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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の収容局が光路で接続されてアクセスネットワークが形成され、前記収容局は、複
数の光回線終端装置と光路選択手段から成り、該収容局には、ともに加入者側の光端末あ
るいは光回線終端装置が接続され、該収容局と上記加入者側の光端末あるいは上記光回線
終端装置とは光路の資源を占有する専用光路で接続され、該収容局の該光回線終端装置と
上記加入者側の光端末あるいは光回線終端装置とは、上記光路選択手段を介して接続され
、上記アクセスネットワークは、コアネットワークに接続され、上記アクセスネットワー
クとコアネットワークの接続が制御装置で制御される光ネットワークであって、
　上記光路選択手段は、光路を切り換えるための光スイッチを用いた光交換機、光路を分
離するための光路分岐器、あるいは、光ビームスプリッタであり、
上記収容局には、上記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置の複数が接続し、その接
続はシングルスター型光路によるものであり、
　加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが、前記加入者側の光端末もしくは光回線
終端装置Ａと接続する収容局の光回線終端装置Ｂと接続する場合は、該収容局の光路選択
手段を経由して、専用光路を形成して接続し、
　上記収容局の少なくとも１つは、上記アクセスネットワークに加えてその他のアクセス
ネットワークもカバーするコアネットワークに、光路で接続されており、
加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが、前記加入者側の光端末もしくは光回線終
端装置Ａと接続する収容局Ｘに上記アクセスネットワークで接続された収容局Ｙの光回線
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終端装置Ｃと接続する場合は、上記収容局Ｘの光路選択手段、上記アクセスネットワーク
、上記収容局Ｙの光路選択手段を経由して、専用光路を形成して接続し、
　上記専用光路が複数ある場合に、それらは、分離されて互いに独立であることを特徴と
する光アクセスシステム。
【請求項２】
　加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが接続する収容局に接続された加入者側の
光端末もしくは光回線終端装置Ｄについて、前記加入者側の光端末もしくは光回線終端装
置Ａと接続する場合は、上記収容局の光路選択手段を経由して、専用光路を形成して接続
し、
　加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが接続する収容局Ｘに上記アクセスネット
ワークで接続された収容局Ｙに接続する加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ｅにつ
いて、前記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと接続する場合は、上記収容局Ｘ
の光路選択手段、上記アクセスネットワーク、および上記収容局Ｙの光路選択手段を経由
して、専用光路を形成して接続するものであることを特徴とする請求項１に記載の光アク
セスシステム。
【請求項３】
　上記アクセスネットワークは、メッシュ型、多重リング型、あるいは、前記メッシュ型
における一対の収容局間が複数の光路で接続されているものであることを特徴とする請求
項１あるいは２のいずれか１つに記載の光アクセスシステム。
【請求項４】
　上記光路は、それぞれ分離可能なチャネルが多重化されたものであって、
上記光路選択手段は、複数の光信号を入力し、分割多重可能な光チャネル成分に分離し、
該光チャネル成分を、交換もしくは複製した後、再多重して得られる新たな複数の光信号
を動的に出力先に割り当てる動的光チャネル割当装置である、ことを特徴とする請求項１
から３のいずれか１つに記載の光アクセスシステム。
【請求項５】
　上記チャネルの多重化は、波長分割多重化、周波数分割多重化、時間分割多重化、偏波
分割多重化、伝搬経路分割多重化、符号分割多重化、あるいは、直交関数系を用いて２次
変調することで多重分離を可能とする分割多重化、のいずれか一つであること、
　あるいは、前記いずれかの分割多重化の組み合わせ、であることを特徴とする請求項４
に記載の光アクセスシステム。
