
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された光信号を可変光減衰器でレベル調整し、前記可変光減衰器の出力レベルが一
定値となるよう制御する光レベル制御方法であって、
　前記可変光減衰器の入力信号光レベルの低下から信号断を検出し、
　前記信号断を検出したとき、前記可変光減衰器の減衰量を予め設定されている固定値と
し、
　 所定時間経過したのち前記可変光減衰器の出力レベルが一定値と
なるよう制御することを特徴とする光レベル制御方法。
【請求項２】
　入力された光信号を可変光減衰器でレベル調整し、前記可変光減衰器の出力レベルが一
定値となるよう制御する光レベル制御方法であって、
　前記 光信号レベルの低下から信号断を検出し、
　前記信号断を検出したとき 前記可変光減衰器の減衰量を保持して制御す
ることを特徴とする光レベル制御方法。
【請求項３】
　ワークルートとプロテクションルートを有するネットワークを構成するノード装置であ
って、
　入力される波長多重光信号を波長毎に分波する分波器と、
　分波された波長毎に設けられた可変光減衰器と、
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前記信号断の検出から

可変光減衰器の入力
、その直後に、



　前記可変光減衰器の出力を分岐する分岐器と、
　前記波長毎に分岐された一方の光信号を合波する合波器と、
　前記分岐された他方の光信号の光レベルを検知するモニタＰＤと、
　前記検知された光レベルに応じて前記可変光減衰器の出力する光信号のレベルを一定値
に調整する制御回路とを有し、
　前記制御回路は、ワークルートで障害が発生したとき、障害を検出したノード装置から
のプロテクション指示または障害通知をトリガとして、前記可変光減衰器に固定減衰量を
設定し、
　その後、前記可変光減衰器の出力する光信号のレベルを一定値に調整することを特徴と
するノード装置。
【請求項４】
　前記制御回路は、ワークルートで障害が発生したときに、障害を検出したノード装置か
らのプロテクション指示または障害通知をトリガとして、前記可変光減衰器に固定減衰量
を設定し、
　前記障害を検出したノード装置からの第２トリガ受信によって、前記可変光減衰器の出
力する光信号のレベルを一定値に調整することを特徴とする請求項 記載のノード装置。
【請求項５】
　波長多重された光信号を波長毎に可変光減衰器でレベル調整し、前記可変光減衰器の出
力レベルが一定値となるよう制御回路で制御する光ネットワークのノード装置において、
　障害に起因する所定のトリガを受信して前記可変光減衰器の減衰量を予め設定されてい
る固定値とする固定減衰量設定手段と、
　所定時間経過したのち前記制御回路の制御動作を開始させるタイマ手段とを有し、
　光信号を前記光ネットワークに入力するアッドノードにおいては、前記障害に起因する
所定のトリガを受信したとき、前記固定減衰量設定手段を非動作として前記制御回路の制
御動作を強制的に開始させる強制制御動作制御手段を有することを特徴とするノード装置
。
【請求項６】
　入力された光信号を可変光減衰器でレベル調整し、前記可変光減衰器の出力レベルが一
定値となるよう制御回路で制御する光ネットワークのノード装置において、
　前記光信号レベルの低下から信号断を検出する信号断検出手段と、
　前記信号断を検出したとき前記可変光減衰器の減衰量を保持する減衰量保持手段とを具
備し、
　前記信号断を検出したとき、前記保持した減衰量を前記可変光減衰器に設定することを
特徴とするノード装置。
【請求項７】
　前記保持した減衰量を前記可変光減衰器に設定したのち、前記信号断が解除したとき前
記制御回路は前記可変光減衰器の出力レベルを一定に調整する制御動作を開始させる第２
制御動作開始手段を具備したことを特徴とする請求項 記載のノード装置。
【請求項８】
　前記保持した減衰量を前記可変光減衰器に設定し、所定時間が経過してのち前記可変光
減衰器に設定する減衰量を所定値まで増加させる減衰量増加手段を具備したことを特徴と
する請求項 記載のノード装置。
【請求項９】
　光信号を前記光ネットワークに入力するアッドノードにおいては、前記信号断を検出し
たとき、前記減衰量保持手段を非動作として前記減衰量増加手段を強制的に動作させる強
制減衰量増加手段を具備したことを特徴とする請求項 記載のノード装置。
【請求項１０】
　光信号を光ネットワークに入力するアッドノードからダミー光信号を入力し、
　前記光ネットワークを構成する各ノードで前記可変光減衰器の出力レベルが一定値とな
るよう制御して前記固定値を取得することを特徴とする請求項１記載の光レベル制御方法
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【請求項１１】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する光レベル制御装置であ
って、
　前記可変光減衰器の光入力信号の光断及び光断解除を検出する検出部を具備し、
　前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記減衰量が第１所定値になる
よう第１減衰量固定制御し、前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記減衰量が第
２所定値になるよう第２減衰量固定制御してから前記自動制御に遷移することを特徴とす
る光レベル制御装置。
【請求項１２】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する可変光減衰器と前記光入
力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレベルと
なるよう前記減衰量を自動制御する制御部とを有する光レベル制御装置であって、
　前記可変光減衰器の光入力信号の光断及び光断解除を検出する検出部を具備し、
　前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記光断直後の減衰量で減衰量
固定制御し、前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記自動制御に遷移することを
特徴とする光レベル制御装置。
【請求項１３】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する可変光減衰器と前記光入
力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレベルと
なるよう前記減衰量を自動制御する制御部とを有する光レベル制御装置であって、
　前記制御部は、前記光入力信号が光断してから断解除されるまでに必要とされると予測
される時間内に前記減衰量が一定以下とならないような長周期で自動制御することを特徴
とする光レベル制御装置。
【請求項１４】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する可変光減衰器と前記光入
力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレベルと
なるよう前記減衰量を自動制御する制御部とを有する光レベル制御装置であって、
　前記可変光減衰器の光入力信号の光断及び光断解除を検出する検出部を具備し、
　前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記減衰量が前記自動制御にお
いて前記ターゲットレベルに収束させる第１調整速度と異なる第２調整速度の減衰量で前
記可変光減衰器を制御し、前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記自動制御に遷
移することを特徴とする光レベル制御装置。
【請求項１５】
　前記第２調整速度が前記第１調整速度よりも遅く且つ前記光入力信号が光断してから光
断解除されるまでに必要とされると予測される時間内に前記減衰量が一定以下とならない
ことを特徴とする請求項 記載の光レベル制御装置。
【請求項１６】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する光レベル制御装置であ
って、
　前記各可変光減衰器の光入力信号の光断及び光断解除を検出する複数の検出部と、
　一定時間を計時したときタイムアウトするタイマとを具備し、
　前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記タイマを起動して前記光断
の直後の減衰量で減衰量固定制御し、前記タイマがタイムアウトするまでに前記検出部が
前記光断解除を検出したときは前記自動制御に遷移し、前記タイマがタイムアウトするま
でに前記検出部が前記光断解除を検出していないとき、前記タイマがタイムアウトするま
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では前記減衰量固定制御をしてタイムアウトしてから前記自動制御に遷移することを特徴
とする光レベル制御装置。
【請求項１７】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する光レベル制御装置であ
って、
　前記各可変光減衰器の光入力信号の光断及び光断解除を検出する複数の検出部と、
　一定時間を計時したときタイムアウトするタイマとを具備し、
　前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記タイマを起動して該タイマ
がタイムアウトするまでは前記自動制御を行い、
　前記タイマがタイムアウトするまでに前記検出部が前記光断解除を検出していないとき
、前記タイマがタイムアウトしてから前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰量固定
制御し、その後前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記減衰量が第２所定値にな
るよう第２減衰量固定制御してから前記自動制御に遷移することを特徴とする光レベル制
御装置。
【請求項１８】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する光レベル制御装置であ
って、
　前記各可変光減衰器の光入力信号の光断及び光断解除を検出する複数の検出部と、
　一定時間を計時したときタイムアウトするタイマとを具備し、
　前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記タイマを起動して、前記可
変光減衰器の光出力レベルが前記ターゲットレベルとなるように長周期自動レベル制御を
行い、
　前記タイマがタイムアウトするまでに前記検出部が前記光断解除を検出しなかったとき
、前記タイマがタイムアウトするまでは前記長周期自動レベル制御を行った後、前記タイ
マがタイムアウトしてから前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰量固定制御し、そ
の後前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記減衰量が第２所定値になるよう第２
減衰量固定制御し、
　前記長周期自動レベル制御は前記タイマがイムアウトするまでには前記可変光減衰器の
減衰量が一定レベル以下とならないことを特徴とする光レベル制御装置。
【請求項１９】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノード装置に
より構成された波長多重光ネットワークであって、
　自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノードで
あるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記アッドノードに設けられた第
１検出部と、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードであるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記スルーノ
ードに設けられた第２検出部とを具備し、
　前記アッドノードに設けられた前記制御部は、前記第１検出部が前記光断を検出したと
き、前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰量固定制御し、前記第１検出部が前記光
断解除を検出したとき、前記減衰量が第２所定値になるよう第２減衰量固定制御してから
前記自動制御に遷移し、
　前記スルーノードに設けられた前記制御部は、前記第２検出部が前記光断を検出したと
き、前記光断直後の減衰量で第３減衰量固定制御をし、前記光断解除が検出されたとき、
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前記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光ネットワーク。
【請求項２０】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノード装置に
より構成された波長多重光ネットワークであって、
　自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノードで
あるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記アッドノードに設けられた第
１検出部と、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードであるとき、該光入力信号の光断を検出する前記スルーノードに設けら
れた第２検出部とを具備し、
　前記アッドノードに設けられた前記制御部は、前記第１検出部が前記光断を検出したと
き、前記減衰量が前記自動制御において前記ターゲットレベルに収束させる第１調整速度
と異なる第２調整速度の減衰量で前記可変光減衰器を制御し、前記検出部が前記光断解除
を検出したとき、前記自動制御に遷移し、
　前記スルーノードに設けられた前記制御部は、前記第２検出部が前記光断を検出したと
き、前記減衰量が前記自動制御において前記ターゲットレベルに収束させる第３調整速度
と異なる第４調整速度の減衰量で前記可変光減衰器を制御し、前記第２検出部が前記光断
解除を検出したとき、前記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光ネットワーク
。
【請求項２１】
　波長多重信号に含まれる各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減
衰器と前記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがター
ゲットレベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノー
ド装置により構成された波長多重光ネットワークであって、
　前記可変光減衰器の光入力信号の光断を示す障害情報及び光断解除を示す障害解除情報
を光伝送路へ送信し、光伝送路から障害情報及び障害解除情報を受信する前記各ノード装
置に設けられた制御装置を具備し、
　前記自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノー
ドに設けられた前記制御部は、制御する前記可変光減衰器の光入力信号の光断を示す前記
障害情報があるとき、前記減衰量が前記自動制御において前記ターゲットレベルに収束さ
せる第１調整速度と異なる第２調整速度の減衰量で前記可変光減衰器を制御し、前記障害
解除情報により前記障害情報がクリアされたとき、前記自動制御に遷移し、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードに設けられた前記制御部は、制御する前記可変光減衰器の光入力信号の
光断を示す前記障害情報があるとき、前記減衰量が前記自動制御において前記ターゲット
レベルに収束させる第３調整速度と異なる第４調整速度の減衰量で前記可変光減衰器を制
御し、前記障害解除情報により前記障害情報がクリアされたとき、前記自動制御に遷移す
ることを特徴とする波長多重光ネットワーク。
【請求項２２】
　波長多重信号に含まれる各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減
衰器と前記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがター
ゲットレベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノー
ド装置により構成された波長多重光ネットワークであって、
　前記可変光減衰器の光入力信号の光断を示す障害情報及び光断解除を示す障害解除情報
を光伝送路へ送信し、光伝送路から障害情報及び障害解除情報を受信する前記各ノード装
置に設けられた制御装置を具備し、
　前記自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノー
ドに設けられた前記制御部は、制御する前記可変光減衰器の光入力信号の光断を示す前記
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障害情報が発生しているとき、前記障害情報の発生を検出した直後の減衰量で固定減衰量
制御をし、前記障害解除情報により前記障害情報がクリアされたとき、前記自動制御に遷
移し、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードに設けられた前記制御部は、制御する前記可変光減衰器の光入力信号の
光断を示す前記障害情報が発生しているとき、前記障害情報の発生を検出した直後の減衰
量で固定減衰量制御をし、前記障害解除情報により前記障害情報がクリアされたとき、前
記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光ネットワーク。
【請求項２３】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノード装置に
より構成された波長多重光ネットワークであって、
　自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノードで
あるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記アッドノードに設けられた第
１検出部と、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードであるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記スルーノ
ードに設けられた第２検出部と、
　一定時間を計時するとタイムアウトする前記スルーノードに設けられたタイマと、
　前記アッドノードに設けられた前記制御部は、前記第１検出部が前記光断を検出したと
き、前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰量固定制御し、前記第１検出部が前記光
断解除を検出したとき、前記減衰量が第２所定値になるよう第２減衰量固定制御してから
前記自動制御に遷移し、
　前記スルーノードに設けられた前記制御部は、前記第２検出部が前記光断を検出したと
き、前記タイマを起動して前記当該光断の直後の減衰量で第３減衰量固定制御し、前記タ
イマがタイムアウトするまでに前記第２検出部が前記光断解除を検出したときは前記自動
制御に遷移し、前記タイマがタイムアウトするまでに前記第２検出部が前記光断解除を検
出していないとき、前記タイマがタイムアウトするまでは前記第３減衰量固定制御をし、
タイムアウトしてから前記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光ネットワーク
。
【請求項２４】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノード装置に
より構成された波長多重光ネットワークであって、
　自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノードで
あるとき、該光入力信号の光断及び該光断解除を検出する前記アッドノードに設けられた
第１検出部と、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードであるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記スルーノ
ードに設けられた第２検出部と、
　一定時間を計時するとタイムアウトする前記アッドノードに設けられた第１タイマと、
　一定時間を計時するとタイムアウトする前記スルーノードに設けられた第２タイマとを
具備し、
　前記アッドノードに設けられた前記制御部は、前記第１検出部が前記光断を検出したと
き、前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰量固定制御し、前記第１検出部が前記光
断解除を検出したとき、前記第１タイマを起動するとともに前記減衰量が第２所定値にな
るよう第２減衰量固定制御し、前記第１タイマがタイムアウトしてから前記自動制御に遷
移し、
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　前記スルーノードに設けられた前記制御部は、前記第２検出部が前記光断を検出したと
き、前記第２タイマを起動して前記当該光断の直後の減衰量で第３減衰量固定制御し、前
記タイマがタイムアウトするまでに前記第２検出部が前記光断解除を検出したときは前記
自動制御に遷移し、前記第２タイマがタイムアウトするまでに前記第２検出部が前記光断
解除を検出していないとき、前記第２タイマがタイムアウトするまでは前記第３減衰量固
定制御をし、タイムアウトしてから前記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光
ネットワーク。
【請求項２５】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノード装置に
より構成された波長多重光ネットワークであって、
　自ノードが加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノードで
あるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記アッドノードに設けられた第
１検出部と、
　自ノードが前記加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルー
するスルーノードであるとき、該光入力信号の光断及び該光断解除を検出する前記スルー
ノードに設けられた第２検出部と、
　一定時間を計時するとタイムアウトする前記アッドノードに設けられたタイマとを具備
し、
　前記アッドノードに設けられた前記制御部は、前記第１検出部が前記光断を検出したと
き、前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰量固定制御し、前記第１検出部が前記光
断解除を検出したとき、前記タイマを起動するとともに前記減衰量が第２所定値になるよ
う第２減衰量固定制御し、前記タイマがタイムアウトしてから前記自動制御に遷移し、
　前記スルーノードに設けられた前記制御部は、前記第２検出部が前記光断を検出したと
き、前記光断直後の減衰量で第３減衰量固定制御をし、前記障害解除情報により前記障害
情報がクリアされたとき、前記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光ネットワ
ーク。
【請求項２６】
　波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰する複数の可変光減衰器と前
記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力レベルがターゲットレ
ベルとなるよう前記減衰量を自動制御する複数の制御部とを有する複数の光ノード装置に
より構成された波長多重光ネットワークであって、
　自ノードが加入者側よりの前記波長多重信号に波長多重された光入力信号をスルーする
スルーノードであるとき、該光入力信号の光断及び光断解除を検出する前記スルーノード
に設けられた検出部と、
　一定時間計時するとタイムアウトする前記スルーノードに設けられた第１タイマとを具
備し、
　前記スルーノードに設けられた前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、
前記第１タイマを起動して該第１タイマがタイムアウトするまでは前記自動制御を行い、
前記第１タイマがタイムアウトするまでに前記検出部が前記光断解除を検出していないと
き、前記第１タイマがタイムアウトしてから前記減衰量が第１所定値になるよう第１減衰
量固定制御し、前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記減衰量が第２所定値にな
るよう第２減衰量固定制御してから前記自動制御に遷移することを特徴とする波長多重光
ネットワーク。
【請求項２７】
　自ノードが前記加入者側よりの光入力信号を前記波長多重信号にアッドするアッドノー
ドに設けられた前記光入力信号の光断及び光断解除を検出する第２検出部と、一定時間計
時するとタイムアウトする前記アッドノードに設けられた第２タイマとを具備し、前記ア
ッドノードに設けられた前記制御部は、前記第２検出部が前記光断を検出したとき、前記
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第２タイマを起動して該第２タイマがタイムアウトするまでは前記自動制御を行い、前記
第２タイマがタイムアウトするまでに前記第２検出部が前記光断解除を検出していないと
き、前記第２タイマがタイムアウトしてから前記減衰量が第３所定値になるよう第３減衰
量固定制御し、前記第２検出部が前記光断解除を検出したとき、前記減衰量が第４所定値
になるよう第４減衰量固定制御してから前記自動制御に遷移することを特徴とする請求項

