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(57)【要約】
【課題】デジタルラッパーを用いた回線及びギガビット
イーサネット回線の双方を終端する伝送装置から、ギガ
ビットイーサネット回線を介して対向する伝送装置に対
して、デジタルラッパーを用いた回線を介した通信の障
害を適切に通知する。
【解決手段】伝送装置は、デジタルラッパーを用いて通
信する第１回線上の信号を終端する第１終端手段と、ギ
ガビットイーサネットを用いて通信する第２回線上の信
号を終端する第２終端手段と、第１終端手段により終端
された信号及び第２回線から受信した信号を透過的にト
ランスコーディング処理して出力する透過処理部と、第
１回線を介した通信に障害が発生した場合に、オートネ
ゴシエーションリスタート信号を第２回線側の対向装置
に通知し所定時間以内に応答がない場合、当該障害が発
生したことを示す情報をＭＡＣフレーム形式の信号を用
いて対向装置に通知する通知手段とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルラッパーを用いて通信する第１回線上の信号を終端する第１終端手段と、
　ギガビットイーサネットを用いて通信する第２回線上の信号を終端する第２終端手段と
、
　前記第１終端手段により終端された信号及び前記第２回線から受信した信号を透過的に
トランスコーディング処理して出力する透過処理部と、
　前記第１回線を介した通信に障害が発生した場合に、オートネゴシエーションリスター
ト信号を前記第２回線側の対向装置に通知し所定時間以内に応答がない場合に、当該障害
が発生したことを示す情報をＭＡＣ（Media Access Control）フレーム形式の信号を用い
て前記対向装置に通知する通知手段と
　を備えることを特徴とする伝送装置。
【請求項２】
　前記第１回線はＯＴＮ（Optical Transport Network）回線である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ＭＡＣフレーム形式の信号は、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠したＯＡＭ信号又は
ＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭ信号であることを特徴とする請求項１又
は２に記載の伝送装置。
【請求項４】
　前記通知手段は、前記オートネゴシエーションリスタート信号に対する前記対向装置か
らの応答が前記所定時間以内にある場合に、前記障害が発生した旨を、前記ＯＡＭ信号を
用いて通知しないことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の伝送装置。
【請求項５】
　前記オートネゴシエーションリスタート信号は、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠したオート
ネゴシエーションリスタート信号であることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項
に記載の伝送装置。
【請求項６】
　前記第１回線を介した通信に障害が発生していない場合に、前記伝送装置は、ＭＡＣフ
レームを参照しない透過的伝送を行うことで、(i)前記第１終端手段が終端する前記第１
回線を介して送信される信号を、前記第２終端手段が終端する前記第２回線に送信する、
又は(ii)前記第２終端手段が終端する前記第２回線を介して送信される信号を、前記第１
終端手段が終端する前記第１回線に送信することを特徴とする請求項１から５のいずれか
一項に記載の伝送装置。
【請求項７】
　前記透過的伝送は、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＧ．７０９の第１７．７．１．１章に準拠した透
過的伝送であることを特徴とする請求項６に記載の伝送装置。
【請求項８】
　デジタルラッパーを用いて通信する第１回線およびギガビットイーサネットを用いて通
信する第２回線上を終端する伝送装置における障害の通知方法であって、
　前記第１終端手段により終端された信号及び前記第２回線から受信した信号を透過的に
トランスコーディング処理して出力する工程と、
　前記第１回線を介した通信に障害が発生しているか否かを判定する判定工程と、
　前記第１回線を介した通信に障害が発生していると判定される場合に、オートネゴシエ
ーションリスタート信号を前記第２回線側の対向装置に通知し所定時間以内に応答がない
場合に、当該障害が発生したことを示す情報をＭＡＣ（Media Access Control）フレーム
形式の信号を用いて前記第２回線側の対向装置に通知する通知工程と
　を備えることを特徴とする障害の通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、例えば通信回線を介してデータを伝送する伝送装置及び伝送装置が終端する
回線の障害の通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ギガビットイーサネット信号（以降、“ＧｂＥ（Giga bit Ethernet：登録商標）信号
”と称する）を、ギガビットイーサネットとは異なるＯＴＮ（Optical Transport Networ
k）回線を介してトランスペアレント中継する伝送システムが知られている。つまり、ギ
ガビットイーサネットの複数の回線（以降、“ＧｂＥ回線”と称する）を、ＯＴＮ回線を
介して接続する伝送システムが知られている。この伝送システムでは、ギガビットイーサ
ネットの伝送装置（以降、“ＧｂＥ伝送装置”と称する）から、イーサネット回線とＯＴ
Ｎ回線との接続点に位置する伝送装置（以降、“ＯＴＮ伝送装置”と称する）に対して、
ＧｂＥ回線を介してＧｂＥ信号が送信される。ＯＴＮ伝送装置は、ＧｂＥ信号を、ＯＴＮ
のＯＤＵ信号に透過的にマッピングすると共に、ＯＴＮ回線を介して当該ＯＤＵ信号を他
のＯＴＮ伝送装置に対して送信する。つまり、ＯＴＮ伝送装置は、ＧｂＥ信号の送受信時
に通常参照されるＭＡＣ（Media Access Control）フレームを意識することなく、当該Ｇ
ｂＥ信号（１０Ｂ符号）を、ＯＴＮ回線上のＯＤＵ信号を用いて他のＯＴＮ伝送装置に対
して送信する。他のＯＴＮ伝送装置は、受信したＯＤＵ信号からＧｂＥ信号を透過的にデ
マッピングすると共に、ＧｂＥ回線を介して当該ＧｂＥ信号を他のＧｂＥ伝送装置に対し
て送信する。つまり、他のＯＴＮ伝送装置は、ＧｂＥ信号の送受信時に通常参照されるＭ
ＡＣ（Media Access Control）フレームを意識することなく、ＯＴＮ回線上のＯＤＵ信号
を用いて転送されるＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）を、他のＧｂＥ伝送装置に対して送信する
。このように、２つのＧｂＥ伝送装置間でのＧｂＥ信号の送受信が、ＯＴＮ回線を介して
透過的に行われる。
【０００３】
　このように、ＯＴＮ回線を介してＧｂＥ信号を中継する伝送システムでは、ＯＴＮ回線
に障害が発生した場合には、ＯＴＮ回線を介してＧｂＥ信号を正常に中継することができ
なくなる又は困難となる。或いは、ＯＴＮ回線の上流側（つまり、ＯＴＮ回線から見て、
ＧｂＥ信号の送信側）のＧｂＥ回線に障害が発生した場合には、ＯＴＮ回線の下流側（つ
まり、ＯＴＮ回線から見て、ＧｂＥ信号の受信側）のＧｂＥ回線に対してＯＴＮ回線を介
してＧｂＥ信号を正常に中継することができなくなる又は困難となる。つまり、ＯＴＮ回
線を介した通信に障害が発生した場合には、ＯＴＮ回線の上流側のＧｂＥ伝送装置とＯＴ
Ｎ回線の下流側のＧｂＥ伝送装置との間の正常な通信の維持が困難となる。従って、ＯＴ
Ｎ回線を介した通信に障害が発生した場合には、当該障害が発生した旨をＧｂＥ伝送装置
に通知することが好ましい。また、光伝送網向けのフレーム・フォーマット技術としてデ
ジタルラッパーが使用され、ＯＴＮ回線を用いる通信に適用されている。また、デジタル
ラッパーはＩＴＵ－Ｔ　勧告Ｇ．７０９にも盛り込まれている。
【０００４】
　障害が発生した旨を通知するための一つの手法として、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠した
オートネゴシエーション機能を用いて通知する手法が考えられる。より具体的には、ＯＴ
Ｎ回線を介した通信に障害が発生した場合には、ＯＴＮ伝送装置からＧｂＥ伝送装置に対
してオートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト：Link Fault）を送信す
ることで、障害が発生した旨をイーサネット伝送装置に通知する手法が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３２０６８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、ＯＴＮ伝送装置とＧｂＥ回線を介して対向するＧｂＥ伝送装置の全てが
