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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノードが伝送路により接続され、前記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パ
ターンが伝送されるネットワークシステムであって、
　前記各ノードは、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出する信号監視手段と、前記
特定の信号パターンの受信を検出し該特定の信号パターンを所定時間以上受信しなかった
ときに未検出信号を出力する検出手段とを備え、前記検出手段により出力する前記未検出
信号によりネットワークシステムの障害発生を検出し、
　障害発生を検出した前記ノードは、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知
し、
　前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、
　障害発生を検出したノードは特定信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未受信により
自ノードの上流で障害が発生していると判断すると、判断した障害箇所を示すための信号
をノード間で送受信することにより、ネットワークシステムの障害箇所を特定する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項２】
　伝送路によりループ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つのループ、お
よび、単一のノードまたは伝送路によりループ接続された複数のノードで構成される１つ
以上のループが、一つ以上の入力部と一つ以上の出力部を有し一つの前記入力部より入力
する信号が分岐され全ての前記出力部より出力される共通伝達経路に直接接続され、前記
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複数のループのいずれかに含まれた１つのノードがマスタノードとなり、前記マスタノー
ドとなるノード以外のノードがスレーブノードとなり、さらに前記各ループにおいて最下
流のノードが前記各ループの最下流ノードとなり、前記伝送路に一定時間以内ごとに特定
の信号パターンが伝送されるネットワークシステムであって、
　前記各ノードは、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力する信号
監視手段と、前記特定の信号パターンの受信を検出し該特定の信号パターンを所定時間以
上受信しなかったときに未検出信号を出力する検出手段とを備え、前記検出手段より出力
する前記未検出信号によりネットワークシステムの障害発生を検出し、
　障害発生を検出した前記ノードは、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知
し、
　前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、
　前記各ループのそれぞれにおいて、障害発生を検出した前記ノードは、特定信号を隣接
ノードへ送信し、
　前記信号監視手段が出力する前記監視信号により前記特定信号の未受信を検出したノー
ドは、自ノードの上流において障害が発生していると判断して自ループの障害箇所をノー
ドを特定する情報を含むＩＤパケットで前記最下流ノードに送信し、
　複数の前記各最下流ノードは、前記ＩＤパケットおよび前記監視信号により自ループの
障害箇所を判断し、判断した前記自ループの障害箇所をデータの衝突がないように前記Ｉ
Ｄパケットで送信し、
　障害発生を検出した前記ノード，および前記通知信号により障害の発生を検出したネッ
トワークシステム中の各ノードは、前記監視信号と前記ＩＤパケットに基づきネットワー
クシステムの障害箇所を特定する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項３】
　請求項２記載のネットワークシステムにおいて、
　正常動作時に、マスタノードが各最下流ノード宛に問合せパケットを送出し、前記各最
下流ノードは自ノード宛の前記問合せパケットを受信すると応答パケットを送出し、マス
タノードが前記応答パケットの受信の有無により障害の発生を検出する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項４】
　請求項２記載のネットワークシステムにおいて、
　通知信号は、前記特定の信号パターンの受信を妨害する信号である、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項５】
　請求項１または２記載のネットワークシステムにおいて、
　特定の信号パターンは、データ送信を許可されるノードのノードＩＤである送信ノード
ＩＤと送信されたデータを受信すべきノードのノードＩＤである受信ノードＩＤを含み、
前記特定の信号パターンによってノードが送受信権を得る、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項６】
　請求項１または２記載のネットワークシステムにおいて、
　各ノードは、障害検出時の信号送受信を行う制御手段と、通常時の信号送受信を行う通
常データ送受信制御手段と、通常時には前記通常データ送受信制御手段に接続して障害発
生時には前記制御手段に接続するスイッチとを備えた、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項７】
　請求項１または２記載のネットワークシステムにおいて、
　全ノードが通常の通信を行わない無信号時間が設けられており、
　障害発生を検出した前記ノードは、通常のデータ通信を妨げないように前記無信号時間
中にノード間で送受信すべき障害箇所検出および特定のための信号とパケットを送受信す
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る、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項８】
