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(57)【要約】
【課題】波長多重光通信においてセキュリティを向上す
ることができる波長多重光ネットワークシステムを提供
する。
【解決手段】本発明にかかる波長多重光ネットワークシ
ステム５０は、第１の端局装置Ａと、第１の端局装置に
接続された第２の端局装置Ｂと、第１の端局装置と第２
の端局装置との間に接続された分岐装置１０１と、分岐
装置に接続された第３の端局装置Ｃと、第１から第３の
端局装置のそれぞれと分岐装置１０１との間に接続され
た複数の中継装置Ｒ１〜Ｒ８と、を有し、分岐装置は、
第１の端局装置から多重化されて出力された第２の端局
装置のための第１信号Ｓと第３の端局装置のための第２
信号Ｌとをそれぞれ分離する信号分離手段３０１と、分
離された第１信号を劣化させる信号劣化手段３１２，３
０２と、劣化した第１信号と、第２信号とを多重化して
中継装置を介して第３の端局装置に出力するための信号
多重化手段３０３と、を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の端局装置と、前記第１の端局装置に接続された第２の端局装置と、前記第１の端
局装置と前記第２の端局装置との間に接続された分岐装置と、前記分岐装置に接続された
第３の端局装置と、前記第１から第３の端局装置のそれぞれと前記分岐装置との間に接続
された複数の中継装置と、を有し、
前記分岐装置は、前記第１の端局装置から多重化されて出力された前記第２の端局装置
のための第１信号と前記第３の端局装置のための第２信号とをそれぞれ分離する信号分離
手段と、
分離された前記第１信号を劣化させる信号劣化手段と、
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劣化した前記第１信号と、前記第２信号とを多重化して前記中継装置を介して前記第３
の端局装置に出力するための信号多重化手段と、を有する、
波長多重光ネットワークシステム。
【請求項２】
前記信号劣化手段は、前記第１信号に付帯した偏波制御信号に基づいて前記第１信号を
劣化させる、
請求項１に記載の波長多重光ネットワークシステム。
【請求項３】
前記信号劣化手段は、前記偏波制御信号に基づいて前記第１信号の劣化度合いを調整す
る、
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請求項２に記載の波長多重光ネットワークシステム。
【請求項４】
前記信号劣化手段は、偏波回転によって前記第１信号を劣化させる、
請求項１から３のいずれか１項に記載の波長多重光ネットワークシステム。
【請求項５】
前記前記第３の端局装置は、前記第２の端局装置のための第３信号とダミー信号とを多
重化し、前記中継装置を介して前記第２の端局装置に出力する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の波長多重光ネットワークシステム。
【請求項６】
第１の端局装置と接続された第２の端局装置との間に接続され、第３の端局装置が分岐
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して接続され、前記第１から第３の端局装置との間に複数の中継装置がそれぞれ接続され
ている分岐装置であって、
前記第１の端局装置から多重化されて出力された前記第２の端局装置のための第１信号
と前記第３の端局装置のための第２信号とをそれぞれ分離する信号分離手段と、
分離された前記第１信号を劣化させる信号劣化手段と、
劣化した前記第１信号と、前記第２信号とを多重化して前記中継装置を介して前記第３
の端局装置に出力するための信号多重化手段と、を有する、
分岐装置。
【請求項７】
前記信号劣化手段は、前記第１信号に付帯した偏波制御信号に基づいて前記第１信号を
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劣化させる、
請求項６に記載の分岐装置。
【請求項８】
前記信号劣化手段は、前記偏波制御信号に基づいて前記第１信号の劣化度合いを調整す
る、
請求項７に記載の分岐装置。
【請求項９】
第１の端局装置と接続された第２の端局装置との間に接続され、第３の端局装置が分岐
して接続され、前記第１から第３の端局装置との間に複数の中継装置がそれぞれ接続され
ている分岐装置の制御方法であって、
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前記第１の端局装置から多重化されて出力された前記第２の端局装置のための第１信号
と前記第３の端局装置のための第２信号とをそれぞれ分離し、
分離された前記第１信号を劣化させ、
劣化した前記第１信号と、前記第２信号とを多重化して前記中継装置を介して前記第３
の端局装置に出力する処理をコンピュータに実行させる、
分岐装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、波長多重光ネットワークの通信においてセキュリティを向上させる波長多重
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光ネットワークシステム、分岐装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
長距離の波長多重光通信ネットワークシステム（ＯＡＤＭ：Ｏｐｔｉｃａｌ
ｄｒｏｐ

