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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光信号を生成する光モジュールを有する複数のトランスポンダパッケージで構成され前
記光信号を波長分割多重化して波長分割多重光信号を出力するＷＤＭ伝送装置に新たなト
ランスポンダパッケージが実装される毎に外部から与えられる初期設定コマンドを順次待
ち行列として受け付けて順番に始動させるパッケージ始動制御装置において、
　前記ＷＤＭ伝送装置に実装されたトランスポンダパッケージの光モジュールの稼働状態
を監視する監視手段と、
　前記稼働状態を示すフラグを格納する状態レジスタと、
　前記監視手段によって監視された前記ＷＤＭ伝送装置に実装された何れかのトランスポ
ンダパッケージの光モジュールの稼働状態が定常的でない期間を前記状態レジスタを参照
して判別し、前記期間中は前記波長分割多重光信号にさらに波長分割多重化されるトラン
スポンダパッケージの光モジュールによる光信号の出力を規制し、かつ前記期間が終了す
る度に、これらのトランスポンダパッケージの内、順次１つのトランスポンダパッケージ
の光モジュールによる光信号の出力の規制を解除する制御手段と
　を備えたことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
【請求項２】
　光信号を生成する光モジュールを有する複数のトランスポンダパッケージで構成され前
記光信号を波長分割多重化して波長分割多重光信号を出力するＷＤＭ伝送装置に新たなト
ランスポンダパッケージが実装される毎に外部から与えられる初期設定コマンドを順次待
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ち行列として受け付けて順番に始動させるパッケージ始動制御装置において、
　前記ＷＤＭ伝送装置に実装されたトランスポンダパッケージの光モジュールの稼働状態
を監視する監視手段と、
　前記稼働状態を示すフラグを格納する状態レジスタと、
　前記監視手段によって監視された前記ＷＤＭ伝送装置に実装された何れかのトランスポ
ンダパッケージの光モジュールの稼働状態が定常的でない期間を前記状態レジスタを参照
して判別し、前記期間中は前記波長分割多重光信号にさらに波長分割多重化されるトラン
スポンダパッケージの光モジュールの駆動を規制し、かつ前記期間が終了する度に、これ
らのパッケージの内、順次１つのトランスポンダパッケージの光モジュールの駆動の規制
を解除する制御手段と
　を備えたことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のパッケージ始動制御装置において、
　前記監視手段は、
　前記波長分割多重光信号を光伝送路に送出するポストパッケージの稼働状態を前記状態
レジスタによって監視する
　ことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のパッケージ始動制御装置において、
　前記監視手段は、
　稼働状況が監視されるトランスポンダパッケージの内、非実装となり、あるいは系構成
から除外されたトランスポンダパッケージを検出し、
　前記制御手段は、
　前記監視手段が非実装となり、あるいは系構成から除外されたトランスポンダパッケー
ジを検出したときに、前記ポストパッケージが光伝送路に送出している前記波長分割多重
光信号が定常的な状態となる時点まで前記規制の解除を保留する
　ことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波長分割多重伝送装置において、波長分割多重化の対象となる個々の波長に
対応したパッケージの始動の契機および手順を決定するパッケージ始動制御装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　波長分割多重伝送方式は、広帯域に亘って低損失である光ファイバが複数の波長で非同
期に共用されることによって、多様であって大容量のディジタル信号およびアナログ信号
の伝送とネットワークの柔軟な構築とに適しているために、多くの基幹系伝送路に積極的
に適用されている。
　図６は、波長分割多重伝送方式が適用された光伝送系の構成の一例を示す図である。
【０００３】
　図において、ＷＤＭ伝送装置３０-1、３０-2は全二重の光伝送路３１の一端と他端とに
それぞれ接続され、これらのＷＤＭ伝送装置３０-1、３０-2には、それぞれクライアント
伝送装置３０Ｃ-11～３０Ｃ-1nと、クライアント伝送装置３０Ｃ-21～３０Ｃ-2nとが接続
される。
　ＷＤＭ伝送装置３０-1では、トランスポンダパッケージ（ＴＲＰＮ）３２-11～３２-1n
は、上述したクライアント伝送装置３０Ｃ-11～３０Ｃ-1nに接続される。これらのトラン
スポンダパッケージ３２-11～３２-1nの光出力は波長分割多重化部（ＭＵＸ）３３-1の対
応する入力に接続され、その波長分割多重化部３３の出力はポストパッケージ（ＰＳＴ）
３４-1を介して光伝送路３１の下りのリンクの一端に接続される。光伝送路３１の上りの
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リンクの一端はＰＲＥパッケージ（ＰＲＥ）３５-1の光入力に接続され、そのＰＲＥパッ
ケージ３５-1の出力は波長分割逆多重化部（ＤＭＵＸ）３６-1の入力に接続される。波長
分割逆多重化部３６-1の第一ないし第ｎの出力は、それぞれトランスポンダパッケージ３
２-11～３２-1nの光入力に接続される。さらに、トランスポンダパッケージ３２-11～３
２-1n、波長分割多重化部３３-1、ポストパッケージ３４-1、ＰＲＥパッケージ３５-1お