　請求項１または２記載のネットワークシステムにおいて、
　前記各ノードは、正常動作時にネットワークシステムの構成状態を記憶する記憶手段を
備え、
　障害発生を検出したノードは、正常動作時に記憶しておいた前記構成状態と判断した前
記障害箇所に基づきネットワークシステムの障害箇所を特定する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項９】
　請求項１または２記載のネットワークシステムにおいて、
　ネットワーク中には１つのマスタノードと１つ以上のスレーブノードが存在し、前記マ
スタノードおよび前記スレーブノードにはノードを特定するための固有のノードＩＤが割
当てられており、前記スレーブノード中に代替マスタノードとなることのできる候補ノー
ドが少なくとも１つ存在し、
　正常に通信可能である前記候補ノードは、特定したネットワークシステムの障害箇所に
基づき代替マスタノードの選出が必要であると判断すれば、前記固有のノードＩＤにより
決定される待ち時間だけ待ってから前記代替マスタノードとして動作を開始し、
　正常に通信可能である前記候補ノードは、前記待ち時間だけ待つ間に前記マスタノード
の復帰を検出すれば、前記スレーブノードとしての動作に復帰することにより、１つ以上
の前記候補ノード群から１つの前記代替マスタノードを選出し、
　前記固有のノードＩＤにより優先度が決定され、ある前記優先度Ｋを持つ前記候補ノー
ドが前記代替マスタノードとして動作を開始したことが全ノードに伝達されるのに必要な
時間が経過した後に、前記優先度Ｋより低い優先度を持つ前記候補ノードの前記待ち時間
が終了する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１０】
　請求項２記載のネットワークシステムにおいて、
　各ノードは特定したネットワークシステムの障害箇所に基づき自ノードが正常に通信不
可能であると判断すれば、通信動作を停止してネットワークシステムから離脱する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１１】
　請求項９記載のネットワークシステムにおいて、
　固有のノードＩＤにより決定される待ち時間は、一定時間“Ｔ”とノードＩＤの全部も
しくは一部の積である、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１２】
　請求項１１記載のネットワークシステムにおいて、
　前記一定時間“Ｔ”は、ノード間の伝送遅延時間の最大値の２倍以上である、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１３】
　請求項９記載のネットワークシステムにおいて、
　前記候補ノードは、特定の信号パターンの送出を開始することで代替マスタノードとし
て動作を開始し、特定の信号パターンを受信することでマスタノードの復帰を検出する、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１４】
　請求項１または２記載のネットワークシステムにおいて、
　ネットワーク中には１つのマスタノードと１つ以上のスレーブノードが存在し、前記マ
スタノードおよび前記スレーブノードにはノードを特定するための固有のノードＩＤが割
当てられており、前記スレーブノード中に代替マスタノードとなることのできる候補ノー
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ドが少なくとも１つ存在し、
　前記マスタノードは特定の信号パターンを送出するものであり、
　次の前記特定の信号パターンの受信予定時刻は各ノードで既知であり、
　前記各候補ノードは自ノードが全ノード中で第１の優先度を持つか否かを既知であり、
　前記第１の優先度を設定されている前記候補ノードは、前記特定の信号パターンの受信
予定時刻に前記特定の信号パターンを受信しないことで障害の発生を検知した後、代替マ
スタノードの選出の必要性があることを認識するとすぐに代替マスタノードとして動作す
る、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１５】
　請求項１４記載のネットワークシステムにおいて、
　前記第１の優先度を設定されている候補ノードは、マスタノードが保持する通信管理情
報を保持している、
　ことを特徴とするネットワークシステム。
【請求項１６】
　複数のノードが伝送路により接続され、前記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パ
ターンが伝送されるネットワークシステムに用いられるネットワーク端末であって、
　伝送路を伝送される信号を受信する受信手段と、
　伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力する信号監視手段と、
　前記伝送路上を伝送される特定の信号パターンの受信を検出し前記特定の信号パターン
が一定時間以上検出されない時に未検出信号を出力する検出手段と、
　前記検出手段が出力する前記未検出信号により障害の発生を検出し、障害の発生を検出
すると通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知し、
　通知信号により障害発生を検出すると特定信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未受
信により自ノードの上流で障害が発生していると判断すればＩＤパケットを出力し、監視
信号と受信するＩＤパケットから障害の箇所を判断する制御手段と、
　伝送路へ信号を送出する送信手段と、
　自ノードを特定するノードＩＤを記憶する記憶手段とを備えた、
　ことを特徴とするネットワーク端末。
【請求項１７】
　複数のノードが伝送路により接続され、前記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パ
ターンが伝送されるネットワークシステムにおいてネットワークシステムの障害箇所を特
定する障害箇所特定方法であって、
　前記ノードは、前記特定の信号パターンを一定時間以上受信しないことからネットワー
