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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ギガビットクラスのイーサネット（登録商標）の規格に準拠したオートネゴシエーショ
ン機能を有し、第１の他局の伝送装置と光ケーブルで接続され、かつ、第２の他局の対向
光伝送装置と光回線でリンクが形成される対向光伝送装置と接続された光伝送装置におい
て、
　前記対向光伝送装置に対するオートネゴシエーション機能がオフ状態に設定されている
とき、前記対向光伝送装置からの受信回線の回線断状態を検出したことをトリガとして、
前記第１の他局の伝送装置に対して当該光伝送装置を経由するリンクを切断する指示信号
を送出するとともに、前記対向光伝送装置に向けて送信する送信回線から送出する光信号
の出力を停止する手段を備えたことを特徴とする光伝送装置。
【請求項２】
　ギガビットクラスのイーサネット（登録商標）の規格に準拠したオートネゴシエーショ
ン機能を有し、第１の他局の伝送装置と光ケーブルで接続され、かつ、第２の他局と光回
線でリンクが形成される対向光伝送装置と接続された光伝送装置から、回線断状態を通知
する回線断状態通知方法において、
　前記光伝送装置の、前記対向光伝送装置に対するオートネゴシエーション機能がオフ状
態に設定されているとき、前記光伝送装置で、前記対向光伝送装置からの受信回線の回線
断状態を検出したことをトリガとして、前記第１の他局の伝送装置に対して当該光伝送装
置を経由するリンクを切断する指示信号を送出し、かつ、前記対向光伝送装置に向けて送
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信する送信回線から送出する光信号の出力を停止することを特徴とする回線断状態通知方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送装置及び回線断状態通知方法に関し、特に、ＩＥＥＥ８０２．３で規
定されているオートネゴシエーションの機能がオフ状態に設定されているとき、対向光伝
送装置に対して回線断状態を通知する光伝送装置及び回線断状態通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタルネットワークの急速な発達によって、ネットワークが扱うデータ量は一
段と膨大になり、ネットワークシステムの一層の大容量化、高速化が求められ、ギガビッ
トクラスの伝送速度の回線の需要が増加し、通信事業者の局舎間の長距離伝送に、ギガビ
ットイーサネット（登録商標）の規格に準拠したメディアコンバータを用いて光信号を伝
送する光伝送装置が多く用いられている。
【０００３】
　このようなメディアコンバータ等の光伝送装置において、対向装置との間で伝送モード
や接続動作を決定し、又は受信回線のリンクが断状態となった場合に送信回線から回線障
害を通知するなどのオートネゴシエーション機能のプロトコルがＩＥＥＥ８０２．３によ
って規定されている。
【０００４】
　図３に回線断状態時のオートネゴシエーション機能の動作例を示す。同図においてＡ局
～Ｄ局は通信事業者の局舎である。同図に示すように、Ａ局には通信路切替え装置（ＳＷ
）１及びギガビットイーサ（登録商標）メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（以下、単にメ
ディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）と記す。）２が備えられ、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ
）２は、対向するＢ局内のメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３と接続される。
【０００５】
　また、Ｂ局のメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３は、対向光伝送装置４と光回線で接続
され、対向光伝送装置４は、ギガビットクラス以上の伝送ネットワークを介して、対向す
るＣ局内の対向光伝送装置５との間でリンクを形成し、Ｃ局内の対向光伝送装置５はメデ
ィアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）６と接続され、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）６は、Ｄ局
内のメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）７と接続される。各メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ
）は、伝送モードの変換や光信号の増幅等を行って光信号を中継する。
【０００６】
　ここで、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３において、対向光伝送装置４に対するオー