よび波長分割逆多重化部３６-1の制御端子は、内部バス３７-1を介してプロセッサ３８-1
のバス端子に接続される。
【０００４】
　なお、ＷＤＭ伝送装置３０-2の構成については、ＷＤＭ伝送装置３０-1の構成と同じで
あるので、以下では、対応する要素に第一の添え文字として「２」が付加された同じ符号
を付与し、ここでは、その説明を省略する。
　また、以下では、　ＷＤＭ伝送装置３０-1、３０-2に共通の事項については、第一の添
え番号「１」、「２」の何れにも該当し得ることを意味する添え文字「Ｃ」がその第一の
添え番号として付加された符号を用いて記述する。
【０００５】
　さらに、以下では、トランスポンダパッケージ３２-C1～３２-Cnに共通の事項について
は、第二の添え番号「１」～「ｎ」の何れにも該当し得ることを意味する添え文字「ｃ」
がその第二の添え番号として付加された符号を用いて記述する。
　このような構成の光伝送系では、プロセッサ３８-Cは、ＴＰＲＮ３２-Cc 、ポストパッ
ケージ３４-C、ＰＲＥパッケージ３５-Cがそれぞれ実装された状態で端末（図示されない
。）を介して操作者によって与えられる要求（以下、「初期設定コマンド」という。）に
応じて、例えば、ＴＰＲＮ３２-Cc 宛に始動を指令する。
【０００６】
　ＴＰＲＮ３２-Cc は、このような指令に応じて始動し、かつ局情報と個々のハードウエ
アの構成とに適合した初期設定（図７(1))を行った後、光信号の出力が可能な状態（以下
、「シャットダウン状態」という。）で待ち受ける（図７(2))。
　また、プロセッサ３８-Cは、ＴＰＲＮ３２-Cc について上述した要求と同様に操作者に
よって与えられるコマンド（以下、「シャットダウン解除コマンド」という。）を待ち受
け、そのＴＰＲＮ３２-Cc 宛に、この「シャットダウン解除コマンド」を転送する（図７
(3))。
【０００７】
　ＴＰＲＮ３２-Cc は、このようにして転送された「シャットダウン解除コマンド」に応
じて内蔵された光モジュールの駆動を開始する（図７(4))。
　トランスポンダパッケージ３２-Cc は、クライアント伝送装置３０Ｃ-Cc によって与え
られた信号を電気－光変換することによって、波長分割多重が可能な光信号に変換する。
波長分割多重化部３３は、このような変換の結果としてトランスポンダパッケージ３２-C
1 ～３２-Cn によって出力されるｎ個の波長が異なる光信号を波長分割多重化することに
よってＷＤＭ信号を生成する。ポストパッケージ３４-Cは、このＷＤＭ信号を増幅して光
伝送路３１の下りのリンクに出力する。
【０００８】
　ＰＲＥパッケージ３５-Cは、光伝送路３１の上りのリンクを介して入力されるＷＤＭ信
号を増幅して波長分割逆多重化部３６-Cに与える。波長分割逆多重化部３６-Cは、そのＷ
ＤＭ信号を逆多重化することによって、波長が異なるｎ個の光信号を得る。トランスポン
ダパッケージ３２-Cc は、これらのｎ個の光信号の内、対応する何れか１つの光信号を光
－電気変換することによって信号を生成し、その信号をクライアント伝送装置３０Ｃ-Cc 
に引き渡す。
【０００９】
　また、トランスポンダパッケージ３２-C1～３２-Cnの内、例えば、トランスポンダパッ
ケージ３２-C1 が実装されず、かつそのトランスポンダパッケージ３２-C1 以外のトラン
スポンダパッケージ３２-C2～３２-Cnに併せて、ポストパッケージ３４-CおよびＰＲＥパ
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ッケージ３５-Cが定常的に稼働している状態で、このトランスポンダパッケージ３２-C1 
（ここでは、「活栓挿抜」を可能とするコネクタを介してＷＤＭ伝送装置３０-Cに実装さ
れると仮定する。）が新たに実装された場合には、各部は、以下の通りに連係する。
【００１０】
　プロセッサ３８-Cは、トランスポンダパッケージ３２-C1 が実装された状態で操作者が
与える「初期設定コマンド」に応じて、既述の通りにそのトランスポンダパッケージ３２
-C1 に始動を指令する。
　さらに、プロセッサ３８-Cは、操作者によって与えられる「シャットダウン解除コマン
ド」をトランスポンダパッケージ３２-C1 宛に転送し、かつポストパッケージ３４-Cおよ
びＰＲＥパッケージ３５-C宛に、その旨を示すメッセージ（以下、「波長数増減設定要求
」という。）送出する。
【００１１】
　トランスポンダパッケージ３２-C1 は、この「シャットダウン解除コマンド」に応じて
所定の波長λ１の光信号（クライアント伝送装置３０Ｃ-C1 によって与えられる信号で変
調された光信号）の出力を伴う定常的な稼働を開始する。
　ポストパッケージ３４-Cは、上記の「波長数増減設定要求」を識別すると、光伝送路３
１の下り（上り）のリンクを介して接続された他のＷＤＭ伝送装置宛に、『波長域におけ
る既述の波長λ１（ここでは、「波長数増減設定要求」に含まれる情報として識別される
と仮定する。）の追加』を通知する。
【００１２】
　ＰＲＥパッケージ３４-Cは、この追加の通知に対する上記の他のＷＤＭ伝送装置の応答
（以下、「波長数増減応答」と称し、光伝送路の上り（下り）のリンクを介して受信され
ると仮定する。）をプロセッサ３８-Cに引き渡す。
　プロセッサ３８-Cはこのような「波長数増減応答」をトランスポンダパッケージ３２-C
1 に転送し、そのトランスポンダパッケージ３２-C1 はこの「波長数増減応答」を識別し
た時点で、波長λ１の光信号の追加に伴う波長数（多重度）の増加に応じた波長数増減設
定を完了する。
【００１３】
　なお、本発明に関連する先行技術としては、例えば、後述する特許文献１に記載される
ように、「光増幅器を有する波長多重光ネットワークにおいて、波長多重された光信号を
増幅する増幅部は常時利得が一定に保たれ、通常は波長多重された光信号のレベルを調節
するために使用される光増幅器の内部に設定された可変光減衰器の減衰量が固定値に設定
