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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受動型光ネットワークで支局の１つが前記受動型光ネットワークへ加入するのを調整す
る方法であって、前記受動型光ネットワークは前記受動型光ネットワークの接続を介して
複数の支局と接続されたヘッドエンドを有し、前記ヘッドエンドは前記支局からの上流へ
の通信を制御し、前記方法は、
　－前記ヘッドエンドが前記複数の支局のそれぞれへ、如何なる支局も加入メッセージを
前記ヘッドエンドへ送信して良いタイムスロットの開始を示すメッセージを送信する段階
、及び
　－応答として、加入する支局が、前記加入する支局のネットワークアドレスを含む加入
メッセージを前記ヘッドエンドへ送信する段階、
　を有し、前記ヘッドエンドは、前記加入する支局に対する将来のメッセージを管理し、
前記加入する支局からの上流の通信を制御する、方法。
【請求項２】
　前記タイムスロットの開始を示すメッセージは、前記ヘッドエンドにより前記複数の支
局のそれぞれを含むマルチキャストグループアドレスへ送信される、請求項１記載の方法
。
【請求項３】
　前記加入する支局は、前記加入メッセージを前記ヘッドエンドへ送信するのを、前記タ
イムスロットの開始後にランダムな期間に亘り延期する、請求項１記載の方法。
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【請求項４】
　前記ヘッドエンドが、前記加入メッセージの受信に応答して、前記加入する支局へ承認
メッセージを送信する段階、を更に有する請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記加入する支局が、前記ヘッドエンドから承認メッセージを受信していないことに応
答して、前記ヘッドエンドにより示された次のタイムスロットで、更なる加入メッセージ
を前記ヘッドエンドへ送信する段階、を更に有する請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記加入する支局は、前記更なる加入メッセージを送信する前に、ランダムな整数個の
タイムスロットに亘り待機する、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の支局のそれぞれは、信号を前記ヘッドエンドへ送信するレーザーを有し、前
記複数の支局のそれぞれが加入するまで、加入する支局は前記タイムスロット中を除き前
記加入する支局のレーザーをオンに切り替えることを阻止される、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記受動型光ネットワークはイーサネット受動型光ネットワークである、請求項１記載
の方法。
【請求項９】
　前記加入する支局のネットワークアドレスはＭＡＣアドレスである、請求項１記載の方
法。
【請求項１０】
　受動型光ネットワークのヘッドエンドであって、前記ヘッドエンドは使用時に受動型光
ネットワークの接続を介して複数の支局と接続され、及び如何なる支局も加入メッセージ
を前記ヘッドエンドへ送信して良いタイムスロットの開始を示すメッセージを前記複数の
支局のそれぞれへ送信し、及び前記加入する支局からの加入メッセージの受信に応答して
加入する支局のネットワークアドレスを登録することにより、使用時に前記支局の１つが
前記受動型光ネットワークへ加入するのを調整し、前記ヘッドエンドは、前記加入する支
局に対する将来のメッセージを管理し、前記加入する支局からの上流の通信を制御する、
ヘッドエンド。
【請求項１１】
　前記タイムスロットの開始を示すメッセージは、前記ヘッドエンドにより、前記複数の
支局のそれぞれを含むマルチキャストアドレスグループへ送信される、請求項１０記載の
ヘッドエンド。
【請求項１２】
　使用時に、前記加入メッセージの受信に応答して、前記加入する支局へ承認メッセージ
を送信するよう構成される、請求項１０記載のヘッドエンド。
【請求項１３】
　前記受動型光ネットワークはイーサネット受動型光ネットワークである、請求項１０記
載のヘッドエンド。
【請求項１４】
　前記加入する支局のネットワークアドレスはＭＡＣアドレスである、請求項１０記載の
ヘッドエンド。
【請求項１５】
　支局であって、使用時に受動型光ネットワークの接続を介して複数の支局を有する受動
型光ネットワークのヘッドエンドと接続され、前記支局は、使用時に、前記ヘッドエンド
により前記複数の支局のそれぞれへ送信される、如何なる支局も加入メッセージを前記ヘ
ッドエンドへ送信して良いタイムスロットの開始を示すメッセージに応答して、前記支局
のネットワークアドレスを有する加入メッセージを前記ヘッドエンドへ送信するよう構成
され、前記ヘッドエンドが前記支局に対する将来のメッセージを管理し、前記支局からの
上流の通信が制御される、支局。
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【請求項１６】
　使用時に、前記加入メッセージを前記ヘッドエンドへ送信するのを、前記タイムスロッ
トの開始後にランダムな期間に亘り延期するよう構成される請求項１５記載の支局。
【請求項１７】
　使用時に、前記ヘッドエンドから前記加入メッセージを承認するメッセージを受信して
いないことに応答して、前記ヘッドエンドにより示された次のタイムスロットで、更なる
加入メッセージを前記ヘッドエンドへ送信するよう構成される請求項１５記載の支局。
【請求項１８】
　使用時に、前記更なる加入メッセージを送信する前に、ランダムな整数個のタイムスロ
ットに亘り待機するよう構成される請求項１７記載の支局。
【請求項１９】
　信号を前記ヘッドエンドへ送信するレーザーを有し、前記支局が加入するまで前記タイ
ムスロット中を除き前記支局のレーザーをオンに切り替えることを阻止される、請求項１
５記載の支局。
【請求項２０】
　前記受動型光ネットワークはイーサネット受動型光ネットワークである、請求項１５記
載の支局。
【請求項２１】
　前記受動型光ネットワークのアドレスはＭＡＣアドレスである、請求項１５記載の支局
。
【請求項２２】
　機械読み取り可能な形式のソフトウェアであって、請求項１記載の方法を実行するソフ
トウェア。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
〔発明の分野〕
本発明は、アクセスネットワークと、アクセスネットワークによってトラヒックを搬送す
る方法に関する。
【０００２】
〔発明の背景〕
住居の顧客及び小規模会社の顧客にサービスを行う従来のアクセスネットワークは、典型
的に、ヘッドエンドまで光ファイバ伝送を利用し、顧客は、このヘッドエンドから局所的
分配ユニットを介してサービスを受ける。従来、分配ポイントから顧客までの最後の接続
経路はツイストペア銅ループによって構成されている。殆どの場合に、この銅ループは、
予め電話の目的のため設置されている。
【０００３】
最新式のシステムは、ヘッドエンドと分配ポイントの間で光伝送を利用し、今では、家庭
までの光ファイバ化（ＦＴＴＨ）を提供するため、光伝送路を顧客まで拡張する動きが見
られる。このような構成は、広帯域光パスで銅ループを置き換えることによって、銅ルー
プの厳しい帯域制限（帯域幅制限）を打開する利点がある。
【０００４】
家庭までの光ファイバを提供する典型的な受動型光ネットワークの場合、ネットワーク運
用者の存在する局所的な地点に設けられたヘッドエンド又は中央局は、ファイバネットワ
ークを経由して多数の支局に接続される。一つのファイバ接続は、ヘッドエンドを受動型
光スプリッタへ連結する。受動型光スプリッタは、光パワーを多数のファイバ間で均等に
分配し、各ファイバは支局で終端する。ヘッドエンドから下流へ送信された信号は、全て
の支局に到達したときにはパワーレベルが低下している。各支局は、光信号を電気信号へ
変換し、情報を復号化する。情報には、情報フローの中のどの成分が特定の支局へ向けら
れるかを区別するアドレッシング情報が含まれる。上流方向では、各支局は、時間間隔が
割当てられ、その時間間隔中に、光信号を上流へのファイバに印加することが許容される
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。全ての支局からのファイバは、光スプリッタで結合され、共通ファイバリンクを介して
ヘッドエンドへ伝わる。任意の支局から送出された信号は、ヘッドエンドだけに伝播する
。上流のネットワークは、別々のファイバリンク及びスプリッタを使用する場合があり、
或いは、下流方向と同じネットワークを使用するが、異なる光波長を使用する場合もある
。ＦＳＡＮ（フル・サービス・アクセス・ネットワーク、ＩＴＵ仕様書Ｇ．９８３．１）
として知られた、各支局との間でトラヒックを組織化（編成）するプロトコルがこの目的
のため導入される。
【０００５】
典型的に、ヘッドエンドと各支局との間の光パスの伝搬遅延は相違する。上流パス上の衝
突を回避するため、プロトコルは、異なる支局のための伝送機会の間に保護周波数帯（ガ
ードバンド）を作成することによって、或いは、各支局に電気ドメインで遅延を加算する
ことにより光パス遅延を共通値に付加させることによって、伝搬遅延の差を考慮しなけれ
