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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レイヤ２スイッチとの間で少なくとも２系統の伝送路を接続する複数のポートを備えた
インターフェース手段と、
　前記レイヤ２スイッチが有するリンクダウン検出時間に基づき、強制シャットダウン時
間を前記リンクダウン検出時間より長くなるように設定する設定手段と、
　前記インターフェース手段に設けられ、前記２系統の伝送路にそれぞれ接続される前記
ポートのうち、少なくとも一方の系統のポートを運用系とし、他方の系統のポートを予備
系として設定し、前記運用系に障害が発生したときに、前記予備系を新たな運用系とする
系統の切り替え制御を行い、前記系統の切り替え時に前記運用系の系統のポートを、前記
設定された強制シャットダウン時間の停止させる制御手段と、
　を備えたことを特徴とする伝送装置。
【請求項２】
　前記運用系、および前記予備系のポートのいずれか一方を、前記制御手段による系統切
り替えに応じて選択するスイッチ手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の伝送装
置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記制御手段に接続されたオペレーションシステムから送出されるコ
マンド切り替え制御に基づき、前記系統の切り替えを行うことを特徴とする請求項１に記
載の伝送装置。
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【請求項４】
　前記系統の切り替え制御の実行後に、前記予備系に切り替えられた前記系統が障害から
復旧したときに、該予備系の系統を運用系の設定に戻す切り戻しの有無を設定する設定手
段を備え、
　前記制御手段は、前記設定手段に設定された切り戻しの有無に応じて、前記予備系の系
統に対する切り戻しの有無を制御することを特徴とする請求項１に記載の伝送装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記切り戻しの制御を行うとき、予め設定された回復保護時間の経過後に前記切り戻し
制御を行うことを特徴とする請求項４に記載の伝送装置。
【請求項６】
　前記インターフェース手段は、前記一方の系統と、前記他方の系統は、それぞれ複数の
ポートを有し、
　前記制御手段は、
　前記インターフェース手段の前記一方の系統の複数のポートを運用系とし、他方の系統
の複数のポートを予備系とした設定を行うことを特徴とする請求項１に記載の伝送装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、
　前記インターフェース手段の前記一方の系統に設けられた複数のポートを運用系と、予
備系として設定するとともに、前記他方の系統に設けられた複数のポートを前記一方の系
統の運用系の対となる予備系と、前記一方の系統の予備系の対となる運用系として設定す
ることを特徴とする請求項１に記載の伝送装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、
　前記インターフェース手段の他方の系統のポートのうち一つのポートを、前記運用系に
対となる予備系としたＮ：１の冗長設定を行うことを特徴とする請求項１に記載の伝送装
置。
【請求項９】
　前記インターフェース手段は、
　前記レイヤ２スイッチとの間のインターフェースに対応したポートを備えたカードから
なり、該カードは、前記系統の数に応じた枚数が本体に搭載されることを特徴とする請求
項１または請求項６に記載の伝送装置。
【請求項１０】
　前記インターフェース手段の複数の前記運用系の複数のポートを用い、該運用系の系統
のリンクアグリゲーションを行うことを特徴とする請求項６に記載の伝送装置。
【請求項１１】
　前記インターフェース手段の複数の前記予備系のポートを用い、該予備系の系統のリン
クアグリゲーションを行うことを特徴とする請求項６に記載の伝送装置。
【請求項１２】
　前記インターフェース手段は、
　前記レイヤ２スイッチとの間のインターフェースに対応したポートを備えたカードから
なり、該カードは、前記系統の数に応じた枚数が本体に搭載され、
　前記制御手段は、
　同一の前記カードに設けられた前記ポートに対する前記運用系と前記予備系の設定、あ
るいは、異なるカードのポートに設けられた前記ポートに対する前記運用系と前記予備系
の設定を行うことを特徴とする請求項１に記載の伝送装置。
【請求項１３】
　前記カードは、
　異なるインターフェースの複数のカードからなり、該複数のカードを用いたリンクアグ
リゲーションを行うことを特徴とする請求項１２に記載の伝送装置。
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【請求項１４】
　前記制御手段は、前記系統の切り替え時における主導権をマスタあるいはスレーブ設定
し、他の伝送装置との間のバックツーバック接続の冗長を行うことを特徴とする請求項１
に記載の伝送装置。
【請求項１５】
　レイヤ２スイッチとの間で少なくとも２系統の伝送路を接続してこれらの間の冗長を行
う伝送装置とレイヤ２スイッチ間の冗長方法において、
　前記レイヤ２スイッチが有するリンクダウン検出時間に基づき、強制シャットダウン時
間を前記リンクダウン検出時間より長くなるように設定する設定工程と、
　複数のポートを介して接続された系統別の前記ポートのうち、少なくとも一方の系統を
運用系とし、他方の系統を予備系として設定する系統設定工程と、
　前記運用系に障害が発生したときに、前記予備系を新たな運用系とする系統の切り替え
制御を行い、前記系統の切り替え時に前記運用系の系統のポートを、前記設定された強制
シャットダウン時間の停止させる切り替え工程と、
　を含むことを特徴とする伝送装置とレイヤ２スイッチ間の冗長方法。
【請求項１６】
　前記切り替え工程は、
　外部のオペレーションシステムから送出されるコマンド切り替え制御に基づき実行する
ことを特徴とする請求項１５に記載の伝送装置とレイヤ２スイッチ間の冗長方法。
【請求項１７】
　前記切り替え工程の実行後に、前記予備系に切り替えられた前記系統が障害から復旧し
たときに、該予備系の系統を運用系の設定に戻す切り戻し有無の設定に基づき、切り戻し
が設定されているときには、前記予備系の系統を再び前記運用系に切り替える切り戻し制
御を実行する切り戻し工程を含むことを特徴とする請求項１５に記載の伝送装置とレイヤ
２スイッチ間の冗長方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＧｂＥ（Ｇｉｇａｂｉｔ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））やＦＥ（Ｆａｓ
ｔ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））等のＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）インターフェー
スと、ＳＯＮＥＴ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の広
