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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センタ側光回線終端装置と光伝送路で接続され、外部ノードとは信号線で接続されて終
端処理を行う加入者宅側光回線終端装置であって、
　前記センタ側光回線終端装置に接続されて主信号の光電気変換及び逆光電気変換を行う
電気／光変換部と、
　前記電気／光変換部に接続されて前記主信号の終端処理を行う光回線終端装置機能部と
、
　前記光回線終端装置機能部に接続されて前記主信号のシリアル・パラレル変換及び逆シ
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／パラレル変換部に接続されて前記外部ノードとの間で前記主信号の入出
力を行う主信号ＩＦ（インタフェース）部と、所定のシリアル信号を入出力する第１のシ
リアルＩＦ部と、電力供給を行うための給電線および接地線に接続される給電ＩＦ部とを
有するインタフェースモジュールと、を備え、
　前記接地線に所定の電圧が印加されると、前記光回線終端装置機能部に設けられた第１
のシリアル信号端と前記第１のシリアルＩＦ部とが電気的に接続され、それ以外のときは
前記第１のシリアル信号端と前記第１のシリアルＩＦ部とが電気的に遮断されている
　ことを特徴とする加入者宅側光回線終端装置。
【請求項２】
　前記接地線に所定の電圧が印加されたときに前記第１のシリアル信号端と前記第１のシ
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リアルＩＦ部との間を電気的に接続する切替手段をさらに備える
　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】
　前記切替手段は、前記接地線に所定の電圧が印加されているときに前記第１のシリアル
ＩＦ部と前記第１のシリアル信号端とを電気的に接続し、それ以外のときは前記第１のシ
リアルＩＦ部と前記第１のシリアル信号端との間を電気的に遮断するスイッチ回路である
　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】
　前記スイッチ回路は、前記接地線に電圧が印加されていないときは、前記第１のシリア
ルＩＦ部と前記電気／光変換部に設けられた第２のシリアル信号端とを電気的に接続する
　ことを特徴とする請求項３に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項５】
　前記インタフェースモジュールは、第２のシリアルＩＦ部をさらに有し、
　前記第２のシリアルＩＦ部は前記電気／光変換部に設けられた第２のシリアル信号端に
接続される
　ことを特徴とする請求項３に記載の加入者宅側光回線終端装置。
【請求項６】
　前記第１のシリアル信号端および前記電気／光変換部に設けられた第２のシリアル信号
端が前記第１のシリアルＩＦ部にバス接続され、
　前記切替手段は、前記接地線に所定の電圧が印加されていると判定すると、前記第１の
シリアルＩＦ部から前記第１のシリアル信号端を介して前記光回線終端装置機能部へのア
クセスを許可する
　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７】
　前記第１のシリアル信号端と前記第１のシリアルＩＦ部との間がＩ2Ｃで接続される
　ことを特徴とする請求項１乃至６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】
　前記第２のシリアル信号端と前記第１のシリアルＩＦ部との間がＩ2Ｃで接続される
　ことを特徴とする請求項４または６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、ＰＯＮ型の光伝送システムにおいて加入者宅に設置される加入者宅側光回線
終端装置に関する。
【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
