
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＯＬＴと、該ＯＬＴと接続された多数のＯＮＵとを含み、前記ＯＬＴが制御する複数のＯ
ＮＵ側オブジェクト間のＰ２Ｐ伝送を提供するためのイーサネット（登録商標）受動光加
入者ネットワークシステムであって、
ＤＡフィールドと、ＳＡフィールドと、エミュレーションモードを示すモードフィールド
と、ＯＮＵ側オブジェクトの識別子を示すＰＨＹ＿ＩＤフィールドと、データフィールド
と、を含むＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレームを備えることを特徴とする
イーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項２】
前記ＯＬＴは、
受信したＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレームを該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピ
ングされている論理ポートを通じて上位レイヤに伝達するマルチプレクシングレイヤと；
前記論理ポートを通じて受信したフレームのエミュレーションモードがＰ２Ｐモードの場
合、ＤＡフィールドを参照してＰＨＹ＿ＩＤフィールドの情報を目的地ＯＮＵ側オブジェ
クトに該当するＰＨＹ＿ＩＤに変換し、該変換ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされている論理
ポートを通じて前記受信フレームを該当ＯＮＵ側に伝送するブリッジング機能レイヤと；
を含む請求項１記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項３】
前記ブリッジング機能レイヤは、エミュレーションモードがＳＣＢモードである場合、Ｐ
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ＨＹ＿ＩＤフィールドの情報を保持したまま該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされている論
理ポートを通じてＯＮＵ側に伝送する請求項２記載のイーサネット（登録商標）受動光加
入者ネットワークシステム。
【請求項４】
前記ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレームは、フレームの長さ又はタイプを
示す長さ /タイプフィールドをさらに含み、前記ＰＨＹ＿ＩＤフィールド及びモードフィ
ールドは前記長さ /タイプフィールドと前記データフィールドとの間に介在される請求項
１記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項５】
前記各ＯＮＵはフィルタリング機能レイヤを含み、
該フィルタリング機能レイヤは、前記ＯＬＴからＰＯＮタギングイーサネット（登録商標
）フレームを受信した場合にモードフィールドを検査し、該検査したモードがＰ２Ｐモー
ドであり、ＰＨＹ＿ＩＤが自己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致すると前記フレーム
を受信し、ＰＨＹ＿ＩＤが自己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致しなければ前記フレ
ームを廃棄するように構成される請求項１記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者
ネットワークシステム。
【請求項６】
前記フィルタリング機能レイヤは、検査したモードがＳＣＢモードであり、ＰＨＹ＿ＩＤ
が自己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致すると前記フレームを廃棄し、ＰＨＹ＿ＩＤ
が自己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致しなければ前記フレームを受信する請求項５
記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項７】
前記モードフィールドは１ビットの長さを持ち、前記ＰＨＹ＿ＩＤフィールドは１５ビッ
トの長さを持つ請求項１記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシス
テム。
【請求項８】
ＯＬＴと、該ＯＬＴと接続された多数のＯＮＵとを含み、ＯＮＵ別に区分されるＭＰＣＰ
動作を実行するためのイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステムであ
って、
ＤＡフィールドと、ＳＡフィールドと、長さ /タイプフィールドと、ＯＰコードフィール
ドと、エミュレーションモードを示すモードフィールドと、ＯＮＵの識別子を示すＰＨＹ
＿ＩＤフィールドと、タイムスタンプフィールドと、を含むＭＰＣＰ用ＰＯＮタギングイ
ーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームを備えることを特徴とするイーサネ
ット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項９】
前記ＯＬＴは、
受信したＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームの長さ /
タイプフィールドがＭＰＣＰタイプを示す場合、前記ＰＨＹ＿ＩＤフィールド及びタイム
