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(57)【要約】
【課題】　通信事業者回線と自営網回線とを中継する際
に、通信事業者回線での通信障害を受信した場合、自局
の自営網回線だけでなく、対向局の自営網回線にもアラ
ームを転送することができる多重化装置等を提供する。
【解決手段】　多重化装置は、前記第１のインタフェー
ス手段に設けられ、前記通信事業者回線から回線障害を
示す信号を受信すると、アラーム情報を出力する監視手
段と、前記第１のインタフェース手段に設けられ、固定
パターン情報を発生する固定パターン発生手段と、前記
伝送信号の伝送路と別に設けられたアラーム情報用通信
路を通じて、前記監視手段から前記アラーム情報を受け
取り、該アラーム情報を前記第２のインタフェース手段
に転送し、前記固定パターン発生手段に対して前記固定
パターン情報を発生するように制御すると共に該固定パ
ターン情報を前記通信事業者回線に送出するように制御
する制御手段とを備える。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信事業者回線と自営網回線とに接続され、前記通信事業者回線に接続された第１のイ
ンタフェース手段と、前記自営網回線に接続された第２のインタフェース手段との間でイ
ンタフェース変換を行って、前記通信事業者回線からの伝送信号を前記自営網回線へ伝送
する多重化装置であって、
　前記第１のインタフェース手段に設けられ、前記通信事業者回線から回線障害を示す信
号を受信すると、アラーム情報を出力する監視手段と、
　前記第１のインタフェース手段に設けられ、固定パターン情報を発生する固定パターン
発生手段と、
　前記伝送信号の伝送路と別に設けられたアラーム情報用通信路を通じて、前記監視手段
から前記アラーム情報を受け取り、該アラーム情報を前記第２のインタフェース手段に転
送し、前記固定パターン発生手段に対して前記固定パターン情報を発生するように制御す
ると共に該固定パターン情報を前記通信事業者回線に送出するように制御する制御手段と
　を備えた多重化装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記伝送信号の伝送路と別に設けられたアラーム情報用通信路を通じて、前記監視手段
から前記アラーム情報を受け取り、該アラーム情報を前記第２のインタフェース手段に転
送するアラーム情報転送手段と、
　前記アラーム情報転送手段から前記アラーム情報を受け取り、前記固定パターン発生手
段に対して、前記固定パターン情報を発生するように制御すると共に、該発生された固定
パターン情報を前記通信事業者回線に送出するように制御する固定パターン制御手段と
　を備えた請求項１記載の多重化装置。
【請求項３】
　前記第１のインタフェース手段に設けられ、前記固定パターン制御手段に制御に基づい
て、前記通信事業者回線への送信信号を止めて、前記固定パターン情報を送出する送出信
号切替手段
　をさらに備えた請求項２記載の多重化装置。
【請求項４】
　前記第１のインタフェース手段に設けられ、前記通信事業者回線から受信した受信信号
を識別すると共に、識別した情報を前記固定パターン制御手段に通知する固定パターン識
別手段をさらに備え、
　前記固定パターン制御手段は、前記固定パターン識別手段から第１の固定パターン情報
を識別したことを受け取ると、前記固定パターン発生手段に対して前記第１の固定パター
ン情報とは異なる第２の固定パターン情報を発生するように制御すると共に該第２の固定
パターン情報を前記通信事業者回線に送出するように制御し、
　前記監視手段は、前記通信事業者回線から前記第１の固定パターン情報を受信すると、
前記アラーム情報を出力する
　請求項３記載の多重化装置。
【請求項５】
　前記固定パターン制御手段は、前記第２の固定パターン情報を前記通信事業者回線に送
出している間に、前記固定パターン識別手段から前記第２の固定パターン情報を識別した
ことを受け取ると、前記回線障害の復旧を検知する
　請求項４記載の多重化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多重化装置に関し、特に通信事業者回線と自営網回線との間に配置される多
重化装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　多重化装置は、各チャンネルからの信号を多重化し、伝送路インタフェースのフレーマ
ーでフレームを付加して伝送路に送出する。また、多重化装置は、伝送路から受信した信
号について、伝送路インタフェースのフレーマーでフレームを外し、各チャンネルに分離
する。
【０００３】