帯域ネットワークのインターフェースを有する伝送装置に関し、特に、低速側の伝送路で
あるレイヤ２スイッチと伝送装置の間を冗長構成とした伝送装置、および伝送装置とレイ
ヤ２スイッチ間の冗長方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデータ通信は、高速化と広域化が進み、これに伴って安価で管理の容易なレイヤ
２によるサービス需要が高まっている。このレイヤ２サービスには、レイヤ２スイッチが
用いられる（例えば、特許文献１参照。）。レイヤ２スイッチは、入出力ポート、ＭＡＣ
（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）処理部、スイッチ処理部、ＭＡＣアドレ
ステーブルによって構成される。レイヤ２スイッチは、仮想ＬＡＮ（ＶＬＡＮ：Ｖｉｒｔ
ｕａｌ　ｂｒｉｄｇｅｄ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）機能、および第２層
（データリンク層）に関する情報（ＭＡＣアドレス）の学習機能（ＭＡＣアドレス学習機
能）を有して、フレームの転送処理を判断する。
【０００３】
　このレイヤ２スイッチとして一般的なスイッチングハブは、入出力ポートがＷＡＮやホ
ストに接続され、これらとの間で情報を授受する。ＭＡＣアドレス処理部は、入出力ポー
トによって受信されたパケットから宛先ＭＡＣアドレスを抽出してＭＡＣアドレステーブ
ルに供給する。ＭＡＣアドレステーブルは、ＭＡＣアドレス処理部から供給された宛先Ｍ
ＡＣアドレスから、出力すべき入出力ポートを指定する。ＭＡＣアドレス処理部は、この
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指定により、出力すべき入出力ポートを特定し、スイッチ処理部に対してそのパケットを
供給し、特定された入出力ポートから出力させる。
【０００４】
　現在、通信事業者を中心として提供されている広域レイヤ２ネットワークのサービスに
用いられるレイヤ２スイッチは、一方が伝送路を介して加入者の端末装置等に接続され、
他方の入出力ポートが伝送装置を介して広域レイヤ２ネットワークに接続されている。こ
れらのレイヤ２スイッチと伝送装置は、ある局に設置され、他の局も同様に構成される。
このように、伝送装置を経由して遠隔地間で接続構成する場合には、サービスの安定化お
よび信頼化にために、途中の伝送路が切断した等の障害発生時の対策を施す必要がある。
【０００５】
　また、ネットワーク機器間における運用経路を複数設けて運用経路に障害が発生したと
き、他のルートを用いる技術が提案されている（例えば、特許文献２参照。）。また、Ｍ
ＡＣアドレステーブルを管理し、外部装置との接続の障害発生時等で実際の接続状況との
不一致が生じたときにＭＡＣアドレステーブルの内容を適切に更新して、パケット再送等
によるネットワーク負荷を回避する技術が提案されている（例えば、特許文献３参照。）
。
【０００６】
　図１２は、従来のレイヤ２スイッチを複数台用いた冗長構成を示す概要図である。図１
２に示す冗長構成は、レイヤ２スイッチの製造メーカによる独自の冗長構成である。伝送
装置５０の複数のポート５１ａ，５１ｂにそれぞれレイヤ２スイッチ５３，５４を接続す
る。そして、レイヤ２スイッチ５３をマスタ、レイヤ２スイッチ５４をスレーブに設定し
、２本の伝送路５５ａ、５５ｂによる冗長を構成する。これらマスタ／スレーブのレイヤ
２スイッチ５３，５４を１つのレイヤ２スイッチ５６に接続して加入者に提供する。レイ
ヤ２スイッチ５６は、ホット／スタンバイの機能を有しており、一方の伝送路５５ａのＸ
箇所が障害発生等で伝送路断となったとき、他方の伝送路５５ｂに切り替えることができ
る。
【０００７】
　図１３は、レイヤ２スイッチによるリンクアグリゲーションを説明するための斜視図で
ある。リンクアグリゲーションは、ＩＥＥＥ　８０２．１ａｄに規定されており、複数の
伝送路を用いて単一の回線の物理速度以上の回線速度を得る機能である。伝送装置５０の
２つのポートと、レイヤ２スイッチ５３の２つのポートの間に、２本の伝送路５５（５５
ａ，５５ｂ）を接続する。これにより、１本の伝送路が有する物理的な回線速度（例えば
ＧｂＥであれば１ＧＢｉｔ／ｓｅｃ）の２倍（２ＧＢｉｔ／ｓｅｃ）の回線速度を得るこ
とができる機能である。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－１８１９６号公報
【特許文献２】特開２００２－２６９５６号公報
【特許文献３】特開２０００－１５１６７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、現状、通信事業者が適用しているレイヤ２サービスに用いられるレイヤ
２スイッチは、伝送装置との間の伝送路の冗長機能を具備していない。このため、伝送装
置とレイヤ２スイッチとの間の伝送路に障害が発生し伝送路断が発生した場合には、直ち
にサービスが停止する問題が生じた。
【００１０】
　また、上記特許文献２に開示された技術のように、伝送路断のルートを別ルートに切り
替える構成とした場合、伝送装置を複数台設置する必要が生じ、加えて広域な伝送路が複
数必要となるため、設備負担の増大、および運用管理の煩雑化を招くことになる。さらに
、ネットワーク機器同士は、待機側のポートを用いて互いの状態を監視するための制御パ
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ケットを授受する必要があるとともに、両ネットワーク機器がそれぞれ制御パケットを授
受して制御処理するための機能を予め用意しておかなければならない。
【００１１】
　また、図１２に示す構成においては、複数台のレイヤ２スイッチ５３，５４，５６が３
台必要で装置台数が増加するため、設備費用が増大した。また、伝送路５５ａが障害発生
により伝送路断となったとき、この断情報ｉを、中継伝送路５７を介して相手の局に配置
された伝送装置５８に送出しなければならず、セクション（局内）での経路切り替えが行
えなかった。
【００１２】
　このようにセクション内での経路切り替えが行えないと、ネットワークの複雑化に起因
して運用管理の手間と費用が増大した。図１４は、障害発生時における経路切り替え状態
を説明するための図である。伝送装置の構成は省略した。中心局は、マスタおよびスレー
ブのレイヤ２スイッチ５３，５４を備える。この中心局に対して複数の端局６０（エッジ
６０ａ，６０ｂ，…，６０ｎ）を接続するとき、各端局６０は、中心局のマスタおよびス
レーブのレイヤ２スイッチ５３，５４にそれぞれ伝送路５７を用いて接続しなければなら
ず、伝送路５７全体の本数が増加し、ネットワーク構成が複雑化した。例えば、端局６０
ａでは、２本の伝送路５７ａ，５７ｃを用いて中心局のマスタおよびスレーブのレイヤ２
スイッチ５３，５４に接続しなければならない。
【００１３】
　さらに、マスタ系の伝送路５５ａのＸ箇所が障害発生等で伝送路断となったときには、
中心局では、マスタからスレーブへの切り替え処理を行うとともに、マスタの伝送路５７
ａからスレーブの伝送路５７ｂに切り替える必要が生じた。こればかりでなく、中心局で
このような障害が発生すると、伝送路５７全体の系をマスタからスレーブに切り替える必
要が生じる。このとき、中心局は、伝送路５７の切り替えと、各端局に対してマスタから
