必要に応じで光減衰器３２２の値（光減衰量）を変更するこ
とで予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの光送信部２１３側の仕様値（例えば「－１
０ｄＢｍ」～「－３０ｄＢｍ」など）内で正常性を確認することが可能である。
【００４５】
　波長変換器３２３は、波長λ１を波長λ２に波長変換するものであり、光減衰器３２２
によって減衰された波長λ１の光信号を波長変換して、波長λ２の光信号として予備系イ
ンタフェースカードＰＯＮ＃１に向けて送信する。この波長λ２の光信号は、ＷＤＭ３２
１を介して、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの光送信部２１３に入力される。
【００４６】
　再度、図１を参照して説明する。（Ｎ－１）個の第１の光スイッチＯＳＷ１０は、それ
ぞれ同一の構成及び機能を備えている。第１の光スイッチＯＳＷ１０は、現用系インタフ
ェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）のカード故障時に冗長切り替えを実行する
ための光スイッチである。
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【００４７】
　第１の光スイッチＯＳＷ１０は、ポート１（接点１）、ポート２（接点２）及びポート
３（接点３）を有しており、通常はポート１とポート２とが接続（第１の接続モード）さ
れるように光スイッチ監視制御部３３０によって制御され、一方、現用系インタフェース
カードが故障した場合は、ポート１とポート３とが接続（第２の接続モード）されるよう
に光スイッチ監視制御部３３０によって制御される。
【００４８】
　第２の光スイッチＯＳＷ２０は、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの正常性確認
と、現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）のカード故障時の救済
のための光スイッチである。
【００４９】
　第２の光スイッチＯＳＷ２０は、ポート１（接点１）、ポート２（接点２）及びポート
３（接点３）を有しており、通常は、ポート１とポート２とが接続（第３の接続モード）
されるように光スイッチ監視制御部３３０によって制御され、一方、現用系インタフェー
スカードが故障した場合は、ポート１とポート３とが接続（第４の接続モード）されるよ
うに光スイッチ監視制御部３３０によって制御される。
【００５０】
　なお、符号３４０は、第１の光スイッチＯＳＷ１０と第２の光スイッチＯＳＷ２０との
共通部分であって、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎに係るデータ伝送路とＯＮＵ
４２０に係るデータ伝送路とを中継する中継伝送路を示す。
【００５１】
　光スイッチ監視制御部３３０は、光レベルモニタ回路３１０の光レベルモニタ３１３か
らの光レベル検出結果を基に、現用系インタフェースカードの光送信部の異常を検出する
と共に、故障した現用系インタフェースカードに対応する第１の光スイッチＯＳＷ１０及
び、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎに対応する第２の光スイッチＯＳＷ２０に対
し切替制御信号を送信する。
【００５２】
　これと同時に、光スイッチ監視制御部３３０は、故障した現用系インタフェースカード
を予備系インタフェースカードに切り替えた旨を示す監視制御信号を、システム監視制御
部２２０の監視制御部２２１に向けて送信する。
【００５３】
　また、光スイッチ監視制御部３３０は、システム監視制御部２２０の監視制御部２２１
からの切替制御信号、すなわち、例えば故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１
を示す情報と、第１及び第２の光スイッチＯＳＷ１０，２０の切り替え指示（換言すれば
インタフェースカードの切り替え指示）を含む切替制御信号を基に、光スイッチの切り替
えを指示する切替制御信号を、例えば故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１に
対応する第１の光スイッチＯＳＷ１０及び、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎに対
応する第２の光スイッチＯＳＷ２０に向けて送信する。
【００５４】
　そして、故障した現用系インタフェースカードに対応する第１の光スイッチＯＳＷ１０
と第２の光スイッチＯＳＷ２０とが、それぞれポート１とポート３とが接続されるように
切り替えを実行することにより、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎと、故障した現
