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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームをミラーで反射させ
、任意の出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、ミラーの角度制御により入出力
ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え方法において、
　前記ミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートから第２の出力ポートに切り替えて
光パス切り替えを行うときに、第１の出力ポートと第２の出力ポートとの間を結ぶ直線上
に他の出力ポートが存在するか否かを判断し、その間に他の出力ポートが存在しない場合
には光ビームの軌跡が直線的に移動するように前記ミラーの反射角を制御し、その間に他
の出力ポートが存在する場合には光ビームの軌跡が当該出力ポートを含む他の出力ポート
を迂回するように前記ミラーの反射角を制御する
　ことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法において、
　前記迂回する出力ポートは、前記光パス切り替えを行う前記第１の出力ポートおよび前
記第２の出力ポートに隣接する出力ポートとする
　ことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法。
【請求項３】
　複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームを当該入力ポートに
対向する第１のミラーおよび第２のミラーによって連続的に反射させ、当該第２のミラー
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に対向する出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、各ミラーの角度制御により入
出力ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え方法において、
　前記第１のミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートに対向する第２のミラーから
第２の出力ポートに対向する第３のミラーに切り替えて第１の出力ポートから第２の出力
ポートに光パス切り替えを行うときに、第２のミラーと第３のミラーとの間を結ぶ直線上
に他の出力ポートに対向するミラーが存在するか否かを判断し、その間に当該ミラーが存
在しない場合には光ビームの軌跡が直線的に移動するように前記第１のミラーの反射角を
制御し、その間に当該ミラーが存在する場合には光ビームの軌跡が当該ミラーを含む他の
ミラーを迂回するように前記第１のミラーの反射角を制御する
　ことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法において、
　前記迂回するミラーは、前記光パス切り替えを行う前記第２のミラーおよび前記第３の
ミラーに隣接するミラーとする
　ことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法。
【請求項５】
　請求項１または請求項３に記載の光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法において
、
　前記ミラーは、ＭＥＭＳ技術により基板上に形成された複数の微小ミラーによって形成
される反射角度可変のミラーアレイの微小ミラーであり、微小ミラーへの電圧印加により
その反射角度を変化させる
　ことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え方法。
【請求項６】
　複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームをミラーで反射させ
、任意の出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、ミラーの角度制御により入出力
ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え制御装置において、
　前記ミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートから第２の出力ポートに切り替えて
光パス切り替えを行うときに、第１の出力ポートと第２の出力ポートとの間を結ぶ直線上
に他の出力ポートが存在するか否かを判断し、その間に他の出力ポートが存在しない場合
には光ビームの軌跡が直線的に移動するように前記ミラーの反射角を制御する第１の出力