スレーブへの切り替えを通知する必要が生じ、ネットワーク管理運用が煩雑となった。
【００１４】
　また、図１３に示すリンクアグリゲーション機能は、２本の伝送路を用いているため、
１本の伝送路５５、例えば伝送路５５ａが障害発生により伝送路断となったときには、通
信速度が半減し、規定した回線速度を得ることができなくなるという問題が生じた。さら
に、伝送路５５が接続されるレイヤ２スイッチ５３側の２つのポートは、同一のインター
フェースカード５３ａを用いるため、このインターフェースカード５３ａが故障すると、
通信サービスが直ちに停止するという問題があった。
【００１５】
　以上説明したように、運用管理面と経済面の観点から、ＧｂＥとＦＥのいずれの場合に
おいても、伝送装置とレイヤ２スイッチとの間を冗長構成でき、この伝送装置とレイヤ２
スイッチとの間の経路切り替えが他の伝送路、例えば、中継伝送路の経路切り替えに影響
を与えない冗長構成が求められている。
【００１６】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、広域レイヤ２ネットワークに用
いられる伝送装置とレイヤ２スイッチ間で冗長構成を実現でき、ネットワークに影響を与
えず経路切り替えが行える伝送装置、および伝送装置とレイヤ２スイッチ間の冗長方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、以下のことを特徴とする。レ
イヤ２スイッチとの間で少なくとも２系統の伝送路を接続する複数のポートを備えたイン
ターフェース手段と、前記レイヤ２スイッチが有するリンクダウン検出時間に基づき、強
制シャットダウン時間を前記リンクダウン検出時間より長くなるように設定する設定手段
と、前記インターフェース手段に設けられ、前記２系統の伝送路にそれぞれ接続される前
記ポートのうち、少なくとも一方の系統のポートを運用系とし、他方の系統のポートを予
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備系として設定し、前記運用系に障害が発生したときに、前記予備系を新たな運用系とす
る系統の切り替え制御を行い、前記系統の切り替え時に前記運用系の系統のポートを、前
記設定された強制シャットダウン時間の停止させる制御手段と、を備えたことを特徴とす
る。
【００１８】
　この発明によれば、伝送装置とレイヤ２スイッチ間を冗長構成とし、運用系に障害発生
したときに、予備系を用いて通信を継続できるようになり、系統切り替えを伝送装置とレ
イヤ２スイッチ間のセクション切り替えだけで行うことができる。これにより、ネットワ
ークや他の伝送装置に影響を与えることがなく、ネットワークの伝送路の本数および機器
の増設による新たな設備投資が不要で、ネットワークの運用管理を容易に行うことができ
る。また、リンクダウンを安定して検出することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明によれば、伝送装置とレイヤ２スイッチ間を冗長構成とし
、運用系に障害発生したときに、予備系を用いて通信を継続できるようになり、系統切り
替えを伝送装置とレイヤ２スイッチ間のセクション切り替えだけで行うことができる。こ
れにより、ネットワークや他の伝送装置に影響を与えることがなく、ネットワークの伝送
路の本数および機器の増設による新たな設備投資が不要で、ネットワークの運用管理を容
易に行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の伝送装置の基本構成を説明するブロック図である。
【図２】図２は、通常時における伝送装置とレイヤ２スイッチの冗長構成を示す図である
。
【図３】図３は、伝送路断時における伝送装置とレイヤ２スイッチの経路切り替えを示す
図である。
【図４】図４は、冗長構成に用いる回線について運用系と予備系の割り当てを示す図であ
る。
【図５】図５は、伝送装置とレイヤ２スイッチの間における伝送路の接続構成を説明する
斜視図である。
【図６】図６は、伝送装置とレイヤ２スイッチの間における伝送路の接続構成を説明する
図である。
【図７】図７は、Ｎ：１の冗長構成例を示す図である。
【図８】図８は、複数の伝送路を用いたリンクアグリゲーションと冗長構成の組み合わせ
を示す図である。
【図９】図９は、複数の伝送路を用いたリンクアグリゲーションと冗長構成の組み合わせ
の他の例を示す図である。
【図１０】図１０は、この発明による冗長構成をＢａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続に適用し
た例を示す図である。
【図１１】図１１は、この発明の伝送装置１による冗長構成による経路切り替え手順を示
すフローチャートである。
【図１２】図１２は、従来のレイヤ２スイッチを複数台用いた冗長構成を示す概要図であ
る。
【図１３】図１３は、レイヤ２スイッチによるリンクアグリゲーションを説明するための
斜視図である。
【図１４】図１４は、障害発生時における経路切り替え状態を説明するための図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１，１Ａ～１Ｃ　伝送装置
　２，２Ａ，２Ｂ，２ａ，２ｂ　伝送路
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　３，３Ａ，３Ｂ　レイヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）
　３Ａａ～３Ａｎ，３Ｂａ～３Ｂｎ，３Ｃａ～３Ｃｃ，６ａ～６ｃ　ポート
　３ｄ，５ｄ　シャットダウン制御部
　４，４Ａ，４Ｂ　中継伝送路
　５，５Ａ，５Ｂ　低速インターフェースカード（ＧｂＥ／ＦＥカード）
　５ｃ　パケット送信制御部
　７　スイッチ部
　８　高速インターフェースカード
　９　制御部
　１２　伝送路
　１３ａ～１３ｄ　インターフェースカード
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下に、本発明にかかる伝送装置、および伝送装置とレイヤ２スイッチ間の冗長方法の
実施例を図面に基づいて詳細に説明する。この発明では、広域レイヤ２ネットワーク構成
に用いられ、遠隔地伝送を行う伝送装置とレイヤ２サービスを行うレイヤ２スイッチの間
（セクション）での冗長構成を実現するものである。なお、この実施例によりこの発明が
限定されるものではない。
【実施例】
【００２３】
　図１は、本発明の伝送装置の基本構成を説明するブロック図である。伝送装置１は、一
方が伝送路２を介してレイヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）３に接続され、他方が中継伝送路４
に接続される。レイヤ２スイッチ３には、加入者のネットワークを介して端末装置等が接
続される。これら伝送装置１と、伝送路２と、レイヤ２スイッチ３は、広域レイヤ２ネッ
トワークのサービスを提供する通信事業者の局内に配置されており、上記冗長構成とは、
この局内のセクションにおける伝送路２の経路の多重化と、経路の切り替えを指すもので
ある。
【００２４】
　伝送装置１には、レイヤ２スイッチ３側のインターフェースとして、ＧｂＥ、あるいは
ＦＥの低速インターフェースカード（ＧｂＥ／ＦＥカード）５が複数枚、設けられている