スタンプフィールドを用いて該当ＯＮＵに対するＭＰＣＰ動作を実行するためのフレーム
を出力するＭＡＣコントロールレイヤと；
該ＭＡＣコントロールレイヤから受信したフレームを該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされ
ている論理ポートを通じて上位レイヤに伝達するマルチプレクシングレイヤと；
前記論理ポートを通じて受信したフレームのＤＡフィールドを参照してＰＨＹ＿ＩＤフィ
ールドの情報を目的地ＯＮＵに該当するＰＨＹ＿ＩＤに変換し、該変換ＰＨＹ＿ＩＤにマ
ッピングされている論理ポートを通じて前記受信フレームを該当ＯＮＵ側に伝送するブリ
ッジング機能レイヤと；を含む請求項８記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネ
ットワークシステム。
【請求項１０】
前記モードフィールドは１ビットの長さを持ち、前記ＰＨＹ＿ＩＤフィールドは１５ビッ
トの長さを持つ請求項８記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシス
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テム。
【請求項１１】
ＯＬＴと、該ＯＬＴと接続された多数のＯＮＵとを含み、ＯＮＵ別にイーサネット（登録
商標）ＰＯＮ休止機能を実行するためのイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワ
ークシステムであって、
ＤＡフィールドと、ＳＡフィールドと、長さ /タイプフィールドと、ＯＰコードフィール
ドと、エミュレーションモードを示すモードフィールドと、各ＯＮＵの識別子を示すＰＨ
Ｙ＿ＩＤフィールドと、休止時間フィールドと、を含むイーサネット（登録商標）ＰＯＮ
休止用ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームを備えるこ
とを特徴とするイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項１２】
前記ＯＬＴは、
受信したＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームのＯＰコ
ードを検査してイーサネット（登録商標）ＰＯＮ休止状態であることを確認した場合、前
記フレームを該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされている論理ポートを通じて上位レイヤに
伝達するマルチプレクシングレイヤと；
休止時間の間、前記フレームを受信した論理ポートに対して伝送を中止することでイーサ
ネット（登録商標）ＰＯＮ休止を実行するブリッジング機能レイヤと；を含む請求項１１
記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステム。
【請求項１３】
前記モードフィールドは１ビットの長さを持ち、前記ＰＨＹ＿ＩＤフィールドは１５ビッ
トの長さを持つ請求項１１記載のイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、受動光加入者ネットワーク (Passive Optical Network：ＰＯＮ )に関し、特に
、イーサネット（登録商標）ＰＯＮ (Ethernet（登録商標）  ＰＯＮ：ＥＰＯＮ )に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
ＰＯＮは、一つのＯＬＴ (Optical Line Termination)に多数のＯＮＵ (Optical Network U
nit)をＯＤＮ (Optical Distribution Network)を用いて接続することによって、ツリー構
造の分散トポロジーを形成する加入者ネットワークである。
【０００３】
一般に、周知のＰＯＮシステムはＡＴＭ (Asynchronous Transfer Mode)－ＰＯＮの形態を
有する。また、点対点方式のギガビットイーサネット（登録商標）とＡＴＭ -ＰＯＮ用Ｍ
ＡＣ技術は既に標準化が完了した状態であり、その内容は、 IEEE 802.3z及び ITU-T(Inter
national Telecommunication Union-T) G.983.1に記述されている。また、 Gigad Ghaib等
により発明され１９９２年１１月２日付に特許公報が発行された米国特許第５ ,９７８ ,３
７４号“ PROTOCOL FOR DATA COMMUNICAITON OVER A POINT-TO-MULTIPOINT PASSIVE OPTIC
AL NETWORK”では、ＡＴＭ -ＰＯＮでのＭＡＣ技術が詳細に開示されている。
【０００４】
図１は、 IEEE 802.3イーサネット（登録商標）と IEEE 802.1Dブリッジとの関係を示す図
である。
【０００５】
一つの物理的な伝送媒体が多数の通信局を共有できるようにするイーサネット（登録商標
）媒体である共有媒体 (shared media)を前提として IEEE 802.1Dが開発されたことから、
図１においてブリッジ (bridge)に接続されたある一地域に属する加入者端末から送信され
たイーサネット（登録商標）フレーム (Ethernet（登録商標）  frame)は、ブリッジに接続
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された他の地域の全ての加入者端末に送信される。したがって、共有媒体の各特性によっ