記載の波長多重光ネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切替や障害復旧時に、元の通常レベルまで戻る時間を短縮するように光信号
のレベル制御を行う光レベル制御装置及び光レベル制御装置を有する複数のノード装置よ
り構成される波長多重光ネットワークに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット、携帯電話など利用者の増加に伴いトラヒックが増大しており、且つサ
ービスも電子商取引、電子メールから動画配信まで多様化し、且つブロードバンドが主流
になってきており、通信容量が飛躍的に増大している。そのため、大容量なネットワーク
が必要不可欠であり、光通信網の導入が進められ、特にＷＤＭ (Wavelength Division Mul
tiplexing)技術を利用した波長多重通信網（ＷＤＭ通信網）の構築が急速に行われている
。また、容量を増やす一方で、キャリヤー間の競争が激しくなり、コストがこれまで以上
に厳しくなってきており、光レベルにおいて、波長をハンドリングできる光ノード (ＯＡ
ＤＭ (Optical Add Drop Multiplexing)やＯＸＣ (Optical Cross Connect)等 )が重要な技
術となってきている。その中で、ファイバや光アンプ、その他の光部品の特性上、波長多
重の光信号間において光パワーレベルのばらつきが生じてしまい、伝送品質の劣化を引き
起こす。特に、様々な光部品を組み合わせた光ノードを用いた場合は、そのばらつきが大
きくなるため、光レベルを調節する機能が必要となる。その光レベルを調整するために光
減衰器を導入するが、切替や障害復旧時に光減衰器の動作により元の通常レベルにまで復
旧するまで時間がかかる。
【０００３】
　図８７は光信号レベル制御機能をもつ光ノード構成例を示す図である。入力された波長
λ１～λｎの波長多重信号を分波器（ＷＤＭＵＸ）２＃ｉにより波長毎に分波して、ＳＷ
４＃ｉに出力する。自ノードがアッド（Ａｄｄ）ノードであるとき、０系、１系送信器６
＃ｉ０，６＃ｉ１により二重化構成されたトランスポンダ（ＴＲＰＮ）送信器６＃ｉが設
けられている。ＴＲＰＮ６＃ｉは、一方を現用系（ワーク（Ｗ））、例えば、０系送信器
６＃ｉ０をワーク、他方を予備系（プロテクション（Ｐ））、例えば、１系送信器６＃ｉ
１をプロテクションとしている。０系、１系送信器６＃ｉ０，６＃ｉ１は、加入者からの
加入者光信号をＳＷ８＃ｉに出力している。ＳＷ８＃ｉは現用の０系送信器６＃０の出力
光信号を選択して、ＳＷ４＃ｉに出力する。尚、ＴＲＰＮ６＃ｉの現用系に障害が発生す
ると、予備系に切り替えられる。
【０００４】
　ＳＷ４＃ｉは、分波器２＃ｉ及びＳＷ８＃ｉより入力される各波長の光信号をトランス
ポンダ (ＴＲＮＰ）受信器１０＃ｉまたは分岐器（スプリッタ：ＳＰＬ）１２＃ｉｊ（ｊ
＝１，２，…）に出力する。自ノードがドロップ（Ｄｒｏｐ）ノードであれば、ＴＲＰＮ
１０＃ｉにより光信号を受信して、加入者側へ送出する。
【０００５】
　ＳＰＬ１２＃ｉｊは、光信号を２つに分岐して、可変光減衰器（ＶＯＡ (Variable Opti
cal Attenuator))１４＃ｉｊ及びモニタＰＤ１６＃ｉｊに出力する。ＶＯＡ１４＃ｉｊの
出力側にＳＰＬ１８＃ｉｊが接続されている。ＳＰＬ１８＃ｉｊは、ＶＯＡ１４＃ｉｊの
出力光信号を２つに分岐して、合波器（ＷＭＵＸ）２０＃ｉ及びモニタＰＤ２２＃ｉｊに
出力する。モニタＰＤ１６＃ｉｊ，２２＃ｉｊは、光レベルを検出して、光レベル検出信
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号を出力する。制御回路２４＃ｉｊは、モニタＰＤ１６＃ｉｊとモニタＰＤ２２＃ｉｊの
光レベル検出信号より、ＶＯＡ１４＃ｉｊの出力光信号のレベルが目標レベルとなるよう
に、ＶＯＡ１４＃ｉｊを制御する。ＶＯＡ１４＃ｉｊはＳＰＬ１２＃ｉｊからの光信号を
制御回路２４＃ｉｊにより制御される減衰量で減衰して、光信号をＳＰＬ１４＃ｉｊに出
力する。ＷＭＵＸ２０＃ｉは、各波長λ１～λｎの光信号を波長多重して、光ファイバに
出力する。
【０００６】
　図８８は通常時を示す図である。ノード３０＃１がＡｄｄノード、ノード３０＃２，３
０＃３がスルー（Ｔｈｒｕ）ノード、ノード３０＃４がＤｒｏｐであるとする。ノード３
０＃１のＴＲＰＮ６＃ｉ０に障害が発生していない状態では、図８８に示すように、ノー
ド３０＃１でアッドした光信号はＳＷ４＃１を経由して、ＶＯＡ１４＃１１でターゲット
レベルに減衰され、ノード３０＃２，３０＃３のＳＷ４＃２，４＃３を経由して、ＶＯＡ
１４＃２１，１４＃３１でターゲットレベルに減衰され、ノード３０＃４のＳＷ４＃４を
経由して、ＴＲＰＮ１０＃４でドロップされて、加入者側に送信される。
【０００７】
　図８９は障害発生時を示す図である。ノード３０＃１のＴＲＮＰ６＃１０に障害が発生
して光断になると、ノード３０＃２～ノード３０＃４まで光が断する。それにより、ＶＯ
Ａ１４＃１１，１４＃２１，１４＃３１の減衰量（ＡＴＴ）がゼロになり，ＶＯＡ１４＃
１１，１４＃２１，１４＃３１は開ききる。その後、ＳＷ８＃１が予備系に切り替えた場
合、ＶＯＡ１４＃１１，１４＃２１，１４＃３１が全開になっており、受信端のＴＲＮＰ
１０＃４に通常より大きな光が入り、ＴＲＮＰ１０＃４が破壊を起こすこともある。また
、ＷＤＭ信号の場合に、障害に関わるチャネル（ｃｈ）の光信号レベルが復旧時に通常よ
り大きなものとなることから、他のｃｈに対して影響を及ぼすこともありうる。
【０００８】
　また、光信号断によりＶＯＡのＡＴＴ量を増加させ、ＶＯＡを閉じた場合、通常と障害
復旧時とで大きなレベル差が生じないものの、障害復旧後、ＶＯＡは順番にノード３０＃
１からレベル調整を開始する。
【０００９】
　先行技術文献としては以下のものがあった。
【００１０】
　特許文献１は、光信号断を検出して、光信号が断となると、可変光減衰器の減衰量を大
きくして、入力光信号が復帰すると、可変光減衰器の減衰を小さくすることを開示してい
る。
【特許文献１】特開平１１－１１２４３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来では以下のような課題があった。
【００１２】
　ノード１から順に可変光減衰器が立ち上がり動作を行うため、前段のノードが目標レベ
ルの光信号を適正に出力しないと、次のノードの減衰量を適正に制御できないので、ネッ
トワーク上で全てのノードの可変光減衰器の減衰量を適正に制御できないので、ネットワ
ーク上の全てのノードの可変光減衰器の減衰量を適正に制御されるまでに時間はノード数
に比例して時間がかかる。また、各ノードで可変光減衰器を安定に動作させ、且つ立ち上
がり時間を短くする制御は困難であった。このようなことから、障害時に復旧時間が非常
に長くなるという問題があった。
【００１３】
　また、光信号が疎通した状態で、一時的に光信号が瞬断し直ぐに復帰した場合、可変光
減衰器の出力一定制御によれば、光レベルが落ちた分を調整するために可変光減衰器の減
衰量が一時的に低下するので、最悪の場合には、可変光減衰器の減衰量が最小減衰量にな
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ってしまう。そして、瞬断から復帰したときに動作遅れなどから通常より減衰量が少ない
ため、可変光減衰器が出力する光信号の光レベルがあがり、光サージを誘発する。このた
め、更に目標レベルに戻すための時間がかかる。光信号断で可変光減衰器がシャトダウン
（閉じる）するような機能をもつ場合も同様に、減衰量が最大の状態（閉じた状態）から
目標レベルまで調整しなければならず、前述の障害復旧動作と同様に時間がかかるという
問題があった。
【００１４】
　また、特許文献１では、光信号断時に減衰量を大きくする制御を行っているため、光断
が復旧したときに可変光減衰器の出力光信号が一定レベルまで戻るまでに時間を要すると
いう問題点があった。
【００１５】
　本発明の目的は、障害からの復旧時間を短縮することができ、光信号の瞬断により光サ
ーバが誘発されることを防止できるとともに瞬断解除時の復旧時間を短縮することができ
る光レベル制御方法、その装置及び波長多重光ネットワークを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の一側面によれば、入力された光信号を可変光減衰器でレベル調整し、前記可変
光減衰器の出力レベルが一定値となるよう制御する光レベル制御方法であって、前記可変
光減衰器の入力信号光レベルの低下から信号断を検出し、前記信号断を検出したとき、前
記可変光減衰器の減衰量を予め設定されている固定値とし、 所定時
間経過したのち前記可変光減衰器の出力レベルが一定値となるよう制御することを特徴と
する光レベル制御方法が提供される。
【００１７】
　本発明の他の側面によれば、波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で減衰
する可変光減衰器と前記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光出力
レベルがターゲットレベルとなるよう前記減衰量を自動制御する制御部とを有する光レベ
ル制御装置であって、前記可変光減衰器の光入力信号の断及び断解除を検出する検出部を
具備し、前記制御部は、前記検出部が前記光断を検出したとき、前記光断直後の減衰量で
減衰量固定制御し、前記検出部が前記光断解除を検出したとき、前記自動制御に遷移する
ことを特徴とする光レベル制御装置が提供される。
【００１８】
　本発明の更に他の側面によれば、波長多重信号の各波長の光入力信号を可変な減衰量で
減衰する可変光減衰器と前記光入力信号が正常な通常状態において前記可変光減衰器の光
出力レベルがターゲットレベルとなるよう前記減衰量を自動制御する制御部とを有する光
レベル制御装置であって、前記制御部は、前記光入力信号が光断してから断解除されるま
でに必要とされると予測される時間内に前記減衰量が一定以下とならないような長周期で
自動制御することを特徴とする光レベル制御装置が提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ＶＯＡ出力レベルが光断解除されてから元の通常レベルまで戻る時間
を短縮することのできるとともに光断解除される時点での減衰量が一定以下とならないの
で、光断解除された時点でＶＯＡ出力レベルが高くなり過ぎるということがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施形態の説明をする前に本発明の原理の説明をする。図１Ａは本発明の原理
図である。図２は光減衰器ＡＴＴ量を示す図である。図３はＶＯＡ出力レベルを示す図で
ある。図１に示すように、光レベル制御装置は、検出部５０、ＶＯＡ５２及び制御部５４
を具備する。ＶＯＡ５２は、制御部５４より制御されるＡＴＴ量で入力光信号を減衰する
。検出部５０は、ＶＯＡ５２の入力光信号の光レベルより光信号の光断及び光断からの解
除を検出する。制御部５４は、光検出部５０が光断を検出していないとき、図２及び図３
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に示すように、ＶＯＡ５２の出力光レベルがターゲットレベルとなるように自動レベル調
整制御を行っている。制御部５４は、光検出部５０が光断を検出したとき、図２及び図３
に示すように、ＡＴＴ量をゼロ以外の固定値にするＡＴＴ固定制御１に遷移する。このよ
うに、光断のとき、ＡＴＴ量がゼロ以外でなく固定値とするので光復旧したときに光レベ
ルが高すぎて問題となることがない。また、制御部５４は、検出部５０が光断の解除を検
出すると、図２及び図３に示すように、ＡＴＴ量を通常レベル時の平均ＡＴＴ量に近い固
定値にするＡＴＴ固定制御２に遷移してから、自動レベル調整を行う。このように、光断
が解除されると、ＡＴＴ量固定制御２に遷移してから、自動レベル調整に移行するので、
ターゲットレベルに収束するのが速くなる。
【００２１】
　図１Ｂは本発明の他の原理図である。図１Ｂに示すように、検出部５４がＶＯＡ５２の
前後に光断及び光断解除の検出ポイントを持っていても良いし、ＶＯＡ５２の後方にだけ
ポイントを持っていても良い。
【００２２】
　
　図４は、本発明の第１実施形態によるノード装置を示す図であり、図８６中の構成要素
と実質的に同一の構成要素には同一の符号を附している。このノード装置はアッドドロッ
プ機能を持つ。図４中、入力されたＷＤＭ信号を分波器（ＷＤＭＵＸ）２＃ｉにおいて波
長毎に分波する。各波長λ１～λｎは波長毎に光スイッチ（ＳＷ）４＃ｉを通して可変光
減衰器（ＶＯＡ）１４＃ｉｊ（ｊ＝１，２，…，ｎ）に供給される。可変光減衰器１４＃
ｉｊの出力は分岐器１８＃ｉｊを通して合波器（ＷＭＵＸ）２０＃ｉに供給される。
【００２３】
　分岐器１８＃ｉｊで分岐された各波長の光信号はモニタＰＤ２２＃ｉｊで光レベルが検
知されて制御回路６０＃ｉｊに供給される。制御回路６０＃ｉｊは、後述の光可変減衰制