。例えば、ＧｂＥの１０００ＢＡＳＥ－Ｘ（Ｔ）は、通信速度が１ＧＢｉｔ／ｓｅｃであ
る。ＦＥの１００ＢＡＳＥ－ＴＸは、通信速度が１００ＭＢｉｔ／ｓｅｃである。
【００２５】
　図１に示す構成では、冗長構成のために少なくとも２枚の低速インターフェースカード
５Ａ，５Ｂが設けられている。各低速インターフェースカード５は、パケット送受用の入
力ポート６ａおよび出力ポート６ｂをそれぞれ有するとともに、パケット送信制御部５ｃ
と、シャットダウン制御部５ｄを備える（機能の詳細は後述する）。ここで、一方の低速
インターフェースカード５Ａは、通常時の運用系（Ｎ系と称す）の伝送路２ａに接続され
、他方の低速インターフェースカード５Ｂは、通常時には予備系（Ｅ系）の伝送路２ｂに
接続されている。このように、レイヤ２スイッチ３側の伝送路２は、運用系の伝送路２ａ
と予備系の伝送路２ｂの２重化系となっている。
【００２６】
　スイッチ部７は、２枚の低速インターフェースカード５Ａ，５Ｂと、高速インターフェ
ースカード８との間に設けられる。このスイッチ部７は、受信選択部７ａと、送信分配部
７ｂを備えている。受信選択部７ａは、低速インターフェースカード５Ａ，５Ｂから送信
された送信パケットを選択的に受信して高速インターフェースカード８に送信する。送信
分配部７ｂは、高速インターフェースカード８から送信された送信パケットを受信して低
速インターフェースカード５Ａ，５Ｂのいずれかに選択的に送信する。この受信選択部７
ａ、および送信分配部７ｂは、監視／制御部９の制御により、低速インターフェースカー
ド５Ａ，５Ｂのいずれかを選択する切り替え動作を行う。
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【００２７】
　高速インターフェースカード８は、光同期伝送ネットワーク（ＳＯＮＥＴ：Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の中継伝送路４の伝送信号を生成お
よび信号変換する。また、ＩＴＵ－Ｔの規定によるＳＤＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｈｉｅｒａｒｃｈｙ）による階層多重方式に対応して、例えば、インター
フェースがＯＣ－１９２（ＳＴＭ－６４）の場合、通信速度は、９．９５３２８０ＧＢｉ
ｔ／ｓｅｃである。この他、ＳＯＮＥＴリング（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａ
ｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｉｎｇ）等のリング状のネットワークに対応したものを用いるこ
ともできる。
【００２８】
　監視／制御部９は、通常時、運用系（Ｎ系）の低速インターフェースカード５Ａを選択
してパケット送信を行う。このとき、予備系（Ｅ系）側では中継伝送路４から送信されて
きたパケットを破棄し、また、中継伝送路４側に対するパケット送信も停止するようにな
っている。
【００２９】
　伝送路２の運用系の伝送路２ａに回線断等の障害発生したときには、この運用系の伝送
路２ａの低速インターフェースカード５Ａのシャットダウン制御部５ｄに対してポート６
ａ，６ｂを強制シャットダウンさせるよう制御し、運用系の伝送路２ａのパケットの送信
を停止させる。この後、スイッチ部７に対し、運用系の伝送路２ａと予備系の伝送路２ｂ
の切り替えを制御して、新たに運用系となったＥ系の伝送路２ｂに対するパケット送信開
始を制御する。この監視／制御部９による監視制御の詳細については後述する。
【００３０】
　次に、上記伝送装置１を用いた冗長構成のセクション切り替え動作について説明する。
図２は、通常時における伝送装置とレイヤ２スイッチの冗長構成を示す図である。図２に
は、中継伝送路４を中心として伝送装置１と、レイヤ２スイッチ３の構成を対称に配置し
てある。左側の伝送装置１Ａと、レイヤ２スイッチ３Ａと、伝送路２Ａは、ある局内に収
容される。伝送装置１Ａと、レイヤ２スイッチ３Ａとの間には、少なくとも伝送路２Ａの
本数を運用系と、予備系の２本以上の本数とした冗長構成とされている。局内における伝
送装置１Ａと、レイヤ２スイッチ３Ａの範囲をセクション１０と称す。同様に、右側の伝
送装置１Ｂと、レイヤ２スイッチ３Ｂと、伝送路２Ｂは、他の局内に収容される。
【００３１】
　通常時は、伝送装置１と、レイヤ２スイッチ３間の伝送路２は、運用系の伝送路２ａの
低速インターフェースカード５Ａを介した通信が確立されている（図２中太点線で記載）
。なお、レイヤ２スイッチ３は、運用系の伝送路２ａと予備系の伝送路２ｂに接続される
２つの入出力ポート３ａ，３ｂと、端末装置側の１つの入出力ポート３ｃの各ポート設定
を、同一ＶＬＡＮ等の同一設定にしている。
【００３２】
　ここで、レイヤ２スイッチ３のＭＡＣ学習機能によるポート設定について説明する。ま
ず、通常時において、左の伝送装置１Ａから左の伝送装置１Ｂに対するパケット送信につ
いて説明する。レイヤ２スイッチ３（３Ａ，３Ｂ）は、ＭＡＣ学習機能により、入力され
たポートのパケットをどのポートから出力するか判断する。レイヤ２スイッチ３Ａは、は
じめて受信したパケットの出力ポートについては、未だＭＡＣ学習していないため、全て
のポートからこのパケットを送信する。したがって、伝送装置１Ａ側では、運用系（Ｎ系
）および予備系（Ｅ系）のいずれでもこのパケットを受信するが、設定してある予備系側
で受信したパケットは破棄する。そして、運用系の伝送路２ａのパケットのみを受信し、
中継伝送路４を介して対向の伝送装置１側に送信する。
【００３３】
　対向の伝送装置１においても、運用系と、予備系が設定されており、伝送装置１Ｂは、
レイヤ２スイッチ３Ｂに対して運用系の伝送路２ａを介してのみパケットを送信する。レ
イヤ２スイッチ３Ｂにおいても未だＭＡＣ学習をしていない状態であるため、接続されて
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いる全てのポートに対してパケットを送信する。このように、通常時には、伝送装置１Ａ
側から送出されたパケットは、運用系の伝送路２ａを介して伝送装置１Ｂに送信される。
【００３４】
　この後、右の伝送装置１Ｂから左の伝送装置１Ａに対するパケット送信時について説明
する。このとき、レイヤ２スイッチ３Ｂでは、先の転送時のＭＡＣ学習により、出力先の
ポートが運用系側に設定されている。このＭＡＣ学習により、レイヤ２スイッチ３Ｂは、
加入者装置から送信されたパケットを、運用系の伝送路２ａを介して伝送装置１Ｂに送信
する。伝送装置１Ｂは、このパケットを、中継伝送路４を介して伝送装置１Ａに送信する
。
【００３５】
　伝送装置１Ａにおいても、運用系の伝送路２ａを介してパケットを送信する。レイヤ２
スイッチ３Ａでは、運用系のポートを介してパケットを受信することにより、ＭＡＣ学習
を行い、加入者装置に送信する。このように、伝送装置１Ａ，１Ｂでそれぞれ運用系と予
備系の冗長設定をしておき、運用系でパケット送信を行い、かつ予備系におけるパケット
の送信停止、および受信したパケットの破棄を行うことにより、レイヤ２スイッチ３は、
運用系のポートでのみＭＡＣ学習機能を行い、運用系の伝送路２ａを利用したパケット送
信による通信が確立される。
【００３６】
　次に、図３は、伝送路断時における伝送装置とレイヤ２スイッチの経路切り替えを示す