【請求項６】
　上記光路は、光ファイバ伝送路を用いたものであることを特徴とする請求項１から５の
いずれか１つに記載の光アクセスシステム。
【請求項７】
　上記光路は、光ファイバ伝送路、あるいは、光空間伝送路を用いたものであることを特
徴とする請求項１から５のいずれか１つに記載の光アクセスシステム。
【請求項８】
　上記チャネルの多重化において、個々の分離可能なチャネルの少なくとも１つについて
、すくなくとも１つの論理ネットワークを形成したものであることを特徴とする請求項４
または５のいずれか１つに記載の光アクセスシステム。
【請求項９】
　上記波長分割多重化において、個々の波長の少なくとも１つの波長について、すくなく
とも１つの論理ネットワークを形成したものであることを特徴とする請求項５に記載の光
アクセスシステム。
【請求項１０】
　上記論理ネットワークは、上記収容局の光回線終端装置、上記収容局の光路選択手段、
上記加入者側の光端末もしくは光回路終端装置、が論理的に独立な分離ができるものであ
って、
　上記収容局の光回線終端装置を論理的に分離した部分、上記収容局の光路選択手段の一
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部を論理的に分離した部分、上記加入者側の光端末もしくは光回路終端装置の一部を論理
的に分離した部分、を組み合わせて形成したものであることを特徴とする請求項８または
９のいずれか１つに記載の光アクセスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光ネットワークでありながら、加入者端末もしくは終端装置同士の通信に
おいて、一時的に専用回線を構成できる光アクセスシステムに関している。
【背景技術】
【０００２】
従来の光ネットワークで、収容局から加入者端末までのアクセス網のネットワークとして
は、次の様に占有型と共有型が知られている。
（１）占有型
　収容局から加入者端末まで専用の光ケーブルで結ぶ。
２）共有型
　収容局から分岐点までは専用の光ケーブルで結び、その分岐点から複数の加入者端末ま
では、それぞれの光ケーブルで結ぶもので、次の様に能動素子を用いるものと受動素子を
用いるものがある。
　２a）ＡＯＮ（Active Optical Network）
　上記の分岐点では、能動素子で分岐させるもので、伝送内容によってどの加入者端末へ
分岐するのかを区別する。
　２ｂ）ＰＯＮ（Passive Optical Network）
　上記の分岐点では、受動素子であるスプリッタで伝送光を単に分岐するもので、さらに
詳しくは、例えば次のものがある。
　　２ｂ１）Ａ－ＰＯＮ
　プロトコルとしてＡＴＭ（Asynchronous Transfer Mode）を用いたもの。
　　２ｂ２）Ｂ－ＰＯＮ
　波長分割多重（ＷＤＭ）を用いたもの。
　　２ｂ３）Ｅ―ＰＯＮ
　プロトコルとしてイーサネット（登録商標）を用いたもの。
【０００３】
　上記の例のうちで、占有型は、加入者にとって最も自由度や安全性が高く、最も望まし
いが、共有型に比べて光配線設備が小規模ですむことから、共有型がよく使われる。また
共有型のうち、ＡＯＮは能動素子が分散設置され、維持管理に手間がかかることから、Ｐ
ＯＮが使われる場合が多い。
【０００４】
　ここで、ＰＯＮ（Passive Optical Network）では、収容局から複数の加入者端末まで
に、物理的に光伝送路を共有する箇所が存在している。このため、その共有箇所における
アクセス制御が必須であり、光伝送路を強要するためのルールとなる標準化が必要など、
占有型に比べて、その光伝送路の利用に制限が多い。また、スプリッタの分岐特性により
、分岐損失が分岐数とともに増大するという欠点がある。さらに、スプリッタで単に分岐
しているため、下り回線の光信号は、同一スプリッタ配下の加入者全てに対して配信され
てしまう。これらの配信は、物理的に分離されていることが望ましいという観点からは、
安全性に改善余地があると言える。更に、上記スプリッタ配下の加入者への配信における
論理的分離や各加入者への回線の監視が困難であるという問題もある。加えて、アクセス
システムを構成する資源、つまりボトルネック部分の通信容量、については、固定された
パッシブシステムため、将来の加入者増加に向けた需要と供給に柔軟に答えることが困難
である。
【０００５】
　本発明の光アクセスシステムでは、光ネットワークにおける光路の切換えを行うが、複
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数のネットワークを光信号のままで接続を切換えることができる光ノードおよび光分岐挿
