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(54)【発明の名称】リニア形光伝送路を用いた多端末光データバス構造
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(57)【特許請求の範囲】

入力機器用第２バスライン間に並列に設けられ、各入力

【請求項１】

機器送信部が入力機器用第１バスラインに接続され、各

航空機におけるフライバイライト方式の

操縦系統を実現するための光データバス構造であって、

入力機器受信部が入力機器用第２バスラインに接続さ

パイロットが航空機を操縦するために操作する複数の操

れ、

縦入力用機器、および航空機の舵を駆動するための複数

各アクチュエータは、アクチュエータ送信部およびアク

のアクチュエータを有する複数の端末機器と、

チュエータ受信部をそれぞれ有し、アクチュエータ用第

航空機の飛行状態を管理および制御する飛行制御コンピ

１バスラインおよびアクチュエータ用第２バスライン間

ュータと、

に並列に設けられ、各アクチュエータ送信部がアクチュ

一方向に光信号を導く、入力機器用第１バスラインおよ
びアクチュエータ用第１バスラインと、

エータ用第１バスラインに接続され、各アクチュエータ
10

受信部がアクチュエータ用第２バスラインに接続され、

各第１バスラインとそれぞれ対を成し、一方向とは異な

飛行制御コンピュータは、２対の制御器受信部および制

る他方向に光信号を導く、入力機器用第２バスラインお

御器送信部を有し、一方の制御器受信部は、入力機器用

よびアクチュエータ用第２バスラインとを含み、

第１バスラインに、各操縦入力用機器よりも前記一方向

各操縦入力用機器は、入力機器送信部および入力機器受

下流側でそれぞれ接続され、一方の制御器受信部と対を

信部をそれぞれ有し、入力機器用第１バスラインおよび

成す一方の制御器送信部は、入力機器用第２バスライン

( 2 )
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に、各操縦入力用機器よりも前記他方向上流側でそれぞ

ライン１と、他方向Ａ２に光信号を導く第２バスライン

れ接続され、他方の制御器受信部は、アクチュエータ用

２とを有し、第１および第２バスライン１，２間に、複

第１バスラインに、各アクチュエータよりも前記一方向

数の機器３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄ，３ｅが接続されてい

下流側でそれぞれ接続され、他方の制御器受信部と対を

る。各機器３（以下同様に、各機器３ａ〜３ｅを総称す

成す他方の制御器送信部は、アクチュエータ用第２バス

るときには、添字ａ〜ｅを省略して示す場合がある）

ラインに、各アクチュエータよりも前記他方向上流側で

は、航空機の制御のための機器であり、たとえば機器３

それぞれ接続され、

ａは操縦桿であり、機器３ｃはバスライン制御機器であ

さらに飛行制御コンピュータは、各端末機器からの信号

り、飛行制御コンピュータ機能を含み（以下、飛行制御

を受信したとき、受信した信号を演算処理して各端末機
器に送信可能であるとともに、受信した信号をそのまま

コンピュータという）、機器３ｅは舵を駆動するアクチ
10

ュエータである。

各端末機器に送信可能であることを特徴とするリニア形

【０００５】各機器３は、２対の送信部４ａ，４ｂおよ

光伝送路を用いた多端末光データバス構造。

び受信部５ａ，５ｂをそれぞれ有し、各機器３の一方の

【請求項２】

対を成す送信部４ａおよび受信部５ａは、第１バスライ

飛行制御コンピュータは、

各端末機器間および各端末機器と飛行制御コンピュータ

ン１にカプラ６ａを介してそれぞれ接続され、各機器３

との間の信号の転送を制御するとともに、各制御器受信

の他方の対を成す送信部４ｂおよび受信部５ｂは、第２

部で受信される各端末機器からの信号が与えられてその

バスライン２にカプラ６ｂを介してそれぞれ接続されて

信号を演算処理して各制御器送信部に与えるプロトコル

いる。各カプラ６ａ，６ｂは、２つの光を１つの光に結

コントローラと、

合させることができる部分と、１つの光を２つの光に分

プロトコルコントローラと各制御器送信部との間にそれ

岐させることができる部分とを有している。

ぞれ介在され、プロトコルコントローラから信号が与え

20

【０００６】各機器３の送信部４ａから送信される光信

られるとともに、各制御器受信部から信号が与えられ、

号は、各カプラ６ａによって結合され、第１バスライン

プロトコルコントローラからの信号および各制御器受信

１に送出される。第１バスライン１によって導かれてい

部からの信号を選択的に各制御器送信部に与える複数の

る光信号は、各カプラ６ａによって分岐され、各機器３

選択回路とを有することを特徴とする請求項１記載のリ

の受信部５ａから受信することができる。また各機器３

ニア形光伝送路を用いた多端末光データバス構造。

の送信部４ｂから送信される光信号は、各カプラ６ｂに

【発明の詳細な説明】

よって結合され、第２バスライン２に送出される。第２

【０００１】

バスライン２によって導かれている光信号は、各カプラ

【発明が属する技術分野】本発明は、航空機の操縦系統

６ｂによって分岐され、各機器３の受信部５ｂから受信

などにおいて、操縦桿などから与えられる情報を舵を駆

することができる。

動するアクチュエータに伝達するためのリニア形の光伝

30

【０００７】このような光データバス構造によって接続

送路を用いた多端末光データバス構造に関する。

される各機器３は、相互に信号を転送することができ

【０００２】なお本発明において、「リニア形」とは、

る。前述した航空機の操縦系統として採用される場合を

バスラインに直列に介在される光カプラによって機器が

例に挙げて、具体的に説明すると、パイロットによって

並列に接続される形式をいう。

操縦桿３ａが操作されると、その操作量を表す信号が操

【０００３】

縦桿３ａの各送信部４ａ，４ｂから送信される。操縦桿

【従来の技術】航空機の操縦系統として、機体全体の重

３ａの各送信部４ａ，４ｂから送信された信号は、第１

量の軽減、および飛行制御機能の改善を目的として、操

および第２バスラインによって導かれ、残余の各機器３

縦桿と舵とを機械的に接続する方式の操縦系統に代え

ｂ〜３ｅにおいて受信される。この信号には受信先が指

て、パイロットの操縦内容を電気信号に置換えて舵を駆
動するアクチュエータへ転送する電気的な方式、すなわ

定されており、飛行制御コンピュータ３ｃだけが、操縦
40

桿３ａからの信号に対して応答し、舵の駆動量を表す信

ちフライバイワイヤ方式の操縦系統が多く採用されてい

号を、飛行制御コンピュータ３ｃの各送信部４ａ，４ｂ

る。このフライバイワイヤ方式において操縦内容を伝達

から送信する。飛行制御コンピュータ３ｃの各送信部４

している電気信号は、電磁干渉およびノイズの影響を受

ａ，４ｂから送信された信号は、第１および第２バスラ

けやすいので、これらの影響の少ない光信号を用いるフ

イン１，２によって導かれ、残余の各機器３ａ，３ｂ，

ライバイライト方式の操縦系統が採用されつつある。

３ｄ，３ｅにおいて受信される。この信号には受信先が

【０００４】図３は、従来のリニア形光伝送路を用いた

指定されており、舵を駆動するアクチュエータ３ｅだけ

光データバス構造を示す回路図である。フライバイライ

が、飛行制御コンピュータ３ｃからの信号に応答し、そ

ト方式の操縦系統を実現するために、従来の電気データ

の信号の表す駆動量だけ舵を駆動する。

バスの接続方法と同様に図３に示す光データバス構造の

【０００８】またこのように舵が駆動されると、舵が周

採用が考えられる。一方向Ａ１に光信号を導く第１バス

50

囲の大気から受ける抵抗力が変化する。アクチュエータ

( 3 )
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３ｅは、この抵抗力を検出することが可能であり、検出