ａｄｄ−

ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）は、海底ケーブル等の光伝送路で長距離間のネット

ワークを構築する。このネットワークの構築において、光伝送路の途中から光伝送路を分
岐させる分岐装置が用いられている。それぞれの光伝送路の途中には光出力を一定のレベ
ルにするための複数の中継装置が設けられている。分岐装置から分岐された光伝送路には
、他拠点間の通信に用いられる信号が多重化された信号が送信される。波長多重光通信ネ
ットワークシステムにおいて、複数の国や企業でコンソーシアムを組み、ネットワークを
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構成していることが多い。そのため、分岐先の端局装置側へ他拠点間の通信に用いられる
信号が入力されると他拠点間の通信が傍受されるおそれがある。
【０００３】
これに関連し、波長多重光ネットワークのセキュリティを向上させる技術として特許文
献１に記載された波長多重光ネットワークシステムがある。この波長多重光ネットワーク
システムは、２拠点の端局装置間を接続する光伝送路の途中に分岐装置が設けられ、分岐
装置によって分岐された光伝送路に分岐先の端局装置が接続されている。そして、分岐さ
れた光伝送路には、２拠点間の通信に用いられる第１信号が多重化された信号が伝送され
る。
【０００４】
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分岐先の端局装置の手前には、多重化された信号から第１信号を分離する遮断フィルタ
が設けられている。さらに、このこの波長多重光ネットワークシステムは、分岐先の端局
装置において遮断フィルタで減少した第１信号に対応する信号光のパワーを補償するため
に、ダミー信号を送信信号に多重する送信手段が設けられている。これにより、波長多重
光ネットワークシステムは、分岐先の端局装置における第１信号の傍受を防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１−８２７５１号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１の波長多重光ネットワークシステムによると、遮断フィルタによって他拠点
間の通信に用いられる第１信号を遮断することができる。しかし、この波長多重光ネット
ワークシステムによると、遮断フィルタを分岐先の端局装置ごとに設けなければならず、
それぞれの端局装置の設置場所において遮断フィルタ設置する工程が生じる。また、分岐
された光伝送路には第１信号が多重化されて伝送されており、分岐された伝送路の途中で
第１信号を傍受されるおそれがある。
本発明は、波長多重光通信においてセキュリティを向上しつつ、装置構成を簡略化する
ことができる波長多重光ネットワークシステム、分岐装置およびその制御方法を提供する
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ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明にかかる波長多重光ネットワークシステムは、第１の端局装置と、前記第１の端
局装置に接続された第２の端局装置と、前記第１の端局装置と前記第２の端局装置との間
に接続された分岐装置と、前記分岐装置に接続された第３の端局装置と、前記第１から第
３の端局装置のそれぞれと前記分岐装置との間に接続された複数の中継装置と、を有し、
前記分岐装置は、前記第１の端局装置から多重化されて出力された前記第２の端局装置
のための第１信号と前記第３の端局装置のための第２信号とをそれぞれ分離する信号分離
手段と、
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分離された前記第１信号を劣化させる信号劣化手段と、
劣化した前記第１信号と、前記第２信号とを多重化して前記中継装置を介して前記第３
の端局装置に出力するための信号多重化手段と、を有する。
【０００８】
本発明にかかる分岐装置は、第１の端局装置と接続された第２の端局装置との間に接続
され、第３の端局装置が分岐して接続され、前記第１から第３の端局装置との間に複数の
中継装置がそれぞれ接続されている分岐装置であって、
前記第１の端局装置から多重化されて出力された前記第２の端局装置のための第１信号
と前記第３の端局装置のための第２信号とをそれぞれ分離する信号分離手段と、
分離された前記第１信号を劣化させる信号劣化手段と、
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劣化した前記第１信号と、前記第２信号とを多重化して前記中継装置を介して前記第３
の端局装置に出力するための信号多重化手段と、を有する。
【０００９】
本発明にかかる分岐装置の制御方法は、第１の端局装置と接続された第２の端局装置と
の間に接続され、第３の端局装置が分岐して接続され、前記第１から第３の端局装置との
間に複数の中継装置がそれぞれ接続されている分岐装置の制御方法であって、
前記第１の端局装置から多重化されて出力された前記第２の端局装置のための第１信号
と前記第３の端局装置のための第２信号とをそれぞれ分離し、
分離された前記第１信号を劣化させ、
劣化した前記第１信号と、前記第２信号とを多重化して前記中継装置を介して前記第３
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の端局装置に出力する処理をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１０】
本発明にかかる波長多重光ネットワークシステム、分岐装置およびその制御方法による
と、波長多重光通信においてセキュリティを向上しつつ、装置構成を簡略化することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明にかかる波長多重光ネットワークシステムを示したブロック図である。
【図２】波長多重光ネットワークシステムの動作を示したフローチャートである。
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【図３】波長多重光ネットワークシステムの変形例を示したブロック図である。
【図４】関連する波長多重光ネットワークシステムを示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
まず、関連する波長多重光ネットワークシステム８０のセキュリティ上の課題について
説明する。図４に示されるように、波長多重光ネットワークシステム８０において、第１
の端局装置Ａと第２の端局装置Ｂとが光伝送路３０を介して接続されている。第１の端局
装置Ａと第２の端局装置Ｂとの間には、光伝送路３０を分岐する分岐装置（ＢＵ：Ｂｒａ