ばならない。遅延を加算するアプローチは、ＦＳＡＮによって採用されている。
【０００６】
ＦＳＡＮは、非常に複雑なプロトコルであり、実用システムに大規模集積回路技術を必要
とする。このような集積回路は、ＰＯＮ（パッシブ光ネットワーク）アプリケーションの
ため専用化され、使用量が非常に少ないのでコスト高である。
【０００７】
ＦＳＡＮプロトコルの別の欠点は、トラヒックの非同期転送モード（ＡＴＭ）を利用する
ことである。全部ではないにしても殆どのトラヒックは、インターネット・プロトコル（
ＩＰ）パケット・プロトコルである。これらのＩＰパケットは、可変長であり、約１５０
０バイトの長さに達することもある。このパケットトラヒックを固定長ＡＴＭセルに適応
させるには、ＩＰパケットのセグメンテーション（細分化）及びその後のリアセンブリ（
再組立）のためのインタフェースを準備する必要がある。このインタフェースが要求され
るので、実装システムのコストと複雑さが更に増す。
【０００８】
顧客ネットワークアクセスを提供するため、無線アクセスネットワーク（例えば、固定無
線アクセス及びセルラアクセス）を構築することが知られている。無線アクセスネットワ
ークを構築することは、非実用的であるという理由、或いは、別の理由によって実用され
ない。ヘッドエンドがマルチキャスト・ダウンストリーム通信媒体を利用する際のネット
ワークの例である無線システムの帯域幅は、光ファイバアクセスネットワークの帯域幅よ
りも遥かに少ないので、多数の支局は、ヘッドエンドに向かう上流への通信媒体を共有す
る。したがって、このようなネットワークは、ヘッドエンドと各支局との間のパス長が相
違することに関連した、共通のアップストリーム・パスを共有する問題を光ネットワーク
と共有する。
【０００９】
〔発明の目的〕
本発明の目的は、従来技術に関連した一つ以上の問題を緩和する装置、方法、ソフトウェ
ア、及び、信号を提供することである。
【００１０】
〔発明の概要〕
本発明の第１の局面によれば、通信ネットワークにおいて複数の支局からヘッドエンドへ
の上流への通信（アップストリーム通信）を整理する方法が提供される。この方法は、
一つの選択された支局にコマンドによって指定された期間（時間周期）の間に上流への送
信（アップストリーム送信）を開始させるため、ヘッドエンドから選択された支局へ向け
られた第１のコマンドを送信する手順と、
少なくともコマンドによって指定された期間が無期限である場合に、ヘッドエンドから少
なくとも選択された支局へ向けられ、選択された支局が送信を延期しなければならない旨
を示す第２のコマンドを送信する手順と、
を有する。
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【００１１】
好ましい一実施例において、この期間は無期限ではない。
【００１２】
好ましくは、第２のコマンドは、所定の期間に亘って送信を延期させるための全ての支局
へのコマンドである。
【００１３】
好ましくは、第２のコマンドには、マルチキャストアドレスが添付される。
【００１４】
好ましい一実施例において、選択された支局への第１のコマンドは、零期間に亘って上流
への送信を一時停止させるためのコマンドを含む。
【００１５】
好ましい一実施例において、選択された支局への第１のコマンドは、非零期間に亘って上
流への送信を一時停止させるためのコマンドを含む。ここで、非零期間（を設けること）
によって、伝送パス内のコンポーネントは、データ伝送の開始前に、選択された支局に特
有の動作条件に適応する。
【００１６】
更なる好ましい一実施例において、次のコマンドフレームが伝送される予定を立てられる
前に、更なるデータフレームを伝送するための時間が不足するとき、下流へのデータフレ
ームの送信は抑制される。
【００１７】
更なる好ましい一実施例において、上流へのトラヒックと下流へのトラヒックは、伝送レ
ートが相違する。
【００１８】
好ましい一実施例によれば、上流への送信及び下流への送信は、ガイド付きの媒体で行わ
れる。
【００１９】
好ましい一実施例によれば、ガイド付きの媒体は光媒体である。
【００２０】
好ましくは、上流への送信と下流への送信に対し相違する光波長が利用される。
【００２１】
好ましい一実施例において、上流への送信及び下流への送信は、自由空間無線伝送として
行われる。
【００２２】
更なる好ましい一実施例において、共有タイムスロットが全ての支局に共同に割当てられ
る時機があり、その時機に支局はヘッドエンドに登録する。
【００２３】
更なる好ましい一実施例において、下流へのコマンドフレームのタイミングは、支局から
受信され、当該支局からの上流への送信のため利用可能なトラヒック量を表す上流へのコ
マンドフレームに応じて決定される。
【００２４】
好ましい一実施例において、上流へのコマンドフレームは、現時点で送信すべきデータを
持たない支局を表す。
【００２５】
更なる好ましい一実施例において、上流へのコマンドフレームは、現在のタイムスロット
で送信できるデータの他に現時点で送信すべきデータを持たない支局を表す。
【００２６】
更なる好ましい一実施例において、上流へのタイムスロットの持続期間は、支局から受信
され、当該支局から上流への送信のためのトラヒック量の測定量を表す上流へのコマンド
フレームに応じてヘッドエンドで決定される。
【００２７】
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更なる好ましい一実施例において、第２のコマンドは、第２のコマンドが向けられた支局
が送信を延期すべき第２の期間を表す。
【００２８】
更なる好ましい一実施例において、第２の期間は無期限である。
【００２９】
本発明の更なる局面によれば、複数の支局への各々の通信パスが接続されたヘッドエンド
を有する通信ネットワークが提供される。この通信ネットワークにおいて、ヘッドエンド
は、下流へのコマンドの送信によって支局から上流への通信を整理する手段を含む。この
コマンドは、一つの選択された支局に指定された期間に上流への送信を開始できるように
させる当該選択された支局への第１のコマンドを含む。この指定された期間は、少なくと
も指定された期間が無期限の持続期間である場合に、少なくとも選択された支局へ向けら
れ、選択された支局が送信を延期すべきである旨を表す第２のコマンドが後に続くコマン
ドによって指定される。
【００３０】
好ましい一実施例において、この期間は無期限ではない。
【００３１】
更なる好ましい一実施例において、第２のコマンドは、所定の期間に亘って送信を延期さ
せるための全ての支局へのコマンドである。
【００３２】
更なる好ましい一実施例において、第２のコマンドにはマルチキャストアドレスが添付さ
れる。
【００３３】
更なる好ましい一実施例において、選択された支局への第１のコマンドは、当該支局に零
期間に亘って上流への送信を一時停止させるため当該支局へのコマンドを含む。
【００３４】
更なる好ましい一実施例において、第１のコマンドは、選択された支局に非零期間に亘っ
て上流への送信を一時停止させるため当該支局へのコマンドを含み、非零期間（を設ける
こと）によって、伝送パス内のコンポーネントは、データ伝送の開始前に、選択された支
局に特有の動作条件に適応する。
【００３５】
好ましい一実施例において、上流への送信及び下流への送信は、ガイド付きの媒体で行わ
れる。
【００３６】
好ましい一実施例によれば、ガイド付きの媒体は光媒体である。
【００３７】
好ましくは、上流への送信と下流への送信に対し相違する光波長が利用される。
【００３８】
好ましい一実施例において、上流への送信及び下流への送信は、自由空間無線伝送として
行われる。
【００３９】
本発明の更なる局面によれば、通信アクセスネットワークにおいて、通信アクセスネット
ワークに接続された支局から上流への通信を整理するように構成されたヘッドエンドが提
供される。このヘッドエンドは、データトラヒックを含む情報フレーム、及び、支局から
の上流への送信を整理するコマンドフレームを下流の支局へ送信し、このコマンドは、一
つの選択された支局に指定された期間に上流への送信を開始できるようにさせる当該選択
された支局への第１のコマンドを含み、この指定された期間は、少なくとも指定された期
間が無期限の持続期間である場合に、少なくとも選択された支局へ向けられ、選択された
支局が送信を延期すべきである旨を表す第２のコマンドが後に続くコマンドによって指定
される。
【００４０】
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本発明の更なる局面によれば、通信ネットワークにおいて複数の支局からヘッドエンドに
向かう上流への通信を整理する方法を実行させる機械読み取り可能な形式のソフトウェア
が提供される。この方法は、一つの選択された支局にコマンドによって指定された期間（
時間周期）の間に上流への送信（上流側送信）を開始させるため、ヘッドエンドから選択
された支局へ向けられた第１のコマンドを送信する手順と、少なくともコマンドによって
指定された期間が無期限である場合に、ヘッドエンドから少なくとも選択された支局へ向
けられ、選択された支局が送信を延期しなければならない旨を示す第２のコマンドを送信
する手順と、を有する。
【００４１】
本発明の更なる局面によれば、選択された支局が伝送を開始できるように当該選択された
