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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入力ポートと、
　複数の出力ポートと、
　該複数の入力ポートに対応して設けられた複数の上流側光素子と、
　該複数の出力ポートに対応して設けられた複数の下流側光素子と、をそなえ、
　該複数の上流側光素子の各々は、入力が対応する該入力ポートに接続されるとともに複
数の出力が該複数の下流側光素子にそれぞれ接続され、
　該複数の下流側光素子の各々は、該複数の上流側光素子の出力を入力とし出力が対応す
る該出力ポートに接続されるとともに、
　該複数の入力ポートからの波長多重光信号について、出力先となる該複数の出力ポート
を波長毎に切り替え可能に該複数の上流側光素子および該複数の下流側光素子が構成され
、
　かつ、複数の入力が該複数の入力ポートのそれぞれに接続され、該複数の入力からの波
長多重光信号の出力を波長毎に切り替え可能である上流側予備スイッチと、
　入力が該上流側予備スイッチの出力に接続され、複数の出力が該複数の出力ポートのそ
れぞれに接続され、該入力からの光信号を波長毎に該複数の出力に出力可能である下流側
予備スイッチと、を備え、
　該入力ポートから入力された波長多重光信号を２分岐し、一方を当該入力ポートに対応
する上流側光素子へ、他方を該上流側予備スイッチへ、それぞれ出力する入力ポート側光
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カプラが該入力ポート数に応じて複数設けられるとともに、
　該下流側光素子から出力される出力波長多重光信号と、該下流側予備スイッチからの光
信号とを合波して出力する出力ポート側光カプラが該出力ポート数に応じて複数設けられ
たことを特徴とする光装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光装置であって、
　該上流側光素子の１つである第1の上流側光素子の、該下流側光素子の１つである第１
の下流側光素子への接続に障害が生じたとき、
　該上流側予備スイッチは、該第1の上流側光素子に対応する入力ポートより入力された
、該第1の上流側光素子より該第１の下流側光素子へ出力される波長の光信号を出力し、
　該下流側予備スイッチは、該第１の下流側光素子に対応する出力ポートへ、入力された
光信号を出力することを特徴とする光装置。
【請求項３】
　請求項１記載の光装置であって、
　該上流側光素子の１つである第1の上流側光素子の、第1の波長の出力に障害が生じたと
き、
　該上流側予備スイッチは、該第1の上流側光素子に対応する入力ポートより入力された
、該第1の波長の光信号を出力し、
　該下流側予備スイッチは、該第1の波長が該第１の上流側光素子から出力される該下流
側光素子に対応する出力ポートへ、入力された光信号を出力することを特徴とする光装置
。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項記載の光装置であって、
　該上流側光素子および該下流側光素子によって設定される、光波長ごとの該入力ポート
および該出力ポート間のパスと、該上流側予備スイッチおよび該下流側予備スイッチによ
って設定されるパスと、の間の切り替え制御を行なう制御部をそなえて構成されたことを
特徴とする光装置。
【請求項５】
　複数の入力ポートとともに複数の出力ポートとの間で光クロスコネクトを行なう光クロ
スコネクト装置であって、
　該入力ポートからの入力波長多重光信号を波長毎に切り替えられた出力方路から出力す
る上流側波長選択スイッチが該入力ポートに対応して設けられるとともに、各上流側波長
選択スイッチの出力方路から出力された光信号を入力として該出力ポートへ導くべき光信
号を波長毎に選択し出力波長多重光信号を出力する下流側波長選択光スイッチが該出力ポ
ートに対応して設けられ、
　かつ、該入力ポートからの入力波長多重光信号を入力されて、選択された波長成分につ
いて透過しうる波長可変フィルタと、該波長可変フィルタで透過した波長成分の光信号に
ついて各出力ポートに宛てて分岐する分岐素子と、該分岐素子で分岐された前記光信号に
ついて各出力ポートへ導通又は遮断する導通遮断ゲートとが該入力ポートの数に応じてそ
れぞれ設けられたことを特徴とする、光クロスコネクト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光装置および光クロスコネクト装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光通信システムでは、現在、波長多重通信技術(ＷＤＭ：Wavelength division multipl
exing)を用いることによって伝送容量を増大させている。又、通信システム中で伝送路フ
ァイバが集約されるハブノードもしくはリングネットワーク内における回線分岐挿入ノー
ドにおいて光波長を切替単位として交換を行なう、光クロスコネクトノードおよび光分岐
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挿入ノードの製品化が進められている。
【０００３】
　従来、これらの装置には、例えば図１８に示すように、波長分波器９０１，光スイッチ
９０２，光可変減衰器９０３および波長合波器９０４などの個別部品がそれぞれのユニッ
トに個別に実装される形態となっていた。特許文献１に記載された装置は、上述のごとく
個別部品がそれぞれ独立したユニットとして実装されたものの一例である。
　現在においては、装置の小型化を図るために、上記の機能を集積させた波長選択型光ス
イッチ（ＷＳＳ:Wavelength Selective Switch）の導入も進められている。図１９は上述
のごとき波長選択スイッチを用いることによって構成される一例としての光クロスコネク
ト装置９１０について示すものである。この図１９に示す光クロスコネクト装置９１０は
、ｎ個の入力ポート♯１１～♯１ｎにおける各ポートから入力されるＷＤＭ入力光につい
て、波長単位にｎ個の出力ポートのうちのいずれかを出力方路として切り替えて、ＷＤＭ
出力光として出力ポート♯２１～♯２ｎを通じて出力することができるものである。
【０００４】
　この光クロスコネクト装置９１０としては、入力ポート側に１入力ｎ出力の波長選択ス
イッチ（１×ｎ波長選択スイッチ）９１１～９１ｎが入力ポート数に対応した個数設けら
れるとともに、出力ポート側にはｎ×１波長選択スイッチ９２１～９２ｎが出力ポート数
に対応した個数設けられ、波長選択スイッチ９１１～９１ｎの出力が１出力ずつ各波長選
択スイッチ９２１～９２ｎの入力に接続が割り振られるように構成されている。
【０００５】
　この図１９に示すような光クロスコネクト装置９１０においては、各波長選択スイッチ
９１１～９１ｎ，９２１～９２ｎ内における個別部品等に障害が生じた場合においては、
その障害が生じた部品以外が正常動作していたとしても、当該波長選択スイッチ９１１～
９１ｎ，９２１～９２ｎ単位で交換を行なう必要があった。
　特に、図２０に例示するように、波長選択スイッチ９１１～９１ｎ，９２１～９２ｎに
おいてＷＤＭ光のうちの特定の波長の光信号［例えば波長λ１～λ８からなるＷＤＭ光信
号のうちの波長λ１の光信号，（ａ）参照］についてのスイッチ動作のみに障害が生じた
り、特定の出力方路へのスイッチ動作のみ障害が生じたり［（ｂ）参照］する場合は、他
の波長又は他の出力方路におけるスイッチングが正常に動作していたとしても、１ユニッ
トをなす波長選択スイッチごと交換する必要があった。
【０００６】
　したがって、図１９に示すようなクロスコネクト装置９１０においては、上述のような
障害発生時にはユニット交換を待つことなく障害を復旧させるような構成が課題として求
められるほか、そのようなユニットの交換を行なうにあたっても、正常に動作している他
の接続に影響を与えることを極力少なくすることが課題として求められる。
【特許文献１】特開２００１－１６６２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、装置の小型化を図りながら冗長構
成を実現することを目的とする。
　また、波長選択スイッチが扱う波長多重信号に対し波長単位で予備系に切り替えること
ができるようにすることを目的とする。
　さらに、波長選択スイッチを交換する場合に正常に動作している他の接続への影響をな
くすことを目的とする。
【０００８】
　または、インサービスでの障害復旧を可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このため、本発明の光装置は、複数の入力ポートと、複数の出力ポートと、該複数の入
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力ポートに対応して設けられた複数の上流側光素子と、該複数の出力ポートに対応して設
けられた複数の下流側光素子と、をそなえ、該複数の上流側光素子の各々は、入力が対応
する該入力ポートに接続されるとともに複数の出力が該複数の下流側光素子にそれぞれ接
続され、該複数の下流側光素子の各々は、該複数の上流側光素子の出力を入力とし出力が
対応する該出力ポートに接続されるとともに、該複数の入力ポートからの波長多重光信号
について、出力先となる該複数の出力ポートを波長毎に切り替え可能に該複数の上流側光