　通信事業者回線と自営網回線とを中継接続する場合には、例えば、通信事業者回線の伝
送路インタフェースを有する多重化装置と、自営網回線の伝送路インタフェースを有する
多重化装置とを、各チャンネルを挟んで相対向させて接続してインタフェース変換を行う
。
【０００４】
　図８は、特許文献１に記載される多重化装置１の構成を示すブロック図である。図８に
示すように、この多重化装置１は、通信事業者回線（「ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｉ．４３１ａ」
に準拠等）に接続するＩ．４３１ａインタフェース部２０と、自営網回線（「ＩＴＶ－Ｔ
Ｇ．７０３」に準拠等）に接続するＧ．７０３インタフェース部４０とを備える。Ｉ．４
３１ａインタフェース部２０は、Ｉ．４３１ａフレーマー２１、クロック受信部２２およ
びアラーム監視部２３を備える。Ｇ．７０３インタフェース部４０は、Ｇ．７０３フレー
マー４１、クロック変換部４２およびアラーム制御部４３を備える。
【０００５】
　多重化装置１は、また、Ｉ．４３１ａインタフェース部２０とＧ．７０３インタフェー
ス部４０とを接続して、チャンネルの組み換えなどを行うクロスコネクト部３０と、アラ
ーム監視部２３からアラーム情報を受信すると、アラーム制御部４３にアラーム情報を転
送するアラーム情報転送部５０とを備える。
【０００６】
　多重化装置１では、通信事業者回線に通信異常が発生すると、Ｉ．４３１ａインタフェ
ース部２０のアラーム監視部２３が、アラームを検知してアラーム情報転送部５０にアラ
ーム情報を通知する。アラーム情報転送部５０は、Ｇ．７０３インタフェース部４０のア
ラーム制御部４３に、アラーム情報を転送する。アラーム制御部４３は、アラーム情報の
転送を受けると、Ｇ．７０３フレーマー４１に出力信号を閉塞するように制御する。
【０００７】
　特許文献２には、障害の発生から障害回避処理の完了までにかかる時間を短縮する伝送
システムが開示されている。この伝送システムは、通信異常またはＡＩＳ（Ａｌａｒｍ　
Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）警報により障害を検知すると、対向装置へ伝送さ
れるコンテナに所定の表示を付加することで、回線障害を通知する機能を有している。
【０００８】
　特許文献３には、ＳＯＮＥＴ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）規格やＩＴＵＴ－Ｔ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａ
ｔｉｏｎ　Ｓｅｃｔｏｒ）規格に準拠した多重化伝送装置において、回線未使用時に挿入
するアイドルパターンに関して、それをサポートする大容量のアイドルパターン生成回路
の回路規模を抑制する技術が開示されている。
【０００９】
　特許文献４には、ＡＩＳ信号を受信した装置が障害の種別まで識別して保守を簡単にす
るデータ通信方式が開示されている。このデータ通信方式では、受信障害を検知して配下
の受信側装置にＡＩＳ信号を転送する際にＡＩＳ信号に障害種別を示す情報を付加してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
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【特許文献１】特開２００７－３１８６０３号公報
【特許文献２】特開２００４－３６３９０８号公報
【特許文献３】特開２００２－３６８７１０号公報
【特許文献４】特開平０６－１０４９５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　特許文献１に示したような通信事業者回線と自営網回線とを中継する多重化装置では、
通信事業者回線に通信異常が発生した場合、上述のように、自局の自営網回線に対しては
アラーム情報を転送するが、対向局に対してはアラーム情報の転送を行う機能を有してい
ない。このため、対向局では正常通信のままの片方向通信の状態となる。
【００１２】
　ＴＤＭ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）通信の場合は、回
線障害が発生して正常通信のまま方向通信になった場合でもアラーム転送により両局とも
すぐに障害を検知できるので、この動作での運用に問題はない。一方で、ＩＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信の場合は回線が完全に切れた状態（リンクダウン）で
あればすぐに回線障害を検知できるが、片方が正常通信の場合はＩＰ機器のヘルスチェッ