てブリッジは全てのイーサネット（登録商標）フレームを受信し、各ポートでブリッジが
受信するフレームの目的地アドレス (Destination Address)と発信地アドレス (Source Add
ress)をアドレステーブルに貯蔵する。その結果、ブリッジは、各ポート別に割り当てら
れたアドレスを学習 (learn)する。全ポートの学習終了後、ブリッジがフレームを受信す
ると、目的地アドレスが割り当てられたポートにのみフレームを送信し、その他のポート
にはフレームを送信しないことによって共有媒体の短所であるデータ衝突現象を低減させ
ることができる。
【０００６】
一方、ブリッジは次の三つの条件下でフレームを受信するように構成される。
【０００７】
第一の条件は、受信フレームの目的地アドレスを複数のアドレスが貯蔵されたアドレステ
ーブルから探せない場合である。これはアドレステーブルに発信地アドレスが存在しない
か、これまでこの発信地アドレスを使用したフレームを受信していない場合、すなわち学
習していないアドレスを受信した場合である。この場合、ブリッジはどのポートにフレー
ムを送信すべきか決定できないので、フレームを受信したポート以外の全ポートにそのフ
レームを伝送する。
【０００８】
第二の条件は、アドレステーブルに目的地アドレスはあるが、この目的地アドレスに割り
当てられたポートがフレームを受信したポートと同じ場合である。このような第二の条件
では受信フレームが廃棄される。図１で、Ａ地域の加入者端末‘ａ’が同地域の加入者端
末‘ｂ’にイーサネット（登録商標）フレームを伝送する場合、共有媒体の特性によって
ブリッジにもイーサネット（登録商標）フレームが伝送される。しかし、ブリッジは、イ
ーサネット（登録商標）フレームの目的地アドレスが割り当てられたポートとイーサネッ
ト（登録商標）フレームを受信したポートとが同一であるため、そのイーサネット（登録
商標）フレームを伝送せずに廃棄する。この場合、フレームは既に目的地アドレスに伝送
されたことを意味するので、不必要なトラフィック量を減少させることができる。
【０００９】
第三の条件は、目的地アドレスがアドレステーブルに存在するが、その目的地アドレスが
、フレームを受信するポートに割り当てられたものでない場合である。この場合、ブリッ
ジは目的地アドレスをポートに割り当ててフレームを伝送する。
【００１０】
図２は、従来のＰＯＮシステムの構成を示す図である。ＰＯＮシステムは、ＯＬＴ１１０
と、多数のＯＮＵ１３２、１３４、１３６と、ＯＤＮ１２０とから構成される。
【００１１】
ＯＬＴ１１０は、ツリー構造のルートに位置し、ネットワークにアクセスする各加入者に
情報を提供する上で中心的な役割を果たす。
【００１２】
ＯＤＮ１２０は、ＯＬＴ１１０から伝送される下りデータフレームをＯＮＵ１３２、１３
４、１３６に分配し、逆に、ＯＮＵ１３２、１３４、１３６からの上りデータフレームを
マルチプレクシング (multiplexing)してＯＬＴ１１０に伝送する。ＯＮＵ１３２、１３４
、１３６は下りフレームを受信して使用者端末１４２、１４４、１４６に提供し、使用者
端末１４２、１４４、１４６から提供された上りフレームをＯＤＮ１２０を通じてＯＬＴ
１１０に伝送する。使用者端末１４２、１４４、１４６とは、ＰＯＮで使用され得る各種
の加入者ネットワークの終端装置を意味する。
【００１３】
図２において、第１使用者端末１４２から第２使用者端末１４４に送信されたイーサネッ
ト（登録商標）フレームは、共有媒体とは異なり、ＯＬＴ１１０にのみ伝送され、第２使
用者端末１４４には伝送されない。加えて、ＯＬＴ１１０に接続されるブリッジは、イー
サネット（登録商標）フレームを第２使用者端末１４４に下り送信しないため、イーサネ
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ット（登録商標）フレームの損失 (loss)が発生してしまう。つまり、根本的な条件により
、前述したように従来のブリッジネットワークに用いられるＰＯＮシステムはフレーム損
失を招く。
【００１４】
したがって、従来の点対多点構造を基本とするＰＯＮシステムにおいてＰ２Ｐ (Peer-To-P
eer)伝送を可能にするためには、ＰＯＮと図１に示した既存のブリッジとの互換のための
技術開発が必要である。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、イーサネット（登録商標）ＰＯＮ構造で既存の 802.1Dブリッジとの互換
のためにエミュレーション動作を行うエミュレーションレイヤを具現するためのイーサネ
ット（登録商標）フレーム構造と、これを利用したＥＰＯＮシステムと、このシステム内
における点対点エミュレーション具現方法を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明は、ＯＬＴ (Optical Line Termination)と、該ＯＬ
Ｔと接続された多数のＯＮＵ (Optical Network Unit)とを含み、ＯＬＴが制御する複数の
ＯＮＵ側オブジェクト間のＰ２Ｐ (Peer-To-Peer)伝送を提供するためのイーサネット（登
録商標）受動光加入者ネットワーク (Ethernet（登録商標）  Passive Optical Network：
ＥＰＯＮ )システムであって、ＤＡ (Destination Address)フィールドと、ＳＡ (Source Ad
dress)フィールドと、エミュレーションモードを示すモードフィールドと、ＯＮＵ側オブ
ジェクトの識別子 (ID)を示すＰＨＹ＿ＩＤフィールドと、データフィールドと、を含むＰ