素子および該複数の下流側光素子が構成され、かつ、複数の入力が該複数の入力ポートの
それぞれに接続され、該複数の入力からの波長多重光信号の出力を波長毎に切り替え可能
である上流側予備スイッチと、入力が該上流側予備スイッチの出力に接続され、複数の出
力が該複数の出力ポートのそれぞれに接続され、該入力からの光信号を波長毎に該複数の
出力に出力可能である下流側予備スイッチと、を備え、該入力ポートから入力された波長
多重光信号を２分岐し、一方を当該入力ポートに対応する上流側光素子へ、他方を該上流
側予備スイッチへ、それぞれ出力する入力ポート側光カプラが該入力ポート数に応じて複
数設けられるとともに、該下流側光素子から出力される出力波長多重光信号と、該下流側
予備スイッチからの光信号とを合波して出力する出力ポート側光カプラが該出力ポート数
に応じて複数設けられたことを特徴としている。
【００１０】
　また、上述の光装置は、上流側光素子の１つである第1の上流側光素子の、該下流側光
素子の１つである第１の下流側光素子への接続に障害が生じたとき、該上流側予備スイッ
チは、該第1の上流側光素子に対応する入力ポートより入力された、該第1の上流側光素子
より該第１の下流側光素子へ出力される波長の光信号を出力し、該下流側予備スイッチは
、該第１の下流側光素子に対応する出力ポートへ、入力された光信号を出力することがで
きる。
【００１１】
　さらに、該上流側光素子の１つである第1の上流側光素子の、第1の波長の出力に障害が
生じたとき、該上流側予備スイッチは、該第1の上流側光素子に対応する入力ポートより
入力された、該第1の波長の光信号を出力し、該下流側予備スイッチは、該第1の波長が該
第１の上流側光素子から出力される該下流側光素子に対応する出力ポートへ、入力された
光信号を出力することもできる。
【００１２】
　また、該上流側光素子および該下流側光素子によって設定される、光波長ごとの該入力
ポートおよび該出力ポート間のパスと、該上流側予備スイッチおよび該下流側予備スイッ
チによって設定されるパスと、の間の切り替え制御を行なう制御部をそなえることとして
もよい。
　さらに、本発明の光クロスコネクト装置は、複数の入力ポートとともに複数の出力ポー
トとの間で光クロスコネクトを行なう光クロスコネクト装置であって、該入力ポートから
の入力波長多重光信号を波長毎に切り替えられた出力方路から出力する上流側波長選択ス
イッチが該入力ポートに対応して設けられるとともに、各上流側波長選択スイッチの出力
方路から出力された光信号を入力として該出力ポートへ導くべき光信号を波長毎に選択し
出力波長多重光信号を出力する下流側波長選択光スイッチが該出力ポートに対応して設け
られ、かつ、該入力ポートからの入力波長多重光信号を入力されて、選択された波長成分
について透過しうる波長可変フィルタと、該波長可変フィルタで透過した波長成分の光信
号について各出力ポートに宛てて分岐する分岐素子と、該分岐素子で分岐された前記光信
号について各出力ポートへ導通又は遮断する導通遮断ゲートとが該入力ポートの数に応じ
てそれぞれ設けられたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　このように、本発明によれば以下のような利点を得ることができる。
　（１）予備系として備えられている波長選択スイッチの点数の増大を抑制することで、
装置の小型化を図り、消費電力を低減させることができる利点もある。
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　（２）波長選択スイッチを交換する場合に正常に動作している他の接続への影響をなく
し、予備用の波長パス資源を有効に利用することができる利点がある。
【００１４】
　（３）インサービスでの（装置運用中での）障害復旧を行なうことができる利点もある
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照することにより、本発明の実施の形態について説明する。
　なお、上述の本願発明の目的のほか、他の技術的課題，その技術的課題を解決する手段
及びその作用効果についても、以下の実施の形態による開示によって明らかとなるもので
ある。
　〔Ａ１〕第１実施形態の説明
　〔Ａ１－１〕構成
　図１は本発明の第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置（光装置）１を示す図であ
る。この図１に示す光クロスコネクト装置１は、入力ポート♯１１～♯１４を通じて入力
されるＷＤＭ信号光についてクロスコネクト処理を行なって出力ポート♯２１～♯２４を
通じて出力しうるものである。即ち、入力ポート♯１１～♯１４および出力ポート♯２１
～♯２４において、波長単位でパスを任意に設定することができるようになっている。換
言すれば、上述のポート♯１１～♯１４，♯２１～♯２４に伝送路として光ファイバを接
続することにより、光ネットワークにおけるクロスコネクトノードを構成することができ
る。
【００１６】
　ここで、光クロスコネクト装置１は、上流側波長選択スイッチ（上流側光素子）１０１
～１０４が入力ポート♯１１～♯１４に対応して設けられるとともに、下流側波長選択光
スイッチ（下流側光素子）１１１～１１４が出力ポート♯２１～♯２４対応して設けられ
、更に、予備用の波長選択スイッチ１２１，１２２，入力ポート♯１１～♯１４側の光カ
プラ１３１～１３４，出力ポート♯２１～♯２４側の光カプラ１４１～１４４およびＯＸ
Ｃ（Optical Cross Connect）コントローラ１５０をそなえて構成されている。
【００１７】
　上流側波長選択スイッチ１０１～１０４はそれぞれ、入力が対応する入力ポート♯１１
～♯１４に接続されるとともに４個の出力が４個の下流側波長選択スイッチ１１１～１１
４にそれぞれ接続されている。また、これらの上流側波長選択スイッチ１０１～１０４は
それぞれ、入力ポート♯１１～♯１４からの入力ＷＤＭ光信号を４つの出力のうちで波長
毎に切り替えられた出力から出力する上流側光スイッチである。
【００１８】
　すなわち、上流側波長選択スイッチ１０１～１０４はそれぞれ、入力ポート♯１１～♯
１４からの入力波長多重光信号を、下流側波長選択光スイッチ１１１～１１４のいずれか
が接続されている出力方路に波長毎に切り替えることができるようになっている。
　また、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４はそれぞれ、各上流側波長選択スイッチ
１０１～１０４の出力方路から出力された光信号を入力として、対応する出力ポート♯２
１～♯２４へ導くべき光信号を波長毎に選択的に出力波長多重光信号として出力すること
が可能な下流側光スイッチである。これにより、各上流側波長選択スイッチ１０１～１０
４からの出力光信号について、出力ポート♯２１～♯２４へ導くべき光信号を波長毎に選
択し出力することができる。
【００１９】
　したがって、上述の上流側波長選択スイッチ１０１～１０４および下流側波長選択スイ
ッチ１１１～１１４は、４つの入力ポート♯１１～♯１４からの光について、出力先とな
る４つの出力ポートを波長毎に切り替え可能となるように構成されている。即ち、この図
１に示すように、４の入力ポート♯１１～♯１４を通じてそれぞれ波長多重光信号を入力
されると、入力された波長多重光信号の波長成分ごとに出力先を４つの出力ポート♯２１
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～♯２４のいずれかに切り替えて、出力ポート♯２１～♯２４からは波長多重光信号をそ
れぞれ出力することができるようになっている。換言すれば、光クロスコネクト装置１は
、４入力４出力の光クロスコネクト機能を実現する。
【００２０】
　また、上述の上流側波長選択スイッチ１０１～１０４は、入力ポート♯１１～♯１４か
らの波長多重光信号を１入力で入力されて、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４へ接
続される４つの出力方路のいずれかへ出力する１×４波長選択スイッチを構成する。同様
に、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４は、４入力１出力の４×１波長選択スイッチ
を構成する。
【００２１】
　さらに、予備用の波長選択スイッチ１２１は、入力ポート♯１１～♯１４側に、予備用
の波長選択スイッチ１２２は出力ポート♯２１～♯２４側に設けられている。予備用の波
長選択スイッチ１２１は、４つの入力が複数の入力ポート♯１１～♯１４のそれぞれに接
続され、４つの入力からの光の出力を波長毎に切り替え可能である上流側予備スイッチで
ある。又、予備用の波長選択スイッチ１２２は、入力が上流側予備スイッチ１２１の出力
に接続され、４つの出力が４つの出力ポート♯２１～♯２４のそれぞれに接続され、入力
からの光を波長毎に４つの出力に出力可能である下流側予備スイッチである。
【００２２】
　そして、この２つの波長選択スイッチ１２１，１２２が協働することにより、後述する
ように、上流側波長選択スイッチ１０１～１０４における各出力方路で選択されている波
長の光信号、および、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４で出力方路に選択されてい