２に送り出される信号は、この信号を受信する機器が存

された抵抗力を表す信号がアクチュエータ３ｅの各送信

在しないので無駄な信号となり、また受信部５ａで受信

部４ａ，４ｂから送信される。アクチュエータ３ｅの各

する信号は全く存在しない。また第１バスライン１に一

送信部４ａ，４ｂから送信された信号は、第１および第

方向の最も下流側で、かつ第２バスライン２に他方向の

２バスライン１，２によって導かれ、残余の各機器３ａ

最も上流側で接続される機器３ｅでは、送信部４ａから

〜３ｄにおいて受信される。この信号には受信先が指定

第１バスライン１に送り出される信号は、この信号を受

されており、飛行制御コンピュータ３ｃだけが、アクチ

信する機器が存在しないので無駄な信号となり、また受

ュエータ３ｅからの信号に対して応答し、操縦フィール

信部５ｂで受信する信号は全く存在しない。

を表す信号を、飛行制御コンピュータ３ｃの各送信部４
ａ，４ｂから送信する。飛行制御コンピュータ３ｃの各

【００１３】さらに各カプラ６ａ，６ｂは、光を透過さ
10

せることによって、分岐および結合するいわゆるパッシ

送信部４ａ，４ｂから送信された信号は、第１および第

ブなカプラであり、各送信部４ａ，４ｂからの信号を結

２バスライン１，２によって導かれ、残余の各機器３

合して、第１および第２バスライン１，２に送り出すこ

ａ，３ｂ，３ｄ，３ｅにおいて受信される。この信号に

とができ、かつ第１および第２バスライン１，２の信号

は受信先が指定されており、操縦桿３ａだけが、飛行制

を分岐させて各受信部５ａ，５ｂから受信させることが

御コンピュータ３ｃからの信号に応答し、その信号の表

できる。このような各カプラ６ａ，６ｂは、その構成

す操縦フィールに対応した反力を発生させる。

上、各機器３毎に、送信部４ａと受信部５ａとを接続

【０００９】このような従来技術では、各機器３と第１

し、また送信部４ｂと受信部５ｂとを接続して、各機器

および第２バスライン１，２とを接続するカプラとして

３においていわゆるループバックラインを形成してしま

同一の構成を有する各カプラ６ａ，６ｂを用い、かつ各

い、各送信部４ａ，４ｂから送出された信号は、第１お

機器３間において相互に信号の転送を可能にするため

20

よび第２バスライン１，２に送出されると同時に分岐さ

に、各機器３は２対の送信部４ａ，４ｂおよび受信部５

れて、その信号が送信した機器３自身に戻ってきてしま

ａ，５ｂを備える。これによって前述のように各機器３

う。

間での信号の転送が可能になっている。

【００１４】このように信号の無駄が多くなるので、機

【００１０】

器３の接続数が制限されてしまう。これに対して、機器

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、第１お

３の接続数を多くするために、各送信部４ａ，４ｂから

よび第２バスライン１，２には、各カプラ６ａ，６ｂが

出力する信号の強度を高くすることが考えられるけれど

直列に設けられており、第１および第２バスライン１，

も、近い位置にある２つ機器３間においては、逆に受信

２によって導かれている信号は、各カプラ６ａ，６ｂに

強度が高くなりすぎてしまい、信号の認識が困難にな

おいて分岐されるので、信号の導かれる方向、すなわち

る。このため、各受信部５ａ，５ｂを保護するために、

第１バスライン１においては一方向、第２バスライン２

30

アテネータおよび保護回路などの受信部を保護する手段

においては他方向下流側になるにつれて、信号の強度が

を設ける必要があり、また広いダイナミックレンジの信

低下する。したがって各機器３間での信号の転送を可能

号を転送可能にする必要がある。さらに現状の各カプラ

にするためには、相互に最も離れた位置にある各機器３

６ａ，６ｂなどを用いて、接続可能な機器の数を多くす

ａ，３ｅ間における信号の転送を可能にしなければなら

るためには、現状よりも低損失の光伝送路が必要、すな

ず、第１および第２バスライン１，２によって接続する

わち各バスライン１，２に用いられる光ファイバを低損

ことが可能な機器３の数が制限されてしまう。

失とする必要がある。

【００１１】また第１および第２バスライン１，２は、

【００１５】しかしながらこれらの各カプラ６ａ，６

信号を導くことが可能な方向を有するので、各機器３間

ｂ、および光ファイバなど、光信号を伝送するための手

で相互に信号の転送を可能にするために、各機器３は、
第１および第２バスライン１，２に信号をそれぞれ送信

段の改良は、困難であり、現状においてパッシブの光カ
40

プラを用いた光データバスでは、一般のデータバスプロ

する２つの送信部４ａ，４ｂをそれぞれ備える必要があ

トコル規定の端末数を実現することが困難である。この

るとともに、第１および第２バスライン１，２からの信

ような理由から、パッシブなカプラが用いられるリニア

号をそれぞれ受信する２つの受信部５ａ，５ｂをそれぞ

形の光データバスで、光信号を効率良く転送し、多数の

れ備える必要がある。しかしながら各機器３から送信さ

機器を接続することができる光データバス構造が要求さ

れる信号は、その受信先が残余の機器３のうちの１つの

れている。

機器であり、その機器以外の機器に転送される信号は、

【００１６】したがって本発明の目的は、光信号を効率

無駄になる。

良く転送することができるリニア形の伝送路を用いた多

【００１２】特に第１バスライン１に一方向の最も上流

端末光データバス構造を提供し、また多数の機器を接続

側で、かつ第２バスライン２に他方向の最も下流側で接

することができるリニア形光伝送路を用いた多端末光デ

続される機器３ａでは、送信部４ｂから第２バスライン

50

ータバス構造を提供することである。

( 4 )
7
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【００１７】

の制御器受信部および制御器送信部が、アクチュエータ