入装置が、特許文献１に記載されている。これは、少なくとも２回線の光伝送路によって
それぞれが構成されているリング網Ａ、Ｂの交差箇所に配置され、複数のリング網Ａ、Ｂ
を互いに光接続する光ノードであって、複数のリング網Ａ、Ｂを、複数の回線を切り替え
て光接続する光クロスコネクトスイッチ部と、光クロスコネクトスイッチ部の切り替えを
制御する制御手段と、を備えるものである。
【０００６】
　また、本発明の光アクセスシステムでは、波長多重光ネットワークでもあるが、波長多
重光ネットワークとしては、例えば、特許文献２の開示がある。これは、簡易な構成で大
容量光アクセスサービスを行うことができる波長多重光ネットワークであって、次のよう
な特徴をもつ。つまり、複数の階層化した構造を持つ光ネットワークにおいて、最上位の
ネットワークは、センターノードとリモートノードを有するリングネットワークであり、
中間のネットワークは、その上位のネットワークに属するノードをセンターノードとする
リング構成であり、最下位のネットワークは、複数のＯＮＵ（光サービスユニット）から
のトラフィックを集約する収容局を中心として、各ＯＮＵと収容局の間をそれぞれ光ファ
イバで直接結ぶスターネットワークであり、最上位のネットワークに属するセンターノー
ドと各ＯＮＵがそれぞれ波長の異なる光を用いて直接通信経路を設定し、この両者の間に
介在するノードにおいては、電気的処理を行わず光信号のまま増幅と分岐又はルーティン
グを行うものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１９１２１２号公報
【特許文献２】特開２００１－３１３６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　光ネットワークに参加する加入者端末の接続について、必要に応じて、加入者端末もし
くは終端装置同士を光領域の専用回線で結ぶことができる従来の光ネットワークはなかっ
た。
　本発明は、上記加入者端末もしくは終端装置からの要請に応じて、光路を占有して、加
入者端末もしくは終端装置同士を専用回線で結ぶことができる光アクセスシステムを実現
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の光アクセスシステムは、複数の収容局が光路で接続されてアクセスネットワー
クが形成され、前記収容局は、複数の光回線終端装置と光路選択手段から成り、該収容局
には、ともに加入者側の光端末あるいは光回線終端装置が接続され、該収容局と上記加入
者側の光端末あるいは上記光回線終端装置とは光路の資源を占有する専用光路で接続され
、該収容局の該光回線終端装置と上記加入者側の光端末あるいは光回線終端装置とは、上
記光路選択手段を介して接続され、上記アクセスネットワークは、コアネットワークに接
続され、上記アクセスネットワークとコアネットワークの接続が、制御装置で制御される
光ネットワークであって、
　加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが、前記加入者側の光端末もしくは光回線
終端装置Ａと接続する収容局の光回線終端装置Ｂと接続する場合は、該収容局の光路選択
手段を経由して、専用光路を形成して接続し、
　加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが、前記加入者側の光端末もしくは光回線
終端装置Ａと接続する収容局Ｘに上記アクセスネットワークで接続された収容局Ｙの光回
線終端装置Ｃと接続する場合は、上記収容局Ｘの光路選択手段、上記アクセスネットワー
ク、上記収容局Ｙの光路選択手段を経由して、専用光路を形成して接続し、
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　上記専用光路が複数ある場合に、それらは、分離されて互いに独立である。
【００１０】
　また、加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが接続する収容局に接続された加入
者側の光端末もしくは光回線終端装置Ｄについて、前記加入者側の光端末もしくは光回線
終端装置Ａと接続する場合は、上記収容局の光路選択手段を経由して、専用光路を形成し
て接続し、
　加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが接続する収容局Ｘに上記アクセスネット
ワークで接続された収容局Ｙに接続する加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ｅにつ