クシステムの障害発生を検出し、
　障害発生を検出した前記ノードは、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知
し、
　前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、
　障害発生を検出したノードは特定信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未受信により
自ノードの上流で障害が発生していると判断すると、判断した障害箇所を示す信号をノー
ド間で送受信することにより、前記各ノードがネットワークシステムの障害箇所を特定す
る、
　ことを特徴とする障害箇所特定方法。
【請求項１８】
　伝送路によりループ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つのループ、お
よび、単一のノードまたは伝送路によりループ接続された複数のノードで構成される１つ
以上のループが、一つ以上の入力部と一つ以上の出力部を有し一つの入力部より入力する
信号が分岐され全ての出力部より出力される共通伝達経路に直接接続され、前記複数のル
ープのいずれかに含まれた１つのノードがマスタノードとなり、前記マスタノードとなる
ノード以外のノードがスレーブノードとなり、さらに前記各ループにおいて最下流のノー
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ドが前記各ループの最下流ノードとなり、前記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パ
ターンが伝送されるネットワークシステムにおいてネットワークシステムの障害箇所を特
定する障害箇所特定方法であって、
　前記各ノードは、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力し、
　前記ノードは、前記特定の信号パターンを一定時間以上受信しないことからネットワー
クシステムの障害発生を検出し、
　障害発生を検出した前記ノードは、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知
し、
　前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、
　前記各ループのそれぞれにおいて、障害発生を検出した前記ノードは特定信号を隣接ノ
ードへ送信し、
　前記特定信号の未受信により自ノードの上流において障害が発生していると判断して自
ループの障害箇所をノードを特定する情報を含むＩＤパケットで前記最下流ノードに送信
し、
　複数の前記各最下流ノードは前記ＩＤパケットおよび前記監視信号により自ループの障
害箇所を判断し、判断した前記自ループの障害箇所をデータの衝突がないようにＩＤパケ
ットで送信し、
　障害発生を検出した前記ノード，および前記通知信号により障害の発生を検出したネッ
トワークシステム中の各ノードは、前記監視信号と前記ＩＤパケットに基づきネットワー
クシステムの障害箇所を特定する、
　ことを特徴とする障害箇所特定方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、マスタノードおよび１つ以上のスレーブノードから成り、マスタノードにより
特定の信号パターンが送信され、一定時間以内ごとに前記特定の信号パターンが全ノード
により受信されるネットワークシステムにおいて、マスタノード故障時等の代替マスタノ
ードをスレーブノード中から自動的に選出する方法、断線やノード故障といった障害箇所
の特定と障害回復を実現する方法、および障害箇所の特定と障害回復を実現できるネット
ワークシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ネットワーク中にマスタノードおよびスレーブノードが存在して、マスタノードがデータ
送信権の調停を行うなど、データ伝達を行うためにはマスタノードが必要である従来のネ
ットワークシステムでは、マスタノードに故障が発生するとデータの通信ができなくなる
という問題があった。
また、従来のネットワークシステムにおける障害箇所検出方法としては、例えば特開昭５
６－１６１７４２号に開示されているように、ループ型ネットワークにおいて、キャリア
断が一定時間以上続いたら自己キャリアを送出すると共に、所定時間後に自己キャリアに
乗せて自ノードアドレスを含むレスポンスを送出することにより、マスタノードはこのア
ドレスを送出したスレーブノードの前位に障害があると認識できるようにする故障箇所検
出方法がある。
【０００３】
以下、特開昭５６－１６１７４２号に開示されている故障箇所検出方法について図１２を
参照しながら説明する。図１２はループ型ネットワークの例である。図１２において、１
２ａは主局であり、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅは端末局であり、１２ｆは回線であ
る。正常状態において主局１２ａは端末局１２ｂへキャリアを送出し、このキャリアにデ
ータを乗せてデータの伝送を行っている。端末局１２ｂ～１２ｅは、このキャリアを受信
し、これを再生中継している。正常状態において、ノード１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２
ｅおよび主局はキャリアを受信し、キャリアの検出状態にある。
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【０００４】
今、図１２に示すように、端末局１２ｂと端末局１２ｃとの間で回線障害が発生したとす
ると、端末局１２ｃ、１２ｄ、１２ｅおよび主局に１２ａおいてキャリア断が検出される
が、端末局１２ｂは正常にキャリアを受信するのでキャリア断を検出しない。
各局はキャリア断を検出するとＴａ時間後に自己キャリアを送出し始める。従って端末局
１２ｄ，１２ｅおよび主局１２ａでは再びキャリアを検出できる。キャリアを再び検出で
きた局は自己キャリアの送出を止める。しかしながら、端末局１２ｂおよび端末局１２ｃ
との間で回線障害が発生しているので端末局１２ｃではいつになってもキャリア断のまま
となる。
