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(57)【要約】
【課題】光伝送路の導通状態を精度良く判定すること。
【解決手段】光伝送システムは、光送信装置と、光受信
装置とを含む。光送信装置は、光伝送路を介して光受信
装置へ信号光を送信する送信部と、信号光のうち光伝送
路を介して光受信装置から光送信装置へ戻る光である戻
り光を用いて、光伝送路の導通状態を判定する判定部と
を備える。光受信装置は、光伝送路を介して光送信装置
から送信される信号光の一部を変調することによって、
戻り光を生成する変調部と、光送信装置へ光伝送路を介
して戻り光を出力する出力部とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光送信装置と、光受信装置とを含む光伝送システムであって、
　前記光送信装置は、
　前記光送信装置と光伝送路で接続された前記光受信装置へ信号光を送信する送信部と、
　前記信号光のうち前記光伝送路を介して前記光受信装置から前記光送信装置へ戻る光で
ある戻り光を用いて、前記光伝送路の導通状態を判定する判定部と
　を備え、
　前記光受信装置は、
　前記光送信装置から送信される前記信号光の一部を変調する変調部と、
　前記信号光の一部が変調されて得られる変調光を前記戻り光として前記光送信装置へ出
力する出力部と
　を備えたことを特徴とする光伝送システム。
【請求項２】
　前記判定部は、
　前記戻り光として前記光送信装置へ戻る前記変調光を電気信号に変換する変換部と、
　電気信号に変換された前記変調光から、当該変調光の振幅に比例する電圧を抽出する抽
出部と、
　前記電圧の値と、所定の基準値との比較を行い、該比較の結果を前記光伝送路の導通状
態の判定結果として出力する比較部と
　を備えたことを特徴とする請求項１に記載の光伝送システム。
【請求項３】
　前記比較部は、前記電圧の値が前記所定の基準値以下である場合に、前記信号光のレベ
ルを低減させる旨を前記送信部へ指示する
　ことを特徴とする請求項２に記載の光伝送システム。
【請求項４】
　前記信号光は、主信号光に加えて、前記主信号光とは異なる波長帯域に存在する光成分
を含み、
　前記変調部は、前記信号光から分岐される、前記主信号光とは異なる波長帯域に存在す
る光成分を前記信号光の一部として変調し、
　前記出力部は、前記主信号光とは異なる波長帯域に存在する光成分が変調されて得られ
る変調光を前記戻り光として前記光送信装置へ出力する
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の光伝送システム。
【請求項５】
　前記光伝送システムは、複数の前記光送信装置及び複数の前記光受信装置を含み、
　複数の前記光受信装置の各々に備えられた前記変調部は、前記信号光の一部を変調する
ことによって、前記光受信装置ごとに異なる前記変調光を生成し、
　複数の前記光受信装置の各々に備えられた前記出力部は、複数の前記光受信装置の各々
の接続先となる前記光送信装置へ、前記光受信装置ごとに異なる前記変調光を前記戻り光
として出力し、
　複数の前記光送信装置の各々に備えられた前記判定部は、さらに、前記戻り光として前
記光送信装置へ戻る、前記光受信装置ごとに異なる前記変調光を用いて、複数の前記光受
信装置のうち前記光送信装置の接続先となる前記光受信装置を判定する
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の光伝送システム。
【請求項６】
　光送信装置が、当該光送信装置と光伝送路で接続された光受信装置へ信号光を送信し、
送信した前記信号光のうち前記光伝送路を介して当該光受信装置から前記光送信装置へ戻
る光である戻り光を用いて、前記光伝送路の導通状態を判定する場合に、前記光送信装置
から送信される前記信号光の一部を変調する変調部と、
　前記信号光の一部が変調されて得られる変調光を前記戻り光として前記光送信装置へ出
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力する出力部と
　を備えたことを特徴とする光受信装置。
【請求項７】
　前記信号光は、主信号光と、前記主信号光とは異なる波長帯域に存在する光成分とを含
み、
　前記変調部は、前記信号光から分岐される、前記主信号光とは異なる波長帯域に存在す
る光成分を前記信号光の一部として変調し、
　前記出力部は、前記主信号光とは異なる波長帯域に存在する光成分が変調されて得られ
る変調光を前記戻り光として前記光送信装置へ出力する
　ことを特徴とする請求項６に記載の光受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送システム及び光受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光伝送システムでは、装置間を接続する光ファイバ等の光伝送路の導通状態を判
定する判定手法が種々検討されている。かかる判定手法としては、例えば、フレネル反射
を用いた判定手法が知られている。
【０００３】
　フレネル反射を用いた判定手法では、光ファイバを介して光送信装置から光受信装置へ
送信される信号光のレベルと、光ファイバの断線や光コネクタの外れに起因するフレネル
反射により光送信装置側へ反射する反射光のレベルとを比較する。そして、フレネル反射
を用いた判定手法では、信号光のレベルと、反射光のレベルとの比較結果を基に、光伝送
路の導通状態を判定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１２８３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の技術では、光伝送路の導通状態を精度良く判定すること
が困難であるという問題がある。
【０００６】
　すなわち、上述した従来の技術では、光伝送路が導通している場合であっても、光伝送
路のコネクタの端面に傷や付着物が存在する場合には、傷や付着物に起因したフレネル反
射により意図しない反射光が発生することが考えられる。この場合に、従来の技術では、
信号光のレベルと、傷や付着物に起因したフレネル反射により発生した反射光のレベルと