クにより回線障害を検知するので、障害の判断に時間がかかってしまう。このため、回線
迂回等の動作に時間を要するという課題がある。
【００１３】
　また、自営網回線で用いられるＧ．７０３通信方式は、回線障害を検知した場合に対向
局に通知する機能を備えているが、通信事業者回線で用いられているＩ．４３１ａ通信方
式は、対向局に回線障害を通知する機能がない。したがって、システムにおいて障害箇所
の特定が十分にできないという課題がある。
【００１４】
　特許文献２に記載の情報処理装置では、回線障害の通知は、ＳＤＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎ
ｏｕｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｈｉｅｒａｒｃｈｙ）等の統一した通信方式内でしか使えない
。したがって、通信事業者回線を経由して対向の自営網回線にある対向局にアラーム情報
を転送することはできない。
【００１５】
　また、特許文献３および特許文献４にも、通信事業者回線を経由して対向の自営網回線
にある対向局にアラーム情報を転送する技術は開示されていない。
【００１６】
　本願発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、通信事業者回線と自営網回線とを
中継する際に、通信事業者回線での通信障害を受信した場合、自局の自営網回線だけでな
く、対向局の自営網回線にもアラームを転送することが可能な多重化装置等を提供するこ
とを主要な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の第１の多重化装置は、通信事業者回線と自営網回線とに接続され、前記通信事
業者回線に接続された第１のインタフェース手段と、前記自営網回線に接続された第２の
インタフェース手段との間でインタフェース変換を行って、前記通信事業者回線からの伝
送信号を前記自営網回線へ伝送する多重化装置であって、前記第１のインタフェース手段
に設けられ、前記通信事業者回線から回線障害を示す信号を受信すると、アラーム情報を
出力する監視手段と、前記第１のインタフェース手段に設けられ、固定パターン情報を発
生する固定パターン発生手段と、前記伝送信号の伝送路と別に設けられたアラーム情報用
通信路を通じて、前記監視手段から前記アラーム情報を受け取り、該アラーム情報を前記
第２のインタフェース手段に転送し、前記固定パターン発生手段に対して、前記固定パタ
ーン情報を発生するように制御すると共に該固定パターン情報を前記通信事業者回線に送
出するように制御する制御手段とを備える。
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【発明の効果】
【００１８】
　本願発明によれば、多重化装置により、通信事業者回線と自営網回線とを中継する際に
、通信事業者回線での通信障害を受信した場合、自局の自営網回線だけでなく、対向局の
自営網回線にもアラームを転送することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る多重化装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る多重化装置により通信事業者回線と自営網回線と
を中継する場合の構成を例示する図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る多重化装置のＩ．４３１ａインタフェース部の動
作遷移を説明する図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る多重化装置のＩ．４３１ａインタフェース部の送
信信号と受信信号の組み合わせに応じた動作を示すマトリックスである。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る多重化装置の正常通信時および通信事業者回線の
回線障害時の動作を説明するシーケンス図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る多重化装置の通信事業者回線障害の復旧時の動作
を説明するシーケンス図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る多重化装置の構成を示すブロック図である。
【図８】多重化装置の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、各図面及び明
細書記載の各実施形態において、同様の構成要素には同一の符号を付与し、説明を適宜省
略する。また、図面中の矢印の方向は、一例を示すものであり、本発明の実施形態を限定