支局へコマンドを送信する要求を第１のポートで受信し、コマンドに応じた期間に送信を
開始するため、第２のポートでコマンドを当該選択された支局へ送信するように構成され
た通信ネットワーク用の媒体アクセスロジックが提供される。
【００４２】
好ましい一実施例において、コマンドはマルチキャストアドレスを用いて多数の支局へ向
けられる。
【００４３】
更なる好ましい一実施例において、コマンドは、イーサネット（登録商標）プロトコルコ
マンドである。
【００４４】
本発明の更なる局面によれば、ヘッドエンドと複数の支局とを有する通信ネットワークに
おける下流への信号（ダウンストリーム信号）が提供される。信号は、選択された支局へ
向けられ、一つの選択された支局に指定された期間に上流への送信を開始させる第１のコ
マンドと、少なくとも指定された期間が無期限の持続期間である場合に、少なくとも選択
された支局へ向けられ、選択された支局が送信を延期すべきである旨を表す第２のコマン
ドと、を含む。
【００４５】
本発明の更なる局面によれば、通信アクセスネットワーク用の支局が設けられ、支局は、
当該支局へ向けられた第１のコマンドを受信するように構成され、第１のコマンドに応答
し、該第１のコマンドによって指定された期間よりも短い間に上流への送信を開始し、少
なくとも該第１のコマンドによって指定された期間が無期限である場合に、当該支局へ向
けられた第２のコマンドを受信するように構成され、第２のコマンドに応答して送信を延
期する。
【００４６】
好ましい一実施例によれば、支局は、第１のコマンドフレームに応答して、場合によって
は第２のコマンドフレームにも応答して、上流への伝送のためのトラヒックの測定量を表
すコマンドを送信するように構成される。
【００４７】
本発明の更なる局面によれば、通信ネットワークにおいて複数の支局からヘッドエンドへ
の上流向きの通信を整理する方法が提供され、この方法は、プリセットされた期間に支局
からヘッドエンドへの送信を許可しないグローバルコマンドをヘッドエンドから支局へ送
信する手順と、当該プリセットされた期間内に、該グローバルコマンドを無効にし、一つ
の選択された支局がヘッドエンドへ送信することを許可する更なるコマンドを選択された
支局へ送信する手順と、を有する。
【００４８】
本発明の更なる局面によれば、通信ネットワークにおいて複数の支局からヘッドエンドへ
の上流向きの通信を整理する方法が提供され、この方法は、ヘッドエンドから支局に向け
て下流へデータトラヒックを収容する情報フレーム及びコマンドフレームを送信する手順
を有し、交互のコマンドフレームは、プリセットされた期間に亘って上流への送信を一時
停止させるための全ての支局へのグローバルコマンドと、該グローバルコマンドを無効に
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し、上流への送信を開始させるための選択された支局へのコマンドと、を含む。
【００４９】
本発明の更なる局面によれば、通信ネットワークにおいて複数の支局からヘッドエンドへ
の上流向きの通信を整理する方法が提供され、この方法は、プリセットされた期間に上流
への送信を一時停止させるグローバルコマンドをヘッドエンドから全ての支局へ送信する
手順と、該プリセットされた期間内に、該グローバルコマンドを無効にし、一つの選択さ
れた支局がヘッドエンドへ送信することを許可するための更なるコマンドを選択された支
局へ送信する手順と、を有する。
【００５０】
本発明の更なる局面によれば、複数の支局に対応した通信パスによって連結されたヘッド
エンドを有する通信ネットワークが提供され、ヘッドエンドは、下流へのコマンドの送信
によって該支局から上流への通信を整理する手段を具備し、コマンドは、プリセットされ
た期間に支局がヘッドエンドへ送信することを許可しないグローバルコマンドを含み、該
グローバルコマンドの各々は、当該プリセットされた期間内に、該グローバルコマンドを
無効にし、一つの選択された支局がヘッドエンドへ送信することを許可する更なるコマン
ドが続けられる。
【００５１】
本発明の更なる局面によれば、パッシブ光ファイバネットワークパスによって複数の支局
へ連結されたヘッドエンドを有する通信ネットワークが提供され、ヘッドエンドは、デー
タトラヒックを含む情報フレーム及び支局から上流への送信を整理するコマンドフレーム
を支局へ向けて下流に送信するように構成され、交互のコマンドフレームは、プリセット
された期間に亘って上流への送信を一時停止させるための全ての支局へのコマンドと、上
流への送信を開始させるための一つの選択された支局へのコマンドと、を含む。
【００５２】
本発明の更なる局面によれば、ヘッドエンドと、星形結合器（カプラ）又は分配器（スプ
リッタ）を組み込む光ファイバ媒体によってヘッドエンドへ連結された複数の支局とを有
する通信アクセスネットワークが提供され、該ヘッドエンドは、データフレーム及びコマ
ンドフレームを含むフレームのシーケンスを支局へ向けて下流に送信するよう構成され、
該コマンドフレームは、第１のコマンドフレーム及び第２のコマンドフレームを含み、支
局から上流への送信を整理・制御し、第１のコマンドフレームは、プリセットされた期間
に上流への送信を一時停止させるための全ての支局へのグローバルコマンドを収容し、第
２のコマンドフレームは、該プリセットされた期間内に送信され、零期間に関連付けられ
、選択された支局へ向けられ、該グローバルコマンドを無効にし、一つの選択された支局
がヘッドエンドへ送信することを許可する更なる一時停止コマンドを収容する。
【００５３】
他の実施例によれば、更なるコマンドは、選択された一つの支局への一時停止コマンドを
含み、一時停止コマンドには非零期間が関連付けられている。非零期間は、データ伝送の
開始前に、伝送パス内のコンポーネントが該選択された一つの支局に特有の動作条件に適
合することを可能にさせる。
【００５４】
本発明の別の局面によれば、通信アクセスネットワークに連結された支局からの上流への
送信を整理するように構成された、通信アクセスネットワーク用のヘッドエンドが提供さ
れ、ヘッドエンドは、支局へ向けて下流に、データトラヒックを収容する情報フレーム及
び支局から上流への送信を整理するコマンドフレームを送信するように構成され、交互の
コマンドフレームは、夫々、全ての支局がプリセットされた期間に上流への送信を一時停
止させるためのグローバルコマンドと、選択された支局へ向けられ、該グローバルコマン
ドを無効にさせ、一つの選択された支局がヘッドエンドへ送信することを許可するコマン
ドと、を含む。
【００５５】
本発明は、例えば、ユーザまでの光ファイバ（ＦＴＴＵ）のようなガイド付き媒体を含む
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共有媒体アクセスネットワークと、自由区間無線アクセスネットワークと、を取り扱う。
光学的な状況では、このような配置構成によれば、局所的（ローカル）分配ユニットに予
め給電する必要性を回避すべく、パッシブ光ネットワーク（ＰＯＮ）の形式で家庭までの
光ファイバ（ＦＴＴＨ）アクセスネットワークが実現されるというような特定の効果が得
られる。
【００５６】
尚、この技術は、イーサネット（登録商標）と共通した特徴があるが、イーサネット（登
録商標）は、コンピュータ・ローカル・エリア・ネットワークで使用される確立されたプ
ロトコルであり、ポイント・ツー・ポイント通信だけを考慮しているのに対し、本発明は
、ポイント・ツー・マルチポイント構成を考慮している。さらに、現在のギガビット・イ
ーサネット（登録商標）（ＧｂＥ）を実装するためには、ネットワークの論理ハブにおけ
る「リピータ」へのポイント・ツー・ポイント光リンクを使用する。リピータは、ポイン
ト・ツー・ポイント・リンクからの入来信号を復調し、一つ以上の出力チャネルへトラヒ
ックを向ける。このシステムに伴う欠点は、リピータ内にアクティブ電子部品及び付随す
る電源を必要とする点であり、アクティブ電子部品を街角から取り除きたいという運営者
の要求と適合しない。
【００５７】
本発明の好ましい一実施例によれば、プロトコルは、顧客端末からシステムヘッドエンド
までの上流への通信の衝突又は輻輳を防ぐため、パッシブ光ネットワークを介して、ポイ
ント・ツー・マルチポイント通信を制御するため利用される。共有アクセスＦＴＴＨネッ
トワーク上で動作するようにギガビット・イーサネット（登録商標）技術を適合させるこ
とは、ＦＳＡＮ　ＰＯＮよりもコストの面で重大な利点のあることが分かった。さらに、
ネットワークトラヒックの増加する割合は、典型的にかなり長いパケットを要求するイン
ターネットプロトコルに依存するので、ＦＳＡＮ　ＰＯＮの短いパケット構造を利用する
ために要求されるパケット細分化処理及びパケット再組立処理を回避することによって、
更なるコスト面の節約が生じる。
【００５８】
ギガビット・イーサネット（登録商標）は、ノードが入来する情報を処理できる状況では
ないときに、ノードへ送信されるトラヒック量を制限するため、フロー制御機能を含む。
この状況が生じたとき、ノードは、ピアノードに「一時停止制御フレーム」を送信する。
制御フレームは、キューされたデータフレームよりも優先され、一時停止制御フレームは
、任意の現在のデータフレーム伝送の終了直後に送信される。一時停止制御フレームは、