御処理を行うとともに、可変光減衰器１４＃ｉｊの出力する光レベルに応じて可変光減衰
器１４＃ｉｊの減衰量を可変するフィードバック制御を行って可変光減衰器１４＃ｉｊが
出力する光信号のレベルを一定値に調整する。
【００２４】
　図５は、制御回路６０＃ｉｊが実行する光可変減衰制御処理の第１実施形態のフローチ
ャートである。この処理は一定時間間隔で繰り返し実行される。
【００２５】
　同図中、ステップＳ１０でプロテクション指示または障害通知を受信したか否かを判別
する。プロテクション指示または障害通知を受信した場合はステップＳ１２に進み、制御
回路６０＃ｉｊの内蔵メモリに格納されている固定減衰量を読み出し、この固定減衰値を
可変光減衰器（ＶＯＡ）１４＃ｉｊに設定する。これによって、可変光減衰器１４＃ｉｊ
の祖調整が行われる。ステップＳ１０でプロテクション指示または障害通知を受信してい
ない場合にはこの処理サイクルを終了する。
【００２６】
　ステップＳ１２に続いて、ステップＳ１４でプロテクション指示または障害通知を受信
してから所定時間を経過したか否かを判別する。そして、所定時間を経過した場合にのみ
ステップＳ１６に進み、フィードバック制御を開始して可変光減衰器１４＃ｉｊの微調整
を行い、処理サイクルが終了する。なお、上記所定時間は全てのノードに可変光減衰器１
４＃ｉｊに光信号が入力開始されるまでの時間より十分長い時間に設定されている。
【００２７】
　ここで、図６～図８にワークルートで障害が発生したときの動作を示す。図６に示すノ
ード１のトランスポンダ６＃１でアッドされた光信号はノード１からノード４に伝送され
ている状態で、ノード１とノード４の間に障害が発生した様子である。
【００２８】
　この場合、図７に示すように、ノード１，２，３，４を経由するプロテクションルート
で信号を迂回させるため、障害を検出したノード（例えば、ノード４）がプロテクション
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ルートの各ノード１，２，３にプロテクション指示（または障害通知）を送信する。なお
、プロテクション指示または障害通知は、監視用のＯＳＣ（ Optical Supervisor Channel
)でＡＰＳ (Automatic Protection Switch)を送信することで実現する。
【００２９】
　プロテクション指示（または障害通知）をトリガとして、図８に示すように、プロテク
ションルートの各ノード１，２，３それぞれの制御回路６０＃１１，６０＃１１，６０＃
２１，６０＃３１は内蔵メモリに格納されている固定減衰量を可変光減衰器１４＃１１，
１４＃２１，１４＃３１に設定する。各ノードは、この設定を光信号の入力有無に関係な
く実行する。また、各ノード１，２，３それぞれの固定減衰量は必ずしも同一である必要
はなく、例えば、ノード１は１０ｄＢ、ノード２は１１ｄＢ、ノード３は９ｄＢとなる。
これとともに、ノード１ではトランスポンダ６＃１でアッドされた光信号を光スイッチ４
＃１に供給し、ノード４では光スイッチ４＃４からの光信号をトランスポンダ１０＃４に
供給する。
【００３０】
　その後、各ノードｉの可変光減衰器１４＃ｉｊに光信号が入力された後、各ノードの制
御回路６０＃ｉｊは可変光減衰器１４＃ｉｊのフィードバック制御に切り替わり、可変光
減衰器１４＃ｉｊが出力する光信号のレベルを一定に調整する。
【００３１】
　図９Ａ，９Ｂは、図５の光可変減衰制御による各ノードの可変光減衰器１４＃ｉｊの減
衰量と出力光信号の光レベルの時間変化を示す。図中、Ｔ０はプロテクション指示（また
は障害通知）のトリガ受信時点を示し、Ｔ１はトリガ受信から所定時間経過時点を示す。
ここで、Ｔ１－Ｔ０は例えば１０ｍｓｅｃとする。また、図９Ａにおける所定のＡＴＴ量
は、例えば、１０ｄＢで、目標は９ｄＢであり、図９Ｂにおける目標は０ｄＢで、所定Ａ
ＴＴ量は、例えば、－１ｄＢである。
【００３２】
　これにより、トリガさえかかれば、各ノードの可変光減衰器１４＃ｉｊは同時に動作開
始するので時間が短縮され制御も簡単になる。また、信号も可変光減衰器１４＃ｉｊが大
体のレベルに調整するため、早く最後のノードまで到達でき、信号疎通が行われる。また
、光が可変光減衰器１４＃ｉｊに入力されるため、出力一定制御も早く行うことができ、
微調整も素早く行える。
【００３３】
　
　図１０Ａは、本発明の第２実施形態による制御回路６０＃ｉｊが実行する障害検出処理
のフローチャートであり、図１０Ｂは制御回路６０＃ｉｊが実行する光可変減衰処理のフ
ローチャートである。この処理は一定時間間隔で繰り返し実行される。同図中、図５と同
一部分には同一符号を附す。
【００３４】
　図１０Ａにおいて、ステップＳ２０で自ノードに接続されている伝送路の障害を検出す
る。上記伝送路の障害検出は、ＬＯＬ (Loss Of Light)，ＬＯＳ (Loss Of Signal)，ＬＯ
Ｆ (Loss Of Frame)、ＡＩＳ－Ｌ (Alarm Indication Signal-Line)等の各ラインアラーム
やＡＩＳ－Ｐ (Alarm Indication Signal-Path)を検出することで行う。
【００３５】
　伝送路の障害を検出した場合には、ステップＳ２２に進み、少なくともプロテクション
ルートの各ノードにプロテクション指示または障害通知を送信する。こののち、ステップ
Ｓ２４で所定時間を待って第２トリガを上記プロテクションルートの各ノードに送信する
。なお、第２トリガもＯＳＣでＡＰＳ等を送信することで実現する。
【００３６】
　図１０Ｂにおいて、ステップＳ１０でプロテクション指示または障害通知を受信したか
否かを判別する。プロテクション指示または障害通知を受信した場合にはステップＳ１２
に進み、制御回路６０＃ｉｊの内蔵メモリに格納されている固定減衰値を読み出し、この
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固定減衰値を可変光減衰器（ＶＯＡ）１４＃ｉｊに設定する。これによって、可変光減衰
器１４＃ｉｊの祖調整が行われる。また、ステップＳ１０でプロテクション指示または障
害通知を受信していない場合にはこの処理サイクルを終了する。
【００３７】
　ステップＳ１２に続いて、ステップＳ１８で第２トリガを受信したか否かを判別する。
そして、第２トリガを受信するとステップＳ１６に進み、フィードバック制御を開始して
可変光減衰器１４＃ｉｊの微調整を行い、処理サイクルを終了する。
【００３８】
　図１１Ａ，１１Ｂは、図１０Ｂの光可変減衰制御処理による各ノードの可変光減衰器１
４＃ｉｊの減衰量と出力光信号の光レベルの時間変化を示す。図中、Ｔ０はプロテクショ
ン指示（または障害通知）のトリガ受信時点を示し、Ｔ２は第２トリガ受信時点を示す。
【００３９】
　これにより、ノード数やネットワークの形態によらず、最適な時間で状態遷移が可能と
なり、柔軟な光可変減衰制御が可能となる。つまり、ネットワーク制御やノード制御が高
速ならば、障害復旧も短縮可能となる。
【００４０】
　
　図１２は、本発明の第３実施形態による制御回路６０＃ｉｊが実行する光可変減衰制御
処理のフローチャートである。この処理は一定時間間隔で繰り返し実行される。
【００４１】
　同図中、ステップＳ２０でプロテクション指示または障害通知を受信したか否かを判別
する。プロテクション指示または障害通知を受信した場合にはステップＳ２２に進み、自
ノードがアッドノードか否かを判別する。自ノードがアッドノードの場合にはステップＳ
２８に進み、フィードバック制御を開始して処理サイクルを終了する。ステップＳ２０で
プロテクション指示または障害通知を受信していない場合にはこの処理サイクルを終了す
る。
【００４２】
　自ノードがアッドノードでない場合にはステップＳ２４に進み、制御回路６０＃ｉｊの
内蔵メモリに格納されている固定減衰値を読み出し、この固定減衰値を光可変制御器（Ｖ
ＯＡ）１４＃ｉｊに設定する。これによって、可変光減衰器１４＃ｉｊの祖調整が行われ
る。次に、ステップＳ２６でプロテクション指示または障害通知を受信してから所定時間
を経過したか否かを判別する。そして、所定時間を経過した場合にのみステップＳ２８に
進み、フィードバック制御を開始して可変光減衰器１４＃ｉｊの微調整を行い、処理サイ
クルを終了する。なお、上記所定時間は全てのノードの可変光減衰器１４＃ｉｊに光信号
が入力開始されるまでの時間より十分長い時間に設定されている。
【００４３】
　この場合、プロテクション指示（または障害通知）をトリガとして、図１３に示すよう
に、プロテクションルート内のスルーノードであるノード２，３それぞれの制御回路６０
＃２１，６０＃３１は内蔵メモリに格納されている固定減衰値を可変光減衰器１４＃２１
，１４＃３１に設定する。しかし、プロテクションルート内のアッドノードであるノード
１では制御回路６０＃１１が最初からフィードバック制御を開始し、可変光減衰器１４＃
１１の出力する光信号のレベルは一定に調整される。
【００４４】
　図１４Ａ，１４Ｂは、図１２の光可変減衰制御処理によるアッドノードの可変光減衰器
１４＃ｉｊの減衰量と出力光信号の光レベルの時間変化を示す図である。図中、Ｔ０はプ
ロテクション指示（または障害通知）のトリガ受信時点を示す。
【００４５】
　ここで、アッドノードでは、図１５に示すように、左回り経路用の光スイッチ４＃ｉに
対応する光スイッチ７０と、右回り経路用の光スイッチ４＃ｉに対応する光スイッチ７１
に対してトランスポンダ７２，７３と光スイッチ７４，７５が設けられている。この構成
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では、例えば、光スイッチ７１に分波器（ＷＤＭＵＸ）から供給される光信号と、トラン
スポンダ７２，７３から光スイッチ７５を通して供給される光信号とでは、光スイッチ７
５による損失で光パワーのレベル差が生じている。
【００４６】
　このような場合でも、本実施形態では、アッドノードでは最初からフィードバック制御
を行うため、アッドノード内の経路損失のばらつき等による切替後のレベル差を吸収する
ことができる。また、各ノードにおいて、ネットワーク内のパスの経路や故障箇所により
、自ノードがアッドノードになるときと、それ以外のノードになる場合の２つのケースが
あり、それぞれのデータを持つことが要求されるが、本制御を適用することで、その必要
がなくなる。
【００４７】
　
　図１６は、本発明の第４実施形態による制御回路６０＃ｉｊが実行する瞬断時制御処理
のフローチャートである。同図中、ステップＳ３０で自ノードにおいて信号断（ＬＯＬ (L
oss Of Light)）が検出されたか否かを判別する。信号断の検出があれば、制御回路６０
＃ｉｊはステップＳ３２でフィードバック制御を行っている可変光減衰器（ＶＯＡ）１４
＃ｉｊの減衰値を内蔵メモリに保持し、この保持減衰値を可変光減衰器１４＃ｉｊに設定
する。
【００４８】
　その後、ステップＳ３４で所定時間を経過したか否かを判別する。所定時間を経過して
いない場合にはステップＳ３２に進み、ステップＳ３２，Ｓ３４を繰り返す。所定時間を
経過した場合にはステップＳ３６で固定減衰値ＡＴＴ－Ｌ（通常のフィードバック制御の
減衰値より大きい値）を可変光減衰器１４＃ｉｊに設定してステップＳ３６に進む。
【００４９】
　一方、ステップＳ３６で信号断が検出されない場合にはステップＳ４０でフィードバッ
ク制御を実行してステップＳ３０に進む。
【００５０】
　例えば、図１５に示すトランスポンダ７２に供給されているクライアント信号を光スイ
ッチ７５を通して光スイッチ７１に供給している状態で、クライアント側に障害が発生し
た場合、光スイッチ７５でトランスポンダ７２からのクライアント信号をトランスポンダ
７３からのクライアント信号に切り替える場合、光スイッチ７５の切替時間により光信号
の瞬断が発生する。
【００５１】
　図１７Ａ，１７Ｂ，１７Ｃは本実施形態における光信号の瞬断が発生したときの動作を
示す図である。図１７Ａに示すノード１，２，３，４で構成されるワークルートで光信号
の瞬断が発生すると、各ノード１，２，３それぞれの制御回路６０＃ｉｊ（ｉ＝１，２，
３）は独立して信号断を検出する。
【００５２】
　そして、図１７Ｂに示すように、各ノード１，２，３それぞれの制御回路６０＃ｉｊ（
ｉ＝１，２，３，４）は可変光減衰器１４＃ｉｊ（ｉ＝１，２，３）の減衰値を内蔵メモ
リに保持し、この保持減衰値を可変光減衰器１４＃ｉｊ（ｉ＝１，２，３）に設定する。
【００５３】
　その後、光信号の瞬断が解除されれば、図１７Ｃに示すように、各ノード１，２，３そ
れぞれの制御回路６０＃ｉｊ（ｉ＝１，２，３）は可変光減衰器１４＃ｉｊ（ｉ＝１，２
，３）のフィードバック制御に移行して可変光減衰器１４＃ｉｊ（ｉ＝１，２，３）の出
力する光信号のレベルは一定に調整される。
【００５４】
　図１８Ａ，１８Ｂは、図１６の瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器１４＃ｉ
ｊの減衰量と出力光信号の光レベルの時間変化を示す図である。この図では、瞬断開始か
ら瞬断解除までの時間が所定時間内である場合を示している。

