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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センタに接続された光伝送路に加入者宅側の外部ノードを接続するための加入者宅側光
回線終端装置であって、
　前記光伝送路に接続されて光電気変換、逆光電気変換を行う光トランシーバ部と、
　前記光トランシーバ部の電気信号入出力端に接続される光回線終端装置機能部と、
　前記光回線終端装置機能部のパラレル信号端に接続されてシリアル・パラレル変換、逆
シリアル・パラレル変換を行うシリアル／パラレル変換部と、
　前記シリアル／パラレル変換部のシリアル信号端に接続されるマルチソースアグリーメ
ントインタフェースモジュールと、
　前記光回線終端装置機能部で前記センタからの光信号検出、前記センタとのＰＯＮリン
ク確立、及び前記センタによる認証の通信条件のうち少なくとも１つの成立を判定して出
力される表示要求信号を入力すると所定の表示を行う表示手段と、
　前記光トランシーバ部と前記光回線終端装置機能部と前記シリアル／パラレル変換部と
前記マルチソースアグリーメントインタフェースモジュールと前記表示手段とを収納する
筐体と、を備え、
　前記筐体に前記表示手段を視認するための視認部が設けられている
ことを特徴とする加入者宅側光回線終端装置。
【請求項２】
　前記筐体は、前記外部ノードの所定のスロットに挿入される挿入部と外部に露出して光
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コネクタを備える露出部とで構成され、
　前記視認部が前記露出部に設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項３】
　前記視認部は、前記光コネクタ側から視認可能に前記露出部の内壁に設けられた１つ以
上の通光溝である
ことを特徴とする請求項２に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項４】
　前記視認部は、前記露出部の側面に設けられた１つ以上の貫通孔である
ことを特徴とする請求項２に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項５】
　前記視認部は、前記露出部の上面に設けられた１つ以上の貫通孔である
ことを特徴とする請求項２に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、前記光回線終端装置機能部と同じ基板上に載置された１つ以上のラン
プ表示である
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記光回線終端装置機能部と電気的に接続された別の基板上に載置さ
れた１つ以上のランプ表示である
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項８】
　前記マルチソースアグリーメントインタフェースモジュールは、ＳＦＰモジュールであ
る
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項９】
　前記視認部は、前記筺体に２以上設けられている
ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の加入者宅側光回線終端装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加入者宅側光回線終端装置及び光伝送システムに関し、より詳しくは、光伝
送路の加入者宅側の終端に取り付けられるマルチソースアグリーメントインタフェースモ
ジュールあるいは独自インタフェースモジュールを備えた光回線終端装置、及びこの装置
を備えた光伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ等の光ネットワークでは、下記の特許文献１に記載されているよ
うに、センタに接続される光伝送路を受動型スプリッタにより分岐して複数の加入者宅ま
で敷設するＰＯＮ(Passive Optical Network)型の光伝送システムが使用されている。こ
のような光伝送システムは、ＰＤＳ(Passive Double Star)とも呼ばれる。
【０００３】
　ＰＯＮ型の光伝送システムでは、図１９に示すように、センタの光回線終端装置（ＯＬ
Ｔ：Optical Line Termination）９０１からユーザ側に引き出される光ファイバ９０２に
スプリッタ９０３が接続され、スプリッタ９０３により分岐された複数の光伝送路である
光ファイバ９０４－１、…、９０４－ｎ（ｎ：自然数。以下では、単に光ファイバ９０４
と記す。）には、加入者宅の光回線終端装置（ＯＮＵ：Optical Network Unit）９０５－
１、…、９０５－ｎ（以下では、単にＯＮＵ９０５と記す。）が接続される。
【０００４】
　ＯＮＵ９０５は、光トランシーバ部９１０とＯＮＵ機能部９２０とＰＨＹ（物理層）／
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トランス部９３０とを備えており、加入者宅の屋内に設置して利用される。センタ側接続
部として、光トランシーバ部９１０に光コネクタ９１０ａが設けられており、屋外から屋
内に引き込まれた光ファイバ９０４が光コネクタ９１０ａに接続される。
【０００５】
　一方、ＯＮＵ９０５の端末機器等との接続側では、１０ＢＡＳＥ－ＴＸ、１００ＢＡＳ
Ｅ－ＴＸ、あるいは１０００ＢＡＳＥ－ＴＸといったイーサネット（登録商標）インタフ
ェースであるＰＨＹ／トランス部９３０にＬＡＮコネクタ９３３が設けられ、これに例え
ばＬＡＮケーブル９３４が接続される。このＬＡＮケーブル９３４には、ルータまたはス
イッチングハブ等のＬＡＮ機器（外部ノード）９５０が接続される。あるいは、ＬＡＮケ
ーブル９３４にコンピュータ等の端末機器９６０を直接接続してもよい。ＬＡＮ機器９５
０が接続された場合には、これにさらにコンピュータやプリンタ等の端末機器９６０が接
続される。
【０００６】
　次に、ＯＮＵ９０５の詳細なブロック図を図２０に示す。ＯＮＵ機能部９２０は、ＯＮ
Ｕ用ＬＳＩ９２１とフラッシュメモリ９２２と同期式スタティックＲＡＭ(同期式ＳＲＡ
Ｍ)９２３とを備えており、ＯＮＵ用ＬＳＩ９２１が光トランシーバ部９１０に接続され
ている。
【０００７】
また、イーサネット（登録商標）インタフェースであるＰＨＹ／トランス部９３０は、物
理層（ＰＨＹ：Physical Layer）９３１とトランス９３２とＬＡＮコネクタ９３３とを備
えている。ＰＨＹ９３１がＯＮＵ用ＬＳＩ９２１のメディア非従属型インタフェース（Ｍ
ＩＩ：Media Independent Interface）（図示せず）に接続され、トランス９３２がＰＨ
Ｙ９３１に接続され、さらにＬＡＮコネクタ９３３がトランス９３２に接続されている。
さらに、ＯＮＵ９０５の内部で使用される電源として、電源コネクタ９４１と電源回路９
４２とが備えられており、電源回路９４２から各構成部に電源が供給されている。
【０００８】
このように、従来のＯＮＵ９０５は、一般的なＬＡＮケーブルとの接続インタフェースや
ＡＣ１００Ｖ商用電源インタフェース、光ファイバーインタフェース、光ファイバー収容
部を有する構造としているのが一般的である。従来のＯＮＵ９０５の一般的なボード構成
の一例を図２１に示す。また、ＯＮＵ９０５の外観の寸法の一例を図２２に示す。従来の
ＯＮＵ９０５は、１枚の基板モジュール（ボード）上に上記の各構成部が全て配置されて
おり、光トランシーバ部９１０は本体の光トランシーバモジュール９１０ｂと光コネクタ
９１０ａとが光ファイバコード９１０ｃで接続された構造となっている。このように従来
のＯＮＵでは、上述のような機能部を、１枚のボード上に全て配置しているため、図２２
に示すように、ＯＮＵ９０５は単体の筐体で構成された比較的大きな装置となっている。
【０００９】
従来のＯＮＵ９０５にＬＡＮ機器９５０を接続した一例を図２３、２４に示す。図２３で
は、小型ブロードバンドルータ等のＬＡＮ機器９５０が、ＬＡＮケーブル９３４を介して
ＯＮＵ９０５に接続された例を示しており、図２４では、中、小型Ｌ２、Ｌ３スイッチ機
器あるいはルータ等のＬＡＮ機器９５０が、やはりＬＡＮケーブル９３４を介してＯＮＵ
９０５に接続された例を示している。ともに、ＯＮＵ９０５には光ケーブル９０４、ＬＡ
Ｎケーブル９３４、及びＡＣアダプタ９４４を備えた電源ケーブル９４３が接続されてい
る。
【００１０】