50

(5)
ｎｃｈ

JP 2016‑208407 A 2016.12.8

Ｕｎｉｔ）８１が接続されている。

【００１４】
分岐装置８１から分岐された光伝送路３２には、第３の端局装置Ｃが接続されている。
第１の端局装置Ａ、第２の端局装置Ｂ、第３の端局装置Ｃおよび分岐装置８１の間の光伝
送路３０，３２にはそれぞれ、信号光のパワーを一定レベルに維持するための複数の中継
装置Ｒ１，Ｒ２，，Ｒ８が接続されている。
【００１５】
中継装置Ｒ１，Ｒ２，，Ｒ８は、光ネットワークシステムにおける既存のＡＰＣ制御（
Ａｕｔｏｍａｔｉｃ

Ｐｏｗｅｒ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

：出力一定制御）を用いたエルビウ

ム・ドープ・ファイバ増幅器（ＥＤＦＡ：ｅｒｂｉｕｍ−ｄｏｐｅｄ
ｆｉｂｅｒ

ｏｐｔｉｃａｌ
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ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）である。ＡＰＣ制御のＥＤＦＡは、内部構成を簡素化

することが可能なため、既存の光ネットワークシステムで主に用いられている。ＡＰＣ制
御の構成及び制御方法については一般な技術を用いることができ、説明は省略する。
【００１６】
波長多重光ネットワークシステム８０において、第１の端局装置Ａ、第２の端局装置Ｂ
および第３の端局装置Ｃのそれぞれの間で情報通信をしている。第１の端局装置Ａは、第
２の端局装置Ｂに第１信号Ｓを送信する。第１の端局装置Ａは、第３の端局装置Ｃに第２
信号Ｌを送信する。第３の端局装置Ｃは、第２の端局装置Ｂに第３信号Ｍを送信する。第
１の端局装置Ａが分岐装置８１を通じて第３の端局装置Ｃに第２信号Ｌを送信する際に、
第１信号Ｓも第２信号Ｌに多重化されて同時に送信される。
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【００１７】
これは、光伝送路３０，３２の中継装置Ｒ１，Ｒ２，，Ｒ８に一般的なＡＰＣ制御のＥ
ＤＦＡが用いられており、中継装置Ｒ１，Ｒ２，，Ｒ８のＧａｉｎを一定に保つため、光
入力パワーが一定値である事が求められているからである。そのため、第１の端局装置Ａ
から第３の端局装置Ｃへ通信する際に第２信号Ｌのみを出力することはできず、ＥＤＦＡ
の入力パワーを一定とするために第１信号Ｓと第２信号Ｌを同時に出力する必要がある。
【００１８】
ここで、分岐装置８１に第１信号Ｓを遮断する遮断フィルタを設けて第２信号Ｌのみを
送信しようとすると、分岐装置８１からの信号の出力レベルが下がり、信号の伝送特性が
劣化する。また、分岐装置８１には、一般的にダミー光源は搭載されておらず、第１信号
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Ｓを遮断した後にダミー光源で信号出力レベルを維持する方法は適用できない。そのため
、波長多重光ネットワークシステム８０においては、第３の端局装置Ｃに第１信号Ｓを排
除せずに伝送せざるを得ない。
【００１９】
これにより、第３の端局装置Ｃで第１信号Ｓが受信できるため、他拠点間の通信に用い
られる第１信号Ｓの情報が漏えいするおそれがある。以下、他拠点間の通信のセキュリテ