光伝送路を敷設する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６に示すように、センタの光回線終端装置（ＯＬＴ
：Optical Line Termination）９０１が光ファイバ９０２を介してスプリッタ９０３の合
波端に接続され、スプリッタ９０３の複数の分波端には光ファイバ９０４－１、…９０４
－ｎを介して各加入者宅に設置された光回線終端装置（ＯＮＵ：Optical Network Unit）
９０５－１、…９０５－ｎが接続される。
【０００４】
　ＯＮＵ９０５－１、…９０５－ｎの構成を図7に示す。同図は、一例としてＯＮＵ９０
５－１の構成を示しており、ＯＮＵ９０５－１は、光トランシーバ部９０６、ＯＮＵ機能
部９０７、及びイーサネット（登録商標）インタフェース９０８を備える構成となってい
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る。スプリッタ９０３に接続された光ファイバ９０４－１が、各加入者宅に設けられた光
成端ユニット９０９を介して光トランシーバ部９０６に接続されている。
【０００５】
　イーサネット（登録商標）インタフェース９０８として、１０／１００／１０００ＢＡ
ＳＥ－ＴＸ等を用いることができ、これに例えばＬＡＮケーブル９１０が接続される。Ｌ
ＡＮケーブル９１０には、コンピュータやプリンタ等の端末機器９１４を直接接続するこ
とができ、またルータ９１２やスイッチングハブ９１３等のスイッチを接続し、これに別
の端末機器９１４を接続することもできる。
【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】
【０００６】
　ＰＯＮ型の光伝送システムにおいて通信異常等があった場合、現状ではＯＮＵの動作情
報の全てを読み出す手段が設けられていないため、ＯＮＵ内部のどこで不具合が発生して
いるかを容易に知ることができなかった。また、ＯＮＵの製造時や保守時等においても、
ＯＮＵの動作情報を読み出す手段が無いために、ＯＮＵの評価試験等に多大の時間を要す
るといった問題があった。
　さらには、ＯＮＵの小型化が進んでおり、製造時や保守時等におけるＯＮＵの動作情報
を読み出す手段を実装するスペースも問題となっていた。
【０００７】
　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、シリアルイン
タフェースを用いて動作情報の読み出しおよび設定が可能な加入者宅側光回線終端装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の第１の態様は、センタ側光回線終端装置と光伝送
路で接続され、外部ノードとは信号線で接続されて終端処理を行う加入者宅側光回線終端
装置であって、前記センタ側光回線終端装置に接続されて主信号の光電気変換及び逆光電
気変換を行う電気／光変換部と、前記電気／光変換部に接続されて前記主信号の終端処理
を行う光回線終端装置機能部と、前記光回線終端装置機能部に接続されて前記主信号のシ
リアル・パラレル変換及び逆シリアル・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／パラレル変換部に接続されて前記外部ノードとの間で前記主信号の入出
力を行う主信号ＩＦ（インタフェース）部と、所定のシリアル信号を入出力する第１のシ
リアルＩＦ部と、電力供給を行うための給電線および接地線に接続される給電ＩＦ部とを
有するインタフェースモジュールと、を備え、前記接地線に所定の電圧が印加されると、
前記光回線終端装置機能部に設けられた第１のシリアル信号端と前記第１のシリアルＩＦ
部とが電気的に接続され、それ以外のときは前記第１のシリアル信号端と前記第１のシリ
アルＩＦ部とが電気的に遮断されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記接地線に所定の電圧が印加され
たときに前記第１のシリアル信号端と前記第１のシリアルＩＦ部との間を電気的に接続す
る切替手段をさらに備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記切替手段は、前記接地線に所定