　ＯＮＵ機能部９２０は、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠してＯＬＴ９０１及び外部ノー
ド９５０への媒体アクセス制御を行う機能を有している。国際標準化機構(ＩＳＯ)制定の
ＯＳＩ(Open Systems Interconnection)参照モデルに基づいて分類すると、光トランシー
バ部９１０及びＰＨＹ／トランス部９３０が物理層（以下ではＬ１層という）となり、Ｏ
ＮＵ機能部９２０がデータリンク層（以下ではＬ２層という）となっている。図２０に示
したＯＮＵ９０５のブロック図を、ＯＳＩ参照モデルのレイヤ毎のブロック図に書き改め
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ると、図２５のように表わされる。同図に示すように、ＯＮＵ９０５はＬ１層の構成部と
Ｌ２層の構成部を備えており、これらが１枚のボード上に配置されている。
【００１１】
ＯＮＵ９０５にＬＡＮケーブル９３４を介して外部ノード９５０が接続された一例を、図
３５に示す。図３５は、ＯＮＵ９０５及び外部ノード９５０の斜視図である。ＯＮＵ９０
５側と外部ノード９５０側との間で通信が確立すると、外部ノード９５０に設けられたＬ
ＥＤ９５０ａが点灯する。すなわち、従来のスイッチ等の外部ノードには、ＯＮＵを介し
てセンタのＯＬＴとの間で通信が確立されたことを通知するためのＬＥＤが設けられてお
り、通信が確立されるとこれを点灯させるようにしている。また、図３５に示すような卓
上型のＯＮＵ９０５にはＬＥＤ９０５ａが設けられており、ＯＬＴ９０１との通信が確立
するとこれを点灯させることで、通信可能状態であることを表示するようにしている。
【特許文献１】特開平９－２１４５４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
しかしながら、上記従来の加入者宅側光回線終端装置（ＯＮＵ）及びこれを用いた光伝送
システムでは、以下のような問題があった。従来の一般的なＯＮＵは、内部でＬ１層とＬ
２層とが１枚のボード上に複雑に接続されているため、必要なボード面積が大きくなって
小型化を図るのが困難であった。そのため、図２２に示したように、比較的大きな筐体の
単体機器として用いられており、これに光ファイバやＬＡＮケーブル等を介して他の機器
を接続していた。そのため、ＯＮＵの設置には比較的大きなスペースが必要となり、また
ケーブル等が増えて煩雑になるといった問題があった。
【００１３】
また、従来のＯＮＵに複数台のパソコン等の端末機器を接続するためには、まずＯＮＵを
光伝送路の終端に接続し、次にＯＮＵとルータ又はスイッチングハブ等のＬＡＮ機器との
間をＬＡＮケーブルで接続し、さらにＬＡＮ機器と各端末機器との間を別のＬＡＮケーブ
ルで接続するといった煩わしさがあった。これに加えて、ＯＮＵに電源を供給するための
電源機器（ＡＣアダプタ等）の設置や電源ケーブルの引き回し等も必要となり、その結果
、図２３及び図２４に例示したように、ＯＮＵと端末機器との間には複数の機器やケーブ
ルが介在していた。
【００１４】
このように、従来のＯＮＵではその設置スペース及び配線スペースを広く確保しなければ
ならないといった問題があった。また、ＯＮＵ用の電源機器や電源ケーブルといった外付
けの機器を用いていることから、構成機器全体の信頼性が低下してしまうといった問題も
あった。さらに、ＡＣアダプタを用いた給電のため消費電力も約６～７Ｗ程度と大きな値
となり、コスト高の問題もあり、また昨今のＦＴＴＨ加入者数の増加を考えると省エネの
観点からも望ましくないといった問題があった。
【００１５】
　そこで、本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、小型化を図っ
て光伝送路と複数の端末機器との接続を容易にするとともに、専用の電源機器及びケーブ
ルを不要にして高信頼化、省スペース化、及び低消費電力化を図ることができる加入者宅
側光回線終端装置、及びこれを備えた光伝送システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の第１の態様は、センタに接続された光伝送路に加
入者宅側の外部ノードを接続するための加入者宅側光回線終端装置であって、前記光伝送
路に接続されて光電気変換、逆光電気変換を行う光トランシーバ部と、前記光トランシー
バ部の電気信号入出力端に接続される光回線終端装置機能部と、前記光回線終端装置機能
部のパラレル信号端に接続されてシリアル・パラレル変換、逆シリアル・パラレル変換を
行うシリアル／パラレル変換部と、前記シリアル／パラレル変換部のシリアル信号端に接
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続されるマルチソースアグリーメントインタフェースモジュールと、前記光回線終端装置
機能部で前記センタからの光信号検出、前記センタとのＰＯＮリンク確立、及び前記セン
タによる認証の通信条件のうち少なくとも１つの成立を判定して出力される表示要求信号
を入力すると所定の表示を行う表示手段と、前記光トランシーバ部と前記光回線終端装置
機能部と前記シリアル／パラレル変換部と前記マルチソースアグリーメントインタフェー
スモジュールと前記表示手段とを収納する筐体と、を備え、前記筐体に前記表示手段を視
認するための視認部が設けられていることを特徴とする。
【００２４】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記筐体は、前記外部ノードの所定の
スロットに挿入される挿入部と外部に露出して光コネクタを備える露出部とで構成され、
前記視認部が前記露出部に設けられていることを特徴とする。
【００２５】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記視認部は、前記光コネクタ側から
視認可能に前記露出部の内壁に設けられた１つ以上の通光溝であることを特徴とする。
【００２６】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記視認部は、前記露出部の側面に設
けられた１つ以上の貫通孔であることを特徴とする。
【００２７】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記視認部は、前記露出部の上面に設
けられた１つ以上の貫通孔であることを特徴とする。
【００２８】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記表示手段は、前記光回線終端装置
機能部と同じ基板上に載置された１つ以上のランプ表示であることを特徴とする。
【００２９】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記表示手段は、前記光回線終端装置
機能部と電気的に接続された別の基板上に載置された１つ以上のランプ表示であることを
特徴とする。
【００３０】
本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記マルチソースアグリーメントイン
タフェースモジュールは、ＳＦＰモジュールであることを特徴とする。
【００３１】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記視認部は、前記筺体に２以上設
けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置によれば、ＳＦＰ規格の加入者宅側光回線終端装置
に通信状態を通知するための表示手段を備えるようにしたことにより、ＯＬＴとの間で通
信の異常を容易に知ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明のＯＮＵの基板モジュールの構成を示す模式図である。
【図２】第１の実施形態に係るＰＯＮ型の光伝送システムを示す構成図である。
【図３】第１の実施形態のＯＮＵの詳細な構成を示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態の光トランシーバ部の詳細構成図である。
【図５】第１の実施形態のＯＮＵ用ＬＳＩの詳細構成図である。
【図６】Ｌ３イーサネット（登録商標）スイッチの構成図である。
【図７】第１の実施形態のＯＮＵの各構成部を、メインボードとサブボードとにグループ
分けする一例を示すブロック図である。
【図８】第１の実施形態のメインボードの構成図である。
【図９】第１の実施形態のサブボードの構成図である。