されると共に、制御情報として波長数情報が入力されたときにのみ可変光減衰器の設定値
が光減衰器の光減衰量を反映した特定の場所の光出力モニタの値が波長数情報から与えら
れる所定の値になるように光減衰量調節が行われ、その後、次の波長数情報が入力される
まで光減衰量をその調整で得られた状態に固定する光増幅器の内部の光減衰器の制御方法
」がある。
【特許文献１】特開２００２－２４６９８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、上述した従来例では、トランスポンダパッケージの追加および削除に応じた
波長数増減設定は、操作者によって与えられる「初期設定コマンド」および「シャットダ
ウン解除コマンド」に応じてこれらの追加や削除の対象であるトランスポンダパッケージ
毎に行われ、しかも、操作者は、ＷＤＭ伝送装置３０-Cおよび光伝送路３１を含むネット
ワークの構成だけではなく、該当するトランスポンダパッケージの特性を十分に勘案して
これらの「初期設定コマンド」および「シャットダウン解除コマンド」を発する契機を決
定しなければならなかった。
【００１５】
　また、このような契機の決定には、追加や削除の対象であるトランスポンダパッケージ
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の特性（既述の光信号を生成する光モジュールが定常的に稼働するために要する数十秒な
いし数分のウォーミングアップ時間を含む。）にバラツキがあるために、そのトランスポ
ンダパッケージが確実に応答可能である十分な待機時間（図７(5))が確保されなければな
らなかった。
【００１６】
　したがって、保守や運用にかかわる業務を担当する操作者によって既述の通りに行われ
る操作は、追加され、あるいは差し替えられるトランスポンダパッケージの数が大きいほ
ど煩雑となり、かつ上記の待機時間の確保のために長時間を要した。
　本発明は、基本的な構成が大幅に変更されることなく、波長数増減設定が安価に、かつ
効率的に達成されるパッケージ始動制御装置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】
　第一の発明では、監視手段は、波長分割多重光信号に波長分割多重化される個々の光信
号を生成するトランスポンダパッケージの光モジュールの稼働状態を監視する。制御手段
は、監視手段によって監視された稼働状態の何れかが定常状態でない期間に、波長分割多
重光信号にさらに波長分割多重化される光信号を生成するトランスポンダパッケージによ
る光信号の出力を規制し、かつ期間が経過する度に、これらのトランスポンダパッケージ
の内、１つのトランスポンダパッケージによる光信号の出力の規制を解除する。
【００１８】
　すなわち、監視手段によって監視されるトランスポンダパッケージの光モジュールの全
てが定常的に光信号を出力していない期間には、これらの光信号と共に、波長分割多重化
の対象となる新たな光信号を生成するトランスポンダパッケージは、その新たな光信号を
出力することが規制される。さらに、このような新たな光信号を生成するトランスポンダ
パッケージは、上記の期間が経過する度に１つずつ、該当する新たな光信号の出力が許容
される。
【００１９】
　したがって、上記の新たな光信号を個別に生成するトランスポンダパッケージが多数あ
り、かつ光信号を定常的に出力可能となるために要する時間が広範に異なる場合であって
も、これらのトランスポンダパッケージは煩雑な作業を伴うことなく自動的に順次始動す
る。
　第二の発明では、監視手段は、波長分割多重光信号に波長分割多重化される個々の光信
号を生成するトランスポンダパッケージの光モジュールの稼働状態を監視する。制御手段
は、監視手段によって監視された稼働状態の何れかが定常状態でない期間に、波長多重光
信号にさらに波長分割多重化される光信号を生成する光モジュールを駆動するトランスポ
ンダパッケージによる光モジュールの駆動を規制し、かつ期間が経過する度に、これらの
トランスポンダパッケージの内、１つのトランスポンダパッケージによる光モジュールの
駆動の規制を解除する。
【００２０】
　すなわち、監視手段によって監視されるトランスポンダパッケージの光モジュールの全
てが定常的に光信号を出力していない期間には、これらの光信号と共に、波長分割多重化
の対象となる新たな光信号を生成する光モジュールを駆動するトランスポンダパッケージ
は、その光モジュールを駆動することが規制される。さらに、このような新たな光信号を
生成する光モジュールを駆動するトランスポンダパッケージは、上記の期間が経過する度
に１つずつ、該当する光モジュールの駆動が許容される。
【００２１】
　したがって、上記の新たな光信号を生成する光モジュールを個別に駆動するトランスポ
ンダパッケージが多数あり、かつ該当する光モジュールが光信号を定常的に出力可能とな
るために要する時間が広範に異なる場合であっても、これらのパッケージは煩雑な作業を
伴うことなく自動的に順次始動する。
　第三の発明では、監視手段は、波長分割多重光信号を光伝送路に送出するポストパッケ
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ージの稼働状態を監視する。
【００２２】
　すなわち、上記の第一および第二の発明における期間には、波長分割多重光信号を光伝
送路に送出するポストパッケージの稼働状態が定常状態でない期間が含まれる。
　したがって、波長分割多重化の多重度の増加に応じてこのようなポストパッケージの稼
働状態が定常状態に復旧するために所要する時間が長く、あるいは広範に変化し得る場合
であっても、既述の新たな光信号を生成するトランスポンダパッケージの光モジュール、
またはその光モジュールを駆動するトランスポンダパッケージは、煩雑な作業を伴うこと