するものではない。
【００２１】
　第１の実施形態
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る多重化装置１００の構成を示すブロック図であ
る。図１に示すように、多重化装置１００は、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０、ク
ロスコネクト部１２０、Ｇ．７０３インタフェース部１３０、アラーム情報転送部１４０
および固定パターン制御部１５０を備える。
【００２２】
　Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、クロック受信部１１１、Ｉ．４３１ａフレー
マー１１２、アラーム監視部１１３、受信固定パターン識別部１１４、固定パターン発生
部１１５および送信信号切替部１１６を備える。
【００２３】
　Ｇ．７０３インタフェース部１３０は、クロック変換部１３１、Ｇ．７０３フレーマー
１３２およびアラーム制御部１３３を備える。
【００２４】
　図２は、多重化装置１００により通信事業者回線と自営網回線とを中継する場合の構成
を例示する図である。図２は、それぞれが自営網回線３Ａ、３Ｂを有するＡ局、Ｂ局間を
、通信事業者回線２で接続した構成を示す。この構成において、Ａ局、Ｂ局にそれぞれ多
重化装置１００Ａ、１００Ｂを配置し、通信事業者回線２と自営網回線３Ａ、３Ｂとのイ
ンタフェース変換を行うことにより、回線間の中継を実現する。なお、図２および以下の
説明において、多重化装置１００Ａ、１００Ｂは、図１に示した多重化装置１００と同一
の構成を有し、「多重化装置１００Ａ」、「多重化装置１００Ｂ」を、単に「多重化装置
１００」とも表記する。
【００２５】
　例えばＢ局に配置された多重化装置１００Ｂの構成について、図１を参照して説明する
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。まず、多重化装置１００のＩ．４３１ａインタフェース部１１０の各構成要素の概略に
ついて説明する。
【００２６】
　Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０が備えるＩ．４３１ａフレーマー１１２は、通信
事業者回線２から入出力信号４を受け取る。クロック受信部１１１は、Ｉ．４３１ａフレ
ーマー１１２で受信した信号からクロックを抽出して内部クロックとする。アラーム監視
部１１３は、Ｉ．４３１ａフレーマー１１２において回線障害が検知された場合にアラー
ム信号を発すると共に、アラーム情報をアラーム情報転送部１４０に転送する。
【００２７】
　受信固定パターン識別部１１４は、Ｉ．４３１ａフレーマー１１２から受信信号６を受
け取ると共に識別し、受信信号６が所定の固定パターンである場合、そのパターンにした
がって固定パターン情報信号７を固定パターン制御部１５０に通知する。
【００２８】
　固定パターン制御部１５０は、受信固定パターン識別部１１４からの固定パターン情報
信号７またはアラーム情報転送部１４０からのアラーム情報信号８（詳細は後述する）に
応じて、固定パターン発生部１１５に対して、送信固定パターン信号９を発生するように
制御する。
【００２９】
　固定パターン制御部１５０は、また、送信信号切替部制御信号１０によって、送信信号
切替部１１６を切り替えることにより、通信事業者回線２への送信信号を止めると共に、
送信固定パターン信号９を通信事業者回線２に送出するように制御する。
【００３０】
　固定パターン発生部１１５は、固定パターン制御部１５０による上記制御に基づいて、
送信信号切替部１１６に対して送信固定パターン信号９を送出する。
【００３１】
　続いて、Ｇ．７０３インタフェース部１３０の各構成要素の概略について説明する。
【００３２】
　Ｇ．７０３インタフェース部１３０のＧ．７０３フレーマー１３２は、自営網回線３Ｂ
からの入出力信号５を受け取る。クロック変換部１３１は、自営網回線３Ｂへの出力信号
を内部クロックに同期させる。アラーム制御部１３３は、アラーム情報転送部１４０から
アラーム情報の転送を受けると自営網回線３Ｂに対する出力を閉塞するように制御する。
【００３３】
　クロスコネクト部１２０は、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０とＧ．７０３インタ
フェース部１３０とを接続し、チャンネルの組み換えなどを行う。
【００３４】
　アラーム情報転送部１４０は、アラーム監視部１１３から転送されたアラーム情報を、
Ｇ．７０３インタフェース部１３０に転送する。アラーム制御部１３３は、アラーム情報
転送部１４０からアラーム情報を受けると、上述のように、自営網回線３Ｂに対する出力