オートネゴシエーション機能を備えているとは限らない。つまり、ＯＴＮ伝送装置は、オ
ートネゴシエーション機能を備えていないＧｂＥ伝送装置と、ＧｂＥ回線を介して対向し
ていることもある。このため、仮にＯＴＮ伝送装置からＧｂＥ伝送装置に対してオートネ
ゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト：Link Fault）を送信したとしても、
当該オートネゴシエーションリスタート信号は、オートネゴシエーション機能を備えてい
ないＧｂＥ伝送装置によって無視されてしまう。或いは、ＯＴＮ伝送装置は、オートネゴ
シエーション機能を備えているもののオートネゴシエーション機能が無効化設定されてい
るＧｂＥ伝送装置と、ＧｂＥ回線を介して対向していることもある。このため、仮にＯＴ
Ｎ伝送装置からＧｂＥ伝送装置に対してオートネゴシエーションリスタート信号（リンク
フォールト：Link Fault）を送信したとしても、当該オートネゴシエーションリスタート
信号は、オートネゴシエーション機能が無効化設定されているＧｂＥ伝送装置によって無
視されてしまう。これでは、ＯＴＮ伝送装置からＧｂＥ伝送装置に対して、ＯＴＮ回線を
介した通信に障害が発生した旨を通知することができなくなってしまいかねない。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題には上記のようなものが一例として挙げられる。本発明
は、例えばＯＴＮ回線及びＧｂＥ回線の双方を終端する伝送装置から、ＧｂＥ回線を介し
て対向する伝送装置に対して、ＯＴＮ回線を介した通信に発生した障害を適切に通知する
ことが可能な伝送装置及び伝送装置における障害の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】
【０００８】
　上記課題は、第１終端手段と、第２終端手段と、通知手段とを備える伝送装置によって
解決される。伝送装置は、デジタルラッパーを用いて通信する第１回線上の信号を終端す
る第１終端手段と、ギガビットイーサネットを用いて通信する第２回線上の信号を終端す
る第２終端手段と、前記第１終端手段により終端された信号および前記第２回線から受信
した信号を透過的にトランスコーディング処理して出力する透過処理部と、前記第１回線
を介した通信に障害が発生した場合に、オートネゴシエーションリスタート信号を前記第
２回線側の対向装置に通知し所定時間以内に応答がない場合に、当該障害が発生したこと
を示す情報をＭＡＣ（Media Access Control）フレーム形式の信号を用いて前記対向装置
に通知する通知手段とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明した伝送装置及び障害の通知方法によれば、第１回線及び第２回線の双方を終
端する伝送装置から、第２回線を介して対向する伝送装置に対して、第１回線を介した通
信に障害が発生したことを示す情報を適切に通知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態の伝送システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態のＯＴＮ伝送装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態のＯＴＮ伝送装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図４】本実施形態のＯＴＮ伝送装置の動作の流れを示すシーケンス図である。
【図５】ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠したＯＡＭフレーム信号のデータ構造を示すデー
タ構造図である。
【図６】ＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭフレーム信号のデータ構造を示
すデータ構造図である。
【図７】変形例のＯＴＮ伝送装置の構成を示すブロック図である。
【図８】変形例のＯＴＮ伝送装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図９】変形例のＯＴＮ伝送装置の動作の流れを示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面に基づいて説明する。
【００１２】
　（１）伝送システムの構成
　図１を参照して、本実施形態の伝送システム１の構成について説明する。図１は、本実
施形態の伝送システム１の構成の一例を示すブロック図である。
【００１３】
　図１に示すように、本実施形態の伝送システム１は、ＯＴＮ（Optical Transport Netw
ork）伝送装置１０ａと、ＯＴＮ伝送装置１０ｂと、ギガビットイーサネット（以降、適
宜“ＧｂＥ（Giga bit Ethernet）”と称する）伝送装置２０ａと、ＧｂＥ伝送装置２０
ｂと、ＯＴＮ回線３１と、ＧｂＥ回線３２ａと、ＧｂＥ回線３２ｂとを備える。尚、以下
では、説明の便宜上、ＯＴＮ伝送装置１０ａ及びＯＴＮ伝送装置１０ｂを区別することな
く説明する場合には、“ＯＴＮ伝送装置１０”と称して説明を進める。同様に、ＧｂＥ伝
送装置２０ａ及びＧｂＥ伝送装置２０ｂを区別することなく説明する場合には、“ＧｂＥ
伝送装置２０”と称して説明を進める。同様に、ＧｂＥ回線３２ａ及びＧｂＥ回線３２ｂ
を区別することなく説明する場合には、“ＧｂＥ回線３２”と称して説明を進める。また
、図１に示すＯＴＮ伝送装置１０の数、ＧｂＥ伝送装置２０の数、ＯＴＮ回線３１の数及
びＧｂＥ回線３２の数は一例であって、ＯＴＮ伝送装置１０の数、ＧｂＥ伝送装置２０の
数、ＯＴＮ回線３１の数及びＧｂＥ回線３２の数が図１に示す個数に限定されることはな
い。
【００１４】
　ＯＴＮ伝送装置１０は、ＧｂＥ規格に準拠した通信回線であるＧｂＥ回線３２を介して
ＧｂＥ伝送装置２０から送信されるＧｂＥ信号を受信する。ＯＴＮ伝送装置１０は、受信
したＧｂＥ信号を、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＯＴＮ規格に準拠したＯＤＵ０（Optical Data Uni
t 0）フレーム信号に透過的にマッピングする。ＯＴＮ伝送装置１０は、当該ＯＤＵ０フ
レーム信号を、ＯＴＮ規格に準拠した通信回線であるＯＴＮ回線３１を介して、他のＯＴ
Ｎ伝送装置１０に対して送信する。例えば、図１に示す例では、ＯＴＮ伝送装置１０ａは
、ＧｂＥ回線３２ａを介してＧｂＥ伝送装置２０ａから送信されるＧｂＥ信号を受信する
と共に、受信したＧｂＥ信号がマッピングされたＯＤＵ０フレーム信号を、ＯＴＮ回線３
１を介してＯＴＮ伝送装置１０ｂに対して送信する。同様に、図１に示す例では、ＯＴＮ
伝送装置１０ｂは、ＧｂＥ回線３２ｂを介してＧｂＥ伝送装置２０ｂから送信されるＧｂ
Ｅ信号を受信すると共に、受信したＧｂＥ信号がマッピングされたＯＤＵ０フレーム信号
を、ＯＴＮ回線３１を介してＯＴＮ伝送装置１０ａに対して送信する。
【００１５】
　加えて、ＯＴＮ伝送装置１０は、ＯＴＮ回線３１を介して他のＯＴＮ伝送装置１０から
送信されるＯＤＵ０フレーム信号を受信する。ＯＴＮ伝送装置１０は、受信したＯＤＵ０
フレーム信号からＧｂＥ信号を透過的にデマッピングする（つまり、抽出する）。ＯＴＮ
伝送装置１０は、抽出したＧｂＥ信号を、ＧｂＥ回線３２を介して、ＧｂＥ伝送装置２０
に対して送信する。例えば、図１に示す例では、ＯＴＮ伝送装置１０ａは、ＯＴＮ回線３
１を介してＯＴＮ伝送装置１０ｂから送信されるＯＤＵ０フレーム信号を受信すると共に
、当該受信したＯＤＵ０フレーム信号から抽出されたＧｂＥ信号を、ＧｂＥ回線３２ａを
介して、ＧｂＥ伝送装置２０ａに対して送信する。同様に、図１に示す例では、ＯＴＮ伝
送装置１０ｂは、ＯＴＮ回線３１を介してＯＴＮ伝送装置１０ａから送信されるＯＤＵ０
フレーム信号を受信すると共に、当該受信したＯＤＵ０フレーム信号から抽出されたＧｂ
Ｅ信号を、ＧｂＥ回線３２ｂを介して、ＧｂＥ伝送装置２０ｂに対して送信する。
【００１６】
　ＧｂＥ伝送装置２０は、ＧｂＥ回線３２を介してＯＴＮ伝送装置１０に対してＧｂＥ信
号を送信する。例えば、図１に示す例では、ＧｂＥ伝送装置２０ａは、ＧｂＥ回線３２ａ
を介してＯＴＮ伝送装置１０ａに対してＧｂＥ信号を送信する。同様に、図１に示す例で
は、ＧｂＥ伝送装置２０ｂは、ＧｂＥ回線３２ｂを介してＯＴＮ伝送装置１０ｂに対して
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ＧｂＥ信号を送信する。
【００１７】
　加えて、ＧｂＥ伝送装置２０は、ＧｂＥ回線３２を介してＯＴＮ伝送装置１０から送信
されるＧｂＥ信号を受信する。例えば、図１に示す例では、ＧｂＥ伝送装置２０ａは、Ｇ