なく自動的に順次始動する。
【００２３】
　第四の発明では、監視手段は、稼働状況が監視されるトランスポンダパッケージの光モ
ジュールの内、非実装となり、あるいは系構成から除外されたトランスポンダパッケージ
の光モジュールを検出する。制御手段は、監視手段によって非実装となり、あるいは系構
成から除外されたトランスポンダパッケージの光モジュールが検出されたときに、ポスト
パッケージの稼働状況が定常状態となる時点まで規制の解除を保留する。
　すなわち、上記の第一および第二の発明における期間には、波長分割多重光信号を光伝
送路に送出するポストパッケージの稼働状態が定常状態でない期間が含まれる。
【００２４】
　したがって、波長分割多重化の多重度の増加だけではなく、減少に応じてこのようなポ
ストパッケージの稼働状態が定常状態に復旧するために所要する時間が長く、あるいは広
範に変化し得る場合であっても、既述の新たな光信号を生成するトランスポンダパッケー
ジの光モジュール、またはその光モジュールを駆動するトランスポンダパッケージは、煩
雑な作業を伴うことなく自動的に順次始動する。
　また、関連する技術として、波長分割多重化される光信号の生成または出力を伴わない
初期化処理が規制の対象から除外される。
【００２５】
　すなわち、新たな光信号を生成する光モジュール、または該当する光モジュールを駆動
するパッケージが多数あり、かつ該当する光モジュールが光信号を定常的に出力可能とな
るために要する時間が広範に異なる場合であっても、これらのパッケージの初期化処理は
、規制されることなく行われる。
　したがって、このような初期化処理の起動が既述の期間に規制される場合に比べて、個
々のパッケージは速やかに始動する。
【００２６】
　また、関連する技術として、記憶手段には、パッケージの始動に個別に適用される情報
が予め格納される。制御手段は、規制、または規制の解除の対象となる特定のパッケージ
に対応して記憶手段に格納されている情報を特定のパッケージに与える。
　すなわち、個々のパッケージは、制御手段によって行われる規制、またはその規制の解
除の際に上記の情報に基づいて始動する。
【００２７】
　したがって、パッケージの始動にかかわる制御の手順の簡略化が図られ、性能および付
加価値が向上する。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明では、光モジュール、または光モジュールを駆動するパッケージが多数あり、か
つこれらの光モジュールによって光信号が定常的に出力されるために要する時間が広範に
異なる場合であっても、これらのモジュールまたはパッケージは、煩雑な作業を伴うこと
なく自動的に順次始動する。
　また、本発明では、波長分割多重化の多重度の増加または減少に対する応答に所要する
時間が長く、あるいは広範に変化し得る場合であっても、光モジュール、またはその光モ
ジュールを駆動するパッケージは、煩雑な作業を伴うことなく自動的に順次始動する。
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【００２９】
　さらに、本発明では、個々のパッケージは、速やかに始動する。
　また、本発明では、パッケージの始動にかかわる制御の手順の簡略化が図られ、性能お
よび付加価値が向上する。
　したがって、これらの発明が適用された光伝送システムやネットワークでは、保守や運
用にかかわる作業の省力化と、パッケージの増設、差し替えおよび改修の過程における伝
送品質やサービス品質の低下の抑制とが図られ、かつ信頼性が総合的に高められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の第一および第二の実施形態を示す図である。
　図において、ＷＤＭ伝送装置１０-1、１０-2はそれぞれ全二重の光伝送路３１の一端と
他端とに接続され、これらのＷＤＭ伝送装置１０-1、１０-2には、それぞれクライアント
伝送装置３０Ｃ-11～３０Ｃ-1nと、クライアント伝送装置３０Ｃ-21～３０Ｃ-2nとが接続
される。
【００３１】
　ＷＤＭ伝送装置１０-1では、トランスポンダパッケージ（ＴＲＰＮ）１１-11～１１-1n
は、上述したクライアント伝送装置３０Ｃ-11～３０Ｃ-1nにそれぞれ拙速される。これら
のトランスポンダパッケージ１１-11～１１-1nの光出力は波長分割多重化部（ＭＵＸ）３
３-1の対応する入力に接続され、その波長分割多重化部３３の出力はポストパッケージ１
２-1を介して光伝送路３１の下りのリンクの一端に接続される。光伝送路３１の上りのリ
ンクの一端はＰＲＥパッケージ１３-1の光入力に接続され、そのＰＲＥパッケージ１３-1
の出力は波長分割逆多重化部（ＤＭＵＸ）３６-1の入力に接続される。波長分割逆多重化
部３６-1の第一ないし第ｎの出力は、トランスポンダパッケージ１１-11～１１-1nの光入
力に接続される。さらに、トランスポンダパッケージ１１-11～１１-1n、波長分割多重化
部３３-1、ポストパッケージ１２-1、ＰＲＥパッケージ１３-1および波長分割逆多重化部
３６-1の制御端子は、内部バス３７-1を介してプロセッサ１４-1のバス端子に接続される
。
【００３２】
　なお、ＷＤＭ伝送装置１０-2の構成については、ＷＤＭ伝送装置１０-1の構成と同じで
あるので、以下では、対応する要素に第一の添え文字として「２」が付加された同じ符号
を付与し、ここでは、その説明を省略する。
　また、以下では、　ＷＤＭ伝送装置１０-1、１０-2に共通の事項については、第一の添
え番号「１」、「２」の何れにも該当し得ることを意味する添え文字「Ｃ」がその第一の
添え番号として付加された符号を用いて記述する。
【００３３】
　さらに、以下では、トランスポンダパッケージ１１-C1～１１-Cnに共通の事項について