用系インタフェースカードの配下のＯＮＵ４２０とが通信可能となる。
【００５５】
　ＯＮＵ４２０は、光送信部（Ｔｘ部）４２１、ＷＤＭ４２２、光受信部（Ｒｘ部）４２
３、故障検出部４２４及び監視制御部４２５を備えている。これらの構成要素は、インタ
フェースカードＰＯＮ＃１の各構成要素と同様の機能を果たす。
【００５６】
　なお、光送信部４２１は、電気光変換部（図示せず）によって送信信号を波長λ２の光
信号に変換し、この光信号を上位のＯＬＴ２００内の例えばインタフェースカードＰＯＮ
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＃１に向けて送信する。また、光受信部４２３は、ＷＤＭ４２２を介して受信した上位の
ＯＬＴ内の例えばインタフェースカードＰＯＮ＃１からの波長λ１の光信号を光電気変換
部（図示せず）によって電気信号に変換し、この電気信号を故障検出部４２４に送出する
。
【００５７】
　なお、第１の実施形態では、現用系インタフェースは現用系インタフェースカードＰＯ
Ｎ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）に対応し、予備系インタフェースは予備系インタフェースカ
ードＰＯＮ＃Ｎに対応し、光ループバック手段は光ループバック回路３２０に対応し、検
知手段は予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎ内の監視制御部２１５及びシステム監視
部２２０内の監視制御部２２１に対応し、異常検出手段は光レベルモニタ回路３１０に対
応し、光レベル検出手段は光レベルモニタ３１３に対応し、接続手段は光スイッチ３００
に対応し、第１の光スイッチ手段は第１の光スイッチＯＳＷ１０に対応し、第２の光スイ
ッチ手段は第２の光スイッチＯＳＷ２０に対応し、制御手段は光スイッチ監視制御部３３
０に対応する。
【００５８】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、第１の実施形態における光通信システムの処理について説明する。
【００５９】
　通常時は、光スイッチ３００においては、第１の光スイッチＯＳＷ１０はポート１とポ
ート２とが接続され、第２の光スイッチＯＳＷ２０もポート１とポート２とが接続されて
いる。
【００６０】
　そのため、ＯＬＴ２００の各現用系インタフェースカードに係るデータ伝送路と、これ
らの配下のＯＮＵ４２０に係るデータ伝送路とが接続されたことになり、現用系インタフ
ェースカードとＯＮＵ４２０とは通信が可能となる。
【００６１】
　このとき、例えばインタフェースＰＯＮ＃１から配下のＯＮＵ４２０に向けて送信され
た波長λ１の光信号（下り方向の信号）は、ＷＤＭ３１１及びＷＤＭ３１２を介してＯＮ
Ｕ４２０へ送信される。
【００６２】
　光レベルモニタ３１３は、ＷＤＭ３１１から出力された波長λ１の光信号のレベルを検
出し、この検出した結果を光スイッチ監視制御部３３０へ送出する。光スイッチ監視制御
部３３０は、光レベルモニタ３１３の検出結果を基に、インタフェースカードＰＯＮ＃１
の光送信部２１１側の異常を検出する。
【００６３】
　これと並行して、上述した通常時の光スイッチ３００の状態においては、予備系インタ
フェースカードＰＯＮ＃Ｎに係るデータ伝送路と光ループバック回路３２０に係るデータ
伝送路とが接続されたことになり、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎはループバッ
ク試験を実施することが可能となる。
【００６４】
　すなわち、予備系ンタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの光送信部２１１から送信された波長
λ１の光信号は、光ループバック回路３２０内のＷＤＭ３２１を介して光減衰器３２２に
入力され、光減衰器３２２によって所定の光減衰量だけ減衰され、さらに波長変換器３２
３によって波長λ１が波長λ２に波長変換される。
【００６５】
　波長変換器３２３によって波長変換された波長λ２の光信号は、ＷＤＭ３２１を介して
、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの光受信部２１３に向けて送信される。
【００６６】
　予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎでは、光受信部２１３が、ＷＤＭ２１２を介し
て受信した波長λ２の光信号を光電気変換部（図示せず）によって光電気変換した結果（
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電気信号）を故障検出部２１４へ出力する。故障検出部２１４は、光受信部２１３からの