10

20

30

40

50

(14) JP 3954072 B2 2007.8.8

第４実施形態



【００５５】
　図１９Ａ，１９Ｂは、図１６の瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器１４＃ｉ
ｊの減衰量と出力光信号の光レベルの時間変化の他の例を示す図である。この図では、瞬
断開始から所定時間を超えてタイムアウトした場合を示している。
【００５６】
　これによって、信号断のときに可変光減衰器１４＃ｉｊが不用意に減衰量を減らし、再
び信号が復帰したときに減衰量不足から光レベルが高くなる光サージが防げる。また、信
号が復帰したときにレベルに大きな変化がなければ、微調整量が少なく、早く目標レベル
に光パワーを調整することが可能となる。
【００５７】
　
　図２０は、本発明の第５実施形態による制御回路６０＃ｉｊが実行する瞬断時制御処理
のフローチャートである。同図中、図１６と同一部分には同一符号を附している。図２０
において、ステップＳ３０で自ノードにおいて信号断が検出されたか否かを判別する。信
号断の検出があれば、ステップＳ４２で自ノードがアッドノードか否かを判別する。自ノ
ードがアッドノードの場合にはステップＳ３８に進み、固定減衰値ＡＴＴ－Ｌを可変光減
衰器１４＃ｉｊに設定する。
【００５８】
　自ノードがアッドノードの場合には、ステップＳ３２に進み、制御回路６０＃ｉｊは、
フィードバック制御を行っている可変光減衰器（ＶＯＡ）１４＃ｉｊの減衰値を内蔵メモ
リに保持し、この保持減衰値を可変光減衰器１４＃ｉｊに設定する。
【００５９】
　その後、ステップＳ３４で所定時間を経過したか否かを判別する。所定時間を経過して
いない場合にはステップＳ３２に進み、ステップＳ３２，Ｓ３４を繰り返す。所定時間を
経過した場合には、ステップＳ３６で信号断が検出されたか否かを判別し、信号断が検出
された場合にはステップＳ３８で固定減衰値ＡＴＴ－Ｌを可変光減衰器１４＃ｉｊに設定
してステップＳ３６に進む。
【００６０】
　一方、ステップＳ３６で信号断が検出されていない（信号断解除）場合にはステップＳ
４０でフィードバック制御を実行してステップＳ３０に進む。図２１Ａ，２１Ｂは図２０
の瞬断時制御処理によるアッドノードの可変光減衰器１４＃ｉｊの減衰量と出力光信号の
光レベルの時間変化を示す図である。
【００６１】
　このように、アッドノードでは、信号断によって最大値に近い値の固定減衰値ＡＴＴ－
Ｌを可変光減衰器１４＃ｉｊに設定することで、信号断が解除した際に大きな光レベルの
光信号が入力された場合に、光サージが誘発されることを防止することができる。
【００６２】
　ところで、図１６及び図２０において、ステップＳ３６，Ｓ３８を削除し、ステップＳ
３４で信号断が解除されていない場合にはステップＳ３４を繰り返す構成とすることも可
能である。この場合の瞬断時制御処理による可変光減衰器１４＃ｉｊの減衰量と出力光信
号の光レベルの変化を図２２Ａ，２２Ｂに示す。
【００６３】
　このように、信号断の期間は、信号断が検出されたときの保持減衰値を可変光減衰器１
４＃ｉｊに設定することにより、信号断が解除され復帰したときの調整時間を短縮するこ
とができる。
【００６４】
　図２３は、各ノードの制御回路６０＃ｉｊの内蔵メモリに格納される固定減衰値の取得
方法を説明するための図である。予めシステム稼動させる前、または定期的（タイマ使用
）若しくは不定期（手動）に、アッドノードであるノード１に設けたダミー光源８０＃１
の出力するダミー光を光スイッチ４＃１に入力し、ノード２，３，４の経路で伝送する。
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【００６５】
　上記ダミー光を供給した状態でノード１，２，３それぞれの制御回路６０＃１１，６０
＃２１，６０＃３１はフィードバック制御を実行し、可変光減衰器１４＃１１，１４＃２
１，１４＃３１の出力する光信号のレベルを一定に調整したのち、その時点の可変光減衰
器１４＃１１，１４＃１２，１４＃１３の減衰値を固定減衰値として制御回路６０＃１１
，６０＃２１，６０＃３１の内蔵メモリに格納する。なお、ダミー光源は専用に持っても
良く、もしくは他の信号源と共有しても良い。
【００６６】
　
　図２４は本発明の第６実施形態によるノード構成図であり、図８６中の構成要素と実質
的に同一の構成要素には同一の符号を附している。ノードは、ＷＤＭＵＸ２＃ｉ、ＳＷ４
＃ｉ，ＴＮＰＮ送信器６＃ｉ、ＳＷ８＃ｉ、ＴＲＰＮ受信器１０＃ｉ、ＳＰＬ１２＃ｉｊ
（ｊ＝１～ｎ）、ＶＯＡ１４＃ｉｊ（ｊ＝１～ｎ）、ＰＤ１６＃ｉｊ（ｊ＝１～ｎ）、Ｓ
ＰＬ１８＃ｉｊ（ｊ＝１～ｎ）、ＷＭＵＸ２０＃ｉ、ＰＤ２２＃ｊ（ｊ＝１～ｎ）、制御
装置１００＃ｉ及び制御回路１０２＃ｉｊ（ｊ＝１～ｎ）を具備する。
【００６７】
　制御装置１００＃ｉは、ノード装置全体の制御、監視を行っており、全ての障害情報、
全てのＳＷやその他の機能部の制御を行うものであり、具体的には、以下の機能を有する
。 (1)自ノードで発生した障害情報及び他ノードから通知された障害情報を管理する。 (2)
ＳＷ８＃ｉを制御して、障害情報に基づいて現用系と予備系との切替制御を行う。 (3)各
制御回路１０２＃ｉｊのＡＴＴ量制御に関わる光信号のアッドノード及びスルーノードの
いずれであるかを制御回路１０２＃ｉｊに通知する。
【００６８】
　図２５は図中の制御回路１０２＃ｉｊの構成図である。図２５に示すように、制御回路
１０２＃ｉｊは、検出部１５０＃ｉｊ、メモリ１５２＃ｉｊ、ＤＳＰ１５４＃ｉｊ及び駆
動回路１５６＃ｉｊを有する。検出部１５０＃ｉｊは、次の機能を有する。 (1)ＰＤ１６
＃ｉｊ，２２＃ｉｊより出力される光信号レベルを電気的に変換した信号、又は情報より
、光断を検出して、断検出信号を出力する。 (2)ＰＤ１６＃ｉｊ，２２＃ｉｊより出力さ
れる光信号レベルを電気的に変換した信号又は情報より、光断解除を検出して、断解除検
出信号を出力する。 (3)自動レベル調整時に、光信号レベルとターゲットレベルの差分を
検出する。但し、ＤＳＰ１５４＃ｉｊが差分を検出する場合もある。
【００６９】
　メモリ１５２＃ｉｊは、自ノードが光レベルの制御に関わる光信号のアッドノードのと
き、光断時のＡＴＴ量固定値及び光断解除時のＡＴＴ量固定値、自ノードがスルーノード
のとき、光断直後のＡＴＴ量及びターゲット値を記憶するメモリである。但し、それらの
値はＤＳＰ１５４＃ｉｊの中のメモリに組み込まれる場合もある。また、メモリ１５２＃
ｉｊ又はＤＳＰ１５４＃ｉｊの中のメモリには、アッドノードかスルーノードかの情報、
光信号断の閾値レベル、復旧の閾値レベルなども記憶する場合がある。駆動回路１５６＃
ｉｊは、ＤＳＰ１５４＃ｉｊの制御に従ってＶＯＡ１４＃ｉｊを駆動する。
【００７０】
　図２６は自ノードがアッドノードである場合のＤＳＰ１５４＃ｉｊの動作フローチャー
トである。図２７は自ノードがスルーノードである場合のＤＳＰ１５４＃ｉｊの動作フロ
ーチャートである。自ノードがアッドノードであるか、スルーノードであるかは制御装置
１０２＃ｉより通知される。ＤＳＰ１５４＃ｉｊは、ＭＰＵとＭＰＵ上で動作するソフト
ウェア、又はＦＰＧＡやＡＳＩＣ等によるハードウェアによって実現することもできる。
【００７１】
　（１）　アッドノードの場合
　ステップＳ５０において、断検出信号及び断復旧検出信号が出力されていない通常状態
では、ＰＤ１６＃ｉｊ及びＰＤ２２＃ｉｊから出力される光出力レベルより、ＶＯＡ１４
＃ｉｊの出力光信号のレベルがターゲットレベルとなるように自動レベル調整する。ステ
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ップＳ５２において、断検出信号が出力されて光断であるか否かを判定する。光断であれ
ば、ステップＳ５２に戻る。光断でなければ、ステップＳ５０に戻って、自動レベル調整
を行う。ステップＳ５４において、予めメモリ１５２＃ｉｊに記憶された第１固定減衰量
でＡＴＴ量固定制御（ＡＴＴ量固定制御１）をする。第１固定減衰量は、光断から光復旧
したときに、ＶＯＡ１４＃ｉｊの出力光レベルが高すぎて上述の問題が生じない値とする
。
【００７２】
　ステップＳ５６において、断断解除検出信号が出力されて光断解除されたか否かを判定
する。光断解除されていなければ、ステップＳ５４に戻って、ＡＴＴ量固定制御１を継続
して行う。光断解除されたならば、ステップＳ５８に進む。ステップＳ５８において、予
めメモリ１５２＃ｉｊに記憶された第２固定減衰量でＡＴＴ量固定制御固定制御（ＡＴＴ
量固定制御２）をする。第２固定減衰量は自動レベル調整時に減衰量が収束している状態
での平均減衰量に近い減衰量である。光断解除されたときに、自動レベル調整に移行する
前に第２固定減衰量に強制的に移行することにより、高速に自動レベル調整においてレベ
ル収束させるためである。
【００７３】
　（２）　スルーノードの場合
　図２７中のステップＳ１００において、図２６中のステップＳ５０と同様の処理を行う
。ステップＳ１０２において、光断が発生したか否かを判定する。光断が発生していなけ
れば、ステップＳ１００に戻って、自動レベル制御を継続して行う。光断が発生すると、
光断直後のＡＴＴ量をメモリ１５２＃ｉｊに記憶して、ステップＳ１０４に進む。ステッ
プＳ１０４において、メモリ１５４＃ｉｊに保持しておいた光入力断直後のＡＴＴ量でＡ
ＴＴ量固定制御固定制御（ＡＴＴ量固定制御３）をする。ステップＳ１０６において、光
断解除されたか否かを判断する。光断解除されていなければ、ステップＳ１０４に戻って
、ＡＴＴ量固定制御３を継続する。光断解除されたとき、ステップＳ１００に戻って自動
レベル調整を行う。
【００７４】
　以下、障害復旧における光減衰器の制御方式について説明をする。ここでは、ノード２
００＃１がアッドノード、ノード２００＃２，２００＃３がスルーノード、ノード２００
＃４がドロップノードである場合について説明する。
【００７５】
　図２８は通常状態時を示す図である。図２９は障害発生時を示す図である。図３０は障
害復旧直後を示す図である。図３１は復旧後の通常状態を示す図である。図３２及び図３
３はアッドノードでの光減衰器ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルを示す図であり、横軸に時
間（Ｔ）、縦軸に光減衰器ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルが示されている。図３４はスル
ーノードでの光減衰器ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルを示す図である。
【００７６】
　（１）　通常状態時
　アッドノード２００＃１では、図２８に示すように、ＴＲＮＰ６＃１０で送信された光
信号は、ＳＷ８＃１，４＃１を経由して、ＶＯＡ１４＃１１で図１２及び図１３に示すよ
うに自動制御されている。スルーノード２００＃２，２００＃３では、図２８に示すよう
に、ＳＷ４＃２，４＃３を経由して、ＶＯＡ１４＃２１，１４＃３１で図２４及び図２５
に示すように自動レベル調整されている。自動レベル調整では、図２２及び図２４に示す
ように、１０ｄＢ前後の減衰量で制御されており、ＶＯＡ出力レベルは－１０ｄＢｍ前後
となっている。ドロップノード２００＃４では、図２８に示すように、ＳＷ４＃４を経由
して、ＴＲＮＰ１６＃４で受信されて、加入者側へドロップされる。
【００７７】
　（２）　障害発生時
　アッドノード２００＃１では、光断が検出されると、図２８及び図３２に示すように、
ＶＯＡ１４＃１１で光減衰器ＡＴＴ量を所定値１、例えば、４０ｄＢ（またはＭａｘ）に
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固定して制御（ＡＴＴ量固定制御１）する。これにより、ＡＴＴ量がゼロになるのを防ぐ
。このとき、図３３に示すように、光断のため光パワーが低く、また固定減衰量に設定さ
れており、ＶＯＡ出力レベルは、例えば、－６０ｄＢｍ以下に下がっていく。スルーノー
ド２００＃２，２００＃３では、光断が検出されると、図２８及び図３４に示すように、
光減衰器ＡＴＴ量を光断直後の減衰量、例えば、１０ｄＢに固定制御（ＡＴＴ量固定制御
３）するため。減衰量は光断の検出前とほとんど変化がない。これにより、ＡＴＴ量がゼ
ロになるのを防ぐ。図２５に示すように、光断のため光パワーが低く、また固定減衰量に
設定されており、ＶＯＡ出力レベルは、例えば、－６０ｄＢｍ以下に下がっていく。
【００７８】
　（３）　障害復旧直後
　アッドノード２００＃１では、光断解除が検出されると、図２８及び図３２に示すよう
に、ＶＯＡ１４＃１１で減衰量を所定値２で一次的に固定制御（ＡＴＴ量固定制御２）し
てから、自動レベル調整に移行する。これにより、図３３に示すように、復旧直後のＶＯ
Ａ出力レベルは、自動レベル調整での平均値の－１０ｄＢｍ程度に急上昇する。スルーノ
ード２００＃２，２００＃３では、光断解除が検出されると、図２８及び図３４に示すよ
うに、減衰量を自動レベル調整に遷移するが、障害復旧直後では、図３５に示すように、
ＶＯＡ出力レベルは、自動レベル調整でのターゲットの－１０ｄＢｍ程度に急上昇する。
【００７９】
　（４）　通常状態（復旧後）
　アッドノード２００＃１では、図２８及び図３２に示すように、ＶＯＡ１４＃１１で減
衰量を自動制御している。このとき、図３３に示すように、ＶＯＡ出力レベルが復旧直後
にターゲットレベルである－１０ｄＢｍ付近に急上昇しており、ＡＴＴ量の変動が少ない
ので、ＶＯＡ出力レベルは、ターゲットの－１０ｄＢｍに高速に収束する。スルーノード
２００＃２，２００＃３では、図２８及び図３４に示すように、自動制御をしている。こ
のとき、障害復旧直後では、図３５に示すように、ＶＯＡ出力レベルは、ターゲット－１