を停止させる。アラーム情報転送部１４０は、また、アラーム監視部１１３からのアラー
ム情報に応じて、アラーム情報信号８を固定パターン制御部１５０に通知する。この通知
に応じて、固定パターン制御部１５０は、通信事業者回線２の障害を対向局に通知するよ
うに制御する（詳細は後述する）。
【００３５】
　図１に示した多重化装置１００は、図８に示した多重化装置１に、受信固定パターン識
別部１１４、固定パターン発生部１１５、送信信号切替部１１６および固定パターン制御
部１５０をさらに加えた構成を有する。
【００３６】
　次に、正常通信の際および通信事業者回線２において回線障害が発生した際の多重化装
置１００の動作について説明する。
【００３７】
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　図３は、多重化装置１００Ａと多重化装置１００Ｂの各Ｉ．４３１ａインタフェース部
１１０における相互通信時の動作遷移を説明する図である。図３を参照して、Ｉ．４３１
ａインタフェース部１１０の動作遷移について説明する。なお、以下の説明における固定
パターンＡ信号および固定パターンＢ信号は、通信事業者回線２で通常通信されている信
号と区別できる信号であり、図１に示す送信固定パターン信号９として送信信号切替部１
１６に送出される。固定パターンＡ信号は、回線障害を検知した際に対向局に返信する信
号であり、固定パターンＢ信号は、固定パターンＡ信号または固定パターンＢ信号を受信
した際に対向局に返信する信号である。
【００３８】
　通常の運用では、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、正常通信を行う（動作２１
０）。Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、常時、Ｉ．４３１ａフレーマー１１２に
おいて受信信号を確認しており（動作２１１）、受信信号に変化がない場合は、そのまま
確認を続ける（動作２１１において「正常通信」と判断される）。
【００３９】
　ここで、通信事業者回線２において回線障害が発生し、その回線障害を多重化装置１０
０Ａが受信したと仮定する。この場合、多重化装置１００Ａは、自営網回線３Ａに回線障
害を通知すると共に、対向局（Ｂ局）にも回線障害を通知する。
【００４０】
　Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、動作２１１において、異常信号を受信した場
合（動作２１１において「異常信号受信」と判断された場合）、送信信号切替部１１６を
切り替えると共に、固定パターンＡ信号を返信する（動作２１２）。
【００４１】
　Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、固定パターンＡ信号を返信した状態で、受信
信号を確認する（動作２１３）。Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、動作２１３に
おいて異常信号を受信している間（動作２１３において「異常信号受信」と判断された場
合）、固定パターンＡを返信する。
【００４２】
　Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、固定パターンＡ信号を受信した場合（動作２
１３において「固定パターンＡ受信」と判断された場合）、対向局に固定パターンＢ信号
を返信する（動作２１４）。この場合、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、引き続
き受信信号の確認を行い（動作２１５）、固定パターンＡ信号を受信している間（動作２
１５において「固定パターンＡ受信」と判断された場合）は、固定パターンＢ信号の返信
を続ける。なお、動作２１２において固定パターンＡを返信中に固定パターンＡを受信す
るケースは、例えば、Ｂ局からＡ局への通信障害が発生し、後にその障害が復旧するのと
同時またはほぼ同時にＡ局からＢ局への通信障害が発生した場合等に起こりうる。
【００４３】
　一方、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、動作２１３において固定パターンＢ信
号を受信した場合、回線が復旧したと判断して固定パターンＢ信号を返信する（動作２１
６）。そして、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、一定時間経過後に、送信信号切
替部１１６を切り戻すことにより、正常通信に戻る（動作２１０）。
【００４４】