の電圧が印加されているときに前記第１のシリアルＩＦ部と前記第１のシリアル信号端と
を電気的に接続し、それ以外のときは前記第１のシリアルＩＦ部と前記第１のシリアル信
号端との間を電気的に遮断するスイッチ回路であることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記スイッチ回路は、前記接地線に
電圧が印加されていないときは、前記第１のシリアルＩＦ部と前記電気／光変換部に設け
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られた第２のシリアル信号端とを電気的に接続することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記インタフェースモジュールは、
第２のシリアルＩＦ部をさらに有し、前記第２のシリアルＩＦ部は前記電気／光変換部に
設けられた第２のシリアル信号端に接続されることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記第１のシリアル信号端および前
記電気／光変換部に設けられた第２のシリアル信号端が前記第１のシリアルＩＦ部にバス
接続され、前記切替手段は、前記接地線に所定の電圧が印加されていると判定すると、前
記第１のシリアルＩＦ部から前記第１のシリアル信号端を介して前記光回線終端装置機能
部へのアクセスを許可することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記第１のシリアル信号端と前記第
１のシリアルＩＦ部との間がＩ2Ｃで接続されることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の加入者宅側光回線終端装置の他の態様は、前記第２のシリアル信号端と前記第
１のシリアルＩＦ部との間がＩ2Ｃで接続されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、シリアルインタフェースを切替えて使用可能とすることにより、動作
情報の読み出しおよび設定が可能な加入者宅側光回線終端装置を提供することが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（第１の実施形態）
　図面を参照して本発明の好ましい実施の形態における加入者宅側光回線終端装置の構成
について詳細に説明する。本発明の第１の実施の形態に係る加入者宅側光回線終端装置（
ＯＮＵ）の構成を示すブロック図を図１に示す。また、図１に示す本実施形態のＯＮＵ１
００を用いて構成されたＰＯＮ型光伝送システムの一例を図２に示す。
【００１９】
　図２のＰＯＮ型光伝送システム１において、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、ＯＬＴ
１１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、光カ
プラ（光合分波部）３０は、１つの合波端と２つ以上の分波端とを有しており、合波端に
はＯＬＴ１１に接続された光ファイバ２０の他端が接続されている。
【００２０】
　光カプラ３０の分波端には、複数の光ファイバ４０－１、…、４０－ｎ（ｎ：自然数、
以下では４０－１～ｎと記す）のそれぞれの一端が接続され、それぞれの他端にはＯＮＵ
５０－１～ｎが接続されている。このような構成により、ＯＬＴ１１からの下り信号が光
カプラ３０で分波されてＯＮＵ５０－１～ｎのそれぞれに伝送される一方、ＯＮＵ５０－
１～ｎのそれぞれから伝送される光信号が光カプラ３０で合波されてＯＬＴ１１に伝送さ
れる。
【００２１】
　ＯＮＵ５０－１～ｎは、それぞれが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７０が接続される。図２では、外部ノード７０をスイッチ
としており、スイッチに備えられた複数のポート７０ａには複数の端末機器８０が接続さ
れている。外部ノード７０に用いられるスイッチには、Ｌ２スイッチ、Ｌ３スイッチ、ル