トネゴシエーション機能がオン状態に設定されているとする。メディアコンバータ（Ｇ－
ＭＣ）（親）３は、対向光伝送装置４からの光受信回線が断状態となったことを検出する
と（ステップＳ３－１）、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（子）２に対して、通信路切
替え装置１との間のリンクを断状態とするように指示する（ステップＳ３－２）。
【０００７】
　また、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（親）３は、ＩＥＥＥ８０２．３の規定により
、対向光伝送装置４に対してオートネゴシエーションのリスタートのメッセージを送信し
て光受信回線の回線断状態を通知し（ステップＳ３－３）、対向光伝送装置４は該通知に
より回線断状態を対向光伝送装置５に通知し、対向光伝送装置５は該通知によりメディア
コンバータ（Ｇ－ＭＣ）（親）６及びメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（子）７に対して
、既形成のリンクを断状態とする処理を実行させる（ステップＳ３－４）。
【０００８】
　上記ステップＳ３－２及びステップＳ３－４によるリンク切断処理が働くことにより、
Ａ局の通信路切替え装置１とＤ局の通信路切替え装置（ＳＷ）８との間で、通信路を迂回
ルートに切替える処理が開始され、Ａ局とＤ局との間に回線障害に対する代替通信路が形
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成されることとなる（ステップＳ３－５）。
【０００９】
　なお、本発明に関連する先行技術文献として、メディアコンバータを用いたネットワー
クにおけるオートネゴシエーションの機能について下記の特許文献１等に記載されている
。同文献記載のオートネゴシエーションの機能は、異なる種類の第１及び第２伝送媒体を
接続するメディアコンバータにおけるオートネゴシエーションであって、第１伝送媒体側
との第１オートネゴシエーションを実行して第１ラインアビリティを設定し、該第１ライ
ンアビリティに基づいて第２伝送媒体側との第２オートネゴシエーションを実行して第２
ラインアビリティを設定し、該第２ラインアビリティに基づいて前記第１伝送媒体側との
第３オートネゴシエーションを実行して第１及び第２伝送媒体間のラインアビリティを最
終的に決定することにより、ラインアビリティを正確に伝達することを可能にしたもので
ある。
【００１０】
　また、下記の特許文献２には、光ファイバケーブルで接続され、ギガビットクラスのイ
ーサネット（登録商標）規格に準拠した２つの通信装置間のリンクを切断するときに、規
格で定義されたコード以外の所望の無効コードを一方の通信装置から光ファイバケーブル
を通して他方の通信装置へ連続的に送信し、該無効コードを連続的に受信した他方の通信
装置が前記リンクを切断するメディアコンバータ及びそのリンク切断方法について記載さ
れている
【特許文献１】特開２００３－８７２６１号公報
【特許文献２】特開２００３－８７２７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前述したように、対向伝送装置との間で伝送形態や接続動作を決定するオートネゴシエ
ーション機能のプロトコルがＩＥＥＥ８０２．３で規定されているが、対向伝送装置のメ
ーカーの違いや対向伝送装置との相性又は適合性の不具合等により、対向伝送装置との間
でオートネゴシエーション機能が正常に機能しない場合があり、そのような場合、オート
ネゴシエーション機能をオフ状態にして運用することとなる。
【００１２】
　前述のようにメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３と対向光伝送装置４との間でオートネ
ゴシエーション機能がオン状態に設定されている場合は、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ
）３において、光受信回線の断状態を検出すると、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）２に
対し、通信路切替え装置１へのリンクを断状態にさせ、対向光伝送装置４に対してオート
ネゴシエーションのリスタートのメッセージを送信し、対向伝送装置に回線断状態を検知
させることにより、迂回ルートへの切替えと言った回線障害に対する対応策を実行させる
ことができる。
【００１３】
　しかし、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３と対向光伝送装置４との間でオートネゴシ
エーション機能がオフ状態に設定されている場合、図４に示すように、メディアコンバー
タ（Ｇ－ＭＣ）（親）３は、対向光伝送装置４からの光受信回線が断状態となったことを
検出したとき（ステップＳ４－１）、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（子）２に対して