図である。左側の伝送路２ａにおける図中のＸ箇所にて伝送路断による障害が発生したと
きの状態を説明する。
【００３７】
　このとき、伝送装置１Ａと、レイヤ２スイッチ３Ａは、それぞれ伝送路２ａのリンクダ
ウンを検出する。リンクダウンの検出は、具体的には、ポートを介して接続された伝送路
２上のリンクパルス（クロック）の検出の有無に基づき行う。そして、伝送装置１Ａの監
視／制御部９（図１参照）は、シャットダウン制御部３ｄに対して、運用系（Ｎ系）のポ
ートをシャットダウンさせる制御を行うとともに、パケット送信制御部５ｃに対して光伝
送の送信を停止させる。このシャットダウンは、所定の猶予期間が経過した後に強制的に
実行される。レイヤ２スイッチ３（３Ａ，３Ｂ）には汎用のものが用いられるため、接続
されたレイヤ２スイッチ３毎にリンクダウンの発生を判断するまでの時間が異なる。この
ため、上記の猶予時間としては、やや多めの時間を設定している。この後、伝送装置１Ａ
の監視／制御部９は、運用系のシャットダウン後、スイッチ部７に対し経路の切り替えを
指示し、予備系（Ｅ系）の伝送路２ｂを運用系に切り替え、Ｅ系のポートに対する送信停
止を解除する。これにより、低速インターフェースカード５Ｂ側を介してのパケット送信
が可能になる。
【００３８】
　また、レイヤ２スイッチ３Ａでは、伝送路２ａのリンクダウンを検出すると、ＭＡＣフ
ラッシュを行う。ＭＡＣフラッシュにより、上記ＭＡＣ学習によって記憶されたポート割
り当てが消去され、再度のＭＡＣ学習が必要な初期状態に戻る。
【００３９】
　伝送装置１Ａでは、伝送路２ａ（Ｎ系）側が予備系となり、伝送路２ｂ（Ｅ系）側が運
用系に切り替えられており、この状態で、右の加入者装置側からパケットが送信されると
、レイヤ２スイッチ３Ａは、ＭＡＣフラッシュ後におけるはじめてのパケット送信である
ため、全てのポートからこのパケットを送信する。しかし、伝送路２ａが障害発生である
ため、実際には、伝送路２ｂからパケットを送信し、このときＭＡＣ学習を行う。伝送装
置１Ａ側では、運用系（Ｎ系）からのみパケットを受信し、中継伝送路４を介して右側の
伝送装置１Ｂに送信する。
【００４０】
　右側の伝送装置１Ｂでは、Ｎ系の伝送路２ａを運用系としてパケットをレイヤ２スイッ
チ３Ｂに送信する。また、右側の加入者装置からのパケット送信についてもＮ系の伝送路
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２ａを介して行われ、左側の伝送装置１Ａは、受信したパケットを運用系であるＥ系の伝
送路２ｂを介してレイヤ２スイッチ３Ａに送信する。そして、右側のレイヤ２スイッチ３
Ａでは、上記のＭＡＣ学習機能により、Ｅ系である伝送路２ｂを介してパケットを送受信
し、右側の伝送路２ではＥ系の伝送路２ｂでの通信が確立する。
【００４１】
　このように、左側の伝送装置１Ａと、レイヤ２スイッチ３Ａとの間の運用系の伝送路２
ａが障害発生したとき、伝送装置１Ａは、予備系の伝送路２ｂに切り替えてパケット送信
を継続できるようになる。このような冗長構成により、これら伝送装置１Ａと、レイヤ２
スイッチ３Ａの間、すなわち図３のセクション１０部分の伝送路２を切り替えるだけで通
信を継続することができるようになる。このセクション１０は、左側の局内であり、セク
ション１０内で閉じた経路切り替えが行えるため、ネットワーク（中継伝送路４）や、右
側の局内に設けられている伝送装置１Ｂの運用系に影響を与えない。また、左側の伝送路
２ＡにおけるＮ系の伝送路２ａで発生していた障害が復旧しても、既に、運用系に切り替
えられたＥ系の伝送路２ｂでの通信が確立されているため、回線およびパケット送信に影
響を与えない。
【００４２】
　ところで、上記構成において伝送装置１に接続されるレイヤ２スイッチ３は、汎用のＭ
ＡＣ学習機能を有する構成であればよく、上記の冗長構成のために特別な機能を必要とし
ない。このレイヤ２スイッチ３は、伝送装置１側における伝送路２の切り替えに追従して
ＭＡＣ学習およびＭＡＣフラッシュを行い、パケットの送信先を決定できる。このため、
上記構成の伝送装置１によれば、このような汎用のレイヤ２スイッチ３を用いて冗長構成
でき、障害発生時においてもパケット送信を継続することができるようになる。
【００４３】
　次に、上記説明した冗長構成における経路切り替え後の切り戻り有無の設定について説
明する。伝送装置１とレイヤ２スイッチ３との間の経路切り替えについては、切り戻りな
し（Ｎｏｎ－Ｒｅｖｅｒｔｉｖｅ）と、切り戻りあり（Ｒｅｖｅｒｔｉｖｅ）の設定を任
意に選択可能である。切り戻りなし（Ｎｏｎ－Ｒｅｖｅｒｔｉｖｅ）の設定時には、図３
に示すように、Ｅ系である伝送路２ｂ側を運用系とした状態で通信が確立された後は、Ｎ
系である伝送路２ａの障害発生が解消されこの伝送路２ａが復旧した場合であっても、通
信は、現在運用系であるＥ系の伝送路２ｂでの確立状態を保持する。
【００４４】
　一方、切り戻りあり（Ｒｅｖｅｒｔｉｖｅ）の設定時には、Ｅ系の伝送路２ｂが復旧す
ると、この伝送路２ｂにてリンクアップを検出した時点で、Ｎ系の伝送路２ａ側に任意の
時間、強制シャットダウンを実行し、運用系をＥ系からＮ系に偏光する（切り戻すと称す
る）。リンクアップの回復保護時間、および強制シャットダウンの時間は、設定により可
変自在である。このように、障害発生による伝送路の経路切り替え後の切り戻りの有無は
、管理者の運用に適したものを適宜選択可能である。
【００４５】
　次に、伝送装置１とレイヤ２スイッチ３の間の冗長構成の他の例について説明する。上
記説明では、伝送装置１とレイヤ２スイッチ３との間は、Ｎ系の伝送路２ａを運用系とし
、Ｅ系の伝送路２ｂを予備系として設定する構成としたが、これに限らない。図４は、冗
長構成に用いる回線について運用系と予備系の割り当てを示す図である。図４に示すよう
に伝送路２は、Ｎ系の伝送路２ａ、およびＥ系の伝送路２ｂがそれぞれ複数本で構成され
ている。伝送路２の本数に対応して、伝送装置１に設けられる低速インターフェースカー
ド５Ａ，５Ｂは、それぞれ複数のポート６ａ～６ｃを有している（ポート数が３つの場合
）。また、レイヤ２スイッチ３は、伝送装置１側が６ポート（３ポート×２）を有し、加
入者装置側が３ポートを有している。この場合、加入者端末は３台設置することができる
。なお、通常低速インターフェースカード５（５Ａ，５Ｂ）は、４つのポートを有してい
る。
【００４６】
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　そして、加入者端末装置がユーザＡ，Ｂ，Ｃとしたとき、Ｎ系の伝送路２ａが全てユー
ザＡ，Ｂ，Ｃの運用系として設定する必要はない。すなわち、各ユーザＡ，Ｂ，Ｃ毎に、
運用系を一方の伝送路２ａ、あるいは伝送路２ｂに設定することができる。図４に示した
割り当ての例では、ユーザＡについて伝送装置１は、一方の伝送路２ａ側を運用系として
設定し、他方の伝送路２ｂを予備系として設定してある。このとき、ユーザＡに対する割
り当ては、低速インターフェースカード５Ａのポート１（６Ａａ）を運用系（Ｗ：Ｗｏｒ
ｋ）とし、低速インターフェースカード５Ｂのポート１（６Ｂａ）を予備系（Ｐ：Ｐｒｏ
ｔｅｃｔｉｏｎ）として割り当てる。この割り当てに対応してレイヤ２スイッチ３は、ユ
ーザＡに関してポート３Ａａと、ポート３Ｂａと、ポート３Ｃａを同一のＶＬＡＮ設定と