【０００５】
そこで端末局１２ｃでは、自己キャリア送出後Ｔｂ時間後に回線ダウンレスポンス送出の
準備をし、Ｔｃ時間後にＴｄの間隔で自局のアドレスを含むラインダウンレスポンスを自
己キャリアに乗せて繰り返し送り続ける。このため主局１２ａではこの端末局１２ｃのラ
インダウンレスポンスを受信することにより端末局１２ｃと端末局１２ｂとの間に回線断
があることを検出できる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら特開昭５６－１６１７４２号で開示されている方法は、ネットワークの構成
がループ型でない場合、ネットワークの構成によっては、上記方法でキャリア断により障
害の発生を検出しても、前記障害の発生箇所を特定できない。
例えば、図１３に示すような特願平１０－１１３４５９号に開示されているネットワーク
、すなわち、ループ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つのループ、及び
、単一のノードまたはループ接続された複数のノードで構成される１つ以上のループが共
通伝達経路に直接接続されて構成されるネットワークシステムにおいて、ノード１１２と
ノード１１１の間で断線障害が発生した場合と、マスタノード１０１においてノード故障
が発生した場合のそれぞれを考える。
【０００７】
断線障害が生じた場合はノード１１１およびノード１１０においてキャリア断が検出され
障害発生を検出する。障害発生を検出したノード１１１およびノード１１０が自己キャリ
アを送信すれば、マスタノードが送出するキャリアと前記ノード１１０が送出したキャリ
アが共通伝達経路１５において衝突し、前記自己キャリアは正常に受信されない。従って
、障害の発生箇所を検出／特定することができなくなる。
【０００８】
また、マスタノード１０１におけるノード故障が発生してキャリア送出を停止した場合は
、マスタノードを除く全ノードつまりノード１００、ノード１１０、ノード１１１、ノー
ド１１２、ノード１２０およびノード１２１においてキャリア断が検出され障害発生を検
出する。障害発生を検出したノード１００、ノード１１０、ノード１１１、ノード１１２
、ノード１２０およびノード１２１が自己キャリアを送信すれば、ノード１１０、１１１
および１２０において前記自己キャリアが受信されるが、最上流のノード１０１、ノード
１１２およびノード１２１では、共通伝達経路１５で各ループの最下流ノード１００、ノ
ード１１０およびノード１２０が送出したキャリアが衝突してしまい、前記自己キャリア
は正常に受信されない。その後に前記自己キャリアを正常に受信できなかったノードが自
ノードアドレスを含んだレスポンスを送出すると、共通伝達経路１５で前記自ノードアド
レスを含んだレスポンスも衝突し、前記自ノードアドレスを含んだレスポンスも正常に受
信されない。従って、障害の箇所を検出／特定することができなくなる。
【０００９】
また、ネットワークの構成によっては、マスタノードが故障した場合には代替のマスタノ
ードを選出して、ネットワーク全体の動作停止を回避できるネットワークもある。そのよ
うなネットワークにおいては、障害の発生を検出したノードは、障害箇所がマスタノード
に関連するものであり従って代替マスタノードの選択が必要となるのか、あるいは、障害
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箇所がマスタノードに関連するものでなく従って代替マスタノードの選出は不要であるの
かを判断する必要が生じる。前記判断ができないと、代替マスタノード選出の必要がない
障害が発生した場合に、あるノードが代替マスタノードの選出が必要であると判断して、
代替マスタノードとして動作してしまうと、ネットワークの動作に悪影響を与える。また
、代替マスタノードを選出する必要がある障害が発生した場合に、代替マスタノードの選
出が必要ないと判断してしまうと、代替マスタノードが選出されないことになる。
前記判断をするためには、障害の発生箇所を特定する必要があるが、特開昭５６－１６１
７４２号で開示されている方法では、図１３に示すような特願平１０－１１３４５９号に
開示されているネットワークにおいて、障害の発生箇所を特定することができないという
問題があった。
【００１０】
そこで本発明では、図１３に示すような、ループ接続された複数のノードで構成される少
なくとも１つのループ、及び、単一のノードまたはループ接続された複数のノードで構成
される１つ以上のループが共通伝達経路に直接接続されて構成されるネットワークシステ
ムにおいても、障害の発生を検出し、障害の発生箇所を特定し、マスタノード故障の場合
には代替マスタノードをスレーブノード中から自動的に選出することによりマスタノード
の故障によるネットワークシステム全体の動作停止を回避することのできるネットワーク
システム、障害箇所特定方法および障害回復方法を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために本願の請求項１にかかる発明は、複数のノードが伝送路によ
り接続され、前記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワ
ークシステムであって、前記各ノードが、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出する
信号監視手段と、前記特定の信号パターンの受信を検出し該特定の信号パターンを所定時
間以上受信しなかったときに未検出信号を出力する検出手段とを備え、前記検出手段によ
り出力する前記未検出信号によりネットワークシステムの障害発生を検出し、障害発生を
検出した前記ノードが、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知し、前記通知
信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、障害発生を検出し
たノードは特定信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未受信により自ノードの上流で障
害が発生していると判断すると、判断した障害箇所を示すための信号をノード間で送受信