時間間隔を表現するデータ値を含む。受け取り次第、ピアノードは、現在のフレームの送
信を終了し、送信を再開するまで指定された時間間隔だけ待機する。一時停止制御フレー
ムのヘッダは、アドレスフィールド、及び、ピアに対するフレームタイプを識別するタイ
プ標識フィールドを伝搬する。このフロー制御システムの動作は、ＩＥＥＥ規格８０２．
３に詳述されている。
【００５９】
有利的には、ギガビット・イーサネット（登録商標）プロトコル用に設計された大規模集
積回路を利用するが、この集積回路が設計の目的としたポイント・ツー・ポイント・ネッ
トワークの代わりにポイント・ツー・マルチポイント・パッシブ光ネットワークを使用す
る。下流への方向では、ギガビット・イーサネット（登録商標）・媒体アクセス制御器（
ＭＡＣ）からのトラヒックは、パッシブ光分配器及び相互接続ファイバを介して、全ての
支局へ放送される。各支局ＭＡＣは、下流へのフレームのヘッダで搬送される宛先アドレ
スを合わせることによって、局所連結された機器へ向けられたトラヒックを認識する。上
流への方向では、各支局は、上流へのトラヒックを生成するため、ギガビット・イーサネ
ット（登録商標）ＭＡＣを採用する。多数の支局が同時に送信することを防ぐため、各支
局に順番に「送信許可」を割当てるため、一時停止制御フレームが使用される。これによ
り、システムのヘッドエンド側での復号化が成功する。更なる一実施例では、各支局に割
り付けられた能力は、指定されたサービス品質、又は、実際の要求に応じて変化させ得る
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。
【００６０】
ヘッドエンドと個別の支局との間の光パス（光路）長は変化するので、非効率性が上流へ
の伝送パスに導入される。ＦＴＴＨネットワークの特性は、顧客が相互に地理的に接近し
た場所（例えば、数百メートルの範囲内）に在るグループ内の存在する傾向があるが、ヘ
ッドエンド（又は、本局）は、数キロメートルはなれた場所にある、という点である。全
体的な伝送能力を高めるため、この観測結果が利用される。
【００６１】
本発明は、本発明を具現化する一つ以上の例示的な装置と、他の付加的な装置と、を含む
デジタル信号処理の目的のためのシステムを提供する。
【００６２】
ループ解決法においてファイバへの関心が急速に高まっている。多元接続（マルチアクセ
ス）ネットワークは、ファイバと交換エンド機器を最終顧客のグループの間で共有できる
ようにすることによって、より費用効果率の高い基盤設備が得られる。本発明による装置
及び方法は、街頭にアクティブな電子部品を要することなく多元接続ネットワークを構築
することができる。屋外でパッシブ素子だけを必要とするネットワークは魅力的であり、
特に、アクティブな屋外機器を使用してこなかった現在のネットワーク運営者にとって朗
報である。
【００６３】
本発明は、光接続ネットワーク以外のアプリケーション分野で使用することによって、広
範囲の共有媒体アクセスネットワークで本発明による技術的利点が得られるようになり、
基本的な設計及び構成部品の再使用が可能になる。
【００６４】
本発明は、第１のポートで送信一時停止要求を受信し、第２のポートでコマンドを遠隔局
へ送信し、そのコマンドに応じた期間に亘って送信を一時停止させるように構成された通
信ネットワーク用の媒体アクセス論理回路（ロジック）を取り扱う。コマンドは、マルチ
キャストアドレスを用いて多数の支局へ向けられる。好ましい一実施例において、媒体ア
クセス論理回路は、一時停止要求の受信をサポートするように修正されたイーサネット（
登録商標）プロトコルを具現化する。典型的に、このような媒体アクセス論理回路は、例
えば、チップ若しくはチップセット（例えば、イーサネット（登録商標）スイッチ、ＭＡ
Ｃチップ或いはＡＳＩＣ）の形で与えられる。
【００６５】
本発明は、更に、上述の本発明の全ての局面の制御及び動作のための機械読み取り可能な
形式のソフトウェアを取り扱う。
【００６６】
ここで、参考のため、２０００年５月３０日に出願された同時係属中の出願（出願第０９
／５８４，５３０号）の内容を引用する。
【００６７】
好ましい特徴は、当業者には明らかなように適宜に組み合わされ、本発明の任意の局面と
組み合わされる。
【００６８】
本発明のその他の局面及び特徴は、本発明の具体的な実施例の説明を添付図面と併せて読
むことによって当業者には明白となるであろう。
【００６９】
以下の本発明の具体的な実施例は、光ファイバ伝送システムにイーサネット（登録商標）
プロトコルを使用する例に基づいている。ここで説明される方法が、同軸ケーブル及びツ
イスト銅製ペアケーブルのような他のガイド付き媒体システム、並びに、無線及び自由空
間光伝送のような電磁波を使用する自由空間伝送に適用可能であることは、当業者に明ら
かであろう。同様に、イーサネット（登録商標）以外のプロトコルを使用することが可能
である。
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【００７０】
〔好ましい実施例の詳細な説明〕
本発明が実施される態様を説明するため、本発明の実施例が、一例として。添付図面を参
照して記述される。
【００７１】
図１を参照するに、例示的なＦＴＴＨアクセスネットワークが概略的に示されて、ヘッド
エンド１１は、個別の光ファイバパス（路）１４及び１５を介して、１：ｎパッシブ光分
配器１３を通って多数の顧客端末又は支局１２ａ－１２ｎに接続されている。典型的に、
ヘッドエンドから分配器までの距離は、最大で約５ｋｍである。任意の二つの支局間の距
離は、かなり短く、典型的に約５００ｍである。分配器１３は、街頭の都合のよい地点に
設けられ、電源は不要である。図示されたシステムの場合、上流へのトラヒック及び下流
へのトラヒックは、同じファイバと分配器を使用するが、各向きに別個の光波長を使用し
てもよい。オプションとして、ネットワークは、伝送の向き毎に別個のファイバ及び分配
器を使用する。
【００７２】
図１に示されるように、ヘッドエンド１１は、典型的に、第１の波長λ1で動作するレー
ザーである光送信器１１０と、第２の波長λ2で動作する光受信器１１２と、を具備する
。送信器及び受信器は、波長マルチプレクサ１１４を介してファイバ１４に接続され、双
方向の光伝送を行えるようになる。
【００７３】
送信器及び受信器は、制御論理回路１１６に接続され、制御論理回路１１６は、外部ネッ
トワーク（図示せず）との間のインタフェース１１７を実現し、支局１２ａ－１２ｎへ向
けて下流へ送信されるべきデータを受信し、これらの支局から受信した上流へのデータを
外部ネットワークへ送信する。
【００７４】
各支局は、第２の波長λ2で動作する光送信器１２０と、第１の波長λ1で動作する光受信
器１２２と、を具備する。送信器及び受信器は、波長マルチプレクサ１２４を介してファ
イバ１５へ接続される。
【００７５】
支局とヘッドエンドの間の光パスは、各方向で分配器１３を通過するので、光伝送パスは
、簡単なポイント・ツー・ポイント構成の場合よりも損失が大きくなる。この伝送損失を
補償するため、ヘッドエンドには、強力なレーザー発信器１１０と、高感度受信器１１２
とが設けられる。好ましくは、支局の電気光学系は、コストを最低限に抑え、顧客施設内
で目に照射する危険性を最小限に抑えるため、標準的なギガビット・イーサネット（登録
商標）・モジュールに基づくべきである。
【００７６】
ヘッドエンド側光送信器によって送信された情報フレームは、光分配器を介して全ての支
局へ同報通信（又は、マルチキャスト）される。典型的な情報フレーム２０の構造は、図
２に示されるように、プレアンブル２１と、フレームデリミッタスタート（ＳＦＤ）２２
と、メッセージの送信先である宛先アドレス２３と、データペイロード２６と、を含む。
フレームは、送信側ノードのソースアドレス２４と、フレームタイプ又はペイロード長を
示すタイプ／長さフィールド２５と、フレーム検査シーケンス２８と、を含む。データ長
がペイロード空間を埋めるためには不足している場合、ペイロードはパディング２７を含
む場合がある。
【００７７】
周期的に、これらの情報フレームの間には、ヘッドエンドの制御下で生成されたポーズ（
一時停止）制御フレームが置かれる。ポーズ制御フレーム３０の構造は図３に示されてい
る。図３に示されるように、ポーズ・フレーム構造は、ポーズ・コマンドを表現するコー
ドフィールド３１、及び、ポーズの長さを指定する時間フィールド３２がタイプ／長さフ
ィールドの後に続く点を除くと、上述のデータフレームの構造と類似している。指定され
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たポーズ時間は、プリセット値又は零であり、先に指定されたポーズ時間が満了する前に
送信されたポーズ・フレームは、未完了の時間間隔を無効にさせる。
【００７８】
図１には、ヘッドエンド制御又は媒体アクセス・ロジック（ＭＡＣ）１１６へのハードウ
ェア接続若しくは送信ポーズ入力１１８が示されている。この媒体アクセス・ロジック（
ＭＡＣ）１１６からポーズ・フレームの送信が始められる。この機能は、内部制御レジス
タへのソフトウェアアクセスによっても実現される。
【００７９】
図４を参照するに、ポーズ機構は、パッシブ分配器に接続された支局から上流への送信を