を比較するので、光伝送路が導通しているにも関わらず、光伝送路が導通していないと誤
判定する恐れがある。
【０００７】
　一方で、従来の技術では、光ファイバの断線により光伝送路が導通していない場合に、
光ファイバの破断面において散乱が生じ、散乱に起因して反射光のレベルが低下すること
が考えられる。この場合に、従来の技術では、信号光のレベルと、散乱に起因して低下し
た反射光のレベルとを比較するので、光伝送路が導通していないにも関わらず、光伝送路
が導通していると誤判定する恐れがある。
【０００８】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、光伝送路の導通状態を精度良く判
定することができる光伝送システム及び光受信装置を提供することを目的とする。



(4) JP 2015-170871 A 2015.9.28

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願の開示する光伝送システムは、一つの態様において、光送信装置と、光受信装置と
を含む。光送信装置は、光伝送路を介して前記光受信装置へ信号光を送信する送信部と、
前記信号光のうち前記光伝送路を介して前記光受信装置から前記光送信装置へ戻る光であ
る戻り光を用いて、前記光伝送路の導通状態を判定する判定部とを備える。光受信装置は
、前記光伝送路を介して前記光送信装置から送信される前記信号光の一部を変調すること
によって、前記戻り光を生成する変調部と、前記光送信装置へ前記光伝送路を介して前記
戻り光を出力する出力部とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本願の開示する光伝送システムの一つの態様によれば、光伝送路の導通状態を精度良く
判定することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施例１に係る光伝送システムによる動作の一例を説明する説明図であ
る。
【図２】図２は、実施例１に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装置の
構成例を示す図である。
【図３】図３は、実施例１における戻り光出力処理の一例を説明するための図である。
【図４】図４は、実施例１における戻り光出力処理に適用される各信号の波形を示す図で
ある。
【図５】図５は、実施例１における光送信装置による導通状態判定処理の処理手順を示す
フローチャートである。
【図６】図６は、実施例１における光受信装置による戻り光出力処理の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図７】図７は、実施例２に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装置の
構成例を示す図である。
【図８】図８は、実施例２における光送信装置による導通状態判定処理の処理手順を示す
フローチャートである。
【図９】図９は、実施例２における光受信装置による戻り光出力処理の処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図１０】図１０は、実施例３に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装
置の構成例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例３におけるＡＳＥ光分離処理の一例を説明するための図であ
る。
【図１２】図１２は、実施例３における光送信装置による導通状態判定処理の処理手順を
示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、実施例３における光受信装置による戻り光出力処理の処理手順を示
すフローチャートである。
【図１４】図１４は、実施例４に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装
置の構成例を示す図である。
【図１５】図１５は、実施例４における光送信装置による接続先判定処理の処理手順を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本願の開示する光伝送システム及び光受信装置の実施例を図面に基づいて詳細
に説明する。なお、この実施例により開示技術が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１３】
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　まず、図１を用いて、実施例１に係る光伝送システムによる動作の一例を説明する。図
１は、実施例１に係る光伝送システムによる動作の一例を説明する説明図である。図１に
示す光伝送システムは、光ファイバ１０で接続された光送信装置１１０及び光受信装置１
３０を含む。
【００１４】
　図１に示すように、光送信装置１１０は、光送信装置１１０と光ファイバ１０で接続さ
れた光受信装置１３０へ信号光Ｓ１を送信する。
【００１５】
　一方、光受信装置１３０は、光送信装置１１０から送信される信号光Ｓ１の一部を変調
する。そして、光受信装置１３０は、信号光Ｓ１の一部が変調されて得られる変調光Ｓ２
を光ファイバ１０を介して光送信装置１１０へ出力する。変調光Ｓ２は、信号光Ｓ１のう
ち光ファイバ１０を介して光受信装置１３０から光送信装置１１０へ戻る光である戻り光
の一例である。
【００１６】
　続いて、光送信装置１１０は、戻り光として光送信装置１１０へ戻る変調光Ｓ２を用い
て、光ファイバ１０の導通状態を判定する。例えば、光送信装置１１０は、変調光Ｓ２か
ら変調光Ｓ２の振幅に比例する電圧を抽出し、抽出した電圧の値と、所定の基準値との比
較を行い、電圧の値が所定の基準値よりも大きい場合に、光ファイバ１０が導通している
と判定する。一方、光送信装置１１０は、抽出した電圧の値が所定の基準値以下である場
合に、光ファイバ１０が導通していないと判定する。ここで、光ファイバ１０が導通して
いないことは、例えば、光ファイバ１０を接続するための光コネクタの外れが発生してい