ータ等がある。このような構成により、ＯＮＵ１００を介してセンタのＯＬＴ１１に複数
の端末機器８０を接続することができる。
【００２２】
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　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の略であり、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。
【００２３】
　本実施形態のＯＮＵ１００は、図２に示したＯＮＵ５０－１～ｎに用いることができる
。以下では、一例としてＯＮＵ５０－１にＯＮＵ１００が用いられているものとする。本
実施形態のＯＮＵ１００は、図１に示すように、電気／光変換部（ＴＲｘ）１１０と光回
線終端装置機能部（以下ではＯＮＵ機能部と記す）１２０とシリアル／パラレル変換部（
ＳＥＲＤＥＳ）１３０とインタフェースモジュール１４０とを備えている。
【００２４】
　主信号を伝送する信号線として、電気／光変換部１１０とＯＮＵ機能部１２０との間は
、シリアルな電気信号を伝送する第１のシリアル伝送路１５０ａ（下り信号線）、１５０
ｂ（上り信号線）で接続されている。また、ＯＮＵ機能部１２０とシリアル／パラレル変
換部１３０との間は、パラレルな電気信号を伝送するパラレル伝送路１５１ａ（下り信号
線）、１５１ｂ（上り信号線）で接続されている。パラレル伝送路１５１ａ、１５１ｂを
伝送するパラレル信号は、例えば１０ビットの信号とすることができる。さらに、シリア
ル／パラレル変換部１３０とインタフェースモジュール１４０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１５２ａ（下り信号線）、１５２ｂ（上り信号線）
で接続されている。
【００２５】
　電気／光変換部１１０は、センタ側のＯＬＴ１１との間で光ファイバ４０を介して光信
号を送受信するための光入出力端を有しており、センタのＯＬＴ１１から送信された主信
号の光信号（下り信号）を電気信号に変換（光電気変換）している。この電気信号は、下
り信号線である第１のシリアル伝送路１５０ａを介してＯＮＵ機能部１２０に出力される
。また、電気／光変換部１１０は、ＯＮＵ機能部１２０から上り信号線である第１のシリ
アル伝送路１５０ｂを介して入力した主信号の電気信号を光信号に変換（逆光電気変換）
している。この光信号は、光ファイバ４０を介してＯＬＴ１１に送信される。
【００２６】
　ＯＮＵ機能部１２０は、電気／光変換部１１０から入力したシリアル信号をパラレル信
号に変換し、所定の終端処理を行った後にこの信号を下り信号線であるパラレル伝送路１
５１ａを介してシリアル／パラレル変換部１３０に出力している。また、ＯＮＵ機能部１
２０は、シリアル／パラレル変換部１３０から上り信号線であるパラレル伝送路１５１ｂ
を介して入力したパラレル信号を、所定の終端処理を行った後にシリアル信号に変換して
電気／光変換部１１０に出力している。
【００２７】
　シリアル／パラレル変換部１３０は、図示しないシリアル／パラレル変換手段と逆シリ
アル／パラレル変換手段を備え、ＯＮＵ機能部１２０から入力したパラレル信号を逆シリ
アル／パラレル変換手段でシリアル信号に変換し、これを下り信号線である第２のシリア
ル伝送路１５２ａを介してインタフェースモジュール１４０に出力している。また、シリ
アル／パラレル変換部１３０は、インタフェースモジュール１４０から第２のシリアル伝
送路１５２ｂを介して入力したシリアル信号をシリアル／パラレル変換手段でパラレル信
号に変換してＯＮＵ機能部１２０に出力している。
【００２８】
　インタフェースモジュール１４０は、外部ノード７０とシリアルな電気信号で接続する
ものである。本実施形態のＯＮＵ１００では、インタフェースモジュール１４０をＭＳＡ
（Multi-Source Agreement）インタフェースの規格に対応させており、外部ノード７０に
設けられたＭＳＡインタフェーススロット（図示せず）に直接接続することが可能な構成
としている。ＭＳＡインタフェースの規格として、ＧＢＩＣ、ＳＦＰ等がある。