ｂＥ回線３２ａを介してＯＴＮ伝送装置１０ａから送信されるＧｂＥ信号を受信する。同
様に、図１に示す例では、ＧｂＥ伝送装置２０ｂは、ＧｂＥ回線３２ｂを介してＯＴＮ伝
送装置１０ｂから送信されるＧｂＥ信号を受信する。
【００１８】
　ＧｂＥ規格として、例えば、ＩＥＥＥ８０２．３ｚ（１０００ＢＡＳＥ－ＳＸ、１００
０ＢＡＳＥ－ＬＸ、１０００ＢＡＳＥ－ＣＸ）や、ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ（１０００Ｂ
ＡＳＥ－Ｔ）があげられる。
【００１９】
　また、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＯＴＮ規格としては、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＧ．７０９等があげら
れる。
【００２０】
　（２）ＯＴＮ伝送装置の構成
　図２を参照して、本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０の構成について説明する。図２は、
本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０の構成を示すブロック図である。
【００２１】
　図２に示すように、ＯＴＮ伝送装置１０は、ＯＴＮインタフェース１１と、ＧｂＥイン
タフェース１２と、ＯＤＵ０Ｐ終端部１３と、ＯＤＵ０Ｐ終端部１４と、トランスペアレ
ント・マッピング処理部１５と、トランスペアレント・デマッピング処理部１６と、信号
切替部１７と、ＯＡＭフレーム信号送信部１８とを備えている。
【００２２】
　ＯＴＮインタフェース１１は、「第１終端手段」の一例であって、ＯＴＮ回線３１を終
端する通信インタフェースである。ＯＴＮインタフェース１１は、ＯＴＮ回線３１を介し
て他のＯＴＮ伝送装置１０から送信されるＯＤＵ０フレーム信号を抽出すると共に、当該
抽出したＯＤＵ０フレーム信号をＯＤＵ０Ｐ終端部１４に対して転送するＯＴＮ受信処理
部１１２を備える。ＯＴＮ受信処理部１１２は、更に、下位レイヤにおける障害の有無を
示す下位レイヤアラーム信号１１２１を、ＯＤＵ０Ｐ終端部１４（具体的には、ＯＤＵ０
Ｐ終端部１４が備えるＯＤＵ０アラーム検出部１４２）に対して通知する。加えて、ＯＴ
Ｎインタフェース１１は、ＯＤＵ０Ｐ終端部１３から転送されるＯＤＵ０フレーム信号を
、ＯＴＮ回線３１を介して他のＯＴＮ伝送装置１０に対して送信するＯＴＮ送信処理部１
１１を備える。
【００２３】
　ＧｂＥインタフェース１２は、「第２終端手段」の一例であって、ＧｂＥ回線３２を収
容する通信インタフェースである。ＧｂＥインタフェース１２は、ＧｂＥ回線３２を介し
てＧｂＥ伝送装置２０から送信されるＧｂＥ信号を受信すると共に、当該受信したＧｂＥ
信号を１０Ｂ符号のままトランスペアレント・マッピング処理部１５に対して転送する。
この転送動作を実現するために、ＧｂＥインタフェース１２は、ＧｂＥ回線３２を構成す
る光ファイバ等の物理媒体と接続するＰＭＤ（Physical Medium Dependent）受信部１２
１と、当該ＰＭＤ受信部１２１とトランスペアレント・マッピング処理部１５とを接続す
るＰＭＡ（Physical Medium Attachment）受信部１２２とを備える。加えて、ＧｂＥイン
タフェース１２は、トランスペアレント・デマッピング処理部１６から転送されるＧｂＥ
信号を、ＧｂＥ回線３２を介してＧｂＥ伝送装置２０に対して送信する。この送信動作を
実現するために、ＧｂＥインタフェース１２は、ＧｂＥ回線３２を構成する光ファイバ等
の物理媒体と接続するＰＭＤ送信部１２３と、当該ＰＭＤ送信部１２３とトランスペアレ
ント・デマッピング処理部１６とを接続するＰＭＡ送部１２４とを備える。
【００２４】
　ＯＤＵ０Ｐ終端部１３は、トランスペアレント・マッピング処理部１５から転送される
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ＯＰＵ０フレーム信号（つまり、ＯＰＵ　ＯＨ（Optical channel Payload Unit OverHea
d）及びＯＰＵペイロードを含むフレーム信号）を終端する。具体的には、ＯＤＵ０Ｐ終
端部１３は、トランスペアレント・マッピング処理部１５から転送されるＯＰＵ０フレー
ム信号に対して、ＯＤＵ　ＯＨを付加するＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部１３１を備える。
その結果、ＯＤＵ０フレーム信号が生成される。ＯＤＵ０Ｐ終端部１３は、生成したＯＤ
Ｕ０フレーム信号を、ＯＴＮ送信処理部１１１に対して転送する。
【００２５】
　ＯＤＵ０Ｐ終端部１４は、ＯＴＮ受信処理部１１２から転送されるＯＤＵ０フレーム信
号を終端する。具体的には、ＯＤＵ０Ｐ終端部１４は、ＯＴＮ受信処理部１１２から転送
されるＯＤＵ０フレーム信号から、ＯＤＵ　ＯＨを抽出するＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部
１４１を備える。ＯＤＵ０Ｐ終端部１４は、ＯＤＵ　ＯＨが抽出された後のＯＤＵ０フレ
ーム信号（つまり、ＯＰＵ０フレーム信号）を、トランスペアレント・デマッピング処理
部１６に対して転送する。
【００２６】
　トランスペアレント・マッピング処理部１５は、ＧｂＥインタフェース１２が受信した
ＧｂＥ信号を、ＯＰＵ０フレーム信号にマッピングする。このため、トランスペアレント
・マッピング処理部１５は、ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部１５１と、ＧＭＰ（Generic Mapp
ing Procedure）マッピング処理部１５２と、ＧＦＰ－Ｔ（Transparent Generic Frame P
rocedure）トランス・エンコーディング処理部１５３とを備えている。ＧＦＰ－Ｔトラン
ス・エンコーディング部１５３は、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＧ．７０９（例えば、第１７．７．
１．１章）に従って、ＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）をＧＦＰ－Ｔフレーム信号へトランスコ
ーディングする。ＧＭＰマッピング処理部１５２は、トランスコーディングの結果生成さ
れたＧＦＰ－Ｔフレーム信号を、さらにＧＭＰによりＯＰＵ０ペイロードへマッピングす
る。ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部１５１は、ＧＭＰマッピング処理部１５２によるマッピン
グの結果生成されたＯＰＵ０ペイロードに対してＯＰＵ　ＯＨを付加する。その結果、Ｏ
ＰＵ０フレーム信号が生成される。生成されたＯＰＵ－０フレーム信号は、ＯＤＵ０Ｐ終
端部１３に転送される。
【００２７】
　トランスペアレント・デマッピング処理部１６は、ＯＴＮインタフェース１１が受信し
且つＯＤＵ０Ｐ終端部１４が終端したＯＰＵ０フレーム信号（つまり、ＯＤＵ０Ｐ終端部
１４によってＯＤＵ　ＯＨが抽出されたＯＰＵ０フレーム信号）をデマッピングする。よ
り具体的には、トランスペアレント・デマッピング処理部１６は、ＯＴＮインタフェース
１１が受信し且つＯＤＵ０Ｐ終端部１４が終端したＯＰＵ０フレーム信号をデマッピング
することで、ＧｂＥ信号を抽出する。このため、トランスペアレント・デマッピング処理
部１６は、ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部１６１と、ＧＭＰデマッピング処理部１６２と、Ｇ
ＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部１６３とを備えている。ＯＰＵ０　ＯＨ終端処
理部１６１は、ＯＰＵ０フレーム信号を終端する。より具体的には、ＯＰＵ０　ＯＨ終端
処理部１６１は、ＯＰＵ０フレーム信号からＯＰＵ　ＯＨを抽出することで、ＯＰＵペイ
ロードを抽出する。ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部１６１は、抽出したＯＰＵ０ペイロードを
、ＧＭＰデマッピング処理部１６２に対して転送する。ＧＭＰデマッピング処理部１６２
は、ＧＭＰにより、ＯＰＵ０ペイロードをＧＦＰ－Ｔフレーム信号へデマッピングする。
ＧＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部１６３は、ＧＭＰデマッピング処理部１６２
から転送されるＧＦＰ－Ｔフレーム信号からＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）にトランス・デコ
ーディングする。ＧＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部１６３は、トランス・デコ
ーディングしたＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）を、スイッチ１６７を介してＧｂＥインタフェ
ース１２に対して転送する。
【００２８】
　尚、ＧＦＰ－Ｔトランス・エンコーディング処理部１５３及びＧＦＰ－Ｔトランス・デ
コーディング処理部１６３は、透過処理部１５４を構成していてもよい。
【００２９】
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　トランスペアレント・デマッピング処理部１６は更に、オートネゴシエーションリスタ
ート信号（リンクフォールト信号）を生成するＬＦ（Link Failure）信号生成部１６５を
備えている。ＬＦ信号生成部１６５は、生成したオートネゴシエーションリスタート信号
（リンクフォールト信号）を、スイッチ１６７を介してＧｂＥインタフェース１２に対し
て転送する。
【００３０】
　スイッチ１６７は、ＧＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部１６２から転送される
ＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）及びＬＦ信号生成部１６５から転送されるオートネゴシエーシ
ョンリスタート信号（リンクフォールト信号）のいずれかを、ＧｂＥインタフェース１２
に対して転送する。従って、ＯＴＮ伝送装置１０からは、ＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）及び
オートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト信号）のいずれかが、ＧｂＥ
回線３２に対して送信される。例えば、スイッチ１６７は、ＯＴＮ回線３１を介した通信
に障害が発生していない場合には、ＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）を、ＧｂＥインタフェース
１２に対して転送してもよい。或いは、スイッチ１６７は、ＯＴＮ回線３１を介した通信
に障害が発生している場合には、オートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォー
ルト信号）を、ＧｂＥインタフェース１２に対して転送してもよい。
【００３１】
　ＯＴＮ伝送装置１０は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に発生する障害を検出するための
構成を更に備えている。言い換えれば、ＯＴＮ伝送装置１０は、ＯＴＮ回線３１を介した
通信に障害が発生しているか否かを判定するための構成を更に備えている。尚、本実施形
態における「ＯＴＮ回線３１を介した通信の障害」は、例えば、ＯＴＮ回線３１そのもの
の障害に加えて、ＯＴＮ伝送装置１０の上流側のＧｂＥ回線３２の障害等を含み得る。ま
た、本実施形態における「障害」は、例えば、ＯＴＮ回線３１を介した正常な若しくは安
定的な通信に支障をきたす事象が一例となる。より具体的には、本実施形態における「障
害」は、例えば、ＯＴＮ回線３１の物理的な若しくは論理的なリンク断や、上流側のＧｂ
Ｅ回線３２の物理的な若しくは論理的なリンク断や、ＯＤＵ０フレーム信号、ＧＦＰフレ
ーム信号若しくはＧｂＥ信号の状態異常等が一例となる。或いは、本実施形態における「
障害」は、例えば、ＯＴＮ回線３１を介した正常な若しくは安定的な通信に将来支障をき
たしかねない事象（例えば、ＯＴＮ回線３１を介した通信の状態を示す各種パラメータの
異常値（或いは、許容値以外の値）の検出等）が一例となる。
【００３２】
　ＯＴＮ伝送装置１０は、ＯＴＮ回線３１を介した通信における障害を検出するために、
ＯＤＵ０Ｐ終端部１４内にＯＤＵ０アラーム処理部１４２と、トランスペアレント・デマ
ッピング処理部１６内にＣＳＦ（Client Signal Fail）アラーム処理部１６４とを備えて
いてもよい。
【００３３】
　ＯＤＵ０アラーム処理部１４２は、ＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部１４１が終端するＯＤ
Ｕ０フレーム信号を監視することで、ＯＴＮ回線３１上に障害が発生しているか否かを判
定する。具体的には、ＯＤＵ０アラーム処理部１４２は、ＯＤＵ０フレーム信号自身がフ
ェイル（Fail）状態にある場合に、ＯＴＮ回線３１に障害が発生していると判定してもよ
い。他方で、ＯＤＵ０アラーム処理部１４２は、ＯＤＵ０フレーム信号自身がフェイル状
態にない場合に、ＯＴＮ回線３１に障害が発生していないと判定してもよい。尚、ＯＤＵ
０フレーム信号がフェイル状態にあるか否かの判定は、ＯＤＵ０フレーム信号に含まれる
ＳＴＡＴフィールドの値に基づきＯＤＵ０－ＡＩＳ（Alarm Indicator Signal）１４１２
、ＯＤＵ０－ＬＣＫ（LOCKED）１４１３、ＯＤＵ０－ＯＣＩ（Open Connection Indicato
r）１４１４を検出することで行われてもよい。また、ＯＤＵ０フレーム信号に含まれる
ＰＭ(Path Monitoring)フィールド内ＴＴＩ(Trail Trace Identifier)サブフィールドの
期待値比較結果アラームｄＴＩＭ（Trace Identifier Mismatch defect）１４１１を検出
することで行われても良い。ＯＤＵ０アラーム処理部１４２は、これらのＯＤＵ０アラー
ムと、さらにＯＴＮ受信処理部１１２からの下位レイヤアラーム信号１１２１とを論理Ｏ
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Ｒ処理し、ＯＤＵ０アラーム信号１４２１としてＣＳＦアラーム処理部１６４に対して通
知する。
【００３４】
　ＣＳＦアラーム処理部１６４は、ＯＰＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部１６１が終端するＯＰＵ
０フレーム信号やＧＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部１６３においてトランス・
デコーディングされるＧＦＰ―Ｔフレーム信号等を監視することで、ＯＴＮ回線３１の上
流側のＧｂＥ回線３２に障害が発生しているか否かを判定する。具体的には、ＣＳＦアラ
ーム処理部１６４は、デマッピングされるＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にある場合に、ＯＴＮ
回線３１の上流側のＧｂＥ回線３２に障害が発生していると判定してもよい。他方で、Ｃ
ＳＦアラーム処理部１６４は、ＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にない場合に、ＯＴＮ回線３１の
上流側のＧｂＥ回線３２に障害が発生していないと判定してもよい。尚、ＧｂＥ信号がＣ
ＳＦ状態にあるか否かの判定は、ＧＦＰ　ＣＭＦ（Client management frame）の一種で
あるClient signal fail（loss of client signal）、Client signal fail（loss of cha
racter synchronization）、Client forward defect indication（FDI）、Client defect
 clear indication（DCI）フレームの受信状態１６３１に基づき行われてもよい。或いは
、ＣＳＦアラーム処理部１６４は、トランス・デコーディングされたＧｂＥ信号（１０Ｂ
符号）がオートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト信号）である場合に
、ＯＴＮ回線３１の上流側のＧｂＥ回線３２に障害が発生していると判定しても良い。さ
らに或いは、ＣＳＦアラーム検出部１６４は、ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部１６１で抽出さ
れたＯＰＵ０フレーム信号のＰＳＩ（Ｐａｙｌｏａｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ）オーバーヘッド情報からｄＰＬＭ（Payload Mismatch defect）１６１１ま
たはｄＣＳＦ（Client Signal Fail defect）１６１２状態が検出された場合に、ＯＴＮ
回線３１の設定に誤りがある、またはＯＴＮ回線３１の上流側のＧｂＥ回線３２に障害が
発生していると判定しても良い。ＣＳＦアラーム処理部１５２は、これらのＣＳＦアラー
ムと、さらにＯＤＵ０アラーム検出処理部１４２からのＯＤＵ０アラーム信号１４２１と
を論理ＯＲ処理し、ＣＳＦアラーム信号１６４１としてスイッチ１６７と信号切替部１７
に対して通知する。
【００３５】
　信号切替部１７は、ＯＤＵ０アラーム処理部１４２及びＣＳＦアラーム処理部１６４等
でのＣＳＦアラーム信号１６４１に応じて、トランスペアレント・デマッピング処理部１