は、第二の添え番号「１」～「ｎ」の何れにも該当し得ることを意味する添え文字「ｃ」
がその第二の添え番号として付加された符号を用いて記述する。
［第一の実施形態］
　図２は、本発明の第一の実施形態の動作フローチャートである。
【００３４】
　図３は、本発明の第一の実施形態の動作を説明する図である。
　図４は、本発明の第一の実施形態の動作タイムチャートである。
　以下、図１～図４を参照して本発明の第一の実施形態の動作を説明する。
　本実施形態の特徴は後述する通りにプロセッサ１４-Cによって行われる処理の手順にあ
り、各部の基本的な動作については従来例と同じであるので、ここでは、その説明を省略
する。
【００３５】
　ポストパッケージ１２-Cは、トランスポンダパッケージ１１-C1～１１-Cnの何れかにか
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かわる既述の「波長数増減設定」の期間に論理値が「１」に設定され、その他の期間に論
理値が「０」に設定される「波長数増減フラグ」が格納される「波長数増減フラグレジス
タ」を図３に示すように有する。
　トランスポンダパッケージ１１-Cc は、内蔵された光モジュールの駆動が既述の「シャ
ットダウン解除コマンド」に応じて開始された時点から、その光モジュールによって所望
の波長およびレベルの光信号が定常的に出力される時点に至る「ウォーミングアップ期間
」に論理値が「１」に設定され、その「ウォーミングアップ期間」以外の期間に論理値が
「０」に設定される「待機フラグ」が格納される「待機フラグレジスタ」を図３に示すよ
うに有する。
【００３６】
　プロセッサ１４-Cの主記憶の所定の記憶領域には、ポストパッケージ１２-Cの「波長数
増減フラグレジスタ」と、トランスポンダパッケージ１１-C1～１１-Cnの全ての「待機フ
ラグレジスタ」との写しが格納される「状態レジスタ」を図３に示すように有する。
　なお、以下では、上述した「波長数増減フラグレジスタ」、「待機フラグレジスタ」お
よび「状態レジスタ」の何れも、不揮発性メモリの記憶領域に配置されると仮定する。
【００３７】
　プロセッサ１４-Cは、下記の第一または第二の監視処理の何れかを行うことによって、
ポストパッケージ１２-Cの「波長数増減フラグレジスタ」と、トランスポンダパッケージ
１１-C1 ～１１-Cn の全ての「待機フラグレジスタ」との写しを「状態レジスタ」に格納
する（図３(1)、(2))。
・　所定の周期（例えば、上述した「波長数増減フラグレジスタ」と「待機フラグレジス
タ」とが更新される最短のインターバルより短い周期）で、内部バス３７-1を介してポス
トパッケージ１２-Cの「波長数増減フラグレジスタ」と、トランスポンダパッケージ１１
-C1 ～１１-Cn の全ての「待機フラグレジスタ」と、を参照する第一の監視処理
・　トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn によって自立的に通知される「待機フ
ラグレジスタ」の更新値と、ポストパッケージ１２-Cによって同様に自立的に通知される
「波長数増減フラグレジスタ」との更新値を取得する第二の監視処理
　プロセッサ１４-Cは、このような監視処理に並行して、後述する「実装対応処理」を行
う。
【００３８】
　なお、以下では、トランスポンダパッケージ１１-C1～１１-Cnの内、例えば、トランス
ポンダパッケージ１１-C1が実装されず、かつそのトランスポンダパッケージ１１-C1以外
のトランスポンダパッケージ１１-C2～１１-Cnに併せて、ポストパッケージ１２-Cおよび
ＰＲＥパッケージ１３-Cが定常的に稼働している状態で、このトランスポンダパッケージ
１１-C1が新たに実装されたと仮定する。
【００３９】
　また、後述する実装対応処理の過程では、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-C
n に備えられた「待機フラグレジスタ」と、ポストパッケージ１２-Cに備えられた「波長
数増減フラグレジスタ」との内容は直接参照されず、上記の監視処理に基づいて更新され
た「状態レジスタ」の内容が参照される。
（プロセッサ１４-Cによって行われる実装対応処理の手順）
(1) 新たなトランスポンダパッケージが実装される度に操作者が与える「初期設定コマン
ド（該当するトランスポンダパッケージの識別子を含む。）」を順次待ち行列（図示され
ない。）に繋ぐ。
(2) この待ち行列に最先に繋がれた１つの「初期設定コマンド」を取得し（図２(1))、そ
の「初期設定コマンド」に含まれる識別子で示されるトランスポンダパッケージ１１-C1 
宛に、従来例と同様にそのトランスポンダパッケージ１１-C1 に始動を指令する（図２(2
))。
(3) 「状態レジスタ」に格納されている全ての「待機フラグレジスタ」と「波長数増減フ
ラグレジスタ」との写しの論理値を参照し、これらの論理値の何れかが「１」であるか否
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かの判別を行う（図２(3))。
(4) このような判別によって、上記の全ての「待機フラグレジスタ」と「波長数増減フラ
グレジスタ」との写しの論理値の何れかが「１」であることを識別し、かつ既述の待ち行
列に後続して繋がれた「初期設定コマンド」がある場合には、上記(2) 以降の処理（他の
トランスポンダパッケージの「初期設定コマンド」にかかわる。）を開始するが、反対に
この待ち行列に後続して繋がれた「初期設定コマンド」がない場合には、以下の処理を行
うことなく上記(3) の処理を反復する。
(5) また、上記の判別によって、全ての「待機フラグレジスタ」と「波長数増減フラグ」
ジスタ」との写しの論理値が何れも「０」であることを識別した場合には、該当するトラ
ンスポンダパッケージ１１-C1 宛に「シャットダウン解除コマンド」を（従来例において