整理し、インターリーブする手段として使用される。全ての支局は、原理的に、同時送信
が可能である。これは、グローバル・ポーズ・コマンドを全ての支局へ送信（４１、４８
）することによって阻止される。好都合に、これは、周知の放送アドレスを収容するポー
ズ・フレームを生成し、長期間を指定することによって実現され得る。ここで、長期間の
「長」は、あらゆる支局に、支局に対する望ましいアクティブスロット時間よりも長い時
間期間に亘って伝送を中止させる値を表現する。ヘッドエンドは、既に送信された任意の
フレームが終了するための時間が確保されることを保証し、既に媒体上に存在する上流へ
の信号が分配器の地点を越えて伝搬することを保証するために十分に長い保護（ガード）
時間を考慮に入れる。ヘッドエンドは、送信することが許可された一つの支局の個別のＭ
ＡＣアドレスを収容する次のポーズ・コマンド４２を発行する。このポーズ・コマンドは
、先に決定された適応時間（アダプテーションタイム）に一致するポーズ時間間隔を指定
する。これにより、その支局のための前のポーズ・コマンドが無効になり、適応時間が経
過すると、選択された支局へキューされた任意のフレームは媒体上へ送信され、次に、ヘ
ッドエンドで受信される。他の支局からの送信は、前のポーズ・コマンド４１、４８から
のポーズ時間が未だ満了していないので、阻止される。望ましいアクティブタイムスロッ
トに続いて、ヘッドエンドは、グローバスポーズ・コマンド４８を再発行し、このプロセ
スは、残りの支局毎に繰り返される。効果的に、ヘッドエンドは、支局がヘッドエンドへ
送信することを許可しないグローバル・ポーズ・コマンドを交互の時間間隔に発行し、個
々のポーズ・コマンドは、一つの選択された支局がヘッドエンドへ送信することを許可す
る。有利的には、図４に示された処理ステップは、ソフトウェア命令を使用してプログラ
ミングされたプロセッサによって実行される。
【００８０】
ポイント・ツー・ポイント・プロトコルを使用する従来のギガビット・イーサネット（登
録商標）の場合、各光送信器は、フレーム伝送間のギャップ中でもアクティブ状態を保ち
、アイドルパターンが受信器側のクロック同期を維持するため送信された場合は、ポーズ
期間中でもアクティブ状態を保つ。ここで説明する多元接続システムの場合、ポーズ期間
中のアイドルパターンの送信は、アクティブ状態の支局からのフレーム送信との干渉を回
避するため抑制される。支局における発信中レーザーをターンオフするための制御若しく
はレーザーシャットダウン入力１２８は、この目的のため図１に示されている。この制御
入力は、支局のノードプロセッサ上で動作する実時間ソフトウェアから駆動可能であり、
或いは、支局内の付加的なハードウェアによって駆動可能である。
【００８１】
適応時間間隔は、（レーザーシャットダウン入力１２８を用いて）支局レーザーの制御を
補助し、新たに動作可能状態にされた支局へ信頼できる光接続を確立するため組み入れら
れる。グローバルパルスコマンドを受信すると、支局内の制御ロジックは、現在送信中の
フレームが終了した後、支局レーザー発信器をターンオフするように構成される。支局の
ＭＡＣは、アイドルパターンを生成し続けるが、レーザーがターンオフされているので、
このパターンは光媒体に印加されない。宛先を指定された後続の有向ポーズ・フレームが
受信されたとき、支局制御ロジックは、直ちにレーザー発信器のスイッチをオンに入れる
。イーサネット（登録商標）ＭＡＣ機能は、適応時間が満了するまで送信が禁止されるの
で、アイドルパターンを調達し続ける。適応時間間隔によって、支局レーザーの動作点は
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安定化し、ヘッドエンド受信器は（レーザーの公差及びパス減衰の差のために支局間で異
なる可能性がある）新しい光信号レベルに適合し、受信器のクロック捕捉回路は新しい支
局の周波数及び位相に固定する。
【００８２】
ある種の要素は、衝突の可能性を阻止するために要求される保護時間に寄与する。これら
の要素には、下流へのポーズ・フレームの発射時刻の不確実性が含まれる。なぜならば、
このフレームは、既に開始したデータフレームの終了を待機しなければならないからであ
る。アクティブ状態の支局からの送信が終了する時刻にも不確実性が存在する。なぜなら
ば、アクティブ状態の支局は進行中のデータフレームの終了を待ち受ける必要があるから
である。更に、伝搬遅延の差に起因して、ポーズ制御フレームが異なる時間に異なる支局
で受信されるようにさせる差動伝搬遅延が支局の間に存在する。オプションとして、差動
伝搬遅延の影響は、異なる支局間での物理的な経路長の差を制限することによって低減さ
れる。
【００８３】
全ての支局を徹底的に調べるための総時間は、多元接続機構によって導入された付加的な
遅延と、保護時間から生じた非効率さとの間の妥協によって決まる。例えば、支局数が１
６のネットワークにおいて、アクティブ状態のスロット時間が２００ミリ秒であり、保護
バンドが４０ミリ秒であり、適応時間が１０ミリ秒である場合、総ポーリング時間は４ミ
リ秒であり、標準的なポイント・ツー・ポイント全二重イーサネット（登録商標）に対す
る効率は８０％である。有限のポーリング間隔を最小の保護スロット時間と組み合わせ、
指定されたサービス品質に基づくトラヒック協定を考慮する。
【００８４】
オプションとして、各支局のアクティブ状態のタイムスロットの長さは、支局側の活動（
アクティビティ）のレベルと、その協定されたサービス品質とに応じて可変である。かな
り長い時間に亘ってアクティブ状態ではなかった支局は、新たな活動が検出されるまでは
、低い頻度でポーリングされ、例えば、１００ミリ秒毎にポーリングされ、支局の電源が
オフにされているか、或いは、支局が接続されていないと考えられる場合には、それ以上
の間隔でポーリングされる。このような強化によって、低負荷での効率が上昇し、使用さ
れていないトラヒック容量がアクティブ状態の支局へ再割付できるようになり、これによ
り、アクティブ状態の支局はより高いバーストレートを達成せきる。
【００８５】
新たな支局の電源が投入され、ヘッドエンドからグローバルコマンドを受け取る前に、他
の支局へ割り付けられたタイムスロットに悪影響を与えることを回避するため、ネットワ
ークへ接続されたとき、好ましくは、その支局の光送信器は、受信チャネルがヘッドエン
ドから下流への伝送と同期する機会を得るまでは抑制されるべきである。
【００８６】
ネットワークの下流への容量を増大させるため、初期的に、或いは、既存ネットワークへ
の機能向上として、下流への向きのトラヒックは、多数の波長を使用し、各波長は、支局
側若しくは結合器側に組み込まれた波長選択性フィルタ又は結合器を用いて、１台以上の
支局によって検出される。このようにして、下流の方向により大きい容量（能力）を備え
た非対称性ネットワークが生成される。ポーズ・フレームは、全ての支局が適時にポーズ
・コマンドを受信することを保証するため、全てのアクティブ状態の波長で発射される。
【００８７】
上述の通り、ヘッドエンドからの伝送が衝突ドメインから取り除かれ得るように、上流へ
の伝送と下流への伝送で別々の波長を利用することが好ましい。このとき、ネットワーク
は全二重で動作可能であり、下流への伝送は上流への伝送と同時に行われ得る。
【００８８】
オプションとして、ヘッドエンドは、ファイバ接続の各端に波長マルチプレクサを付加す
ることによって、（ファイバペアの代わりに）単一の光ファイバを用いて星形結合器に連
結される。
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【００８９】
好ましい実施例によれば、アクティブ状態の送信スロットに続いて、グローバル・ポーズ
・コマンドが全ての支局をオフにするため使用される。これは、システムのロバストネス
（頑強性）を高める上で有利である。なぜならば、「ターンオフ」ポーズ・コマンドが改
ざんされ、現在アクティブ状態である支局が割り付けられた送信スロットを超過して送信
し続けた場合、次の送信スロットが割り付けられる支局からのデータ転送に悪影響が生じ
る可能性があるためである。しかし、この後続のスロットが終了した後、更なるグローバ
ル・ポーズ・コマンドが送信され、全ての支局によって再度「ターンオフ」信号として解
釈される。したがって、多数の連続的なグローバル・ポーズ・コマンドが改ざんされる可
能性は低いので、伝送中断は少数の送信スロットに限定される。
【００９０】
オプションとして、アクティブなスロットの終わりに、全ての支局をターンオフするため
のグローバル・ポーズ・コマンドを使用する代わりに、宛先の指定された有向ポーズ・コ
マンドが利用され、ターンオフされるべき支局へアドレッシングされる。他の支局は、固
有の有向ポーズ時間が、適応時間を収容する有向ポーズ・フレームによって書き換えられ
るまで、ターンオフされたままである。この場合、システムの頑強性が低下するので、こ
れは好ましい実施形態ではない。しかし、この実施形態は、ポーズ・コマンド・フレーム
の系列（シーケンス）を生成するため、システムのヘッドエンドを、（リアルタイムオペ
レーティングシステムを動かすコンピュータプロセッサのような）外部コントローラと、
標準的なイーサネット（登録商標）スイッチコンポーネントを使用して実現できる。尚、