【課題を解決するための手段】請求項１記載の本発明

用第１バスラインおよびアクチュエータ用第２バスライ

は、航空機におけるフライバイライト方式の操縦系統を

ンに接続される。各操縦入力用機器は、入力機器送信部

実現するための光データバス構造であって、パイロット

をそれぞれ有し、各アクチュエータは、アクチュエータ

が航空機を操縦するために操作する複数の操縦入力用機

送信部をそれぞれ有している。これら各操縦入力用機器

器、および航空機の舵を駆動するための複数のアクチュ

およびアクチュエータである各端末機器は、第１光信号

エータを有する複数の端末機器と、航空機の飛行状態を

を送信することができ、その第１光信号は、第１バスラ

管理および制御する飛行制御コンピュータと、一方向に

インによって一方向に導かれる。飛行制御コンピュータ

光信号を導く、入力機器用第１バスラインおよびアクチ
ュエータ用第１バスラインと、各第１バスラインとそれ

は、各端末機器から送信されて各第１バスラインによっ
10

て導かれる第１光信号を、制御器受信部から受信するこ

ぞれ対を成し、一方向とは異なる他方向に光信号を導

とができる。この飛行制御コンピュータは、第１光信号

く、入力機器用第２バスラインおよびアクチュエータ用

に応答して、制御器送信部から第２光信号を送信するこ

第２バスラインとを含み、各操縦入力用機器は、入力機

とができ、その第２光信号は各第２バスラインによって

器送信部および入力機器受信部をそれぞれ有し、入力機

他方向に導かれる。各操縦入力用機器は、入力機器受信

器用第１バスラインおよび入力機器用第２バスライン間

部をそれぞれ有し、各アクチュエータは、アクチュエー

に並列に設けられ、各入力機器送信部が入力機器用第１

タ受信部をそれぞれ有している。これら各操縦入力用機

バスラインに接続され、各入力機器受信部が入力機器用

器およびアクチュエータである各端末機器は、飛行制御

第２バスラインに接続され、各アクチュエータは、アク

コンピュータから送信されて各第２バスラインによって

チュエータ送信部およびアクチュエータ受信部をそれぞ

導かれる第２光信号を、入力機器受信部およびアクチュ

れ有し、アクチュエータ用第１バスラインおよびアクチ

20

エータ受信部から受信することができる。

ュエータ用第２バスライン間に並列に設けられ、各アク

【００１９】また前述のように各端末機器が２つのグル

チュエータ送信部がアクチュエータ用第１バスラインに

ープに分けられた状態で、各グループ毎に独立した第１

接続され、各アクチュエータ受信部がアクチュエータ用

および第２バスラインによって接続されている。このよ

第２バスラインに接続され、飛行制御コンピュータは、

うな構成によって、各端末機器と飛行制御コンピュータ

２対の制御器受信部および制御器送信部を有し、一方の

とは、各グループ毎に、独立した第１および第２バスラ

制御器受信部は、入力機器用第１バスラインに、各操縦

インを介して、相互に信号を転送することができる。さ

入力用機器よりも前記一方向下流側でそれぞれ接続さ

らに同一グループ内の各端末機器は、飛行制御コンピュ

れ、一方の制御器受信部と対を成す一方の制御器送信部

ータを介して相互に信号を転送することができるととも

は、入力機器用第２バスラインに、各操縦入力用機器よ

に、異なるグループ間でも、各端末機器は、飛行制御コ

りも前記他方向上流側でそれぞれ接続され、他方の制御

30

ンピュータを介して相互に信号を転送することができ

器受信部は、アクチュエータ用第１バスラインに、各ア

る。このように各端末機器に一対の送信部および受信部

クチュエータよりも前記一方向下流側でそれぞれ接続さ

を備えるだけで、各端末機器間での信号の転送が可能に

れ、他方の制御器受信部と対を成す他方の制御器送信部

なる。また各端末機器の信号の送信方向下流側に、各端

は、アクチュエータ用第２バスラインに、各アクチュエ

末機器からの信号の受信先である飛行制御コンピュータ

ータよりも前記他方向上流側でそれぞれ接続され、さら

が設けられるので、各端末機器から送信される信号は、

に飛行制御コンピュータは、各端末機器からの信号を受

その受信先である飛行制御コンピュータによって必ず受

信したとき、受信した信号を演算処理して各端末機器に

信され、無駄になることがない。さらに飛行制御コンピ

送信可能であるとともに、受信した信号をそのまま各端

ュータの信号の送信方向下流側に、各端末機器が設けら

末機器に送信可能であることを特徴とするリニア形光伝
送路を用いた多端末光データバス構造である。

れ、各端末機器のいずれか１つの機器が飛行制御コンピ
40

ュータからの信号の受信先であるので、飛行制御コンピ

【００１８】本発明に従えば、複数の端末機器が、操縦

ュータから送信される信号は、その受信先である各端末

入力用機器のグループと、アクチュエータのグループと

機器のうちのいずれか１つの機器によって必ず受信さ

に分けられ、各操縦入力用機器は、入力機器用第１バス

れ、無駄になることがない。

ラインおよび入力機器用第２バスラインに並列に接続さ

【００２０】さらに各第１バスラインによって導かれる

れ、各アクチュエータ機器は、アクチュエータ用第１バ

第１光信号は、他の端末機器に分岐されて受信されずに

スラインおよびアクチュエータ用第２バスラインに並列

飛行制御コンピュータだけによって受信される。これに

に接続される。飛行制御コンピュータは、２対の制御器

よって各端末機器から飛行制御コンピュータに信号を転

受信部および制御器送信部を有し、一方の対の制御器受

送するにあたって、各端末機器から送信する第１光信号

信部および制御器送信部が、入力機器用第１バスライン

の強度は、第１バスラインにおける光信号の減衰だけを

および入力機器用第２バスラインに接続され、他方の対
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考慮して選択すればよく、従来と比較して低い強度の信