る波長の光信号に対する共用の予備系として、光クロスコネクトのための方路を設定する
ことができるようになっている。
【００２３】
　また、光カプラ１３１～１３４は入力ポート♯１１～♯１４に応じて設けられたもので
あって、それぞれ、入力ポート♯１１～♯１４から入力された波長多重光信号を２分岐し
、一方を当該入力ポート♯１１～♯１４に対応する上流側波長選択スイッチ１０１～１０
４へ、他方を予備用の入力ポート側波長選択スイッチ１２１へ、それぞれ出力するように
なっている。
【００２４】
　すなわち、予備用の波長選択スイッチ１２１には、光カプラ１３１～１３４を通じて全
ての入力ポート♯１１～♯１４を通じて入力される光信号を受けることができるようにな
っているので、これらの入力ポート♯１１～♯１４に該当する（現用の）波長選択スイッ
チ１０１～１０４に対する予備として機能する。
　さらに、光カプラ１４１～１４４は、出力ポート♯２１～♯２４に応じて設けられたも
のであって、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４から出力される出力波長多重光信号
と、予備用の出力ポート側波長選択スイッチ１２２からの光信号とを合波して出力するよ
うになっている。
【００２５】
　すなわち、予備用の波長選択スイッチ１２２には、波長選択スイッチ１２１からの出力
を入力とするとともに、光カプラ１４１～１４４を通じて全ての出力ポート♯２１～♯２
４を通じて光信号を出力することができるので、これらの出力ポート♯２１～♯２４に該
当する（現用の）波長選択スイッチ１１１～１１４に対する予備として機能する。
　また、ＯＸＣコントローラ（制御部）１５０は、光クロスコネクト装置１による光クロ
スコネクトを統括制御するものであって、特に、上流側波長選択スイッチ１０１～１０４
および下流側波長選択スイッチ１１１～１１４での切り替えを通じて設定される光波長ご
との入出力ファイバ間のパス（波長パス）と、波長選択スイッチ１２１，１２２による予
備用の光クロスコネクトのための方路との間の切り替え制御を行なうものである。このＯ
ＸＣコントローラ１５０は、後述する波長パステーブル１５１および設定変更部１５２を
そなえて構成されている。
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【００２６】
　図２は上述の上流側波長選択スイッチ１０１～１０４を示す図である。上流側波長選択
スイッチ１０１～１０４は、この図２に示すように、分波部１００ａ，スイッチ部１００
ｂ，合波部１００ｃ，タップカプラ１００ｄ，光スイッチ１００ｅ，分波部１００ｆ，フ
ォトディテクタ１００ｇおよび制御部１００ｈをそなえて構成されている。
　分波部１００ａ，スイッチ部１００ｂおよび合波部１００ｃはそれぞれ前述の図１８に
示す波長分波器９０１，光スイッチ９０２および波長合波器９０４と同様の機能を持ち、
これらの分波部１００ａ，スイッチ部１００ｂおよび合波部１００ｃによって、一つの入
力ポートを通じて入力されたＷＤＭ信号光を波長成分毎に４つの出力方路を選択的に切り
替えるようになっている。
【００２７】
　そして、タップカプラ１００ｄは、上述の分波部１００ａ，スイッチ部１００ｂおよび
合波部１００ｃにおいて波長選択スイッチング後の光信号をそれぞれ分岐するもので、光
スイッチ１００ｅは、タップカプラ１００ｄで分岐された光信号を、由来する出力方路ご
とに選択的に切り替えて出力するものである。
　さらに、分波部１００ｆは、光スイッチ１００ｅで選択的に出力された光信号について
波長成分ごとに分波するものである。又、フォトディテクタ１００ｇは、分波部１００ｆ
で分波された波長成分ごとの光信号のレベルについて検出するものである。
【００２８】
　そして、制御部１００ｈは、上述のスイッチ部１００ｂによるスイッチ機能を制御する
ほか、フォトディテクタ１００ｇにて検出された波長成分ごとの光信号のレベルをもとに
、自身の波長選択スイッチ１０１～１０４において出力方路に導いている光信号の異常に
ついて波長成分ごとに検出し、これをアラームとしてＯＸＣコントローラ１５０に出力す
るようになっている。
【００２９】
　なお、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４においては、上述上流側波長選択スイッ
チ１０１～１０４における分波部１００ａ，スイッチ部１００ｂおよび合波部１００ｃと
同様の構成を入出力関係を逆の配置としてそなえ、４つの入力方路を通じて入力された信
号光について波長成分ごとに選択的に対応する出力ポートへ出力することができるように
なっている。
【００３０】
　そして、この下流側波長選択スイッチ１１１～１１４においても、出力ポートへ出力す
べき光信号のレベルについて波長成分毎に異常を検出する機能をそなえており、このため
に、前述の上流側波長選択スイッチ１０１～１０４のタップカプラ１００ｄ，分波部１０
０ｆ，フォトディテクタ１００ｇおよび制御部１００ｈに相当する構成をそなえ、光信号
の波長成分ごとの異常についてＯＸＣコントローラ１５０に出力するようになっている。
【００３１】
　ＯＸＣコントローラ１５０の波長パステーブル１５１においては、例えば図３に示すよ
うに、波長多重光信号をなす波長ごとに、波長パスを設定すべき入力ポート♯１１～♯１
４および出力ポート♯２１～♯２４の関係について記憶するものである。波長選択スイッ
チ１０１～１０４，１１１～１１４における波長パス設定については、上述の波長パステ
ーブル１５１の内容に従い、ＯＸＣコントローラ１５０によって設定制御される。
【００３２】
　たとえば、この図３に示すものにおいては、例えば入力ポート♯１１に入力されたＷＤ
Ｍ光信号のうちで、波長λ１については出力ポート♯２１に接続するように波長パスが設
定されている。この場合においては、入力ポート♯１１に光カプラ１３１を通じて接続さ
れる波長選択スイッチ１０１は、波長λ１の光信号については波長選択スイッチ１１１に
出力するように設定され、波長選択スイッチ１１１においては、波長選択スイッチ１０１
からの波長λ１の光信号を出力ポート♯２１に導くように設定される。
【００３３】
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　また、設定変更部１５２は、各波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４から
の波長毎のアラーム情報を入力されると、波長パステーブル１５１の設定に基づいて、波
長パスの設定変更ための制御を波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４へ出力
するものである。尚、設定変更部１５２においては、波長パスの設定変更を行なう場合に
は、上述の波長パステーブル１５１の内容についても適宜更新する。
【００３４】
　具体的には、設定変更部１５２では、波長選択スイッチ１０１～１０４からの検出情報
および波長パステーブル１５１の内容から、波長選択スイッチ１０１～１０４における各
出力方路で選択されている光信号についての異常を検出する。同様に、波長選択スイッチ
１１１～１１４からの検出情報および波長パステーブル１５１の内容から、波長選択スイ
ッチ１１１～１１４で出力方路に選択されている光信号におけるいずれかの波長成分につ
いての異常を検出する。
【００３５】
　そして、設定変更部１５２において、波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１
４からアラームとして光信号の異常を通知された場合に、波長パステーブル１５１を参照
し、当該異常が生じた波長パスについて、予備用の光クロスコネクトのための方路に切り
替えるべく波長パスの設定を変更する。具体的には、当該異常が生じた波長パスにかかる
上流側および下流側の波長選択スイッチとともに、予備用の波長選択スイッチ１２１，１
２２での設定（波長パス設定）を変更して、異常が生じた波長パスを予備用の波長パスに
退避させるのである。
【００３６】
　なお、設定変更部１５２においては、当該異常が生じた波長パスにかかる上流側および
下流側の波長選択スイッチ間における他の波長パスについては、予備用の光クロスコネク
トのための方路に切り替えずに据え置く。これにより、当該異常が生じた波長パスにかか
る波長選択スイッチでのパス設定を、正常な他の波長パスを含めて切り替える必要がなく
なり、正常な波長パスについての通信に影響を与えることをなくし、予備用の波長選択ス
イッチ１２１，１２２で設定可能な波長パスの効率的利用を図っている。
【００３７】
　〔Ａ１－２〕作用効果
　〔Ａ１－２１〕予備用の光クロスコネクトのための方路への波長パスの変更について
　上述のごとく構成された第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置１においては、装
置入出力側にそれぞれに光カプラ１３１～１３４，１４１～１４４を介して予備用（冗長
用）の波長選択スイッチ１２１，１２２を各波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～
１１４間で共有しているので、図４のフローチャートに示すように、ポート♯１１～♯１
４，♯２１～♯２４にそれぞれ接続される波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１