ポートと第２の出力ポートの組み合わせと、その間に他の出力ポートが存在する場合には
光ビームの軌跡が当該出力ポートを含む他の出力ポートを迂回するように前記ミラーの反
射角を制御する第１の出力ポートと第２の出力ポートの組み合わせとを記憶する記憶手段
と、
　前記ミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートから第２の出力ポートに切り替えて
光パス切り替えを行うときに、前記ミラーに対して前記記憶手段の記憶に基づいて光ビー
ムの軌跡が直線的に移動するように制御するか、迂回して移動するように制御するかを選
択して制御する制御手段と
　を備えたことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え制御装置。
【請求項７】
　複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームを当該入力ポートに
対向する第１のミラーおよび第２のミラーによって連続的に反射させ、当該第２のミラー
に対向する出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、各ミラーの角度制御により入
出力ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え制御装置において、
　前記第１のミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートに対向する第２のミラーから
第２の出力ポートに対向する第３のミラーに切り替えて第１の出力ポートから第２の出力
ポートに光パス切り替えを行うときに、第２のミラーと第３のミラーとの間を結ぶ直線上
に他の出力ポートに対向するミラーが存在するか否かを判断し、その間に当該ミラーが存
在しない場合には光ビームの軌跡が直線的に移動するように前記第１のミラーの反射角を
制御する第２のミラーと第３のミラーの組み合わせと、その間に当該ミラーが存在する場
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合には光ビームの軌跡が当該ミラーを含む他のミラーを迂回するように前記第１のミラー
の反射角を制御する第２のミラーと第３のミラーの組み合わせとを記憶する記憶手段と、
　前記第１のミラーで反射する光ビームを第２のミラーから第３のミラーに切り替えて光
パス切り替えを行うときに、前記第１のミラーに対して前記記憶手段の記憶に基づいて光
ビームの軌跡が直線的に移動するように制御するか、迂回して移動するように制御するか
を選択して制御する制御手段と
　を備えたことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え制御装置。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の光クロスコネクト装置の光パス切り替え制御装置にお
いて、
　前記ミラーは、ＭＥＭＳ技術により基板上に形成された複数の微小ミラーによって形成
される反射角度可変のミラーアレイの微小ミラーであり、微小ミラーへの電圧印加により
その反射角度を変化させる構成である
　ことを特徴とする光クロスコネクト装置の光パス切り替え制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームをＭＥＭ
Ｓ（Micro Electric Mechanical System) ミラーで反射させ、任意の出力ポートに出力す
る光クロスコネクト装置において、入出力ポート間の光パスを切り替える際に生ずるクロ
ストーク（動的クロストーク）を考慮した光パス切り替え方法および光パス切り替え制御
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図７は、光クロスコネクト装置の第１の構成例を示す。図７において、光クロスコネク
ト装置は、複数のコリメータを２次元に配置した２つのコリメータアレイ１ａ，１ｂと、
複数のミラーを２次元に配置したＭＥＭＳミラーアレイ２を組み合わせた構成である。な
お、入力ポート群を形成するコリメータアレイ１ａには、各コリメータに対応させて複数
の光ファイバを２次元に配置した入力光ファイバアレイが接続される。出力ポート群を形
成するコリメータアレイ１ｂには、各コリメータに対応させて複数の光ファイバを２次元
に配置した出力光ファイバアレイが接続される。
【０００３】
　ＭＥＭＳミラーアレイ２の各ミラーはＭＥＭＳ技術によりその角度が制御され、各ミラ
ーの反射角度によって任意の入出力ポート間の接続（光パスの切り替え）が可能になって
いる。図７(1) の例は、入力ポート１０に対向するＭＥＭＳミラーアレイ２のミラー２１
の角度制御により、光パスを出力ポート１１から出力ポート１２に切り替える状況を示し