( 5 )
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9

10

号であっても、受信先である飛行制御コンピュータで受

送信することもできる飛行制御コンピュータを実現する

信することが可能である。さらに飛行制御コンピュータ

ことができる。

に、１組の対を成す第１および第２バスラインによって

【００２４】

相互に信号の転送が可能な端末機器数は、第１および第

【発明の実施の形態】図１は、本発明の実施の一形態の

２バスラインにおける光信号の減衰などの理由から制限

リニア形光伝送路を用いた多端末光データバス構造を示

されるけれども、飛行制御コンピュータに２対の第１お

す回路図である。多端末光データバス構造は、たとえ

よび第２バスラインを接続し、各端末機器を２つのグル

ば、航空機においてフライバイライト方式の操縦系統を

ープに分けて飛行制御コンピュータに接続することによ

実現するために、操縦桿、飛行制御コンピュータおよび

って、飛行制御コンピュータに、多数の端末機器を接続
することができる。したがって、従来と比べて多くの端

舵駆動用アクチュエータなどの機器間で相互に光信号の
10

転送を可能にする手段として採用されるデータバス構造

末機器を接続し、これら各端末機器間で相互に信号を転

である。多端末光データバス構造は、複数の機器間で光

送することが可能になる。

信号を用いて相互に情報の伝達をするにあたり、多数の

【００２１】しかも飛行制御コンピュータは、各端末機

機器間での光信号の転送を可能にするためのデータバス

器からの信号を、そのまま端末機器に転送することもで

構造であって、２つの第１バスライン１０，１１と、２

きるし、演算処理をして端末機器に送信することもでき

つの第２バスライン１２，１３と、各第１および第２バ

る。このように飛行制御コンピュータは、各端末機器か

スライン１０，１１；１２，１３に接続されるリモート

らの信号に対して、演算処理が必要な場合には演算処理

ターミナルとなる複数の端末機器１４ａ，１４ｂ，１４

をし、演算処理が不要である場合にはそのまま転送して

ｃ，１４ｄ；１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄと、各第

迅速に転送することができる。このような信号転送が可

１および第２バスライン１０，１１；１２，１３間に接

能な光データバス構造によって、航空機におけるフライ

20

続されるバスライン制御機器であるバスコントローラ機

バイライト方式の操縦系統が実現される。前述のような

器１６とを含む。

光データバス構造は、各端末機器における送信部および

【００２５】各第１バスライン１０，１１は、たとえば

受信部の数を少なくできることによって、各端末機器を

光ファイバによって実現され、一方向Ｂ１，Ｃ１に光信

小型化することができ、かつ必要電力を小さくすること

号を導くことができる。各第２バスライン１２，１３

ができ、設置スペースを小さくし、かつ軽量化が望まれ

は、各第１バスライン１０，１１と同様にたとえば光フ

る航空機の操縦系統として有用である。さらにまた信号

ァイバによって実現され、各一方向Ｂ１，Ｃ１とは異な

の迅速な転送が可能であるので、高速で飛行する航空機

る他方向Ｂ２，Ｃ２に光信号を導くことができる。第１

の操縦系統として、迅速な応答性の高い操縦系統を実現

および第２バスライン１０，１２は、対を成し、また第

し、より安全性の高い飛行を達成できる操縦系統を実現

１および第２バスライン１１，１３は、対を成してい

することができる。

30

る。このように２組の対を成す第１および第２バスライ

【００２２】請求項２記載の本発明は、飛行制御コンピ

ン１０，１１；１２，１３が設けられている。

ュータは、各端末機器間および各端末機器と飛行制御コ

【００２６】複数の端末機器１４ａ〜１４ｄ；１５ａ〜

ンピュータとの間の信号の転送を制御するとともに、各

１５ｄのうち、各端末機器１４ａ〜１４ｄは、操縦入力

制御器受信部で受信される各端末機器からの信号が与え

用機器であり、一方の対を成す第１および第２バスライ

られてその信号を演算処理して各制御器送信部に与える

ン１０，１２間に並列に接続される。操縦入力用機器で

プロトコルコントローラと、プロトコルコントローラと

ある各端末機器１４ａ〜１４ｄが接続される第１バスラ

各制御器送信部との間にそれぞれ介在され、プロトコル

イン１０は、入力機器用第１バスラインであり、操縦入

コントローラから信号が与えられるとともに、各制御器

力用機器である各端末機器１４ａ〜１４ｄが接続される

受信部から信号が与えられ、プロトコルコントローラか
らの信号および各制御器受信部からの信号を選択的に各

第２バスライン１２は、入力機器用第２バスラインであ
40

る。各端末機器１４ａ〜１４ｄは、第１バスライン１０

制御器送信部に与える複数の選択回路とを有することを

に接続される送信部１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄ

特徴とする。

と、第２バスライン１２に接続される受信部１８ａ，１

【００２３】本発明に従えば、飛行制御コンピュータ

８ｂ，１８ｃ，１８ｄとをそれぞれ有する。残余の各端

は、各端末機器から与えられる信号を、プロトコルコン

末機器１５ａ〜１５ｄは、アクチュエータであり、他方

トローラに与えて演算処理し、演算処理した信号を端末

の対を成す第１および第２バスライン１１，１３間に並

機器に送信することができる。また飛行制御コンピュー

列に接続される。アクチュエータである各端末機器１５

タは、各端末機器から与えられる信号を、選択回路に与

ａ〜１５ｄが接続される第１バスライン１１は、アクチ

えてそのまま端末機器に送信することができる。このよ

ュエータ用第１バスラインであり、アクチュエータであ

うにして、各端末機器からの信号を、そのまま端末機器

る各端末機器１５ａ〜１５ｄが接続される第２バスライ

に転送することもできるし、演算処理をして端末機器に
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ン１３は、アクチュエータ用第２バスラインである。各

( 6 )
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端末機器１５ａ〜１５ｄは、第１バスライン１１に接続