１４の入出力方路や、ポート♯１１～♯１４，♯２１～♯２４間のパスをなす個別波長の
障害に対するインサービスでの障害復旧を可能としている。
【００３８】
　たとえば、光クロスコネクト装置１が障害発生なく正常に運用されている状態において
は、ＯＸＣコントローラ１５０の波長パステーブル１５１における設定に基づいて、波長
選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４での光信号の方路切り替えを正常に行なう
ことができるので、各入力ポート♯１１～♯１４および出力ポート♯２１～♯２４間での
パスについて波長成分ごとにクロスコネクト処理される（ステップＡ１）。尚、この時点
では予備用の波長選択スイッチ１２１，１２２は稼働していない。
【００３９】
　そして、各波長選択スイッチ（ＷＳＳ）１０１～１０４，１１１～１１４においては、
光信号の異常検出機能によって光信号の異常が検出されると、アラーム出力機能により、
アラームとしてＯＸＣコントローラ１５０に出力する（ステップＡ２）。ＯＸＣコントロ
ーラ１５０において、いずれかの波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４から
アラームを受けると、当該アラームの内容に応じて、パスを予備用の光クロスコネクトの
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パスに変更する。
【００４０】
　具体的には、アラームが波長パスについての障害によるものである場合には、設定変更
部１５２において、波長パステーブル１５１を参照し、障害発生波長についての波長パス
を切断する（ステップＡ３）。例えば、図３に示す波長パステーブル１５１の内容に従っ
て、波長λｎ－１，λｎの光信号について入力ポート♯１１および出力ポート♯２４間で
波長パスが設定されている場合において、波長選択スイッチ１０１，１１４を経由した波
長パスλｎに障害が発生している場合には、当該障害が発生している波長パスでの切り替
えを停止させる。
【００４１】
　すなわち、波長選択スイッチ１０１において波長λｎの光信号に障害等の異常が生じて
、切り替え不可となった場合には（図５のＡ参照）、図１に示す設定変更部１５２におい
てこれをアラームによって認識し、波長パステーブル１５１を参照して、波長選択スイッ
チ１１４での波長λｎの切り替えを停止させて、障害発生波長λｎについての波長パスを
切断する（図６のＢ参照）。尚、下流側の波長選択スイッチ１１４に障害が生じた場合に
おいては、当該障害が発生した波長パスにかかる上流側の波長選択スイッチ１０１におけ
るλｎの切り替えを停止させる。
【００４２】
　また、アラームが波長選択スイッチの切り替え方路についての障害によるものである場
合においても、当該障害ポートの出力先ポートにかかるパスを切断する（ステップＡ３）
。例えば、上述の図３に示す波長パステーブル１５１の内容に従って、波長選択スイッチ
１０１，１１４を経由した、入力ポート♯１１と出力ポート♯２４とを接続する方路自体
に障害等の異常が生じて、切り替え不可となった場合には、設定変更１５２においてこれ
をアラームによって認識し、波長パステーブル１５１を参照して、波長選択スイッチ１１
４での波長λｎ－１およびλｎの切り替えを停止させて、障害発生方路（波長λｎ－１，
λｎについての波長パス）を切断する。
【００４３】
　すなわち、上流側の波長選択スイッチ１０１において障害等の異常が生じて、下流側波
長選択スイッチ１１４への方路切り替えが不可となった場合には、下流側１１４での波長
選択スイッチ１０１からの光（この場合にはλｎ－１，λｎ）についての切り替えを停止
させる。尚、下流側の波長選択スイッチ１１４に障害が生じた場合においては、当該障害
が発生した切り替え方路にかかる上流側の波長選択スイッチ１０１における光（波長λｎ
－１，λｎ）の切り替えを停止させる。
【００４４】
　つぎに、障害が発生しているパス（波長パス単位かまたは切り替え方路単位の波長パス
）を復旧すべく、設定変更部１５２において、予備用の波長選択スイッチ１２１，１２２
の設定を変更する（ステップＡ４）。
　具体例として、入力ポート♯１１と出力ポート♯２４との間の波長パスλｎについて障
害を復旧させる場合について説明する。この場合においては、設定変更部１５２から波長
選択スイッチ１２１，１２２に対して波長選択切り替えの設定を変更する指示を出力する
。そして、波長選択スイッチ１２１においては、光カプラ１３１を通じて入力される入力
ポート♯１１からの波長λｎの光信号を波長選択スイッチ１２２に出力するようにスイッ
チ機能（図２の符号１００ｂ参照）の設定が変更される。同様に、波長選択スイッチ１２
２においては、波長選択スイッチ１２１からの波長λｎの光信号を光カプラ１４１に出力
すべくスイッチ機能の設定が変更される。
【００４５】
　これにより、入力ポート♯１１および出力ポート♯２４間の波長パスλｎが波長選択ス
イッチ１２１，１２２の設定変更によって復旧する（図６のＣ参照）。尚、この場合にお
いては、障害が発生した波長選択スイッチ１０１および波長選択スイッチ１１４間を接続
する波長λｎ－１のパスについては、正常に通信可能であるので、予備用の光クロスコネ
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クトのための方路に切り替えずに据え置く（図６のＤ参照）。
【００４６】
　したがって、上述の波長パスλｎの切り替えが発生しても、正常である波長λｎ－１に
ついて波長パスの通信に影響を与えることがなく、又、予備用の波長選択スイッチ１２１
，１２２で設定可能な波長パス資源の効率的利用を図っている。
　換言すれば、上流側光素子の１つである第1の上流側光素子としての波長選択スイッチ
１０１の、第1の波長λｎの出力に障害が生じたとき、上流側予備スイッチ１２１は、波
長選択スイッチ１０１に対応する入力ポート♯１１より入力された、波長λｎの光を出力
し、下流側予備スイッチ１２２は、波長λｎが波長選択スイッチ１０１から出力される波
長選択スイッチ１１４に対応する出力ポート♯２４へ、入力された光を出力することがで
きる。
【００４７】
　また、上流側光素子の１つである第１の上流側光素子としての波長選択スイッチ１０１
の、下流側光素子の１つである第１の下流側光素子としての波長選択スイッチ１１４への
接続に障害が生じたとき、上流側予備スイッチ１２１は、波長選択スイッチ１０１に対応
する入力ポート♯１１より入力された、波長選択スイッチ１０１より波長選択スイッチ１
１４へ出力される波長の光を出力し、下流側予備スイッチ１２２は、波長選択スイッチ１
１４に対応する出力ポート♯２４へ、入力された光を出力することができる。
【００４８】
　なお、波長選択スイッチ１２１，１２２において上述のごとく予備用の方路の設定が成
功すると、制御部としての機能部（図２の符号１００ｈ参照）は、その旨をＯＸＣコント
ローラ１５０に通知する。
　そして、ＯXＣコントローラ１５０の設定変更部１５２においては、波長パステーブル
１５１の内容を、切り替えた波長パスの内容に従って、例えば図７に示すように書き換え
る（ステップＡ５）。尚、この図７において、「予出ポート♯２４」とは、予備用の波長
選択スイッチ１２１，１２２を通じて出力ポート♯２４に導通するパスで接続することを
指している。
【００４９】
　また、上述のごとく予備用の波長選択スイッチ１２１，１２２による波長パスが使用さ
れている場合において、更に波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４のいずれ
かにおけるＷＳＳ内パワーモニタ機能部としての制御部１００ｈからアラームが出力され
た場合は（ステップＡ６）、設定変更部１５２では、波長パステーブル１５１を参照する
ことにより、同一波長での障害が既に発生しているか否かを確認する（ステップＡ７）。
即ち、波長パステーブル１５１に上述のごとく登録されている「予出ポート」の波長に、
今回発生したアラームにかかる波長と同一のものがあるか否かによってこれを確認する。
【００５０】
　ここで、波長パステーブル１５１に登録されている「予出ポート」の波長に今回発生し
たアラームにかかる波長と同一のものがない場合には、同一波長での障害が既に発生して
おらず、今回発生したアラームにかかる波長による波長パスを予備用の波長選択スイッチ
１２１，１２２に設定することができる。
　この場合には、ＯＸＣコントローラ１５０の制御によって、前述のステップＡ３～ステ
ップＡ５と同様にして、予備用の光クロスコネクトのための方路を設定する［ステップＡ
７のＮＯルートからステップＡ８～ステップＡ１０（ステップＡ８～ステップＡ１０は、
ステップＡ３～ステップＡ５にそれぞれ相当する）］。
【００５１】
　しかし、波長パステーブル１５１に登録されている「予出ポート」の波長に今回発生し
たアラームにかかる波長と同一のものがある場合は（多重障害の発生）、当該登録されて
いる「予出ポート」の波長と同一波長の予備用パスは更に設定することはできない。この
場合には、設定変更部１５２では予備用の光クロスコネクトのための方路への切り替えは
行なわずに、例えばネットワーク管理システム等の図示しない上位装置へ障害を通知する
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（ステップＡ７のＹＥＳルートからステップＡ１１）。