ている。
【０００４】
　同様に、図７(2) に示すように、光パスを出力ポート１１から出力ポート１３に切り替
えることも可能であるが、この場合にコリメータアレイ１ｂの端面の光ビームの軌跡が、
出力ポート１１から出力ポート１２を通過して出力ポート１３に移動すると、出力ポート
１２に対するクロストークとなる。このように、隣接しない出力ポートに切り替える場合
（例えば１１から１３）には、他の出力ポートに対するクロストークに注意する必要があ
る。
【０００５】
　図８は、光クロスコネクト装置の第２の構成例を示す。図８において、光クロスコネク
ト装置は、複数のコリメータを２次元に配置した２つのコリメータアレイ１ａ，１ｂと、
複数のミラーを２次元に配置した２つのＭＥＭＳミラーアレイ２ａ，２ｂを組み合わせた
構成である。入力ポート群を形成するコリメータアレイ１ａには、各コリメータに対応さ
せて複数の光ファイバを２次元に配置した入力光ファイバアレイが接続される。出力ポー
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ト群を形成するコリメータアレイ１ｂには、各コリメータに対応させて複数の光ファイバ
を２次元に配置した出力光ファイバアレイが接続される。
【０００６】
　ＭＥＭＳミラーアレイ２ａ，２ｂの各ミラーはＭＥＭＳ技術によりその角度が制御され
、反射させる各ミラーの組み合わせによって任意の入出力ポート間の接続（光パスの切り
替え）が可能になっている。図８(1) の例は、入力ポートに対向するＭＥＭＳミラーアレ
イ２ａのミラーａ１を角度制御し、ＭＥＭＳミラーアレイ２ｂで反射させるミラーをミラ
ーｂ１からミラーｂ２に切り替えることにより、光パスを出力ポート１１から出力ポート
１２に切り替える状況を示している。なお、光クロスコネクト装置の第２の構成例は、２
つのＭＥＭＳミラーアレイ２ａ，２ｂを用い、ＭＥＭＳミラーアレイ２ｂのミラーｂ１と
出力ポート１１が対向し、ミラーｂ２と出力ポート１２が対向するので、出力ポートに対
する光ビームの入射角を０にできる点が第１の構成例に対するメリットである。
【０００７】
　同様に、図８(2) に示すように、光パスを出力ポート１１から出力ポート１３に切り替
えることも可能であるが、この場合にＭＥＭＳミラーアレイ２ｂの端面の光ビームの軌跡
がミラーｂ１からミラーｂ２を通過してミラーｂ３に移動すると、ミラーｂ１，ｂ３とは
独立に角度制御されているミラーｂ２で反射した光ビームが出力ポート１２や他の出力ポ
ート１４などにクロストークとなることがある。このように、隣接しない出力ポートに切
り替える場合（例えば１１から１３）には、他の出力ポートに対するクロストークに注意
する必要がある。
【０００８】
　なお、図では光ビームを線として表しているが、光ビームは所定の広がり（例えばガウ
ス分布）をもっており、例えばミラーｂ２で反射した光ビームの中心部は出力ポート１４
に結合しても、光ビームの中心部から離れた裾野部分が出力ポート１２に結合する状況が
考えられる。この場合、ミラーｂ２から出力ポート１２に結合する光量は小さくても、入
射角が０であるので大きなクロストークとなる。したがって、光パス切り替えによる光ビ
ームの軌跡がミラーｂ１からミラーｂ３に移動する際に、それに隣接するミラーｂ２を通
過しない方が好ましい。
【０００９】
　一般に、空間光学系によって構成された図７，８に示す光クロスコネクト装置では、入
出力ポート間のクロストークが非常に低い値とされているが、これは光パス切り替え時を
除いた静的クロストークを意味している。上記のように、光パス切り替え時に光ビームが
他の出力ポートに出力される現象は動的クロストークと呼ばれ、時間的には光パス切り替
え時の一瞬であっても静的クロストークに比べて非常に大きな値を示し、光信号品質の劣
化を招く要因になっていた。このような動的クロストークが静的クロストークよりも大幅
に増大することによってもたらされる光信号品質の劣化に対して、従来は符号誤り訂正に
よって改善しようとする提案がなされている（非特許文献１）。
【非特許文献１】Electronics Letters, Vol.39, No.8, pp.678-679, 2003
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、符号誤り訂正は本来、伝送路中での信号品質劣化を補償するために用いられ
ているが、符号誤り訂正を光クロスコネクト装置の動的クロストークによる信号品質劣化
の補償に用いるには符号誤り訂正能力の一部を分割することになる。一方、伝送路中の信
号品質劣化は定常的なものであるのに対して、動的クロストークによる信号品質劣化は光
パス切り替え時のみに起こる過渡的なものであるので、そのために符号誤り訂正能力を分
割するのは効率的とは言えない。
【００１１】