岐用光カプラ３３ａ〜３３ｄの他方向Ｂ２上流側に結合

される送信部１９ａ，１９ｂ，１９ｃ，１９ｄと、第２

用光カプラ３４が介在されている。また第１バスライン

バスライン１３に接続される受信部２０ａ，２０ｂ，２

１１には、複数の結合用光カプラ３５ａ，３５ｂ，３５

０ｃ，２０ｄとをそれぞれ有する。操縦入力用機器であ

ｃ，３５ｄが直列に介在されるとともに、各結合用光カ

る各端末機器１４ａ〜１４ｄの各送信部１７ａ〜１７ｄ

プラ３５ａ〜３５ｄの一方向Ｃ１下流側に分岐用光カプ

は、入力機器送信部であり、これら各端末機器１４ａ〜

ラ３６が介在され、第２バスライン１３には、複数の分

１４ｄの各受信部１８ａ〜１８ｄは、入力機器受信部で

岐用光カプラ３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄが直列に

ある。アクチュエータである各端末機器１５ａ〜１５ｄ

介在されるとともに、各分岐用光カプラ３７ａ〜３７ｄ

の各送信部１９ａ〜１９ｄは、アクチュエータ送信部で
あり、これら各端末機器１５ａ〜１５ｄの各受信部２０

の他方向Ｃ２上流側に結合用光カプラ３８が介在されて
10

いる。以下、各結合用カプラ３０ａ〜３０ｄ；３５ａ〜

ａ〜２０ｄは、アクチュエータ受信部である。以下、各

３５ｄ、および各分岐用光カプラ３３ａ〜３３ｄ；３７

端末機器１４ａ〜１４ｄ；１５ａ〜１５ｄ、各送信部１

ａ〜３７ｄをそれぞれ総称するときには、添字ａ〜ｄを

７ａ〜１７ｄ；１９ａ〜１９ｄ、および各受信部１８ａ

省略して示す場合があり、また各結合用光カプラ３４，

〜１８ｄ；２０ａ〜２０ｄをそれぞれ総称するときに

３８および各分岐用光カプラ３１，３６をも併せて、単

は、添字ａ〜ｄを省略して示す場合がある。

に「カプラ」と略称する場合がある。

【００２７】バスコントローラ機器１６は、各第１バス

【００３０】各カプラ３０，３１；３３，３４；３５，

ライン１０，１１に各端末機器１４，１５よりも各一方

３６；３７，３８は、同様の構成を有する分岐結合器に

向Ｂ１，Ｃ１下流側で接続される受信部２１，２２と、

よって実現され、配置方向を選択して、光信号を結合す

各第２バスライン１２，１３に各端末機器１４，１５よ

る結合用光カプラまたは光信号を分岐する分岐用光カプ

りも他方向Ｂ２，Ｃ２上流側で接続される送信部２３，

20

ラとして、選択的に用いることができる。各カプラ３

２４とを有している。このバスコントローラ機器１６

０，３１；３３，３４；３５，３６；３７，３８には、

は、各端末機器１４，１５から受信部２１，２２を介し

たとえばビーム集合形、ハーフミラー形、導波路結合

て入力される第１光信号に応答して、送信部２３，２４

形、分布結合形および部分反射形の分岐結合器、すなわ

を介して第２光信号を各端末機器１４，１５に向けて出

ち光信号を透過させることによって光信号を分岐および

力する。各受信部２１，２２は制御器受信部であり、各

結合する、いわゆるパッシブな光カプラが用いられる。

送信部２３，２４は、制御器送信部２３，２４である。

【００３１】第１バスライン１０に介在される各カプラ

【００２８】換言すれば、バスコントローラ機器１６

３０と、各端末機器１４の各送信部１７とは、たとえば

は、複数対（本形態において２対）の受信部２１，２２

光ファイバによって実現される第１端末用ライン４０

と送信部２３，２４とを有し、バスコントローラ機器１

ａ，４０ｂ，４０ｃ，４０ｄを用いてそれぞれ接続され

６の各受信部２１，２２には、個別の第１バスライン１

30

る。これによって各端末機器１４の各送信部１７は、各

０，１１がそれぞれ接続され、バスコントローラ機器１

カプラ３０を介して第１バスライン１０に接続される。

６の各送信部２３，２４には、個別の第２バスライン１

各端末機器１４は、各送信部１７から第１光信号を送信

２，１３がそれぞれ接続される。さらにバスライン制御

することができ、送信された第１光信号は、各カプラ３

機器１６の各対を成す受信部２１，２２および送信部２

０によって結合され、第１バスライン１０によって一方

３，２４にそれぞれ接続されて、個別に対を成す第１お

向Ｂ１に導かれる。第１バスライン１０に介在されるカ

よび第２バスライン１０，１１；１２，１３間に、複数

プラ３１と、バスコントローラ機器１６の受信部２１と

の端末機器１４，１５がそれぞれ接続される。このよう

は、たとえば光ファイバによって実現される第１制御機

に、バスライン制御機器１６と複数の端末機器１４，１

器用ライン４１を用いてそれぞれ接続される。これによ

５とは、各端末機器１４，１５が複数（本形態では２）
のグループ、すなわち各端末機器１４のグループと各端

ってバスコントローラ機器１６の受信部２１は、カプラ
40

３１を介して第１バスライン１０に接続される。バスコ

末機器１５のグループに分けられた状態で、各グループ

ントローラ機器１６は、第１バスライン１０によって導

毎に個別の第１および第２バスライン１０，１２、また

かれ、カプラ３１によって分岐される第１光信号を、受

は第１および第２バスライン１１，１３によって接続さ

信部２１から受信することができる。

れている。

【００３２】第２バスライン１２に介在される各カプラ

【００２９】第１バスライン１０には、複数の結合用光

３３と、各端末機器１４の各受信部１８とは、たとえば

カプラ３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄが直列に介在さ

光ファイバによって実現される第２端末用ライン４２

れるとともに、各結合用光カプラ３０ａ〜３０ｄの一方

ａ，４２ｂ，４２ｃ，４２ｄを用いてそれぞれ接続され

向Ｂ１下流側に分岐用光カプラ３１が介在され、第２バ

る。これによって各端末機器１４の各受信部１８は、各

スライン１２には、複数の分岐用光カプラ３３ａ，３３

カプラ３３を介して第２バスライン１２に接続される。

ｂ，３３ｃ，３３ｄが直列に介在されるとともに、各分

50

各端末機器１４は、第２バスライン１２によって導か
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れ、各カプラ３３によって分岐される第２光信号を、受