ィを向上させるためのシステムである、波長多重光ネットワークシステム５０について説
明する。
【００２０】
図１に示されるように、波長多重光ネットワークシステム５０は、第１の端局装置Ａ、
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第２の端局装置Ｂおよび第３の端局装置Ｃそれぞれの間で情報通信を行うシステムである
。各構成要素の配置関係は上記の波長多重光ネットワークシステム８０と同様であり、同
一の構成要素については同一の符号を用い、重複する説明については適宜省略する。第１
の端局装置Ａと第２の端局装置Ｂとの間には、光伝送路３０を分岐する分岐装置１０１が
接続されている。波長多重光ネットワークシステム５０において、第１の端局装置Ａから
第１信号Ｓおよび第２信号Ｌを多重化して多重化信号Ｐ１を出力する。第３の端局装置Ｃ
は、第２信号Ｌを受信し、第３信号Ｍを出力する。第２の端局装置Ｂは、第１信号Ｓおよ
び第３信号Ｍが多重化された多重化信号Ｐ４を受信する。
【００２１】
分岐装置１０１は、信号を分岐する分岐部１１０と、信号を合波する合波部１１２と、
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多重化された信号をフィルタリングして特定の周波数より低い周波数の信号を取り出す光
学性ＬＰＦ（Ｌｏｗ−ｐａｓｓ

ｆｉｌｔｅｒ）１０２と、多重化された信号をフィルタ

リングして特定の周波数より高い周波数の信号を取り出す光学性ＨＰＦ（Ｈｉｇｈ−ｐａ
ｓｓ

ｆｉｌｔｅｒ）２０１と、第３の端局装置Ｃ向けに分岐された多重化信号Ｐ１を第

１信号Ｓおよび第２信号Ｌにそれぞれ分離するＤＭＵＸ（Ｄｅ

Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ

）３０１と、分離された第１信号Ｓを受信する信号受信器３１１と、第１信号Ｓを劣化さ
せて劣化信号Ｓ１を生成する偏波スクランブラ３０２と、偏波スクランブラ３０２を制御
する偏波スクランブラ制御器３１２と、分離された第２信号Ｌと劣化信号Ｓ１とを合成す
るＣＰＬ（ｏｐｔｉｃａｌ

ｃｏｕｐｌｅｒ）（信号合成手段）３０３と、で構成されて
10

いる。
【００２２】
ここで、ＤＭＵＸ３０１を信号分離手段とする。そして、偏波スクランブラ制御器３１
２と、偏波スクランブラ３０２とにより信号劣化手段が構成される。第１の端局装置Ａか
ら出力された第１信号Ｓおよび第２信号Ｌの多重化信号Ｐ１は中継装置Ｒ１，Ｒ２を通じ
て分岐装置１０１に入力される。第１の端局装置Ａから出力された第１信号Ｓのヘッダ部
分には、後述するように偏波制御のための偏波制御信号を付帯させておく。多重化信号Ｐ
１は、分岐部１１０で分岐装置１０１の内部で第２の端局装置Ｂ向けの多重化信号Ｐ１と
、第３の端局装置Ｃ向けの多重化信号Ｐ１にそれぞれ分岐される。分岐装置１０１内のＬ
ＰＦ１０２により、第２の端局装置Ｂ向けの多重化信号Ｐ１は、第１信号Ｓのみに分離さ

20

れる。
【００２３】
第３の端局装置Ｃ向けに分岐された多重化信号（ブランチドロップ信号）Ｐ１は、ＤＭ
ＵＸ３０１に入力され、第１信号Ｓおよび第２信号Ｌにそれぞれ分離される。ＤＵＭＸ３
０１に用いられる光モジュールにはフィルタ形状を任意の波形に変更できるＷＳＳ（Ｗａ
ｖｅｌｅｎｇｔｈ

Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ

Ｓｗｉｔｃｈ）やフィルタ形状が決まっている

ＯＡＤＭフィルタなどを用いることができる。ＤＭＵＸ３０１で分離された第２信号Ｌは
、ＣＰＬ３０３に入力される。ＤＭＵＸ３０１で分離された第１信号Ｓは、信号受信器３
１１に入力される。
【００２４】
信号受信器３１１は第１信号Ｓのヘッダ部分に付帯した偏波制御信号を受信する。偏波
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スクランブラ制御器３１２は、信号受信器３１１が受信した偏波制御信号に基づいて偏波
スクランブラ３０２を制御する。偏波スクランブラ制御器３１２は、偏波制御信号に基づ
いて偏波スクランブラ３０２を制御し、劣化信号Ｓ１の劣化度合いを調整する。偏波スク
ランブラ３０２は、第１信号Ｓに偏波回転を加え、受信不可能な信号特性に劣化させた劣
化信号Ｓ１を生成する。
【００２５】
偏波スクランブラ３０２は、通信に必要ない第１信号Ｓの偏波に対して高速回転を加え
る。そして、偏波の高速回転による非線形効果により、第１信号Ｓの信号特性が劣化し、
第３の端局装置Ｃ（ブランチ局）側において第１信号Ｓが受信できないようにする。
【００２６】

40

偏波回転による信号特性劣化のメカニズムについては、一般的な方法を用いることがで
き、詳細な説明は省略する。信号特性が劣化している劣化信号Ｓ１とＤＵＭＸ３０１で分
岐された第２信号ＬはＣＰＬ３０３で合波（多重化）され、多重化信号Ｐ２として中継装
置Ｒ５，Ｒ６を介して第３の端局装置Ｃに向けて出力される。第３の端局装置Ｃは、多重
化信号Ｐ２を受信し、多重化信号Ｐ２から第２信号Ｌを分離する。
【００２７】
第３の端局装置Ｃは、第２信号Ｌのみを用いて第１の端局装置Ａとの通信を行う。第３
の端局装置Ｃは、第２の端局装置Ｂに向けて第３信号Ｍを出力する。この際、第３の端局
装置Ｃは、疑似光（ダミー信号）ＤＬ：ＤｕｍｍｙＬｉｇｈｔを第３信号Ｍに合波し、多
重化信号Ｐ３として出力する。
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【００２８】
これは、上述したように、中継装置Ｒ７，Ｒ８のＧａｉｎを一定に保つために光入力パ
ワーは一定値である事が求められているからであり、第３の端局装置Ｃから第３信号Ｍの
みを出力することはできず、ＥＤＦＡの入力パワーを一定とするために第３信号Ｍと擬似
光ＤＬとを同時に出力する必要があるためである。第３の端局装置Ｃから出力された多重
化信号Ｐ３は中継装置Ｒ７，Ｒ８を通して分岐装置１０１に入力される。多重化信号Ｐ３
がＨＰＦ２０１を通過すると第３信号Ｍのみが出力される。
【００２９】
分岐装置１０１において、ＬＰＦ１０２で多重化信号Ｐ１から切り取られた第１信号Ｓ
とＨＰＦ２０１で多重化信号Ｐ３から切り取られた第３信号Ｍを合波部１１２で合波し、

10

多重化信号Ｐ４を出力する。
【００３０】
分岐装置１０１から出力された多重化信号Ｐ４は中継装置Ｒ３，Ｒ４を通して第２の端
局装置Ｂに入力される。第２の端局装置Ｂでは第１信号Ｓを受信することでＡ局との通信
を行い、第３信号Ｍを受信することでＣ局との通信を行う。
【００３１】
次に、波長多重光ネットワークシステム５０の動作について説明する。
【００３２】
図２に示されるように、波長多重光ネットワークシステム５０において、分岐装置１０
１に第１の端局装置Ａから入力された多重化信号Ｐ１が入力される。分岐装置１０１にお