することにより、ネットワークシステムの障害箇所を特定するものである。
【００１２】
また、本願の請求項２にかかる発明は、伝送路によりループ接続された複数のノードで構
成される少なくとも１つのループ、および、単一のノードまたは伝送路によりループ接続
された複数のノードで構成される１つ以上のループが、一つ以上の入力部と一つ以上の出
力部を有し一つの前記入力部より入力する信号が分岐され全ての前記出力部より出力され
る共通伝達経路に直接接続され、前記複数のループのいずれかに含まれた１つのノードが
マスタノードとなり、前記マスタノードとなるノード以外のノードがスレーブノードとな
り、さらに前記各ループにおいて最下流のノードが前記各ループの最下流ノードとなり、
前記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステム
であって、前記各ノードが、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力
する信号監視手段と、前記特定の信号パターンの受信を検出し該特定の信号パターンを所
定時間以上受信しなかったときに未検出信号を出力する検出手段とを備え、前記検出手段
より出力する未検出信号によりネットワークシステムの障害発生を検出し、障害発生を検
出した前記ノードが、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知し、前記通知信
号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、前記各ループのそれ
ぞれにおいて、障害発生を検出した前記ノードが特定信号を隣接ノードへ送信し、前記信
号監視手段が出力する前記監視信号により前記特定信号の未受信を検出したノードが、自
ノードの上流において障害が発生していると判断して自ループの障害箇所をノードを特定
する情報を含むＩＤパケットで前記最下流ノードに送信し、複数の前記各最下流ノードが



(8) JP 4108877 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

、前記ＩＤパケットおよび前記監視信号により自ループの障害箇所を判断し、判断した前
記自ループの障害箇所をデータの衝突がないように前記ＩＤパケットで送信し、障害発生
を検出した前記ノード，および前記通知信号により障害の発生を検出したネットワークシ
ステム中の各ノードが、前記監視信号と前記ＩＤパケットに基づきネットワークシステム
の障害箇所を特定するものである。
【００１３】
また、本願の請求項３にかかる発明は、請求項２記載のネットワークシステムにおいて、
正常動作時に、マスタノードが各最下流ノード宛に問合せパケットを送出し、前記各最下
流ノードが自ノード宛の前記問合せパケットを受信すると応答パケットを送出し、マスタ
ノードが前記応答パケットの受信の有無により障害の発生を検出するものである。
【００１４】
また、本願の請求項４にかかる発明は、請求項２記載のネットワークシステムにおいて、
前記通知信号が、前記特定の信号パターンの受信を妨害する信号であるものである。
【００１５】
また、本願の請求項５にかかる発明は、請求項１または２記載のネットワークシステムに
おいて、前記特定の信号パターンが、データ送信を許可されるノードのノードＩＤである
送信ノードＩＤと送信されたデータを受信すべきノードのノードＩＤである受信ノードＩ
Ｄを含み、前記特定の信号パターンによってノードが送受信権を得るものである。
【００１６】
また、本願の請求項６にかかる発明は、請求項１または２記載のネットワークシステムに
おいて、各ノードが、障害検出時の信号送受信を行う制御手段と、通常時の信号送受信を
行う通常データ送受信制御手段と、通常時には前記通常データ送受信制御手段に接続して
障害発生時には前記制御手段に接続するスイッチとを備えたものである。
【００１７】
また、本願の請求項７にかかる発明は、請求項１または２記載のネットワークシステムに
おいて、全ノードが通常の通信を行わない無信号時間が設けられており、障害発生を検出
した前記ノードが、通常のデータ通信を妨げないように前記無信号時間中にノード間で送
受信すべき障害箇所検出および特定のための信号とパケットを送受信するものである。
【００１８】
また、本願の請求項８にかかる発明は、請求項１または２記載のネットワークシステムに
おいて、前記各ノードが、正常動作時にネットワークシステムの構成状態を記憶する記憶
手段を備え、障害発生を検出したノードが、正常動作時に記憶しておいた前記構成状態と
判断した前記障害箇所に基づきネットワークシステムの障害箇所を特定するものである。
【００１９】
また、本願の請求項９にかかる発明は、請求項１または２記載のネットワークシステムに
おいて、ネットワーク中には１つのマスタノードと１つ以上のスレーブノードが存在し、
前記マスタノードおよび前記スレーブノードにはノードを特定するための固有のノードＩ
Ｄが割当てられており、前記スレーブノード中に代替マスタノードとなることのできる候
補ノードが少なくとも１つ存在し、正常に通信可能である前記候補ノードが、特定したネ
ットワークシステムの障害箇所に基づき代替マスタノードの選出が必要であると判断すれ
ば、前記固有のノードＩＤにより決定される待ち時間だけ待ってから前記代替マスタノー
ドとして動作を開始し、正常に通信可能である前記候補ノードが、前記待ち時間だけ待つ
間に前記マスタノードの復帰を検出すれば、前記スレーブノードとしての動作に復帰する
ことにより、１つ以上の前記候補ノード群から１つの前記代替マスタノードを選出し、前
記固有のノードＩＤにより優先度が決定され、ある前記優先度Ｋを持つ前記候補ノードが
前記代替マスタノードとして動作を開始したことが全ノードに伝達されるのに必要な時間
が経過した後に、前記優先度Ｋより低い優先度を持つ前記候補ノードの前記待ち時間が終
了するものである。
【００２０】
また、本願の請求項１０にかかる発明は、請求項２記載のネットワークシステムにおいて
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、各ノードが、特定したネットワークシステムの障害箇所に基づき自ノードが正常に通信
不可能であると判断すれば、通信動作を停止してネットワークシステムから離脱するもの