【００２９】
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　インタフェースモジュール１４０は、主信号ＩＦ部１４１と、第１のシリアルＩＦ部１
４２と、第２のシリアルＩＦ部１４３と、給電ＩＦ部１４４とを備えている。シリアル／
パラレル変換部１３０に接続されて外部ノード７０との間で入出力する主信号を伝送する
ための第２のシリアル伝送路１５２ａ、１５２ｂは、主信号ＩＦ部１４１に接続されてい
る。
【００３０】
　また、ＯＮＵ機能部１２０および電気／光変換部１１０は、それぞれ第１のシリアル信
号端１２１及び第２のシリアル信号端１１１を備えており、それぞれが第１のシリアルＩ
Ｆ部１４２および第２のシリアルＩＦ部１４３に接続されている。第２のシリアル信号端
１１１と第２のシリアルＩＦ部１４３との間の信号線１６１ａ、１６１ｂは、Ｉ２Ｃで構
成されている。Ｉ２Ｃ（Ｉｎｔｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）信号線は
、シリアルデータ伝送用の信号線１６１ａとクロック伝送用の信号線１６１ｂの２本の信
号線で構成されている。
【００３１】
　給電ＩＦ部１４４には、給電線１６２ａと接地線１６２ｂが接続されている。インタフ
ェースモジュール１４０が外部ノード７０に接続されたとき、接地線１６２ｂが接地され
るとともに、給電線１６２ａを経由して外部ノード７０からＯＮＵ１００に給電される。
【００３２】
　本実施形態のＯＮＵ１００では、ＯＮＵ機能部１２０の第１のシリアル信号端１２１に
も信号線１６０ａ、１６０ｂが接続されており、これらの信号線の他端は第１のシリアル
ＩＦ部１４２に接続されている。また、信号線１６０ａ、１６０ｂの途中にスイッチ回路
１７０ａ、１７０ｂが設けられている。スイッチ回路１７０ａ、１７０ｂとして、ここで
は、リレーやスイッチ、ダイオードが用いられている。信号線１６０ａ、１６０ｂとして
、信号線１６１ａ、１６１ｂと同様にＩ２Ｃ信号線を用いることができる。あるいは、Ｏ
ＮＵ機能部１２０のＧＰＩＯ端子（図示せず）に接続されたＧＰＩＯ信号線を用いてもよ
い。
【００３３】
　スイッチ回路１７０ａ、１７０ｂは、制御用信号を入力するために接地線１６２ｂを分
岐して接続しており、接地線１６２ｂに印加されている電圧を制御用信号として、信号線
１６０ａ、１６０ｂを通電または遮断するように制御している。すなわち、接地線１６２
ｂが接地されている場合にはスイッチ回路１７０ａ、１７０ｂが遮断状態となって信号線
１６０ａ、１６０ｂが遮断される。これに対し、接地線１６２ｂに所定の電圧が印加され
ている場合には、スイッチ回路１７０ａ、１７０ｂが通電状態となって信号線１６０ａ、
１６０ｂが通電可能となる。
【００３４】
　ＯＮＵ１００の通常の運用においては、ＯＮＵ１００が外部ノード７０のＭＳＡインタ
フェーススロットに接続され、このとき接地線１６２ｂが外部ノード７０を介して接地さ
れる。その結果、スイッチ回路１７０ａ、１７０ｂが遮断状態となって信号線１６０ａ、
１６０ｂが遮断される。従って、ＯＮＵ１００が外部ノード７０に接続されているときに
は、ＯＮＵ機能部１２０の第１のシリアル信号端１２１と第１のシリアルＩＦ部１４２と
の間で信号を送受信させることはできない。
【００３５】
　これに対し、ＯＮＵ１００の製造時や保守時などに用いられる試験用機器は、ＯＮＵ１
００を接続したときに接地線１６２ｂに所定の電圧を印加するように構成することができ
る。このように構成された試験用機器にＯＮＵ１００を接続した状態を図３に示す。ここ
で、信号線１６０ａ、１６０ｂは、信号線１６１ａ、１６１ｂと同様にＩ２Ｃ信号線とし
ており、信号線１６０ａをシリアルデータ伝送用の信号線、信号線１６０ｂをクロック伝
送用の信号線としている。
【００３６】
　なお、信号線１６０ａ、１６０ｂは、試験用機器が接続されたときだけ使用される信号
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線、あるいは通常の運用時は別の目的で使用されている信号線、のいずれであってもよい