ることや、光ファイバ１０が断線していることを含む。
【００１７】
　このように、実施例１の光伝送システムでは、光受信装置１３０が、光送信装置１１０
から送信される信号光Ｓ１の一部を変調し、変調光Ｓ２を戻り光として光送信装置１１０
へ出力する。そして、光送信装置１１０が、戻り光としての変調光Ｓ２を用いて、光ファ
イバ１０の導通状態を判定する。このため、実施例１によれば、光ファイバ１０の断線や
光コネクタの外れに起因するフレネル反射を用いた従来の判定手法と比較して、光ファイ
バの断線や光コネクタの外れに関わらず、光ファイバ１０の導通状態を精度良く判定する
ことが可能である。
【００１８】
　次に、図２を用いて、実施例１に係る光伝送システムに含まれる光送信装置１１０及び
光受信装置１３０の構成例を説明する。図２は、実施例１に係る光伝送システムに含まれ
る光送信装置及び光受信装置の構成例を示す図である。
【００１９】
　図２に示すように、光送信装置１１０は、光コネクタ１１１、信号光送信部１１２、光
カプラ１１３、光電変換部１１４、変調光電圧抽出部１１５、電圧基準値記憶部１１６及
び比較部１１７を有する。
【００２０】
　光コネクタ１１１は、光ファイバ１０が接続されるコネクタである。光コネクタ１１１
は、光カプラ１１３から入力される信号光Ｓ１を光ファイバ１０へ出力する。また、光コ
ネクタ１１１は、戻り光として光送信装置１１０へ戻る変調光Ｓ２が光ファイバ１０から
入力されると、入力された変調光Ｓ２を光カプラ１１３へ出力する。
【００２１】
　信号光送信部１１２は、光送信装置１１０と光ファイバ１０で接続された光受信装置１
３０へ信号光Ｓ１を送信する。例えば、信号光送信部１１２は、光カプラ１１３及び光コ
ネクタ１１１を介して光受信装置１３０へ信号光Ｓ１を送信する。また、信号光送信部１
１２は、比較部１１７からの指示に基づいて、信号光Ｓ１のレベルを低減させる。
【００２２】
　光カプラ１１３は、信号光送信部１１２から入力される信号光を光コネクタ１１１へ出
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力する。また、光カプラ１１３は、戻り光として光受信装置１３０から光送信装置１１０
へ戻る変調光Ｓ２が光コネクタ１１１から入力されると、入力された変調光Ｓ２を分岐し
、分岐した変調光Ｓ２を光電変換部１１４へ出力する。
【００２３】
　光電変換部１１４は、光カプラ１１３から入力される変調光Ｓ２を電気信号に変換し、
電気信号に変換された変調光Ｓ２を変調光電圧抽出部１１５へ出力する。
【００２４】
　変調光電圧抽出部１１５は、光電変換部１１４から入力される、電気信号に変換された
変調光Ｓ２から、当該変調光Ｓ２の振幅に比例する電圧（以下「変調光電圧」という）を
抽出する。例えば、変調光電圧抽出部１１５は、変調光Ｓ２を透過させる透過帯域を有す
るバンドパスフィルタと、バンドパスフィルタの出力のピーク電圧を検出するピーク検出
器とを用いて、変調光Ｓ２から変調光電圧を抽出する。
【００２５】
　電圧基準値記憶部１１６は、光ファイバ１０の導通状態を判定するための変調光電圧の
基準値である電圧基準値を記憶する。
【００２６】
　比較部１１７は、変調光電圧抽出部１１５によって抽出された変調光電圧の値と、電圧
基準値記憶部１１６に記憶された電圧基準値との比較を行い、その比較の結果を光ファイ
バ１０の導通状態の判定結果として図示しない表示部へ出力する。具体的には、比較部１
１７は、変調光電圧の値が電圧基準値よりも大きい場合には、光ファイバ１０が導通して
いる旨の判定結果を表示部へ出力する。一方、比較部１１７は、変調光電圧の値が電圧基
準値以下である場合には、光ファイバ１０が導通していない旨の判定結果を表示部へ出力
する。さらに、比較部１１７は、変調光電圧の値が電圧基準値以下である場合には、信号
光Ｓ１のレベルを低減させる旨を信号光送信部１１２へ指示する。光カプラ１１３、光電
変換部１１４、変調光電圧抽出部１１５及び比較部１１７は、戻り光を用いて、光伝送路
の導通状態を判定する判定部の一例である。
【００２７】
　光受信装置１３０は、光コネクタ１３１、光カプラ１３２、信号光受信部１３３及び変
調部１３４を有する。
【００２８】
　光コネクタ１３１は、光ファイバ１０が接続されるコネクタである。光コネクタ１３１
は、信号光Ｓ１が光ファイバ１０から入力されると、入力された信号光Ｓ１を光カプラ１
３２へ出力する。また、光コネクタ１３１は、光カプラ１３２から入力される変調光Ｓ２
を光ファイバ１０へ出力する。
【００２９】
　光カプラ１３２は、光コネクタ１３１から入力される信号光Ｓ１を分岐し、分岐により
得られた一方の信号光を信号光受信部１３３へ出力するとともに、分岐により得られた他
方の信号光（以下「分岐光」という）を変調部１３４へ出力する。また、光カプラ１３２
は、変調部１３４から入力される変調光Ｓ２を戻り光として光コネクタ１３１へ出力する
。光カプラ１３２によって光コネクタ１３１へ出力された変調光Ｓ２は、光ファイバ１０
を介して光送信装置１１０へ出力される。光カプラ１３２は、変調光Ｓ２を戻り光として
光送信装置１１０へ出力する出力部の一例である。
【００３０】
　信号光受信部１３３は、光カプラ１３２から入力される信号光を受信し、受信した信号
光に所定の信号処理を施す。
【００３１】
　変調部１３４は、光送信装置１１０から送信される信号光Ｓ１の一部を変調する。具体
的には、変調部１３４は、強度変調信号生成器１３４ａ、可変光減衰器（ＶＯＡ：Variab
le　Optical　Attenuator）１３４ｂ及びミラー１３４ｃを有する。
【００３２】
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　強度変調信号生成器１３４ａは、信号光に強度変調を施すための電気信号である強度変
調信号を生成し、生成した強度変調信号をＶＯＡ１３４ｂへ出力する。なお、強度変調信
号生成器１３４ａによって生成される強度変調信号は、信号光よりも周波数が十分に低い
電気信号であり、かつ、所定の時間間隔で減衰又は増幅を繰り返す電気信号である。
【００３３】
　ＶＯＡ１３４ｂは、強度変調信号生成器１３４ａから入力される強度変調信号を用いて