（Electrical Optical Transceiver)５０と、プロトコ

信部１８から受信することができる。第２バスライン１

ルコントローラ５１とを備えている。ＥＯトランシーバ

２に介在されるカプラ３４と、バスコントローラ機器１

５０は、光信号を電気信号に変換し、また逆に電気信号

６の送信部２３とは、たとえば光ファイバによって実現

を光信号に変換するための手段である。プロトコルコン

される第２制御機器用ライン４３を用いてそれぞれ接続

トローラ５１は、予め設定されているプロトコル、すな

される。これによってバスコントローラ機器１６の送信

わち各機器１４，１５，１６間で、相互に信号を転送す

部２３は、カプラ３４を介して第２バスライン１２に接

るにあたって、信号を円滑に転送するために各種の制御

続される。バスコントローラ機器１６は、送信部２３か

情報および信号の転送の手順を規定する規約に従って、

ら第２光信号を送信することができ、送信された第２光
信号は、カプラ３４によって結合され、第２バスライン

各機器１４，１５，１６間での信号の転送を制御する。
10

本形態では、バスコントローラ機器１６からのコマンド

１２によって他方向Ｂ２に導かれる。

（命令）に対して、各端末機器１４，１５がレスポンス

【００３３】また第１バスライン１１に介在される各カ

（応答）を返す、いわゆるコマンドレスポンス方式（た

プラ３５と、各端末機器１５の各送信部１９とは、たと

とえば、ＭＩＬ−ＳＴＤ−１５５３など）のプロトコル

えば光ファイバによって実現される第１端末用ライン４

が採用される。またプロトコルコントローラ５１は、各

５ａ，４５ｂ，４５ｃ，４５ｄを用いてそれぞれ接続さ

機器１４，１５，１６間での信号の転送を制御すること

れる。これによって各端末機器１５の各送信部１９は、

に加えて、各端末機器１４，１５から送られて来る信号

各カプラ３５を介して第１バスライン１１に接続され

を演算処理することができる。

る。各端末機器１５は、各送信部１９から第１光信号を

【００３６】ＥＯトランシーバ５０は、各受信部２１，

送信することができ、送信された第１光信号は、各カプ

２２および各送信部２３，２４を有するとともに、加え

ラ３５によって結合され、第１バスライン１１によって

20

て受信側バッファ５３および送信側バッファ５２を有し

一方向Ｃ１に導かれる。第１バスライン１１に介在され

ている。各受信部２１，２２は、フォトダイオード（Ｐ

るカプラ３６と、バスコントローラ機器１６の受信部２

Ｄ：photodiode）、およびアバランシェフォトダイオー

２とは、たとえば光ファイバによって実現される第１制

ド（ＡＰＤ：avalanche photodiode）などから成る受光

御機器用ライン４６を用いてそれぞれ接続される。これ

素子によってそれぞれ実現され、光信号を電気信号に変

によってバスコントローラ機器１６の受信部２２は、カ

換する。各送信部２３，２４は、発光ダイオード（ＬＥ

プラ３６を介して第１バスライン１１に接続される。バ

Ｄ：light emitting diode）、およびレーザダイオード

スコントローラ機器１６は、第１バスライン１１によっ

（ＬＤ：laser diode）などから成る発光素子によって

て導かれ、カプラ３６によって分岐される第１光信号

それぞれ実現され、電気信号を光信号に変換する。

を、受信部２２から受信することができる。

【００３７】送信側バッファ５２は、バスコントローラ

【００３４】第２バスライン１３に介在される各カプラ

30

機器１６から各端末機器１４，１５に光信号を発信する

３７と、各端末機器１５の各受信部２０とは、たとえば

にあたって、プロトコルコントローラ５１から指示され

光ファイバによって実現される第２端末用ライン４７

る送信内容を一時的に記憶し、プロトコルコントローラ

ａ，４７ｂ，４７ｃ，４７ｄを用いてそれぞれ接続され

５１からの出力速度と、各送信部２３，２４からの光信

る。これによって各端末機器１５の各受信部２０は、各

号の送信速度との差異を吸収している。また受信側バッ

カプラ３７を介して第２バスライン１３に接続される。

ファ５３は、バスコントローラ機器１６も各端末機器１

各端末機器１５は、第２バスライン１３によって導か

４，１５からの光信号を入力するにあたって、各受信部

れ、各カプラ３７によって分岐される第２光信号を、受

２１，２２によって受信された信号を一時的に記憶し、

信部２０から受信することができる。第２バスライン１

プロトコルコントローラ５１による入力された信号の処

３に介在されるカプラ３８と、バスコントローラ機器１
６の送信部２４とは、たとえば光ファイバによって実現

理速度と、各端末機器１４，１５からの光信号を各受信
40

部２１，２２によって受信する受信速度との差異を吸収

される第２制御機器用ライン４８を用いてそれぞれ接続

している。

される。これによってバスコントローラ機器１６の送信

【００３８】各受信部２１，２２と、受信側バッファ５

部２４は、カプラ３８を介して第２バスライン１３に接

３との間には、選択回路５５が介在されており、各受信

続される。バスコントローラ機器１６は、送信部２４か

部２１，２２において各端末機器１４，１５からの信号

ら第２光信号を送信することができ、送信された第２光

が受信されると、その信号は選択回路５５に入力され、

信号は、カプラ３８によって結合され、第２バスライン

各受信部２１，２２で受信される信号が選択的に受信側

１３によって他方向Ｃ２に導かれる。

バッファ５３に与えられる。また各送信部２３，２４

【００３５】図２は、バスコントローラ機器１６の構成

と、送信側バッファ５２との間には、選択回路５６，５

を具体化して示す多端末光データバス構造の回路図であ

７がそれぞれ介在されている。選択回路５６，５７に

る。バスコントローラ機器１６は、ＥＯトランシーバ

50

は、送信側バッファ５２から信号がそれぞれ与えられる
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とともに、各送信部２３，２４と対を成す各受信部２