である。
【００２１】
また、本願の請求項１１にかかる発明は、請求項９記載のネットワークシステムにおいて
、固有のノードＩＤにより決定される待ち時間が、一定時間“Ｔ”とノードＩＤの全部も
しくは一部の積であるものである。
【００２２】
また、本願の請求項１２にかかる発明は、請求項１１記載のネットワークシステムにおい
て、前記一定時間“Ｔ”が、ノード間の伝送遅延時間の最大値の２倍以上であるものであ
る。
【００２３】
また、本願の請求項１３にかかる発明は、請求項９記載のネットワークシステムにおいて
、前記候補ノードが、特定の信号パターンの送出を開始することで代替マスタノードとし
て動作を開始し、特定の信号パターンを受信することでマスタノードの復帰を検出するも
のである。
【００２４】
また、本願の請求項１４にかかる発明は、請求項１または２記載のネットワークシステム
において、ネットワーク中には１つのマスタノードと１つ以上のスレーブノードが存在し
、前記マスタノードおよび前記スレーブノードにはノードを特定するための固有のノード
ＩＤが割当てられており、前記スレーブノード中に代替マスタノードとなることのできる
候補ノードが少なくとも１つ存在し、前記マスタノードは特定の信号パターンを送出する
ものであり、次の前記特定の信号パターンの受信予定時刻は各ノードで既知であり、前記
各候補ノードは自ノードが全ノード中で第１の優先度を持つか否かを既知であり、前記第
１の優先度を設定されている前記候補ノードが、前記特定の信号パターンの受信予定時刻
に前記特定の信号パターンを受信しないことで障害の発生を検知した後、代替マスタノー
ドの選出の必要性があることを認識するとすぐに代替マスタノードとして動作するもので
ある。
【００２５】
また、本願の請求項１５にかかる発明は、請求項１４記載のネットワークシステムにおい
て、前記第１の優先度を設定されている候補ノードが、マスタノードが保持する通信管理
情報を保持しているものである。
【００２６】
　また、本願の請求項１６にかかる発明は、複数のノードが伝送路により接続され、前記
伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムに用
いられるネットワーク端末であって、伝送路を伝送される信号を受信する受信手段と、伝
送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力する信号監視手段と、前記伝送路上
を伝送される特定の信号パターンの受信を検出し前記特定の信号パターンが一定時間以上
検出されない時に未検出信号を出力する検出手段と、前記検出手段が出力する前記未検出
信号により障害の発生を検出し、障害の発生を検出すると通知信号により障害の発生を隣
接するノードに通知し、通知信号により障害発生を検出すると特定信号を隣接ノードへ送
信し、特定信号の未受信により自ノードの上流で障害が発生していると判断すればＩＤパ
ケットを出力し、監視信号と受信するＩＤパケットから障害の箇所を判断する制御手段と
、伝送路へ信号を送出する送信手段と、自ノードを特定するノードＩＤを記憶する記憶手
段とを備えたものである。
【００２７】
　また、本願の請求項１７にかかる発明は、複数のノードが伝送路により接続され、前記
伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムにお
いてネットワークシステムの障害箇所を特定する障害箇所特定方法であって、前記ノード
が、前記特定の信号パターンを一定時間以上受信しないことからネットワークシステムの
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障害発生を検出し、障害発生を検出した前記ノードが、通知信号により障害の発生を隣接
するノードに通知し、前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発
生を検出し、障害発生を検出したノードは特定信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未
受信により自ノードの上流で障害が発生していると判断すると、判断した障害箇所を示す
信号をノード間で送受信することにより、前記各ノードがネットワークシステムの障害箇
所を特定するものである。
【００２８】
　また、本願の請求項１８にかかる発明は、伝送路によりループ接続された複数のノード
で構成される少なくとも１つのループ、および、単一のノードまたは伝送路によりループ
接続された複数のノードで構成される１つ以上のループが、一つ以上の入力部と一つ以上
の出力部を有し一つの入力部より入力する信号が分岐され全ての出力部より出力される共
通伝達経路に直接接続され、前記複数のループのいずれかに含まれた１つのノードがマス
タノードとなり、前記マスタノードとなるノード以外のノードがスレーブノードとなり、
さらに前記各ループにおいて最下流のノードが前記各ループの最下流ノードとなり、前記
伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムにお
いてネットワークシステムの障害箇所を特定する障害箇所特定方法であって、前記各ノー
ドは、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力し、前記ノードが、前
記特定の信号パターンを一定時間以上受信しないことからネットワークシステムの障害発
生を検出し、障害発生を検出した前記ノードが、通知信号により障害の発生を隣接するノ
ードに通知し、前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検
出し、前記各ループのそれぞれにおいて、障害発生を検出した前記ノードが、特定信号を
隣接ノードへ送信し、前記特定信号の未受信により自ノードの上流において障害が発生し
ていると判断して自ループの障害箇所をノードを特定する情報を含むＩＤパケットで前記
最下流ノードに送信し、複数の前記各最下流ノードが、前記ＩＤパケットおよび前記監視
信号により自ループの障害箇所を判断し、判断した前記自ループの障害箇所をデータの衝
突がないようにＩＤパケットで送信し、障害発生を検出した前記ノード，および前記通知