０ｄＢｍに近い値となっているので、自動制御で高速にターゲット－１０ｄＢｍに収束す
る。
【００８０】
　以上説明した本実施形態では、光断時に固定値１でＡＴＴ量固定制御を行いゼロになる
のを防ぐので、光断解除されたときに光パワーが大きくなり過ぎることを防止できる。ま
た、光断解除されたとき、自動レベル調整での平均ＡＴＴ量に近い固定値２でＡＴＴ量固
定制御を行ってから、自動制御を行う、または、光断のとき、光断直後のＡＴＴ量に固定
制御しているので、ＶＯＡ出力レベルがターゲットに高速に収束する。
【００８１】
　
　図３６は本発明の第７実施形態によるノード構成図であり、図２４中の構成要素と実質
的に同一の構成要素には同一の符号を附している。制御装置３００＃ｉは、光断及び復旧
時のアッドノードとスルーノードでの制御回路３０２＃ｉｊの減衰量の制御に異なる点が
ないので、各光信号について、自ノードがアッド／スルーであるかを通知をしない。制御
回路３０２＃ｉは、ＡＴＴ量制御を従来の制御よりも長周期で行う。従来のＡＴＴ量制御
では、通常、光断が発生してから現用系と予備系を切り替えて復旧までの間にＶＯＡ１４
＃ｉｊの減衰量がゼロになり開き切ることから、制御回路３０２＃ｉｊは、これを回避す
るべく光断から復旧までの間にゼロにならないようにＡＴＴ量制御を長周期で行うもので
ある。
【００８２】
　図３７～図３９はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入
力レベル、ＶＯＡ出力レベルを示す図であり、横軸に時間（Ｔ）、縦軸に光減衰量ＡＴＴ
量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ出力レベルが示されている。
【００８３】
　（１）　通常状態
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　通常状態では、長周期で光減衰器ＡＴＴ量の自動制御が行われており、例えば、光減衰
器ＡＴＴ量の平均値は１０ｄＢとなって御されており、ＶＯＡ入力レベルは０ｄＢｍ，Ｖ
ＯＡ出力レベルはターゲットの－１１ｄＢｍで収束している。
【００８４】
　（２）　障害発生時
　光断が障害発生しても、長周期で光減衰器のＡＴＴ量が自動制御されているので、すぐ
に減衰量を減らすことはなく、徐々に光減衰器減衰量（ＡＴＴ量）が減っていき光断解除
までに、例えば、１ｄＢ程度減るが、長周期であることから、図３７に示すように、光断
解除までの間にゼロレベル近くまで落ちることはない。その間、ＶＯＡの入力レベルは、
－５０ｄＢｍ程度まで下がっていき、ＶＯＡ出力レベルは、光断レベル、例えば、－６０
ｄＢｍ程度まで落ち込んでいる。即ち、入力の光レベルが変動としても減衰量はすぐには
追随せず、ゆっくりと制御を行うので、制御の速度よりも光断の時間が十分に短い場合は
、ＡＴＴ量は殆ど変化せずにゼロとならない。
【００８５】
　（３）　障害復旧
　光断が解除されると、光断のときのゆっくりと減らしたＡＴＴを今度は再び、減衰量は
元の１０ｄＢ付近にゆっくりと戻していく。光断から復旧したときのＶＯＡ出力レベルは
、減衰量が減った分、ターゲットの－１１ｄＢｍより大きめに出力される。
【００８６】
　（４）　通常状態
　ＡＴＴ量を徐々に元に戻していくことから、ＶＯＡ出力レベルはターゲットの光パワー
レベル、例えば、－１１ｄＢｍに収束する。
【００８７】
　以上説明した本実施形態によれば、減衰量の制御を長周期で行うことから、光断から光
断解除までの間に減衰量はそれほど減少しないので、光断解除されたときにＶＯＡ出力レ
ベルが大きくなり過ぎることもなく、ターゲットレベルに戻っていく。
【００８８】
　
　図４０は本発明の第８実施形態によるノード構成図であり、図３０中の構成要素と実質
的に同一の構成要素には同一の符号を附している。制御回路３５０＃ｉｊは通常時と光断
時とで反応速度の異なる自動レベル制御を行う。
【００８９】
　図４１は制御回３５０＃ｉの動作フローチャートである。
【００９０】
　（１）　通常時
　ステップＳ２００において、光断が発生していないので、自動レベル調整（自動レベル
調整２）を行っている。このとき、例えば、光減衰器ＡＴＴ量の平均値は１０ｄＢ、ＶＯ
Ａ入力レベルは０ｄＢＭ、ＶＯＡ出力レベルはターゲットである－１１ｄＢｍに収束して
いる。
【００９１】
　（２）　障害発生時
　ステップＳ２０２において、光断であるか否かを判定する。光断であれば、ステップＳ
２０４に進む。光断でなれば、ステップＳ２０２に戻る。ステップＳ２０４において、光
断の障害が発生すると、自動レベル調整２とは異なる反応速度の自動レベル調整１を適応
して光パワーレベルを調整する。このとき、自動レベル調整２と自動レベル調整１との反
応速度の関係について説明する。
【００９２】
　（ａ）　自動レベル調整１の反応速度が自動レベル調整２より遅い場合
　図４２～図４４は自動レベル調整１の反応速度が自動レベル調整２より遅い場合の光減
衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ出力レベルを示す図であり、横軸に時間（Ｔ
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）、縦軸に光減衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ出力レベルを示している。光
断が検出すると、図４２～図４４に示すようにレベル調整の速度が遅くなる。これにより
、光断解除までの間に光減衰器ＡＴＴ量は１ｄＢ程度小さくなり９ｄＢ程度となって、光
断の間、減衰量の変動が少なく抑えられ、通常状態のときの変動には追従性が高い。
【００９３】
　（ｂ）　自動レベル調整１の反応速度が自動レベル調整２より速い場合
　図４５～図４７は自動レベル調整１の反応速度が自動レベル調整２より速い場合の光減
衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ出力レベルを示す図であり、横軸に時間（Ｔ
）、縦軸に光減衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ出力レベルを示している。通
常状態のときは、レベル調整速度を遅くし、光断が検出すると、レベル調整速度を速くす
る。このとき、図４６に示すＶＯＡ入力レベル変動に対して、ＶＯＡのＡＴＴ量の追従性
が高くなり、図４７に示すようにＶＯＡ出力も似たような状況になってくる。ます、図４
２に比べて、ＡＴＴ量が光断のときに開く（ゼロ）方向になるので、図４２の動作より、
若干のオーバーシュートが発生することが考えられる。但し、光断から光断解除までの間
に光減衰器ＡＴＴ量は減少するが、通常の光断から復旧までの時間でゼロにならない調整
速度、例えば、－５３ｄＢｍ程度まで低下する程度とする。
【００９４】
　（３）　障害復旧
　ステップＳ２０６において、光断が解除されたか否かを判定する。光断が解除されたな
らば、ステップＳ２００に戻って、自動レベル調整２を行う。
【００９５】
　（ａ）　自動レベル調整１の反応速度が自動レベル調整２より遅い場合
　光断が解除されるとレベル調整の速度の速い自動レベル調整２で光減衰器ＡＴＴ量が調
整される。このとき、光断から光断解除までの間に光減衰器ＡＴＴ量は１ｄＢ程度低くな
り９ｄＢ程度となっているが、自動レベル調整２での平均減衰量１０ｄＢから変動が小さ
い分、通常状態のときの変動には追従性が高くなる。
【００９６】
　（ｂ）　自動レベル調整１の反応速度が自動レベル調整２より速い場合
　光断が解除された時点ではレベル調整速度の速い自動レベル調整１で一旦光減衰器ＡＴ
Ｔ量が調整されるので、光断から立ち上がりが早くなる。その後、レベル調整速度の遅い
自動レベル調整２でＡＴＴ量が自動制御される。
【００９７】
　（４）　通常状態
　自動レベル調整２でＡＴＴ量が自動制御される。
【００９８】
　以上説明した実施形態によれば、通常状態の自動レベル調整２と光断時の自動レベル調
整１とで調整速度を変えたので、光断時の光レベルがゼロになることがなく、状況により
最適な制御速度を提供することにより、精度良くパワーレベルを制御でき、切替時間の短
縮をすることができる。
【００９９】
　
　図４８は本発明の第９実施形態によるノード構成図であり、図２４中の構成要素と実質
的に同一の構成要素には同一の符号を附している。制御装置４５０＃ｉは、自ノードや他
ノードで発生した障害に基づいて現用系と予備系の切替制御等を行うべく、自ノードで発
生した障害情報を収集して障害が発生したことや障害がクリアされたことを示す障害情報
を他ノードに送信したり、他ノードで発生した障害情報を受信し及び隣接ノードに中継を
する。障害情報はアッドノードのトランスポンダの障害だけでなく、ＶＯＡ１４＃ｉｊに
入力される光入力信号の断に関わる情報をいうものであり、光断以外の障害や光断の検出
自体に障害が発生した場合の情報も含むものとする。そこで、制御装置４５０＃ｉは、Ｖ
ＯＡ１４＃ｉｊの入力光信号に関わる障害情報を制御回路４５２＃ｉｊに通知する。制御
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回路４５２＃ｉｊは、制御装置４５０＃ｉから通知されるＶＯＡ１４＃ｉｊの入力に関わ
る障害情報より、光断、光断解除を判断して、光断、光断解除時の光減衰器ＡＴＴ量を制
御する。
【０１００】
　図４９は制御回路４５２＃ｉの動作フローチャートである。ステップＳ３００において
、通常時には自動レベル調整（自動レベル調整２）がされている。ステップＳ３０２にお
いて、障害情報があるか否かを判定する。障害情報があれば、ステップＳ３０４に進む。
障害情報がなければ、ステップＳ３００に戻る。ステップＳ３０４において、自動レベル
調整２の調整速度と異なる自動レベル調整（自動レベル調整１）を行う。ステップＳ３０
６において、障害情報がクリアされたか否かを判定する。障害情報がクリアされた場合は
、ステップＳ３００に戻って、自動レベル調整２を行う。障害情報がクリアされていなけ
れば、ステップＳ３０４に戻って、自動レベル調整１を継続して行う。
【０１０１】
　図５０～図５２はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入
力レベル及びＶＯＡ出力レベルを示す図であり、横軸に時間（Ｔ）、縦軸に光減衰量ＡＴ
Ｔ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ出力レベルが示されている。図５０～図５２は、図４
２～図４４中の光断を光断障害情報検出、光断解除を光断解除障害情報検出に代えただけ
である。
【０１０２】
　図５３は通常状態時の動作説明図である。図５４は障害発生時の動作説明図である。図
５５は障害復旧直後の動作説明図である。図５６は復旧後の通常状態での動作説明図であ
る。
【０１０３】
　（１）　通常状態時
　通常状態時では、図５４に示すように、ノード５００＃ｉの制御回路４５２＃ｉ１（ｉ
＝１，２，３）は、ＶＯＡ１４＃ｉ１のＡＴＴ量を一定の反応速度の自動レベル調整２に
自動制御（自動制御１）を行っている。
【０１０４】
　（２）　障害発生時
　アッドノード５００＃１の制御装置４５０＃１は、現用系のＴＰＮＤ６＃１０のハード
ウェア等、ＶＯＡ１４＃１１の入力光信号に関わる障害情報を収集しており、制御回路４
５２＃１１及びノード５００＃２に通知している。ノード５００＃２の制御装置４５０＃
２は、ノード５００＃１からの障害情報を受信すると、ＶＯＡ１４＃２１のＶＯＡ入力の
障害情報として制御回路４５２＃２１に通知するとともにノード５００＃３に通知する。
ノード５００＃３は、ノード５００＃２と同様に受信した障害情報を制御回路１４＃３１
に通知するとともにノード５００＃４に通知する。
【０１０５】
　ＴＲＰＮ６＃１０に障害が発生すると、図５４に示す制御回路４５２＃ｉ１（ｉ＝１，
２，３）は制御装置４５０＃ｉ（ｉ＝１，２，３）より障害情報が通知される。制御回路
４５２＃ｉ１は、制御装置４５０＃ｉより障害情報の通知を受けると、ＶＯＡ１４＃ｉ１
の入力光信号が断であると判断して、自動レベル調整２とは異なる反応速度の自動レベル
調整１でＡＴＴ量を自動制御（自動制御１）を行う。
【０１０６】
　（３）　障害復旧直後
　ＴＲＰＮ６＃１０からＴＲＰＮ６＃１１に切り替わり光断が復旧すると、図５５に示す
ように、制御回路４５２＃ｉ１（ｉ＝１，２，３）は制御装置４５０＃ｉ（ｉ＝１，２，
３）より障害情報のクリアが通知される。制御回路４５２＃ｉ１は、制御装置４５０＃ｉ
より障害情報のクリアを受けると、ＶＯＡ１４＃ｉ１の入力光信号の断が解除されたと判
断して、自動レベル調整１でＶＯＡ１４＃ｉ１のＡＴＴ量を自動制御（自動制御１）を行
う。
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【０１０７】
　（４）　通常状態（復旧後）
　制御回路４５２＃ｉ１は、図５６に示すように、自動レベル調整１で継続してＶＯＡ１
４＃ｉ１のＡＴＴ量を自動制御する。
【０１０８】
　以上説明した本実施形態によれば、障害情報の発生や障害情報のクリアを制御回路に通
知して、これらの障害情報や障害情報のクリアによりＡＴＴ量の制御を行うことにより、
第４実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０９】
　
　図５７は本発明の第１０実施形態によるノード構成図であり、図４８中の構成要素と実
質的に同一の構成要素には同一の符号を附している。制御回路５５０＃ｉｊは、制御装置
４５０＃ｉから通知されるＶＯＡ１４＃ｉｊの入力に関わる障害情報より光断、光断解除
を判断し、光断、光断解除時の光減衰器ＡＴＴ量を制御する。
【０１１０】
　図５８は制御回路５００＃ｉｊの動作フローチャートである。ステップＳ４００におい