６の出力及びＯＡＭフレーム信号送信部１８の出力のいずれかを選択する。具体的には、
信号切替部１７は、代替信号制御部１７１と、スイッチ１７２とを備えている。代替信号
制御部１７１は、ＣＳＦアラーム信号１６４１に応じて、トランスペアレント・デマッピ
ング処理部１６の出力及びＯＡＭフレーム信号送信部１８の出力のいずれかを実際に出力
する信号として選択するようにスイッチ１７２を制御する。より具体的には、代替信号制
御部１７１は、ＯＴＮ回線３１を介した通信における障害が発生していない場合には、ト
ランスペアレント・デマッピング処理部１６の出力を実際に出力する信号として選択する
ようにスイッチ１７２を制御することが好ましい。他方で、代替信号制御部１７１は、Ｏ
ＴＮ回線３１を介した通信における障害が発生している場合には、ＯＡＭフレーム信号送
信部１８の出力を実際に出力する信号として選択するようにスイッチ１７２を制御するこ
とが好ましい。
【００３６】
　尚、信号切替部１７及びＯＡＭフレーム信号送信部１８は、「通知手段」の一例であっ
てもよい。
【００３７】
　ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、「通知手段」の一例であって、ＯＴＮ回線３１を介
した通信に障害が発生していると検出される場合に、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧ
ｂＥ伝送装置２０に対して当該障害が発生している旨を通知する。具体的には、ＯＡＭフ
レーム信号送信部１８は、障害が発生している旨を通知するためのＯＡＭ（Operation Ad
ministration and Maintenance）フレーム信号を生成するＯＡＭ送信部１８１と、当該Ｏ
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ＡＭフレーム信号に対してＭＡＣ処理（例えば、ＭＡＣアドレスやＦＣＳ（Frame Check 
Sequence）の挿入等）を施すＭＡＣ処理部１８２と、ＭＡＣ処理が施されたＯＡＭフレー
ム信号を１０Ｂ符号へ変換する１０００ＢＡＳＥ－Ｘ　ＰＣＳ送信部１８３とを備える。
尚、ＯＡＭフレーム信号としては、例えば、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠したＯＡＭ信
号又はＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭ信号が用いられることが好ましい
。しかしながら、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、これらのＯＡＭ信号以外のその他の
フレーム信号（ＭＡＣフレーム形式の信号であって且つ障害が発生している旨を好適に通
知可能な信号）を生成することでＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置２０に
対して、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨を通知してもよい。つまり
、ＯＡＭフレーム信号生成部１８は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している
旨を直接的に又は間接的に示す任意のフレーム信号を生成することで、ＧｂＥ回線３２を
介して対向するＧｂＥ伝送装置２０に対してＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生し
ている旨を通知してもよい。
【００３８】
　（３）ＯＴＮ伝送装置の動作例
　図３及び図４を参照して、本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０の動作について説明する。
図３は、本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０の動作の流れを示すフローチャートである。図
４は、本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０の動作の流れを示すシーケンス図である。
【００３９】
　図３及び図４に示すように、ＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部１４１は、ＯＴＮ回線３１を
介して他のＯＴＮ伝送装置１０から送信されるＯＤＵ０フレーム信号を終端する（ステッ
プＳ１）。尚、ステップＳ１の動作と並行して、ＯＴＮインタフェース１１は、ＯＤＵ０
Ｐ終端部１３から転送されるＯＤＵ０フレーム信号を、ＯＴＮ回線３１を介して他のＯＴ
Ｎ伝送装置１０に対して送信してもよい。同様に、ステップＳ１の動作と並行して、Ｇｂ
Ｅインタフェース１２は、ＧｂＥ回線３２を介してＧｂＥ伝送装置２０から送信されるＧ
ｂＥ信号を受信してもよい。同様に、ＧｂＥインタフェース１２は、トランスペアレント
・デマッピング処理部１６から転送されるＧｂＥ信号を、ＧｂＥ回線３２を介してＧｂＥ
伝送装置２０に対して送信してもよい。
【００４０】
　続いて、ＯＤＵ０アラーム処理部１４２は、ＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部１４１が終端
したＯＤＵ０フレーム信号がフェイル状態にあるか否かを判定する（ステップＳ２）。尚
、ステップＳ２の判定は、上述したように、ＯＤＵ０－ＡＩＳ１４１２や、ＯＤＵ０－Ｌ
ＣＫ１４１３や、ＯＤＵ０－ＯＣＩ１４１４を検出すること等で行われてもよい。
【００４１】
　ステップＳ２における判定の結果、ＯＤＵ０フレーム信号がフェイル状態にあると判定
される場合には（ステップＳ２：Ｙｅｓ）、ＯＴＮ回線３１に障害が発生していると推測
される。従って、この場合には、代替信号制御部１７１は、ＯＡＭフレーム信号送信部１
８の出力を実際に出力する信号として選択するようにスイッチ１７２を制御する。その結
果、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生してい
る旨を、ＯＡＭフレーム信号を用いて、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置
２０に対して通知する（ステップＳ５）。つまり、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、上
流側のＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨を、ＯＡＭフレーム信号を用
いて、下流側のＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置２０に対して通知する。
尚、ＯＡＭフレーム信号としては、上述したように、例えば、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに
準拠したＯＡＭ信号又はＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭ信号が用いられ
ることが好ましい。具体的には、ＯＡＭフレーム信号送信部１８が備えるＯＡＭ送信部１
８１は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨を通知するためのＯＡＭフ
レーム信号を生成する。ＯＡＭフレーム信号送信部１８が備えるＭＡＣ処理部１８２は、
ＯＡＭフレーム信号に対してＭＡＣ処理を施す。ＯＡＭフレーム信号送信部１８が備える
１０００ＢＡＳＥ－Ｘ　ＰＣＳ送信部１８３は、生成したＯＡＭフレーム信号を、信号切
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替部１７、ＧｂＥインタフェース１２及びＧｂＥ回線３２を介してＧｂＥ伝送装置２０に
対して送信する。その結果、ＧｂＥ伝送装置２０は、ＯＡＭ信号を受信することで、ＯＴ
Ｎ回線３１に障害が発生していることを認識することができる。
【００４２】
　尚、本実施形態では、ＯＡＭ送信部１８１は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発
生している場合に、ＯＡＭ信号を生成してもよい。言い換えれば、ＯＡＭ送信部１８１は
、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していない場合に、ＯＡＭ信号を生成しなく
ともよい。この場合、ＯＡＭ送信部１８１は、例えば代替信号制御部１７１からの障害状
況の通知を受けることで、ＯＡＭ信号を生成するか否かを決定してもよい。或いは、信号
切替部１７１によってＯＡＭフレーム信号送信部１８からの出力が選択されていることを
考慮して、ＯＡＭ送信制御部１８１は、常に（言い換えれば、ＯＴＮ回線３１を介した通
信に障害が発生していない場合にも）、ＯＡＭフレーム信号を生成してもよい。
【００４３】