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【図１０】第１の実施形態のメインボードとサブボードとを立体的に配置した斜視図であ
る。
【図１１】第１の実施形態のＳＦＰ筐体の斜視図である。
【図１２】第２の実施形態のＯＮＵの各構成部を、メインボードとサブボードとにグルー
プ分けする一例を示すブロック図である。
【図１３】第２の実施形態のメインボードの構成図である。
【図１４】第２の実施形態のサブボードの構成図である。
【図１５】第２の実施形態のメインボードとサブボードとを立体的に配置した斜視図であ
る。
【図１６】第２の実施形態のＳＦＰ筐体の斜視図である。
【図１７】第１または第２の実施形態のＯＮＵを外部ノードに差し込んだ一例を示す斜視
図である。
【図１８】第１または第２の実施形態のＯＮＵを外部ノードに差し込んだ別の一例を示す
斜視図である。
【図１９】従来のＰＯＮ型の光伝送システムを示す構成図である。
【図２０】従来のＯＮＵの詳細ブロック図である。
【図２１】従来のＯＮＵの一般的なボード構成の一例を示す構成図である。
【図２２】従来のＯＮＵの外観寸法の一例を示す斜視図である。
【図２３】従来のＯＮＵにＬＡＮ機器を接続した一例を示す斜視図である。
【図２４】従来のＯＮＵにＬＡＮ機器を接続した別の一例を示す斜視図である。
【図２５】従来のＯＮＵをＯＳＩ参照モデルのレイヤ毎に分類したブロック図である。
【図２６】第３の実施形態の加入者宅側光回線終端装置の外観を示す斜視図である。
【図２７】第３の実施形態の加入者宅側光回線終端装置の概略の機能構成を示すブロック
図である。
【図２８】第３の実施形態の加入者宅側光回線終端装置が用いられるＰＯＮ型光伝送シス
テムの一例を示す構成図である。
【図２９】ＯＮＵ機能部の詳細な構成の一例を示すブロック図である。
【図３０】第３の実施形態の加入者宅側光回線終端装置を外部ノードのＭＳＡインタフェ
ーススロットに挿入した一例を示す斜視図である。
【図３１】第３の実施形態の加入者宅側光回線終端装置の寸法の一例を示す斜視図である
。
【図３２】第４の実施形態の加入者宅側光回線終端装置の外観を示す斜視図である。
【図３３】第５の実施形態の加入者宅側光回線終端装置の外観を示す斜視図である。
【図３４】第６の実施形態の加入者宅側光回線終端装置の外観を示す斜視図である。
【図３５】従来のＯＮＵと外部ノードの斜視図である。
【符号の説明】
【００３７】
１     　光伝送システム
１０　　ＰＯＮインタフェースカード
１１　　ＯＬＴ
１２　　認証機能部
２０、４０　　光ファイバ
３０　　スプリッタ
５０　　ＯＮＵ
６０　　外部ノード
６０ａ　　ＭＳＡインタフェーススロット
６１　　外部ノードＭＡＣ部
６２　　ＬＥＤ
７０　　端末機器
８０　　ＬＡＮケーブル
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１０１　　ＰＯＮインタフェースカード
１０１ａ、９０１　　ＯＬＴ
１０５、９０５　　ＯＮＵ
１０６　　外部ノード
１０６ａ　　ＳＦＰ・Ｉ／Ｆスロット
１０７　　端末機器
１１０、９１０　　光トランシーバ部
１１１　　光コネクタ部
１１４　　ＴＩＡ
１１５　　ＬＩＭ　ＡＭＰ
１１８　　ＯＳＡ
１２０、９２０　　ＯＮＵ機能部
１２１、９２１　　ＯＮＵ用ＬＳＩ
１３０　　シリアル／パラレル変換部
１４０　　ＳＦＰ・Ｉ／Ｆ
１５０、９４２　　電源回路
１６１、２６１　　メインボード
１６２、２６２　　サブボード
１６３　　ＳＦＰ筐体
１６４、２６４　　ＳＣコネクタ部
４００、５００、６００、７００　　ＯＮＵ
４１０　　光トランシーバ部
４１１　　光コネクタ部
４２０　　ＯＮＵ機能部
４２１　　第１ＭＡＣ部
４２２　　第２ＭＡＣ部
４２３　　管理用インタフェース
４３０　　シリアル／パラレル変換部
４４０　　ＭＳＡインタフェースモジュール
４８０、５８０、６８０、７８０　　筐体
４８１、５８１、６８１、７８１　　挿入部
４８２、５８２、６８２、７８２　　露出部
４９１　　第１の基板
４９２　　第２の基板１９２
４９３　　ボード間接続用コネクタ
４９４、５９４、６９４、７９４　　ＬＥＤ
４９５，５９５　　通光溝
６９５、７９５　　貫通孔
９３０　　ＰＨＹ／トランス部
９３１　　ＰＨＹ
９３２　　トランス
９４１　　電源コネクタ
９４３　　電源ケーブル
９４４　　ＡＣアダプタ
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下に、本発明の実施の形態に係る加入者宅側光回線終端装置及び光伝送システムを図
面に基づいて詳細に説明する。
　図２は、本発明の第１の実施形態に係るＰＯＮ型の光伝送システム１００を示す構成図
である。
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【００３９】
　図２に示す光伝送システム１００おいて、センタに設けられるＰＯＮインタフェースカ
ード１０１には光回線終端装置（ＯＬＴ）１０１ａが備えられており、ＯＬＴ１０１ａの
光入出力端には第２の光伝送路である光ファイバ１０２の一端が接続されている。また、
光ファイバ１０２の他端、即ち加入者宅側には光カプラ（光合分波部）１０３が接続され
ている。
【００４０】
　　光カプラ１０３から加入者宅側には複数の第１の光伝送路が接続されており、それぞ
れ光ファイバ１０４－１，…、１０４－ｎ（ｎ：自然数。以下では、単に光ファイバ１０
４と記す。）を用いて構成されている。光ファイバ１０２と光ファイバ１０４とが、光カ
プラ１０３で接続され、ここで光信号を分合波して伝送している。光ファイバ１０４のそ
れぞれの加入者宅側端部には、それぞれ本実施形態の加入者宅側光回線終端装置（ＯＮＵ
）１０５－１，…、１０５－ｎ（以下では、単にＯＮＵ１０５と記す。）が接続されてい
る。
【００４１】
センタのＯＬＴ１０１ａは、ＯＮＵ１０５との接続に際し、ＯＮＵ１０５との間で信号を
交換して所定の条件を満たしているかどうかを判断し、満たしている場合にデータリンク
の確立が正常であると判定する。これにより、ＯＬＴ１ａとＯＮＵ１０５とは、ＰＯＮリ
ンクが確立した状態となる。
【００４２】
　ＯＬＴ１０１及びＯＮＵ１０５には、ＧＰＯＮ(Gigabit Passive Optical Networkの略
であり、ＩＴＵ規格G.984.xに準拠した方式)、またはＧＥＰＯＮ(Gigabit Ethernet (登
録商標) PONの絡であり、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈ規格に準拠した方式)の規定に適合した
装置が使用される。ＰＯＮリンクの確立は、ＯＳＩ参照モデルに基づくとＬ２層のリンク
確立に相当する。例えば、ＯＬＴ１０１ａ、ＯＮＵ１０５のシステムがＧＥＰＯＮの場合
には、このＰＯＮリンクの確立は、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈ規格の手順に準ずることにな
る。
【００４３】
ＯＮＵ１０５の少なくとも１つには、マルチソースアグリーメント（ＭＳＡ：Multi-Sour
ce Agreement）インタフェースモジュールが採用されたＯＮＵ１０５を用いるものとする
。ＭＳＡインタフェースモジュールには、ＧＢＩＣ(Gigabit Interface Converter)、Ｓ
ＦＰ(Small Form Factor Pluggable)等のモジュールがある。ＧＢＩＣモジュールは、ギ
ガビットイーサネット（登録商標）（Gigabit Ethernet（登録商標））対応のネットワー
ク機器（Ｌ２、Ｌ３スイッチ）に接続されるモジュールであり、ファイバチャンネルとギ
ガビットイーサネット（登録商標）物理層との伝送を可能にする取り外し可能なモジュー
ルである。また、ＳＦＰモジュールは、ＧＢＩＣモジュールよりも小型のモジュールであ
る。
【００４４】
本実施形態では、一例としてＭＳＡインタフェースモジュールにＳＦＰ規格を採用した場
合について以下に説明する。ＳＦＰ規格を採用したＯＮＵ１０５の詳細な構成を示すブロ
ック図を図３に示す。同図に示すように、ＯＮＵ１０５は、光トランシーバ部１１０、光
回線終端装置機能部（ＯＮＵ機能部）１２０、シリアル／パラレル変換部（ＳＥＲＤＥＳ
）１３０、ＳＦＰインタフェースモジュール（ＳＦＰ・Ｉ／Ｆ）１４０、及びそれらを収
納する筐体１０５ａを備えている。
【００４５】
本実施形態では、ＯＮＵ１０５を端末機器側に接続するためのＳＦＰインタフェースモジ
ュール１４０が、外部ノード１０６に設けられたＳＦＰインタフェーススロット１０６ａ
に直接挿入して接続できるように構成されており、ＳＦＰ規格に対応した構造としている
