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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２光伝送路を介して端末装置に接続される第１光伝送路の障害状況を監視する第１監
視部と、
　前記第１監視部おいて検出された第１障害状況に基づいて、前記第１光伝送路から伝送
される光信号を変調し、前記第２光伝送路に伝送する変調部と、
　前記第２光伝送路の障害状況を監視する第２監視部と、
　前記第２光伝送路を介して伝送された光信号から前記第１障害状況を抽出する検出部と
、
　前記検出部において検出された第１障害状況と、前記第２監視部において検出された第
２障害状況とに基づいて、複数の光伝送路の中から前記端末装置に接続する光伝送路を選
択するセレクタと、
　を具備する
　光伝送システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の光伝送システムにおいて、
　前記端末装置との接続が切断される光伝送路と、前記第１障害状況と、前記第２障害状
況との組み合せが記録された判定条件テーブルを更に備え、
　前記セレクタは、前記判定条件テーブルを参照し、前記検出部で検出された第１障害状
況と、前記第２監視部で検出された第２障害状況との組み合せに基づいて、前記端末装置
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に接続する光伝送路を決定する
　光伝送システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の光伝送システムにおいて、
　前記セレクタは、前記検出部で検出された第１障害状況と前記第２監視部で検出された
第２障害状況とに基づいて、前記複数の光伝送路から前記端末装置に接続する下り伝送路
及び上り伝送路を選択する
　光伝送システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の光伝送システムにおいて、
　前記端末装置からの上り伝送路である第３光伝送路の障害状況を監視する第３監視部を
更に具備し、
　前記変調部は、前記第３監視部で検出された第３障害状況に基づいて、前記第１光伝送
路から伝送される光信号を変調し、前記第２光伝送路に伝送し、
　前記検出部は、前記第２光伝送路を介して伝送された光信号のうち、前記変調された光
信号から前記第３障害状況を抽出し、
　前記セレクタは、前記検出部において検出された第３障害状況に基づいて、前記複数の
光伝送路から前記端末装置に接続する伝送路を選択する
　光伝送システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の光伝送システムにおいて、
　前記端末装置との接続が切断される光伝送路と、前記第１障害状況と、前記第２障害状
況と、前記第３障害状況との組み合せが記録された判定条件テーブルを更に備え、
　前記セレクタは、前記判定条件テーブルを参照し、前記検出部で検出された第１障害状
況と、前記第２監視部で検出された第２障害状況と、前記第３監視部で検出された第３障
害状況との組み合せに基づいて、前記端末装置に接続する光伝送路を決定する
　光伝送システム。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の光伝送システムにおいて、
　前記セレクタは、前記検出部で検出された第１障害状況、前記第２監視部で検出された
第２障害状況、又は前記第３監視部で検出された第３障害状況に基づいて、前記複数の光
伝送路から前記端末装置に接続する下り伝送路及び上り伝送路を選択する
　光伝送システム。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の光伝送システムにおいて、
　前記変調部は、伝送路における障害状況に対応するトーン信号を用いて前記第１光伝送
路からの信号をトーン変調する
　光伝送システム。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の光伝送システムにおいて、
　複数の前記第１光伝送路を経由して伝送される複数の光信号を、対応する複数の前記第
２光伝送路に中継する複数の光送受信装置と、
　前記複数の第２光伝送路から１つの光伝送路を選択して前記端末装置に接続する端末装
置側送受信装置と、
　を具備し、
　前記複数の光送受信装置の各々は、前記第１監視装置と前記変調部とを備え、
　前記端末側送受信装置は、前記第２監視部、前記検出部、及び前記セレクタを備え、
　前記変調部は、同じ光受信装置に設けられた第１監視部で検出された第１障害状況に基
づいて、自身に接続される第１光伝送路からの信号を変調する。
　光伝送システム。
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【請求項９】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の光伝送システムにおいて、
　複数の前記第１光伝送路を経由して伝送される複数の光信号を、対応する複数の前記第
２光伝送路に中継する複数の光送受信装置と、
　前記複数の第２光伝送路から１つの光伝送路を選択して前記端末装置に接続する端末装
置側送受信装置と、
　を具備し、
　前記複数の光送受信装置の各々は、前記第１監視装置を備え、
　前記複数の光送受信装置の１つは、前記変調部を備え、
　前記端末側送受信装置は、前記第２監視部、前記検出部、及び前記セレクタを備え、
　前記変調部は、前記複数の光受信装置に設けられた前記第１監視部のいずれかで検出さ
れた前記第１障害状況に基づいて、自身に接続される第１光伝送路からの信号を変調する
　光伝送システム。
【請求項１０】
　第２光伝送路を介して端末装置に接続される第１光伝送路の障害状況を監視する第１監
視部と、
　前記第１監視部おいて検出された第１障害状況に基づいて、前記第１光伝送路から伝送
される光信号を変調し、前記第２光伝送路に伝送する変調部と、
　を具備し、
　端末側送受信装置において、前記第２光伝送路の障害状況と、前記第２光伝送路を介し
て伝送された光信号から抽出された前記第１障害状況とに基づいて、複数の光伝送路の中
から前記端末装置に接続する光伝送路が選択される
　光送受信装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の光送受信装置において、
　前記端末装置からの上り伝送路である第３光伝送路の障害状況を監視する第３監視部を
更に具備し、
　前記変調部は、前記第３監視部で検出された第３障害状況に基づいて、前記第１光伝送
路から伝送される光信号を変調して、前記第２光伝送路に伝送し、
　前記第２光伝送路を介して伝送された光信号から抽出された前記第３障害状況に基づい
て、前記複数の光伝送路の中から前記端末装置に接続する光伝送路が選択される
　光送受信装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の光送受信装置において、