　本発明は、簡単かつ安定な構成により、光クロスコネクト装置の光パス切り替え時に生
ずる動的クロストークによる信号品質劣化を低減することができる光クロスコネクト装置
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の光パス切り替え方法および光パス切り替え制御装置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】
【００１２】
　第１の発明は、複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームをミ
ラーで反射させ、任意の出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、ミラーの角度制
御により入出力ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え方法において、ミラーで反
射する光ビームを第１の出力ポートから第２の出力ポートに切り替えて光パス切り替えを
行うときに、第１の出力ポートと第２の出力ポートとの間を結ぶ直線上に他の出力ポート
が存在するか否かを判断し、その間に他の出力ポートが存在しない場合には光ビームの軌
跡が直線的に移動するようにミラーの反射角を制御し、その間に他の出力ポートが存在す
る場合には光ビームの軌跡が当該出力ポートを含む他の出力ポートを迂回するようにミラ
ーの反射角を制御する。
【００１３】
　ここで、迂回する出力ポートは、光パス切り替えを行う第１の出力ポートおよび第２の
出力ポートに隣接する出力ポートとしてもよい。
【００１４】
　第２の発明は、複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームを当
該入力ポートに対向する第１のミラーおよび第２のミラーによって連続的に反射させ、当
該第２のミラーに対向する出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、各ミラーの角
度制御により入出力ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え方法において、第１の
ミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートに対向する第２のミラーから第２の出力ポ
ートに対向する第３のミラーに切り替えて第１の出力ポートから第２の出力ポートに光パ
ス切り替えを行うときに、第２のミラーと第３のミラーとの間を結ぶ直線上に他の出力ポ
ートに対向するミラーが存在するか否かを判断し、その間に当該ミラーが存在しない場合
には光ビームの軌跡が直線的に移動するように第１のミラーの反射角を制御し、その間に
当該ミラーが存在する場合には光ビームの軌跡が当該ミラーを含む他のミラーを迂回する
ように第１のミラーの反射角を制御する。
【００１５】
　ここで、迂回するミラーは、光パス切り替えを行う第２のミラーおよび第３のミラーに
隣接するミラーとしてもよい。
【００１６】
　また、第１の発明および第２の発明において、ミラーは、ＭＥＭＳ技術により基板上に
形成された複数の微小ミラーによって形成される反射角度可変のミラーアレイの微小ミラ
ーであり、微小ミラーへの電圧印加によりその反射角度を変化させる。
【００１７】
　第３の発明は、複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームをミ
ラーで反射させ、任意の出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、ミラーの角度制
御により入出力ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え制御装置において、ミラー
で反射する光ビームを第１の出力ポートから第２の出力ポートに切り替えて光パス切り替
えを行うときに、第１の出力ポートと第２の出力ポートとの間を結ぶ直線上に他の出力ポ
ートが存在するか否かを判断し、その間に他の出力ポートが存在しない場合には光ビーム
の軌跡が直線的に移動するようにミラーの反射角を制御する第１の出力ポートと第２の出
力ポートの組み合わせと、その間に他の出力ポートが存在する場合には光ビームの軌跡が
当該出力ポートを含む他の出力ポートを迂回するようにミラーの反射角を制御する第１の
出力ポートと第２の出力ポートの組み合わせとを記憶する記憶手段と、ミラーで反射する
光ビームを第１の出力ポートから第２の出力ポートに切り替えて光パス切り替えを行うと
きに、ミラーに対して記憶手段の記憶に基づいて光ビームの軌跡が直線的に移動するよう
に制御するか、迂回して移動するように制御するかを選択して制御する制御手段とを備え
る。
【００１８】