20

いて、ＤＭＵＸ３０１は、多重化信号Ｐ１を第１信号Ｓと第２信号Ｌとに分離する（Ｓ１
００）。信号受信器３１１は第１信号Ｓのヘッダ部分に付帯した偏波制御信号を受信し、
偏波スクランブラ制御器３１２は、偏波制御信号に基づいて偏波スクランブラ３０２を制
御する。
【００３３】
偏波スクランブラ３０２は、第１信号Ｓに偏波回転を加え、受信不可能な信号特性に劣
化させた劣化信号Ｓ１を生成する（Ｓ１０１）。ＣＰＬ３０３は、劣化信号Ｓ１とＤＵＭ
Ｘ３０１で分岐された第２信号Ｌを合波し、多重化信号Ｐ２として中継装置Ｒ５，Ｒ６を
介して第３の端局装置Ｃに向けて出力する（Ｓ１０２）。
30

【００３４】
第３の端局装置Ｃは、多重化信号Ｐ２を受信し、多重化信号Ｐ２から第２信号Ｌを分離
し、第２信号Ｌを受信する。第３の端局装置Ｃは、疑似光ＤＬを第３信号Ｍに合波し、多
重化信号Ｐ３として分岐装置１０１に出力する（Ｓ１０３）。分岐装置１０１は、多重化
信号Ｐ３から分離した第３信号Ｍと多重化信号Ｐ１から分離した第１信号Ｓとを合波して
多重化信号Ｐ４を生成し第２の端局装置Ｂに出力する（Ｓ１０４）。
【００３５】
上記で説明した波長多重光ネットワークシステム５０における各構成要素の制御方法は
、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ

Ｓｐｅｃｉｆｉｃ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

Ｃｉ

ｒｃｕｉｔ）を含む半導体処理装置を用いて実現されてもよい。また、これらの処理は、
少なくとも１つのプロセッサ（ｅ．ｇ．
ｉｔａｌ

Ｓｉｇｎａｌ

マイクロプロセッサ、ＭＰＵ、ＤＳＰ（Ｄｉｇ

40

Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ））を含むコンピュータシステムにプログ

ラムを実行させることによって実現されてもよい。具体的には、これらの送信信号処理又
は受信信号処理に関するアルゴリズムをコンピュータシステムに行わせるための命令群を
含む１又は複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュータに供給すればよい
。
【００３６】
これらのプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（ｎｏｎ−ｔ
ｒａｎｓｉｔｏｒｙ

ｃｏｍｐｕｔｅｒ

ｒｅａｄａｂｌｅ

ｍｅｄｉｕｍ）を用いて格

納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様
々なタイプの実体のある記録媒体（ｔａｎｇｉｂｌｅ

ｓｔｏｒａｇｅ

ｍｅｄｉｕｍ）
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を含む。
【００３７】
非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例えばフレキシブルディスク
、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（例えば光磁気ディスク）、
ＣＤ−ＲＯＭ（Ｒｅａｄ

Ｏｎｌｙ

Ｍｅｍｏｒｙ）、ＣＤ−Ｒ、ＣＤ−Ｒ／Ｗ、半導体

メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
ＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ
ｃｃｅｓｓ

ＲＯＭ）、ＥＰ

ＰＲＯＭ）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ

ａ

ｍｅｍｏｒｙ））を含む。

【００３８】
また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（ｔｒａｎｓｉｔ
ｏｒｙ

ｃｏｍｐｕｔｅｒ

ｒｅａｄａｂｌｅ

10

ｍｅｄｉｕｍ）によってコンピュータに

供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁
波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は
無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
【００３９】
本発明にかかる波長多重光ネットワークシステム５０によると、第１信号Ｓの偏波面を
回転させることで信号の光パワーを減衰させることなくブランチ側の第３の端局装置Ｃに
必要な信号のみ受信させることができ、セキュリティを向上させることができる。即ち、
本発明にかかる波長多重光ネットワークシステム５０は、分岐装置１０１から出力される
信号の光レベルを落とさずに第１信号Ｓの波長だけを受信不可能なデータに変換する。こ

20

れにより、波長多重光ネットワークシステム５０は、分岐装置１０１からの出力レベルを
一定に保ちつつ、第１信号Ｓに対して偏波スクランブルを施し受信不可能な信号に変換す
ることができる。
【００４０】
そして、波長多重光ネットワークシステム５０により、第１信号Ｓを受信不可とし、第
３の端局装置Ｃが設けられた特定の国や企業もしくは第３者による秘密裏な情報取得を防
ぐことができる。また、本発明にかかる波長多重光ネットワークシステム５０の構成によ
ると、関連する光ネットワークＯＡＤＭシステムを流用しつつ、セキュリティ面を向上さ
せることが可能となり、装置構成を簡略化することができる。
【００４１】