　尚、信号切替部１７の動作により、ＯＡＭフレーム信号送信部１８がＯＡＭフレーム信
号を送信している場合には、トランスペアレント・デマッピング処理部１６においてデマ
ッピングされたＧｂＥ信号は、ＧｂＥインタフェース１２及びＧｂＥ回線３２を介してＧ
ｂＥ伝送装置２０に送信されないことが好ましい。但し、ＯＡＭフレーム信号送信部１８
がＯＡＭフレーム信号を送信している場合にも、トランスペアレント・デマッピング処理
部１６においてデマッピングされたＧｂＥ信号が、ＧｂＥインタフェース１２及びＧｂＥ
回線３２を介してＧｂＥ伝送装置２０に送信されてもよい。
【００４４】
　ここで、図５及び図６を参照して、ＯＡＭフレーム信号のデータ構造について説明する
。図５は、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠したＯＡＭフレーム信号のデータ構造を示すデ
ータ構造図である。図６は、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭフレーム信
号（ＥＴＨ－ＡＩＳ）のデータ構造を示すデータ構造図である。
【００４５】
　図５に示すように、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠したＯＡＭフレーム信号は、宛先ア
ドレスフィールドと、送信元アドレスフィールドと、タイプフィールドと、サブタイプフ
ィールドと、フラグフィールドと、コードフィールドと、データ／パッド（パディング）
フィールドと、ＦＣＳ（Flag Check Sequence）フィールドとを備えている。これらのフ
ィールドのうち、フラグフィールドを用いて、ＯＴＮ回線３１に障害が発生している旨が
通知される。
【００４６】
　図５の下部に示すようにフラグフィールドは、ビットポジション０にリンクフォルト（
Link Fault）フィールドを備え、ビットポジション１にダイイングギャスプ（Dying Gasp
：死の息切れ）フィールドを備え、ビットポジション２にクリティカルイベント（Critic
al Event：重大イベント）フィールドを備え、ビットポジション３から４に自局ディスカ
バリフィールドを備え、ビットポジション５から６に遠隔ディスカバリフィールドを備え
、ビットポジション７から１５にリザーブドフィールドを備えている。これらのフィール
ドのうち、リンクフォルトフィールド、ダイイングギャスプフィールド及びクリティカル
イベントフィールドの少なくとも一つの値が「１」に設定されたＯＡＭフレーム信号を用
いることで、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨が通知される。
【００４７】
　図６に示すように、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭフレーム信号は、
宛先アドレスフィールドと、送信元アドレスフィールドと、ＶＬＡＮタグと、レングス／
タイプフィールドと、ＡＩＳ　ＰＤＵと、パッドと、ＦＣＳフィールドとを備えている。
これらのうち、ＡＩＳ　ＰＤＵにより、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生してい
る旨が通知される。
【００４８】
　再び図３及び図４において、他方で、ステップＳ２における判定の結果、ＯＤＵ０フレ
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ーム信号がフェイル状態にないと判定される場合には（ステップＳ２：Ｎｏ）、トランス
ペアレント・デマッピング処理部１６は、ＧｂＥ信号をデマッピング（つまり、トランス
・デコーディング）する（ステップＳ３）。
【００４９】
　続いて、ＣＳＦアラーム処理部１６４は、ＧＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部
１６３において抽出されたＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にあるか否かを判定する（ステップＳ
４）。尚、ステップＳ４の判定は、上述したように、ＧＦＰ　ＣＭＦフレーム（CSF、FDI
等）の受信状態１６３１や、オートネゴシエーションリスタート信号や、ＯＤＵ０　ｄＰ
ＬＭ１６１１やｄＣＳＦ１６１２状態によって行われてもよい。
【００５０】
　ステップＳ４における判定の結果、ＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にあると判定される場合に
は（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していると推測
される。従って、この場合には、代替信号制御部１７１は、ＯＡＭフレーム信号送信部１
８の出力を実際に出力する信号として選択するようにスイッチ１７２を制御する。その結
果、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生してい
る旨を、ＯＡＭフレーム信号を用いて、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置
２０に対して通知する（ステップＳ５）。
【００５１】
　他方で、ステップＳ４における判定の結果、ＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にないと判定され
る場合には（ステップＳ４：Ｎｏ）、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していな
いと推測される。従って、この場合には、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、ＯＡＭフレ
ーム信号をＧｂＥ伝送装置２０に対して送信しなくともよい。尚、この場合には、ＯＴＮ
伝送装置１０は、通常の動作（つまり、ＯＴＮフレーム信号及びＧｂＥ信号の送受信動作
）を行ってもよい。つまり、代替信号制御部１７１は、トランスペアレント・デマッピン
グ処理部１６の出力を実際に出力する信号として選択するようにスイッチ１７２を制御し
てもよい。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０によれば、ＩＥＥＥ８０２．３
ａｈに準拠したＯＡＭ信号又はＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭ信号を用
いて、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨をＧｂＥ伝送装置２０に対し
て通知することができる。つまり、本実施形態の伝送システム１によれば、ＯＴＮ伝送装
置１０は、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠したオートネゴシエーション機能を用いることなく
、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨をＧｂＥ伝送装置２０に対して通
知することができる。従って、ＧｂＥ伝送装置２０がオートネゴシエーション機能を備え
ていない場合であっても、ＯＴＮ伝送装置１０からＧｂＥ伝送装置２０に対して、ＯＴＮ
回線３１を介した通信に障害が発生している旨を適切に通知することができる。或いは、
ＧｂＥ伝送装置２０が備えるオートネゴシエーション機能が無効化設定されている場合で
あっても、ＯＴＮ伝送装置１０からＧｂＥ伝送装置２０に対して、ＯＴＮ回線３１を介し
た通信に障害が発生している旨を適切に通知することができる。
【００５３】
　本実施形態のＯＴＮ伝送装置１０によれば、通常時（つまり、障害が発生していない場
合）には、ＭＡＣフレームを意識することなくＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）を透過的に伝送
する一方で、障害発生時には、ＭＡＣフレーム形式のＯＡＭフレーム信号を用いて障害が
発生した旨をＧｂＥ伝送装置２０に通知することができる。従って、ＯＴＮ伝送装置１０
は、ＭＡＣフレームを意識することなくＧｂＥ信号（１０Ｂ符号）を透過的に伝送する場
合であっても、ＯＴＮ回線３１又は上流側のＧｂＥ回線３２に障害が発生している旨をＧ
ｂＥ伝送装置２０に対して好適に通知することができる。
【００５４】
　尚、ＯＴＮ回線３１が長距離の場合、当該ＯＴＮ回線３１を介したＧｂＥ伝送装置２０
間のオートネゴシエーションは正常に機能しない為、ＧｂＥ伝送装置２０では、オートネ
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ゴシエーション機能を無効化設定される場合が一般のＬＡＮ機器と比べて多い。このため
、ＧｂＥ伝送装置２０を備える伝送システム１に対して上述したＯＴＮ伝送装置１０を適
用することで、上述した効果はより有意義になる。
【００５５】
　（４）ＯＴＮ伝送装置の変形例