　前記変調部は、他の光送受信装置において検出された第１障害状況又は第３障害状況に
基づいて、前記第１光伝送路から伝送される光信号を変調し、前記第２光伝送路に伝送し
、
　前記端末側送受信装置において、前記第２光伝送路を介して伝送された光信号から抽出
された前記第３障害状況とに基づいて、前記複数の光伝送路の中から前記端末装置に接続
する光伝送路が選択される
　光送受信装置。
【請求項１３】
　請求項１０から１２のいずれか１項に記載の光送受信装置において、
　前記変調部は、他の光受信装置で検出された前記第１障害状況に基づいて、自身に接続
される第１光伝送路からの信号を変調する
　光送受信装置。
【請求項１４】
　請求項１０から１３のいずれか１項に記載の光送受信装置において、
　前記変調部は、伝送路における障害状況に対応するトーン信号を用いて前記第１光伝送
路からの信号をトーン変調する
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　光送受信装置。
【請求項１５】
　第2光伝送路を介して端末装置に接続される第1光伝送路で検出された第１障害状況を、
第２光伝送路を介して伝送された光信号から抽出する検出部と、
　前記第２光伝送路の障害状況を監視する第２監視部と、
　前記検出部において検出された第１障害状況と、前記第２監視部において検出された第
２障害状況とに基づいて、複数の光伝送路の中から前記端末装置に接続する光伝送路を選
択するセレクタと、
　を具備する
　端末側送受信装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の端末側送受信装置において、
　前記端末装置との接続が切断される光伝送路と、前記第１障害状況と、前記第２障害状
況との組み合せが記録された判定条件テーブルを更に備え、
　前記セレクタは、前記判定条件テーブルを参照し、前記検出部で検出された第１障害状
況と、前記第２監視部で検出された第２障害状況との組み合せに基づいて、前記端末装置
に接続する光伝送路を決定する
　端末側送受信装置。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の端末側送受信装置において、
　前記セレクタは、前記検出部で検出された第１障害状況と前記第２監視部で検出された
第２障害状況とに基づいて、前記複数の光伝送路から前記端末装置に接続する下り伝送路
及び上り伝送路を選択する
　端末側送受信装置。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の端末側送受信装置において、
　前記検出部は、前記端末装置からの上り伝送路である第３光伝送路における第３障害状
況を前記第２光伝送路を介して伝送された光信号から抽出し、
　前記セレクタは、前記検出部において検出された第３障害状況に基づいて、前記複数の
光伝送路から前記端末装置に接続する伝送路を選択する
　端末側送受信装置。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の端末側送受信装置において、
　前記端末装置との接続が切断される光伝送路と、前記第１障害状況と、前記第２障害状
況と、前記第３障害状況との組み合せが記録された判定条件テーブルを更に備え、
　前記セレクタは、前記判定条件テーブルを参照し、前記第１障害状況と、前記第２障害
状況と、前記第３障害状況との組み合せに基づいて、前記端末装置に接続する光伝送路を
決定する
　端末側送受信装置。
【請求項２０】
　請求項１８又は１９に記載の端末側送受信装置において、
　前記セレクタは、前記第１障害状況、前記第２障害状況、又は前記第３障害状況に基づ
いて、前記複数の光伝送路から前記端末装置に接続する下り伝送路及び上り伝送路を選択
する
　端末側送受信装置。
【請求項２１】
　第２光伝送路を介して端末装置に接続される第１光伝送路の障害状況を監視するステッ
プと、
　前記検出された第１障害状況に基づいて、前記第１光伝送路から伝送される光信号を変
調し、前記第２光伝送路に伝送するステップと、
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　前記第２光伝送路の障害状況を監視するステップと、
　前記第２光伝送路を介して伝送された光信号から前記第１障害状況を抽出するステップ
と、
　前記検出された第１障害状況と、前記検出された第２障害状況に基づいて、複数の光伝
送路の中から前記端末装置に接続する光伝送路を選択するステップと、
　を具備する
　光伝送方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の光伝送方法において、
　前記光伝送路を選択するステップは、
　前記検出された第１障害状況と前記検出された第２障害状況とに基づいて、前記複数の
光伝送路から前記端末装置に接続する下り伝送路及び上り伝送路を選択するステップを備
える
　光伝送方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の光伝送方法において、
　前記端末装置からの上り伝送路である第３光伝送路の障害状況を監視するステップと、
　前記検出された第３障害状況に基づいて、前記第１光伝送路から伝送される光信号を変
調し、前記第２光伝送路に伝送するステップと、
　前記第２光伝送路を介して伝送された光信号のうち、前記変調された光信号から前記第
３障害状況を抽出するステップと、
　前記検出された第３障害状況に基づいて、前記複数の光伝送路から前記端末装置に接続
する上り伝送路及び下り伝送路を選択するステップと、
　を更に具備する
　光伝送方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の光伝送方法において、
　前記検出された第１障害状況、前記検出された第２障害状況、又は前記検出された第３
障害状況に基づいて、前記複数の光伝送路から前記端末装置に接続する下り伝送路及び上
り伝送路を選択するステップを備える
　光伝送方法。
【請求項２５】
　請求項２１から２４のいずれか１項に記載の光伝送方法において、
　光信号を変調し、前記第２光伝送路に伝送するステップは、
　前記検出された第１障害状況に対応するトーン信号を用いて前記第１光伝送路からの信
号をトーン変調するステップを備える
　光伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冗長化された光伝送ルートを有する光伝送システム、その光伝送システムで
用いられる光送受信装置、及び端末側送受信局、並びに光伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光信号によって情報を伝送する光伝送システムの普及に伴い、大容量の情報の伝
送が可能となっている。光伝送システムは、光ファイバに例示される光伝送路によって接
続された複数のノードを備える。通常、光信号の同期はずれや、光ファイバの物理的な切
断等の障害を回避するため、ノード間における光伝送路は、サービス系とプロテクション
系の２重の光伝送路で構成されている。