。ここで、外部ノード１０６とは、例えばＬ２スイッチ、Ｌ３スイッチ、ルータ等のＬＡ
Ｎ機器を意味している。
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【００４６】
　Ｌ２スイッチ及びＬ３スイッチはデータ転送を行うためのネットワークの中継器であり
、外部ノード１０６がＬ２スイッチの場合には、ＯＳＩ参照モデルのデータリンク層（Ｌ
２層）のデータに基づいてパケットの行き先を判断してデータ転送が行われる。また、外
部ノード１０６がＬ３スイッチの場合には、ＯＳＩ参照モデルのネットワーク層（第３層
）のデータに基づいてパケットの行き先を判断してデータ転送が行われる。
【００４７】
　ＳＦＰインタフェースモジュール１４０が接続される外部ノード１０６には、図２に示
すように、複数のポート１０６ｂが設けられており、各ポート１０６ｂにはＬＡＮケーブ
ル１０８を介してパーソナルコンピュータ等の端末機器１０７が接続される。
【００４８】
　光トランシーバ部１１０の構成を、図４を用いて詳細に説明する。図４は、光トランシ
ーバ部１１０の詳細構成図である。光トランシーバ部１１０は、センタ側の光ファイバ１
０４との接続のための光コネクタ部（ＣＯＮ）１１１を備えている。また、光信号から電
気信号への信号変換のために、光コネクタ部１１１からの光信号を光フィルタ部１１２で
分岐して入力する受光素子（ＰＤ）１１３と、受光素子１１３から出力される電気信号を
増幅して微弱な電気信号を取り出すためのＴＩＡ（Trance Impedance Amp.（プリアンプ
））１１４と、ＴＩＡ１１４からの電気信号をさらに増幅して汎用デシタル信号でＯＮＵ
機能部１２０に出力するためのＬＩＭ　ＡＭＰ（メインアンプ）１１５とを備えている。
【００４９】
また、電気信号から光信号への信号変換のために、ＯＮＵ機能部１２０からの電気信号に
従って光信号を生成するＬＤ（Laser Diode）１１６とこれを動作させるためのＬＤドラ
イバ１１７とを備えており、ＬＤ１１６から出力される光信号がフィルタ部１１２で分岐
されて光コネクタ部１１１に出力され、ここから光ファイバ１０４に送出される。光トラ
ンシーバ部１１０が内蔵する上記構成部のうち、ＬＤドライバ１１７以外の構成部が光サ
ブアセンブリ（ＯＳＡ）１１８に内蔵されており、特にＬＩＭ　ＡＭＰ１１５をＯＳＡ１
１８に内蔵することを特徴としている。
【００５０】
　　ＯＮＵ機能部１２０は、図３に示すように、光トランシーバ部１１０に接続されるＰ
ＯＮ処理用の集積回路（ＬＳＩ）デバイス（通信用ロジック部）であるＯＮＵ用ＬＳＩ１
２１と、ＯＮＵ用ＬＳＩ１２１に接続されるフラッシュメモリ１２２及び同期式ＳＲＡＭ
１２３とを備えた電気回路であり、フラッシュメモリ１２２には信号処理用のプログラム
が書き込まれている。なお、ＭＡＣ（Media Access Control）アドレスは、フラッシュメ
モリ１２２、あるいは図示しないＲＯＭ等に書き込まれている。
【００５１】
　ＯＮＵ用ＬＳＩ１２１の詳細な構成を図５に示す。ＯＮＵ用ＬＳＩ１２１は、ギガビッ
ト・シリアライザ／デシリアライザ（Gigabit SERDES）１２１ａを介して光トランシーバ
部１１０の電気信号入出力端（ＬＩＭ　ＡＭＰ１１５の出力側）に接続されるＭＡＣ部１
２１ｂを有している。ＭＡＣ部１２１ｂは、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠した媒体アク
セス制御を行う機能を有している。ＭＡＣ部１２１ｂは、ＥＰＯＮ(Ethernet（登録商標
） Passive Optical Network)ルックアップエンジン１２１ｃ、スイッチ１２１ｄ及びギ
ガビット・イーサネット（登録商標）ルックアップエンジン１２１ｅを介して、１０／１
００／１０００ＭＡＣインタフェース１２１ｆに接続されている。また、スイッチ１２１
ｄには同期式ＳＲＡＭ１２３との間にＦＩＦＯ１２１ｇが接続されている。
【００５２】
　ＭＡＣ部１２１ｂには、管理用インタフェース１２１ｈを介して、さらに８０Ｃ５１・
ＣＰＵ１２１ｉとＧＰＩＯ(General Purpose I/O)インタフェース１２１ｊとが接続され
ている。８０Ｃ５１・ＣＰＵ１２１ｉには、ＳＲＡＭ１２１ｋ及びフラッシュメモリ１２
２が接続されている。以上のような構成を有するＯＮＵ用ＬＳＩ１２１として、例えばテ
クノバス社（Teknovus Inc.）のＥＰＯＮに準拠したチップがある。
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【００５３】
　シリアル／パラレル変換部１３０は、図３に示すように、ＯＮＵ用ＬＳＩ１２１とパラ
レル信号端である入力配線１３１及び出力配線１３２を有するＴＢＩ（Ten Bit Interfac
e）で接続される一方、ＳＦＰ・Ｉ／Ｆ１４０とはシリアル信号端である出力配線１３３
及び入力配線１３４を介して接続されている。
【００５４】
ＯＮＵ１０５の内部で使用される電源として電源回路１５０を備えており、ＳＦＰ・Ｉ／
Ｆ１４０に備えられた所定のピンを介して外部ノード１０６から電源回路１５０に電源が
供給され、これからさらに各構成部に電源が供給される構成となっている。
【００５５】
　外部ノード１０６は、ＭＳＡインタフェースモジュールであるＳＦＰ・Ｉ／Ｆ１４０が
差し込み可能なＭＳＡインタフェーススロット１０６ａを有しており、一例として図６に
示すような構成のＬ３イーサネット（登録商標）スイッチがある。Ｌ３イーサネット（登
録商標）スイッチが有するＭＳＡインタフェーススロット（例えばＳＦＰ・Ｉ／Ｆスロッ
ト）１０６ａは、シリアル／パラレル変換(ＳＥＲＤＥＳ)部１０６ｂを介してスイッチコ
ア部１０６ｃのＴＢＩ部１０６ｔに接続される。また、スイッチコア部１０６ｃには、Ｒ
Ｘ－ＬＯＳＳ信号に接続される端子１０６ｒを有している。なお、スイッチコア部１０６
ｃはＩＣから構成される。
【００５６】
　また、スイッチコア部１０６ｃのＭＡＣ層のメディア非従属型インタフェース（ＭＩＩ
）には、ＰＨＹ１０６ｄ、トランス１０６ｅ及び１０／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ規格のコネ
クタ１０６ｆが接続されている。一方、スイッチコア部１０６ｃのＭＡＣ層のギガビット
ＭＩＩ（ＧＭＩＩ）には、ＰＨＹ１０６ｇ、トランス１０６ｈ及び１０／１００／１００
０ＢＡＳＥ－Ｔ規格のコネクタ１０６ｉが接続されている。コネクタ１０６ｆ及び１０６
ｉには、ＬＡＮケーブルが接続される。
【００５７】
　なお、ＭＳＡインタフェーススロット１０６ａは、内部の電源（不図示）から印可され
る電圧Ｖcを出力させるピン（不図示）を有しており、このピンを介してＯＮＵ１０５内
の電源回路１５０に電源を供給する。
【００５８】
本発明のＯＮＵは、内蔵する構成部を少なくとも２枚の基板モジュールに分けて配置する
構成としている。内蔵する各構成部は、ＯＳＩ参照モデルのＬ１層とＬ２層とに分類でき
ることから、例えば２枚の基板モジュールに分けて配置する場合には、図１に示す３つの
形態のいずれかを選択して配置するものとしている。図１に示す（ａ）は、第１の基板モ
ジュール（以下ではメインボード部とする）１６１にＬ２層の構成部とＬ１層の構成部の
一部を配置し、第２の基板モジュール（以下ではサブボード部とする）１６２にはＬ１層
の残りの構成部を配置する形態を示している。
【００５９】
また、図１（ｂ）は、メインボード部１６１にＬ１層の構成部の一部とＬ２層の構成部の
一部を配置し、サブボード部１６２にはＬ１層とＬ２層の残りの構成部を配置する形態を
示している。さらに、図１（ｃ）は、メインボード部１６１にＬ２層の構成部を配置し、
サブボード部１６２にはＬ１層の構成部を配置する形態を示している。なお、Ｌ１層とＬ
２層の構成部の基板モジュールへの配置をそれぞれ逆にしてもよい。
【００６０】
図１では、ＯＮＵが内蔵する構成部を２枚の基板モジュールに分けて配置する場合を示し
たが、これを３枚以上の基板モジュールに分けて配置することも可能である。一例として
、図１（ａ）ではメインボード１６１に配置されるＬ１層の構成部あるいはＬ２の構成部
を別の基板モジュールに搭載するようにすることができる。サブボード１６２に配置され
る構成部についても、例えばＬ１層の構成部あるいは電源部を別の基板モジュールに配置
することができる。このように、基板モジュールを３枚あるいは４枚とすることができ、
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あるいはそれ以上に追加することも可能である。図１（ｂ）、（ｃ）についても同様に、