しておく。これにより、レイヤ２スイッチ３は、このユーザＡに関するＭＡＣ学習をこれ
らポート３Ａａ，３Ｂａ，３Ｃａを用いて行う。
【００４７】
　また、ユーザＢについても同様に、低速インターフェースカード５Ａのポート２（６Ａ
ｂ）を運用系（Ｗ）とし、低速インターフェースカード５Ｂのポート２（６Ｂｂ）を予備
系（Ｐ）として割り当てる。この割り当てに対応してレイヤ２スイッチ３は、ユーザＢに
関してポート３Ａｂと、ポート３Ｂｂと、ポート３Ｃｂを同一のＶＬＡＮ設定としておく
。
【００４８】
　また、ユーザＣについては、伝送路２ａ側を予備系とし、伝送路２ｂ側を運用系として
設定している。すなわち、低速インターフェースカード５Ｂのポート３（６Ｂｃ）を運用
系（Ｗ）とし、低速インターフェースカード５Ａのポート３（６Ａｃ）を予備系（Ｐ）と
して割り当てる。この割り当てに対応してレイヤ２スイッチ３は、ユーザＣに関してポー
ト３Ａｃと、ポート３Ｂｃと、ポート３Ｃｃを同一のＶＬＡＮ設定としておく。
【００４９】
　以上説明したように、伝送路２に対する各ユーザ運用系と予備系の設定は、各ユーザ毎
に、伝送路２のＮ系とＥ系のいずれか一方を運用系とし、他方を予備系として設定すれば
よい。
【００５０】
　図５は、伝送装置とレイヤ２スイッチの間における伝送路の接続構成を説明する斜視図
であり、図６は、伝送装置とレイヤ２スイッチの間における伝送路の接続構成を説明する
図である。これら図５，図６には、図４を用いて説明したユーザＡに関する冗長構成時に
おける伝送路２の接続状態を図示してある。
【００５１】
　伝送装置１に冗長機能を設定することにより、レイヤ２スイッチ３は、異なるインター
フェースカード１３ａ，１３ｂ間での冗長が可能になる。そして、伝送装置１の低速イン
ターフェースカード５Ａのポート６Ａａと、レイヤ２スイッチ３のインターフェースカー
ド１３ａのポート３Ａａとの間の伝送路２ａを運用系として接続している。また、伝送装
置１の低速インターフェースカード５Ｂのポート６Ｂａと、レイヤ２スイッチ３のインタ
ーフェースカード１３ｂのポート３Ｂａとの間の伝送路２ｂを予備系として接続している
。なお、図５に示したレイヤ２スイッチ３に実装されたインターフェースカード１３ａ，
１３ｂは、ＧｂＥ用の光信号入出力用のポートを備え、インターフェースカード１３ｃ，
１３ｄは、ＦＥ用の電気信号入出力用のポートを備えたものである。
【００５２】
　このように、レイヤ２スイッチ３に実装した複数の異なるインターフェースカード１３
ａ，１３ｂを用いて冗長構成とすることにより、一方のインターフェースカード１３ａが
故障しても、回線切り替えにより、他方のインターフェースカード１３ｂを用いて継続し
た運用が行えるようになる。このように、この発明は、レイヤ２スイッチ３の任意のポー
トを使用した冗長構成が可能であるため、障害発生に対応し信頼性を向上できるとともに
、運用系および予備系の回線接続に柔軟性を有している。
【００５３】
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　次に、この発明による冗長構成の変形例について説明する。図７は、Ｎ：１の冗長構成
例を示す図である。伝送装置１の低速インターフェースカード５Ａ，５Ｂがそれぞれ複数
のポートを有する場合、上述したように、ポート単位に冗長構成を組むことに限らず、運
用系（Ｗ）はユーザ毎に１つのポート（および伝送路２）を割り当てて使用し、予備系（
Ｐ）は、複数のユーザで１つのポート（および伝送路２）を使用する構成とすることもで
きる。Ｎ：１の冗長構成とは、運用系のポート数がＮであり、予備系が１ポートであるこ
とを示している。
【００５４】
　図７に示す例を用いて具体的に説明すると、低速インターフェースカード５Ａに設けら
れた３つのポートと、伝送路２のうちＮ系の伝送路２ａと、を異なる３つのユーザに対す
る運用系（Ｗ）として設定する。これに対し、予備系（Ｐ）は、低速インターフェースカ
ード５Ｂに設けられた１つのポートと、Ｅ系の１本の伝送路２ｂのみを用いる。この場合
、３：１の冗長を構成できる。
【００５５】
　上記Ｎ：１の冗長を構成する場合、予備系の伝送路２ｂは、ある特定のユーザ、あるい
は上記３つのユーザに対して割り当てることができ、任意な設定に応じた運用が行える。
図７に示すように、ユーザＡに対してのみ障害発生時のサービスを継続する場合には、予
備系の伝送路２ｂ、およびレイヤ２スイッチ３のポート３ＢをユーザＡに対してのみ提供
する。この場合、ユーザＡに対しては、障害発生時に運用系の伝送路２ａの回線速度（帯
域と称されている）と同様の回線速度を予備系の伝送路２ｂを用いて保証し、提供するこ
とができる。
【００５６】
　一方、図示はしていないが、全てのユーザに対して障害発生時におけるサービスの提供
を継続させる場合には、運用系の伝送路２ａに障害が発生していない状態では、ユーザＡ
，Ｂ，Ｃがそれぞれ伝送路２ａの回線速度が保証されているが、伝送路２ａに障害が発生
したときには、これら３つのユーザＡ，Ｂ，Ｃが１本の伝送路２ｂを使用するため、回線
速度が低下（縮帯、あるいは縮退と称されている）する場合がある。運用系の伝送路２ａ
のうち、ユーザＡの回線のみが伝送路断等による障害発生時には、予備系の伝送路２ｂを
ユーザＡに対してのみ割り当てるため、ユーザＢ，Ｃに対しては、運用系の伝送路２ａを
介して保証した回線速度を提供できる。しかし、低速インターフェースカード５Ａの故障
により、ユーザＡ，Ｂ，Ｃの全てに対して運用系の伝送路２ａを使用できない障害発生で
あるときには、これらユーザＡ，Ｂ，Ｃに対するサービスは、全て縮退することになる。
したがって、Ｎ：１の冗長構成時においては、障害発生時におけるユーザ別のサービスの
保証契約等に基づくポート設定と、伝送路２のうち予備系の伝送路２ｂの使用割り当てが
必要となる。
【００５７】
　上記構成によれば、予備系の伝送路２ｂ側に必要な回線数と、低速インターフェースカ
ード５Ｂのポート数を節減することができ、この節減した回線数（およびポート数）を他
のユーザのサービスに提供することができるようになる。同時に、Ｎ：１の冗長構成によ
れば、１：１の冗長構成に比して設備コストを低減化することができる。
【００５８】
　次に、この発明による冗長構成と、リンクアグリゲーションとを組み合わせた構成例に
ついて説明する。リンクアグリゲーションは、ＩＥＥＥ８０２．１ａｄに規定されており
、複数の伝送路を用いて単一の回線の物理速度以上の回線速度を得る機能である。図８は
、複数の伝送路を用いたリンクアグリゲーションと冗長構成の組み合わせを示す図である
。通常時においては、Ｎ系の伝送路２ａと、Ｅ系の伝送路２ｂをいずれも使用したリンク
アグリゲーションにより回線速度の速度向上を図る。また、運用系の伝送路２ａ，２ｂの
一方の障害発生時には、障害が発生していない他方の伝送路２ａ、あるいは伝送路２ｂの
みを用いる。
【００５９】
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　例えば、ユーザＡに対する伝送路２の割り当ては、レイヤ２スイッチ３に実装されたイ
ンターフェースカード１３ａのポート３Ａａと、インターフェースカード１３ｂのポート
３Ｂｂとを用いたリンクアグリゲーションを構成する。図８に示すインターフェースカー
ドは、ＧｂＥであるため、リンクアグリゲーションにより、通常時は、２つの回線速度の