いて、前記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと接続する場合は、上記収容局Ｘ
の光路選択手段、上記アクセスネットワーク、および上記収容局Ｙの光路選択手段を経由
して、専用光路を形成して接続するものである。
【００１１】
　上記光路選択手段は、光路を切換えるための光スイッチを用いた光交換機、光路を分離
するための光路分岐器、あるいは、光ビームスプリッタである。
【００１２】
　上記収容局には、上記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置の複数が接続するもの
であり、その接続はシングルスター型光路によるものである。
【００１３】
上記収容局の少なくとも１つは、上記アクセスネットワークに加えてその他のアクセスネ
ットワークもカバーするコアネットワークに、光路で接続されていてもよい。
【００１４】
　また、上記アクセスネットワークは、メッシュ型、多重リング型、あるいは、前記メッ
シュ型における一対の収容局間が複数の光路で接続されているものである。但し、ここで
いう，「メッシュ型」とは特殊なケースとして，シングルリング型，スター型，ツリー型
などを含むものとする。
【００１５】
　また、上記光路は、それぞれ分離可能なチャネルが多重化されたものであって、
　上記光路選択手段は、複数の光信号を入力し、分割多重可能な光チャネル成分に分離し
、該光チャネル成分を、交換もしくは複製した後、再多重して得られる新たな複数の光信
号を動的に出力先に割り当てる動的光チャネル割当装置である。
【００１６】
　上記チャネルの多重化は、波長分割多重化、周波数分割多重化、時間分割多重化、偏波
分割多重化、伝搬経路分割多重化、符号分割多重化、あるいは、直交関数系を用いて２次
変調することで多重分離を可能とする分割多重化、のいずれか一つであるか、あるいは、
前記いずれかの分割多重化の組み合わせである。
【００１７】
　また、上記光路は、光ファイバ伝送路を用いたものである。
【００１８】
　上記光路は、光ファイバ伝送路、あるいは、光空間伝送路を用いたものである。
【００１９】
　また、上記チャネルの多重化において、個々の分離可能なチャネルの少なくとも１つに
ついて、すくなくとも１つの論理ネットワークを形成したものである。
【００２０】
　また、上記波長分割多重化において、個々の波長の少なくとも１つの波長について、す
くなくとも１つの論理ネットワークを形成したものである。
【００２１】
　上記論理ネットワークは、上記収容局の光回線終端装置、上記収容局の光路選択手段、
上記加入者側の光端末もしくは光回路終端装置、が論理的に独立な分離ができるものであ
って、
　上記収容局の光回線終端装置を論理的に分離した部分、上記収容局の光路選択手段の一
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部を論理的に分離した部分、上記加入者側の光端末もしくは光回路終端装置の一部を論理
的に分離した部分、を組み合わせて形成したものである。
【発明の効果】
【００２２】
　光ネットワークに参加する加入者端末もしくは終端装置同士、あるいは、加入者端末と
収容局との接続について、必要に応じて、専用回線で結ぶことができるようになり、上記
接続間の通信の安全性が高まり、また、独自の通信形態を用いることができるようになる
ため、その通信の自由度が高まる。また、仮想ネットワークを構成することが容易にでき
るようになり、ネットワーク管理が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の光アクセスシステムの例として、光ネットワークを示す図である。これ
は、収容局１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅが、多数の光ファイバからなる光ケーブル２ａ
、２ｂ、２ｃ、２ｄ、２ｅで接続されたものである。それぞれの収容局には、加入者光端
末もしくは光回線終端装置５が接続されており、加入者は、この加入者光端末５からの出
力光を、光回線終端装置で光電変換して電気信号にするか、光入力端子を持った光端末に
入力するか、して利用する。
【図２】第２の実施例を示す図で、収容局１ａに接続されたもう一つの加入者側の光端末
もしくは光回線終端装置Ｄについて、前記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと
接続する場合は、上記収容局の交換機４を経由して、専用光路を形成して接続する。また