【０００３】
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　一方、光通信ネットワークを形成する光伝送システムは、光伝送路を介して上位局に接
続された光送受信装置設置局（集線局）と、端末装置と集線局とを中継する端末側送受信
装置とを備える。端末側送受信装置は、ドロップケーブル（光ファイバ）を介して集線局
に接続される。端末装置は、端末側送受信装置設置を介して光通信ネットワークに接続し
、所属する他の端末装置やサーバとの間で通信を行う。
【０００４】
　このような光伝送システムでは、上位局から端末側送受信装置設置に至るルートが、２
重、あるいはそれ以上の伝送路によって冗長化されていることが好ましい。この場合、光
伝送システムには、上位局と端末装置との間を接続する光伝送路を切り替えるセレクタが
設けられることが一般的である。２重化された光伝送路を介して上位局側から入力される
信号は、このセレクタによって選択されて端末装置に出力される。あるいは、端末装置か
らの入力される信号は、セレクタによって選択された光伝送路を介して上位局側へ出力さ
れる。
【０００５】
　通常、セレクタは、上位局側と端末装置とを接続する光伝送路としてサービス系光伝送
路を選択し、サービス系光伝送路に障害が発生した場合、プロテクション系光伝送路に切
り替える。又、セレクタは、通信回線として使用中の光伝送路の障害状況に基づいて、使
用する伝送路の切り替えを行う必要がある。このため、上述の光伝送システムには伝送路
の障害状況を監視する手段が設けられる必要がある。
【０００６】
　光伝送路が冗長化された光伝送システムにおいて障害状況を監視する技術、あるいは、
監視結果に基づいて伝送路の切り替えを行う技術の一例が、以下の文献に開示されている
。
【０００７】
　例えば、光ファイバの切断に応じてプロテクション系の光伝送路に切り替える技術が、
特開平４－３３４１３５に記載されている（特許文献１参照）。特許文献１には、方向性
カプラによって２重化された伝送路のそれぞれに、伝送路の切断を検出する光受信器が設
けられる。光受信器は、光信号を電気信号に変換して伝送路の切断を検出し、伝送路の切
り替えを行う切り替えスイッチを制御する警報情報を出力する。
【０００８】
　特開２０００－２６９８９０には、端局間のサービス系伝送路に障害が発生した場合、
障害を検出した端局に設けられた光スイッチがサービス系とプロテクション系の光伝送路
を切り替える技術が記載されている（特許文献２参照）。
【０００９】
　特開２０００－３５８２６１には、伝送される光信号（サービス信号）に影響を及ぼす
ことなく、装置内で設定した光信号の経路を監視する光クロスコネクト装置が記載されて
いる（特許文献３参照）。特許文献３に記載の技術では、光スイッチによって、複数の入
力側光伝送路の接続先が複数の出力側光伝送路から選択される。この際、光スイッチ内を
伝送するサービス信号は、監視用信号によって光強度変調される。光経路監視手段は、光
強度変調された光信号から抽出された当該監視信号を参照し、光スイッチによって選択接
続された光伝送路を特定するとともに、それぞれの障害状況を把握する。この障害状況に
応じて光スイッチは制御され、入力側と出力側の接続する伝送路を決定する。
【００１０】
　又、スイッチ機能を有するセレクタを利用しないで伝送路を切り替える技術が、特表２
００２－５２３９２１に記載されている（特許文献４参照）。特許文献４に記載の光伝送
システムでは、２重化された伝送路のどちらか一方の信号を減衰することでスタンバイ状
態とし、他方を作動状態とする。スタンバイ状態の伝送路上の増幅器は、低レベルのポン
ピングエネルギを、蛍光物質がドープされた光ファイバに供給する。これにより、到来す
る光信号は、蛍光物質がドープされた光ファイバによって減衰し、光ファイバからは増幅
された自然放射が生成される。この際、低周波数信号によってポンプレーザが電流変調さ
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れることで、増幅された自然放射は変調される。この変調された自然放射は、制御トーン
として伝送路上の受信器で検出される。
【００１１】
　特許文献４に記載の光伝送システムでは、伝送路上に設けられた受信器が作動状態の伝
送路の信号レベルを監視することで、伝送路で発生した障害が検出される。例えば、作動
伝送路（サービス系伝送路）上の受信器で障害が検出された場合、サービス系伝送路上の
増幅器は上述の動作を実行し、スタンバイ状態の伝送路（プロテクション系伝送路）上の
増幅器は、通常の動作を実行するように切り替えられる。又、プロテクション系伝送路に
おいて制御トーンが検出されない場合、上記動作の切り替えは阻止される。
【００１２】
　更に、特開２００１－４４９３９には、海底光ファイバケーブルの途中に設けられる光
増幅器からの情報に基づいて、当該光増幅器の動作状態を把握する技術が記載されている
（特許文献５参照）。特許文献５に記載の海底に設けられた光増幅器は、低周波変調によ
って状態信号や制御信号を光信号に重ねて地上局に出力する。この際、低周波変調の種類
は光増幅器毎に異なるとともに動作状態によっても異なるように設定されている。このた
め、地上局は、変調の種類を検出することで光増幅器毎の状態を知ることができる。
【００１３】
　一方、端末装置が、集線局と端末側送受信装置を介して上位局と接続する光伝送システ
ムでは、上位局と集線局との間の光伝送路、及び集線局と端末側送受信装置との間の光伝
送路のそれぞれにおける障害状況に基づいて、光伝送路の切り替えを行う必要がある。す
なわち、集線局からみて上流側と下流側の伝送路の障害状況に応じて使用する光伝送路を
選択する光伝送システムが求められている。
【００１４】
　しかし、上述の特許文献１から４では、上流側及び下流側の伝送路の障害状況に応じて
光伝送路を選択するこのような光伝送システムは開示されていない。一方、特許文献５に
は、上流側及び下流側の伝送路の障害状況を考慮して使用する伝送路を切り替える技術が
記載されているが、障害状況を伝達する伝送路を光伝送路とは別に構築する必要がある。
この場合、障害状況を伝達する伝送路を設けるため、システム全体のコストが増大してし
まう。特に、障害を検出する装置と伝送路を切り替える装置とが離隔している場合、障害
状況を伝達するため伝送路によるコストの増大は甚大なものとなる。
【特許文献１】特開平４－３３４１３５
【特許文献２】特開２０００－２６９８９０
【特許文献３】特開２０００－３５８２６１
【特許文献４】特表２００２－５２３９２１
【特許文献５】特開２００１－４４９３９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、コストを抑制しつつ信頼度を向上させた光伝送システム、光送受信装
置、及び端末側送受信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明による光伝送システムは、第１監視部、変調部、第２監視部、検出部、スイッチ