合計した２ＧＢｉｔ／ｓｅｃ（１ＧＢｉｔ／ｓｅｃ×２）の回線速度を得ることができる
。そして、運用系の伝送路２ａに障害が発生したときには、障害が発生していない他方の
伝送路２ｂのみを用いてサービスを継続することができる。このときの回線速度は、伝送
路２ｂの１本のみであるから１ＧＢｉｔ／ｓｅｃと半減することになるが、通信サービス
の継続を保証することができる。ところで、従来のリンクアグリゲーションは、同一のイ
ンターフェースカード１３ａ内のポートを複数使用して機能するが、上記のように、この
発明によれば、ユーザ毎にポートを割り当て、ＭＡＣ学習させるという、通常のレイヤ２
スイッチ３の機能を有して複数のインターフェースカード１３ａ，１３ｂに設けられた複
数のポートを用いたリングアグリゲーションが可能となり、柔軟な冗長構成を図りつつ、
速度向上を同時に図ることができるようになる。
【００６０】
　次に、図９は、複数の伝送路を用いたリンクアグリゲーションと冗長構成の組み合わせ
の他の例を示す図である。リンクアグリゲーションの機能は、伝送路２の本数を現状では
、２～８本使用して行うことができるようになっている。図９に示す構成例は、Ｎ系の伝
送路２ａの３本を運用系（Ｗ）としてリンクアグリゲーション機能を用いる。また、Ｅ系
の伝送路２ｂの３本は予備系（Ｐ）としてリンクアグリゲーション機能を用いる。
【００６１】
　図９の構成例を具体的に説明すると、レイヤ２スイッチ３には、ＧｂＥ用の光信号入出
力用のポートを備えたインターフェースカード１３ａ，１３ｂと、ＦＥ用の電気信号入出
力用のポートを備えたインターフェースカード１３ｃ，１３ｄが実装されている。装置外
観は、図５同様である。そして、インターフェースカード１３ａの２つのポート３Ａａ，
３ＡｂがＧｂＥの２回線に割り当てられ、２ＧＢｉｔ／ｓｅｃの速度となる。また、イン
ターフェースカード１３ｃの１つのポート３ＡｎがＦＥの１回線として用い、１００ＭＢ
ｉｔ／ｓｅｃの回線速度となる。これらの各ポートはユーザＡに提供される。これにより
、運用系として用いる伝送路２ａを用いた合計の回線速度は２．１ＧＢｉｔ／ｓｅｃとな
る。
【００６２】
　一方、伝送路２ｂ側においても同様に、インターフェースカード１３ｂの２つのポート
３Ｂａ，３ＢｂがＧｂＥの２回線に割り当てられ、２ＧＢｉｔ／ｓｅｃの速度となる。ま
た、インターフェースカード１３ｄの１つのポート３ＢｎがＦＥの１回線として用い、１
００ＭＢｉｔ／ｓｅｃの回線速度となる。これらの各ポートは予備系としてユーザＡに提
供される。これにより、予備系として用いる伝送路２ｂについても合計の回線速度は２．
１ＧＢｉｔ／ｓｅｃを保証することができ、運用系の伝送路２ａで障害発生した場合には
、予備系の伝送路２ｂを使用して通信サービスの継続を保証できるとともに、障害発生時
においても、リンクアグリゲーションによる通信速度（２．１ＧＢｉｔ／ｓｅｃ）を保証
できるようになる。
【００６３】
　次に、以上説明した、冗長構成をバックツーバック（Ｂａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ）接続
に適用した例について説明する。図１０は、この発明による冗長構成をＢａｃｋ－ｔｏ－
Ｂａｃｋ接続に適用した例を示す図である。図１０における右側の伝送装置１Ｂと伝送装
置１ＣがＢａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続された冗長構成となっている。これら伝送装置１
Ｂと伝送装置１Ｃは、同一の局内に配置される。Ｂａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続は、それ
ぞれ中継伝送路４Ａ，４Ｂに接続された一対の伝送装置１Ｂ，１Ｃ同士を接続するための
配置である。
【００６４】
　Ｂａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続時、伝送装置１Ｂ，１Ｃがそれぞれ冗長構成の切り替え
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動作を実行するとき、系の不一致の発生が生じる場合がある。これを解消するために、双
方の伝送装置１Ｂ，１Ｃをマスタ（Ｍａｓｔｅｒ）／スレーブ（Ｓｌａｖｅ）設定した状
態で切り替え動作するよう構成する。伝送路１２の障害発生による伝送路１２ａ，１２ｂ
間での切り替え動作は、マスタ側の伝送装置１Ｃが主体となり実施し、スレーブ側である
伝送装置１Ｂは、マスタ側である伝送装置１Ｃの切り替え動作にしたがう構成とすること
により、系の不一致を防止する。なお、伝送装置１Ａについても、レイヤ２スイッチ３と
の接続時に、この伝送装置１Ａはマスタ設定となる。
【００６５】
　また、冗長構成の初期設定時には、マスタ側の伝送装置１Ｃに設けられたシャットダウ
ン制御部５ｄ（図１参照）が、予備系として設定したＥ系のポートに対し、所定の設定時
間で強制シャットダウンを実行する。これにより、運用系と、予備系それぞれの系を揃え
ることができる。また、スレーブ側の伝送装置１Ｂにおいて、電源瞬断が発生し、この電
源瞬断から復旧した後、接続されている伝送装置１Ａ，１Ｃの間で系の不一致が発生する
場合が考えられる。このため、電源瞬断が復旧したときに、伝送装置１Ｂが所定の設定時
間で予備系のポートに対して強制シャットダウンを実施することにより、系を揃えること
ができる。
【００６６】
　このように、Ｂａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続される伝送装置１Ｂ，１Ｃがマスタ／スレ
ーブ設定機能を有し、レイヤ２スイッチ３と接続する場合は、マスタ側の設定により切り
替え動作を主体的に動作させ、伝送同士のＢａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続時は、一方の伝
送装置１Ｃをマスタに、他方の伝送装置１Ｂをスレーブに設定することで、伝送装置１Ｂ
，１Ｃ同士のＢａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続の構成に対しても冗長構成が適用できる。な
お、このようなＢａｃｋ－ｔｏ－Ｂａｃｋ接続に対し冗長構成を適用した場合であっても
、セクション１０内で閉じた経路切り替えを実行でき、相手の伝送装置１Ａに影響を与え
ない。
【００６７】
　以上説明したように、この発明の伝送装置１は、冗長構成による伝送路の経路切り替え
をリンクダウン検出に基づき自動実行する構成とした。この自動実行に限らず、不図示で
あるオペレーションシステムの制御（コマンド切り替え）に基づき経路切り替えを行う構
成とすることもできる。一般的に伝送装置１の経路切り替えは、ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７８３
や、ＴｅｌｃｏｒｄｉａＧＲ－２５３－ＣＯＲＥに定義されている。
【００６８】
　このコマンド切り替えは、下記の１～４制御を順次実施して行われる。このコマンド切
り替え時の手順は、自動実行時の手順とほぼ同じであるが、以下に説明する。
【００６９】
　１．レイヤ２スイッチ３に切り替えを認識させるために、Ｎ系（運用系）のポートに対
し、任意の時間、強制シャットダウン制御を行い、レイヤ２スイッチ３にＭＡＣフラッシ
ュを実行させる。