【００５２】
　たとえば、図８に示す場合について説明する。この図８は、入力ポート♯１１と出力ポ
ート♯２４との間に、波長選択スイッチ１０１，１１４を通じた波長λｎ－１の波長パス
Ｐ１と、波長選択スイッチ１２１，１２２を通じた波長λｎの波長パスＰ２とが設定され
ている場合において（図７の波長パステーブル１５１参照）、多重障害が発生した場合に
ついて示すものである。
【００５３】
　ここで、この図８に示すように、入力ポート♯１４と出力ポート♯２１とを接続する波
長パスＰ３として設定されている波長λ３，λ４，λｎ－１，λｎの波長パス（図７の波
長パステーブル１５１参照）のうちで、例えば波長λ３，λ４又はλｎ－１の波長パスに
障害が生じた場合には、これらの波長λ３，λ４又はλｎ－１の波長パスには予備用パス
が設定されていないので、図８に示すように、波長選択スイッチ１２１，１２２によって
予備用の波長パスＰ４を設定することができる。
【００５４】
　ただし、波長パスＰ３として設定されている波長λｎの波長パスに障害が発生した場合
には、既に波長選択スイッチ１２１，１２２において予備用の波長パスとして波長λｎに
よるパスＰ２が設定されているので、λｎについての波長パスＰ４は設定することができ
ない。
　したがって、上述のごとき複数の波長ポートについて多重障害が発生した場合には、入
出力ポートの設定いかんにかかわらず、予備系への経路切替が可能となる。更に、本構成
をとることにより、波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４中の運用波長1波
長に障害が起きた際にも、その経路（波長パス）のみを予備系に切り替えることが可能で
あり、その障害が他波長の波長パスに影響を及ぼすことは無くなる。
【００５５】
　また、例えば図９に示す光クロスコネクト装置１Ａのように、予備系の波長選択スイッ
チ１２１～１２４を複数系統（この場合には２系統）持つことで、上述のごとき同一波長
に対する多重障害も回避することが可能となる。この場合においては、光カプラ１３１～
１３４におけるＷＤＭ信号光の分岐数、光カプラ１４１～１４４におけるＷＤＭ信号光の
合波数については、予備系の波長選択スイッチの系統数に応じて適宜増えることになる。
【００５６】
　〔Ａ１－２２〕異常が発生した現用としての波長選択スイッチの交換動作について
　つぎに、上述のごとき予備用の波長選択スイッチ１２１，１２２による波長パスに切り
替わった場合において、原因となる障害等の異常が発生している波長選択スイッチの交換
作業の手順について説明する。
　なお、以下においては上流側の現用波長選択スイッチ１０１～１０４のインサービスで
の交換作業を行なうための手順について示しているが、下流側の現用波長選択スイッチ１
１１～１１４について交換作業を行なう場合においても、以下の上流側の波長選択スイッ
チ１０１の交換に倣って行なうことができる。
【００５７】
　〔Ａ１－２２１〕単一の波長パス障害で予備用パスが設定されたときの波長選択スイッ
チの交換動作
　たとえば、前述の図６に示すような予備用の波長パスが設定されている場合においては
、予備用の波長パスに切り替わる原因となった波長選択スイッチ１０１の交換作業を行な
うことが必要である。具体例として、この図６に示す場合についての波長選択スイッチ１
０１の交換作業を（１）～（１１）に従って説明する。
【００５８】
　まず、（１）障害が発生した波長選択スイッチ１０１を通過する波長-ポート情報をＯ
ＸＣコントローラ１５０の波長パステーブル１５１（図７参照）から取得し、（２）通過
している波長の予備入力側の波長選択スイッチ１２１のスイッチ切り替えをオンにする。
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この場合においては、波長選択スイッチ１０１を通過している波長は、波長λ１～λ４，
λｎ－１である。従って、波長選択スイッチ１２１において光カプラ１３１からの波長λ
１～λ４，λｎ－１について出力方路へ選択するようにスイッチ切り替えをオンとする。
【００５９】
　（３）ついで、障害発生した波長選択スイッチ１０１のサービスを停止し、取り外し可
能な状態とする。（４）その後、予備出力側の波長選択スイッチ１２２のスイッチをオン
にする。この段階で光クロスコネクト装置１内での経路は切り替えられる。即ち、波長選
択スイッチ１２１からの波長λ１～λ４，λｎ－１の光信号について光カプラ１４１に出
力されるようにスイッチ切り替えをオンとする。
【００６０】
　（５）そして、下流側の現用波長選択スイッチ１１１～１１４で、障害発生した波長選
択スイッチ１０１からのポートの切り替えをオフにする。この場合においては、波長選択
スイッチ１１１における波長λ１，λ２による波長パス，波長選択スイッチ１１２におけ
る波長λ３，λ４による波長パスおよび波長選択スイッチ１１４における波長λｎ－１に
よる波長パスにかかる切り替えをオフにする。
【００６１】
　（６）さらに、上述の予備用の波長パスが設定されると、予備用の波長選択スイッチ１
２１，１２２においては、当該接続にかかる波長パスについての設定情報をＯＸＣコント
ローラ１５０に通知し、ＯＸＣコントローラ１５０においては、波長パステーブル１５１
で管理する接続情報を更新する。
　（７）その後、障害が発生した波長選択スイッチ１０１の交換作業を行なってから、交
換された波長選択スイッチ１０１を再び稼働させる。このとき、（７）ＯＸＣコントロー
ラ１５０において、波長パステーブル１５１における最新の波長パス設定情報を取得する
。（８）そして、取得した波長パス設定情報をもとに下流側の現用波長選択スイッチ１１
１～１１４のポート切り替え設定をオンとすることにより、当該交換作業後の波長選択ス
イッチ１０１からの光信号を導くべき切り替え方路をオンにする。
【００６２】
　（９）さらに、予備用の波長選択スイッチ１２１の選択をオフにしたのち、（１０）交
換作業後の波長選択スイッチ１０１における波長パステーブル１５１に従った方路切り替
えをオンとすることで、波長パスの復旧が行われる。（１１）その後、出力ポート側の予
備用の波長選択スイッチ１２２の選択をオフにして、初期状態に戻す。
　〔Ａ１－２２２〕多重障害が生じた場合の波長選択スイッチの交換動作
　また、図８に示すような多重障害が発生した際の波長選択スイッチの交換は、例えば以
下に示すように行なわれる。
【００６３】
　すなわち、ＯＸＣコントローラ１５０により、障害が発生した波長選択スイッチ１０１
中の正常運用全チャンネルの予備波長選択スイッチ１２１への切り替えを行なう際に、ま
ず、波長パステーブル１５１を参照し、障害が発生している波長選択スイッチ１０１，１
０４の運用波長とその接続先となる出力ポートの対応情報を取得して、多重障害が発生し
ている波長パスの上位層［例えばＳＯＮＥＴ（Synchronous Optical Network）やＭＰＬ
Ｓ（Multi Protocol Label Switching）でのプロテクションの有無を調べる。
【００６４】
　すなわち、多重障害を起こしている経路のうち、上位層でのプロテクション可能な場合
には当該上位層でのプロテクションによって経路の切り替えを行ない、上位層でのプロテ
クションが無いものについて（複数ある場合にはそのうちの優先度の高いものから優先的
に）上述の場合と同様に予備系の光クロスコネクトのための方路へ迂回させ、障害発生し
ている波長選択スイッチの交換作業を行なう。
【００６５】
　すなわち、障害発生にかかる波長選択スイッチのうちで、上位層でのプロテクションが
無いもの（例えば波長選択スイッチ１０１）で切り替えられている波長λ１～λ４，λｎ
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－１を、入力ポート側の予備用波長選択スイッチ１２１へのポート切り替えを行ない、交
換用に迂回させる。その後、障害が発生している選択スイッチ１０１の運用を停止する。
そして、出力ポート側の予備用波長選択スイッチ１２２の切り替えを行ない、予備経路を
用いた波長パス切り替えが完了する。
【００６６】
　その後、誤動作を防ぐために、出力側現用波長選択スイッチ１１１～１１４で、障害発
生した波長選択スイッチ１０１からのポートのスイッチングをオフし、障害発生している
波長選択スイッチ１０１の交換を行なう。交換後、予備用の波長選択スイッチ１２１，１
２２を通過する波長パスの経路情報を入手し、出力側現用波長選択スイッチ１１１～１１
４を、交換作業後の波長選択スイッチ１０１からの方路が導通するようにポートのスイッ
チをオンにする。
【００６７】
　その後、入力ポート側の予備用波長選択スイッチ１０１の冗長パスへの切り替え解除を
行ない、交換作業後の波長選択スイッチ１０１での波長パス設定をオンとすることで、交
換した波長選択スイッチ１０１を通過する波長パスが復旧する。最後に出力ポート側の予
備用波長選択スイッチ１２２のスイッチングをオフにして、初期の状態へ戻る。
　〔Ａ１－３〕現用の波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４に対して個別に
予備用の波長選択スイッチを設けた場合との対比
　このように、第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置１によれば、上流側波長選択
スイッチ１０１～１０４における各出力方路で選択されている波長の光信号、および、下