を具備する。第１監視部は、第２光伝送路を介して端末装置に接続される第１光伝送路の
障害状況を監視する。変調部は、第１監視部おいて検出された第１障害状況に基づいて、
第１光伝送路から伝送される光信号を変調し、第２光伝送路に伝送する。第２監視部は、
第２光伝送路の障害状況を監視する。検出部は、第２光伝送路を介して伝送された光信号
から第１障害状況を抽出する。セレクタは、検出部において検出された第１障害状況と、
第２監視部において検出された第２障害状況に基づいて、複数の光伝送路から端末装置に
接続する光伝送路を選択する。
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【００１７】
　本発明による光伝送システムは、複数の第１光伝送路を経由して伝送される複数の光信
号を、対応する複数の第２光伝送路に中継する複数の光送受信装置と、複数の第２光伝送
路から１つの光伝送路を選択して端末装置に接続する端末装置側送受信装置とを具備する
ことが好ましい。複数の光送受信装置の各々は、第１監視部と変調部を備えることが好ま
しい。又、端末側送受信装置は、第２監視部、検出部、及びセレクタを備えることが好ま
しい。本発明による光送受信装置は、上述の光伝送システムにおいて用いられ、第１監視
部と変調部とを備える。変調部は、自身に設けられた前記第１監視部で検出された前記第
１障害状況に基づいて、自身に接続される第１光伝送路からの信号を変調することが好ま
しい。
【００１８】
　本発明による光伝送システムは、複数の第１光伝送路を経由して伝送される複数の光信
号を、対応する複数の第２光伝送路に中継する複数の光送受信装置と、複数の第２光伝送
路から１つの光伝送路を選択して端末装置に接続する端末装置側送受信装置とを具備する
ことが好ましい。複数の光送受信装置の各々は、第１監視部を備え、複数の光送受信装置
の１つは、変調部を備えることが好ましい。この場合、変調部は、他の光受信装置に設け
られた第１監視部で検出された第１障害状況に基づいて、自身に接続される第１光伝送路
からの信号を変調する。本発明による光送受信装置は、上述の光伝送システムにおいて用
いられ、第１監視部と変調部とを備える。変調部は、他の光送受信装置に設けられた第１
監視部で検出された第１障害状況に基づいて、自身に接続される第１光伝送路からの信号
を変調することが好ましい。
【００１９】
　本発明による端末装置側送受信装置は、上述の光伝送システムに用いられ、第２監視部
、検出部、及びセレクタを具備する。
【００２０】
　本発明による光伝送方法は、第１監視部が、第２光伝送路を介して端末装置に接続され
る第１光伝送路の障害状況を監視するステップと、変調部が、第１監視部おいて検出され
た第１障害状況に基づいて、第１光伝送路から伝送される光信号を変調し、第２光伝送路
に伝送するステップと、第２監視部が、第２光伝送路の障害状況を監視するステップと、
検出部が、第２光伝送路を介して伝送された光信号から第１障害状況を抽出するステップ
と、セレクタが、検出部において検出された第１障害状況と、第２監視部において検出さ
れた第２障害状況に基づいて、端末装置に接続される光伝送路を、第１光伝送路及び第２
光伝送路と異なる他の光伝送路に切り替えるステップとを具備する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明による光伝送システム、光送受信装置、及び端末側送受信装置によれば、コスト
の増加を抑制しつつ光伝送路が冗長化された光伝送システムの信頼度を向上させることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明による光伝送システムの実施の形態を説明する。図
面において同一、又は類似の参照符号は、同一、類似、又は等価な構成要素を示している
。
【００２３】
　１．第１の実施の形態
　図１は、本発明による光伝送システムの第１の実施の形態における構成を示す図である
。図１を参照して、第１の実施の形態における光伝送システムは、第１監視部１００、変
調部１１０、第２監視部２００、検出部２１０、セレクタ２２０を具備する。ここで、第
１監視部１００、変調部１１０は、光ネットワークシステムにおける集線局となる光送受
信装置設置局１に設けられることが好ましいが、これに限定されない。又、第２監視部２
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００、検出部２１０、セレクタ２２０は、光送受信装置設置局１から端末装置３（例えば
クライアント端末）への伝送路の交換動作を行う端末側送受信装置２に設けられることが
好ましいが、これに限定されない。
【００２４】
　第１監視部１００は、複数の第１光伝送路１０１～１０ｎの障害状況を監視する。変調
部１１０は、第１監視部１００おいて検出された第１障害状況に基づいて、第１光伝送路
１０１～１０ｎのいずれかから伝送される光信号を変調し、第２光伝送路２０１～２０ｎ
のいずれかに伝送する。第２監視部２００は、第２光伝送路２０１～２０ｎの障害状況を
監視する。検出部２１０は、第２光伝送路２０１～２０ｎのいずれかを介して伝送された
光信号から第１障害状況を抽出する。セレクタ２２０は、検出部２１０において検出され
た第１障害状況と、第２監視部２００において検出された第２障害状況に基づいて複数の
光伝送路から端末装置３に接続する光伝送路を選択する。
【００２５】
　例えば、当初セレクタ２２０によって第１光伝送路１０１及び第２光伝送路２０１が端
末３に接続されているものとする。第１監視部１００は、第１光伝送路１０１～１０ｎの
それぞれの障害状況を示す第１障害状況、又は端末装置３への回線として使用されている
第１光伝送路１０１のみの障害状況を示す第１障害状況を検出し、変調部１１０に出力す
る。
【００２６】
　変調部１１０は、障害発生を示す第１障害状況に基づいて第１光伝送路１０１から伝送
される光信号を変調する。例えば、変調部１１０は、第１障害状況に応じたトーン信号に
よって光信号をトーン変調する。トーン変調された光信号は、第２光伝送路２０１に伝送
される。検出部２０１は、第２光伝送路２０１～２０ｎにのそれぞれに伝送される信号を
復調して、トーン信号を検出する。ここでは、第２光伝送路２０１を伝送する光信号から
トーン信号が検出される。検出部２１０は、検出したトーン信号に対応する第１障害状況
をセレクタ２２０に出力する。
【００２７】
　第２監視部２００は、第２光伝送路２０１～２０ｎの障害状況を監視する。第２監視部
２００は、第２光伝送路２０１～２０ｎの障害状況のそれぞれの障害状況を示す第２障害
状況、又は使用されている第２光伝送路２０１のみの障害状況を示す第２障害状況を検出
し、セレクタ２２０に出力する。
【００２８】
　セレクタ２２０は、検出部２１０から入力される第１障害状況と第２監視部２００～入
力される第２障害状況とに応じて端末装置３に接続する第２光伝送路を切り替える。例え
ば、第１光伝送路１０１の障害を示す第１障害状況と、障害なしを示す第２障害状況が入
力された場合、セレクタ２２０は、端末装置３に接続された第２光伝送路２０１と第２光