。図１および図３（ａ）に示すＯＮＵ１００では、信号線１６０ａ、１６０ｂを、試験用
機器が接続されたときだけ使用される信号線としている。これに対し、図３（ｂ）に示す
ＯＮＵ１００’では、信号線１６０ａ’、１６０ｂ’は通常の運用時には、所定の処理部
１９０と電気的に接続され、別の目的で使用するのに用いられている。
【００３７】
　一例として、通常の運用時に所定の処理部１９０から第１のシリアルＩＦ部１４２へレ
ートコントロール信号やＬＯＳ（Loss of Signal）信号等を、例えば、ＧＰＩＯ信号によ
り伝送するものであってよい。ＯＮＵ１００’が試験用機器１８０に接続されると、信号
線１６０ａ’、１６０ｂ’は、スイッチ回路１７０ａ’、１７０ｂ’により、ＯＮＵ機能
部１２０と第１のシリアルＩＦ部１４２との接続に切替えられる。
また、処理部１９０の機能は、ＯＮＵ機能部１２０やシリアル／パラレル変換部１３０で
実現することもできる。
【００３８】
　図３（ａ）に示す試験用機器１８０は、加電圧部１８１とシリアル信号入出力部１８２
とを備えている。試験用機器１８０にＯＮＵ１００が接続されると、給電ＩＦ部１４４を
介して接地線１６２ｂが加電圧部１８１に接続されて所定の電圧が印加されるとともに、
信号線１６０ａがシリアル信号入出力部１８２に接続される。このとき、スイッチ回路１
７０ａ、１７０ｂは、接地線１６２ｂが所定の電圧を印加されていることを検知して通電
状態に切り替えられる。その結果、シリアル信号入出力部１８２は、信号線１６０ａを介
してＯＮＵ機能部１２０にアクセス可能となり、ＯＮＵ機能部１２０の動作情報を入力し
たり、所定の設定値を出力してＯＮＵ機能部１２０を設定することが可能となる。図３（
ｂ）に示すＯＮＵ１００’を試験用機器１８０に接続したときも同様の切替が行われる。
【００３９】
　上記説明のように、本実施形態のＯＮＵ１００では、ＯＮＵ機能部１２０の第１のシリ
アル信号端１２１とインタフェースモジュール１４０との間に信号線１６０ａ、１６０ｂ
とスイッチ回路１７０ａ、１７０ｂを設け、外部ノード７０に接続されたときはスイッチ
回路１７０ａ、１７０ｂを遮断して第１のシリアルＩＦ部１４２からＯＮＵ機能部１２０
にアクセスできないようにする一方、試験用機器１８０に接続されたときにはスイッチ回
路１７０ａ、１７０ｂを通電状態にしてＯＮＵ機能部１２０にアクセスできるようにして
いる。これにより、通常運用時のセキュリティが高められるとともに、ＯＮＵ１００の製
造時や保守時などでは、ＯＮＵ１００の動作情報の読み出しおよび設定を行うことが可能
となる。
【００４０】
　本発明の第２の実施の形態に係るＯＮＵの構成を、図４を用いて説明する。図４は、第
２の実施の形態に係るＯＮＵ２００の構成を示すブロック図である。本実施形態のＯＮＵ
２００では、インタフェースモジュール２４０が主信号ＩＦ部２４１と、第１のシリアル
ＩＦ部２４２と、給電ＩＦ部２４４とを有しており、第２のシリアルＩＦ部は有していな
い。
【００４１】
　また、ＯＮＵ２００は、スイッチ回路１７０ａ、１７０ｂに代えて、別のスイッチ回路
２７０ａ、２７０ｂを備えている。スイッチ回路２７０ａ、２７０ｂは、第１のシリアル
ＩＦ部２４２からＯＮＵ機能部１２０の第１のシリアル信号端１２１または電気／光変換
部１１０の第２のシリアル信号端１１１のいずれかに切り替えて接続されるように制御さ
れる。スイッチ回路２７０ａ、２７０ｂは、それぞれ３つの接点を有しており、各接点に
第１のシリアルＩＦ部２４２、第１のシリアル信号端１２１、及び第２のシリアル信号端
１１１のそれぞれに接続された各信号線が接続されている。
【００４２】
　図４では、スイッチ回路２７０ａの接点２７１ａに第１のシリアルＩＦ部２４２からの
信号線２６３ａが接続され、接点２７２ａに第１のシリアル信号端１２１からの信号線２
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６０ａが接続され、さらに接点２７３ａに第２のシリアル信号端１１１からの信号線２６
１ａが接続されている。同様に、スイッチ回路２７０ｂの接点２７１ｂには第１のシリア
ルＩＦ部２４２からの信号線２６３ｂが接続され、接点２７２ｂには第１のシリアル信号