流側波長選択スイッチ１１１～１１４で出力方路に選択されている波長の光信号に対する
共用の予備系として、光クロスコネクトのための方路を設定しうる予備用波長選択スイッ
チ１２１，１２２が設けられているので、波長選択スイッチを交換する場合に正常に動作
している他の接続への影響をなくし、予備用の波長パス資源を有効に利用することができ
る利点があるほか、インサービスでの（装置運用中での）障害復旧を行なうことができる
利点もある。
【００６８】
　また、図１０に示すような予備系をそなえた光クロスコネクト装置１０に比べた場合に
は、以下に示すように、予備系として備えられている波長選択スイッチの点数の増大を抑
制することで、運用状態にある波長選択スイッチの稼働率を向上させ、装置の小型化を図
り消費電力を低減させることができる利点もある。
　ここで、この図１０に示す光クロスコネクト装置１０においては、図１における波長選
択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４に相当する波長選択スイッチ１１～１４，２
１～２４をそなえるとともに、それぞれの波長選択スイッチ１１～１４，２１～２４に対
する予備用の波長選択スイッチ３１～３４，４１～４４を個別にそなえている。
【００６９】
　なお、図１０において、光カプラ５１～５４はそれぞれ、入力ポート♯１１～♯１４か
らの光を２分岐して、一方を現用である上流側の波長選択スイッチ１１～１４に、他方を
予備用である波長選択スイッチ３１～３４に出力するようになっている。又、光カプラ６
１～６４はそれぞれ、現用である下流側の波長選択スイッチ２１～２４からの出力光信号
と、予備用である波長選択スイッチ４１～４４からの出力光信号と、を合波して、対応す
る出力ポート♯２１～♯２４へ出力するようになっている。
【００７０】
　これにより、光クロスコネクト装置１０においては、現用となる各波長選択スイッチ１
１～１４，２１～２４と同等の機能を持つ予備用の波長選択スイッチ３１～３４，４１～
４４として常に２系統保持する１＋１冗長構成をそなえている。
　この図１０に示すような光クロスコネクト装置１０においては、正常運用時に使用しな
い予備系を常に運用状態な状態で保つ必要があるために、装置の大型化や消費電力の増大
を招くことになる。
【００７１】
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　これに対し、第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置１によれば、図１０の場合よ
りも、予備系として備えられている波長選択スイッチの点数を大幅に削減させるとともに
、運用状態にある波長選択スイッチの稼働率を向上させることができ、装置の小型化を図
り消費電力を低減させることができるのである。
　また、第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置１によれば、後述する第２，第３変
形例の場合に比して、分岐損等の損失を抑制させることができるほか、アイソレーション
特性（阻止特性）を良好に保つことができる。
【００７２】
　〔Ａ２〕第１実施形態の第１変形例の説明
　上述の第１実施形態においては、４入力４出力（４×４）の光クロスコネクト装置１に
ついて詳述したが、本発明によればこれに限定されず、これ以外の入力ポート数（Ｎ）お
よび出力ポート数（Ｍ）を有するＮ×Ｍの光クロスコネクト装置に適用することとしても
よい。
【００７３】
　たとえば、図１１（ａ）に示すような１×８の波長選択スイッチ１６０Ａを上流側に、
図１１（ｂ）に示すような８×１波長選択スイッチ１６０Ｂを下流側に用いることにより
、８×８の光クロスコネクト装置を構成する場合においても、第１実施形態に準じて、上
流側波長選択スイッチにおける各出力方路で選択されている波長の光信号、および、下流
側波長選択スイッチで出力方路に選択されている波長の光信号に対する共用の予備系とし
て、光クロスコネクトのための方路を設定しうる予備用波長選択スイッチを、入力ポート
側および出力ポート側に設けるようにすればよい。
【００７４】
　〔Ａ３〕第１実施形態の第２変形例の説明
　図１２は本発明の第１実施形態の第２変形例にかかる光クロスコネクト装置１Ｂを示す
図である。この図１２に示す光クロスコネクト装置１Ｂは、前述の第１実施形態の場合と
異なり、入力ポート♯１１～♯１４からの入力波長多重光信号を出力ポート♯２１～♯２
４の数（４）に対応して分岐する１×４の光カプラ１０１Ｂ～１０４Ｂが、上流側光素子
として設けられている。尚、図１２中、図１と同一の符号は、ほぼ同様の部分を示すもの
である。
【００７５】
　すなわち、下流側の波長選択スイッチ１１１～１１４において、光カプラ１０１Ｂ～１
０４Ｂを通じて、全ての入力ポート♯１１～♯１４からのＷＤＭ光を入力されて、対応す
る出力ポート♯２１～♯２４に導くべき入力ポートからの波長の光信号を選択的に出力す
ることで、光クロスコネクト機能を実現している。
　そして、予備用波長選択スイッチ１２１，１２２は、前述の第１実施形態の場合と同様
に、下流側波長選択スイッチ１１１～１１４で出力方路に選択されている波長の光信号に
対する共用の予備系として、光クロスコネクトのための方路を設定することができるよう
になっている。
【００７６】
　このように構成された光クロスコネクト装置１Ｂにおいても、予備用の波長選択スイッ
チ１２１，１２２により、前述の第１実施形態の場合と同様の利点を得ることができる。
　〔Ａ４〕第１実施形態の第３変形例の説明
　図１３は本発明の第１実施形態の第３変形例にかかる光クロスコネクト装置１Ｃを示す
図である。この図１３に示す光クロスコネクト装置１Ｃは、前述の第１実施形態の場合と
異なり、上流側波長選択スイッチ１０１～１０４からの出力光信号を合波して出力ポート
♯２１～♯２４へ導く下流側光素子としての４×１の光カプラ１１１C～１１４Cが出力ポ
ート数に応じて複数設けられたものである。
【００７７】
　すなわち、上流側の波長選択スイッチ１０１～１０４において、出力ポート♯１１～♯
１４に導くべき波長成分が対応する光カプラ１１１Ｃ～１１４Ｃに出力されるように光信
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号の出力方路を切り替えるとともに、光カプラ１１１Ｃ～１１４Ｃにおいては各波長選択
スイッチ１０１～１０４からの光信号を合波して出力ポート♯２１～♯２４に導くことで
、光クロスコネクト機能を実現している。
【００７８】
　そして、予備用波長選択スイッチ１２１，１２２は、上流側波長選択スイッチ１０１～
１０４における各出力方路で選択されている波長の光信号に対する共用の予備系として、
光クロスコネクトのための方路を設定することができるようになっている。
　このように構成された光クロスコネクト装置１Ｃにおいても、予備用の波長選択スイッ
チ１２１，１２２により、前述の第１実施形態の場合と同様の利点を得ることができる。
【００７９】
　〔Ａ５〕第１実施形態の第４変形例の説明
　上述の第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置１は、例えば図１４（ａ）に示すよ
うなＯＡＤＭ（Optical Add Drop Multiplexer）装置２００を複数そなえるとともに波長
選択スイッチ１２１，１２２を設けることで実現することが可能である。
　すなわち、このＯＡＤＭ装置２００においては、分岐カプラ２３１，分岐カプラ２３１
からの一方の分岐光をドロップするための波長選択スイッチ２０１，分岐カプラ２３１か
らの他方の分岐光に光信号をアドするためのアド用波長選択スイッチ２１１と、合波カプ
ラ２４１とをそなえているが、分岐カプラ２３１，合波カプラ２４１はそれぞれ冗長用ポ
ート２３１ａ，２４１ａをそなえたものである。
【００８０】
　そして、図１４（ｂ）に示すように、このような構成のＯＡＤＭ装置２００を複数（例
えばｎ個）そなえるとともに、各ＯＡＤＭ装置２００をなす分岐カプラ２３１～２３ｎの
冗長用ポート２３１ａに予備用の波長選択スイッチ１２１を接続し、この波長選択スイッ
チ１２１に直列に接続される波長選択スイッチ１２２の出力が各ＯＡＤＭ装置２００をな
す合波カプラ２４１～２４ｎに冗長用ポート２４１ａを通じて接続するように構成する。
【００８１】
　そして、各ＯＡＤＭ装置２００をなすドロップ用の波長選択スイッチ２０１～２０ｎと
、アド用の波長選択スイッチ２１１～２１ｎと、を第１実施形態における波長選択スイッ
チ１０１～１０４，１１１～１１４と同様に接続することで、ハブノードへアップグレー
ドすることができるとともに、予備用の波長選択スイッチ１２１，１２２により、第１実
施形態の場合と同様の共用の冗長構成をそなえることができる。
【００８２】
　〔Ｂ〕第２実施形態の説明
　図１５は本発明の第２実施形態にかかる光クロスコネクト装置３００を示す図である。
この図１５に示す光クロスコネクト装置３００は、前述の第１実施形態の場合と同様の波
長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４および光カプラ１３１～１３４，１４１
～１４４をそなえているが、予備用の光クロスコネクトの方路の設定のための構成が前述
の第１実施形態の場合と異なっている。
【００８３】