基板モジュールを追加して３枚以上の基板に配置するようにすることができる。
【００６１】
第１の実施形態のＯＮＵ１０５では、図１(ａ)に示した形態の基板モジュール構成を適用
しており、光トランシーバ部１１０をサブボード１６２に搭載し、通信用ロジック部であ
るＯＮＵ用ＬＳＩ１２１をメインボード１６１に搭載している。図３に示したＯＮＵ１０
５の各構成部を、メインボード１６１とサブボード１６２とにグループに分けして配置し
た一例を図７に示す。
【００６２】
ＯＮＵ１０５を構成する各構成部のうち、光トランシーバ部１１０及びシリアル／パラレ
ル変換部１３０はＯＳＩ参照モデルのＬ１層であり、ＯＮＵ機能部１２０はＬ２層に相当
する。本実施形態では、メインボード１６１にＬ２層のＯＮＵ機能部とＬ１層のシリアル
／パラレル変換部１３０とを配置し、サブボード１６２にはＬ１層の光トランシーバ部１
１０と電源回路１５０とを配置する構成としている。メインボード１６１及びサブボード
１６２の構成図を、それぞれ図８、９に示す。各図には、併せて寸法を記載している。
【００６３】
図８に示すメインボード１６１上には、ＯＮＵ用ＬＳＩ１２１、フラッシュメモリ１２２
、シリアル／パラレル変換部１３０、及び制御用発振器１５１が配置され、さらにボード
先端にＳＦＰ・Ｉ／Ｆ１４０が設けられている。また、図９に示すサブボード１６２上に
は、光トランシーバ部１１０と電源回路１５０が設けられている。このように、通信用ロ
ジック部であるＯＮＵ用ＬＳＩ１２１と光トランシーバ部１１０とを別のボードに搭載す
る構成としている。
【００６４】
メインボード１６１とサブボード１６２とは電気信号で接続される構成となっており、そ
れぞれにボード間接続用コネクタ１６１ａと１６２ａとが設けられ、図１０に示すように
、メインボード１６１の上部にサブボード１６２を立体的に配置し、ボード間接続用コネ
クタ１６１ａと１６２ａとを接続している。ボード間接続用コネクタ１６１ａ及び１６２
ａを介して、サブボード１６２からメインボード１６１へは、光トランシーバ部１１０の
ＬＩＭ ＡＭＰ１１５から出力されるデジタル信号を送出する一方、メインボード１６１
からサブボード１６２へは、ＯＮＵ用ＬＳＩから出力されるデジタル信号を送出している
。
【００６５】
上記の通り、ＯＮＵ１０５をメインボード１６１とサブボード１６２の２枚の基板モジュ
ールで構成することにより、図１０に示すような立体的な構造とすることが可能となり、
これによりＯＮＵ１０５の小型化を図ることが可能となる。また、本実施形態のＯＮＵ１
０５を、例えば図１１に示すような寸法のＳＦＰ筐体１６３に収納することができる。Ｓ
ＦＰ筐体１６３は、高さ１０ｍｍ、幅１４ｍｍ、奥行き６７ｍｍ以下であり、本実施形態
のＯＮＵ１０５を従来のものより極めて小型化できている。
【００６６】
また、従来の光トランシーバ部では、ＬＩＭ ＡＭＰ１１５は、ＯＳＡ１１８の外部の光
トランシーバ基板へ配置されていたが、図４に示した光トランシーバ部１１０に内蔵され
るＴＩＡ１１４とＬＩＭ　ＡＭＰ１１５とを、本実施形態ではサブボード１６２上に搭載
されたＯＳＡ１１８の内部に両者を近接させて配置しており、ＯＳＡ１１８をシールド構
造とすることにより、ＴＩＡ１１４とＬＩＭ　ＡＭＰ１１５との間の微弱な電気信号が外
部のデジタル信号等の影響を受けないように遮断された構造とすることが可能となってい
る。
【００６７】
このような小型化の結果、ＯＮＵ１０５のＳＦＰインタフェースモジュール１４０を外部
ノード１０６に設けられたＳＦＰインタフェーススロット１０６ａに直接差し込むことが
可能な構造とすることができ、ＯＮＵ１０５と外部ノード１０６との間でケーブルを引き
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回して接続したりする手間を不要とすることが可能となる。
【００６８】
本実施形態では、光トランシーバ部１１０とＬ２通信用ロジック部であるＯＮＵ機能部１
２０とを別の基板モジュールに搭載する構成としたことにより、小型化を実現するととも
に、微弱な高周波回路を含む光トランシーバ部１１０と高速で大きな振幅を有するＯＮＵ
用ＬＳＩ１２１とを分けて設計できるため、光トランシーバ部１１０への信号飛び込み等
の外乱を防止した設計が行いやすくなるといった効果が得られる。また、光トランシーバ
部１１０を搭載する基板モジュールとＬ２通信用ロジック部のＯＮＵ用ＬＳＩ１２１を搭
載する基板モジュールとを分けて生産できる効果もある。
【００６９】
図７では、２枚の基板モジュール１６１、１６２にＯＮＵ１０５の各構成部を配置するよ
うにしていたが、これを３枚以上の基板モジュールに配置するようにすることも可能であ
る。一例として、サブボード１６１に搭載される光トランシーバ部１１０と電源回路１５
０とを分けて、いずれか一方をさらに別の基板モジュールに搭載するようにしてもよい。
また、メインボード１６１に搭載される構成部についても、さらに別の基板モジュールに
分けて搭載させるようにしてもよく、例えばフラッシュメモリ１２２をサブボード１６２
とは別の基板モジュールに搭載させるようにしてもよい。ＯＮＵ機能部１２０の各構成部
を２枚以上の基板モジュールに分けて搭載させることも可能である。
【００７０】
本発明の第２の実施形態のＯＮＵを以下に説明する。本実施形態のＯＮＵ２０５では、図
１(ｂ)に示した形態の基板モジュール構成を適用している。すなわち、図３に示したＯＮ
Ｕ１０５の各構成部を図１２のように２つのグループに分け、それぞれをメインボード２
６１とサブボード２６２とに分けて配置している。
【００７１】
本実施形態では、メインボード２６１上にＬ１層の光トランシーバ部１１０とＬ２層のＯ
ＮＵ用ＬＳＩ１２１とＬ１層のシリアル／パラレル変換部１３０とを配置し、サブボード
２６２にはＬ２層のフラッシュメモリ１２２と電源回路１５０のみを配置する構成として
いる。メインボード２６１及びサブボード２６２の構成図を、それぞれ図１３、１４に示
す。
【００７２】
図１３に示すメインボード２６１上には、光トランシーバ部１１０、ＯＮＵ用ＬＳＩ１２
１、シリアル／パラレル変換部１３０、及び制御用発振器１５１が搭載され、さらにボー
ド先端にＳＦＰ・Ｉ／Ｆ１４０が設けられている。また、図１４に示すサブボード２６２
上には、フラッシュメモリ１２２と電源回路１５０とが搭載されている。
【００７３】
メインボード２６１及びサブボード２６２には、それぞれボード間接続用コネクタ２６１
ａ及び２６２ａが設けられ、図１５に示すように、メインボード２６１の上部にサブボー
ド２６２を立体的に配置し、ボード間接続用コネクタ２６１ａと２６２ａとを接続してい
る。このように、ＯＮＵ２０５をメインボード２６１とサブボード２６２の２枚の基板モ
ジュールで構成することにより、図１５に示すような立体的な構造とすることが可能とな
り、これによりＯＮＵ２０５の小型化を図ることが可能となる。
【００７４】
また、本実施形態のＯＮＵ２０５を、例えば図１６に示すような寸法のＳＦＰ筐体２６３
に収納することができる。ＳＦＰ筐体２６３は、高さ１０ｍｍ、幅１４ｍｍ、奥行き６７
ｍｍ以下であり、本実施形態のＯＮＵ２０５は従来のものより極めて小型化されている。
【００７５】
上記説明の通り、本実施形態のＯＮＵ２０５によれば、少なくとも２枚の基板モジュール
２６１、２６２を用いてそれぞれにＯＮＵ２０５の各構成部を分配して搭載し、各基板モ
ジュール２６１、２６２を立体的に組み合わせた構造とすることにより、寸法の極めて小
さいＯＮＵ２０５を実現することができ、省スペース及び高信頼化を図ることが可能とな
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る。
【００７６】
　　なお、本実施形態においても、３枚以上の基板モジュールに各構成部を配置するよう
にすることが可能である。一例として、メインボード２６１に搭載される構成部について
、例えばトランシーバ部１１０をメインボード２６１とは別の基板モジュールに搭載する
ようにしてもよいし、さらには。シリアル／パラレル変換部１３０も別の基板モジュール
に搭載させてもよい。ＯＮＵ機能部１２０の各構成部を２枚以上の基板モジュールに分け
て搭載させることも可能である。また、サブボード２６２についても、例えばフラッシュ
メモリ１２２と電源回路１５０とを分けて、いずれか一方をさらに別の基板モジュールに
搭載するようにしてもよい。
【００７７】
上記実施形態のＯＮＵ１０５及び２０５では、図１１、１６に示したように、ＯＮＵ１０