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　第４の発明は、複数の入出力ポート間で、任意の入力ポートから入力した光ビームを当
該入力ポートに対向する第１のミラーおよび第２のミラーによって連続的に反射させ、当
該第２のミラーに対向する出力ポートに出力する光クロスコネクト装置で、各ミラーの角
度制御により入出力ポート間の光パスを切り替える光パス切り替え制御装置において、第
１のミラーで反射する光ビームを第１の出力ポートに対向する第２のミラーから第２の出
力ポートに対向する第３のミラーに切り替えて第１の出力ポートから第２の出力ポートに
光パス切り替えを行うときに、第２のミラーと第３のミラーとの間を結ぶ直線上に他の出
力ポートに対向するミラーが存在するか否かを判断し、その間に当該ミラーが存在しない
場合には光ビームの軌跡が直線的に移動するように第１のミラーの反射角を制御する第２
のミラーと第３のミラーの組み合わせと、その間に当該ミラーが存在する場合には光ビー
ムの軌跡が当該ミラーを含む他のミラーを迂回するように第１のミラーの反射角を制御す
る第２のミラーと第３のミラーの組み合わせとを記憶する記憶手段と、第１のミラーで反
射する光ビームを第２のミラーから第３のミラーに切り替えて光パス切り替えを行うとき
に、第１のミラーに対して記憶手段の記憶に基づいて光ビームの軌跡が直線的に移動する
ように制御するか、迂回して移動するように制御するかを選択して制御する制御手段とを
備える。
【００１９】
　ここで、第３の発明および第４の発明において、ミラーは、ＭＥＭＳ技術により基板上
に形成された複数の微小ミラーによって形成される反射角度可変のミラーアレイの微小ミ
ラーであり、微小ミラーへの電圧印加によりその反射角度を変化させる構成である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明による光パス切り替え方法および光パス切り替え制御装置では、付加的設備を用
いることなく簡単かつ経済的な構成により光パス切り替え時の光ビームの軌跡を制御し、
光パス切り替え時に発生する動的クロストークを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は、本発明の光パス切り替え方法の実施形態の処理手順を示す。図２は、本発明の
実施形態における第１の処理例を示す。図２は、図７に示す光クロスコネクト装置で出力
ポート群を形成するコリメータアレイ１ｂの平面配置、あるいは図８に示す光クロスコネ
クト装置の各出力ポートに対向するＭＥＭＳミラーアレイ２ｂの平面配置をイメージして
いるが、ここではＭＥＭＳミラーアレイ２ｂの平面配置を例に、格子点が各ミラーの位置
を表すものとして説明する。また、本実施形態では、図８に示すＭＥＭＳミラーアレイ２
ａのミラーａ１で反射した光ビームを、ＭＥＭＳミラーアレイ２ｂのミラーｂ１（出力ポ
ート１１に対向）からミラーｂ３（出力ポート１３に対向）に切り替えるような場合を想
定しているが、ここでは一般化して第１のミラーアレイのミラーで反射した光ビームを、
第２のミラーアレイで各出力ポートに対向するミラーｂ１からミラーｂ３に切り替えるも
のとして説明する。
【００２２】
　図１および図２において、まず、ミラーｂ１とミラーｂ３との間を結ぶ直線上に他の出
力ポートに対向するミラーが存在するか否かを判断する（Ｓ１）。ミラーｂ１とミラーｂ
３との間に当該ミラーが存在しない場合（図２(1),(2))には、光ビームの軌跡がミラーｂ
１からミラーｂ３に直線的に移動するように、第１のミラーアレイのミラーの反射角を制
御する（Ｓ２）。この場合には、ミラーｂ１とミラーｂ３との間に他のミラーが存在しな
い（図では格子点を通過しない）ので、直接的な動的クロストークの発生を回避できる。
一方、ミラーｂ１とミラーｂ３との間に当該ミラーが存在する場合（図２(3),(4))には、
光ビームの軌跡が当該ミラーを含む他のミラーを迂回するように、第１のミラーアレイの
ミラーの反射角を制御する（Ｓ３）。
【００２３】
　ここで、光ビームが迂回する軌跡は、図２(3),(4) に示すように折り返し点ｃを決め、
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ミラーｂ１から折り返し点ｃ、折り返し点ｃからミラーｂ３までをそれぞれ直線的に移動
させる。折り返し点ｃは、ミラーｂ１と折り返し点ｃとの間、折り返し点ｃとミラーｂ３
との間に他のミラーが存在しない（図では格子点を通過しない）ように決定する。具体的
には、ミラーｂ１，ｂ３から他の全てのミラー（図では格子点）とを結ぶ直線を予め計算
して求め、各直線上にない点を折り返し点ｃとすればよい。あるいは、ミラーｂ１，ｂ３
に隣接するミラーに限定し、ミラーｂ１，ｂ３から隣接するミラーとを結ぶ直線を予め計
算して求め、各直線上にない点を折り返し点ｃとしてもよい。また、適当な折り返し点ｃ