　すなわち、第２実施形態にかかる光クロスコネクト装置３００においては、波長可変フ
ィルタ３０１－１～３０１－４，分岐素子としての光カプラ３０２－１～３０２－４およ
び導通遮断ゲート３０３－１～３０３－４が、各入力ポート♯１１～♯１４からの光信号
の予備用の光クロスコネクトの方路を設定するためにそれぞれ個別に設けられている。尚
、図１５中においては、入力ポート♯１１，♯１２および出力ポート♯２１，♯２２につ
いての対応する構成についてのみ図示している。
【００８４】
　ここで、波長可変フィルタ３０１－１は、入力ポート♯１１からの光信号予備用の光ク
ロスコネクトの方路を設定するためのものである。具体的には、入力ポート♯１１からの
ＷＤＭ光信号を入力されて、選択された波長成分について透過しうるものであって、特に
当該入力ポート♯１１から波長選択スイッチ１０１，１１１～１１４を通じて設定される
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波長パスについて障害等の異常が生じた場合に、その障害にかかる波長成分について透過
させることができるようになっている。
【００８５】
　また、光カプラ３０２－１は、波長可変フィルタ３０１－１で透過した波長成分の光信
号について各出力ポートに宛てて分岐するものであり、導通遮断ゲート３０３－１は、分
岐素子３０２－１で分岐された光信号について各出力ポート♯２１～♯２４へのゲート処
理（導通又は遮断処理）を行なうものである。
　例えば、入力ポート♯１１からのＷＤＭ光信号のうちで、障害発生した波長の光信号に
、出力ポート♯２１，♯２２へ通じる波長パスが設定されている場合には、これらの出力
ポート♯２１，♯２２へのみ分岐光が導かれ、他の出力ポート♯２３，♯２４への分岐光
は遮断されるようになっている。
【００８６】
　さらに、ＯＸＣコントローラ３５０は、前述の第１実施形態の場合と同様、波長パステ
ーブル３５１および設定変更部３５２をそなえている。そして、設定変更部３５２におい
ては、波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４のいずれかから、使用中の波長
チャンネル成分に障害等の異常発生を示すアラームを受けた場合に、波長パステーブル３
５１を参照して、当該障害発生波長についての波長パスにかかる入力ポート♯１１～♯１
４における波長可変フィルタ３０１－１～３０１－４および導通遮断ゲート３０３－１～
３０３－４を制御して、障害発生波長について設定されている波長パスを復旧させること
ができるようになっている。
【００８７】
　なお、光カプラ３０４－１～３０４－４は、出力ポート♯２１～♯２４に対応して設け
られ、分岐素子としての光カプラ３０２－１～３０２－４からの分岐光を対応する導通遮
断ゲート３０３－１～３０３－４を介して入力されて、これらの分岐光について合波して
、光カプラ１４１～１４４を通じて対応する出力ポート♯２１～♯２４に出力するように
なっている。
【００８８】
　また、上述の入力ポート♯１１～♯１４ごとに設けられた予備用方路設定のための構成
（符号３０１－１～３０１－４，３０２－１～３０２－４および３０３－１～３０３－４
参照）は、光カプラ１３１～１３４の後段に分岐用の光カプラ３０６を介装させることに
より、入力ポート♯１１～♯１４ごとに多重構成とすることもできる。
　このようにすれば、波長可変フィルタ３０１－１～３０１－４を通じて障害復旧できる
波長数を多重数に応じて増やすことができるので（例えば２重化すれば２種類の波長を障
害復旧させることができる）、多重障害に対応することができるようになる。
【００８９】
　上述の構成により、本発明の第２実施形態にかかる光クロスコネクト装置３００におい
ても、前述の第１実施形態の場合と同様に光クロスコネクト処理を行なうことができ、波
長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４によって設定されている波長パスについ
て障害が発生した場合には、波長可変フィルタ３０１－１～３０１－４および導通遮断ゲ
ート３０３－１～３０３－４によって障害発生波長にかかる波長パスを復旧させることが
できる。
【００９０】
　正常運用中においては、波長可変フィルタ３０１－１～３０１－４においては動作せず
、光信号を透過しないようになっているが、運用中の波長選択スイッチ１０１～１０４、
１１１～１１４での切り替え障害を内部のモニタ機構（図２の符号１００ｈ参照）で検出
すると、ＯＸＣコントローラ３５０においては、第１実施形態の場合と同様に、その障害
の影響を抑えるよう、切り替え出力先もしくは切り替え入力元の波長選択スイッチ１０１
～１０４，１１１～１１４での切り替え波長をオフにする。
【００９１】
　ついで、予備経路における波長切り替えを波長可変フィルタ３０１－１～３０１－４に
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よる波長選択で行なう。具体的には、入力ポート♯１１から出力ポート♯２２へ波長λ１
，λ２の波長パスが設定されている場合において、波長λ２についての波長パスに障害が
発生した場合（図１６のＡ参照）を例として説明する。
　上述の波長λ２の波長パスについて障害が発生すると、波長選択スイッチ１０１におい
てはこれを検出し、当該波長λ２についての障害発生を通知するアラームをＯＸＣコント
ローラ３５０に出力する。このＯＸＣコントローラ３５０においては、波長可変フィルタ
３０１－１において波長λ２の光信号を透過させるべく、波長可変フィルタ３０１－１を
制御するとともに、導通遮断ゲート３０３－１を制御することにより、出力ポート♯２２
へ通じる光カプラ３０４－２に対して波長λ２について光信号が出力される。一方、他の
出力ポート♯２１，♯２３，♯２４に対しては、導通遮断ゲート３０３－１によって波長
λ２についての光信号が遮断される。
【００９２】
　これにより、障害が発生した波長λ２についての波長パスを、光カプラ３０６，波長可
変フィルタ３０１－１，光カプラ３０２－１，導通遮断ゲート３０３－１および光カプラ
３０４－２を通じて復旧させることができる（図１７のＢ１参照）。
　そして、この波長パスの復旧は、他の波長パスによる通信に影響を与えることがない。
即ち、入力ポート♯１１および出力ポート♯２２間に接続されている波長パスとして、障
害が発生していない波長λ１についての波長パスは、そのまま波長選択スイッチ１０１，
１１２を通じて設定しておくことができる（図１７のＢ２参照）。
【００９３】
　なお、第２実施形態にかかる光クロスコネクト装置３００においては、障害が発生した
波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４を交換する際には、一旦障害発生にか
かる波長選択スイッチ１０１～１０４，１１１～１１４を通過するすべての波長のサービ
スを停止させるか、もしくは上位プロトコルで冗長がとられている経路に迂回させた後に
、交換作業を行なう。
【００９４】
　このように、本発明の第２実施形態にかかる光クロスコネクト装置３００によれば、波
長可変フィルタ３０１－１～３０１－４，分岐カプラ３０２－１～３０２－４，導通遮断
ゲート３０３－１～３０３－４をそなえているので、前述の図１０に示す構成よりも簡素
化された冗長構成を実現でき、予備系として備えられている波長選択スイッチの点数を大
幅に削減させ、装置の小型化を図り消費電力を低減させることができる利点もある。
【００９５】
　また、波長選択スイッチを交換する場合に正常に動作している他の接続への影響をなく
し、予備用の波長パス資源を有効に利用することができる利点もある。
　なお、上述の第２実施形態においては、４入力４出力（４×４）の光クロスコネクト装
置１について詳述したが、本発明によればこれに限定されず、これ以外の入力ポート数（
Ｎ）および出力ポート数（Ｍ）を有するＮ×Ｍの光クロスコネクト装置に適用することと
してもよい。この場合においては、上述の波長可変フィルタ，分岐カプラおよび導通遮断
ゲートの組を、入力ポートに応じて適宜設けるとともに、分岐カプラにおける分岐本数を
出力ポート数に応じて適宜変更する。
【００９６】
　〔Ｃ〕その他
　上述の各実施形態にかかわらず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々変形して
実施することが可能である。
　また、上述した実施形態の開示により、本発明の装置を製造することは可能である。
　〔Ｄ〕付記
　　（付記１）
　複数の入力ポートと、
　複数の出力ポートと、
　該複数の入力ポートに対応して設けられた複数の上流側光素子と、
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　該複数の出力ポートに対応して設けられた複数の下流側光素子と、をそなえ、
　該複数の上流側光素子の各々は、入力が対応する該入力ポートに接続されるとともに複
数の出力が該複数の下流側光素子にそれぞれ接続され、
　該複数の下流側光素子の各々は、該複数の上流側光素子の出力を入力とし出力が対応す
る該出力ポートに接続されるとともに、
　該複数の入力ポートからの光について、出力先となる該複数の出力ポートを波長毎に切
り替え可能に該複数の上流側光素子および該複数の下流側光素子が構成され、
　かつ、複数の入力が該複数の入力ポートのそれぞれに接続され、該複数の入力からの光