伝送路２０ｎとを切り替える。この場合、端末装置３への光信号の伝送路は、第１光伝送
路１０ｎ及び第２光伝送路１０ｎとなる。
【００２９】
　セレクタ２２０は、予め設定された伝送路を選択して端末装置３に接続しても、障害の
ない伝送路を選択して端末装置３に接続してもどちらでも良い。又、セレクタ２２０によ
って選択接続される伝送路は、第１障害状況と第２障害状況の組み合せに応じて決定され
ることが好ましい。例えば、セレクタ２２０は。第１伝送路１０１、第２光伝送路２０１
の一方のみに障害が発生しても伝送路を他の伝送路に切り替えても良い。又、第１障害状
況、及び第２障害状況のそれぞれの障害の程度に応じて、端末装置３に接続する光伝送路
を変更するか否かが決定されることが好ましい。この場合、後述するように、第１障害状
況、第２障害状況、及び選択接続（又は切断）される第２伝送路とを対応付けたテーブル
が記憶装置等に用意されることが好ましい。セレクタ２２０は、このテーブルを参照する
ことで、第１障害状況と第２障害状況との組み合せに応じた伝送路を選択して端末装置３
に接続することができる。
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【００３０】
　以上のように、本発明によれば、光送受信装置設置局１と図示しない上位局との間の第
１光伝送路１０１～１０ｎにおける第１障害状況と、光送受信装置設置局１と端末側装置
局２との間の第２光伝送路２０１～２０ｎにおける第１障害状況の組み合せに応じて、端
末装置への光伝送ルートを決定することができる。このため光伝送システムの信頼度を向
上することができる。
【００３１】
　又、本発明では、光送受信装置設置局１に対して上位側の第１障害状況及び下位側の第
２障害状況の組み合せによって端末装置への伝送ルートが切り替えられる。このため、障
害の軽重や障害箇所に応じた伝送路の詳細な設定が可能となる。
【００３２】
　以下、第２及び第３の実施の形態によって本発明による光伝送システムの構成及び動作
の詳細を説明する。
【００３３】
　２．第２の実施の形態
　（光伝送システムの構成）
　図２は、第２の実施の形態における光伝送システムの構成を示す図である。図２を参照
して、光伝送システムは、図示しない上位局に接続された光送受信装置設置局１（以下、
集線局１と称す）、集線局１と端末装置３との間を中継する端末側送受信装置設置局２（
以下、端末側装置局２と称す）、及び端末装置３を具備する。集線局１は、図示しない上
位局を介して通信ネットワークに接続する。端末側送受信装置局２は、ドロップケーブル
（光ファイバ）を介して集線局１に接続される。端末装置３は、端末側装置局２を介して
通信ネットワークに接続し、当該ネットワークに所属する他の端末装置やサーバとの間で
通信を行う。
【００３４】
　図示しない上位局と集線局１との間の伝送ルートは、光伝送路１１、１２と光伝送路２
１、２２とによって２重化されている。又、集線局１と端末側装置局２との間の伝送ルー
トは、光ファイバ１４、１５と光ファイバ２４、２５によって２重化されている。ここで
、光伝送路１１、２１、光ファイバ１４、２４は下りルート、光伝送路１２、２２、光フ
ァイバ１５、２５は上りルートである。
【００３５】
　通常、集線局１は、端末側装置局２から離れた地点に設けられる。例えば、集線局１は
、通信事業者が運営する局舎に設けられ、端末側装置局２は、端末装置３が設置される建
物の近傍、又は端末装置３と同一建物内に設置される。
【００３６】
　集線局１は、複数の光送受信装置を備える。ここでは、集線局１は、サービス系の光伝
送路１１、１２とサービス系の光ファイバ１４、１５を中継する光送受信装置１３と、プ
ロテクション系の光伝送路２１、２２とプロテクション系の光ファイバ２４、２５を中継
する光送受信装置２３を備える。
【００３７】
　光送受信装置１３は、光伝送路１１及び光ファイバ１５の動作状況（障害状況）を監視
し、その監視結果に基づいて光伝送路１１から入力される光信号をトーン変調し、光ファ
イバ１４に出力する。同様に、光送受信装置２３は、光伝送路２１及び光ファイバ２５の
動作状況（障害状況）を監視し、その監視結果に基づいて光伝送路２１から入力される光
信号をトーン変調し、光ファイバ２４に出力する。
【００３８】
　光送受信装置１３の構成の詳細を、図３を参照して説明する。尚、光送受信装置２３の
構成は、光送受信装置１３と同様なので、その説明を省略する。
【００３９】
　光送受信装置１３は、光受信部１３１、１３３、光送信部１３２、１３４、トーン変調
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部１３５、監視装置１３６、１３７を備える。光受信部１３１は、光伝送路１１（上位局
）から入力される光信号を光電変換する。監視装置１３６は、光受信部１３１で変換され
た電気信号を解析し、光伝送路１１からの光信号の入力断（回線断）、回線エラー、同期
外れ等の障害状況を検出する。又、監視装置１３６は、監視結果（検出した障害状況）に
応じた周波数のトーン信号をトーン変調部１３５に出力する。同様に、光受信部１３３は
、光ファイバ１４（端末装置側）から入力される光信号を光電変換する。監視装置１３７
は、光受信部１３３で変換された電気信号を解析し、光ファイバ１４からの光信号の入力
断、回線エラー、同期外れ等の障害状況を検出する。又、監視装置１３７は、監視結果（
検出した障害状況）に応じた周波数のトーン信号をトーン変調部１３５に出力する。ここ
で、トーン信号は、障害が検出された光伝送路や、検出した障害の内容（例えば同期はず
れや回線断等）毎に異なる値の周波数が設定されていることが好ましい。監視装置１３６
、１３７は、それぞれ障害が発生した光伝送路及び障害内容に対応するトーン信号をトー
ン変調部１３５に出力する。
【００４０】
　トーン変調部１３５は、監視装置１３６、１３７から出力されたトーン信号を用いて光
受信部１３１からの電気信号（光伝送路１１から入力された光信号の搬送波に相当）を変
調する（トーン変調）。尚、監視装置１３６、１３７からトーン信号の入力がない場合、
トーン変調部１３５は、光受信部１３１からの電気信号をそのまま光送信部１３２に入力
する（スルー）。尚、トーン変調部１３５は、監視装置１３６、１３７から出力された障
害状況に応じて光受信部１３１からの電気信号を変調できれば良く、トーン変調以外の変
調方式によって変調しても構わない。この場合、監視装置１３６、１３７は、障害状況に
応じた信号をトーン変調部１３５（変調部）に出力することが好ましい。
【００４１】
　光送信部１３２は、トーン変調部１３５から出力された電気信号を光信号に変換して光
ファイバ１４（端末装置側）に出力する。この際、電気信号がトーン変調されている場合
、トーン変調された光信号が出力されることとなる。一方、光送信部１３４は、光受信部
１３３で変換された電気信号を光信号に変換して光伝送路１２（上位局側）に出力する。
【００４２】
　図２を参照して、端末側装置局２は、集線局１と端末装置３との間の通信を中継する端
末側送受信装置１０を備える。端末側送受信装置１０は、フォトダイオードモジュール１