２Ｐ伝送のためのＰＯＮ (Passive Optical Network)タギングイーサネット（登録商標）
フレームを備えることを特徴とするイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワーク
システムを提供する。
【００１７】
このネットワークシステムにおけるＯＬＴは、受信したＰＯＮタギングイーサネット（登
録商標）フレームを該当ＰＨＹ＿ＩＤフィールドにマッピングされている論理ポートを通
じて上位レイヤに伝達するマルチプレクシングレイヤと、論理ポートを通じて受信したフ
レームのエミュレーションモードがＰ２Ｐモードの場合、ＤＡフィールドを参照してＰＨ
Ｙ＿ＩＤフィールドの情報を目的地ＯＮＵ側オブジェクトに該当するＰＨＹ＿ＩＤに変換
し、該変換ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされている論理ポートを通じて受信フレームを該当
ＯＮＵ側に伝送するブリッジング機能レイヤと、を含むようにすると好ましい。
【００１８】
そのブリッジング機能レイヤは、エミュレーションモードがＳＣＢ (Single Copy Broadca
sting)モードである場合、ＰＨＹ＿ＩＤフィールドを保持したまま該当ＰＨＹ＿ＩＤフィ
ールドにマッピングされている論理ポートを通じてＯＮＵ側に伝送するとよい。
【００１９】
ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレームは、フレームの長さ又はタイプを示す
長さ /タイプフィールドをさらに含み、ＰＨＹ＿ＩＤフィールド及びモードフィールドは
長さ /タイプフィールドとデータフィールドとの間に介在されるとなおよい。
【００２０】
各ＯＮＵはフィルタリング機能レイヤを含み、このフィルタリング機能レイヤは、ＯＬＴ
からＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレームを受信した場合にモードフィール
ドを検査し、この検査したモードがＰ２Ｐモードであり、ＰＨＹ＿ＩＤが自己に割り当て
られたＰＨＹ＿ＩＤフィールドの情報と一致するとフレームを受信し、ＰＨＹ＿ＩＤが自
己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤフィールドと一致しなければフレームを廃棄するように
構成されると好ましい。
【００２１】
そのフィルタリング機能レイヤは、検査したモードがＳＣＢモードであり、ＰＨＹ＿ＩＤ
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が自己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致するとフレームを廃棄し、ＰＨＹ＿ＩＤが自
己に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致しなければフレームを受信するようにするとなお
好ましい。
【００２２】
モードフィールドは１ビットの長さを持ち、ＰＨＹ＿ＩＤフィールドは１５ビットの長さ
を持つとよい。
【００２３】
また、本発明では、ＯＬＴ (Optical Line Termination)と、このＯＬＴと接続された多数
のＯＮＵ (Optical Network Unit)とを含み、ＯＮＵ別に区分されるＭＰＣＰ動作を実行す
るためのイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワーク (Ethernet（登録商標）  Pa
ssive Optical Network：ＥＰＯＮ )システムであって、ＤＡ (Destination Address)フィ
ールドと、ＳＡ (Source Address)フィールドと、長さ /タイプフィールドと、ＯＰコード
フィールドと、エミュレーションモードを示すモードフィールドと、ＯＮＵの識別子を示
すＰＨＹ＿ＩＤフィールドと、タイムスタンプフィールドと、を含むＭＰＣＰ用ＰＯＮタ
ギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームを備えることを特徴とする
イーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワークシステムをも提供する。
【００２４】
このネットワークシステムにおけるＯＬＴは、受信したＰＯＮタギングイーサネット（登
録商標）ＭＡＣコントロールフレームの長さ /タイプフィールドがＭＰＣＰタイプを示す
場合、ＰＨＹ＿ＩＤフィールド及びタイムスタンプフィールドを用いて該当ＯＮＵに対す
るＭＰＣＰ動作を実行するためのフレームを出力するＭＡＣコントロールレイヤと；この
ＭＡＣコントロールレイヤから受信したフレームを該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされて
いる論理ポートを通じて上位レイヤに伝達するマルチプレクシングレイヤと；論理ポート
を通じて受信したフレームのＤＡフィールドを参照してＰＨＹ＿ＩＤフィールドの情報を
目的地ＯＮＵに該当するＰＨＹ＿ＩＤに変換し、該変換ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされて
いる論理ポートを通じて受信フレームを該当ＯＮＵ側に伝送するブリッジング機能レイヤ
と；を含むようにするとよい。
【００２５】
モードフィールドは１ビットの長さを持ち、ＰＨＹ＿ＩＤフィールドは１５ビットの長さ
を持つと好ましい。