５及び２０５の奥行き寸法を７０ｍｍ以下にすることができ、ＳＣコネクタ部１６４，２
６４の寸法も１９ｍｍ以下程度に短くすることができる。その結果、図１７あるいは図１
８に示す外部ノード１０６に本実施形態のＯＮＵ１０５を差し込み、さらに光ファイバー
ケーブル１０４をＯＮＵ１０５に差し込んだ際、光ファイバーケーブル１０４の前方への
飛び出し寸法を、ＳＣコネクタ部１６４、２６４が短い分短く抑えることができ、ラック
内実装時の省スペース効果が得られる。
【００７８】
上記実施形態では、マルチソースアグリーメントインタフェースモジュールとしてＳＦＰ
のモジュールを用いた場合を説明したが、ＧＢＩＣ等の別のモジュールを用いることも可
能である。いずれの場合であっても、本発明のＯＮＵを小型化することができ、これをイ
ーサネット（登録商標）スイッチ等の外部ノードに設けられたＧＢＩＣ、ＳＦＰ等のスロ
ットに直接差し込むことにより、配線の引き回しを行うことなくＯＮＵと外部ノードとを
容易に接続することが可能になる。その結果、本発明のＯＮＵは狭いスペースで設置する
ことができ、またＯＮＵ用の電源アダプタやＬＡＮケーブル等が不要なことから、ＯＮＵ
の信頼性を高めることが可能となる。さらに、ＯＮＵの消費電力を例えば従来の５分の１
の１．３Ｗ程度に省電力化することも可能である。
【００７９】
ＯＮＵとしてＳＦＰ規格のものを用いる場合には、ＬＡＮケーブルを用いず外部ノードに
設けられたＭＳＡ（Multi-Source Agreement）インタフェーススロットに直接挿入して接
続することができる。また、ＬＡＮケーブルだけでなく、ＯＮＵ用の電源ケーブルやＡＣ
アダプタ等も不要となり、スペースファクタが大幅に改善される等の大きなメリットがあ
る。
【００８０】
しかしながら、ＳＦＰ規格のＯＮＵはコンパクトな寸法に形成されているため、ＬＥＤ等
の表示手段が一切設けられていない。そのため、ＯＬＴとの通信が正常に確立されている
かを知ることができないといった問題がある。
【００８１】
外部ノード側には、ＯＬＴとの通信が確立されたことを通知するためのＬＥＤが設けられ
ているが、これはＯＬＴとＯＮＵとの間の通信条件がすべて成立し、かつＯＮＵと外部ノ
ードとの間の通信条件もすべて成立したときに点灯する。そのため、通信確立を通知する
ＬＥＤが点灯していないときには、ＯＬＴとＯＮＵとの間の通信条件が成立していないの
か、あるいはＯＮＵと外部ノードとの間の通信条件が成立していないのかを知ることがで
きないといった問題がある。
【００８２】
ＰＯＮでは、固有のＰＯＮリンクの確立が必要となるが、ＰＯＮリンクはＯＳＩ参照モデ
ルではＬ２層に相当し、このステータスをスイッチ等の外部ノードに伝送する手段がなか
った。そのため、外部ノードにはＰＯＮリンクのステータスを表示する手段が設けられて
おらず、ＳＦＰ規格のＯＮＵを用いる場合には、ＰＯＮリンクのステータスを知る手段が
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これまでなかった。そこで、本発明の別の態様では、通信状態を表示する手段を備えたＳ
ＦＰ規格の加入者宅側光回線終端装置を提供する。
【００８３】
（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係る加入者宅側光回線終端装置を図２６及び図２７に示す。
図２６は、本実施形態の加入者宅側光回線終端装置４００の外観を示す斜視図であり、図
２７は、加入者宅側光回線終端装置４００の概略の機能構成を示すブロック図である。図
２６、２７に示すＯＮＵ４００は、図２８に示すようなＰＯＮ型光伝送システムに用いら
れる装置である。図２８は、本実施形態のＯＮＵ４００が用いられるＰＯＮ型光伝送シス
テムの一例を示す構成図である。
【００８４】
　図２８に示すＰＯＮ型光伝送システム１おいて、センタに設けられるＰＯＮインタフェ
ースカード１０は、光回線終端装置（ＯＬＴ）１１と認証機能部１２とを有しており、Ｏ
ＬＴ１１の光入出力端に光伝送路である光ファイバ２０の一端が接続されている。また、
光ファイバ２０の他端、即ち加入者宅側には光カプラ（光合分波部）３０が接続されてい
る。光カプラ３０において、光ファイバ２０の一つの光伝送路が光ファイバ４０－１、…
、４０－ｎ（ｎ：自然数、以下では４０－１～ｎと記す）の複数の光伝送路に分岐され、
光ファイバ４０－１～ｎのそれぞれにＯＮＵ５０－１～ｎが接続されている。
【００８５】
ＯＮＵ５０－１～ｎはそれぞれ加入者宅毎に設置され、これにパーソナルコンピュータや
スイッチ等の外部ノードが接続される。図２８では、ＯＮＵ５０－１に外部ノード６０が
接続され、外部ノード６０に備えられた複数のポート６０ｂに光ファイバ８０を介して複
数の端末機器７０が接続されている。外部ノード６０として、Ｌ２スイッチ、Ｌ３スイッ
チ、ルータ等が用いられる。
　ＯＬＴ１１及びＯＮＵ５０－１～ｎには、ＧＰＯＮ(Gigabit Passive Optical Network
の略称であり、ＩＴＵ規格G.984.xに準拠した方式)、ＧＥＰＯＮ(Gigabit Ethernet (登
録商標)PONの絡であり、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈ規格に準拠した方式)の規定に適合した
装置が使用される。
【００８６】
本実施形態のＯＮＵ４００は、図２８に示したＯＮＵ５０－１～ｎに用いられるものであ
る。以下では、一例としてＯＮＵ５０－１に本実施形態のＯＮＵ４００を用いた実施例に
ついて説明する。ＯＮＵ４００は、ギガビットイーサネット（登録商標）（Gigabit Ethe
rnet（登録商標））対応の外部ノード（Ｌ２、Ｌ３スイッチ）に直接接続されるＳＦＰモ
ジュールであり、ＯＬＴ１１に接続される光ファイバチャンネルと外部ノード６０のギガ
ビットイーサネット（登録商標）物理層との伝送を可能にする取り外し可能なモジュール
である。
【００８７】
ＯＮＵ４００は、センタ側のＯＬＴ１１と光ファイバ４０等を介して光信号で接続するた
めに、光コネクタ４１１を有する光トランシーバ部４１０を備えている。また、外部ノー
ド６０とシリアルな電気信号で接続するために、シリアル／パラレル変換部（SERDES）４
３０と外部ノードとを接続するためのＭＳＡインタフェースモジュール４４０を備えてい
る。
【００８８】
外部ノード６０は、ＭＳＡインタフェースモジュール４４０に接続されるとともに、複数
設けられたポート６０ｂには端末機器７０が接続される。このような構成により、複数の
端末機器７０がＯＮＵ４００を介してセンタのＯＬＴ１１と接続される。
【００８９】
ＯＮＵ４００は、終端処理等を行う光回線終端装置機能部（ＯＮＵ機能部）４２０をさら
に備えている。ＯＮＵ機能部４２０は、図２７に示すように、光トランシーバ部４１０と
の間がシリアルな電気信号を伝送する第１のシリアル伝送路４５０ａ、４５０ｂで接続さ
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れ、シリアル／パラレル変換部４３０との間がパラレルな電気信号を伝送するパラレル伝
送路４６０ａ、４６０ｂで接続されている。シリアル／パラレル変換部４３０とＭＳＡイ
ンタフェースモジュール４４０との間は、シリアルな電気信号を伝送する第２のシリアル
伝送路４７０ａ、４７０ｂで接続されている。
【００９０】
光トランシーバ部４１０は、センタのＯＬＴ１１から送信された光信号を電気信号に変換
（光電気変換）し、この電気信号を第１のシリアル伝送路４５０ａを介してＯＮＵ機能部
４２０に出力している。また、ＯＮＵ機能部４２０から第１のシリアル伝送路４５０ｂを
介して入力した電気信号を光信号に変換（逆光電気変換）し、この光信号をＯＬＴ１１に
送信している。
【００９１】
ＯＮＵ機能部４２０は、光トランシーバ部４１０から入力したシリアル信号をパラレル信
号に変換し、所定の処理を行った後これをパラレル伝送路４６０ａを介してシリアル／パ
ラレル変換部４３０に出力している。また、シリアル／パラレル変換部４３０からパラレ
ル伝送路４６０ｂを介して入力したパラレル信号を、所定の処理を行った後シリアル信号
に変換して光トランシーバ部４１０に出力している。ＯＮＵ機能部４２０とシリアル／パ
ラレル変換部４３０との間で伝送されるパラレル信号は、例えば１０ビットの信号とする
ことができる。
【００９２】
シリアル／パラレル変換部４３０は、ＯＮＵ機能部４２０から入力したパラレル信号をシ
リアル信号に変換し、これを第２のシリアル伝送路４７０ａ及びＭＳＡインタフェースモ
ジュール４４０を介して外部ノード６０に出力している。また、外部ノード６０からイン