、収容局１ｃに接続する加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ｅについて、前記加入
者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと接続する場合は、収容局１ａの交換機４ａ、上
記ネットワーク、および収容局１ｃの交換機４ｃを経由する専用光路を形成して接続する
。
【図３】収容局の構成例を示す図である。加入者側の、光端末もしくは光回線終端装置は
、光交換機３１の下側に光路に接続される。この光交換機３１は、光スイッチや光結合器
と、マルチプレクサやデマルチプレクサとを用いたものである。この光交換機３１からの
出力の一部はＯＬＴ（Optical Line Terminal:光回線終端装置）で光電変換されて電気信
号となり、論理ネットワークを形成するためのアクセスネットワーク仮想化機能制御部３
３で信号処理され、その信号処理結果の制御信号が光交換機３１に適用される。また、こ
のアクセスネットワークは、光交換機３１を、他の収容局の光交換機と接続することで構
成する。
【図４】収容局内の光交換機の例を示す図である。この交換機は、波長多重化された光信
号を入出力とするものである。左側から入力した光信号に対して、増幅した後、デマルチ
プレサ（ＤＥＭＵＸ）を用いて波長ごとに光路に展開し、多機能スイッチ（Versatile Sw
itch）を用いて、光路の時間的交換および空間的交換を行い、マルチプレサ（ＭＵＸ）を
用いて再び波長多重を行った後、増幅して出力する。
【図５】上記アクセスネットワークの形態例を示す図である。（ａ）は、フルメッシュ型
で、任意の２つの収容局は、それぞれ接続されている。主ノードには、上記アクセスネッ
トワークの制御器を設けている。（ｂ）は、部分的なメッシュ型で、任意の収容局は、４
以上の収容局と接続されている。（ｃ）は、リング状に収容局を配置し、隣の収容局とは
複数の光路で接続したものである。
【図６】コアネットワークに図１のアクセスネットワークを接続する例を示す図である。
この場合の収容局は、図３の横破線の上側のコアネットワーク部分を用いて、コアネット
ワークに接続する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に、この発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の説明において
は、同じ機能あるいは類似の機能をもった装置に、特別な理由がない場合には、同じ符号
を用いるものとする。
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【実施例１】
【００２５】
　本発明の光アクセスシステムの例として、図１に、光ネットワークの例を示す。これは
、収容局１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅが、多数の光ファイバからなる光ケーブル２ａ、
２ｂ、２ｃ、２ｄ、２ｅで接続されたものである。それぞれの収容局には、加入者光端末
５が接続されており、加入者は、この加入者光端末５からの出力光を、光回線終端装置で
光電変換して電気信号にして、有線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）や無線ＬＡＮ
に接続するか、光入力端子を持った光端末に入力するか、等して利用する。ここで、光フ
ァイバの一部は、光空間伝送路で置き換えることもできる。
【００２６】
　図１において、加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａが、収容局１ａの光回線終
端装置Ｂと接続している。ここで、加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａは、収容
局１ａに接続している。収容局１ａの光路選択手段は、例えば光交換機４で、この交換機
４によって、加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと、収容局１ａの光回線終端装
置Ｂとを、専用光路によって接続する。ここで言う専用光路とは、上記光回線終端装置Ａ
とＢ以外の光回線終端装置が接続されていないことである。
【００２７】
　また、図１で、加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａは、収容局１ａに接続して
いる。また、収容局１ａは、収容局１ｂを経由して、収容局１ｃに接続している。収容局