ある種のイーサネット（登録商標）コンポーネントは、標準的なマルチキャストアドレス
を搬送する入来ポーズ・フレームを削除する。これは、グローバル・ポーズ・コマンドが
このようなコンポーネントを行き来することを阻害する。
【００９１】
オプションとして、第１の支局の送信を停止させ、第２の支局の送信を許可するためのポ
ーズ・コマンド・フレームの相対的なタイミングは、ヘッドエンドから各支局までの距離
の差に関する知識を利用することによって、二つの支局からの送信の間に必要な保護バン
ドを縮小するように調整される。このような知識は、物理的な距離測定から、或いは、ヘ
ッドエンドから送信され支局で折り返してヘッドエンドへ戻る信号の往復（ラウンド・ト
リップ）時間を電子的に測定することによって獲得される。
【００９２】
オプションとして、ヘッドエンドからのデータフレームの送信は、次のポーズ・コマンド
・フレームが送信されるようにスケジューリングされるまでに残っている時間間隔がキュ
ーから更なるデータフレームを送信するために必要な時間よりも短いときには、阻止され
る。これにより、制御フレームが送信できるようになるまで現在のデータフレームの終了
を待機するために生じるタイミング不確定性を低減することができ、かつ、保護バンドの
サイズを縮小することができる。
【００９３】
オプションとして、下流へのパス（ダウンストリーム経路）及び上流へのパス（アップス
トリーム経路）は、相違するビットレートで動作し得る。住宅用アプリケーションの場合
、必要アップストリーム伝送レートは、屡々、必要ダウンストリーム伝送レートよりも遥
かに低い。例えば、ダウンストリーム伝送は、１Ｇｂｉｔ／ｓイーサネット（登録商標）
に基づいて行われ、アップストリーム伝送は、１００Ｍｂｉｔ／ｓに基づく。このような
環境では、コスト節約は、低ビットレート動作用に設計されたアップストリーム用レーザ
ー発信器のコストの削減と、関連した光パワー使用要求量の減少とによって生ずる。
【００９４】
オプションとして、支局レーザー制御論理回路（ロジック）は、当該支局へ向けられたポ
ーズ制御フレームの受信に続く所定の時間の経過後に、発信中レーザーをオフに切換える
ウォッチドッグ・タイマを具備する。ここで、所定の時間は、最長の予想アクティブ送信
タイムスロットよりも長い。これにより、支局への受信パスがアクティブタイムスロット
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の間に機能しなくなるならば、他の支局からのアップストリーム・トラヒックへの悪影響
が制限される。
【００９５】
実際には、支局レーザーへの接触ワイヤが破断し、レーザーのスイッチがオンにされたま
まになる可能性がある（即ち、「レーザーオン」障害）。このような故障の影響は、レー
ザーへの電源パスにスイッチを付加し、レーザーの電源がオンにされてから所定の時間経
過後にレーザーの電源を切るようにこのスイッチを構成することによって誘発される。
【００９６】
ヘッドエンドは、新しい支局の動作条件に合わせるため光パス内のコンポーネントに必要
とされる適応時間以上に有向ポーズ・フレームに指定された適応時間を増加させることに
よって、一つ以上の支局に逆圧フロー制御の影響を与えると都合がよい。この技術は、ヘ
ッドエンドのネットワーク側のアップストリーム・パスにおける輻輳を低減するため、或
いは、サービス契約に従って顧客が送信することを許可されたデータ量を絞るために使用
できる。支局が、高優先度のトラフィックが先に送信されるようにアップストリーム・ト
ラヒックを優先させるように設定された場合、この技術を用いてアップストリーム・パス
を絞ることによって、依然として高優先度のトラヒックが優先措置を受けることができる
。トラヒック優先度を指定する方法は周知であり、例えば、ＩＥＥＥ規格８０２．１に規
定された技術が含まれる。極限として、この適応時間がアクティブスロット時間以上にな
るまで増大された場合、支局はその特定の送信スロットでデータを送信することができな
くなる。
【００９７】
上述のような既存のアクセスネットワークに「加入者」支局を組み込み、所属させる問題
は依然として残っている。既に説明したように、ヘッドエンドは、フレーム宛先ＭＡＣア
ドレスとして、支局のＭＡＣアドレスを使用することによって、フレームを支局へ運ぶ。
しかし、新しい支局が所属したとき、その支局ＭＡＣアドレスは、ヘッドエンド側で分か
っているとは限らない。したがって、望ましくは、支局ＭＡＣアドレス及びその他の関連
したユーザ情報が自動的にヘッドエンドへ転送される手段が設けられる。
【００９８】
本発明は、「加入者」支局の導入を調整するため、補助アップストリーム・スロットを使
用する。このスロットは、アップストリーム・タイムスロットを実現するため使用された
ポーズ機構と同じ機構を用いて提供される。スロットの開始は、所定のマルチキャストグ
ループのメンバーでもある各支局で認識される特定の宛先ＭＡＣアドレスが付けられたポ
ーズ・フレームによって示される。しかし、制御スロットは、通常、「ラウンド・ロビン
」サイクルよりもかなり低い頻度でしか出現しないので、ＰＯＮの効率に重大な影響を及
ぼさない。この制御スロットは、新しい加入者が自由に送信できる旨を報せるため、ＰＯ
Ｎ上の全ての支局によって復号化される。ＰＯＮメンバーとして承認されていない支局だ
けがこのスロットを使用する。新加入者には、工場出荷時設定値にプログラミングされた
支局、別のＰＯＮから取り除かれた支局、ヘッドエンドによってＰＯＮに再加入するよう
に命令された支局などが含まれる。加入用手続は、支局光ネットワークユニット（ＯＮＵ
）電源投入サイクルの後で使用してもよいが、必ずしもこのようにしなくてもよい。
【００９９】
好ましい一実施例は、アップストリーム伝送機会のため完全な制御スロットを使用する。
新加入者支局は、トラヒックに関連したタイムスロット中に、レーザーの電源をオンする
こと、並びに、送信することが許可されていない。レーザーの電源をオンにすること、並
びに、送信することが許可される唯一の時間は、制御スロット中だけであり、そのときに
限り、所与の条件下にある。加入者支局が制御スロットの開始を示すためポーズ（一時停
止）フレームを受信するとき、加入者支局は直ちに送信するとは限らない。同時にＰＯＮ
へ加入しようとする支局間の競合を少なくするため、擬似ランダムアルゴリズムが支局の
送信時点を正確に決定するため使用される。システムは同時に加入しようとするＰＯＮ（
例えば、ＰＯＮ１６）の全てのメンバーと協働する必要があるので、送信の尤度は、相対
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的に低くなるように選択されるべきである。ＰＯＮに加入するため、支局は、「加入」制
御フレームをヘッドエンドに送信しなければならない。このフレームは、加入する支局の
局ＭＡＣアドレスを自動的に収容し、認証のために必要であるならば、他の情報をデータ
ペイロードに格納することができる。加入要求に応答して、ヘッドエンドは、加入者局Ｍ
ＡＣアドレスを検証し、承認しなければならない。これは、補助タイムスロットを組み込
むため、タイムスロット割付フレームを変更する場合と変更しない場合とがある。支局が
所定の期間内に有効な加入者承認フレームを受信できない場合、支局は、擬似ランダム・
バックオフ時間を使用して再加入を試みる。ＣＳＭＡ／ＣＤ半二重イーサネット（登録商
標）で使用される「べき乗打切り待機法」として知られるようなスキームは、以下の如く
提案される。
【０１００】
バックオフ遅延は、スロット時間の整数倍である。ｎ回目の再送信試行前に遅延させるス
ロット時間の回数は、ｋをｋ＝ｍｉｎ（ｎ，１０）としたとき、０≦ｒ≦２ｋの範囲に収
まる均等に分布したランダム整数ｒとして選択される。
【０１０１】
何れの場合も、バックオフ時間は、加入者制御スロットにおける輻輳を減少させるため、
失敗した試行の回数と共に略増加するように選択されるべきである。乱数発生は、支局間
の数の相関を最小限に抑えるように選択されるべきである。セキュリティのための暗号化
もオプションで行われる。
【０１０２】
更なる改良によれば、各制御スロット内で多数の伝送機会が得られる。これは、二つ以上
の支局が単一の制御タイムスロット中に加入し、必要なタイムスロット数を減少させる可
能性がある（したがって、制御スロットオーバーヘッドが減少する）。このようにして、
制御スロットは、多数の短い期間、即ち、サブタイムスロット（副タイムスロット）に分
割され、各サブタイムスロットは、支局送信機会に対応する。この改良を組み込むため、
支局は、制御スロットの範囲内の特定の明確な期間にレーザーを自動的にオンに切換え、
レーザーを消すことが必要である。ここで、支局は、制御タイムスロットの開始を示すポ
ーズ・フレームを受信し、（各支局の内部に設けられた）タイマは、個別のサブタイムス
ロットを区切るために使用される。
【０１０３】
ヘッドエンドによる支局の登録取消は、支局の電源がオフにされるとき（例えば、比較的
長い所定期間に亘って当該支局からの応答が無いことによって検出される）行われ、再登
録は電源投入の度に行われる。支局が比較的長い所定の期間に亘ってタイムスロットの割
付の報せを受信しない場合、或いは、電源オンに戻された場合、ヘッドエンドは、支局が