タフェースモジュール４４０及び第２のシリアル伝送路４７０ｂを介して入力したシリア
ル信号をパラレル信号に変換してＯＮＵ機能部４２０に出力している。
【００９３】
ＯＮＵ機能部４２０は、第１ＭＡＣ部４２１と第２ＭＡＣ部４２２の２つのＭＡＣ部と、
管理用インタフェース４２３とを備えており、第１ＭＡＣ部４２１と第２ＭＡＣ部４２２
はＩＥＥＥ８０２．３ａｈ準拠の媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Media Access Control）を
行っている。ＯＮＵ機能部４２０の詳細な構成の一例を図２９に示す。
【００９４】
　図２９に示すＯＮＵ機能部４２０において、第１ＭＡＣ部４２１は、ギガビット・シリ
アライザ／デシリアライザ（Gigabit SERDES）４２４を介して光トランシーバ部４１０の
電気信号端に接続されている。また、第１ＭＡＣ部４２１は、ＥＰＯＮ（Ethernet （登
録商標）Passive Optical Network）ルックアップエンジン４２５、スイッチ４２６及び
ギガビット・イーサネット（登録商標）ルックアップエンジン４２７を介して第２ＭＡＣ
部４２２に接続されている。
【００９５】
　第１ＭＡＣ部４２１に接続された管理用インタフェース４２３は、光トランシーバ部４
１０、ギガビット・シリアライザ／デシリアライザ４２４、及び第１ＭＡＣ部４２１を介
してＯＬＴ１１との間で通信確立のための所定の手順を行い、ＧＰＩＯ端子４２０ａから
ＧＰＩＯ信号４２３ａを出力する。ＧＰＩＯ信号４２３ａは、例えばＯＬＴ１１との通信
が確立する前を「１」の信号とし、通信が確立した後には「０」の信号とすることができ
る。
【００９６】
ＧＰＩＯ端子４２０ａは、インタフェースモジュール４４０の端子の１つに接続されてお
り、ＯＬＴ１１とＯＮＵ４００との通信が確立されているか否かをスイッチ６０に通知す
るためのＳＤ（Signal Detection）／ＬＯＳＳ信号を伝送するのに用いられている。
　第２ＭＡＣ部４２２は、例えば１０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓ及び１Ｇｂｐｓイーサネ
ット（登録商標）のＭＡＣ機能を有し、パラレルインタフェースとして１０ビットインタ
フェース（ＴＢＩ）部４２２ａを有する構成とすることができる。ＴＢＩ部４２２ａは、
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１０本の入力用配線４６０ａと１０本の出力用配線４６０ｂを介してシリアル／パラレル
変換部４３０に接続される。
【００９７】
第１ＭＡＣ部４２１は、センタのＯＬＴ１１との通信に係るＭＡＣ処理を行っており、第
２ＭＡＣ部４２２は、外部ノード６０との通信に係るＭＡＣ処理を行っている。図２７で
は、図２９に一例として示したＯＮＵ機能部４２０の詳細な構成を簡略化して、第１ＭＡ
Ｃ部４２１、第２ＭＡＣ部４２２、及び管理用インタフェース４２３のみを表示している
。
【００９８】
　外部ノード６０は、ＭＳＡインタフェースモジュール４４０が差し込み可能なＭＳＡイ
ンタフェーススロット６０ａを有しており、外部ノード６０内のＭＡＣ部（以下では外部
ノードＭＡＣ部という）６１に接続されている。外部ノードＭＡＣ部６１は、ＯＮＵ４０
０内の第２ＭＡＣ部４２２との間で通信に係るＭＡＣ処理を行っている。
【００９９】
図２６は、本実施形態のＯＮＵ４００の斜視図を示しており、光トランシーバ部４１０、
ＯＮＵ機能部４２０、及びシリアル／パラレル変換部４３０が、筐体４８０に内蔵されて
いる。ＯＮＵ機能部４２０とシリアル／パラレル変換部４３０は第１の基板４９１上に搭
載され、光トランシーバ部４１０は第２の基板４９２上に搭載されている。第１の基板４
９１と第２の基板４９２とは、ボード間接続用コネクタ４９３で電気的に接続されている
。本実施形態のＯＮＵ４００は、第１の基板４９１と第２の基板４９２の２枚の基板で構
成されているが、これに限らず、１枚の基板で構成されていてもよく、あるいは３枚以上
の基板で構成されていてもよい。
【０１００】
　　筐体４８０は、外部ノード６０のＭＳＡインタフェーススロット６０ａの内部に挿入
される挿入部４８１と、ＭＳＡインタフェーススロット６０ａの外部に露出する露出部４
８２とから構成されている。露出部４８２には、光ファイバ４０を接続するための光コネ
クタ４１１が備えられている。ＯＮＵ４００を外部ノード６０のＭＳＡインタフェースス
ロット６０ａに挿入した一例を図３０に示す。
【０１０１】
センタのＯＬＴ１１は、ＯＮＵ４００との接続に際し、第１ＭＡＣ部４２１との間で信号
を交換して所定の条件を満たしているかどうかを判定し、これを満たしている場合にデー
タリンクの確立が正常であると判定している。このとき、ＯＬＴ１１とＯＮＵ４００とは
、ＰＯＮリンクが確立した状態となる。ＰＯＮリンクの確立は、ＯＳＩ参照モデルに基づ
くとＬ２層のリンク確立に相当する。
【０１０２】
管理用インタフェース４２３は、通信条件として光信号検出、ＰＯＮリンク、及び認証の
３つの条件を確認し、３つの条件の成立がすべて確認されたときに通信条件が成立したと
判定している。光信号検出の確認は、ＯＬＴ１１からの光信号が検出されたことを確認す
るものである。ＰＯＮリンクは、上記の通りＯＬＴ１１と第１ＭＡＣ部４２１の間で所定
の信号交換を行って所定の条件が満たされているときにＰＯＮリンクが確立したと判定さ
れる。認証の確認は、ＰＯＮリンクが確立された後にセンタ側の認証機能部１２で行われ
る。認証機能部１２は、ＯＮＵ４００の接続相手を識別するために、ＯＮＵ４００にアク
セスして第１ＭＡＣ部４２１が保有する認証モードのデータを取得し、これをもとにＯＮ
Ｕ４００の接続相手が識別できたときに認証が成立する。
【０１０３】
上記の３つの通信条件の成立が確認されると、第２ＭＡＣ部４２２から外部ノードＭＡＣ
部６１にＩＤＬＥデータが伝送されるとともに、管理用インタフェース４２３からＧＰＩ
Ｏ端子４２０ａを介して外部ノードＭＡＣ部６１にＧＰＩＯ信号４２３ａが出力される。
このＧＰＩＯ信号４２３ａは、外部ノードＭＡＣ部６１ではＳＤ／ＬＯＳＳ信号として用
いられる。外部ノード６０では、外部ノードＭＡＣ部６１がＯＮＵ４００の第２ＭＡＣ部
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４２２からＩＤＬＥデータを受信し、かつＳＤ／ＬＯＳＳ信号が通信成立状態となってい
ること、の２点を確認すると、センタのＯＬＴ１１との通信が確立したと判定する。
【０１０４】
外部ノード６０には、電源状態や通信状態等を通知するための表示手段が設けられており
、一例として図３０に示す外部ノード６０にはＬＥＤ６２が設けられている。このような
ＬＥＤ６２の一つに、ＯＬＴ１１との通信が確立していることを通知するためのＬＥＤ６
２ａが設けられており、上記のように外部ノードＭＡＣ部６１でＯＬＴ１１との通信が確
立したと判定されたときに点灯される。
【０１０５】
外部ノード６０に設けられたＬＥＤ６２ａが点灯するのは、上記のように、外部ノードＭ
ＡＣ部６１が第２ＭＡＣ部４２２からＩＤＬＥデータを受信し、かつＳＤ／ＬＯＳＳ信号
（ＧＰＩＯ信号１２３ａ）が通信成立状態となったときのみである。そのため、上記のい
ずれかの条件が不成立の場合でもＬＥＤ６２ａが点灯せず、どの条件が不成立かを判定す
ることができない。特に、ＰＯＮリンクの信号はＬ２層の情報であり、ＯＮＵ４００から
外部ノード６０に伝送する手段が無い。
【０１０６】
そこで、本実施形態のＯＮＵ４００では、それ自身に表示手段を持たせるようにしている
。例えばデスクトップ型のように比較的大きな筐体のＯＮＵの場合には、表示手段のＬＥ
Ｄを設けるのは容易であった。しかしながら、本実施形態のＯＮＵ４００は、ＭＳＡイン
タフェーススロット６０ａに直接挿入して用いられるＳＦＰ規格のものであり、デスクト
ップ型のＯＮＵに比較して非常に小型化されている。ＯＮＵ４００の寸法の一例を図３１
に示す。
【０１０７】
筐体４８０に表示手段を設ける場合、筐体４８０の外面にＬＥＤ等を設置するのは、設置
スペースや配線等の面から極めて困難である。そのため、従来はＳＦＰ規格のＯＮＵに表
示手段を設けることは行われなかった。これに対し本実施形態では、筐体４８０の内部に
ＬＥＤを設置し、これを外部から確認できるようにしている。すなわち、露出部４８２に
内部のＬＥＤを確認するための視認部を設けている。図２６に示すＯＮＵ４００では、表
示手段のＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂを筐体４８０の内部に設け、視認部として通光溝４９