、光カプラ１３２から入力される分岐光を強度変調する。具体的には、ＶＯＡ１３４ｂは
、強度変調信号に応じて所定の時間間隔で分岐光を減衰又は増幅させることによって、分
岐光を強度変調する。そして、ＶＯＡ１３４ｂは、強度変調された分岐光をミラー１３４
ｃへ出力する。そして、ＶＯＡ１３４ｂは、ミラー１３４ｃによって反射された分岐光が
入力されると、強度変調信号に応じて所定の時間間隔で分岐光を減衰又は増幅させること
によって、分岐光を強度変調する。すなわち、ＶＯＡ１３４ｂは、分岐光を２回だけ強度
変調する。そして、ＶＯＡ１３４ｂは、最後に強度変調された分岐光を変調光Ｓ２として
光カプラ１３２へ出力する。
【００３４】
　ミラー１３４ｃは、ＶＯＡ１３４ｂから入力される分岐光をＶＯＡ１３４ｂに向けて反
射する。
【００３５】
　ここで、変調部１３４による戻り光出力処理の一例を説明する。図３は、実施例１にお
ける戻り光出力処理の一例を説明するための図である。図４は、実施例１における戻り光
出力処理に適用される各信号の波形を示す図である。
【００３６】
　変調部１３４の強度変調信号生成器１３４ａは、図３に示すように、強度変調信号ｅ１
を生成し、生成した強度変調信号ｅ１をＶＯＡ１３４ｂへ出力する。強度変調信号ｅ１は
、図４に示すように、信号光よりも周波数が十分に低いため、所定の時間間隔で減衰又は
増幅を繰り返す。
【００３７】
　続いて、変調部１３４のＶＯＡ１３４ｂは、強度変調信号生成器１３４ａから入力され
る強度変調信号ｅ１に応じて所定の時間間隔で分岐光ｐ１を減衰又は増幅させることによ
って、分岐光ｐ１を強度変調する。そして、ＶＯＡ１３４ｂは、図３に示すように、強度
変調された分岐光ｐ１（以下「分岐光ｐ２」と表記する）をミラー１３４ｃへ出力する。
分岐光ｐ１は、図４に示すように、強度変調信号ｅ１よりも周波数が十分に高いため、時
間軸に対して一定となる。分岐光ｐ２は、強度変調信号ｅ１と同じ時間間隔で減衰又は増
幅を繰り返す。
【００３８】
　続いて、変調部１３４のミラー１３４ｃは、ＶＯＡ１３４ｂから入力される分岐光ｐ２
をＶＯＡ１３４ｂに向けて反射する。ミラー１３４ｃによって反射された分岐光ｐ２（以
下「分岐光ｐ３」と表記する）は、ＶＯＡ１３４ｂから入力される分岐光ｐ２とは進行方
向が異なる。
【００３９】
　続いて、変調部１３４のＶＯＡ１３４ｂは、ミラー１３４ｃから分岐光ｐ３が入力され
ると、以下の処理を行う。すなわち、ＶＯＡ１３４ｂは、強度変調信号生成器１３４ａか
ら入力される強度変調信号ｅ１に応じて所定の時間間隔で分岐光ｐ３を減衰又は増幅させ
ることによって、分岐光ｐ３を強度変調する。そして、ＶＯＡ１３４ｂは、図３に示すよ
うに、強度変調された分岐光ｐ３（以下「分岐光ｐ４」と表記する）を変調光Ｓ２として
光カプラ１３２へ出力する。分岐光ｐ４は、図４に示すように、分岐光ｐ２又は分岐光ｐ
３と比較して、振幅が大きい。
【００４０】
　このように、変調部１３４は、強度変調信号を用いて、光カプラ１３２から入力される
分岐光を２回だけ強度変調し、２回だけ強度変調された分岐光を変調光Ｓ２として光カプ
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ラ１３２へ出力する。変調光Ｓ２は、光カプラ１３２によって戻り光として光送信装置１
１０へ出力される。
【００４１】
　次に、図５を用いて、実施例１における光送信装置１１０による導通状態判定処理の一
例を説明する。図５は、実施例１における光送信装置による導通状態判定処理の処理手順
を示すフローチャートである。
【００４２】
　図５に示すように、光送信装置１１０の信号光送信部１１２は、光送信装置１１０と光
ファイバ１０で接続された光受信装置１３０へ信号光Ｓ１を送信する（ステップＳ１０１
）。
【００４３】
　光カプラ１１３は、光受信装置１３０から光送信装置１１０へ戻る戻り光としての変調
光Ｓ２を分岐する（ステップＳ１０２）。光カプラ１１３は、分岐した変調光Ｓ２を光電
変換部１１４へ出力する。
【００４４】
　光電変換部１１４は、光カプラ１１３から入力される変調光Ｓ２を電気信号に変換する
（ステップＳ１０３）。光電変換部１１４は、電気信号に変換された変調光Ｓ２を変調光
電圧抽出部１１５へ出力する。
【００４５】
　変調光電圧抽出部１１５は、電気信号に変換された変調光Ｓ２から、当該変調光Ｓ２の
振幅に比例する電圧、すなわち、変調光電圧を抽出する（ステップＳ１０４）。
【００４６】
　比較部１１７は、変調光電圧抽出部１１５によって抽出された変調光電圧の値と、電圧
基準値記憶部１１６に記憶された電圧基準値とを比較する（ステップＳ１０５）。比較部
１１７は、変調光電圧の値が電圧基準値よりも大きい場合には（ステップＳ１０６；Ｙｅ
ｓ）、光ファイバ１０が導通していると判定し、その旨の判定結果を表示部へ出力する（
ステップＳ１０７）。
【００４７】
　一方、比較部１１７は、変調光電圧の値が電圧基準値以下である場合には（ステップＳ
１０６；Ｎｏ）、光ファイバ１０が導通していないと判定し、その旨の判定結果を表示部
へ出力する（ステップＳ１０８）。さらに、比較部１１７は、信号光Ｓ１のレベルを低減
させる旨を信号光送信部１１２へ指示する。信号光送信部１１２は、比較部１１７からの
指示に基づいて、信号光Ｓ１のレベルを低減させる（ステップＳ１０９）。
【００４８】
　次に、図６を用いて、実施例１における光受信装置１３０による戻り光出力処理の一例
を説明する。図６は、実施例１における光受信装置による戻り光出力処理の処理手順を示
すフローチャートである。
【００４９】
　図６に示すように、光受信装置１３０の光カプラ１３２は、光コネクタ１３１から入力
される信号光Ｓ１の一部を分岐し、分岐により得られた分岐光を変調部１３４へ出力する
（ステップＳ２０１）。
【００５０】
　変調部１３４のＶＯＡ１３４ｂは、強度変調信号生成器１３４ａから入力される強度変
調信号を用いて、光カプラ１３２から入力される分岐光を強度変調する（ステップＳ２０
２）。
【００５１】
　ミラー１３４ｃは、ＶＯＡ１３４ｂによって強度変調された分岐光をＶＯＡ１３４ｂに
向けて反射する（ステップＳ２０３）。
【００５２】
　ＶＯＡ１３４ｂは、強度変調信号生成器１３４ａから入力される強度変調信号を用いて