出力信号（電気信号）を基に、光受信部２１３側が異常か否かを検出し、この検出した結
果を監視制御部２１５へ通知する。
【００６７】
　ここで、故障検出部２１４によって光受信部２１３からの出力信号（電気信号）が正常
であったときは、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎによるループバック試験の結果
として、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎの正常性が確認されたことになる。
【００６８】
　次に、ＯＬＴ２００内の現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１が故障した場合、すな
わち、光送信部２１１の出力が異常な場合と光受信部２１３の出力が異常の場合の動作に
ついて説明する。
【００６９】
　（１）インタフェースカードＰＯＮ＃１の光送信部側の出力が異常な場合
　現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１の光送信部２１１の出力が異常な場合、例えば
、光送信部２１１から出力された波長λ１の光信号の光出力レベルが所定の値よりも低下
しているなど、光送信部２１１の出力が異常な場合は、その異常な光信号（波長λ１）が
、インタフェースカードＰＯＮ＃１に接続されている光レベルモニタ回路３１０に入力さ
れる。
【００７０】
　光レベルモニタ回路３１０では、光レベルモニタ３１３が、異常な光信号（波長λ１）
の光レベルをモニタし、このモニタ結果（波長λ１の光信号の光レベル検出結果）を光ス
イッチ監視制御部３３０に向けて送出する。
【００７１】
　光スイッチ監視制御部３３０は、光レベルモニタ３１３からのモニタ結果を基に、波長
λ１の光信号の光レベルが所定の値よりも低下しているので、現用系インタフェースカー
ドＰＯＮ＃１の光送信部２１１の出力が異常であると判断し、故障した現用系インタフェ
ースカードＰＯＮ＃１に対応する第１の光スイッチＯＳＷ１０及び、予備系インタフェー
スカードＰＯＮ＃Ｎに対応する第２の光スイッチＯＳＷ２０に対し切替制御信号Ｓ１１を
送信する。
【００７２】
　光スイッチ３００においては、第１の光スイッチＯＳＷ１０は切替制御信号Ｓ１１を基
にポート１とポート３とを接続（第２の接続モード）する切り替えを実行し、一方、第２
の光スイッチＯＳＷ２０も切替制御信号Ｓ１１を基にポート１とポート３とを接続（第４
の接続モード）する切り替えを実行する。これにより、予備系インタフェースカードＰＯ
Ｎ＃Ｎと故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１の配下のＯＮＵ４２０とが通信
可能となる。
【００７３】
　なお、インタフェースカードの切り替えに当たり、予備系インタフェースカードＰＯＮ
＃Ｎにおいては、その切り替えの前において既に、自身のインタフェースカードＰＯＮ＃
Ｎによる光ループバック試験の結果を基に、当該予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎ
の正常性が確認されている。
【００７４】
　すなわち、予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎにおいては、上述したように、光送
信部２１１から送信された波長λ１の光信号が、光ループバック回路３２０にて折り返さ
れ、波長λ２の光信号として光受信部２１３によって受信されると共に、監視制御部２１
５によって光受信部２１３の出力信号が正常であると判断されている。
【００７５】
　ところで、光スイッチ監視制御部３３０は、上述したように第１の光スイッチＯＳＷ１
０及び第２の光スイッチＯＳＷ２０に対し切替制御信号Ｓ１１を送信したときは、現用系
インタフェースカードＰＯＮ＃１を予備系インタフェースカードＰＯＮ＃Ｎに切り替えた
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旨を示す監視制御信号Ｓ１２をシステム監視制御部２２０へ通知する。
【００７６】
　（２）インタフェースカードＰＯＮ＃１の光受信部側の出力が異常の場合
　現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１の光受信部２１３の出力が異常な場合、例えば
光受信部２１３が故障するなどして電気信号を出力しなかった場合、現用系インタフェー
スカードＰＯＮ＃１の故障検出部２１４は、光受信部２１３からの出力信号を受信できな
かったことを受けて、光受信部２１３が異常であると判断して、その光受信部２１３は異
常である旨を監視制御部２１５へ送出する。
【００７７】