【００２６】
さらに、本発明では、ＯＬＴ (Optical Line Termination)と、このＯＬＴと接続された多
数のＯＮＵ (Optical Network Unit)とを含み、ＯＮＵ別にイーサネット（登録商標）ＰＯ
Ｎ休止機能を実行するためのイーサネット（登録商標）受動光加入者ネットワーク (Ether
net（登録商標）  Passive Optical Network：ＥＰＯＮ )システムであって、ＤＡ (Destina
tion Address)フィールドと、ＳＡ (Source Address)フィールドと、長さ /タイプフィール
ドと、ＯＰコードフィールドと、エミュレーションモードを示すモードフィールドと、各
ＯＮＵの識別子を示すＰＨＹ＿ＩＤフィールドと、休止時間フィールドと、を含むイーサ
ネット（登録商標）ＰＯＮ休止用ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコント
ロールフレームを備えることを特徴とするイーサネット（登録商標）受動光加入者ネット
ワークシステムも提供する。
【００２７】
このネットワークシステムにおけるＯＬＴは、受信したＰＯＮタギングイーサネット（登
録商標）ＭＡＣコントロールフレームのＯＰコードを検査してイーサネット（登録商標）
ＰＯＮ休止状態であることを確認した場合、そのフレームを該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピン
グされている論理ポートを通じて上位レイヤに伝達するマルチプレクシングレイヤと；休
止時間の間、フレームを受信した論理ポートに対して伝送を中止することでイーサネット
（登録商標）ＰＯＮ休止を実行するブリッジング機能レイヤと；を含むようにするとよい
。
【００２８】
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モードフィールドは１ビットの長さを持ち、前記ＰＨＹ＿ＩＤフィールドは１５ビットの
長さを持つと好ましい。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しつつ一本発明の実施例を詳細に説明する。図面中、同一の構成要
素には可能な限り同一番号および同一符号を共通使用し、周知技術については適宜説明を
省略するものとする。
【００３０】
本発明の一実施例に係るイーサネット（登録商標）フレームは、従来のイーサネット（登
録商標）フレームを構成するフィールドに、ｖＬｉｎｋタグフィールド (vLink tag field
)を新規に追加した構成である。ｖＬｉｎｋタグフィールドは、１ビットのモードフィー
ルドと、１５ビットのＰＨＹ＿ＩＤフィールドとから構成される。モードフィールドは、
エミュレーションモード (emulation mode)のタイプによってＰ２ＰモードとＳＣＢ (Singl
e Copy Broadcasting)モードに分けられる。必要であればそれ以上のモードをさらに定義
しても良い。Ｐ２ＰモードはＥＰＯＮ内でＰ２Ｐ伝送をするためのモードであり、ＳＣＢ
モードはフレームを伝送したＯＮＵを除く他のＯＮＵにそのフレームを伝送するためのモ
ードである。ＰＨＹ＿ＩＤは、各ＯＮＵを示すか、または、各ＯＮＵが接続された使用者
ポートを示すように割り当てられる。ＰＨＹ＿ＩＤは、ＯＬＴが制御するＰＯＮシステム
内の固有オブジェクトを識別する識別子と言える。以下ではｖＬｉｎｋタグフィールドが
挿入されたイーサネット（登録商標）フレームをＰＯＮタギングイーサネット（登録商標
）フレーム (PON tagging Ethernet（登録商標）  frame)と言う。
【００３１】
図３は、本発明の好ましい一実施例に係るＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレ
ームの構造を示す図である。このフレームは、目的地アドレス (Destination Address:Ｄ
Ａ )フィールド２１０と、発信地アドレス (Source Address:ＳＡ )フィールド２２０と、長
さ /タイプフィールド (length/type field)２３０と、モードフィールド２４２と、ＰＨＹ
＿ＩＤフィールド２４４と、データフィールド２５０と、ＦＣＳフィールド (Frame Check
 Sequence field)２６０と、から構成される。すなわち、ＰＯＮタギングイーサネット（
登録商標）フレームは、既存のイーサネット（登録商標）フレームの構成において、長さ
/タイプフィールド２３０とデータフィールド２５０との間にモードフィールド２４２と
ＰＨＹ＿ＩＤフィールド２４４を介在させた構成である。ＰＨＹ＿ＩＤフィールド２４４
の後には連続して各使用者のＰＤＵ (Payload Data Unit)がつながっている。
【００３２】
図４は、本発明の好ましい一実施例に係るＭＰＣＰ (Multi-Point Control Protocol)用の
ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレーム構造を示す図であ
る。このフレームは、ＤＡフィールド３１０と、ＳＡフィールド３２０と、長さ /タイプ
フィールド３３０と、ＯＰコードフィールド３４０と、モードフィールド３５２と、ＰＨ
Ｙ＿ＩＤフィールド３５４と、タイムスタンプ (Timestamp)フィールド３６０と、予備 (Re
served)フィールド３７０と、ＦＣＳフィールド３８０と、から構成される。すなわち、
ＭＰＣＰ用ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームは、通