操作者によって与えられた「シャットダウン解除コマンド」に代わる。）送出し（図２(4
))、かつポストパッケージ１２-CおよびＰＲＥパッケージ１３-C宛に、その旨を示すメッ
セージ（以下、「波長数増減設定要求」という。）送出する（図２(5))。
【００４０】
　トランスポンダパッケージ１１-C1 は、この「シャットダウン解除コマンド」に応じて
「待機フラグ」の論理値を「１」に更新し、かつ内蔵された光モジュールの駆動を開始す
ると共に、この光モジュールによって所定の波長λ１およびレベルの光信号（クライアン
ト伝送装置３０Ｃ-C1 によって与えられる信号で変調された光信号）の出力が開始された
時点で「待機フラグ」の論理値を再び「０」に設定する。
【００４１】
　ポストパッケージ１２-Cは、上記の「波長数増減設定要求」を識別すると、「波長数増
減フラグ」の論理値を「１」に設定し、かつ光伝送路３１の下り（上り）のリンクを介し
て接続された他のＷＤＭ伝送装置宛に、『波長域における既述の波長λ１（ここでは、「
波長数増減設定要求」に含まれる情報として識別されると仮定する。）の追加』を通知す
る。
【００４２】
　ＰＲＥパッケージ１２-Cは、この追加の通知に対する上記の他のＷＤＭ伝送装置の応答
（以下、「波長数増減応答」と称し、光伝送路の上り（下り）のリンクを介して受信され
ると仮定する。）をプロセッサ１４-Cに引き渡す。
　プロセッサ１４-Cはこのような「波長数増減応答」をポストパッケージ１２-C1 に転送
し（図２(6))、そのポストパッケージ１２-C1 はこの「波長数増減応答」を識別した時点
で、「波長数増減フラグ」の論理値を再び「０」に設定する。
【００４３】
　すなわち、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の何れについても、初期設定
は、操作者によって「初期設定コマンド」が入力された順に開始され（図４(1))、かつ並
行して個別に行われ得るが、その初期設定に後続して行われる光モジュールのウォーミン
グアップは、他のトランスポンダパッケージの何れにおいても同様のウォーミングアップ
が行われない期間に自動的に順次行われる（図４(2)、(3)、(4))。
【００４４】
　このように本実施形態によれば、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の特性
に大きなバラツキがある場合であっても、これらのトランスポンダパッケージ１１-C1 ～
１１-Cn の全てに対して、「シャットダウン解除コマンド」が遅れることなく、かつ人手
を介することなく発せられる。
　したがって、トランスポンダパッケージの増設に応じた波長数増減設定および定常的な
稼働の開始が安価に、かつ速やかに達成される。
【００４５】
　なお、本実施形態では、トランスポンダパッケージ１１-C1 が実装された後に「初期設
定コマンド」が操作者によって与えられている。
　しかし、このような「初期設定コマンド」は、例えば、活栓を介してトランスポンダパ
ッケージ１１-C1 が物理的に実装されたことがハードウエアによって検出されたときに、
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プロセッサ１４-Cによって自動的に生成されることによって、保守や運用にかかわる作業
の効率化と簡略化とがさらに図られてもよい。
【００４６】
　また、本実施形態では、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の「待機フラグ
」と、ポストパッケージ１２-Cの「波長増減設定フラグ」との全ての論理値の写し（「状
態レジスタ」に格納され。）が「０」となる時点まで、増設されたトランスポンダパッケ
ージに対して「シャットダウン解除コマンド」が発せられることが保留されている。
　しかし、本発明はこのような構成に限定されず、例えば、トランスポンダパッケージが
増設される最短のインターバルの長さと、トランスポンダパッケージによって行われるウ
ォーミングアップに要する時間との何れに対しても、上記の「波長増減設定フラグ」の論
理値が「１」となる期間の長さが十分に短い場合には、「シャットダウン解除コマンド」
は、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の全ての「待機フラグ」のみの論理値
の写し（「状態レジスタ」に格納される。）が「０」となった時点で発せられてもよい。
【００４７】
　さらに、本実施形態では、「初期設定コマンド」に含まれる情報の詳細が開示されてい
ない。
　しかし、このような「初期設定コマンド」に含まれる情報には、トランスポンダパッケ
ージ１１-C1 ～１１-Cn の始動および稼働の過程で参照され得る全ての情報（局情報等と
して予め与えられ、かつプロセッサ１４-Cの主記憶や外部記憶に格納される。）が含まれ
ることによって、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の増設や差し替えに対す
る迅速な応答が図られてもよい。
［第二の実施形態］
　図５は、本発明の第二の実施形態の動作フローチャートである。
【００４８】
　以下、図１を参照して本発明の第二の実施形態の動作を説明する。
　プロセッサ１４-Cは、既述の監視処理に並行して、後述する「非実装対応処理」を行う
。
　なお、以下では、トランスポンダパッケージ３２-C1～３２-Cnに併せて、ポストパッケ
ージ３４-CおよびＰＲＥパッケージ３５-Cが定常的に稼働している状態で、例えば、トラ
ンスポンダパッケージ３２-C1 が系構成から除かれたと仮定する。
【００４９】
　また、後述する非実装対応処理の過程では、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１