　図７から図９を参照して、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１について説明する。尚、上
述したＯＴＮ伝送装置１０と同様の構成及び動作については、同一の参照符号及びステッ
プ番号を付することで、その詳細な説明を省略する。
【００５６】
　（４－１）変形例の伝送装置の構成
　図７を参照して、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１の構成について説明する。図７は、
変形例にＯＴＮ伝送装置１０＿１の構成を示すブロック図である。
【００５７】
　図７に示すように、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１は、上述したＯＴＮ伝送装置１０
と同様に、ＯＴＮインタフェース１１と、ＧｂＥインタフェース１２と、ＯＤＵ０Ｐ終端
部１３と、ＯＤＵ０Ｐ終端部１４と、トランスペアレント・マッピング処理部１５と、ト
ランスペアレント・デマッピング処理部１６と、信号切替部１７と、ＯＡＭフレーム信号
送信部１８とを備えている。
【００５８】
　変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１は更に、オートネゴシエーション（ＡＮ：Auto Negot
iation）信号検出部１９１＿１と、タイマ１９２＿１とを備えている。
【００５９】
　オートネゴシエーション信号検出部１９１＿１は、ＬＦ信号生成部１６５が生成及び送
信したオートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト信号）に対する応答（
例えば、オートネゴシエーションリスタート信号等）が、ＧｂＥ回線３２を介して対向す
るＧｂＥ伝送装置２０から送信されるか否かを検出する。
【００６０】
　尚、変形例では、ＬＦ信号生成部１６５は、「通知手段」の一具体例であって、オート
ネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト）を生成する。変形例では、ＬＦ信
号生成部１６５は、ＯＤＵ０アラーム処理部１４２及びＣＳＦアラーム処理部１６４等に
よってＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していることが検出された場合に、ＩＥ
ＥＥ８０２．３（或いは、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＧ．７０９）に準拠したオートネゴシエーシ
ョンリスタート信号（リンクフォールト）を、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝
送装置２０に対して通知する。このため、変形例では、ＣＳＦアラーム信号１６４１は、
スイッチ１６７に対しても通知されることが好ましい。また、ＡＮ信号検出部１９１＿１
は、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置２０からの、オートネゴシエーショ
ンに用いられるコンフィグレーション・オーダードセットの受信を検出する機能をもつ。
【００６１】
　タイマ１９２＿１は、ＬＦ信号生成部１６５がオートネゴシエーションリスタート信号
（リンクフォールト）を送信開始してからの経過時間をカウントする。尚、タイマ１９２
＿１は、所定の時間内にオートネゴシエーション信号検出部１９１＿１が応答を受信しな
かった場合、スイッチ１７２がＯＡＭフレーム信号送信部１８からの信号を選択するよう
代替信号制御部１７１に対して通知する。
【００６２】
　（４－２）変形例の伝送装置の動作例
　図８及び図９を参照して、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１の動作について説明する。
図８は、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１の動作の流れを示すフローチャートである。図
９は、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１の動作の流れを示すシーケンス図である。
【００６３】
　図８及び図９に示すように、上述したＯＴＮ伝送装置１０の動作と同様に、ＯＤＵ０Ｐ
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　ＯＨ終端処理部１４１は、ＯＴＮ回線３１を介して他のＯＴＮ伝送装置１０から送信さ
れるＯＤＵ０フレーム信号を終端する（ステップＳ１）。
【００６４】
　続いて、上述したＯＴＮ伝送装置１０の動作と同様に、ＯＤＵ０アラーム検出部１４２
は、ＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部１４１が終端したＯＤＵ０フレーム信号がフェイル状態
にあるか否かを判定する（ステップＳ２）。
【００６５】
　ステップＳ２における判定の結果、ＯＤＵ０フレーム信号がフェイル状態にあると判定
される場合には（ステップＳ２：Ｙｅｓ）、ＯＴＮ回線３１に障害が発生していると推測
される。この場合、変形例動作例では、ＬＦ信号生成部１６５は、オートネゴシエーショ
ンリスタート信号（リンクフォールト）を、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送
装置２０に対して送信する（ステップＳ１１）。ステップＳ１１の動作と同時に、タイマ
１９２＿１による経過時間のカウントが開始する（ステップＳ１２）。
【００６６】
　その後、ＡＮ信号検出部１９１＿１は、ステップＳ１１において送信したオートネゴシ
エーションリスタート信号（リンクフォールト）に対する応答が、ＧｂＥ回線３２を介し
て対向するＧｂＥ伝送装置２０から送信されているか否かを判定する（ステップＳ１３）
。
【００６７】
　ステップＳ１３における判定の結果、オートネゴシエーションリスタート信号（リンク
フォールト）に対する応答が送信されていると判定される場合には（ステップＳ１３：Ｙ
ｅｓ）、ＧｂＥ伝送装置２０は、オートネゴシエーション機能を備えており且つオートネ
ゴシエーション機能が有効に設定されていると推測される。この場合には、ＧｂＥ伝送装
置２０は、オートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト）を受信すること
で、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していることを認識することができる。従
って、この場合には、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、ＯＴＮ回線３１を介した通信に
障害が発生している旨を、ＯＡＭフレーム信号を用いて、ＧｂＥ回線３２を介して対向す
るＧｂＥ伝送装置２０に対して通知しなくともよい。つまり、代替信号制御部１７１は、
ＯＡＭフレーム信号送信部１８の出力を実際に出力する信号として選択するようにスイッ
チ１７２を制御しなくともよい。言い換えれば、代替信号制御部１７１は、トランスペア
レント・デマッピング処理部１６の出力を実際に出力する信号として選択するようにスイ
ッチ１７２を制御してもよい。
【００６８】
　他方で、ステップＳ１３における判定の結果、オートネゴシエーションリスタート信号
（リンクフォールト）に対する応答が送信されていないと判定される場合には（ステップ
Ｓ１３：Ｎｏ）、続いて、タイマ１９２＿１によってカウントされている経過時間が所定
時間を経過しているか否かが判定される（ステップＳ１４）。
【００６９】
　ステップＳ１４における判定の結果、タイマ１９２＿１によってカウントされている経
過時間が所定時間を経過していないと判定される場合には（ステップＳ１４：Ｎｏ）、オ
ートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト）に対する応答がＧｂＥ伝送装
置２０から送信されているか否かの判定（ステップＳ１３）が継続して行われる。
【００７０】
　他方で、ステップＳ１４における判定の結果、タイマ１９２＿１によってカウントされ
ている経過時間が所定時間を経過していると判定される場合には（ステップＳ１４：Ｙｅ
ｓ）、ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置２０がオートネゴシエーション機
能を備えていないがゆえに応答がないと推測される。或いは、ＧｂＥ回線３２を介して対
向するＧｂＥ伝送装置２０のオートネゴシエーション機能が無効化設定されているがゆえ
に応答がないと推測される。従って、この場合には、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、
ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生している旨を、ＯＡＭフレーム信号を用いて、