６、２６（以下、ＰＤ１６、２６と称す）、トーン検出部１７、２７、セレクタ１８、２
８、セレクタ制御部３０を備える。
【００４３】
　セレクタ１８には、サービス系の下り回線（光ファイバ１４）と、プロテクション系の
下り回線（光ファイバ２４）が接続される。セレクタ１８は、セレクタ制御部３０からの
制御信号に応じて、光ファイバ１４と光ファイバ２４のどちらか一方を選択し、選択した
光ファイバから入力される光信号をクライアント端末３に出力する。すなわち、セレクタ
１８は、複数（ここでは２つ）の下り伝送ルートから１つを選択し、端末装置３に接続す
る。
【００４４】
　セレクタ２８には、サービス系の上り回線（光ファイバ１５）と、プロテクション系の
上り回線（光ファイバ２５）が接続される。セレクタ２８は、セレクタ制御部３０からの
制御信号に応じて、光ファイバ１５と光ファイバ２５のどちらか一方を選択し、端末装置
３から入力される光信号を、選択した光ファイバに出力する。すなわち、セレクタ１８は
、複数（ここでは２つ）の上り伝送ルートから１つを選択し、端末装置３に接続する。
【００４５】
　又、面積コスト及び消費電力の低減のため、セレクタ１８として、光スイッチが用いら
れることが好適である。
【００４６】
　下りの光ファイバ１４にはＰＤ１６が接続される。ＰＤ１６は、光ファイバ１４からの
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光信号を電気信号に変換する。トーン検出部１７は、ＰＤ１６で変換された電気信号を解
析してトーン信号を抽出する。又、トーン検出部１７は、トーン信号に応じた警報情報（
例えば伝送路ＥＲＲ）を図示しないテーブルから抽出し、セレクタ制御部３０に出力する
。又、ＰＤ１６は、光ファイバ１４からの光信号の入力断を検出した場合、光ファイバ１
４の回線断を示す警報情報をセレクタ制御部３０に出力する。
【００４７】
　同様に、下りの光ファイバ２４にはＰＤ２６が接続される。ＰＤ２６は、光ファイバ２
４からの光信号を電気信号に変換する。トーン検出部２７は、ＰＤ２６で変換された電気
信号を解析してトーン信号を抽出する。又、トーン検出部２７は、トーン信号に応じた警
報情報（例えば伝送路ＥＲＲ）を図示しないテーブルから抽出し、セレクタ制御部３０に
出力する。又、ＰＤ２６は、光ファイバ２４からの光信号の入力断を検出した場合、光フ
ァイバ２４の回線断を示す警報情報をセレクタ制御部３０に出力する。
【００４８】
　セレクタ制御部３０は、トーン検出部１７、２７、及びＰＤ１６、２６から入力された
警報情報に基づいてセレクタ１８、２８を制御する。セレクタ１８、２８の制御方法は、
後述するが、サービス系からプロテクション系への伝送ルートの切り替え制御は、上り、
下りとも同時に行われることが好ましい。すなわち、セレクタ制御部３０は、セレクタ１
８、２８を同時に制御し、端末装置３が使用する上下回線の切り替えを同時に行うことが
好ましい。
【００４９】
　セレクタ制御部３０は、入力された警報情報に基づき、図４に示す判定条件テーブルを
参照して、端末装置３に接続する伝送ルートを決定する。尚、警報情報は、セレクタ制御
部３０で抽出されても良い。この場合、トーン検出部１７、２７は検出したトーン信号を
セレクタ制御部３０に出力し、セレクタ制御部３０において警報情報が抽出される。障害
の発生場所は、当該警報情報が出力されたＰＤやトーン検出部によって識別しても良いし
、トーン信号によって識別しても良い。ただし、トーン信号によって識別する場合、トー
ン信号が伝送路毎に対応付けらて設定される必要がある。
【００５０】
　ここで、使用する光伝送路の切り替え時に参照される判定条件テーブルの一例について
説明する。セレクタ制御部３０は、下り光伝送路からの入力と下り光ファイバからの入力
信号から、例えば、以下の警報を抽出できる。すなわち、抽出される警報情報は、下りの
光伝送路１１、２１における光入力信号断（ＬＯＳ）、フレーム同期外れ（ＬＯＦ）、誤
り率劣化（ＳＤ）、誤り発生（ＥＲＲ）、下りの光ファイバ１４、２４における光入力信
号断（ＬＯＳ）、上りの光ファイバ１５、２５における光入力信号断（ＬＯＳ）である。
ただし、ＰＤ１６、２６に監視装置１３６、１３７と同様な機能を付加した場合、警報情
報として、上りの光ファイバ１５、２５における光入力信号断（ＬＯＳ）、フレーム同期
外れ（ＬＯＦ）、誤り率劣化（ＳＤ）、誤り発生（ＥＲＲ）も抽出できる。
【００５１】
　図４を参照して、本発明に係る判定条件テーブルには、プロテクション系の光伝送路及
び光ファイバからの警報情報と、サービス系の光伝送路及び光ファイバからの警報情報と
の組み合せに対応する伝送ルートの切り替え方法が記録されている。
【００５２】
　一例として警報の重大度は、ＬＯＳ＞ＬＯＦ＞ＳＤ＞ＥＲＲ＞警報なしの順に設定され
る。例えば、サービス系の警報情報が警報なしを示す場合、プロテクション系の警報情報
がどのような内容を示してもセレクタ制御部３０は、伝送ルートの切り替えを行わない。
又、サービス系の警報情報が伝送路ＬＯＳを示し、プロテクション系が伝送路ＥＲＲを示
す場合、セレクタ制御部３０は、伝送ルートの切り替え制御を行う。更に、又、サービス
系の警報情報が光ファイバＬＯＳを示し、プロテクション系が伝送路ＬＯＳを示す場合、
セレクタ制御部３０は、全ての回線を切断するようにセレクタ１８、２８を制御する。そ
の他の組み合せは、図４に示す通りである。尚、図示しないが、光伝送路及び光ファイバ
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のフレーム同期外れ（ＬＯＦ）や誤り率劣化（ＳＤ）等の伝送路の切り替えに資する警報
情報を上記判定条件テーブルに組み込むことで、更に詳細な条件を設定しても構わない。
【００５３】
　上述の構成では、端末側送受信装置１０と端末装置３はそれぞれ独立的に設けられてい
るが、同じ装置内に設けられていても構わない。又、通常、端末側送受信装置１０に接続
される端末装置３は複数である。この場合、複数の端末装置３のそれぞれと、集線局１と
の間に、上述のような２重化された伝送ルートが設けられる。
【００５４】
　（動作）
　次に、図２～図４を参照して、本発明による光伝送システムの動作の詳細を説明する。
【００５５】
　本発明による光伝送システムにおいて監視対象となる障害内容は上りルートと下りルー
トで異なる。下りルート（光伝送路１１、２１、光ファイバ１４、２４）の場合、監視対
象となる障害内容は、光伝送路１１、２１における光信号入力断、回線エラーや同期外れ
等の障害、光ファイバ１４、２４における光入力信号断である。上りルート（光伝送路１
２、２２、光ファイバ１５、２５）の場合、監視対象となる障害内容は、光ファイバ１５
、２５における光信号入力断、回線エラーや同期外れ等の障害である。ただし、ＰＤ１６
、２６に、監視装置１３６、１３７と同様な機能を付加した場合、ＰＤ１６、２６は、下
りルートの光ファイバ１４、２４における光信号入力断、回線エラーや同期外れ等の障害
を監視できるようになる。
【００５６】
　通常動作時、光伝送路１１、１２及び光ファイバ１４、１５がサービス系伝送路として