信号により障害の発生を検出したネットワークシステム中の各ノードが、前記監視信号と
前記ＩＤパケットに基づきネットワークシステムの障害箇所を特定するものである。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図１から図１１を用いて説明する。
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１におけるネットワークシステムの構成を示す図である。図
１に示すように、ループ接続された複数のノードで構成されるループ０、ループ１、およ
びループ２が１つの共通伝達経路（バス）１５に直接接続されてネットワークが構成され
ている。図１に示すように、ネットワーク中のノードには唯一のマスタノード１０１、お
よび１つ以上のスレーブノード１００，１１０，１１１，１１２，１２０，１２１が存在
する。また、図１において１３は伝送路、１５は一つ以上の入力部と一つ以上の出力部を
有し一つの入力部より入力する信号が分岐され全ての出力部より出力される共通伝達経路
である。１５は伝送される信号が光信号の場合なら光スターカプラ等で実現し、伝送され
る信号が電気信号の場合なら電気的なバスとして実現すれば良い。以下では共通伝達経路
１５を光スターカプラで構成し、伝送路１３を光ファイバで実現するものとする。図１に
おいて、矢印の方向がデータの流れる方向を示す。図１に示すように、ネットワークはノ
ードが一方向に接続されたループが、光スターカプラ１５に接続された構成となる。
【００３１】
また、ノード１００はノード１００および１０１から構成されるループ０の最下流ノード
であり、ノード１１０はノード１１０，１１１および１１２から構成されるループ１の最
下流ノードであり、ノード１２０はノード１２０および１２１から構成されるループ２の
最下流ノードである。最下流ノードは各ループにおいて送信手段の出力側が光スターカプ
ラ１５に直接接続されているノードである。
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【００３２】
以下の説明において、あるノードＡの送信手段と別のあるノードＢの受信手段が伝送路に
より直接接続されている場合、ノードＢをノードＡの直下のノードと呼び、ノードＡをノ
ードＢの直上のノードと呼ぶことにする。また、ノードＡとノードＢの間の伝送路を、ノ
ードＡの直下の伝送路、もしくはノードＢの直上の伝送路と呼ぶことにする。例えば図１
に示されるネットワークシステムにおいて、ノード１１０はノード１１１の直下のノード
であり、ノード１１１はノード１１０の直上のノードである。また、ノード１１０とノー
ド１１１の間の伝送路はノード１１１の直下の伝送路、もしくはノード１１０の直上の伝
送路と呼ぶ。
【００３３】
ネットワーク中のノードには、それぞれ自ノードを特定するためのノードＩＤが割当てら
れており、ノードＩＤは、そのノードの属するループのループアドレスとそのループ上で
のノードアドレスから構成される。ループアドレスはループを特定するための各ループに
固有の番号であり、ノードアドレスはループ上のノードを特定するための各ノードに固有
のノードの番号である。ネットワーク上であるノードを特定するには、そのノードが属す
るループアドレスと、そのループ上でのノードのノードアドレスを指定すれば良い。本実
施の形態における、ノードＩＤの記述方法は、（ループアドレス．ノードアドレス）とす
る。例えばループアドレスが１でありノードアドレスが２であるノードのノードＩＤは（
１．２）と表現する。１００のノードＩＤは（０．０）、１０１のノードＩＤは（０．１
）、１１０のノードＩＤは（１．０）、１１１のノードＩＤは（１．１）、１１２のノー
ドＩＤは（１．２）１２０のノードＩＤは（２．０）、１２１のノードＩＤは（２．１）
とする。
【００３４】
また、各ノードにおいて、１００１，１０１１，１１０１，１１１１，１１２１，１２０
１，および１２１１は検出手段、１００２，１０１２，１１０２，１１１２，１１２２，
１２０２，および１２１２は信号監視手段、１００３，１０１３，１１０３，１１１３，
１１２３，１２０３，および１２１３は制御手段、１００４，１０１４，１１０４，１１
１４，１１２４，１２０４，および１２１４は記憶手段、１００５，１０１５，１１０５
，１１１５，１１２５，１２０５，および１２１５は送信手段、１００６，１０１６，１
１０６，１１１６，１１２６，１２０６，および１２１６は受信手段である。
【００３５】
図１に示されるように、各ノードは検出手段、信号監視手段、制御手段、記憶手段、送信
手段および受信手段を備える。１００１はノード１００の検出手段であり、１００２はノ
ード１００の信号監視手段であり、１００３はノード１００の制御手段であり、１００４
はノード１００の記憶手段であり、１００５はノード１００の送信手段であり、１００６
はノード１００の受信手段である。１０１１はノード１０１の検出手段であり、１０１２
はノード１０１の信号監視手段であり、１０１３はノード１０１の制御手段であり、１０
１４はノード１０１の記憶手段であり、１０１５はノード１０１の送信手段であり、１０
１６はノード１０１の受信手段である。１１０１はノード１１０の検出手段であり、１１
０２はノード１１０の信号監視手段であり、１１０３はノード１１０の制御手段であり、
１１０４はノード１１０の記憶手段であり、１１０５はノード１１０の送信手段であり、
１１０６はノード１１０の受信手段である。１１１１はノード１１１の検出手段であり、
１１１２はノード１１１の信号監視手段であり、１１１３はノード１１１の制御手段であ
り、１１１４はノード１１１の記憶手段であり、１１１５はノード１１１の送信手段であ
り、１１１６はノード１１１の受信手段である。１１２１はノード１１２の検出手段であ
り、１１２２はノード１１２の信号監視手段であり、１１２３はノード１１２の制御手段
であり、１１２４はノード１１２の記憶手段であり、１１２５はノード１１２の送信手段
であり、１１２６はノード１１２の受信手段である。１２０１はノード１２０の検出手段
であり、１２０２はノード１２０の信号監視手段であり、１２０３はノード１２０の制御
手段であり、１２０４はノード１２０の記憶手段であり、１２０５はノード１２０の送信