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、ミラー１３４ｃから入力される分岐光を強度変調する（ステップＳ２０４）。そして、
ＶＯＡ１３４ｂは、最後に強度変調された分岐光を変調光Ｓ２として光カプラ１３２へ出
力する。
【００５３】
　光カプラ１３２は、変調部１３４から入力される変調光Ｓ２を戻り光として光送信装置
１１０へ出力する（ステップＳ２０５）。
【００５４】
　上述したように、実施例１に係る光伝送システムにおいて、光受信装置１３０が、光送
信装置１１０から送信される信号光Ｓ１の一部を変調し、変調光Ｓ２を戻り光として光送
信装置１１０へ出力する。そして、光送信装置１１０が、戻り光としての変調光Ｓ２を用
いて、光ファイバ１０の導通状態を判定する。このため、実施例１によれば、光ファイバ
１０の断線や光コネクタの外れに起因するフレネル反射を用いた従来の判定手法と比較し
て、光ファイバ１０の断線や光コネクタの外れに関わらず、光ファイバ１０の導通状態を
精度良く判定することが可能である。
【００５５】
　また、実施例１に係る光伝送システムにおいて、光送信装置１１０は、変調光Ｓ２の振
幅に比例する電圧を抽出し、抽出した電圧の値と、所定の基準値との比較を行い、該比較
の結果を光ファイバ１０の導通状態の判定結果として出力する。このため、実施例１によ
れば、フレネル反射により発生する反射光を用いることなく、光ファイバ１０の導通状態
を精度良く判定することが可能である。
【００５６】
　また、実施例１に係る光伝送システムにおいて、光送信装置１１０は、変調光Ｓ２の振
幅に比例する電圧の値が所定の基準値以下である場合に、信号光Ｓ１のレベルを低減させ
る旨を信号光送信部１１２へ指示する。このため、実施例１によれば、光ファイバ１０の
断線や光コネクタの外れに起因して光ファイバ１０が導通されていない場合に、人体に影
響しない安全なレベルまで信号光Ｓ１のレベルを低減させることができる。
【実施例２】
【００５７】
　次に、図７を用いて、実施例２に係る光伝送システムについて説明する。図７は、実施
例２に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装置の構成例を示す図である
。実施例２に係る光伝送システムは、戻り光を出力又は分岐するための光学部品が実施例
１に係る光伝送システムと異なるだけであり、その他の構成は実施例１に係る光伝送シス
テムと同様である。したがって、以下では、実施例１と同様の構成については、同一の符
号を付し、その説明を省略する。
【００５８】
　図７に示すように、実施例２における光送信装置２１０は、図２に示した光カプラ１１
３に代えて、サーキュレータ２１３を有する。また、実施例２における光受信装置２３０
は、図２に示した光カプラ１３２に代えて、サーキュレータ２３５及び光カプラ２３２を
有する。また、実施例２における光受信装置２３０は、図２に示した変調部１３４に代え
て、変調部２３４を有する。
【００５９】
　サーキュレータ２１３は、信号光送信部１１２から入力される信号光Ｓ１を光コネクタ
１１１へ出力する。また、サーキュレータ２１３は、戻り光として光受信装置２３０から
光送信装置２１０へ戻る変調光Ｓ２が光コネクタ１１１から入力されると、入力された変
調光Ｓ２を分岐し、分岐した変調光Ｓ２を光電変換部１１４へ出力する。
【００６０】
　光電変換部１１４は、サーキュレータ２１３から入力される変調光Ｓ２を電気信号に変
換し、電気信号に変換された変調光Ｓ２を変調光電圧抽出部１１５へ出力する。
【００６１】
　サーキュレータ２３５は、光コネクタ１３１から入力される信号光Ｓ１を光カプラ２３
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２へ出力する。また、サーキュレータ２３５は、変調部２３４から入力される変調光Ｓ２
を戻り光として光コネクタ１３１へ出力する。サーキュレータ２３５によって光コネクタ
１３１へ出力された変調光Ｓ２は、光ファイバ１０を介して光送信装置２１０へ出力され
る。サーキュレータ２３５は、変調光Ｓ２を戻り光として光送信装置２１０へ出力する出
力部の一例である。
【００６２】
　光カプラ２３２は、サーキュレータ２３５から入力される信号光Ｓ１を分岐し、分岐に
より得られた一方の信号光を信号光受信部１３３へ出力するとともに、分岐により得られ
た他方の信号光（以下「分岐光」という）を変調部２３４へ出力する。
【００６３】
　信号光受信部１３３は、光カプラ２３２から入力される信号光を受信し、受信した信号
光に所定の信号処理を施す。
【００６４】
　変調部２３４は、光送信装置２１０から送信される信号光Ｓ１の一部を変調する。具体
的には、変調部２３４は、強度変調信号生成器２３４ａ及びＶＯＡ２３４ｂを有する。
【００６５】
　強度変調信号生成器２３４ａは、信号光に強度変調を施すための電気信号である強度変
調信号を生成し、生成した強度変調信号をＶＯＡ２３４ｂへ出力する。なお、強度変調信
号生成器２３４ａによって生成される強度変調信号は、信号光よりも周波数が十分に低い
電気信号であり、かつ、所定の時間間隔で減衰又は増幅を繰り返す電気信号である。
【００６６】
　ＶＯＡ２３４ｂは、強度変調信号生成器２３４ａから入力される強度変調信号を用いて
、光カプラ２３２から入力される分岐光を強度変調する。具体的には、ＶＯＡ２３４ｂは
、強度変調信号に応じて所定の時間間隔で分岐光を減衰又は増幅させることによって、分
岐光を強度変調する。そして、ＶＯＡ２３４ｂは、強度変調された分岐光を変調光Ｓ２と
してサーキュレータ２３５へ出力する。
【００６７】
　次に、図８を用いて、実施例２における光送信装置２１０による導通状態判定処理の一
例を説明する。図８は、実施例２における光送信装置による導通状態判定処理の処理手順
を示すフローチャートである。図８に示したステップＳ３０１及びＳ３０３～Ｓ３０９は
、図５に示したステップＳ１０１及びＳ１０３～Ｓ１０９に相当するので、ここでは、そ
の詳細な説明を省略する。
【００６８】
　図８に示すように、サーキュレータ２１３は、光受信装置２３０から光送信装置２１０