機能し、端末装置３は、上位局（上位局を介して接続された他の端末装置）との間の通信
を行う。この間、光伝送路１１、１２、２１、２２、光ファイバ１４、１５、２４、２５
のいずれにも障害が発生していない場合、光ファイバ１４、２４を伝送する光信号は、ト
ーン変調されない。このため、トーン検出部１７、２７は、トーン信号を検出せず警報情
報を出力しない。又、ＰＤ１６、２６は光ファイバの切断を検出せず警報情報を出力しな
い。従って、セレクタ制御部３０は、図４に示す判定条件テーブルを参照し、伝送ルート
の切り替え制御を行わない。すなわち、現在使用中のサービス系伝送路が維持される。
【００５７】
　例えば、サービス系の下りルートにおける光伝送路１１に伝送路ＥＲＲが発生した場合
、光送受信装置１３における監視装置１３６は伝送路ＬＯＳに対応するトーン信号をトー
ン変調部１３５に出力する。光送受信装置１３は、当該トーン信号で変調された光信号を
、光ファイバ１４を介して端末側送受信装置１０に出力する。この際、その他の伝送ルー
トに異常がない場合、端末側送受信装置１０のセレクタ制御部３０は、光ファイバ１４を
介して入力された光信号から警報情報（サービス系光伝送路１１において誤り発生）を取
得する。この場合、セレクタ制御部３０は、図４に示す判定条件テーブルを参照して、サ
ービス系とプロテクション系の伝送ルートを切り替えるようにセレクタ１８、２８を制御
する。これにより、セレクタ１８は、光ファイバ１４からの光信号の入力を切断し、光フ
ァイバ２４から入力される光信号を端末装置３に出力する。すなわち、セレクタ１８は、
光ファイバ１４と端末装置３との接続を切断し、光ファイバ２４と端末装置３とを接続す
ることで、端末装置３が使用する下りルートを切り替える。又、セレクタ２８は、端末装
置３から入力される光信号を光ファイバ２５に出力する。すなわち、セレクタ２８は、光
ファイバ１５と端末装置３との接続を切断し、光ファイバ２５と端末装置３とを接続する
ことで、端末装置３が使用する上りルートを切り替える。
【００５８】
　このように、サービス系とプロテクション系が切り替えられると、セレクト制御部３０
は、現在使用中のルート（光伝送路２１、２２、及び光ファイバ２４、２５）をサービス
系として設定し、他のルート（光伝送路１１、１２、光ファイバ１４、１５）をプロテク
ション系として設定する。そして引き続き、取得する警報情報に基づき端末装置３に接続
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する光伝送ルートの選択制御を行う。
【００５９】
　続いて、サービス系の下りルートにおける光伝送路２１に伝送路ＬＯＳが発生した場合
、光送受信装置２３における監視装置は伝送路ＬＯＳに対応するトーン信号をトーン変調
部に出力する。光送受信装置２３は、当該トーン信号で変調された光信号を、光ファイバ
２４を介して端末側送受信装置１０に出力する。この際、上述の障害が解消されていない
場合、光送受信装置１３からもトーン信号で変調された光信号が出力されている。この場
合、端末側送受信装置１０のセレクタ制御部３０は、トーン検出部１７から警報情報（プ
ロテクション系光伝送路１１において誤り発生）を取得し、トーン検出部２７から警報信
号（サービス系光伝送路２１において伝送路からの入力信号断）を取得する。セレクタ制
御部３０は、図４に示す判定条件テーブルを参照して、サービス系とプロテクション系の
伝送ルートを切り替えるようにセレクタ１８、２８を制御する。これにより、セレクタ１
８は、サービス系とプロテクション系の伝送ルートを切り替える。
【００６０】
　上述と同様に、サービス系とプロテクション系が切り替えられると、セレクト制御部３
０は、現在使用中のルート（光伝送路１１、１２、光ファイバ１４、１５）をサービス系
として設定し、他のルート（光伝送路２１、２２、及び光ファイバ２４、２５）をプロテ
クション系として設定する。そして引き続き、取得する警報情報に基づき端末装置３に接
続する光伝送ルートの選択制御を行う。
【００６１】
　この場合、サービス系とプロテクション系が切り替えられても、上述の障害が解消され
ていない場合、セレクト制御部３０は、警報情報（サービス系光伝送路１１において誤り
発生、プロテクション系光伝送路２１において伝送路からの入力信号断）を取得する。し
かし、図４に示す判定条件によれば、この条件では切り替え制御は行われない。すなわち
、新たな障害が発生しない限り、現状のルートが維持される。
【００６２】
　又、集線局１と端末側装置局２との間の光ファイバが切断した場合も、ＰＤ１６、２６
から取得した警報情報と、判定条件テーブルとに基づき切り替えが制御される。この際、
集線局１と上位局との間の光伝送路における障害があった場合、トーン検出部１７、２７
からの警報情報との組み合せに応じた切り替え制御が行われる。
【００６３】
　以上のように、本発明によれば、集線局１と上位局との間の下り光伝送路１１、２１に
おける障害状況と、集線局１と端末側装置局２との間の光伝送路（光ファイバ１４、１５
、２４、２５）における障害状況の組み合せに応じて、サービス系として使用する光伝送
ルートを決定することができる。このため光伝送システムの信頼度を向上することができ
る。
【００６４】
　尚、サービス系とプロテクション系の切り替えは、１回のみであっても良い。又、セレ
クタ１８は、光伝送路１１、２１の障害状況と集線局１と端末側装置局２との間の光伝送
路（光ファイバ１４、１５、２４、２５）における障害状況の組み合せに応じて、上りル
ート又は下りルートの一方のみをプロテクション系に切り替えても良い。
【００６５】
　集線局１において検出された光伝送路１１、２１の障害状況（警報情報）は、通信に利
用される光伝送路（光ファイバ１４、２４）を介して端末側装置局２に通知することがで
きる。このため、セレクタ１６、２６が設置された端末側装置局２と集線局１との間を離
隔することができる。又、本発明によれば、光送受信装置局１と同一局舎内ではない遠隔
局に端末側装置局２が設置されている場合でも、トーン信号を利用することで光信号入力
断だけでなく回線エラーや同期外れをトリガとして伝送ルートの切り替えが可能となる。
【００６６】
　更に、障害状況を通知するための伝送線を集線局１と端末側装置局２との間に新たに設
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ける必要がないため、システムのコストを抑制することができる。
【００６７】
　端末側送受信装置局２は、セレクタ制御部３０で取得した警報情報（障害状況）を、図
示しない記憶装置に履歴として記録しても良い。この場合、端末側送受信装置局２におい
て、クライアント端子３が使用可能な伝送ルート上の障害状況を全て把握できる。これに
より、端末装置側での端末装置３に関連するシステムの保守・点検が容易となる。
【００６８】
　又、本発明では、集線局１に対して上位側及び下位側の障害状況の組み合せによってサ
ービス系とプロテクション系の切り替えが行われる。このため、障害の軽重や障害箇所に