端１２１からの信号線２６０ｂが接続され、さらに接点２７３ｂには第２のシリアル信号
端１１１からの信号線２６１ｂが接続されている。
【００４３】
　本実施形態では、第１のシリアルＩＦ部２４２に直接またはスイッチ回路２７０ａ、２
７０ｂを介して接続される信号線２６３ａ、２６３ｂ、２６０ａ、２６０ｂ、２６１ａ、
２６１ｂは、すべてＩ２Ｃで構成されている。スイッチ回路２７０ａ、２７０ｂは、制御
用信号を入力するために接地線２６２ｂを分岐して接続しており、接地線２６２ｂに印加
されている電圧を制御用信号として、スイッチ回路２７０ａ、２７０ｂの切り替え制御が
行われる。
【００４４】
　ＯＮＵ２００が外部ノード７０のＭＳＡインタフェーススロットに接続されて運用され
る通常時は、接地線２６２ｂが外部ノード７０を介して接地される。この場合には、スイ
ッチ回路２７０ａ、２７０ｂは、接点２７１ａと２７３ａ、および接点２７１ｂと２７３
ｂのそれぞれを接続する。すなわち、外部ノード７０に接続された通常運用時は、第１の
シリアルＩＦ部２４２が電気／光変換部１１０の第２のシリアル信号端１１１に接続され
ている。
【００４５】
　これに対し、図４に示すように、ＯＮＵ２００が製造時や保守時などに用いられる試験
用機器１８０に接続されている場合には、試験用機器１８０の加電圧部１８１から接地線
２６２ｂに所定の電圧が印加される。スイッチ回路２７０ａ、２７０ｂは、接地線２６２
ｂに所定の電圧が印加されていると、接点２７１ａと２７２ａ、および接点２７１ｂと２
７２ｂのそれぞれを接続するように切り替わる。その結果、第１のシリアル信号端１２１
と第１のシリアルＩＦ部２４２とが接続され、試験用機器のシリアル信号入出力部１８２
からＯＮＵ機能部１２０にアクセス可能となる。
【００４６】
　本実施形態のＯＮＵ２００でも、第１のシリアルＩＦ部２４２からＯＮＵ機能部１２０
の第１のシリアル信号端１２１または電気／光変換部１１０の第２のシリアル信号端１１
１のいずれかに切り替えて接続するスイッチ回路２７０ａ、２７０ｂを備える構成とする
ことにより、製造時や保守時などに用いられる試験用機器１８０に接続された場合のみ、
第１のシリアルＩＦ部２４２を介してＯＮＵ機能部１２０にアクセスすることが可能とな
っている。これにより、、製造時や保守時にＯＮＵ２００の動作情報の読み出しおよび設
定を行うことが可能となり、保守等の作業を大幅に効率化できる。
【００４７】
　また、外部ノード７０に接続されているときは、スイッチ回路２７０ａ、２７０ｂを切
り替えて第１のシリアルＩＦ部２４２を電気／光変換部１１０の第２のシリアル信号端１
１１に接続させるようにすることで、ＯＮＵ機能部１２０にアクセスできないようにして
セキュリティを高めている。
【００４８】
　本発明の第３の実施の形態に係るＯＮＵの構成を、図５を用いて説明する。図５は、第
３の実施の形態に係るＯＮＵ３００の構成を示すブロック図である。本実施形態のＯＮＵ
３００でも、インタフェースモジュール３４０が主信号ＩＦ部３４１と、第１のシリアル
ＩＦ部３４２と、給電ＩＦ部３４４とを有する構成としている。また、本実施形態ではス
イッチ回路を用いない構成としている。
【００４９】
　図５において、ＯＮＵ機能部１２０と電気／光変換部１１０とがＩ２Ｃバス３６３ａ、
３６３ｂに並列に接続されており、第１のシリアルＩＦ部３４２からＯＮＵ機能部１２０
の第１のシリアル信号端１２１および電気／光変換部１１０の第２のシリアル信号端１１
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１へは、Ｉ２Ｃバス３６３ａ、３６３ｂを経由して常に接続された状態に構成されている
。
【００５０】
　ＯＮＵ機能部１２０は、Ｉ２Ｃバス３６３ａ、３６３ｂを経由して第１のシリアル信号
端１２１から第１のシリアルＩＦ部３４２に接続されるとともに、接地線３６２ｂから制
御用信号を分岐して入力している。ここでは、ＯＮＵ機能部１２０は、接続線の切替手段
を備え、接地線３６２ｂに印加されている電圧を制御用信号としており、接地線３６２ｂ
に所定の電圧が印加されているか否かによって、第１のシリアルＩＦ部３４２からのアク