切り離されていると想定していることが考えられる。そこで、支局は再登録する。
【０１０４】
上記の説明は光ネットワークに関して与えられているが、本発明がこのようなアプリケー
ションに限定されないことは明白である。例えば、本発明は、光学媒体の他に、無線又は
高速銅のような物理的な媒体にも適用される。
【０１０５】
図５を参照するに、図１の光アクセスネットワークに類似した典型的な無線アクセスネッ
トワークが概略的に示されている。図５において、ヘッドエンド５１１は、ブロードキャ
スト無線パス５１５を介して、多数の顧客端末又は支局５１２ａ－５１２ｎに接続される
。任意の二つの支局間の距離は、かなり近く、典型的には約５００ｍであると仮定される
が、それ以上離れていてもよい。例示されたシステムでは、下流への（ダウンストリーム
）トラヒックと上流への（アップストリーム）トラヒックは、相違する周波数ｆ１とｆ２
を使用する。
【０１０６】
図５に示されるように、ヘッドエンド５１１は、完全な第１の周波数ｆ１で動作する変調
器５１１０と、第２の周波数ｆ２で動作するバースト復調器５１１２と、を含む。送信器
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及び受信器は、合成器５１１４介してアンテナ５１４に連結され、双方向無線伝送を実現
する。
【０１０７】
送信器及び受信器は、制御論理回路５１１６に電気的に接続され、制御論理回路５１１６
は、下流の支局５１２ａ－５１２ｎに送信されるべきデータを受信し、支局から受信した
上流へのアップストリームデータを外部ネットワークへ送信するため外部ネットワーク（
図示せず）とのインタフェース機能を実現する。
【０１０８】
各支局は、第２の周波数ｆ２で動作する変調器５１２０と、第１の周波数ｆ１で動作する
バースト復調器５１１２と、を具備する。変調器及び復調器は、合成器５１２４を介して
アンテナ５１６に連結される。
【０１０９】
この無線形態の実施例の場合、全ての支局に問い合わせをするための総時間は、多数のア
クセス機構によって導入された付加的な遅延と、保護時間から生ずる非効率性との折り合
いをつけることで決まる。例えば、支局数が１０のネットワークにおいて、アクティブス
ロット時間が１ミリ秒であり、保護バンドが０．２５０ミリ秒である場合、総ポーリング
時間は１１．５ミリ秒であり、標準的なポイント・ツー・ポイント全二重イーサネット（
登録商標）に対する効率は８０％である。有限のポーリング間隔を最小の保護スロット時
間と組み合わせ、指定されたサービス品質に基づくトラヒック協定を考慮する。
【０１１０】
他の一実施例では、マルチキャスト・ポーズ信号を送信し、その後に有向ポーズ信号を送
信するのではなく、各支局は、送信区間を含む有向コマンドフレーム（「有向バースト」
フレーム）を受信するように構成される。このようなフレームの受信後、受信側支局は、
コマンドフレームに示された期間を超えない期間に亘ってアップストリーム送信を許可さ
れる。
【０１１１】
上述の第１の実施例では、支局側送信器は、ヘッドエンドからのコマンド信号が無い場合
には、デフォルトで「オン」状態であるが、第２の実施例では、支局側送信器は、コマン
ドフレームが存在しない場合には、デフォルトとして、原則的に「オフ」状態（現実には
、「スタンバイ」状態）である。
【０１１２】
第２の実施例は、アップストリーム・タイムスロット当たりに要求される可能性のあるダ
ウンストリーム・コマンドフレームの数が少ない、という点で更に有利である（即ち、マ
ルチキャスト・ポーズに有向ポーズ・フレームを加えたものに対して、１個の有向バース
トフレームしかない。）。これにより、保護バンドｔは、更に小さくすることができる。
なぜならば、送信用支局アップストリームのイーサネット（登録商標）ＭＡＣスケジュー
ラは、例えば、１００Ｍｂｐｓの高速イーサネット（登録商標）ポート上でｔに１２０ミ
リ秒を加算する最大サイズパケットを潜在的にスプールする必要がないので、アップスト
リームを正確にシャットダウンできるからである。このため、共有アップストリームごと
により多数の支局が許容され、愛域幅効率が増加する。尚、待ち時間とジッタの両方は、
ヘッドエンド側のスケジューラによるｔの値の選択に非常に敏感である。１００Ｍｂｐｓ
のリンク上で、上述の保護バンドは、共有アップストリーム帯域幅の全体的な効率に非常
に重要になる。以下の項目は、これらの保護バンドを著しく縮小することが可能である。
【０１１３】
信号は、物理レイヤ（ＰＨＹ）伝送特性と、機器ベンダー固有のイーサネット（登録商標
）スイッチングＭＡＣレイヤの制限とに依存して、適当な方式で、二つの方法に混合する
ことができる。例えば、ＡＳＩＣベンダーが、ＭＡＣを通常に「オン」のままにしておく
方が容易である場合、全ての支局を周期的にオフにするマルチキャスト・ポーズ信号は、
（有向ポーズ信号に対して）以前として保護バンドｔをあまり縮小させない有向バースト
制御信号と組み合わせて送信される。
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【０１１４】
更なる一改良例では、バーストデリミッタメッセージが、支局側で時間スライスアップス
トリームバーストに添付される。これにより、ヘッドエンドの時間スライススケジューリ
ングは、支局からのフィードバックに基づいてより知的になる。一般的に、アップストリ
ームバーストデリミッタは、最後に割り付けられたタイムスロット以降の、アップストリ
ーム送信用の処理された、又は、保留されたトラヒック量を表す情報を収容する。バース
トデリミッタは、現在割り付けられたタイムスロットの終了後に（或いは、割り付けられ
たタイムスロットの始まりの時点で）送信される。例えば、バーストデリミッタコマンド
フレームは、イーサネット（登録商標）ＭＡＣ毎に、アップストリーム・バースト若しく
はランニングカウンタを収容する。或いは、区別可能なコマンドフレームは、
・送信アップストリーム用の利用可能なトラヒックが割り付けられたタイムスロットが許
可する量よりも少ない場合に「バースト終了（エンド・オブ・バースト）」デリミッタ信
号を示し、
・アップストリーム送信用の利用可能なトラヒック量が割り付けられたタイムスロットを
上回る場合に、「更なるバースト（モア・ツー・バースト）」を示す
ために使用される。
【０１１５】
このようなバーストデリミッタコマンドフレームのアップストリーム送信は、ヘッドエン
ドが、支局に割り付けられたアップストリーム・タイムスロットのサイズを動的に変更す
ることを可能にさせる。これにより、スケジューリングの複雑さは、支局よりもヘッドエ
ンドに集中するので、支局側のコストと複雑さが緩和され、一方、ポイント・ツー・マル
チポイント・イーサネット（登録商標）型のファースト．マイル・ネットワークの高速ビ
ットレート（例えば、１０００Ｍｂｐｓ）と、特に、低速ビットレート（例えば、１００
Ｍｂｐｓ）の両方で帯域幅効率が最大限に活かされる。
【０１１６】
特に、バーストデリミッタコマンドフレームが支局に上流へ送信すべきデータが存在しな
いことを表す場合、ヘッドエンドは、タイムスロットを別の支局へ即座に割り付けること
によって、「バースト終了」信号に反応し、支局に送信すべきトラヒックが無くなった時
に、アップストリーム帯域幅が浪費されることを回避する。バーストデリミッタ情報は、
支局毎に、或いは、全支局に関して、短期バーストプロファイルの決定ダイナミックスの
まとめられた履歴を作成するため、ヘッドエンドで使用される。ヘッドエンドは、支局に
割り付けられた次若しくは未来のバーストタイムスロット上で収容された過剰な支局アッ
プストリームフェアネス処理を制御するトークン型デビット／クレジットシステムを使用
可能である。
【０１１７】
図６に示された方法の詳細な動作を説明する。ハードリセット若しくはソフトリセットの
後に、ＰＨＹディスエーブル（Ｘｏｎ／Ｘｏｆｆ）ピンの初期化条件は、論理ハイである
（即ち、ＰＨＹは通常オフ状態である。）。
【０１１８】
好ましくは、この８０２．３ｘのようなバーストＰＨＹ制御方法は、ＡＳＩＣ制御レジス
タ内のビットをセットすることによって作動される（イネーブル）。この機能が制御ビッ
トをセットすることによって作動されたとき、レーザー禁止（ディスエーブル）の初期化
条件は、論理ハイ（即ち、レーザーはオフ状態である）である。制御ビットのデフォルト
（リセット）状態は、レーザー制御機能の動作を禁止すべきである。
【０１１９】
好ましくは、イーサネット（登録商標）スイッチ／ＭＡＣ　ＡＳＩＣ上の新しいＸｏｎ／
ＸｏｆｆのＰＨＹ制御ピンがこのオプション的なバーストＰＨＹ制御機能のため確保され
る。好ましくは、マルチポートスイッチＡＳＩＣ構成用のＡＳＩＣ制御専用イーサネット
（登録商標）ＭＡＣポート（ギガビット・イーサネット（登録商標）又は高速イーサネッ
ト（登録商標））が確保される。イーサネット（登録商標）ＭＡＣポート又はスイッチＡ
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ＳＩＣイーサネット（登録商標）ＭＡＣアドレスが使用する有向ポーズ又はバースト制御
機能のためセットされるＡＳＩＣ制御レジスタが存在する。このバーストＰＨＹ制御機能
は、適応（アダプテーション）時間の値のため構成可能なＡＳＩＣ制御レジスタを利用す