応じた伝送路の設定が可能となる。この際、伝送路の切り替え条件が記録された判定条件
テーブルを用いることで、伝送路の切り替えが必要な障害及び障害箇所を詳細に設定する
ことができる。
【００６９】
　更に、本発明によれば、下りルートの障害状況に応じて下りルートのみならず上りルー
トも同時に切り替えることができる。同様に、上りルートの障害状況に応じて上下ルート
を同時に切り替えることができる。このため、送受信装置１３、２３毎に、端末装置３に
接続する伝送路を切り替えることが可能となる。送受信装置１３、２３毎に伝送路の切り
替えが行われることで、障害が発生した伝送路に接続された送受信装置を含む系の全てを
使用しない状態にできる。これにより、送受信装置を含む系毎に障害探索や障害復旧を実
施することが可能となる。
【００７０】
　３．第３の実施の形態
　図５及び図６を参照して、本発明による光伝送システムの第３の実施の形態について説
明する。第３の実施の形態における集線局１は、光送受信装置１３、２３のどちらか一方
がトーン変調部１３５を備える構成である。ここでは、光送受信装置１３に、トーン変調
部１３５が設けられるものとする。
【００７１】
　以下の説明では、第２の実施の形態と異なる部分のみを説明する。光送受信装置２３は
、光受信部１３１、１３３、及び光送信部１３２、１３４と同様な機能を有する光受信部
２３１、２３３、及び光送信部２３２、２３４を備える。又、光送受信装置２３は、監視
装置２３６、２３７を備える。監視装置２３６は、光受信部２３１で変換された電気信号
を解析し、光伝送路２１からの光信号の入力断（回線断）、回線エラー、同期外れ等の障
害状況を監視する。監視装置１３７は、光受信部１３３で変換された電気信号を解析し、
光伝送路１３からの光信号の入力断、回線エラー、同期外れ等の障害状況を監視する。こ
こで、監視装置２３６、２３７はそれぞれ、監視結果に応じた周波数のトーン信号を光送
受信装置１３のトーン変調部１３５に出力する。光送信部２３２は、光受信部２３１で変
換された電気信号を光信号に変換し、光ファイバ２４に出力する。
【００７２】
　第３の実施の形態におけるトーン変調部１３５は、監視装置１３６、１３７、２３６、
２３７から入力されたトーン信号を用いて、光受信部１３１からの電気信号（光伝送路１
１から入力された光信号の搬送波に相当）を変調する（トーン変調）。ここで、トーン信
号は、障害があった光伝送路や障害の内容（例えば同期はずれ）毎に異なる値の周波数が
設定されている。
【００７３】
　図６は、第３の実施の形態における光伝送システムの構成を示す図である。図６を参照
して、第３の実施の形態における端末側送受信装置１０は、第２の実施の形態における端
末側送受信装置からトーン検出部２７を削除した構成である。又、トーン検出部１７は、
抽出したトーン信号から障害が発生した伝送路を特定して障害内容を示す警報情報ととも
にセレクタ制御部３０に出力する。セレクタ制御部３０は、入力される障害内容と障害発
生箇所（伝送路）に基づき、図４に示すような判定条件テーブルを参照してセレクタ１８



(16) JP 5050931 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

、２８を制御する。
【００７４】
　第３の実施の形態による光伝送システムでは、光送受信装置毎に設けられたトーン変調
部の数を削減できるため、集計局１のサイズや消費電力を小さくすることができる。又、
端末側送受信装置１０内のトーン検出部の数も削減できるため、端末側装置局２のサイズ
や消費電力も小さくすることができる。
【００７５】
　更に、トーン変調部１３５において、各監視装置からのトーン信号を解析し、必要なト
ーン信号のみを用いてトーン変調しても良い。例えば、光伝送路１１の誤り率劣化（ＳＤ
）、光ファイバ２５の光入力信号断（ＬＯＳ）が監視装置によって検出された場合、トー
ン変調部は、図示しない判定条件テーブルを参照して、光ファイバ２５の光入力信号断（
ＬＯＳ）に対応するトーン信号のみで信号をトーン変調する。この時の条件は、上述と同
様に、警報の重大度は、ＬＯＳ＞ＬＯＦ＞ＳＤ＞ＥＲＲ＞警報なしの順に設定される。こ
れにより、セレクタ制御部３０が参照する判定条件テーブルは簡略化され得るため、セレ
クタ制御部３０の回路面積も小さくすることができる。
【００７６】
　以上、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は上記実施の形態に限られ
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。実
施の形態では、セレクタ制御部３０が判定条件テーブルを参照して伝送ルートの切り替え
制御を行う場合を説明したが、これに限らず、トーン検出部１７、２７からの警報情報に
基づいた設定されたフラグによって自動的にセレクタ１８、２８を制御しても良い。又、
セレクタ制御部３０を論理回路で構成し、トーン検出部１７、２７からの信号に応じてセ
レクタ１８、２８を制御しても良い。ただし、これらの場合も上述の判定条件に従う制御
が行われることが好ましい。又、第３の実施の形態でも同様に構成できる。
【００７７】
　更に、上記実施の形態では、２重の伝送ルートによって冗長化された光伝送システムを
一例に説明したが、これに限らず、複数の伝送ルートから１つの伝送ルートをサービス系
とし、その他の伝送ルートをプロテクション系として設定する構成としても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】図１は、本発明による光伝送システムの第１の実施の形態における構成を示す図
である。
【図２】図２は、本発明による光伝送システムの第２の実施の形態における構成を示す図
である。
【図３】図３は、本発明による光送受信装置の第２の実施の形態における構成を示す図で
ある。
【図４】図４は、本発明による伝送ルートの切り替え条件を規定した判定条件テーブルの
一例を示す図である。
【図５】図５は、本発明による光送受信装置設置局の第３の実施の形態における構成を示
す図である。
【図６】図６は、本発明による光伝送システムの第３の実施の形態における構成を示す図
である。
【符号の説明】
【００７９】
　１：光送受信装置設置局
　２：端末側送受信装置設置局
　３：端末装置
　１０：端末側送受信装置
　１１、１２、２１、２２：光伝送路
　１３、２３：光送受信装置
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　１４、１５、２４、２５：光ファイバ
　１６、２６：フォトダイオードモジュール
　１７、２７：トーン検出部
　１８、２８：セレクタ
　３０：セレクタ制御部
　１３１、１３３、２３１、２３３：光受信部
　１３２、１３４、２３２、２３４：光送信部
　１３５：トーン変調部
　１３６、１３７、２３６、２３７：監視装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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