-Cn に備えられた「待機フラグレジスタ」と、ポストパッケージ１２-Cに備えられた「波
長数増減フラグレジスタ」との内容は直接参照されず、既述の監視処理に基づいて更新さ
れる「状態レジスタ」の内容が参照される。
（プロセッサ１４-Cによって行われる非実装対応処理の手順）
(1) 何らかのトランスポンダパッケージが系構成から除外される度に操作者が与える「非
実装コマンド（該当するトランスポンダパッケージの識別子を含む。）」を既述の待ち行
列（図示されない。）に順次繋ぐ。
(2) この待ち行列に最先に繋がれた１つのコマンドを取得し（図５(1))、そのコマンドが
「初期設定コマンド」に該当する場合には、既述の第一の実施形態と同様の手順に基づい
て「実装対応処理」を行う。
(3) しかし、このようにして取得されたコマンドが「非実装コマンド」に該当する場合に
は、その「非実装コマンド」に含まれる識別子で示されるトランスポンダパッケージ１１
-C1 宛に、そのトランスポンダパッケージ１１-C1 の停止を指令する（図５(2))。
(4) 「状態レジスタ」に格納されている全ての「待機フラグレジスタ」と「波長数増減フ
ラグレジスタ」との写しの論理値を参照し、これらの論理値の何れかが「１」であるか否
かの判別を行う（図５(3))。
(5) このような判別によって、上記の全ての「待機フラグレジスタ」と「波長数増減フラ
グレジスタ」との写しの論理値の何れかが「１」であることを識別し、かつ上記の待ち行
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列に後続して繋がれたコマンドが「非実装コマンド」に該当する場合には、上記(2) 以降
の処理（他のトランスポンダパッケージの「非実装コマンド」にかかわる処理）を開始す
るが、反対にこの待ち行列に後続して繋がれたコマンドが「非実装コマンド」でない場合
には、以下の処理を行うことなく上記(4) の処理を反復する。
(6) また、上記の判別によって、全ての「待機フラグレジスタ」と「波長数増減フラグ」
ジスタ」との写しの論理値が何れも「０」であることを識別した場合には、該当するトラ
ンスポンダパッケージ１１-C1 宛に「シャットダウン要求コマンド」を送出し（図５(4))
、かつポストパッケージ１２-CおよびＰＲＥパッケージ１３-C宛に、その旨を示すメッセ
ージ（以下、「波長数増減設定要求」という。）送出する（図５(5))。
【００５０】
　トランスポンダパッケージ１１-C1 は、この「シャットダウン要求コマンド」に応じて
「待機フラグ」の論理値を「１」に更新し、かつ内蔵された光モジュールの駆動を停止す
ると共に、この光モジュールによって出力される光信号のレベルが規定の下限値を下回っ
た時点で「待機フラグ」の論理値を再び「０」に設定する。
　ポストパッケージ１２-Cは、上記の「波長数増減設定要求」を識別すると、「波長数増
減フラグ」の論理値を「１」に設定し、かつ光伝送路３１の下り（上り）のリンクを介し
て接続された他のＷＤＭ伝送装置宛に、『波長域における既述の波長λ１（ここでは、「
波長数増減設定要求」に含まれる情報として識別されると仮定する。）の削除』を通知す
る。
【００５１】
　ＰＲＥパッケージ１２-Cは、この削除の通知に対する上述した他のＷＤＭ伝送装置の応
答（以下、「波長数増減応答」と称し、光伝送路の上り（下り）のリンクを介して受信さ
れると仮定する。）をプロセッサ１４-Cに引き渡す。
　プロセッサ１４-Cはこのような「波長数増減応答」をポストパッケージ１２-C1 に転送
し（図５(6))、そのポストパッケージ１２-C1 はその「波長数増減応答」を識別した時点
で、「波長数増減フラグ」の論理値を再び「０」に設定する。
【００５２】
　すなわち、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の何れについても、動作の停
止は、操作者によって「非実装コマンド」が入力された順に開始され、かつ並行して個別
に行われ得るが、その動作の停止の過程における光モジュールの駆動の停止は、他のトラ
ンスポンダパッケージの何れにおいても同様の駆動の停止が行われない期間に自動的に順
次行われる。
【００５３】
　このように本実施形態によれば、トランスポンダパッケージ１１-C1 ～１１-Cn の特性
に大きなバラツキがある場合であっても、これらのトランスポンダパッケージ１１-C1 ～
１１-Cn の全てに対して、「シャットダウン要求コマンド」が遅れることなく、かつ人手
を介することなく発せられる。
　したがって、トランスポンダパッケージの非実装や差し替えに応じた波長数増減設定と
、該当するトランスポンダパッケージの定常的な稼働の停止とが安価に、かつ速やかに達
成される。
【００５４】
　なお、本実施形態では、既述の非実装対応処理は、トランスポンダパッケージ１１-C1 
が物理的に実装されたままで系構成から除外された場合に行われている。
　しかし、このような非実装対応処理は、例えば、トランスポンダパッケージ１１-C1 が
物理的に非実装となったために系構成から除外される場合にも、下記の通りに構成される
ことによって同様に実現可能である。
・　物理的に非実装となったトランスポンダパッケージの「待機フラグ」の論理値は、ハ
ードウエアによって擬似的に「０」に設定され、あるいは「非実装となったトランスポン
ダパッケージに対応する２値情報として与えられるマスクパターン」との論理積としてプ
ロセッサ１４-Cによって「０」に読み替えられる。
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・　物理的に非実装となったトランスポンダパッケージに対する「非実装コマンド」およ
び「シャットダウン要求コマンド」の引き渡しがプロセッサ１４-Cによって省略され、あ