常のイーサネット（登録商標）フレームの構成において、ＯＰコードフィールド３４０と
タイムスタンプフィールド３６０との間にモードフィールド３５２とＰＨＹ＿ＩＤフィー
ルド３５４を介在させた構成である。ＯＰコードフィールド３４０にはＥＰＯＮシステム
のＭＰＣＰを実行する新たなＯＰコードが定義される。モードフィールド３５２、ＰＨＹ
＿ＩＤフィールド３５４及びタイムスタンプフィールド３６０はＯＰコードパラメータ (O
p code parameter)に該当する。予備フィールド３７０は、ＭＰＣＰメッセージの具体的
な動作によって変わるのでヌル (null)として残す。
【００３３】
図５は、本発明の好ましい一実施例に係るＥＰＯＮシステム休止 (pause)用のＰＯＮタギ
ングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレーム構造を示す図である。このフ
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レームは、ＤＡフィールド４１０と、ＳＡフィールド４２０と、長さ /タイプフィールド
４３０と、ＯＰコードフィールド４４０と、モードフィールド４５２と、ＰＨＹ＿ＩＤフ
ィールド４５４と、休止時間フィールド (pause_time field)４６０と、予備フィールド４
７０と、ＦＣＳフィールド４８０と、から構成される。すなわち、ＥＰＯＮシステム休止
用ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームは、既存のイー
サネット（登録商標）フレームの構成において、ＯＰコードフィールド４４０と休止時間
フィールド４６０との間にモードフィールド４５２とＰＨＹ＿ＩＤフィールド４５４を介
在させた構成である。ＯＰコードフィールド４４０にはＥＰＯＮシステムの休止を実行す
る新たなＯＰコードが定義される。モードフィールド４５２、ＰＨＹ＿ＩＤフィールド４
５４及び休止時間フィールド４６０はＯＰコードパラメータに該当する。
【００３４】
図６は、本発明の好ましい一実施例に係るＥＰＯＮシステムの構成を示す図である。この
ＥＰＯＮシステムは、一つのＯＬＴ５１０と、これにツリー構造で接続された多数のＯＮ
Ｕ６１０と、から構成される。
【００３５】
ＯＮＵ６１０は、 802.3 ＰＨＹレイヤ６２０と、 802.3 ＭＡＣレイヤ６３０と、フィルタ
リング機能レイヤ (filtering function layer)６４０と、ＬＬＣレイヤ６５０と、を含ん
でなる。ここで、ＯＮＵ６１０は、従来のＯＮＵを構成するレイヤ等にフィルタリング機
能レイヤ６４０を新たに追加した構成であり、以下、フィルタリング機能レイヤ６４０の
機能を中心に記述するものとする。
【００３６】
フィルタリング機能レイヤ６４０は、ＯＬＴ５１０からＰＯＮタギングイーサネット（登
録商標）フレームを受信した場合にモードフィールドを検査する。その後、検査したモー
ドがＳＣＢモードであり、受信フレームのＰＨＹ＿ＩＤがフィルタリング機能レイヤ６４
０に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致すると、そのフレームを廃棄し、受信フレームの
ＰＨＹ＿ＩＤがフィルタリング機能レイヤ６４０に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致し
なければ、そのフレームを受信する。すなわち、受信フレームのＰＨＹ＿ＩＤがフィルタ
リング機能レイヤ６４０に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致する場合には、その受信フ
レームはフィルタリング機能レイヤ６４０によってＳＣＢモードで伝送されたフレームで
あるので、フィルタリング機能レイヤ６４０は受信フレームをフィルタリングする。
【００３７】
一方、検査したモードがＰ２Ｐモードであり、受信フレームのＰＨＹ＿ＩＤがフィルタリ
ング機能レイヤ６４０に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致すると、そのフレームを受信
し、受信フレームのＰＨＹ＿ＩＤがフィルタリング機能レイヤ６４０に割り当てられたＰ
ＨＹ＿ＩＤと一致しなければ、そのフレームを廃棄する。すなわち、受信フレームのＰＨ
Ｙ＿ＩＤがフィルタリング機能レイヤ６４０に割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤと一致しない
場合には、その受信フレームはフィルタリング機能レイヤ６４０を目的地とするフレーム
ではないので、フィルタリング機能レイヤ６４０は受信フレームをフィルタリングする。
【００３８】
ＯＬＴ５１０は、 802.3 ＰＨＹレイヤ５２０と、 802.3ＭＡＣレイヤ５３０と、 802.3 Ｍ
ＡＣコントロールレイヤ５４０と、マルチプレクシングレイヤ (multiplexing layer)５５
０と、ブリッジング機能レイヤ (bridging function layer)５７０と、を含んでなる。こ
こで、ＯＬＴ５１０は、従来のＯＬＴを構成するレイヤ等にマルチプレクシングレイヤ５
５０及びブリッジング機能レイヤ５７０を新たに追加した構成であり、次に、これらのレ
イヤ機能を詳述する。
【００３９】
図７～図９は、ＯＬＴ５１０の各フレームレイヤに関連するカプセル化 /脱カプセル化 (en
capsulation/decapsulation)構造を示すものであり、これらは、ＯＮＵ６１０からＯＬＴ
５１０へのフレーム伝送方向に沿って示されている。