30

なお、本発明は上記の実施形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。例えば、以下の変形例のように構成することもできる。
【００４２】
図３に示されるように、波長多重光ネットワークシステム６０は、波長多重光ネットワ
ークシステム５０と同様の配置構成となっている。波長多重光ネットワークシステム６０
において、分岐装置６０１の内部構成および処理方法が波長多重光ネットワークシステム
５０の分岐装置１０１と異なっている。以下の説明で波長多重光ネットワークシステム５
０の構成要素と同一のものは同一の符号を用い、同様の構成および動作については説明を
省略する。
【００４３】

40

分岐装置６０１は、分岐部６１０，６１１、合波部６１２、ＤＭＵＸ６０２、光学性Ｈ
ＰＦ６０５、偏波スクランブラ６０４、ＣＰＬ６０３、信号受信器６１１、偏波スクラン
ブラ制御器６１２および光学性ＨＰＦ６０６で構成されている。分岐装置６０１に入力さ
れた多重化信号Ｐ１は、分岐部６１０で第２の端局装置Ｂ向けの多重化信号Ｐ１と第３の
端局装置Ｃ向けの多重化信号Ｐ１とに分けられる。第３の端局装置Ｃ向けの多重化信号Ｐ
１は、ＨＰＦ６０５を通過すると第２信号Ｌのみとなる。第２の端局装置Ｂ向けの多重化
信号Ｐ１は、ＤＭＵＸ６０２で分離され第１信号Ｓのみとなる。
【００４４】
ＤＵＭＸ６０２で分波された第１信号Ｓは分岐部６１１で分岐され、信号受信器６１１
に入力される。信号受信器６１１は、第１信号Ｓに付帯された偏波制御信号を受信する。
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偏波スクランブラ制御器６１２は、信号受信器６１１が受信した偏波制御信号に基づいて
偏波スクランブラ６１２を制御する。第１信号Ｓは、偏波スクランブラ６１２を透過して
劣化信号Ｓ１が生成される。劣化信号Ｓ１は、ＣＰＬ６０３で第２信号Ｌと合波され、多
重化信号Ｐ２が生成される。その後、多重化信号Ｐ２は、分岐装置６０１から第３の端局
装置Ｃに向けて出力される。
【００４５】
第３の端局装置Ｃは、第２信号Ｌを受信し、第３信号Ｍと疑似光ＤＬとを合波して多重
化信号Ｐ３を生成し、第２の端局装置Ｂに送信する。分岐装置６０１において、多重化信
号Ｐ３は、ＨＰＦ６０６を通過して第３信号Ｍとなる。その後、第３信号Ｍと第２の端局
装置Ｂ向けの信号Ｓとが合波部６１１で合波され、第２の端局装置Ｂに向けて送信される

10

。分岐装置６０１による効果は、波長多重光ネットワークシステム５０と同様である。
【符号の説明】
【００４６】
３０

光伝送路

３２

光伝送路

５０

波長多重光ネットワークシステム

６０

波長多重光ネットワークシステム

８０

波長多重光ネットワークシステム

８１

分岐装置

１０１

分岐装置

１０２

ＬＰＦ

２０１

ＨＰＦ

３０１

ＤＭＵＸ

３０２

偏波スクランブラ

３０３

ＣＰＬ

３１１

信号受信器

３１２

偏波スクランブラ制御器

６０１

分岐装置

６０２

ＤＭＵＸ

６０３

ＣＰＬ

６０４

偏波スクランブラ

６０５

ＨＰＦ

６０６

ＨＰＦ

６１１

信号受信器

６１２

偏波スクランブラ制御器

Ａ

第１の端局装置

Ｂ

第２の端局装置

Ｃ

第３の端局装置

ＤＬ

第２信号

Ｍ

第３信号

Ｐ１〜Ｐ４

多重化信号

Ｒ１〜Ｒ８

中継装置

Ｓ１

30

疑似光

Ｌ

Ｓ

20

第１信号
劣化信号
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【図２】

【図３】

【図４】
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