へ戻る戻り光としての変調光Ｓ２を分岐する（ステップＳ３０２）。サーキュレータ２１
３は、分岐した変調光Ｓ２を光電変換部１１４へ出力する。
【００６９】
　次に、図９を用いて、実施例２における光受信装置２３０による戻り光出力処理の一例
を説明する。図９は、実施例２における光受信装置による戻り光出力処理の処理手順を示
すフローチャートである。
【００７０】
　図９に示すように、光受信装置２３０の光カプラ２３２は、サーキュレータ２３５から
入力される信号光Ｓ１の一部を分岐し、分岐により得られた分岐光を変調部２３４へ出力
する（ステップＳ４０１）。
【００７１】
　変調部２３４のＶＯＡ２３４ｂは、強度変調信号生成器２３４ａから入力される強度変
調信号を用いて、光カプラ２３２から入力される分岐光を強度変調する（ステップＳ４０
２）。ＶＯＡ２３４ｂは、強度変調された分岐光を変調光Ｓ２としてサーキュレータ２３
５へ出力する。
【００７２】
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　サーキュレータ２３５は、変調部２３４から入力される変調光Ｓ２を戻り光として光送
信装置２１０へ出力する（ステップＳ４０３）。
【００７３】
　上述したように、実施例２に係る光伝送システムは、戻り光を出力又は分岐するための
光学部品として、サーキュレータ２１３及びサーキュレータ２３５を用いる。このため、
実施例２によれば、光ファイバ１０の導通状態を精度良く判定するとともに、光カプラを
用いて戻り光を出力及び分岐する場合と比較して、戻り光の損失を抑制することができる
。
【実施例３】
【００７４】
　次に、図１０を用いて、実施例３に係る光伝送システムについて説明する。図１０は、
実施例３に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装置の構成例を示す図で
ある。実施例３に係る光伝送システムは、変調光Ｓ２の生成手法が実施例２に係る光伝送
システムと異なるだけであり、その他の構成は実施例２に係る光伝送システムと同様であ
る。したがって、以下では、実施例２と同様の構成については、同一の符号を付し、その
説明を省略する。
【００７５】
　図１０に示すように、実施例３における光送信装置３１０は、図７に示した信号光送信
部１１２に代えて、信号光送信部３１２を有する。また、実施例３における光受信装置３
３０は、図７に示したサーキュレータ２３５及び光カプラ２３２に代えて、サーキュレー
タ３３５及び波長分割多重（ＷＤＭ：Wavelength　Division　Multiplexing）カプラ３３
２を有する。また、実施例３における光受信装置３３０は、図７に示した変調部２３４に
代えて、変調部３３４を有する。
【００７６】
　信号光送信部３１２は、光送信装置３１０と光ファイバ１０で接続された光受信装置３
３０へ信号光Ｓ１を送信する。信号光Ｓ１は、主信号光と、信号光送信部３１２に内蔵さ
れた光アンプで発生するＡＳＥ（Amplified　Spontaneous　Emission）光とを含む。ＡＳ
Ｅ光は、主信号光と同一の波長帯域に存在するＡＳＥ光と、主信号光とは異なる波長帯域
に存在するＡＳＥ光とを含む。すなわち、信号光Ｓ１は、主信号光に加えて、主信号光と
は異なる波長帯域に存在するＡＳＥ光を含む。主信号光とは異なる波長帯域に存在するＡ
ＳＥ光は、主信号光とは異なる波長帯域に存在する光成分の一例である。
【００７７】
　サーキュレータ２１３は、信号光送信部３１２から入力される信号光Ｓ１を光コネクタ
１１１へ出力する。また、サーキュレータ２１３は、戻り光として光受信装置３３０から
光送信装置３１０へ戻る変調光Ｓ２が光コネクタ１１１から入力されると、入力された変
調光Ｓ２を分岐し、分岐した変調光Ｓ２を光電変換部１１４へ出力する。
【００７８】
　サーキュレータ３３５は、光コネクタ１３１から入力される信号光Ｓ１をＷＤＭカプラ
３３２へ出力する。また、サーキュレータ３３５は、変調部３３４から入力される変調光
Ｓ２を戻り光として光コネクタ１３１へ出力する。サーキュレータ３３５によって光コネ
クタ１３１へ出力された変調光Ｓ２は、光ファイバ１０を介して光送信装置３１０へ出力
される。サーキュレータ３３５は、変調光Ｓ２を戻り光として光送信装置３１０へ出力す
る出力部の一例である。
【００７９】
　ＷＤＭカプラ３３２は、サーキュレータ３３５から入力される信号光Ｓ１から、主信号
光とは異なる波長帯域に存在するＡＳＥ光を分離し、分離されたＡＳＥ光（以下「分離Ａ
ＳＥ光」という）を変調部３３４へ出力する。また、ＷＤＭカプラ３３２は、分離ＡＳＥ
光を含まない残りの信号光を信号光受信部１３３へ出力する。
【００８０】
　ここで、ＷＤＭカプラ３３２によるＡＳＥ光分離処理の一例を説明する。図１１は、実
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施例３におけるＡＳＥ光分離処理の一例を説明するための図である。
【００８１】
　図１１の左図に示すように、主信号光と、ＡＳＥ光とを含む信号光Ｓ１が、サーキュレ
ータ３３５からＷＤＭカプラ３３２に入力される。すると、ＷＤＭカプラ３３２は、図１
１の右下図に示すように、信号光Ｓ１から、主信号光とは異なる波長帯域に存在するＡＳ
Ｅ光を分離ＡＳＥ光として変調部３３４へ出力する。また、ＷＤＭカプラ３３２は、図１
の右上図に示すように、分離ＡＳＥ光が分離された信号光を信号光受信部１３３へ出力す
る。
【００８２】
　図１０の説明に戻って、信号光受信部１３３は、ＷＤＭカプラ３３２から入力される信
号光を受信し、受信した信号光に所定の信号処理を施す。
【００８３】
　変調部３３４は、光送信装置３１０から送信される信号光Ｓ１の一部を変調する。具体
的には、変調部３３４は、強度変調信号生成器３３４ａ及びＶＯＡ３３４ｂを有する。
【００８４】
　強度変調信号生成器３３４ａは、信号光に強度変調を施すための電気信号である強度変
調信号を生成し、生成した強度変調信号をＶＯＡ３３４ｂへ出力する。なお、強度変調信
号生成器３３４ａによって生成される強度変調信号は、信号光よりも周波数が十分に低い
電気信号であり、かつ、所定の時間間隔で減衰又は増幅を繰り返す電気信号である。