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ＧｂＥ回線３２を介して対向するＧｂＥ伝送装置２０に対して通知する（ステップＳ５）
。つまり、代替信号制御部１７１は、ＯＡＭフレーム信号送信部１８の出力を実際に出力
する信号として選択するようにスイッチ１７２を制御する。
【００７１】
　尚、所定時間が経過した後にオートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォール
ト）に対する応答がＧｂＥ伝送装置２０から送信されていると判定されることになった場
合には、オートネゴシエーションリスタート信号（リンクフォールト）の送信を再開して
もよい。
【００７２】
　他方で、ステップＳ２における判定の結果、ＯＤＵ０フレーム信号がフェイル状態にな
いと判定される場合には（ステップＳ２：Ｎｏ）、上述したＯＴＮ伝送装置１０の動作と
同様に、トランスペアレント・デマッピング処理部１６は、ＯＤＵ０フレーム信号から、
ＧｂＥ信号をデマッピング（つまり、トランス・デコーディング）する（ステップＳ３）
。
【００７３】
　続いて、上述したＯＴＮ伝送装置１０の動作と同様に、ＣＳＦアラーム処理部１６４は
、ＧＦＰ－Ｔトランス・デコーディング処理部１６３においてトランス・デコーディング
されたＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にあるか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００７４】
　ステップＳ４における判定の結果、ＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にあると判定される場合に
は（ステップＳ４：Ｙｅｓ）、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していると推測
される。従って、この場合には、ステップＳ１１以降の動作が行われる。
【００７５】
　他方で、ステップＳ４における判定の結果、ＧｂＥ信号がＣＳＦ状態にないと判定され
る場合には（ステップＳ４：Ｎｏ）、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生していな
いと推測される。従って、この場合には、ＯＡＭフレーム信号送信部１８は、ＯＡＭフレ
ーム信号をＧｂＥ伝送装置２０に対して送信しなくともよい。
【００７６】
　以上説明したように、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１によれば、上述したＯＴＮ伝送
装置１０が享受する各種効果と同様の効果を享受することができる。
【００７７】
　加えて、変形例のＯＴＮ伝送装置１０＿１によれば、オートネゴシエーション機能を備
えており且つオートネゴシエーション機能が有効化設定されているＧｂＥ伝送装置２０に
対しては、Ｇ．７０９準拠のオートネゴシエーションリスタート信号の送信により、ＯＴ
Ｎ回線３１を介した通信に障害が発生したことを通知することができる。また、オートネ
ゴシエーション機能を備えていないＧｂＥ伝送装置２０又はオートネゴシエーション機能
が無効化設定されているＧｂＥ伝送装置２０に対して選択的にＯＡＭフレーム信号を送信
することにより、ＯＴＮ回線３１を介した通信に障害が発生したことを通知することがで
きる。従って、ＧｂＥ伝送装置２０の仕様や設定によらず、ＯＴＮ回線３１を介した通信
に障害が発生したことを通知することが可能となる。
【００７８】
　上述したＯＴＮインタフェース１１、ＧｂＥインタフェース１２、ＯＤＵ０Ｐ終端部１
３及び１４、トランスペアレント・マッピング処理部１５、トランスペアレント・デマッ
ピング処理部１６、信号切替部１７、並びにＯＡＭフレーム信号送信部１８は、回路の更
新が可能なＦＰＧＡが好ましく、ＡＳＩＣやＡＳＳＰでも構成することができる。
【００７９】
　以上説明した実施形態に関して、更に以下の付記を開示する。
【００８０】
　（付記１）
　デジタルラッパーを用いて通信する第１回線を終端する第１終端手段と、
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　ギガビットイーサネットを用いて通信する第２回線上の信号を終端する第２終端手段と
、
　前記第１終端手段により終端された信号及び前記第２回線から受信した信号を透過的に
トランスコーディング処理して出力する透過処理部と、
　前記第１回線を介した通信に障害が発生した場合に、オートネゴシエーションリスター
ト信号を前記第２回線側の対向装置に通知し所定時間以内に応答がない場合に、当該障害
が発生したことを示す情報をＭＡＣ（Media Access Control）フレーム形式の信号を用い
て前記対向装置に通知する通知手段と
　を備えることを特徴とする伝送装置。
【００８１】
　（付記２）
　前記第１回線はＯＴＮ（Optical Transport Network）回線であることを特徴とする付
記１に記載の伝送装置。
【００８２】
　（付記３）
　前記ＭＡＣフレーム形式の信号は、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈに準拠したＯＡＭ信号又は
ＩＴＵ－Ｔ勧告のＹ．１７３１に準拠したＯＡＭ信号であることを特徴とする付記１又は
２に記載の伝送装置。
【００８３】
　（付記４）
　前記通知手段は、前記オートネゴシエーションリスタート信号に対する前記対向装置か
らの応答が前記所定時間以内にある場合に、前記障害が発生した旨を、前記ＯＡＭ信号を
用いて通知しないことを特徴とする付記１から３のいずれか一項に記載の伝送装置。
【００８４】
　（付記５）
　前記オートネゴシエーションリスタート信号は、ＩＥＥＥ８０２．３に準拠したオート
ネゴシエーションリスタート信号であることを特徴とする付記１から４のいずれか一項に
記載の伝送装置。
【００８５】
　（付記６）
　前記第１回線を介した通信に障害が発生していない場合に、前記伝送装置は、ＭＡＣフ
レームを参照しない透過的伝送を行うことで、(i)前記第１終端手段が終端する前記第１
回線を介して送信される信号を、前記第２終端手段が終端する前記第２回線に送信する、
又は(ii)前記第２終端手段が終端する前記第２回線を介して送信される信号を、前記第１
終端手段が終端する前記第１回線に送信することを特徴とする付記１から５のいずれか一
項に記載の伝送装置。
【００８６】
　（付記７）
　前記透過的伝送は、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＧ．７０９の第１７．７．１．１章に準拠したト
ランスペアレント伝送であることを特徴とする付記６に記載の伝送装置。
【００８７】
　（付記８）
　デジタルラッパーを用いて通信する第１回線およびギガビットイーサネットを用いて通
信する第２回線上を終端する伝送装置における障害の通知方法であって、
　前記第２回線上の信号を透過的に終端する工程と、
　前記第１回線を介した通信に障害が発生しているか否かを判定する判定工程と、
　前記第１回線を介した通信に障害が発生していると判定される場合に、オートネゴシエ
ーションリスタート信号を前記第２回線側の対向装置に通知し所定時間以内に応答がない
場合に、当該障害が発生したことを示す情報をＭＡＣ（Media Access Control）フレーム
形式の信号を用いて前記第２回線側の対向装置に通知する通知工程と
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　を備えることを特徴とする障害の通知方法。
【００８８】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴なう伝送装置及び障害の通知方法もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００８９】
　１　伝送システム
　１０　ＯＴＮ伝送装置
　１１　ＯＴＮインタフェース
　１２　ＧｂＥインタフェース
　１３　ＯＤＵ０Ｐ終端部
　１３１　ＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部
　１４　ＯＤＵ０Ｐ終端部
　１４１　ＯＤＵ０Ｐ　ＯＨ終端処理部
　１４２　ＯＤＵ０アラーム検出部
　１５　トランスペアレント・マッピング処理部
　１５１　ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部
　１５２　ＧＭＰマッピング処理部
　１５３　ＧＦＰ－Ｔトランス・エンコーディング処理部
　１６　トランスペアレント・デマッピング処理部
　１６１　ＯＰＵ０　ＯＨ終端処理部
　１６２　ＧＭＰデマッピング処理部
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