リンク切断指示を送信するが（ステップＳ４－２）、ＩＥＥＥ８０２．３の規約上、メデ
ィアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３から対向光伝送装置４に対して、前述のステップＳ３－３
で送信したオートネゴシエーションのリスタートのメッセージが送信されない（ステップ
Ｓ４－３）。
【００１４】
　そのため、対向光伝送装置４では、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３への光回線が断
状態となったことを認識することができず、この回線障害を対向するＣ局を通してＤ局へ
通知することができないため、Ｃ局及びＤ局では前述のステップＳ３－４で行われたメデ
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ィアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）６とのリンク及び通信路切替え装置（ＳＷ）８とのリンクの
切断処理が実行されない（ステップＳ４－４）。従って、通信路切替え装置（ＳＷ）８で
は、前記ステップＳ３－５による迂回ルートへの切替えを行うことができないこととなる
（ステップＳ４－５）。
【００１５】
　本発明は、ＩＥＥＥ８０２．３規定されたインターフェースを用いるギガビットクラス
の光伝送装置において、オートネゴシエーション機能をオフ状態として運用する場合に、
リンク断状態を対向光伝送装置側で検知することが可能となる光伝送装置及び回線断状態
通知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】
【００１６】
　本発明の光伝送装置は、ギガビットクラスのイーサネット（登録商標）の規格に準拠し
たオートネゴシエーション機能を有し、第１の他局の伝送装置と光ケーブルで接続され、
かつ、第２の他局の対向光伝送装置と光回線でリンクが形成される対向光伝送装置と接続
された光伝送装置において、前記オートネゴシエーション機能がオフ状態に設定されてい
るとき、前記対向光伝送装置からの受信回線の回線断状態を検出したことをトリガとして
、前記第１の他局の伝送装置に対して当該光伝送装置を経由するリンクを切断する指示信
号を送出するとともに、前記対向光伝送装置に向けて送信する送信回線から送出する光信
号の出力を停止する手段を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の回線断状態通知方法は、ギガビットクラスのイーサネット（登録商標）
の規格に準拠したオートネゴシエーション機能を有し、第１の他局の伝送装置と光ケーブ
ルで接続され、かつ、第２の他局と光回線でリンクが形成される対向光伝送装置と接続さ
れた光伝送装置から、回線断状態を通知する回線断状態通知方法において、前記光伝送装
置の前記オートネゴシエーション機能がオフ状態に設定されているとき、前記光伝送装置
で、前記対向光伝送装置からの受信回線の回線断状態を検出したことをトリガとして、前
記第１の他局の伝送装置に対して当該光伝送装置を経由するリンクを切断する指示信号を
送出し、かつ、前記対向光伝送装置に向けて送信する送信回線から送出する光信号の出力
を停止することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ＩＥＥＥ８０２．３規定されたオートネゴシエーション機能がオフ状
態に設定されている場合でも、光回線からの光受信断を検出すると、該光回線と接続され
た対向光伝送装置に対して送信光信号の出力を停止することにより、該光回線を経由して
リンクが形成された接続路の両端の通信路切替え装置で、直ちにリンク断を検知すること
が可能となり、迂回ルートへの切替え等の障害対策を迅速に且つ円滑に行なうことが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は本発明によるオートネゴシエーション機能オフ状態での光回線断時の接続動作例
を示す。同図に示すように、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（親）３は、対向光伝送装
置４からの光受信回線が断状態となったことを検出すると（ステップＳ１－１）、メディ
アコンバータ（Ｇ－ＭＣ）（子）２に対して、通信路切替え装置１との間のリンクを断状
態とするように指示する（ステップＳ１－２）。
【００２０】
　しかし、オートネゴシエーションが機能オフ状態に設定されているため、ＩＥＥＥ８０
２．３の規約上、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３から対向光伝送装置４に対して、前
述のステップＳ３－３で送信したオートネゴシエーションのリスタートのメッセージが送
信されない。
【００２１】
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　そこで、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３に、ステップＳ１－１で受信回線の断状態