て、通常時では自動レベル調整（通常レベル調整）がされている。ステップＳ４０２にお
いて、障害情報があるか否かを判定する。障害情報があれば、ステップＳ４０４に進む。
障害情報がなければ、ステップＳ４００に戻る。ステップＳ４０４において、光減衰器Ａ
ＴＴ量を固定、例えば、光断直後のＡＴＴ量でＶＯＡ１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制
御３）する。ステップＳ４０６において、障害情報がクリアされたか否かを判定する。障
害情報がクリアされた場合は、ステップＳ４００に戻って、通常自動レベル調整を行う。
障害情報がクリアされていなければ、ステップＳ４０４に戻って、ＡＴＴ量固定制御１を
行う。
【０１１１】
　図５９及び図６０はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰量ＡＴＴ量及びＶＯ
Ａ出力レベルを示す図であり、横軸に時間（Ｔ）、縦軸に光減衰量ＡＴＴ量及びＶＯＡ出
力レベルが示されている。図５９及び図６０は、図３４及び図３５中の光断を光断障害情
報検出、光断解除を光断解除障害情報検出に代えただけである。
【０１１２】
　図６１は通常状態時の動作説明図である。図６２は障害発生時の動作説明図である。図
６３は障害復旧直後の動作説明図である。図６４は復旧後の通常状態での動作説明図であ
る。
【０１１３】
　以下、障害復旧における光減衰器の制御方式について説明をする。ここでは、ノード６
００＃１がアッドノード、ノード６００＃２，６００＃３がスルーノード、ノード６００
＃４がドロップノードである場合について説明する。
【０１１４】
　（１）　通常状態時
　通常状態時では、図６１に示すように、ノード５００＃ｉの制御回路４５２＃ｉ１（ｉ
＝１，２，３）は、ＶＯＡ１４＃ｉ１のＡＴＴ量を自動制御を行っている。
【０１１５】
　（２）　障害発生時
　ＴＲＰＮ６＃１０に障害が発生すると、制御回路５００＃ｉ１（ｉ＝１，２，３）は制
御装置４５０＃ｉ（ｉ＝１，２，３）より障害情報が通知される。制御回路４５０＃ｉ１
は、制御装置５００＃ｉより障害情報の通知を受けると、ＶＯＡ１４＃ｉ１の入力光信号
が断であると判断し、光断直後のＡＴＴ量に固定してＶＯＡ１４＃ｉ１のＡＴＴ量を制御
する。
【０１１６】
　（３）　障害復旧直後
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　ＴＲＰＮ６＃１０からＴＲＰＮ６＃１１に切り替わり光断が復旧すると、制御回路５０
０＃ｉ１（ｉ＝１，２，３）は制御装置４５０＃ｉ（ｉ＝１，２，３）より障害情報のク
リアが通知される。制御回路５００＃ｉ１は、制御装置４５０＃ｉより障害情報のクリア
を受けると、ＶＯＡ１４＃ｉ１の入力光信号の断が解除されたと判断して、光断直後に固
定していたＡＴＴ量から自動制御に移行して、ＶＯＡ１４＃ｉ１を制御する。
【０１１７】
　（４）　通常状態（復旧後）
　制御回路５００＃ｉ１は、ＶＯＡ１４＃ｉ１のＡＴＴ量を自動制御する。
【０１１８】
　以上説明した本実施形態によれば、障害情報の発生や障害情報のクリアを制御回路に通
知して、これらの障害情報や障害情報のクリアによりＡＴＴ量の制御を行うことにより、
第６実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１９】
　
　図６５は本発明の第１１実施形態によるノード構成図であり、図４８中の構成要素と実
質的に同一の構成要素には同一の符号を附している。
【０１２０】
　図６６はアッドノードにおける制御回路６５０＃ｉｊの動作フローチャートである。ス
テップＳ５００において、通常時には自動レベル調整（自動レベル調整）がされている。
ステップＳ５０２において、光断であるか否かを判定する。光断であれば、ステップＳ５
０４に進む。光断でなければ、ステップＳ５００に戻る。ステップＳ５０４において、光
減衰器ＡＴＴ量を固定、例えば、光断直後のＡＴＴ量でＶＯＡ１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ
量固定制御１）する。ステップＳ５０６において、光断が解除されたか否かを判定する。
光断が解除された場合は、ステップＳ５０８に進む。ステップＳ５０８において、ＡＴＴ
量を固定値に制御（ＡＴＴ量固定制御２）してから、ステップＳ５００に戻って、自動レ
ベル調整を行う。光断が解除されていなければ、ステップＳ５０４に戻って、ＡＴＴ量固
定制御１を行う。
【０１２１】
　図６７はスルーノードにおける制御回路６５０＃ｉｊの動作フローチャートである。ス
テップＳ５５０において、通常時には自動レベル調整（自動レベル調整）がされている。
ステップＳ５５２において、光断が検出されたか否かを判定する。光断が検出されたなら
ば、タイマを起動してから、ステップＳ５５４に進む。光断が検出されなければ、ステッ
プＳ５５０に戻る。ステップＳ５５４において、光減衰器ＡＴＴ量を固定、例えば、光断
直後のＡＴＴ量でＶＯＡ１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制御３）する。ステップＳ５５
６において、タイマがタイムアウトした否かを判定する。タイマは通常の光断から光断解
除に要する時間（現用系から予備系に切り替える時間）、例えば、５００ｍｓでタイムア
ウトするものとする。即ち、タイマがタイムアウトしたとき、光断が解除されているよう
な時間としている。タイマがタイムアウトした場合は、ステップＳ５５０に戻って、自動
レベル調整を行う。タイマがタイムアウトしていなければ、ステップＳ５５４に戻って、
ＡＴＴ量固定制御３を行う。
【０１２２】
　図６８は他のスルーノードにおける制御回路６５０＃ｉｊの動作フローチャートである
。図６７中のタイムアウトの代わりに障害情報解除をトリガとしたものである。外部から
障害情報をもらうのは、制御回路６５０＃ｉｊ中の検出部で障害を検出できないケースが
あり得ると考えられるからである。例えば、検出部の故障や、ＶＯＡ１４＃ｉｊの故障に
よりＶＯＡ１４＃ｉｊが開いてします、本来の光信号が断しているが、光アンプによる光
の雑音の累積等により光レベル光断が判別できないことがあるからである。ステップＳ６
００において、通常時には自動レベル調整（自動レベル調整）がされている。ステップＳ
６０２において、光断が検出されたか否かを判定する。光断が検出されたならば、ステッ
プＳ６０４に進む。光断が検出されていなければ、ステップＳ６００に戻る。ステップＳ
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６０４において、光減衰器ＡＴＴ量を固定、例えば、光断直後のＡＴＴ量でＶＯＡ１４＃
ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制御３する。ステップＳ６０６において、障害情報がクリアさ
れたか否かを判定する。障害情報がクリアされた場合は、ステップＳ６００に戻って、自
動レベル調整を行う。障害情報がクリアされていなければ、ステップＳ６０４に戻って、
ＡＴＴ量固定制御３を行う。スルーノードにおいて、図６７及び図６８のいずれのフロー
を採用するかは任意に行うことができる。
【０１２３】
　図６９及び図７０はアッドノードおける光減衰器ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルを示す
図であり、横軸に時間（Ｔ）、縦軸に光減衰器ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルを示してい
る。図７１及び図７２は、図６７のフローを採用したスルーノードおける光減衰量ＡＴＴ
量及びＶＯＡ出力レベルを示す図である。図６９に示すように、アッドノードで１０ｄＢ
付近にて自動レベル調整を行っていたときに、光断を検出すると、減衰量を４０ｄＢに固
定してＶＯＡ１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制御１）する。光断から復旧すると、減衰
量を５ｄＢにして（ＡＴＴ量固定制御２）、更に自動制御（自動レベル調整）する。スル
ーノードでは、光断を検出すると、光断直後の光減衰１０ｄＢに固定（ＡＴＴ量固定制御
３）する。そこから、時間の経過を監視し、５００ｍｓｅｃのタイマを持ってするとき、
５００ｍｓｅｃ経過後に自動レベル制御（自動レベル調整）に戻る。ここでは、光断が４
００ｍｓｅｃ続いたケースで、タイムアウトする前に光断が回復し、スルーノードのＶＯ
Ａ１４＃ｉｊの出力は、光断から回復すると光レベルも回復する。
【０１２４】
　図７３及び図７４はアッドノードおける光減衰量ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルを示す
図である。図７５，７６は図６８のフローを採用したスルーノードおける光減衰量ＡＴＴ
量及びＶＯＡ出力レベルを示す図である。アッドノードにおけるタイムチャートは、図６
９及び図７０と同様である。スルーノードにおけるタイムチャートは、図７１，７２中の
タイマ解除が障害情報解除に代わっていることが異なっている。
【０１２５】
　以上説明した本実施形態によれば、光断直後の減衰量に固定しているので、タイマのタ
イムアウトをトリガとして通常時の自動制御を行っても、タイムアウトの前後に光断が解
除されたとしても、ＶＯＡ出力をターゲットに高速に収束させることができる。
【０１２６】
　
　図７７は本発明の第１２実施形態によるノード構成図であり、図２４中の構成要素と実
質的に同一の構成要素には同一の符号を附している。
【０１２７】
　図７８はアッドノードにおける制御回路７００＃ｉｊの動作フローチャートである。ス
テップＳ６５０において、通常時には長周期で自動レベル調整（長周期自動レベル調整）
がされている。ステップＳ６５２において、光断であるか否かを判定する。光断であれば
、光断を検出した時点でタイマを起動して、既にタイマが起動されていれば何もせずにス
テップＳ６５４に進む。光断がなければ、ステップＳ６５０に戻る。ステップＳ６５４に
おいて、タイマがタイムアウトしたか否かを判断する。タイマがタイムアウトしていなけ
れば、ステップＳ６５２に戻る。即ち、光断が解除されると、タイマがタイムアウトする
前でも長周期自動レベル調整に戻る。タイマがタイムアウトすると、ステップＳ６５６に
進む。
【０１２８】
　ステップＳ６５６において、光断か否かを判定する。光断ならば、ステップＳ６５８に
進む。光断でなければ、ステップＳ６５０に戻って、長周期自動レベル調整を行う。即ち
、タイムアウトした時点で光断が解除されていれば、長周期自動レベル調整を行う。ステ
ップＳ６５８において、ＡＴＴ量固定でＶＯＡ１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制御２）
する。即ち、タイマがタイムアウトしたとき、光断が解除されていない場合に、ＡＴＴ量
固定制御１を行う。ステップＳ６６０において、光断であるか否かを判断する。光断であ
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れば、ステップＳ６５８に戻る。即ち、光断が解除されるまでは、ＡＴＴ量固定制御１が
行われる。光断が解除されていれば、ステップＳ６６２に進む。ステップＳ６６６におい
て、ＡＴＴ量固定でＶＯＡ１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制御２）してから、ステップ
Ｓ６５０に戻って、長周期自動レベル調整を行う。
【０１２９】
　図７９～図８１はアッドノードおける光減衰量ＡＴＴ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯＡ
出力レベルを示す図である。通常、１０ｄＢ付近で光減衰器ＡＴＴ量の制御を行っている
。光断が検出されると５００ｍｓｅｃでタイムアウトするタイマを起動する。光断が、タ
イマがタイムアウトする前の４００ｍｓｅｃ継続して回復した場合、ＡＴＴ量は長周期レ
ベルのまま、１ｄＢ程度ずれるが、光断から５００ｍｓｅｃ経過しておらず、固定制御（
ＡＴＴ固定制御１）に遷移せずに、長周期調整を継続する。
【０１３０】
　図８２及び図８３はアッドノードおける光減衰量ＡＴＴ量及びＶＯＡ出力レベルを示す
図である。一方、光断が５００ｍｓｅｃ以上継続すると、タイマがタイムアウトしたとき
、光断のままであるので、タイマがタイムアウトした時点でＡＴＴ量固定制御１になり、
４０ｄＢにＡＴＴ量を固定する。これにより、通常、光断が検出されてから光断が解除に
なる時間を超えて光断が生じて、いつ光断が解除されるか予測がつかない場合でも、固定
値にＡＴＴ量を維持するので、長時間に渡って光断しても、減衰量がゼロになることがな
くなる。光断が解除されない限り、そのＡＴＴ量を維持する。光断が回復すると、ＡＴＴ
量固定制御２に遷移し、ＡＴＴ量を５ｄＢにする。その後、自動レベル調整に遷移する。
一方、スルーノードは常時、長周期自動レベル調整に保たれる。
【０１３１】
　以上説明した本実施形態によれば、アッドノードでは、光断が検出されてからアウトア
ウトするまでは長周期自動レベル制御を行うので、第６実施形態と同様の効果がある上に
、タイマがタイムアウトすると固定レベル制御を行うので、何らかの原因で長時間に渡っ
て光断しても、スルーノード光断解除した時点で減衰量がゼロになることがなく、アッド
ノードで光ブロックすることができる。
【０１３２】
　
　図８４は本発明の第１３実施形態によるノード構成図であり、図２４中の構成要素と実
質的に同一の構成要素には同一の符号を附している。
【０１３３】
　図８５はアッドノード及びスルーノードにおける制御回路７５０＃ｉｊの動作フローチ
ャートである。ステップＳ７００～ステップＳ７０４までは図７８中のステップＳ６５０