る。これに対し、方法Ｂでは、有向ポーズタイマを使用し、これにより、アップストリー
ムスケジューラは、より知的になり、送信終了イベントが発生するときを事前に知ること
によって保護バンドｔを最小化することができる。
【０１２０】
有向バーストの受信後、Ｘｏｎ／Ｘｏｆｆピンは論理ローになる（即ち、バーストＰＨＹ
がオン状態にされる）。しかし、（ヘッドエンド又は無線ＢＴＳへの）アップストリーム
ＭＡＣ送信は、準備されたアダプテーションタイマ値によって延期される（この動作は、
ポーズに基づく方法について説明した動作と類似している。）。ここで、ＭＡＣは、この
「アップストリーム・バースト　ＰＨＹ　アライメント時間」中にアイドルを送信する。
準備されたアダプテーションタイマが満了した時、アップストリームＭＡＣ送信は再開さ
れ、有向バーストタイマ値は、Ｘｏｎタイマとして使用される。有効バーストＸｏｎタイ
マの満了後、アップストリームＭＡＣは、オプションとして、バーストデリミッタメッセ
ージ（必要に応じて、ターンオフされるか、又は、支局のスイッチＡＳＩＣに組み込まれ
る機能）を添付し、一時停止状態に入る。
【０１２１】
アップストリームＭＡＣは、非零タイマ値をもつマルチキャスト・ポーズを用いて禁止状
態にされる。アップストリームＭＡＣ送信機能が一時停止状態である場合、ＭＡＣは、高
速イーサネット（登録商標）ポートの場合と同様に、ＩＥＥＥギガビット・イーサネット
（登録商標）仕様書に規定されるようにアイドルシンボルを送信する。この場合、バース
トＰＨＹ　Ｘｏｎ／Ｘｏｆｆピンは論理ハイ状態である。
【０１２２】
遅延「Ｔｏｎ」は有向バーストメッセージに対する支局側の処理時間である。
【０１２３】
図７を参照するに、支局のアップストリームＭＡＣ出口ポートにおいて、アップストリー
ムに向かう出口キューからパケットを取り出す前に、各パケット長が調べられ、アップス
トリームリンク速度（例えば、１００Ｍｂｐｓ又は１０００Ｍｂｐｓ）が与えられた場合
、（有向バーストメッセージ内のＸｏｎタイマとして）通知されたタイムスロットタイマ
が満了する前に、パケットを送信する時間があるかどうかが判定される。適当であれば、
この計算は、最終的なアップストリームパケットとして、バーストデリミッタメッセージ
を添付し送信するために要する時間を考慮すべきである。
【０１２４】
図８を参照するに、本発明に従って必要なコマンドフレームを伝達するため適当なコマン
ドフレームフォーマットの構造が示されている。同図には、フレームのコンポーネントフ
ィールドと、１フィールド当たりに割り付けられたビットと、各フィールドで搬送される
情報の性質と、が示されている。バーストイベントフィールドは、図８に例示されるよう
に、交互に、別々のＭＡＣ制御オペレーションコードとして統合すること、或いは、時分
割バースト機能へのサブイベントとすることが可能である。
【０１２５】
上記の説明に加えて、以下の特徴は、プロトコルのロバスト性を改善するが、基本的な作
用のために不可欠な特徴ではない。好ましくは、エラー条件は、状態レジスタのビットを
用いて、付属のノードプロセッサによって読み取り可能である。オプションとして、誤り
条件が生じたとき、ＭＡＣは割り込みを発生する。
【０１２６】
好ましくは、ＭＡＣ／スイッチ・チップがバーストＰＨＹ制御及びその現在のオン／オフ
状態をサポートすることを示す読み出し専用状態ビットＡＳＩＣレジスタが設けられる。
【０１２７】
図９を参照するに、アップストリーム帯域幅の効率上の理由から、ヘッドエンド側ダウン
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ストリーム出口方法は、有向バーストコマンドをダウンストリームに挿入するときに、支
局側アップストリーム出口方法で使用された最適化と同様の最適化を利用することが望ま
しい。マルチキャスト・ポーズと有向ポーズを送信するため、又は、有向バーストコマン
ドを支局へ送信するための潜在的なヘッドエンドの待ち時間を回避するため、ダウンスト
リームＭＡＣは、各パケットがダウンストリームポート用の出口キューから取り出される
前に、有向バーストローカルパラメータを送信するために要する時間を検査する。ヘッド
エンド側ダウンストリーム制御フローが参考のため示されている。
【０１２８】
図１０を参照するに、アップストリーム・トラヒックを受信するフロー制御方法が示され
ている。この方法では、上述のデリミッタメッセージが処理され、全体的な支局側のアッ
プストリーム・バースト割り付けスケジュールが動的に更新される。この更新は、個別の
支局の表明された過剰なサービスレベル同意ポリシーのための現在、次、或いは、未来の
割り付けタイムスロットに影響を与える。
【０１２９】
図１１を参照するに、バースト方法に関連した多数のコンポーネントが相互作用する状態
を説明するため、支局システムのより詳細な構成図が示されている。その中には、支局側
ＭＡＣ制御レイヤで必要になるアップストリーム（ＰＨＹレイヤ制御及びバーストデリミ
ッタ制御）並びに（有向バースト及び未来のコンフィギュレーション制御）の転送プロセ
ス相互作用が含まれる。同図には、ローカルＡＳＩＣコンフィギュレーション制御パラメ
ータがローカルＣＰＵ、又は、遠隔コンフィギュレーション制御コマンドインタフェース
によって、バーストＭＡＣ制御レイヤ方法にセットされる状況が示されている。
【０１３０】
以上の通り、本発明は、マルチキャスト・ポーズと有向ポーズ信号の組み合わせを利用す
る広範な実施例と、有向バーストコマンドの組み合わせを利用する広範な実施例の二つの
実施例に関して説明したが、このようなメッセージのその他の組み合わせが実現可能であ
り、かつ、実施可能であることは当業者に明らかであろう。
【０１３１】
更に、当業者に明らかであるように、上述の方法は、図１及び５に示されているような樹
状のポイント・ツー・マルチポイント・ネットワークに適用されるだけではなく、従来か
ら環状ネットワークとして説明されているようなネットワーク（或いは、無線通信の分野
で知られるようなポイント・ツー・連続ポイント形のネットワーク）にも適用可能である
。
【０１３２】
以上の開示を理解した当業者に明らかであるように、以上の説明中で与えられた範囲や値
は、求められる効果を損なうことなく、拡張若しくは変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例によるパッシブ光ネットワーク（ＰＯＮ）の略構成図である
。
【図２】　下流へのデータフレーム構造の説明図である。
【図３】　下流へのコマンド又はポーズ・フレームの構造の説明図である。
【図４】　上流への送信を整理するため図１のネットワークで使用される多元接続アルゴ
リズムを説明するフローチャートである。
【図５】　本発明の好ましい一実施例による無線アクセスネットワークの略構成図である
。
【図６】　本発明による上流へのデータパス及び下流へのデータパスの概略的なタイミン
グチャートである。
【図７】　上流への送信を制御するため、図１又は図５のネットワークにおけるＸｏｎタ
イマの使用法を説明するフローチャートである。
【図８】　本発明によるコマンドフレームの考えられる構造の説明図である。
【図９】　ヘッドエンドで下流へのコマンドフレームの送信を制御する方法を説明するフ
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ローチャートである。
【図１０】　ヘッドエンドにおける上流へのバーストデリミッタコマンドフレームの使用
法を説明するフローチャートである。
【図１１】　本発明による支局の構造を説明する略構成図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(24) JP 4913975 B2 2012.4.11

【図１１】



(25) JP 4913975 B2 2012.4.11

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  グラント，マイケル
            イギリス国，ハートフォードシャー　シーエム２３　４ジェイピー　ビショップズ・ストートフォ
            ード，グロスヴェナー・クロース　３６
(72)発明者  テイト，クリストファー
            イギリス国，ハートフォードシャー　シーエム２３　４ジェイユー　ビショップズ・ストートフォ
            ード，シーダー・パーク　３０
(72)発明者  ウォレス，アンドルー
            イギリス国，エセックス　シーエム１７　９ピーエフ　ハーロー，ティッケンホール・ドライヴ　
            １１９
(72)発明者  アルジー，グレン
            カナダ国，オンタリオ　ケイ１ヴイ　７エイチ９　オタワ，ノーブル・クレセント　５９４

    審査官  中木　努

(56)参考文献  特開平１０－２５６９９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１３６００２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L  12/28-46


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