　ここで、動作２１１において、固定パターンＡ信号を受信した場合、Ｉ．４３１ａイン
タフェース部１１０は、以下のように動作する。すなわち、Ｉ．４３１ａインタフェース
部１１０は、固定パターンＡ信号を受信した場合、対向局で回線障害が検出されたと判断
し、固定パターンＢ信号を返信する（動作２１７）。
【００４５】
　Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、引き続き受信信号の確認を行い、固定パター
ンＡ信号を受信している間（動作２１８において「固定パターンＡ受信」と判断された場
合）は、固定パターンＢ信号の返信を続ける。一方、動作２１８において固定パターンＢ
信号の受信が検出されると、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、回線が復旧したと
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判断して送信信号切替部１１６を切り戻すことにより、正常通信に戻る（動作２１０）。
【００４６】
　図４は、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０の送信信号と受信信号の組み合わせに応
じた動作を示すマトリックス図である。誤動作を防ぐため、回線障害（異常通信）状態か
ら正常通信に戻るのは、必ず固定パターンＢ信号を、送信または受信した際とする。なお
、Ａ局およびＢ局間では、通信回線が不安定で回線障害の発生と復旧が繰り返し生じるケ
ースや、Ａ局とＢ局間での障害の発生および復旧が別々に生じるケース等も想定され、図
４には、それらの際の動作も含まれる。
【００４７】
　図５は、正常通信時、および通信事業者回線２の回線障害時（Ａ局において受信障害の
発生時）の多重化装置１００Ａおよび多重化装置１００Ｂの動作を説明するシーケンス図
である。図５および図１に示す構成を参照して、多重化装置１００Ａ、１００Ｂの動作に
ついて説明する。また、図５に示す処理が図３に示した動作のいずれに相当するかについ
ても説明する。なお、図５において、同一の処理には同一符号を付し、その符号が付され
た処理が引き続き行われていることを示す。
【００４８】
　通常の運用では、多重化装置１００Ａ、１００Ｂは、ともに、正常信号の送受信を行う
（Ｓ３０１）（図３の動作２１０に相当）。
【００４９】
　続いて、図５の障害ａで示すように、通信事業者回線２において回線障害が発生した（
Ａ局の多重化装置１００Ａで受信障害が発生した）と仮定する。このとき、多重化装置１
００Ｂは、正常信号の送受信を継続するが（Ｓ３０２）、多重化装置１００Ａは、Ｉ．４
３１ａインタフェース部１１０のＩ．４３１ａフレーマー１１２において受信信号の異常
を検知する（Ｓ３０３）。
【００５０】
　このとき、アラーム監視部１１３は、自営網回線３Ａにアラーム情報を転送する（Ｓ３
０４）。すなわち、アラーム監視部１１３は、アラーム信号を発すると共に、アラーム情
報転送部１４０にアラーム情報を転送する。アラーム情報転送部１４０は、アラーム情報
をアラーム制御部１３３に転送すると共に、固定パターン制御部１５０にアラーム情報信
号８を通知する。なお、アラーム情報転送部１４０は、上述の通り、アラーム制御部１３
３を介して、Ｇ．７０３フレーマー１３２に自営網回線３Ａへの出力信号を閉塞するよう
に制御する。
【００５１】
　固定パターン制御部１５０は、アラーム情報信号８に応じて、送信信号を止めてＢ局に
固定パターンＡ信号を送信するように制御する（Ｓ３０５）。すなわち、固定パターン制
御部１５０は、固定パターン発生部１１５に対して、固定パターンＡ信号を発生すると共
に、それを送信固定パターン信号９として送信信号切替部１１６に送るように制御する。
固定パターン制御部１５０は、また、送信信号切替部１１６を切り替えることにより、送
信信号を止めて送信固定パターン信号９を通信事業者回線２に送出する。これにより、Ｂ
局に回線障害が通知される（図５において信号ｂで示す）。
【００５２】
　続いて、Ｂ局の多重化装置１００Ｂは、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０のＩ．４
３１ａフレーマー１１２において、Ａ局からの固定パターンＡ信号（信号ｂ）の受信を検
知する（Ｓ３０７）（図３の動作２１１において「固定パターンＡ受信」と判断された場
合に相当）。
【００５３】
　上記検知に応じて、アラーム監視部１１３は、多重化装置１００Ａのアラーム監視部１
１３と同様に、アラーム信号を発すると共に、アラーム情報転送部１４０にアラーム情報
を転送する。これにより、自営網回線３Ｂにアラーム情報が転送され（Ｓ３０８）、自営