からステップＳ６５４と同じである。ステップＳ７０６において、ＡＴＴ量固定でＶＯＡ
１４＃ｉｊを制御（ＡＴＴ量固定制御１）する。即ち、タイマがタイムアウトしたとき、
光断が解除されていても、解除されていなくても、ＡＴＴ量固定制御１を行う。ステップ
Ｓ７０８～ステップＳ７１０までは図中のステップＳ６６０～ステップＳ６６２と同様で
ある。
【０１３４】
　アッドノード及びスルーノードにおける光減衰器ＡＴＴ量、ＶＯＡ入力レベル及びＶＯ
Ａ出力レベルの波形は、タイムアウトする前に光断解除された場合は、図７９～図８１中
において、タイムアウト後に光断解除された場合は、図８２及び図８３と同じである。図
７９中において、ＡＴＴ量固定制御１がタイマ解除（５００ｍｓｅｃ）した時点となる。
これにより全ノードにおいて、光断を検出してから時間が経過したとき、ＡＴＴ量固定制
御１に移り、その後、光断から回復したときにＡＴＴ量固定制御２を経由して長期自動レ
ベル制御に移る。
【０１３５】
　以上説明した本実施形態によれば、全ノードにおいて、第１２実施形態のアッドノード
と同様の効果が得られる。
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【０１３６】
　
　図８ は本発明の第１４実施形態によるアッドノードにおける制御回路の動作フローチ
ャートである。このフローチャートでは、図６６に示した制御フローの変形例である。図
８４中のステップＳ７５０～ステップＳ７５８までの処理は、図６６中のステップＳ５０
０～ステップＳ５０８までの処理と同様である。但し、ステップＳ７５６において、光断
解除が検出された時点でタイマを起動する。
【０１３７】
　そして、ステップＳ７５８でＡＴＴ量固定制御２すると直後に自動レベル調整に遷移す
るのではなく、ステップＳ７６０において、タイマがタイムアウトしたか否かを判定する
。タイマがタイムアウトしない場合は、ステップＳ７５８に戻って、ＡＴＴ量固定制御２
を行う。タイマがタイムアウトした場合は、ステップＳ７５０に戻って自動レベル調整を
行う。即ち、ＡＴＴ量固定制御２をタイマ時間だけ継続して制御してから、自動レベル調
整に遷移する。これにより、ＡＴＴ量固定制御２を最適な時間継続して行うことができる
。尚、スルーノードの光断発生時及び光断解除時の動作は、例えば、第１１実施形態と同
様とする。
【０１３８】
　以上説明した本実施形態によれば、第１１実施形態と同様の効果がある上に、ＡＴＴ量
固定制御２を最適な時間継続して行うことができ、より、光断解除からターゲットレベル
へ高速に収束させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３９】
【図１】図１は本発明の原理ブロック図；
【図２】図２は本発明の原理を説明するための図；
【図３】図３は本発明の原理を説明するための図；
【図４】図４は本発明の第１実施形態によるノードの構成図；
【図５】図５は本発明の第１実施形態による光可変減衰処理のフローチャート；
【図６】図６は障害復旧時の各ノードの動作を説明するための図；
【図７】図７は障害復旧時の各ノードの動作を説明するための図；
【図８】図８は障害復旧時の各ノードの動作を説明するための図；
【図９】図９Ａは各ノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化を示す図、図９Ｂは各ノー
ドの可変光減衰器の出力光信号の光レベルの時間変化を示す図；
【図１０】図１０Ａは本発明の第２実施形態による障害検出処理のフローチャート、図１
０Ｂは本発明の第２実施形態による光可変減衰制御処理のフローチャート；
【図１１】図１１Ａは各ノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化を示す図；図１１Ｂは
各ノードの可変光減衰器の出力光信号の光レベルの時間変化を示す図；
【図１２】図１２は本発明の第３実施形態による障害検出処理のフローチャート；
【図１３】図１３は障害時の各ノードの動作を説明するための図；
【図１４】図１４Ａはアッドノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化を示す図、図１４
Ｂはアッドノードの可変光減衰器の出力光信号の光レベルの時間変化を示す図；
【図１５】図１５はアッドノードの構成を示す図；
【図１６】図１６は本発明の第４実施形態による瞬断時制御処理のフローチャート；
【図１７】図１７Ａは瞬断時制御処理における光信号の瞬断が発生したときの動作を示す
図、図１７Ｂは瞬断時制御処理における光信号の瞬断が発生したときの動作を示す図、図
１７Ｃは瞬断時制御処理における光信号の瞬断が発生したときの動作を示す図；
【図１８】図１８Ａは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化
を示す図、図１８Ｂは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の出力光信号の光レ
ベルの時間変化を示す図；
【図１９】図１９Ａは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化
を示す図、図１９Ｂは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の出力光信号の光レ
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ベルの時間変化を示す図；
【図２０】図２０は本発明の第５実施形態による瞬断時制御処理のフローチャート；
【図２１】図２１Ａは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化
を示す図、図２１Ｂは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の出力光信号の光レ
ベルの時間変化を示す図；
【図２２】図２２Ａは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の減衰量の時間変化
を示す図、図２２Ｂは瞬断時制御処理による各ノードの可変光減衰器の出力光信号の光レ
ベルの時間変化を示す図；
【図２３】図２３は固定減衰値の取得方法を説明するための図；
【図２４】図２４は本発明の第６実施形態によるノードの構成図；
【図２５】図２５は図２４中の制御回路の構成図；
【図２６】図２６はアッドノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図２７】図２７はスルーノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図２８】図２８は通常状態での動作説明図；
【図２９】図２９は障害発生時の動作説明図；
【図３０】図３０は障害復旧直後の動作説明図；
【図３１】図３１は通常状態（復旧後）の動作説明図；
【図３２】図３２はアッドノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図３３】図３３はアッドノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図３４】図３４はスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図３５】図３５はスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図３６】図３６は本発明の第７実施形態によるノードの構成図；
【図３７】図３７はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図３８】図３８はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ入力レベルを示す図；
【図３９】図３９はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図４０】図４０は本発明の第８実施形態によるノードの構成図；
【図４１】図４１はアッド及びスルーノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図４２】図４２はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図４３】図４３はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ入力レベルを示す図；
【図４４】図４４はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図４５】図４５はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図４６】図４６はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ入力レベルを示す図；
【図４７】図４７はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図４８】図４８は本発明の第９実施形態によるノードの構成図；
【図４９】図４９はアッド及びスルーノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図５０】図５０はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図５１】図５１はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ入力レベルを示す図；
【図５２】図５２はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図５３】図５３は通常状態での動作説明図；
【図５４】図５４は障害発生時の動作説明図；
【図５５】図５５は障害復旧直後の動作説明図；
【図５６】図５６は通常状態（復旧後）の動作説明図；
【図５７】図５７は本発明の第１０実施形態によるノードの構成図；
【図５８】図５８はアッド及びスルーノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図５９】図５９はアッドノード及びスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図６０】図６０はアッドノード及びスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図６１】図６１は通常状態での動作説明図；
【図６２】図６２は障害発生時の動作説明図；
【図６３】図６３は障害復旧直後の動作説明図；
【図６４】図６４は通常状態（復旧後）の動作説明図；
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【図６５】図６５は本発明の第１１実施形態によるノードの構成図；
【図６６】図６６はアッドノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図６７】図６７はスルーノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図６８】図６８はスルーノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図６９】図６９はアッドノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図７０】図７０はアッドノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図７１】図７１はスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図７２】図７２はスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図７３】図７３はアッドノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図７４】図７４はアッドノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図７５】図７５はスルーノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図７６】図７６はスルーノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図７７】図７７は本発明の第１２実施形態によるノードの構成図；
【図７８】図７８はアッドノードにおける制御回路の動作フローチャート；
【図７９】図７９はアッドノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図８０】図８０はアッドノードにおけるＶＯＡ入力レベルを示す図；
【図８１】図８１はアッドノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図８２】図８２はアッドノードにおける光減衰ＡＴＴ量を示す図；
【図８３】図８３はアッドノードにおけるＶＯＡ出力レベルを示す図；
【図８４】図８４は本発明の第１３実施形態によるノードの構成図；
【図８５】図８５はアッドノード及びスルーにおける制御回路の動作フローチャート；
【図８６】図８６は本発明の第１４実施形態によるアッドノードにおける制御回路の動作
フローチャート；
【図８７】図８７は従来のノードの構成図；
【図８８】図８８は従来の通常状態での動作説明図；
【図８９】図８９は従来の障害発生時の動作説明図である。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 ２ ０ 】