１ｃには、光回線終端装置Ｃが設置されているため、結局、光端末もしくは光回線終端装
置Ａは、光回線終端装置Ｃに接続している。このような光端末もしくは光回線終端装置Ａ
から光回線終端装置Ｃに至る接続においては、上記収容局１ａの光路選択手段、上記光ネ
ットワーク、収容局１ｃの光路選択手段を経由した専用光路が形成される。
【実施例２】
【００２８】
　図２においても、加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａは、収容局１ａに接続し
、収容局１ａの光回線終端装置Ｂと接続している。また、図１の場合と同様に、収容局１
ａの光路選択手段は、例えば光交換機４で、この交換機４によって、まず、加入者側の光
端末もしくは光回線終端装置Ａと、収容局１ａの光回線終端装置Ｂとが、専用光路によっ
て接続する。また、収容局１ａに接続されたもう一つの加入者側の光端末もしくは光回線
終端装置Ｄについて、前記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと接続する場合は
、上記収容局の交換機４を経由して、専用光路を形成して接続する。
【００２９】
　また、図２において、収容局１ａは収容局１ｃに上記ネットワークで接続されている。
この場合、収容局１ｃに接続する加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ｅについて、
前記加入者側の光端末もしくは光回線終端装置Ａと接続する場合は、収容局１ａの交換機
４ａ、上記ネットワーク、および収容局１ｃの交換機４ｃを経由する専用光路を形成して
接続する。
【実施例３】
【００３０】
　図３に、収容局の構成例を示す。図１または図２の構成の光アクセスシステムを構成す
るためには、図３の横破線の下側のアクセスネットワーク部分を用いる。この場合の構成
では、加入者側の、光端末もしくは光回線終端装置は、光交換機３１の下側に光路に接続
される。この光交換機３１は、光スイッチや光結合器と、マルチプレクサやデマルチプレ
クサとを用いたものである。この光交換機３１からの出力の一部はＯＬＴ（Optical Line
 Terminal:光回線終端装置）３２で光電変換されて電気信号となり、アクセスネットワー
ク仮想化機能制御部３３で信号処理され、その信号処理結果の制御信号が光交換機３１に
適用される。このアクセスネットワーク仮想化機能制御部３３は、論理ネットワークを実
現するためのものである。これは、個々の分離可能なチャネルの少なくとも１つについて
、すくなくとも１つの論理ネットワークを形成したものである。また、このアクセスネッ
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トワークは、光交換機３１を、他の収容局の光交換機と接続することで構成する。
【００３１】
　図４に、図３の収容局内の光交換機の例を示す。この光交換機４０は、波長分割多重化
された光信号を入出力とするものである。そのため、左側から入力した光信号に対して、
光増幅器４１で増幅した後、デマルチプレサ（ＤＥＭＵＸ）４２を用いて波長ごとに光路
に展開し、多機能スイッチ（Versatile Switch）４３を用いて、光路の時間的交換および
空間的交換を行い、マルチプレサ（ＭＵＸ）４４を用いて再び波長分割多重を行った後、
光増幅器４５で増幅して出力する。
　これによって、上記波長分割多重化において、個々の波長の少なくとも１つの波長につ
いて、すくなくとも１つの論理ネットワークを形成することができる。
【００３２】
　図５に、上記アクセスネットワークの形態例を示す。図５（ａ）は、フルメッシュ型で
、任意の２つの収容局は、それぞれ接続されている。主ノードには、上記アクセスネット
ワークの制御器を設けている。また、図５（ｂ）は、部分的なメッシュ型で、任意の収容
局は、４以上の収容局と接続されている。また、図５（ｃ）は、リング状に収容局を配置
し、隣の収容局とは複数の光路で接続したものである。本発明においては、アクセスネッ
トワークの一部が、図５（ａ）から（ｃ）の接続形態となっていれば、その部分では、本
発明を適用しても、専用光路が１系統であれば、その適用によって他の接続を完全に除外
してしまう障害は発生しない。
【００３３】
　収容局間の光路に必要な数は、一般には、実現しようとする専用光路の使用状況によっ
て異なることは明らかである。しかし、実現しようとする状況ごとに、予め具体的に決定
することは可能であって、例えば、実現しようとする専用光路のそれぞれの場合について
、専用光路となる光路を削除した場合に、ネットワークが分断されなければよい。つまり