５ａ、４９５ｂを筐体４８０の内壁に形成している。
【０１０８】
ＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂは、通信条件の判定を行うＯＮＵ機能部４２０が搭載されてい
る第１の基板４９１上に設置されており、ＯＮＵ機能部４２０からの表示要求信号で点灯
／消灯されるようにしている。ＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂのより好ましい設置位置は、第
１の基板４９１上の露出部４８２側先端位置の内壁にできるだけ近い位置である。ＬＥＤ
４９４ａ、４９４ｂをＯＮＵ機能部４２０と同じ第１の基板４９１上に設置することで、
ＯＮＵ機能部４２０からＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂへの表示要求信号の伝送路の形成を容
易にしている。
【０１０９】
なお、ＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂをＯＮＵ機能部４２０が搭載されている第１の基板４９
１とは別の基板（例えば図２６の第２の基板４９２）に設けてもよく、第２の基板４９２
上に設けた場合には、ＯＮＵ機能部４２０からボード間接続用コネクタ４９３を介してＬ
ＥＤ４９４ａ、４９４ｂに表示要求信号が伝送される。
【０１１０】
ＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂを光コネクタ４１１側から確認できるように、筐体４８０の露
出部４８２の内壁に通光溝４９５ａ、４９５ｂを形成している。通光溝４９５ａ、４９５
ｂを形成する位置は、その先端がＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂにできるだけ近くなる位置で
ある。これにより、光コネクタ４１１に光ファイバ４０を接続した状態でも、通光溝４９
５ａ、４９５ｂからＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂが点灯しているのを容易に確認できるよう
になる。
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【０１１１】
２つのＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂは、それぞれ別の通信条件の状態を表すのに用いること
ができる。一例として、ＬＥＤ４９４ａを光信号検出の状態表示に用い、ＬＥＤ４９４ｂ
をＰＯＮリンクの状態表示に用いることができる。ＬＥＤ４９４ａが点灯しているときは
光信号検出の条件が成立しており、ＬＥＤ４９４ｂが点灯しているときはＰＯＮリンクが
成立していることが確認できる。さらに、認証が確認されてＯＬＴ１１との通信が確立さ
れたことは、ＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂに加えて外部ノード６０に設けられたＬＥＤ６２
ａも点灯することから確認できる。
【０１１２】
なお、本実施形態のＯＮＵ４００では、表示手段として２つのＬＥＤ４９４ａ、４９４ｂ
を設け、それぞれに通光溝４９５ａ、４９５ｂを設けているが、表示手段のＬＥＤは必ず
しも２つである必要はなく、例えば１つにしてＰＯＮリンクのみを確認できるようにして
もよい。あるいは、ＬＥＤを３つ設けて認証の確認状態も表示させるようにすることがで
きる。いずれの場合も、表示手段のＬＥＤを筐体４８０の内部に設け、それぞれが点灯し
ているか外部から確認できるようにそれぞれに視認部である通光溝を設けるのがよい。
【０１１３】
（第４の実施形態）
本発明の第４の実施形態に係る加入者宅側光回線終端装置を、図３２を用いて説明する。
図３２は、本実施形態の加入者宅側光回線終端装置５００の外観を示す斜視図である。本
実施形態でも、筐体５８０の内部にＬＥＤ５９４ａ、５９４ｂを設置し、これを外部から
確認できるようにしている。ＬＥＤ５９４ａ、５９４ｂを光コネクタ４１１側から確認す
るための視認部として、本実施形態では露出部５８２の内壁の下側角部に通光溝５９５ａ
、５９５ｂを形成している。
【０１１４】
通光溝５９５ａ、５９５ｂを露出部５８２の内壁の下側角部に形成したことから、ＬＥＤ
５９４ａ、５９４ｂを通光溝５９５ａ、５９５ｂの先端にできるだけ近い位置に配置する
のが好ましい。本実施形態では、通光溝５９５ａ、５９５ｂの先端にできるだけ近接する
位置として、ＬＥＤ５９４ａ、５９４ｂを第１の基板４９１の裏面に設置している。これ
により、ＬＥＤ５９４ａ、５９４ｂが露出部５８２の下側の内壁近くに位置することにな
る。ＬＥＤ５９４ａ、５９４ｂ及び通光溝５９５ａ、５９５ｂを上記のように設置するこ
とにより、光コネクタ４１１に光ファイバ４０を接続した状態でも、通光溝５９５ａ、５
９５ｂからＬＥＤ５９４ａ、５９４ｂが点灯しているのを容易に確認することができる。
【０１１５】
（第５の実施形態）
本発明の第５の実施形態に係る加入者宅側光回線終端装置を、図３３を用いて説明する。
図３３は、本実施形態の加入者宅側光回線終端装置６００の外観を示す斜視図である。本
実施形態でも、筐体６８０の内部にＬＥＤ６９４ａ、６９４ｂを設置し、これを外部から
確認できるようにしている。ＬＥＤ６９４ａ、６９４ｂは、第３の実施形態と同様に、Ｏ
ＮＵ機能部４２０と同じ第１の基板４９１上に設置されており、より好ましい設置位置と
して第１の基板４９１上の露出部６８２の内壁にできるだけ近い位置とするのがよい。
【０１１６】
また、ＬＥＤ６９４ａ、６９４ｂの点灯を確認するための視認部として、本実施形態では
、露出部６８２の側壁に貫通孔６９５ａ、６９５ｂを形成している。貫通孔６９５ａ、６
９５ｂは、その先端がＬＥＤ６９４ａ、６９４ｂにできるだけ近くなるように設けるのが
よい。貫通孔６９５ａ、６９５ｂを露出部６８２の側壁に設けることにより、ＯＮＵ６０
０の側面側から、貫通孔６９５ａ、６９５ｂを介してＬＥＤ６９４ａ、６９４ｂが点灯し
ているのを容易に確認することができる。
【０１１７】
（第６の実施形態）
本発明の第６の実施形態に係る加入者宅側光回線終端装置を、図３４を用いて説明する。
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図３４は、本実施形態の加入者宅側光回線終端装置７００の外観を示す斜視図である。本
実施形態では、ＯＮＵ機能部４２０が搭載されている第１の基板４９１とは別の第２の基
板４９２上にＬＥＤ７９４ａ、７９４ｂを設置している。
【０１１８】
　　また、ＬＥＤ７９４ａ、７９４ｂの点灯を確認するための視認部として、本実施形態
では、露出部７８２の上面に貫通孔７９５ａ、７９５ｂを形成している。貫通孔７９５ａ
、７９５ｂは、その先端がＬＥＤ７９４ａ、７９４ｂにできるだけ近くなるように設ける
のがよい。そこで本実施形態では、第１の基板４９１より上方に設置されている第２の基
板４９２上にＬＥＤ７９４ａ、７９４ｂを設置することで、露出部７８２の上面にできる
だけ近接させるようにしている。
　　 
【０１１９】
貫通孔７９５ａ、７９５ｂを露出部７８２の上面に設けることにより、ＯＮＵ７００の上
面側から、貫通孔７９５ａ、７９５ｂを介してＬＥＤ７９４ａ、７９４ｂが点灯している
のを容易に確認することができる。
【０１２０】
上記の第３の実施形態から第６の実施形態では、表示手段のＬＥＤが２つ設置される場合
について説明したが、ＬＥＤの個数は２つに限定されず、１つであってもよく、あるいは
３つ以上であってもよい。また、上記では、ＬＥＤが視認部に近い方の基板に設けられる
場合について説明したが、これに限られず、視認部から離れた方の基板にＬＥＤを設けて
もよい。いずれの場合も、表示手段のＬＥＤをＯＮＵの筐体内部に設け、それぞれが点灯
しているか外部から確認できるように、それぞれのＬＥＤに視認部を設けるのがよい。こ
れにより、ＰＯＮリンク等のＯＬＴとＯＮＵとの間の通信状態を容易に確認できるように
することができる。
【０１２１】
なお、本実施の形態における記述は、本発明に係る加入者宅側光回線終端装置及び光伝送
システムの一例を示すものであり、これに限定されるものではない。本実施の形態におけ
る加入者宅側光回線終端装置及び光伝送システムの細部構成及び詳細な動作等に関しては
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
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