るいはこれらの「非実装コマンド」および「シャットダウン要求コマンド」がハードウエ
アによって無効化される。
【００５５】
　なお、上述した各実施形態では、既述のウォーミングアップの対象となる光モジュール
がトランスポンダパッケージ１１-Cc に内蔵されている。
　しかし、このような光モジュールは、例えば、トランスポンダパッケージ１１-Cc では
なく、波長分割多重化部３３-Cに備えられてもよい。
　さらに、このような光モジュールのウォーミングアップの期間を示す情報が光伝送路３
１に代わるメタリックな伝送路を介して引き渡される場合には、そのメタリックな伝送路
を介して対向する他の伝送装置に光モジュールが備えられてもよい。
【００５６】
　また、上述した各実施形態では、「待機フラグ」の論理値は、既述の「シャットダウン
解除コマンド」に応じてトランスポンダパッケージ１１-Cc によって「１」に設定されて
いる。
　しかし、このような「待機フラグ」の論理値は、例えば、そのトランスポンダパッケー
ジ１１-Cc において行われる「初期設定」に要する時間が「ウォーミングアップ」に要す
る時間に比べて十分に短く、あるいは「ウォーミングアップ」の直前に「初期設定」が行
われることに起因する始動の遅れが許容される場合には、既述の「初期設定コマンド」が
与えられた時点で「１」に設定されてもよい。
【００５７】
　さらに、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲におい
て多様な形態による実施形態が可能であり、かつ構成装置の一部もしくは全てに如何なる
改良が施されてもよい。
　以下、上述した各実施形態に開示された技術を階層的・多面的に整理し、付記項として
列記する。
（付記１）　波長分割多重光信号に波長分割多重化される個々の光信号を生成する光モジ
ュールの稼働状態を監視する監視手段と、
　前記監視手段によって監視された稼働状態の何れかが定常状態でない期間に、前記波長
分割多重光信号にさらに波長分割多重化される光信号を生成するパッケージによる光信号
の出力を規制し、かつ前記期間が経過する度に、これらのパッケージの内、１つのパッケ
ージによる光信号の出力の規制を解除する制御手段と
　を備えたことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
（付記２）　波長分割多重光信号に波長分割多重化される個々の光信号を生成する光モジ
ュールの稼働状態を監視する監視手段と、
　前記監視手段によって監視された稼働状態の何れかが定常状態でない期間に、前記波長
多重光信号にさらに波長分割多重化される光信号を生成する光モジュールを駆動するパッ
ケージによる光モジュールの駆動を規制し、かつ前記期間が経過する度に、これらのパッ
ケージの内、１つのパッケージによる光モジュールの駆動の規制を解除する制御手段と
　を備えたことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
（付記３）　付記１または付記２に記載のパッケージ始動制御装置において、
　前記監視手段は、
　前記波長分割多重光信号を光伝送路に送出する送信手段の稼働状態を監視する
　ことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
（付記４）　付記３に記載のパッケージ始動制御装置において、
　前記監視手段は、
　稼働状況が監視される光モジュールの内、非実装となり、あるいは系構成から除外され
た特定の光モジュールを検出し、
　前記制御手段は、
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　前記監視手段によって前記特定の光モジュールが検出されたときに、前記送信手段の稼
働状況が定常状態となる時点まで前記規制の解除を保留する
　ことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
（付記５）　付記１ないし付記４の何れか１項に記載のパッケージ始動制御装置において
、
　前記波長分割多重化される光信号の生成または出力を伴わない初期化処理が前記規制の
対象から除外された
　ことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
（付記６）　付記１ないし付記５の何れか１項に記載のパッケージ始動制御装置において
、
　前記パッケージの始動に個別に適用される情報が予め格納された記憶手段を備え、
　前記制御手段は、
　前記規制、または前記規制の解除の対象となる特定のパッケージに対応して前記記憶手
段に格納されている情報を前記特定のパッケージに与える
　を備えたことを特徴とするパッケージ始動制御装置。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の第一および第二の実施形態を示す図である。
【図２】本発明の第一の実施形態の動作フローチャートである。
【図３】本発明の第一の実施形態の動作を説明する図である。
【図４】本発明の第一の実施形態の動作タイムチャートである。
【図５】本発明の第二の実施形態の動作フローチャートである。
【図６】波長分割多重伝送方式が適用された光伝送系の構成の一例を示す図である。
【図７】従来の光伝送系の動作を説明する図である。
【符号の説明】
【００５９】
１０，３０　ＷＤＭ伝送装置
１１，３２　トランスポンダパッケージ（ＴＲＰＮ）
１２，３４　ポストパッケージ（ＰＳＴ）
１３，３５　ＰＲＥパッケージ（ＰＲＥ）
１４，３８　プロセッサ（ＣＰＵ）
３０Ｃ　クライアント伝送装置
３１　光伝送路
３３　波長分割多重化部（ＭＵＸ）
３６　波長分割逆多重化部（ＤＭＵＸ）
３７　内部バス
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