セスを許可するか否かを判定している。
【００５１】
　ＯＮＵ３００が外部ノード７０のＭＳＡインタフェーススロットに接続されて通常に運
用される時は、接地線２６２ｂが外部ノード７０を介して接地される。この場合には、接
地線３６２ｂに所定の電圧が印加されていないことから、ＯＮＵ機能部１２０は第１のシ
リアルＩＦ部３４２からのアクセスを許可しない。これに対し、ＯＮＵ３００の製造時や
保守時などに用いられる試験用機器に接続されている場合には、試験用機器から接地線３
６２ｂに所定の電圧が印加されるように構成されている。ＯＮＵ機能部１２０は、接地線
３６２ｂに所定の電圧が印加されていることを検知すると、第１のシリアルＩＦ部３４２
からのアクセスを許可する。
【００５２】
　このように、ＯＮＵ３００では製造時や保守時などに用いられる試験用機器に接続され
た場合のみ、第１のシリアルＩＦ部３４２を介してＯＮＵ機能部１２０にアクセスできる
構成としており、製造時や保守時にはＯＮＵ３００の動作情報の読み出しおよび設定を行
うことが可能となり、保守等の作業を大幅に効率化できる。
【００５３】
　また、ＯＮＵ３００が外部ノード７０に接続されているときは、接地線３６２ｂが接地
されて所定の電圧が印加されていないことから、ＯＮＵ機能部１２０がこれを検知するこ
とで、第１のシリアルＩＦ部３４２からＯＮＵ機能部１２０をアクセスするのを許可しな
いようにすることができる。これにより、ＯＮＵ機能部が不正にアクセスされるのを防止
してセキュリティを高めている。
　なお、Ｉ２Ｃバス３６３ａ、３６３ｂに接続された電気／光変換部１１０は、第２のシ
リアル信号端１１１と第１のシリアルＩＦ部３４２との間で常に信号伝送可能とすること
ができる。
【００５４】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る加入者宅側光回線終端装置の概略構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本実施形態の加入者宅側光回線終端装置が用いられたＰＯＮ型光伝送システムの
一例を示す構成図である。
【図３】本実施形態の加入者宅側光回線終端装置が試験用機器に接続された状態を示すブ
ロック図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る加入者宅側光回線終端装置の概略構成を示すブロ
ック図である。
【図５】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の概略構成を示すブロ
ック図である。
【図６】従来の光伝送システムを示す構成図である。
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【図７】従来の光伝送システムの加入者宅側光回線終端装置の概略構成を示すブロック図
である。
【符号の説明】
【００５６】
１、２　　光伝送システム
１０　　　ＰＯＮインタフェースカード
１１、９０１　　ＯＬＴ
１２　　　認証機能部２０、４０、９０２、９０４　　光ファイバ
３０、９０３　　光カプラ
５０　　　ＯＮＵ
７０　　　外部ノード
８０、９１４　　端末機器
１００、２００、３００、９０５　　加入者宅側光回線終端装置
１１０　　電気／光変換部
１１１　　第２のシリアル信号端
１２０，９０７　　ＯＮＵ機能部
１２１　　第１のシリアル信号端
１３０　　シリアル／パラレル変換部
１４０、２４０、３４０　　インタフェースモジュール
１４１、２４１、３４１　　主信号ＩＦ部
１４２、２４２、３４２　　第１のシリアルＩＦ部
１４３　　第２のシリアルＩＦ部
１４４、２４４、３４４　　給電ＩＦ部
１５０ａ、１５０ｂ　　第１のシリアル伝送路
１５１ａ、１５１ｂ　　パラレル伝送路
１５２ａ、１５２ｂ　　第２のシリアル伝送路
１７０ａ、１７０ｂ、２７０ａ、２７０ｂ　　スイッチ回路
１８０　　試験用機器
１８１　　加電圧部
１８２　　シリアル信号入出力部
１９０　　処理部
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