　現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１の監視制御部２１５が光受信部２１３は異常で
ある旨をシステム監視制御部２２０の監視制御部２２１へ通知すると、監視制御部２２１
は、故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１を示す情報及び、インタフェースカ
ードの切り替え指示（光スイッチの切り替え指示）を含む切替制御信号Ｓ１３を、光スイ
ッチ３００の光スイッチ監視制御部３３０に向けて送信する。
【００７８】
　光スイッチ監視制御部３３０は、監視制御部２２１からの切替制御信号Ｓ１３を基に、
光スイッチの切り替えを指示する切替制御信号Ｓ１１を、故障した現用系インタフェース
カードＰＯＮ＃１に対応する第１の光スイッチＯＳＷ１０及び、予備系インタフェースカ
ードＰＯＮ＃Ｎに対応する第２の光スイッチＯＳＷ２０に向けて送信する。
【００７９】
　そして、故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１に対応する第１の光スイッチ
ＯＳＷ１０と第２の光スイッチＯＳＷ２０とが、切替制御信号Ｓ１１を基に、それぞれポ
ート１とポート３とが接続されるように切り替えを実行することにより、予備系インタフ
ェースカードＰＯＮ＃Ｎと故障した現用系インタフェースカードＰＯＮ＃１の配下のＯＮ
Ｕ４２０とが通信可能となる。
【００８０】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上説明したように、第１の実施形態によれば、ポイント・マルチポイントシステムの
ＯＬＴ（局側装置）側のＰＯＮインタフェース（インタフェースカードＰＯＮ＃１～ＰＯ
Ｎ＃Ｎなど）に対して、（Ｎ－１）：１の冗長構成が可能となる。
【００８１】
　予備系のＰＯＮインタフェースカードに対応して光ループバック回路を設けるようにし
ているので、予備系のＰＯＮインタフェースカードの正常性を確認することができる。す
なわち、故障した現用系のＰＯＮインタフェースカードに代替して予備系のＰＯＮインタ
フェースカードを使用する前に、当該予備系のＰＯＮインタフェースカードの正当性を確
認することができる。
【００８２】
　また、現用系のＰＯＮインタフェースカードの異常検出から、故障したＰＯＮインタフ
ェースカードから予備系のＰＯＮインタフェースカードへの切り替えまでのシステム処理
の簡素化による切替時間の短縮化を図ることができる。
【００８３】
　さらに、光スイッチ内の光レベルモニタ回路においては、現用系のＰＯＮインタフェー
スカードの光送信部から送信された波長λ１の光信号を検出する光レベルモニタのみを設
けるようにしているので、これにより光スイッチの小型化及びコスト抑制を図ることがで
きる。
【００８４】
（Ｂ）他の実施形態
　上記実施形態におけるインタフェースカードの個数Ｎは、３以上であれば任意の個数で
あって良い。
【００８５】
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　また、本発明の光通信システムの用途は、ブロードバンド回線に対するものの限定され
ず、任意であって良い。特許請求の範囲における「局側装置」及び「加入者側装置」は、
ポイント・マルチポイントシステムにおける「ポイント側の装置」及び「マルチポイント
側の装置」を意味しており、電話通信システムのような加入者という概念のないシステム
に対しても、本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】第１の実施形態に係る光通信システムを適用したポイント・マルチポイントシス
テムの構成を示す構成図である。
【図２】第１の実施形態に係る光ループバック回路の構成を示す構成図である。
【図３】従来のポイント・マルチポイントシステムの構成を示す構成図である。
【図４】従来のポイント・マルチポイントシステムの構成を示す構成図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１００…光通信システム、２００…局側装置（ＯＬＴ）
　２１１…　光送信部（Ｔｘ）、２１２，３１１，３１２，３２１…ＷＤＭ、２１３…光
受信部（Ｒｘ）、２１４…故障検出部、２１５…監視制御部、２２０…システム監視制御
部、２２１…監視制御部、３００…光スイッチ、３１０…光レベルモニタ回路、３１３…
光レベルモニタ、３２０…光ループバック回路、３２２…光減衰器、３２３…波長変換器
、３３０…光スイッチ監視制御部、ＰＯＮ＃１～ＰＯＮ＃（Ｎ－１）…現用系のＰＯＮイ
ンタフェースカード、ＰＯＮ＃Ｎ…予備系のＰＯＮインタフェースカード、ＯＳＷ１０…
第１の光スイッチ、ＯＳＷ２０…第２の光スイッチ。

【図１】 【図２】
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