網回線３Ｂへの信号の伝送は停止される。つまり、Ａ局およびＢ局間の通信において、両
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方向とも回線断（リンクダウン状態）となる。
【００５４】
　上記動作により、Ａ局の多重化装置１００Ａにおいて通信事業者回線２の回線障害が検
出された際、その障害をＢ局に通知するので、両方向とも回線断にでき、回線障害を迅速
に検出できる。
【００５５】
　続いて、Ｂ局の多重化装置１００ＢのＩ．４３１ａインタフェース部１１０は、固定パ
ターンＢ信号を返信する（Ｓ３０９）。この処理は、多重化装置１００Ａおよび多重化装
置１００Ｂにおいて、障害復旧を検知するための処理である。具体的には、Ｉ．４３１ａ
フレーマー１１２は、Ｓ３０７において受信した固定パターンＡ信号を、受信信号６とし
て受信固定パターン識別部１１４に送出する。受信固定パターン識別部１１４は、受信信
号６のパターンを識別し、受信信号６が固定パターンＡ信号であることを検出すると、固
定パターン制御部１５０に対して、受信信号６がパターンＡ信号であることを含む固定パ
ターン情報信号７を送出する。
【００５６】
　固定パターン制御部１５０は、固定パターン情報信号７に応じて、固定パターン発生部
１１５に対して、固定パターンＢ信号を発生すると共に、それを送信固定パターン信号９
として送信信号切替部１１６に送出するように制御する。固定パターン制御部１５０は、
また、送信信号切替部１１６を切り替えることにより、送信信号を止めて送信固定パター
ン信号９を通信事業者回線２に送出する（図５において信号ｃで示す）（図３の動作２１
７に相当）。
【００５７】
　多重化装置１００Ａは、通信事業者回線２の障害が復旧するまで（図３の動作２１３に
おいて「異常信号受信」に相当）、処理Ｓ３０５を繰り返す。また、多重化装置１００Ｂ
は、通信事業者回線２の障害が復旧するまで（図３の動作２１８において「固定パターン
Ａ受信」に相当）、処理Ｓ３０９を繰り返す。
【００５８】
　続いて、図６を参照して、通信事業者回線２の回線障害が復旧した（Ａ局の多重化装置
１００Ａでの受信障害が復旧した）際の多重化装置１００Ａおよび多重化装置１００Ｂの
動作について説明する。なお、図６において図５と同一符号が付された処理は、図５に示
した処理と同一である。また、図６において、同一の処理には同一符号を付し、その符号
が付された処理が引き続き行われていることを示す。
【００５９】
　回線障害が復旧すると、図５のＳ３０９で送信していた固定パターンＢ信号が、図６の
信号ｄで示すように、多重化装置１００Ａに到達する。多重化装置１００Ａは、固定パタ
ーンＢ信号を受信する（Ｓ３１０）（図３の動作２１３における「固定パターンＢ受信」
に相当）。多重化装置１００ＡのＩ．４３１ａインタフェース部１１０の固定パターン制
御部１５０は、回線復旧を検知する（Ｓ３１１）。
【００６０】
　そして、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、固定パターンＡ信号を止めて固定パ
ターンＢ信号を送信する（Ｓ３１２）（図３の動作２１６に相当）。この固定パターンＢ
信号は、図６の信号ｅで示すように、Ａ局からＢ局へ回線復旧を知らせる通知である。
【００６１】
　多重化装置１００ＢのＩ．４３１ａインタフェース部１１０は、Ｉ．４３１ａフレーマ
ー１１２において固定パターンＢ信号を受信し、受信固定パターン識別部１１４において
それを識別する（Ｓ３１３）（図３の動作２１８において「固定パターンＢ受信」に相当
）。このとき、Ｉ．４３１ａインタフェース部１１０は、回線が復旧したと判断する（Ｓ
３１４）。そして、多重化装置１００Ｂは、一定時間後に正常通信へ移行する（Ｓ３１５
）（図３の動作２１８において「固定パターンＢ受信」と判断した後の動作２１０への遷
移に相当）。
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【００６２】
　多重化装置１００Ａは、固定パターンＢ信号を送信して、一定時間後に正常通信に移行
する（Ｓ３１６）（図３の動作Ｓ２１６の一定時間後の動作２１０への遷移に相当）。
【００６３】
　以上のように、本第１の実施形態によれば、多重化装置１００ＡのＩ．４３１ａインタ
フェース部１１０は、通信事業者回線２からの受信障害を検出すると、自営網回線３Ａへ
のアラームの通知とともに、異常信号に対して固定パターン制御部１５０の制御により、
対向局（Ｂ局）に固定パターンＡ信号を返信する。Ｂ局の多重化装置１００Ｂは、固定パ
ターンＡ信号を受けると、自営網回線３Ｂに対する出力を停止させる。
【００６４】
　上記構成を採用することにより、本第１の実施形態によれば、多重化装置１００は、通