、最初に、例えば樹形状のネットワークをまず仮定し、実現しようとする専用光路分の接
続を除去して、ここの接続に望みの光路数からの不足や分断が生じる場合は、その不足分
や分断を補うようにその不足または分断部分を接続する光路を新たに設ける。この作業を
、実現しようとする専用光路のそれぞれの場合について行えば、目的とするアクセスネッ
トワークを実現することができる。
【００３４】
　また、上記光路は、それぞれ分離可能なチャネルが多重化されたものであってもよい。
この場合、上記光路選択手段は、複数の光信号を入力し、分割多重可能な光チャネル成分
に分離し、該光チャネル成分を、交換もしくは複製した後、再多重して得られる新たな複
数の光信号を動的に出力先に割り当てる動的光チャネル割当装置である。特に、上記のチ
ャネルの多重化は、波長分割多重化、周波数分割多重化、時間分割多重化、偏波分割多重
化、伝搬経路分割多重化、符号分割多重化、あるいは、直交関数系を用いて２次変調する
ことで多重分離を可能とする分割多重化、のいずれか一つであるか、あるいは、前記分割
多重化のいずれかの組み合わせとする。
【００３５】
　また、上記論理ネットワークは、上記収容局の光回線終端装置、上記収容局の光路選択
手段、上記加入者側の光端末もしくは光回路終端装置、が論理的に独立な分離ができるも
のとする。つまり、上記論理ネットワークを、上記収容局の光回線終端装置を論理的に分
離した部分、上記収容局の光路選択手段の一部を論理的に分離した部分、上記加入者側の
光端末もしくは光回路終端装置の一部を論理的に分離した部分、を組み合わせて形成する
。
【実施例４】
【００３６】
　図６は、コアネットワークに図１のアクセスネットワークを接続する例を示す。この場
合の収容局は、図３の横破線の上側のコアネットワーク部分を用いて、コアネットワーク
に接続する。この際、ゲートウェイとして機能するネットワーク連携機能制御部３４で、
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クに対する論理ネットワークを形成するための制御を行い、トランスポンダ３６を介して
、光交換機３７で所定の光路を選択してコアネットワークに接続する。あるいは、また、
光交換機３１と光交換機３７とを直接結ぶ光路３８を介して上記コアネットワークと上記
アクセスネットワークを接続する。
【００３７】
　このような構成によって、ある収容局に直接接続する光端末や光回線終端端末からコア
ネットワークに専用光路で接続する場合、その収容局からのコアネットワークへの接続が
満杯の際にも、例えば隣の収容局にアクセスネットワークに専用光路を設定して接続し、
そこからアクセスネットワークの光交換機とコアネットワークの光交換機を結ぶ光路を介
して、接続することができる。
【００３８】
　本発明の適用により、次のような実用的効果を期待することができる。
　つまり、収容局と加入者との間のファイバの資源を占有できることにより、既存の規格
や他の加入者などの影響を受けず、新たに創造されたサービスやカスタマイズされたサー
ビスなど多様なサービスを自由に提供および享受できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　図６のアクセスネットワークを束ねることで、このアクセスネットワークを、巨大なシ
ングルスター構成と見ることができる。これから、本発明を用いて、巨大なシングルスタ
ー接続を構成することが可能であることが分る。また、内部の光配線については、不必要
に多数の配線を省くことが可能であるので、内部配線を節約した巨大なシングルスター接
続が実現できることが分る。
【符号の説明】
【００４０】
　１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅ　収容局
　２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ、２ｅ　光ケーブル
　３　光回線終端装置
　４、４ａ、４ｃ　光交換機
　５　加入者光端末
　３０　収容局
　３１　光交換機
　３２　ＯＬＴ（Optical Line Terminal:光回線終端装置）
　３３　アクセスネットワーク仮想化機能制御部
　３４　ネットワーク連携機能制御部
　３５コアネットワーク仮想化機能部
　３６　トランスポンダ
　３７　光交換機
　３８　光路
　４０　光交換機
　４１　光増幅器
　４２　デマルチプレサ
　４３　多機能スイッチ
　４４　マルチプレサ
　４５　光増幅器
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