を検知したことをトリガに、対向光伝送装置４への送信回線へ送出する光信号出力を停止
させる機能を設ける。こうすることにより、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３で対向光
伝送装置４からの受信回線の断状態が検知されると、対向光伝送装置４への送信回線への
光信号出力を停止するので、対向光伝送装置４では、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３
との間の光回線の断状態を検知する。
【００２２】
　対向光伝送装置４は、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）３との間の光回線の断状態を検
知すると、リンクが形成されているＣ局の対向光伝送装置５に対して、メディアコンバー
タ（Ｇ－ＭＣ）（親）６との間のリンクを断状態とする処理を実行させ、Ｄ局のディアコ
ンバータ（Ｇ－ＭＣ）（子）７は、上記リンクが断状態となったことにより、通信路切替
え装置（ＳＷ）８との間のリンクを切断する処理を実行する（ステップＳ１－４）。
【００２３】
　上記ステップＳ１－４によるリンク切断処理が働くことにより、Ａ局の通信路切替え装
置１とＤ局の通信路切替え装置（ＳＷ）８との間で、通信路を迂回ルートに切替える処理
が開始され、Ａ局とＤ局との間に回線障害に対する代替通信路が形成されることとなる（
ステップＳ１－５)。なお、光出力停止機能は、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）と対向
光伝送装置の双方に設ける必要がある。
【００２４】
　図２にメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）と対向光伝送装置との間の光回線断時の処理フ
ローを示す。同図に示すように、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）に対向光伝送装置との
オートネゴシエーション機能が設定される（ステップＳ２－１）。メディアコンバータ（
Ｇ－ＭＣ）は、該オートネゴシエーション機能がオン状態に設定されているか否かを判定
し（ステップＳ２－２）、オートネゴシエーション機能がオン状態に設定されている場合
は、ＩＥＥＥ８０２．３で規定されているオートネゴシエーションのプロトコルに従った
処理を実行する（ステップＳ２－３）。
【００２５】
　オートネゴシエーション機能がオフ状態に設定されている場合は、受信光回線のリンク
が断状態となったか否かを監視し（ステップＳ２－４）、受信光回線のリンクが断状態と
なったことを検出したときは、従来は、受信光回線のリンクの断状態が復旧するのを待ち
（ステップＳ２－５）、対向伝送装置側ではリンクの断状態を検知することができないた
め、対向局における通信路切替え装置（ＳＷ）での迂回ルートへの切替え作業を手動で行
う（ステップＳ２－６）必要があったが、本発明では、受信光回線のリンクの断状態の検
出時に、対向伝送装置に対して光送信の送信を停止する機能を働かせ、対向伝送装置にリ
ンクの断状態を検知させる（ステップＳ２－５’）。
【００２６】
　上記ステップＳ２－４において、受信光回線のリンク断を検出しなかった場合、及び前
記ステップＳ２－５’の動作の後は、メディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）は、通常時の運用
状態で動作する（ステップＳ２－７）。
【００２７】
　なお、本発明の実施形態としてメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）を例に挙げて説明した
が、本発明はメディアコンバータ（Ｇ－ＭＣ）に限られるものではなく、同等の光伝送装
置に適用可能であることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明によるオートネゴシエーション機能オフ状態での光回線断時の動作例を示
す図である。
【図２】メディアコンバータと対向光伝送装置との間の光回線断時の処理フローを示す図
である。
【図３】オートネゴシエーション機能がオン状態の場合の光回線断時の動作例を示す図で
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ある。
【図４】従来のオートネゴシエーション機能がオフ状態の場合の光回線断時の動作例を示
す図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　Ａ局の通信路切替え装置（ＳＷ）
　２　Ａ局のメディアコンバータ
　３　Ｂ局のメディアコンバータ
　４　Ｂ局の対向光伝送装置
　５　Ｃ局の対向光伝送装置
　６　Ｃ局のメディアコンバータ
　７　Ｄ局のメディアコンバータ
　８　Ｄ局の通信路切替え装置

【図１】 【図２】
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