信事業者回線と自営網回線とを中継する際に、通信事業者回線での通信障害を受信した場
合、自局の自営網回線だけでなく、対向局の自営網回線にもアラームを転送することが可
能となるという効果が得られる。
【００６５】
　また、これにより、通信事業者回線の障害時にＡ局およびＢ局間の通信で両方向ともリ
ンクダウン状態とすることができるので、ＩＰ通信において回線障害の検出を迅速化する
ことができる。したがって、回線障害時に、例えば回線迂回の動作を迅速に実行できるの
で、回線障害による通信停止等の影響を抑えることができるという効果が得られる。また
、多重化装置１００は、通信事業者回線の回線障害を対向局に通知するので、通信事業者
回線と自営網回線とを多重化装置１００により中継するシステムにおいて、障害箇所の特
定が可能となるという効果が得られる。
【００６６】
　また、本第１の実施形態によれば、Ｂ局の多重化装置１００Ｂは、通信事業者回線２の
障害を通知する固定パターンＡ信号に応じて、固定パターンＢ信号を返信する。多重化装
置１００Ａは固定パターンＢ信号を受信すると、回線障害の復旧を検知すると共に、固定
パターンＢ信号を送信する。Ｂ局の多重化装置１００Ｂは、固定パターンＢ信号を受信す
ると、回線障害の復旧を検知する。この構成により、本第１の実施形態によれば、多重化
装置１００において、通信事業者回線２の回線復旧を迅速に検知できるという効果が得ら
れる。
【００６７】
　第２の実施形態
　図７は、第２の実施形態に係る多重化装置４００の構成を示すブロック図である。上述
の第１の実施形態に係る多重化装置１００は、多重化装置４００を基本としている。
【００６８】
　図７に示すように、多重化装置４００は、通信事業者回線と自営網回線とに接続され、
通信事業者回線に接続された第１のインタフェース部と、自営網回線に接続された第２の
インタフェース部との間でインタフェース変換を行って、通信事業者回線からの伝送信号
を自営網回線へ伝送する。
【００６９】
　多重化装置４００は、監視部４１０、固定パターン発生部４２０および制御部４３０を
備える。
【００７０】
　監視部４１０は、第１のインタフェース部に設けられ、通信事業者回線から回線障害を
示す信号を受信すると、アラーム情報を出力する。固定パターン発生部４２０は、第１の
インタフェース部に設けられ、固定パターン情報を発生する。
【００７１】
　制御部４３０は、伝送信号の伝送路と別に設けられたアラーム情報用通信路を通じて、
監視部４１０からアラーム情報を受け取り、そのアラーム情報を第２のインタフェース部
に転送し、固定パターン発生部４２０に対して固定パターン情報を発生するように制御す



(11) JP 2017-28665 A 2017.2.2

10

20

30

40

ると共に該固定パターン情報を通信事業者回線に送出するように制御する。監視部４１０
は、上記第１の実施形態におけるアラーム監視部１１３に相当し、制御部４３０は、上記
第１の実施形態におけるアラーム情報転送部１４０と固定パターン制御部１５０に相当す
る。また、第１のインタフェース部および第２のインタフェース部は、それぞれ上記第１
の実施形態におけるＩ.４３１ａインタフェース部１１０およびＧ.７０３インタフェース
部１３０に相当する。
【００７２】
　以上のように、本第２の実施形態によれば、多重化装置４００は、上記構成を採用する
ので、通信事業者回線と自営網回線とを中継する際に、通信事業者回線での通信障害を受
信した場合、自局の自営網回線だけでなく、対向局の自営網回線にもアラームを転送する
ことができるという効果が得られる。
【符号の説明】
【００７３】
　１、１００、１００Ａ、１００Ｂ、４００　多重化装置
　２　通信事業者回線
　３Ａ、３Ｂ　自営網回線
　４、５　入出力信号
　６　受信信号
　７　固定パターン情報信号
　８　アラーム情報信号
　９　送信固定パターン信号
　１０　送信信号切替部制御信号
　２０、１１０　Ｉ．４３１ａインタフェース部
　２１、１１２　Ｉ．４３１ａフレーマー
　２２、１１１　クロック受信部
　２３、１１３　アラーム監視部
　３０、１２０　クロスコネクト部
　４０、１３０　Ｇ．７０３インタフェース部
　４１、１３２　Ｇ．７０３フレーマー
　４２、１３１　クロック変換部
　４３、１３３　アラーム制御部
　５０　アラーム情報転送部
　１１４　受信固定パターン識別部
　１１５　固定パターン発生部
　１１６　送信信号切替部
　１４０　アラーム情報転送部
　１５０　固定パターン制御部
　４１０　監視部
　４２０　固定パターン発生部
　４３０　制御部
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