が見つからない場合には、計算対象とする隣接するミラーの範囲を適当に設定してもよい
。
【００２４】
　図３は、本発明の実施形態における第２の処理例を示す。ここでは、ミラーｂ１の座標
を（０，０）、ミラーｂ３の座標を（ｎ，ｍ）とし、光ビームの軌跡が楕円軌道になるよ
うに設定する。楕円軌道の傾きθは、
　　θ＝ tan-1(ｍ／ｎ）
と表され、楕円パラメータをａ，ｂとすると、座標（０，０）、（ｎ，ｍ）を通る楕円軌
道は、
　 (ｘcosθ＋ｙsinθ－ｘ0)

2／ａ2＋(ｙcosθ－ｘsinθ－ｙ0)
2／ｂ2 ＝１

　　ｘ0 ＝(ｎ2＋ｍ2)1/2／２
　　ｙ0 ＝±ｂ(１－(ｎ2＋ｍ2)／４ａ2)1/2 

と表される。
【００２５】
　この式のｘおよびｙにミラーｂ１，ｂ３以外の各ミラー（図では格子点）の座標を代入
することにより、楕円パラメータａ，ｂの関係式が求まり、各ミラーの数だけ楕円パラメ
ータａ，ｂのセット群が得られる。次に、得られた楕円パラメータａ，ｂのセット群以外
の楕円パラメータａ，ｂを選択する。その一例が図３に示すミラーｂ１からミラーｂ３に
向かう楕円軌道である。図３に示すように、ミラーｂ１とミラーｂ３との間に他のミラー
が存在する場合には、移動する光ビームの軌跡が当該ミラーを含む他のミラーを迂回する
楕円軌道を描くように、第１のミラーアレイのミラーの反射角を制御する。
【００２６】
　なお、ここでは楕円軌道を例示したが、ａ＝ｂとすることにより円軌道としてもよく、
また計算が容易な他の形状の軌道（例えば放物線など）を用いてもよい。
【００２７】
　このようなアルゴリズムに基づき、光パス切り替えに光ビームを直線的に移動可能なミ
ラーの組み合わせと、折り返し点ｃに迂回させる、あるいは楕円軌道を描いて迂回させる
ミラーの組み合わせを計算してメモリに記録しておく。そして、光パス切り替え時に、対
応するミラーの組み合わせに応じて光ビームが折り返し点ｃに迂回するように、あるいは
楕円軌道を描いて迂回するように、第１のミラーアレイの各ミラーの反射角を制御する。
【００２８】
　なお、図７に示す光クロスコネクト装置の場合には、以上の説明における第２のミラー
アレイの各ミラーをコリメータアレイ１ｂの各出力ポートに対応させればよい。
【００２９】
　本発明の光パス切り替え制御装置は、光パス切り替えに伴うＭＥＭＳミラーアレイの各
ミラーの制御を行う際に、切り替え元のミラーから切り替え先のミラーに対する光ビーム
の軌跡が他のミラー（切り替え元の出力ポートから切り替え先の出力ポートに対する光ビ
ームの軌跡が他の出力ポート）を通過しないように、上記のアルゴリズムに基づく計算結
果を記録するメモリおよびミラーの角度制御手段を含む構成である。
【００３０】
　図４は、本発明による動的クロストーク低減効果の確認実験を行う動的クロストークの
測定系を示す。図７または図８に示すような光クロスコネクト装置５１は、光パス切り替
え制御部５２の制御により、入力ポート１０と出力ポート１１，１２，１３との間の光パ
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出力ポート１１から出力ポート１３への光パス切り替えを指示したときに、出力ポート１
２で観測される動的クロストークを光検出器５４で測定する。
【００３１】
　図５は、従来の単純な直線的軌道によって光パス切り替えを行った場合の動的クロスト
ークの測定結果を示す。10ｍｓ以上の経過後には－60ｄＢ以上の静的クロストークレベル
になっているが、瞬間的には－40ｄＢ程度の最大クロストークが生ずることがわかる。
【００３２】
　図６は、本発明の光ビーム軌道制御によって光パス切り替えを行った場合の動的クロス
トークの測定結果を示す。10ｍｓ以上の経過後には従来と同様に－60ｄＢ以上の静的クロ
ストークレベルになっているが、瞬間的な最大クロストークは－55ｄＢ程度まで減少して
おり、本発明の効果が明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の光パス切り替え方法の実施形態の処理手順を示すフローチャート。
【図２】本発明の実施形態における第１の処理例を示す図。
【図３】本発明の実施形態における第２の処理例を示す図。
【図４】動的クロストーク特性の測定系を示す図。
【図５】従来方式による動的クロストーク測定結果を示す図。
【図６】本発明による動的クロストーク測定結果を示す図。
【図７】光クロスコネクト装置の第１の構成例を示す図。
【図８】光クロスコネクト装置の第２の構成例を示す図。
【符号の説明】
【００３４】
　１ａ，１ｂ　コリメータアレイ
　２，２ａ，２ｂ　ＭＥＭＳミラーアレイ
　１０　入力ポート
　１１，１２，１３，１４　出力ポート
　２１，ａ１，ｂ１，ｂ２，ｂ３　ミラー
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