(33) JP 3954072 B2 2007.8.8



【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】
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【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】

【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】
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【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】

【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】 【 図 ４ ９ 】

【 図 ５ ０ 】

(38) JP 3954072 B2 2007.8.8



【 図 ５ １ 】

【 図 ５ ２ 】

【 図 ５ ３ 】

【 図 ５ ４ 】 【 図 ５ ５ 】
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【 図 ５ ６ 】 【 図 ５ ７ 】

【 図 ５ ８ 】

【 図 ５ ９ 】

【 図 ６ ０ 】
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【 図 ６ １ 】 【 図 ６ ２ 】

【 図 ６ ３ 】 【 図 ６ ４ 】
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【 図 ６ ５ 】 【 図 ６ ６ 】

【 図 ６ ７ 】

【 図 ６ ８ 】

【 図 ６ ９ 】

【 図 ７ ０ 】

【 図 ７ １ 】
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【 図 ７ ２ 】

【 図 ７ ３ 】

【 図 ７ ４ 】

【 図 ７ ５ 】

【 図 ７ ６ 】 【 図 ７ ７ 】
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【 図 ７ ８ 】 【 図 ７ ９ 】

【 図 ８ ０ 】

【 図 ８ １ 】

【 図 ８ ２ 】

【 図 ８ ３ 】
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【 図 ８ ４ 】 【 図 ８ ５ 】

【 図 ８ ６ 】 【 図 ８ ７ 】
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【 図 ８ ８ 】 【 図 ８ ９ 】
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