【００７０】
　２．Ｎ系（運用系）のポートに対してパケット送信停止制御を行い、レイヤ２スイッチ
３に対するパケット送信を停止させる。
【００７１】
　３．伝送装置１では、Ｎ系→Ｅ系の切り替えを行う。これにより、Ｎ系が予備系となり
、Ｅ系が運用系に切り替わる。
【００７２】
　４．伝送装置１では、新たに運用系となったＥ系に対するパケット送信停止解除を行い
、レイヤ２スイッチ３に対してパケットの送信を開始する。
【００７３】
　上記１．～４．を順次実行することにより、コマンド切り替えを実施する。このコマン
ド切り替えにより、運用者は、障害発生時における伝送路２の経路変更を、オペレーショ
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ンシステムを介して制御できるようになる。
【００７４】
　次に、図１１は、この発明の伝送装置１による冗長構成による経路切り替え手順を示す
フローチャートである。図１１には、上記コマンド切り替え制御と、切り戻り設定に基づ
く制御を併記してある。図１に示す構成を参照しながら説明する。
【００７５】
　まず、伝送装置１は、冗長設定により運用系として設定したＮ系の伝送路２ａでのみパ
ケット送信する。レイヤ２スイッチ（Ｌ２ＳＷ）３は、Ｎ系でのみパケットを受信し、こ
のパケット受信に基づくＭＡＣ学習により、Ｎ系でのみパケットを送信する（ステップＳ
１）。これにより、伝送装置１は、Ｎ系を運用系として通信を確立する（ステップＳ２）
。この際、Ｅ系の伝送路２ｂは、予備系とされ、パケット送信停止状態となる。
【００７６】
　この後、運用系として設定したＮ系の伝送路２ａ等で障害発生したとする（ステップＳ
３）。この場合、伝送装置１は、障害発生時間Ｔａが、予め定めたリンクダウン検出時間
Ｔｂを超えたか否か判断する（ステップＳ４）。障害発生時間Ｔａが、リンクダウン検出
時間Ｔｂ以下（Ｔａ≦Ｔｂ）のときには（ステップＳ４：Ｎｏ）、伝送装置１は、瞬断で
あると判断し、Ｎ系を運用系としたまま、伝送路２ａの切り替えを行わず、ステップＳ１
に復帰する。このとき、伝送装置１は、リンクダウンでないと判断し、回線の切り替えを
行わず、Ｎ系の伝送路２ａを運用系とした状態を保持する。このとき、レイヤ２スイッチ
３は、障害発生時間Ｔａに対するリンクダウン検出の設定の有無に基づき下記１．２．の
異なる動作を行う。
【００７７】
　１．あるレイヤ２スイッチ３においては、障害発生時間Ｔａによりリンクダウンである
と検出する。そして、運用系であるＮ系のポートをＭＡＣフラッシュする。しかし、伝送
装置１がＮ系の伝送路２ａを運用系として設定保持し続けているため、初期状態に戻るの
みでこのＮ系の伝送路２ａによる通信を確立する。
【００７８】
　２．あるレイヤ２スイッチ３においては、障害発生時間Ｔａによってリンクダウンを検
出しないこともある。この場合、このレイヤ２スイッチ３は、以前の状態を保持し続け、
Ｎ系の伝送路２ａによる通信を継続する。
【００７９】
　一方、ステップＳ４において、障害発生時間Ｔａが、リンクダウン検出時間Ｔｂを超え
た（Ｔａ＞Ｔｂ）ときには（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、伝送装置１は、リンクダウン検出
と判断する。そして、伝送装置１は、Ｎ系のポート（図１における低速インターフェース
カード５Ａの伝送路２ａに接続したポート）に対し、強制シャットダウンを行う（ステッ
プＳ５）。強制シャットダウンの時間Ｔｄは、レイヤ２スイッチ３によるリンクダウン検
出時間Ｔｃを超える時間（Ｔｃ＜Ｔｄ）となるよう任意に設定しておく。これにより、レ
イヤ２スイッチ３は、リンクダウンを安定して検出し、Ｎ系側のポートを確実にＭＡＣフ
ラッシュできるようになる。ステップＳ５によるＮ系のポート対する強制シャットダウン
の制御は、オペレーションシステムからのコマンド切り替え制御時（ステップＳ６）のと
きにも同様に行われる。
【００８０】
　この後、伝送装置１は、Ｎ系の伝送路２ａに接続されたポートに対する送信停止制御を
行う（ステップＳ７）。そして、伝送装置１は、運用系をＮ系からＥ系に切り替える（ス
テップＳ８）。これにより、Ｅ系の伝送路２ｂが新たな運用系となり、Ｎ系の伝送路２ａ
は予備系となる。
【００８１】
　この後、伝送装置１は、運用系となったＥ系の伝送路２ｂに対するパケット送信停止を
解除する（ステップＳ９）。そして、伝送装置１は、運用系であるＥ系の伝送路２ｂでの
みパケットを送信する。このとき、レイヤ２スイッチ３では、このＥ系の伝送路２ｂを介
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う（ステップＳ１０）。これにより、伝送装置１とレイヤ２スイッチ３との間は、Ｅ系の
伝送路２ｂを介しての通信を確立する（ステップＳ１１）。
【００８２】
　そして、このＥ系の伝送路２ｂによる通信中における、切り戻り設定の有無を判断する
（ステップＳ１２）。切り戻りなし、が設定されているときには（ステップＳ１２：Ｎｏ
）、Ｎ系の障害発生が復旧したときにおいても、Ｅ系の伝送路２ｂを運用系とした通信を
継続する（ステップＳ１に復帰。但し、運用系は伝送路２ｂ）。一方、切り戻りあり、が
設定されており（ステップＳ１２：Ｙｅｓ）、Ｎ系の障害発生が復旧したときには、この
Ｎ系の伝送路２ａによるリンクアップの検出してから回復保護時間Ｔｅ経過後に、現在運
用系であるＥ系の伝送路２ｂを強制シャットダウンする（ステップＳ１３）。この回復保
護時間Ｔｅは任意に設定できる。また、ステップＳ５において説明したと同様に、強制シ
ャットダウン時間Ｔｄは、リンクダウン検出時間Ｔｃ＜Ｔｄとなる任意の値が設定される
。これにより、Ｎ系の伝送路２ａが新たに運用系として切り替えられ、Ｅ系の伝送路２ｂ
は、予備系に切り替わる。
【００８３】
　上述した実施例によれば、伝送装置とレイヤ２スイッチ間を冗長構成とし、運用系に障
害発生したときに、予備系を用いて通信を継続できるようになる。このとき、伝送装置は
、伝送装置とレイヤ２スイッチ間のセクションでの切り替えを行い、ネットワークや他の
伝送装置に影響を与えず、ネットワークの運用管理を容易に行うことができる。また、レ
イヤ２スイッチ３は、各種メーカが提供する汎用のレイヤ２スイッチを用いて冗長を構成
することができる。
【００８４】
　以上において本発明は、上述した実施の形態に限らず、種々変更可能である。例えば、
図１に記載した伝送装置１の構成は、便宜上、高速インターフェースカード８と、スイッ
チ部７を単一構成としたが、中継伝送路４の多重化に合わせて、これら高速インターフェ
ースカード８と、スイッチ部７を複数設けた多重構成とすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　以上のように本発明は、広域レイヤ２ネットワークに用いられる伝送装置とレイヤ２ス
イッチ間で冗長構成を実現でき、ネットワークに影響を与えず経路切り替えが行える伝送
装置を提供することに適している。また、本発明は、広域レイヤ２ネットワークに用いら
れる伝送装置とレイヤ２スイッチ間で冗長構成を実現でき、ネットワークに影響を与えず
経路切り替えが行える伝送装置とレイヤ２スイッチ間の冗長方法を提供することに適して
いる。
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