【００８５】
　ＶＯＡ３３４ｂは、強度変調信号生成器３３４ａから入力される強度変調信号を用いて
、ＷＤＭカプラ３３２から入力される分離ＡＳＥ光を強度変調する。具体的には、ＶＯＡ
３３４ｂは、強度変調信号に応じて所定の時間間隔で分離ＡＳＥ光を減衰又は増幅させる
ことによって、分離ＡＳＥ光を強度変調する。そして、ＶＯＡ３３４ｂは、強度変調され
た分離ＡＳＥ光を変調光Ｓ２としてサーキュレータ３３５へ出力する。
【００８６】
　次に、図１２を用いて、実施例３における光送信装置３１０による導通状態判定処理の
一例を説明する。図１２は、実施例３における光送信装置による導通状態判定処理の処理
手順を示すフローチャートである。図１２に示したステップＳ５０２～Ｓ５０９は、図８
に示したステップＳ３０２～Ｓ３０９に相当するので、ここでは、その詳細な説明を省略
する。
【００８７】
　図１２に示すように、光送信装置３１０の信号光送信部３１２は、光送信装置３１０と
光ファイバ１０で接続された光受信装置３３０へ、主信号光と、主信号光とは異なる波長
帯域に存在するＡＳＥ光とを含む信号光Ｓ１を送信する（ステップＳ５０１）。
【００８８】
　次に、図１３を用いて、実施例３における光受信装置３３０による戻り光出力処理の一
例を説明する。図１３は、実施例３における光受信装置による戻り光出力処理の処理手順
を示すフローチャートである。
【００８９】
　図１３に示すように、光受信装置３３０のＷＤＭカプラ３３２は、サーキュレータ３３
５から入力される信号光Ｓ１から、主信号光とは異なる波長帯域に存在するＡＳＥ光を分
離し、分離ＡＳＥ光を変調部３３４へ出力する（ステップＳ６０１）。
【００９０】
　変調部３３４のＶＯＡ３３４ｂは、強度変調信号生成器３３４ａから入力される強度変
調信号を用いて、ＷＤＭカプラ３３２から入力される分離ＡＳＥ光を強度変調する（ステ
ップＳ６０２）。ＶＯＡ３３４ｂは、強度変調された分離ＡＳＥ光を変調光Ｓ２としてサ
ーキュレータ３３５へ出力する。
【００９１】
　サーキュレータ３３５は、変調部３３４から入力される変調光Ｓ２を戻り光として光送
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信装置３１０へ出力する（ステップＳ６０３）。
【００９２】
　上述したように、実施例３に係る光伝送システムにおいて、光受信装置３３０は、主信
号光とは異なる波長帯域に存在するＡＳＥ光を信号光Ｓ１の一部として変調し、ＡＳＥ光
が変調されて得られる変調光Ｓ２を戻り光として光送信装置３１０へ出力する。このため
、実施例３によれば、光ファイバ１０の導通状態を精度良く判定するとともに、信号光に
含まれる主信号光の損失を抑えることが可能となる。
【実施例４】
【００９３】
　次に、図１４を用いて、実施例４に係る光伝送システムについて説明する。図１４は、
実施例４に係る光伝送システムに含まれる光送信装置及び光受信装置の構成例を示す図で
ある。実施例４に係る光伝送システムは、光送信装置が複数の光受信装置のうち自身の接
続先となる光受信装置を判定する点が実施例１に係る光伝送システムと異なるだけであり
、その他の構成は実施例１に係る光伝送システムと同様である。したがって、以下では、
実施例１と同様の構成については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００９４】
　図１４に示すように、実施例４に係る光伝送システムは、光送信装置４１０－１，４１
０－２、及び光受信装置４３０－１，４３０－２を含む。以下では、図１４の実線に示す
ように、光送信装置４１０－１と光受信装置４３０－１とが光ファイバ１０で接続され、
光送信装置４１０－２と光受信装置４３０－２とが光ファイバ１０で接続された場合に、
光伝送システムにおける接続が適切な接続であるものとする。一方、図１４の一点鎖線に
示すように、光送信装置４１０－１と光受信装置４３０－２とが光ファイバ１０で接続さ
れ、光送信装置４１０－２と光受信装置４３０－１とが光ファイバ１０で接続された場合
に、光伝送システムにおける接続が誤接続であるものとする。
【００９５】
　なお、図１４の例では、２つの光送信装置及び２つの光受信装置が示されているが、光
送信装置及び光受信装置の数は２つに限定されない。
【００９６】
　図１４に示すように、実施例４における光送信装置４１０－１，４１０－２の各々は、
図２に示した電圧基準値記憶部１１６及び比較部１１７に代えて、電圧基準値記憶部４１
６及び比較部４１７を有する。また、実施例４における光受信装置４３０－１，４３０－
２の各々は、図２に示した変調部１３４に代えて、変調部４３４を有する。
【００９７】
　光受信装置４３０－１，４３０－２の各々に備えられた変調部４３４は、光送信装置４
１０－１，４１０－２から送信される信号光Ｓ１の一部を変調することによって、光受信
装置ごとに異なる変調光Ｓ２を生成する。例えば、光受信装置４３０－１の変調部４３４
と、光受信装置４３０－２の変調部４３４とは、それぞれ、強度変調信号生成器４３４ａ
にて異なる周波数又はパターンを有する強度変調信号を生成する。そして、光受信装置４
３０－１の変調部４３４と、光受信装置４３０－２の変調部４３４とは、それぞれ、異な
る周波数又はパターンを有する強度変調信号を用いて、光カプラ１３２から入力される分
岐光を強度変調する。これにより、光受信装置ごとに異なる変調光Ｓ２が生成される。
【００９８】
　光受信装置４３０－１，４３０－２の各々に備えられた光カプラ１３２は、光コネクタ
１３１から入力される信号光Ｓ１を分岐し、分岐により得られた一方の信号光を信号光受
信部１３３へ出力する。光受信装置４３０－１，４３０－２の各々に備えられた光カプラ
１３２は、分岐により得られた他方の信号光（以下「分岐光」という）を変調部４３４へ
出力する。また、光受信装置４３０－１，４３０－２の各々に備えられた光カプラ１３２
は、光受信装置４３０－１，４３０－２の各々の接続先となる光送信装置へ、変調部４３
４から入力される、光受信装置ごとに異なる変調光Ｓ２を戻り光として光コネクタ１３１
へ出力する。
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【００９９】