【００４０】
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図７は、図６に示したＯＬＴ５１０における図３に示したＰＯＮタギングイーサネット（
登録商標）フレームのレイヤ伝送構造を説明するための図である。ＰＨＹレイヤ５２０に
伝送されたフレームは、ＭＡＣレイヤ５３０で基本的な動作過程を経た後、ＤＡフィール
ド２１０、ＳＡフィールド２２０、長さ /タイプフィールド２３０、ｖＬｉｎｋタグフィ
ールド２４０及びデータフィールド２５０が上位レイヤに伝達される。ＭＡＣレイヤ５３
０からフレームを受信したＭＡＣコントロールレイヤ５４０では、まず、長さ /タイプフ
ィールド２３０を確認する。この場合、そのフレームは使用者フレームであるので、長さ
/タイプフィールド２３０はフレーム長さを示すことになる。このようにフレームが使用
者フレームであると、ＭＡＣコントロールレイヤ５４０は何の動作も行わずに、ＤＡフィ
ールド２１０、ＳＡフィールド２２０データフィールド２５０を上位レイヤに伝達する。
この場合、ｖＬｉｎｋタグフィールド２４０は使用者データフィールドとされてフィール
ド２１０、２２０、２５０とともに上位レイヤに伝達される。
【００４１】
マルチプレクシングレイヤ５５０はｖＬｉｎｋタグフィールド２４０を検査し、該当ＰＨ
Ｙ＿ＩＤにマッピングされている論理ポート５６０を通じてＤＡフィールド２１０、ＳＡ
フィールド２２０、ｖＬｉｎｋタグフィールド２４０及びデータフィールド２５０を上位
レイヤに伝達する。これを受信したブリッジング機能レイヤ５７０は、ＤＡフィールド２
１０及びＳＡフィールド２２０のＭＡＣアドレスと、ｖＬｉｎｋタグフィールド２４０内
のモード及びＰＨＹ＿ＩＤと、を組み合わせ、この組合の結果に応じてリフレクション (r
eflection)やフォワーディング (forwarding)動作を実行する。ここで、ｖＬｉｎｋタグフ
ィールド２４０内のＰＨＹ＿ＩＤ値が各モードによって変わる点に注意を要する。モード
がＰ２Ｐモードの場合には目的地アドレスを示すＰＨＹ＿ＩＤをｖＬｉｎｋタグフィール
ド２４０に割り当て、モードがＳＣＢの場合にはＯＬＴ５１０にフレームを伝送したＯＮ
ＵのＰＨＹ＿ＩＤ値をｖＬｉｎｋタグフィールド２４０に割り当てる。このようなＰＨＹ
＿ＩＤ割当方法は下り伝送の場合にも同様である。
【００４２】
図８は、図６に示したＯＬＴにおけるＭＰＣＰ用ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標
）ＭＡＣコントロールフレームのレイヤ伝達構造を説明するための図である。ＥＰＯＮで
はＭＡＣコントロールフレームを用いてＥＰＯＮのＭＰＣＰ動作を具現する。ＭＡＣレイ
ヤ５３０から各フィールドが伝達されたＭＡＣコントロールレイヤ５４０では、長さ /タ
イプフィールド３３０を確認する。この場合、長さ /タイプフィールド３３０はタイプフ
ィールドとして機能し、タイプフィールドの値がＭＰＣＰ定義値であるので、その次の各
フィールドはＭＰＣＰのためのＯＰコードパラメータとなる。ＭＰＣＰタイプを確認した
ＯＬＴ５１０のＭＡＣコントロールレイヤ５４０は、ｖＬｉｎｋタグフィールド３５０と
タイムスタンプフィールド３６０を用いて各ＯＮＵ６１０別に異なる動作をし、また、一
般のＭＰＣＰ動作であるレンジング (ranging)、自動発見 (auto discovery)、ＤＢＡも行
う。この場合、ｖＬｉｎｋタグフィールド３５０のＰＨＹ＿ＩＤ値が、上り伝送ではＯＬ
Ｔ５１０にフレームを伝送したＯＮＵに割り当てられたＰＨＹ＿ＩＤ値となり、下り伝送
ではフレームを受信する目的地ＯＮＵのＰＨＹ＿ＩＤ値となる。
【００４３】
図９は、図６に示したＯＬＴ５１０におけるＥＰＯＮシステム休止用ＰＯＮタギングイー
サネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームのレイヤ伝達構造を説明するための図
である。従来のＥＰＯＮシステム休止用イーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフ
レームでは、ＯＬＴ５１０が各ＯＮＵ６１０別に、または、ｖＬｉｎｋタグのサブジェク
ト別にそれぞれＥＰＯＮシステム休止を行うことが不可能である。したがって、この問題
を解決するために本発明の一実施例ではｖＬｉｎｋタグフィールド４５０をＯＰコードパ
ラメータとして使用する。
【００４４】
ＭＡＣコントロールレイヤ５４０ではＤＡフィールド４１０、ＯＰコードフィールド４４
０、ｖＬｉｎｋタグフィールド４５０、休止時間フィールド４６０を上位レイヤに伝達す
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る。これらを受信したマルチプレクシングレイヤ５５０では、ＯＰコードを参照してＥＰ
ＯＮ休止状態を確認した後、ｖＬｉｎｋタグフィールド４５０と休止時間フィールド４６
０を確認し、これら確認した情報を論理ポート５６０を通じてブリッジング機能レイヤ５
７０に伝達する。ブリッジング機能レイヤ５７０は、休止時間の間、該当ｖＬｉｎｋタグ
の論理ポート５６０をディスエーブル (disable)することによってＥＰＯＮ休止機能を実
行する。このようなＥＰＯＮ休止状態における上り伝送の場合、フレームを伝送するＯＮ
ＵのＰＨＹ＿ＩＤ値はｖＬｉｎｋタグフィールド４５０のＰＨＹ＿ＩＤ値と同一である。
また、下り伝送の場合は、ＯＬＴ５１０のＰＨＹ＿ＩＤが、デフォルトＩＤ値として定義
され、割り当てられる。しかし、実際にＯＬＴ５１０で作動したＤＢＡが結果としてＥＰ