ローラ機器１６は、この第１光信号に応答して、その第

１，２２とは反対側の受信部で受信した信号が与えられ

１光信号を処理し、または処理しないで、その第１光信

る。送信部２３と送信側バッファ５２との間に介在され

号に対応した第２光信号、たとえば各端末機器の動作を

る選択回路５６には、送信側バッファ５２から信号が与

指令する信号を、各機器１４，１５に向けて送信する。

えられるとともに、受信部２２において受信された信号

【００４２】このような多端末光データバス構造を、前

が与えられ、この選択回路５６は、送信側バッファ５２

述の航空機のフライバイライト方式の操縦系統に採用す

および受信部２２から与えられる信号を選択的に送信部

る場合において、一例を挙げると、各端末機器１４は、

２３に与える。送信部２４と送信側バッファ５２との間

パイロットが航空機を操縦するために操作する操縦入力

に介在される選択回路５７には、送信側バッファ５２か
ら信号が与えられるとともに、受信部２１において受信

用機器であり、操縦桿、ペダル、アクティブサイドステ
10

ィック、およびコレクティブピッチレバーなどに相当す

された信号が与えられ、この選択回路５７は、送信側バ

る機器である。また各端末機器１５は、航空機の舵を駆

ッファ５２および受信部２１から与えられる信号を選択

動するためのアクチュエータであり、翼全体を角変位さ

的に送信部２４に与える。

せるアクチュエータ、および翼に設けられるフラップを

【００３９】各端末機器１４，１５は、前述のように各

変位させるためのアクチュエータなどに相当する機器で

送信部１７，１９および各受信部１８，２０を有してお

ある。さらにバスコントローラ機器１６は、航空機の飛

り、これら各送信部１７，１９および各受信部１８，２

行状態を管理および制御する機器であり、たとえば飛行

０は、バスコントローラ機器１６の各送信部２３，２４

制御コンピュータに相当する。

および各受信部２１，２２とそれぞれ同様の構成を有し

【００４３】この航空機の操縦系統として用いられる場

ている。また各送信部１７，１９および各受信部１８，

合を例に挙げて、具体的に説明すると、パイロットによ

２０は、ＥＯトランシーバにそれぞれ備えられており、

20

って操縦桿１４ａが操作されると、その操作量を表す信

各トランシーバは、図示しない送信側バッファおよび受

号が操縦桿１４ａの送信部１７ａから第１バスライン１

信側バッファを有している。これらの各端末機器１４，

０に送出される。操縦桿１４ａの送信部１７ａから送出

１５のＥＯトランシーバが有する送信側バッファおよび

される信号は、飛行制御コンピュータ１６において、第

受信側バッファは、バスコントローラ機器１６のＥＯト

１バスライン１０から取り込まれ、受信部２１から受信

ランシーバ５０が有する送信側バッファ５２および受信

される。飛行制御コンピュータ１６は、操縦桿１４ａか

側バッファ５３と同様の構成を有している。

らの信号に対して応答し、プロトコルコントローラ５１

【００４０】また各端末機器１４，１５は、各端末機器

によって舵の駆動量を表す信号が生成され、この信号が

１４，１５を制御するコントローラをそれぞれ備えてお

飛行制御コンピュータ１６の各送信部２３，２４から各

り、このコントローラからの信号は、ＥＯトランシーバ

第２バスライン１２，１３にそれぞれ送出される。飛行

の送信側バッファに与えられ、送信部１７，１９によっ

30

制御コンピュータ１６の各送信部２３，２４から送出さ

て光信号に変換されてバスコントローラ機器１６に送信

れる信号は、各端末機器１４，１５において受信される

される。また各端末機器１４，１５の受信部１８，２０

けれども、その信号の受信先が指定されており、舵を駆

において受信される信号は、この受信部１８，２０にお

動するアクチュエータ１５ａだけが、飛行制御コンピュ

いて電気信号に変換されて受信側バッファからコントロ

ータ１６からの信号に応答し、その信号の表す駆動量だ

ーラに与えられる。

け舵を駆動する。

【００４１】このような光データバス構造によって接続

【００４４】またこのように舵が駆動されると、舵が周

される各機器１４，１５，１６は、そのうちの１つであ

囲の大気から受ける抵抗力が変化する。この抵抗力は、

るバスコントローラ機器１６に、各機器１４，１５，１

アクチュエータ１５ａによって検出することが可能であ

６間での通信を制御する機能を保有させて、各端末機器
１４，１５とバスコントローラ機器１６との間で信号を

り、アクチュエータ１５ａは、検出された抵抗力を表す
40

信号がアクチュエータ１５ａの送信部１９ａから第１バ

転送することができるとともに、各端末機器１４，１５

スライン１１に送出される。アクチュエータ１５ａの送

間においても、バスコントローラ機器１６を介して信号

信部１９ａから送出される信号は、飛行制御コンピュー

を転送することができる。すなわち各機器１４，１５，

タ１６において受信され、アクチュエータ１５ａからの

１６間において、相互に信号を転送することができる。

信号に対して応答し、プロトコルコントローラ５１によ

詳しく述べると、バスコントローラ機器１６から各端末

って操縦フィールを表す信号が生成され、この信号が飛

機器１４，１５に、各端末機器１４，１５がたとえば操

行制御コンピュータ１６の各送信部２３，２４から各第

作者によって操作されたらその情報を表す信号を送信す

２バスライン１２，１３にそれぞれ送出される。飛行制

るように命令が与えられ、これに応答して、各端末機器

御コンピュータ１６の各送信部２３，２４から送出され

１４，１５は、たとえば操作者が操作したときにその操

る信号は、各端末機器１４，１５において受信されるけ

作の内容を表す第１光信号を送信し、さらにバスコント

50

れども、その信号の受信先が指定されており、操縦桿１
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４ａだけが、飛行制御コンピュータ１６からの信号に応

の信号であっても、受信先であるバスコントローラ機器

答し、その信号の表す操縦フィールに対応した反力を発

１６で受信することが可能である。

生させる。

【００４８】このように多くの機器１４，１５，１６を

【００４５】このように、各端末機器１４，１５とバス

接続して相互の信号の転送が可能な光データバス構造

コントローラ機器１６とは、各端末機器１４，１５が２

は、たとえば前述した航空機のように多数の機器を備

つのグループに分けられた状態で接続されており、各グ

え、これらの各機器間で相互に信号を転送する必要があ

ループ毎に、個別の第１および第２バスラインを介し

る機械および装置などに有用な情報伝達機構である。ま

て、相互に信号を転送することができる。また同一グル

た従来のようにループバックラインが形成されないの

ープ内の各端末機器、すなわち各端末機器１４または各
端末機器１５は、バスコントローラ機器１６を介して相

で、従来必要とした受信部を保護するためのアテネータ
10

などの保護手段が不要になる。これによって各機器のＥ

互に信号を転送することができるとともに、異なるグル

Ｏトランシーバの構成が簡略化され、各機器を小型化

ープ間、すなわち各端末機器１４と各端末機器１５とに

し、かつ必要電力を少なくすることができるとともに、

おいても、バスコントローラ機器１６を介して相互に信

費用を低減することができる。

号を転送することができる。このように複数の端末機器

【００４９】上述の形態は、本発明の一例に過ぎず、本

１４，１５を複数のグループに分けて、バスコントロー

発明はこの形態に限定されるものではなく、各構成の変

ラ機器１６に接続することによって、バスコントローラ

更は勿論可能である。たとえば、光データバス構造が航

機器１６が各信号の転送の中継手段として機能するの

空機の操縦系統に採用される場合を例に挙げ、操縦桿１

で、各機器１４，１５，１６のＥＯトランシーバのダイ

４ａと舵を駆動するアクチュエータ１５ａとの間で信号

ナミックレンジ、すなわち最大受信可能レベルに過度の

を転送するにあたって、飛行制御コンピュータ１６にお

要求をすることなく、従来と比べて多く（約２倍）の機

20

いて信号を変換、すなわち与えられる信号に基づいて新

器１４，１５，１６を接続し、これら各機器１４，１

たに信号を生成し、信号の転送をするように説明したけ

５，１６間で相互に信号を転送することが可能になる。

れども、各選択回路５６，５７を有するので、プロトコ

しかも従来と同様のプロトコルを採用することがきる。

ルコントローラ５１を介することなく、各受信部２１，

【００４６】また各グループ毎に見た場合に、各端末機

２２で受信される信号を各送信部２３，２４に直接与え

器１４（または各端末機器１５）とバスコントローラ機

ることができ、バスコントローラ機器１６で演算などの

器１６とは、一対の送信部１７，２３および受信部１

処理をする必要がない場合には、信号の転送時間を短く

８，２１（または送信部１９，２４および受信部２０，

することができる。このような迅速な信号の転送は、高

２２）をそれぞれ備えるだけで、各機器１４，１６間

速で飛行する航空機において、迅速な操縦を実現し、よ

（または各機器１５，１６間）での相互の信号の転送が

り安全性の高い飛行を実現することができる。さらに選

可能になる。さらにバスコントローラ機器１６にだけ、

30

択回路５６に受信部２１で受信した信号が直接与えられ

複数対送信部２３，２４および受信部２１，２２を備え

るようにし、選択回路５６に受信部２２で受信した信号

ることによって、前述のように多数の端末機器１４，１

が直接与えられるようにし、前述と同様に信号を迅速に

５を接続することができる。したがって従来と比較して

転送することができるようにしてもよい。

送信部および受信部の個数を削減され、これによってこ

【００５０】また各端末機器１４，１５の例として、操

れらの送信部および受信部と第１および第２バスライン

縦桿およびアクチュエータを挙げたけれども、各端末機

との接続のためのラインも削減され、各端末機器を小型

器１４，１５は、計器類および警報機器などであっても

化し、かつ必要電力を少なくすることができるととも

よい。また航空機の操縦系統に限定されることはなく、

に、費用を低減することができ、設置スペースも小さ

工場に備えられる複数の工作機械、これら各工作機械を

く、軽量化が望まれる航空機には有用である。
【００４７】また各機器１４，１５，１６から送信され

制御するコンピュータなどの機器間で、相互に情報を伝
40

達するために用いるようにしてもよい。さらにバスコン

る信号は、その送信方向（各一方向Ｂ１，Ｂ２および他

トローラ機器は３対以上の送信部および受信部を有し、

方向Ｃ１，Ｃ２）下流側に設けられる機器１４，１５，

これに対応して各端末機器を３つ以上のグループに分け

１６によって必ず受信されるので、各機器１４，１５，

るようにしてもよい。

１６の送信部１７，１９，２３，２４から送信される信

【００５１】

号が無駄になることがない。さらに第１バスライン１

【発明の効果】請求項１記載の本発明によれば、複数の

０，１１によって導かれる第１光信号は、他の機器に分

端末機器が、操縦入力用機器のグループと、アクチュエ

岐されて受信されずにバスコントローラ機器１６だけに

ータのグループとに分けられ、各操縦入力用機器は、入

よって受信されるので、各端末機器１４，１５から送信

力機器用第１バスラインおよび入力機器用第２バスライ

される第１光信号は、第１バスライン１０，１１におけ

ンに並列に接続され、各アクチュエータ機器は、アクチ

る減衰だけを考慮すればよく、従来と比較して低い強度

50

ュエータ用第１バスラインおよびアクチュエータ用第２
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バスラインに並列に接続される。飛行制御コンピュータ