の出力を波長毎に切り替え可能である上流側予備スイッチと、
　入力が該上流側予備スイッチの出力に接続され、複数の出力が該複数の出力ポートのそ
れぞれに接続され、該入力からの光を波長毎に該複数の出力に出力可能である下流側予備
スイッチと、
を備えたことを特徴とする光装置。
【００９７】
　　（付記２）
　付記１記載の光装置であって、
　該複数の上流側光素子の各々は、入力からの光を波長毎に該複数の出力に出力可能であ
る上流側光スイッチとして構成されたことを特徴とする光装置。
　　（付記３）
　付記１記載の光装置であって、
　該複数の下流側光素子の各々は、該複数の上流側光素子からの光を波長毎に選択的に出
力可能である下流側光スイッチとして構成されたことを特徴とする光装置。
【００９８】
　　（付記４）
　付記１記載の光装置であって、
　該上流側光素子の１つである第1の上流側光素子の、該下流側光素子の１つである第１
の下流側光素子への接続に障害が生じたとき、
　該上流側予備スイッチは、該第1の上流側光素子に対応する入力ポートより入力された
、該第1の上流側光素子より該第１の下流側光素子へ出力される波長の光を出力し、
　該下流側予備スイッチは、該第１の下流側光素子に対応する出力ポートへ、入力された
光を出力することを特徴とする光装置。
【００９９】
　　（付記５）
　付記１記載の光装置であって、
　該上流側光素子の１つである第1の上流側光素子の、第1の波長の出力に障害が生じたと
き、
　該上流側予備スイッチは、該第1の上流側光素子に対応する入力ポートより入力された
、該第1の波長の光を出力し、
　該下流側予備スイッチは、該第1の波長が該第１の上流側光素子から出力される該下流
側光素子に対応する出力ポートへ、入力された光を出力することを特徴とする光装置。
【０１００】
　　（付記６）
　付記１記載の光装置であって、
　Ｎ，Ｍを複数の整数として、該上流側光素子は１×Ｎの波長選択スイッチにより構成さ
れるとともにＭ個がそなえられ、該下流側光素子はＭ×１の波長選択スイッチにより構成
されるとともにＮ個がそなえられていることを特徴とする、付記1記載の光装置。
【０１０１】
　　（付記７）
　付記１または２記載の光装置であって、
　Ｎ，Ｍを複数の整数として、該上流側光素子は１×Ｎの波長選択スイッチにより構成さ
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れるとともにＭ個がそなえられ、該下流側光素子はＭ×１の光カプラにより構成されると
ともにＮ個がそなえられていることを特徴とする光装置。
【０１０２】
　　（付記８）
　付記１または３記載の光装置であって、
　Ｎ，Ｍを複数の整数として、該上流側光素子は１×Ｎの波長選択スイッチにより構成さ
れるとともにＭ個がそなえられ、該下流側光素子はＭ×１の光カプラにより構成されると
ともにＮ個がそなえられていることを特徴とする光装置。
【０１０３】
　　（付記９）
　付記１～８のいずれか１項記載の光装置であって、
　該入力ポートから入力された波長多重光信号を２分岐し、一方を当該入力ポートに対応
する上流側光素子へ、他方を該上流側予備スイッチへ、それぞれ出力する入力ポート側光
カプラが該入力ポート数に応じて複数設けられるとともに、
　該下流側光素子から出力される出力波長多重光信号と、該下流側予備スイッチからの光
信号とを合波して出力する出力ポート側光カプラが該出力ポート数に応じて複数設けられ
たことを特徴とする光装置。
【０１０４】
　　（付記１０）
　付記１～９のいずれか１項記載の光装置であって、
　該上流側光素子および該下流側光素子によって設定される、光波長ごとの該入力ポート
および該出力ポート間のパスと、該上流側予備スイッチおよび該下流側予備スイッチによ
って設定されるパスと、の間の切り替え制御を行なう制御部をそなえて構成されたことを
特徴とする光装置。
【０１０５】
　　（付記１１）
　付記１０記載の光装置であって、
　該制御部が、
　波長多重光信号をなす波長ごとに、波長パスを設定すべき該入力ポートおよび出力ポー
トの関係について記憶する波長パステーブルと、
　該波長パステーブルの内容に基づいて該上流側光素子および該下流側光素子並びに該上
流側予備スイッチおよび下流側予備スイッチの切り替え設定を変更する設定変更部と、
をそなえて構成されたことを特徴とする光装置。
【０１０６】
　　（付記１２）
　付記１１記載の光装置であって、
　該設定変更部は、前記異常が生じた波長パスをなす該上流側光素子および下流側光素子
間における他の波長パスについては、該上流側予備スイッチおよび該下流側予備スイッチ
によって設定されるパスに切り替えずに据え置くように構成されたことを特徴とする光装
置。
【０１０７】
　　（付記１３）
　複数の入力ポートとともに複数の出力ポートとの間で光クロスコネクトを行なう光クロ
スコネクト装置であって、
　該入力ポートからの入力波長多重光信号を波長毎に切り替えられた出力方路から出力す
る上流側波長選択スイッチが該入力ポートに対応して設けられるとともに、各上流側波長
選択スイッチの出力方路から出力された光信号を入力として該出力ポートへ導くべき光信
号を波長毎に選択し出力波長多重光信号を出力する下流側波長選択光スイッチが該出力ポ
ートに対応して設けられ、
　かつ、該入力ポートからの入力波長多重光信号を入力されて、選択された波長成分につ



(20) JP 4638754 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

いて透過しうる波長可変フィルタと、該波長可変フィルタで透過した波長成分の光信号に
ついて各出力ポートに宛てて分岐する分岐素子と、該分岐素子で分岐された前記光信号に
ついて各出力ポートへ導通又は遮断する導通遮断ゲートとが該入力ポートの数に応じてそ
れぞれ設けられたことを特徴とする、光クロスコネクト装置。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる光クロスコネクト装置を示す図である。
【図２】波長選択スイッチを示す図である。
【図３】第１実施形態における波長パステーブルを示す図である。
【図４】本発明の第１実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】本発明の第１実施形態の動作を説明するための図である。
【図６】本発明の第１実施形態の動作を説明するための図である。
【図７】本発明の第１実施形態の動作を説明するための図である。
【図８】本発明の第１実施形態の動作を説明するための図である。
【図９】本発明の第１実施形態の変形例を示す図である。
【図１０】本発明の第１実施形態の作用効果を説明するための比較例を示す図である。
【図１１】（ａ），（ｂ）はともに本発明の第１実施形態の第１変形例を説明するための
図である。
【図１２】本発明の第１実施形態の第２変形例を示す図である。
【図１３】本発明の第１実施形態の第３変形例を示す図である。
【図１４】（ａ），（ｂ）はともに本発明の第１実施形態の第４変形例を説明するための
図である。
【図１５】本発明の第２実施形態にかかる光クロスコネクト装置を示す図である。
【図１６】本発明の第２実施形態の動作を説明するための図である。
【図１７】本発明の第２実施形態の動作を説明するための図である。
【図１８】従来技術を示す図である。
【図１９】従来技術を示す図である。
【図２０】従来技術の課題について説明するための図である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１，１Ａ～１Ｃ，１０，３００，９１０　　光クロスコネクト装置
　１００ａ　　分波部
　１００ｂ　　スイッチ部
　１００ｃ　　合波部
　１００ｄ　　タップカプラ
　１００ｅ　　光スイッチ
　１００ｆ　　分波部
　１００ｇ　　フォトディテクタ
　１００ｈ　　制御部
　１０１～１０４　　上流側波長選択スイッチ
　１０１Ｂ～１０４Ｂ　　分岐カプラ（分岐部）
　１１１～１１４　　下流側波長選択スイッチ
　１１１Ｃ～１１４Ｃ　　合波カプラ（合波部）
　１２１，１２２　　予備用の波長選択スイッチ
　１３１～１３４，１４１～１４４　　光カプラ
　１５０，３５０　　ＯＸＣコントローラ
　１５１，３５１　　波長パステーブル
　１５２，３５２　　設定変更部
　１６０Ａ，１６０Ｂ　　波長選択スイッチ
　２００　　ＯＡＤＭ装置
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　２０１～２０ｎ，２１１～２１ｎ　　波長選択スイッチ
　２３１～２３ｎ　　分岐カプラ
　２４１～２４ｎ　　合波カプラ
　３０１－１～３０１－４　　波長可変フィルタ
　３０２－１～３０２－４　　分岐カプラ（分岐素子）
　３０３－１～３０３－４　　導通遮断ゲート
　３０４－１～３０４－４，３０６　　光カプラ
　９０１　　波長分波器
　９０２　　光スイッチ
　９０３　　光可変減衰器
　９０４　　波長合波器
　９１１～９１ｎ，９２１～９２ｎ　　波長選択スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(25) JP 4638754 B2 2011.2.23

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図１９】
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