ＯＮ休止機能と同様に機能するので、上り伝送のＥＰＯＮシステム休止用ＰＯＮタギング
イーサネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームは大きい意味がないとされる。
【００４５】
図１０及び図１１は、本発明の好ましい一実施例によるブリッジング機能レイヤの動作を
説明するための図である。ブリッジング機能レイヤ５７０はマルチプレクシングレイヤ５
５０から受信した情報を一般フレームやコントロールフレームのようにフレームタイプに
したがってそれぞれ処理する。一般フレーム、つまり一般データの場合は、まずｖＬｉｎ
ｋタグフィールドのＰＨＹ＿ＩＤとＤＡを確認して、目的地アドレスが該当ＰＯＮシステ
ム内に存在するか否かと、ＯＬＴ５１０が目的地を認識しているか否かを確認する。この
時、ＰＨＹ＿ＩＤが除去され、ＦＣＳが再計算されて挿入される（符号５８０： FCS and 
PHY_ID detagging）。
【００４６】
目的地がＰＯＮシステム内に存在すると、ＯＬＴ５１０はモードフィールドを確認する。
モードがＳＣＢモードである場合には該当ＰＨＹ＿ＩＤにマッピングされている論理ポー
ト５６０へフレームを伝送し、モードがＰ２Ｐモードである場合にはＯＬＴ５１０はＤＡ
フィールドを参照してＰＨＹ＿ＩＤフィールドの情報を目的地ＯＮＵに該当するＰＨＹ＿
ＩＤ情報に変えてリフレクションフィールド５７５に伝送する。複数のフィールドを通過
した後、すなわち、リフレクションフィールド５７５からスケジューラ５９５を経て該当
論理ポート５６０に伝送されたフレームは下り伝送で伝送される。さらに、外部から受信
したイーサネット（登録商標）フレームは、該当目的地によるＰＨＹ＿ＩＤが挿入され、
ＦＣＳが再計算されて挿入された後（符号５９０： FCS and PHY_ID tagging）、スケジュ
ーラ５９５を経て該当論リポート５６０に伝送される。
【００４７】
一方、ＯＬＴ５１０が目的地を認識していると、マルチプレクシングレイヤ５５０から受
信した情報はリフレクションフィールド５７５でリフレクションされてスケジューラ５９
５に伝送される。また、目的地がＰＯＮシステムの外部に存在するか、ＯＬＴ５１０が保
有しているフィルタリングデータベース５８５に存在しない場合には、受信した情報をブ
ロードキャスティングして要求された目的地にフォワーディングする。
【００４８】
以上、本発明の詳細な説明では具体的な一実施例に上げて説明してきたが、  本発明の範
囲を外れない限度内でさまざまな変形が可能なことは勿論である。したがって、本発明の
範囲は、前述した一実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲とそれに均等なも
のによって定められるべきである。
【００４９】
【発明の効果】
上述の如く、本発明に係るＥＰＯＮシステムは、ｖＬｉｎｋタグフィールドを含むＰＯＮ
タギングイーサネット（登録商標）フレームを用い、フレームを処理するためのマルチプ
レクシングレイヤ及びブリッジング機能レイヤをＯＬＴが備えるため、従来の 802.1Dブリ
ッジを変更することなくＥＰＯＮ媒体をブリッジに接続できるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来技術に係る 802.3イーサネット（登録商標）と 802.1Dブリッジとの関係を示

10

20

30

40

50

(10) JP 3742406 B2 2006.2.1



す図。
【図２】従来技術に係るＰＯＮシステムの構成を示す図。
【図３】本発明の好ましい一実施例に係るＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレ
ームの構造を示す図。
【図４】本発明の好ましい一実施例に係るＭＰＣＰ用ＰＯＮタギングイーサネット（登録
商標）ＭＡＣコントロールフレームの構造を示す図。
【図５】本発明の好ましい一実施例に係るＥＰＯＮ休止 (pause)用ＰＯＮタギングイーサ
ネット（登録商標）ＭＡＣコントロールフレームの構造を示す図。
【図６】本発明の好ましい一実施例に係るＥＰＯＮシステムの構成を示す図。
【図７】図６に示したＯＬＴでＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）フレームのレイ
ヤ伝達構造を説明するための図。
【図８】図６に示したＯＬＴでＭＰＣＰ用ＰＯＮタギングイーサネット（登録商標）ＭＡ
Ｃコントロールフレームのレイヤ伝達構造を説明するための図。
【図９】図６に示したＯＬＴでＥＰＯＮシステム休止用ＰＯＮタギングイーサネット（登
録商標）ＭＡＣコントロールフレームのレイヤ伝達構造を説明するための図。
【図１０】本発明の好ましい一実施例に係るブリッジング機能レイヤの動作を説明するた
めの図。
【図１１】本発明の好ましい一実施例に係るブリッジング機能レイヤの動作を説明するた
めの図。
【符号の説明】
５１０　ＯＬＴ
５２０　ＰＨＹレイヤ
５３０　ＭＡＣレイヤ
５４０　ＭＡＣコントロールレイヤ
５５０　マルチプレクシングレイヤ
５６０　論理ポート
５７０　ブリッジング機能レイヤ
６１０　ＯＮＵ
６２０　ＰＨＹレイヤ
６３０　ＭＡＣレイヤ
６４０　フィルタリング機能レイヤ
６５０　ＬＬＣレイヤ

10

20

30

(11) JP 3742406 B2 2006.2.1



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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