飛行制御コンピュータだけによって受信される。これに

は、２対の制御器受信部および制御器送信部を有し、一

よって各端末機器から飛行制御コンピュータに信号を転

方の対の制御器受信部および制御器送信部が、入力機器

送するにあたって、各端末機器から送信する第１光信号

用第１バスラインおよび入力機器用第２バスラインに接

の強度は、第１バスラインにおける光信号の減衰だけを

続され、他方の対の制御器受信部および制御器送信部

考慮して選択すればよく、従来と比較して低い強度の信

が、アクチュエータ用第１バスラインおよびアクチュエ

号であっても、受信先である飛行制御コンピュータで受

ータ用第２バスラインに接続される。各操縦入力用機器

信することが可能である。さらに飛行制御コンピュータ

は、入力機器送信部をそれぞれ有し、各アクチュエータ

に、１組の対を成す第１および第２バスラインによって

は、アクチュエータ送信器をそれぞれ有している。これ
ら各操縦入力用機器およびアクチュエータである各端末

相互に信号の転送が可能な端末機器数は、第１および第
10

２バスラインにおける光信号の減衰などの理由から制限

機器は、第１光信号を送信することができ、その第１光

されるけれども、飛行制御コンピュータに２対の第１お

信号は、第１バスラインによって一方向に導かれる。飛

よび第２バスラインを接続し、各端末機器を２つのグル

行制御コンピュータは、各端末機器から送信されて各第

ープに分けて飛行制御コンピュータに接続することによ

１バスラインによって導かれる第１光信号を、制御器受

って、飛行制御コンピュータに、多数の端末機器を接続

信部から受信することができる。この飛行制御コンピュ

することができる。したがって、従来と比べて多くの端

ータは、第１光信号に応答して、制御器送信部から第２

末機器を接続し、これら各端末機器間で相互に信号を転

光信号を送信することができ、その第２光信号は各第２

送することが可能になる。

バスラインによって他方向に導かれる。各操縦入力用機

【００５４】しかも飛行制御コンピュータは、各端末機

器は、入力機器受信部をそれぞれ有し、各アクチュエー

器からの信号を、そのまま端末機器に転送することもで

タは、アクチュエータ受信器をそれぞれ有している。こ

20

きるし、演算処理をして端末機器に送信することもでき

れら各操縦入力用機器およびアクチュエータである各端

る。このように飛行制御コンピュータは、各端末機器か

末機器は、飛行制御コンピュータから送信されて各第２

らの信号に対して、演算処理が必要な場合には演算処理

バスラインによって導かれる第２光信号を、入力機器受

をし、演算処理が不要である場合にはそのまま転送して

信部およびアクチュエータ受信部から受信することがで

迅速に転送することができる。このような信号転送が可

きる。

能な光データバス構造によって、航空機におけるフライ

【００５２】また前述のように各端末機器が２つのグル

バイライト方式の操縦系統が実現される。前述のような

ープに分けられた状態で、各グループ毎に独立した第１

光データバス構造は、各端末機器における送信部および

および第２バスラインによって接続されている。このよ

受信部の数を少なくできることによって、各端末機器を

うな構成によって、各端末機器と飛行制御コンピュータ

小型化することができ、かつ必要電力を小さくすること

とは、各グループ毎に、独立した第１および第２バスラ

30

ができ、設置スペースを小さくし、かつ軽量化が望まれ

インを介して、相互に信号を転送することができる。さ

る航空機の操縦系統として有用である。さらにまた信号

らに同一グループ内の各端末機器は、飛行制御コンピュ

の迅速な転送が可能であるので、高速で飛行する航空機

ータを介して相互に信号を転送することができるととも

の操縦系統として、迅速な応答性の高い操縦系統を実現

に、異なるグループ間でも、各端末機器は、飛行制御コ

し、より安全性の高い飛行を達成できる操縦系統を実現

ンピュータを介して相互に信号を転送することができ

することができる。

る。このように各端末機器に一対の送信部および受信部

【００５５】請求項２記載の本発明によれば、飛行制御

を備えるだけで、各端末機器間での信号の転送が可能に

コンピュータは、各端末機器から与えられる信号を、プ

なる。また各端末機器の信号の送信方向下流側に、各端

ロトコルコントローラに与えて演算処理し、演算処理し

末機器からの信号の受信先である飛行制御コンピュータ
が設けられるので、各端末機器から送信される信号は、

た信号を端末機器に送信することができる。また飛行制
40

御コンピュータは、各端末機器から与えられる信号を、

その受信先である飛行制御コンピュータによって必ず受

選択回路に与えてそのまま端末機器に送信することがで

信され、無駄になることがない。さらに飛行制御コンピ

きる。このようにして、各端末機器からの信号を、その

ュータの信号の送信方向下流側に、各端末機器が設けら

まま端末機器に転送することもできるし、演算処理をし

れ、各端末機器のいずれか１つの機器が飛行制御コンピ

て端末機器に送信することもできる飛行制御コンピュー

ュータからの信号の受信先であるので、飛行制御コンピ

タを実現することができる。

ュータから送信される信号は、その受信先である各端末

【図面の簡単な説明】

機器のうちのいずれか１つの機器によって必ず受信さ

【図１】本発明の実施の一形態の光伝送路を用いた多端

れ、無駄になることがない。

末データバス構造を示す回路図である。

【００５３】さらに各第１バスラインによって導かれる

【図２】バスライン制御機器１６を具体化して、図１に

第１光信号は、他の端末機器に分岐されて受信されずに
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示す光伝送路を用いた多端末データバス構造を示す回路
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22

図である。

１２，１３

【図３】従来技術の光伝送路を用いたデータバス構造を

１４ａ〜１４ｄ；１５ａ〜１５ｄ

示す回路図である。

１６

【符号の説明】

１７ａ〜１７ｄ；１９ａ〜１９ｄ；２３，２４

送信部

１０，１１

１８ａ〜１８ｄ；２０ａ〜２０ｄ；２１，２２

受信部

第１バスライン

【図１】

【図２】

第２バスライン
端末機器

バスコントローラ機器

( 12 )
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【図３】
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