　光送信装置４１０－１，４１０－２の各々に備えられた電圧基準値記憶部４１６は、光
受信装置ごとに異なる電圧基準値を記憶する。
【０１００】
　光送信装置４１０－１，４１０－２の各々に備えられた比較部４１７は、基本的には、
図２に示した比較部１１７と同様の機能を有する。光送信装置４１０－１，４１０－２の
各々に備えられた比較部４１７は、戻り光として光送信装置へ戻る、光受信装置ごとに異
なる変調光Ｓ２を用いて、光受信装置４３０－１，４３０－２のうち自装置の接続先とな
る光受信装置を判定する。すなわち、光送信装置４１０－１，４１０－２の各々に備えら
れた比較部４１７は、電圧基準値記憶部４１６に記憶された、光受信装置ごとに異なる電
圧基準値のうちの一つを選択する。このとき、光送信装置４１０－１，４１０－２の各々
に備えられた比較部４１７は、最大の電圧基準値から最小の電圧基準値へ向かう順序で、
光受信装置ごとに異なる電圧基準値のうちの一つを選択する。そして、光送信装置４１０
－１，４１０－２の各々に備えられた比較部４１７は、変調光電圧抽出部１１５によって
抽出された変調光電圧の値と、選択された電圧基準値とを比較する。そして、光送信装置
４１０－１，４１０－２の各々に備えられた比較部４１７は、変調光電圧の値が電圧基準
値よりも大きい場合には、選択された電圧基準値に対応する光受信装置が接続先であると
判定する。例えば、光送信装置４１０－１に備えられた比較部４１７は、変調光電圧の値
が光受信装置４３０－１に対応する電圧基準値よりも大きい場合には、選択された電圧基
準値に対応する光受信装置４３０－１が接続先であると判定する。一方、光送信装置４１
０－１，４１０－２の各々に備えられた比較部４１７は、変調光電圧の値が電圧基準値以
下である場合には、選択済みの電圧基準値よりも小さい他の電圧基準値を選択し、変調光
電圧の値と、選択された電圧基準値とを比較する。光送信装置４１０－１，４１０－２の
各々に備えられた比較部４１７は、全ての電圧基準値が選択済みである場合に、光ファイ
バ１０が導通していないと判定する。
【０１０１】
　次に、図１５を用いて、実施例４における光送信装置４１０－１による接続先判定処理
の一例を説明する。図１５は、実施例４における光送信装置による接続先判定処理の処理
手順を示すフローチャートである。なお、光送信装置４１０－２による接続先判定処理は
、光送信装置４１０－１による接続先判定処理と同様であるため、ここではその説明を省
略する。
【０１０２】
　図１５に示すように、光送信装置４１０の信号光送信部１１２は、光送信装置４１０と
光ファイバ１０で接続された光受信装置４３０－１へ信号光Ｓ１を送信する（ステップＳ
７０１）。
【０１０３】
　光カプラ１１３は、光受信装置４３０から光送信装置４１０へ戻る戻り光としての変調
光Ｓ２を分岐する（ステップＳ７０２）。光カプラ１１３は、分岐した変調光Ｓ２を光電
変換部１１４へ出力する。
【０１０４】
　光電変換部１１４は、光カプラ１１３から入力される変調光Ｓ２を電気信号に変換する
（ステップＳ７０３）。光電変換部１１４は、電気信号に変換された変調光Ｓ２を変調光
電圧抽出部１１５へ出力する。
【０１０５】
　変調光電圧抽出部１１５は、電気信号に変換された変調光Ｓ２から、当該変調光Ｓ２の
振幅に比例する電圧、すなわち、変調光電圧を抽出する（ステップＳ７０４）。
【０１０６】
　比較部４１７は、電圧基準値記憶部４１６に記憶された、光受信装置ごとに異なる電圧
基準値のうちの一つを選択する（ステップＳ７０５）。このとき、比較部４１７は、最大
の電圧基準値から最小の電圧基準値へ向かう順序で、光受信装置ごとに異なる電圧基準値
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のうちの一つを選択する。比較部４１７は、変調光電圧抽出部１１５によって抽出された
変調光電圧の値と、選択された電圧基準値とを比較する（ステップＳ７０６）。
【０１０７】
　比較部４１７は、変調光電圧の値が電圧基準値よりも大きい場合には（ステップＳ７０
７；Ｙｅｓ）、選択された電圧基準値に対応する光受信装置が接続先であると判定する（
ステップＳ７０８）。
【０１０８】
　一方、比較部４１７は、変調光電圧の値が電圧基準値以下である場合には（ステップＳ
７０７；Ｎｏ）、全ての電圧基準値が選択済みであるか否かを判定する（ステップＳ７０
９）。比較部４１７は、全ての電圧基準値が選択済みでない場合には（ステップＳ７０９
；Ｎｏ）、処理をステップＳ７０５に戻す。
【０１０９】
　一方、比較部４１７は、全ての電圧基準値が選択済みである場合には（ステップＳ７０
９；Ｙｅｓ）、光ファイバ１０が導通していないと判定し、その旨の判定結果を表示部へ
出力する（ステップＳ７１０）。さらに、比較部４１７は、信号光Ｓ１のレベルを低減さ
せる旨を信号光送信部１１２へ指示する。信号光送信部１１２は、比較部４１７からの指
示に基づいて、信号光Ｓ１のレベルを低減させる（ステップＳ７１１）。
【０１１０】
　上述したように、実施例４に係る光伝送システムにおいて、光送信装置は、戻り光とし
て光送信装置へ戻る、光受信装置ごとに異なる変調光Ｓ２を用いて、複数の光受信装置の
うち自身の接続先となる光受信装置を判定する。このため、実施例４によれば、光ファイ
バ１０の導通状態を精度良く判定するとともに、光送信装置と光受信装置との誤接続を精
度良く判定することが可能となる。
【符号の説明】
【０１１１】
１０　光ファイバ
１１０、２１０、３１０、４１０　光送信装置
１１１　光コネクタ
１１２、３１２　信号光送信部
１１３　光カプラ
１１４　光電変換部
１１５　変調光電圧抽出部
１１６、４１６　電圧基準値記憶部
１１７、４１７　比較部
１３０、２３０、３３０、４３０　光受信装置
１３１　光コネクタ
１３２、２３２　光カプラ
１３３　信号光受信部
１３４、２３４、３３４、４３４　変調部
１３４ａ、２３４ａ、３３４ａ、４３４ａ　強度変調信号生成器
１３４ｂ、２３４ｂ、３３４ｂ　ＶＯＡ
１３４ｃ　ミラー
２１３　サーキュレータ
２３５、３３５　サーキュレータ
３３２　ＷＤＭカプラ
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