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手段であり、１２０６はノード１２０の受信手段である。１２１１はノード１２１の検出
手段であり、１２１２はノード１２１の信号監視手段であり、１２１３はノード１２１の
制御手段であり、１２１４はノード１２１の記憶手段であり、１２１５はノード１２１の
送信手段であり、１２１６はノード１２１の受信手段である。
【００３６】
検出手段１００１，１０１１，１１０１，１１１１，１１２１，１２０１，および１２１
１は、伝送路上を伝送される特定の信号パターンの受信を検出し前記特定の信号パターン
が一定時間以上検出されない時に未検出信号を出力する。
【００３７】
信号監視手段１００２，１０１２，１１０２，１１１２，１１２２，１２０２，および１
２１２は、伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力する。信号監視手段は
監視信号として、伝送路を伝送される信号が存在する場合は“１”を出力し、存在しない
場合は“０”を出力するものとする。本実施の形態における信号監視手段は、伝送路上の
光信号を検出し光信号があるかないかを検出するものとする。
【００３８】
制御手段１００３，１０１３，１１０３，１１１３，１１２３，１２０３，および１２１
３は、信号監視手段が出力する監視信号、検出手段が出力する未検出信号、および受信パ
ケットにより障害の発生検出、障害箇所の判断を行う。
【００３９】
記憶手段１００４，１０１４，１１０４，１１１４，１１２４，１２０４，および１２１
４は、自ノードを識別するノードＩＤ、自ノードがマスタノードとスレーブノードのいず
れであるか、自ノードが最下流ノードであるか否か、およびマスタノードのノードＩＤを
記憶する。従って本実施の形態の場合、記憶手段１０１４は自ノードがマスタノードであ
ると記憶し、それ以外の記憶手段は自ノードがスレーブノードであると記憶している。ま
た、記憶手段１００４，１１０４，および１２０４は自ノードが最下流ノードであると記
憶し、それ以外の記憶手段は自ノードが最下流ノードでないと記憶している。また全ノー
ドの記憶手段はマスタノードのノードＩＤ（０．１）を記憶している。
【００４０】
送信手段１００５，１０１５，１１０５，１１１５，１１２５，１２０５，および１２１
５は、通知信号、特定信号およびパケットを伝送路へ送信する。
【００４１】
受信手段１００６，１０１６，１１０６，１１１６，１１２６，１２０６，および１２１
６は、通知信号、特定信号およびパケットを伝送路より受信する。
以上のように構成されたネットワークシステムにおいて、断線やノード故障といった障害
が発生した場合に障害箇所を特定し、必要により代替マスタノードを選出する方法につい
て、以下で詳細に説明する。
【００４２】
まず、通常状態における動作をノード１０１が信号を送信した場合を例にとり説明する。
ノード１０１の送信手段から伝送路へ送信された信号はノード１００を経て光スターカプ
ラ１５へと到達する。光スターカプラ１５は、一つ以上の入力部と一つ以上の出力部を有
し、一つの入力部より入力する信号が分岐され全ての出力部より出力される構成となって
いる。従って光スターカプラ１５へ到達した信号は分岐されて、ノード１０１，１１２，
および１２１へ伝送される。ノード１０１に伝送された信号は当該信号の送信元ノードで
あるノード１０１にて破棄される。ノード１１２へ伝送された信号はノード１１１を経て
最下流ノード１１０へと伝送され、最下流ノード１１０にて破棄される。ノード１２１へ
伝送された信号は最下流ノード１２０へと伝送され、最下流ノード１２０にて破棄される
。このように通常状態においては、信号の送信元ノード（この場合ノード１０１）、およ
び送信元ノードと異なるループに属するループの最下流ノード（この場合ノード１１０お
よび１２０）が信号の破棄を行う。送信元ノードと同じループに属するループの最下流ノ
ード（この場合ノード１００）は破棄を行わない。
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【００４３】
また、通常状態においてはマスタノード１０１が特定の信号パターンを一定時間毎に送信
する。前記特定の信号パターンは、上記方法と同様にしてマスタノードから全ノードへと
伝送され、受信され、最下流ノード１１０，１２０および当該パケットパターンの送信元
ノードであるマスタノード１０１で破棄される。通常状態においては、全ノードが特定の
信号パターンを一定時間毎に受信する。よって全ノードの検出手段は、伝送路上を伝送さ
れる特定の信号パターンの受信を検出するので未検出信号を出力しない。また、全ノード
の信号監視手段は、伝送路を伝送される信号の存在を検出し、監視信号として“１”を出
力する。本実施の形態においては、伝送路上の信号レベルにはＨｉｇｈレベル（光信号あ
り）とＬｏｗレベル（光信号なし）があり、信号監視手段は伝送路上の信号レベルを検出
しＨｉｇｈであれば“１”、Ｌｏｗレベルであれば“０”を出力するものとする。
【００４４】
図４は、ネットワークの障害検出方法を説明する図である。図４において４１はマスタノ
ードが送出する特定の信号パターン、４２は故障が発生した時刻、４３は故障により受信
されなかった特定の信号パターン、４４は代替マスタノードの選出等による障害回復後、
受信する特定の信号パターンである。図４に示すように、障害の発生は一定時間間隔以内
で送信されてくるはずの特定の信号パターンの喪失によって検出でき、障害の回復は特定
の信号パターンの受信により検出できる。
【００４５】
まず、障害箇所特定方法の概略を説明する。断線やノード故障といった障害が発生すると
、特定の信号パターンが検出できなくなることから障害箇所の下流に位置するノードが障
害を検出する（検出フェーズ）。障害を検出したノードは通知信号で障害の発生を他のノ
ードに知らせる（障害発生通知フェーズ）。その後、特定信号を送信することで、障害の
発生箇所が自ノードの直上であるか否かを判断する（調査フェーズ１）。最下流ノード以
外のノードは、障害の発生箇所が自ノードの直上であった場合、自ノードのＩＤ情報を含
んだＩＤパケットを送信する。障害の発生箇所が自ノードの直上でない場合は、受信した
ＩＤパケットを中継する（調査フェーズ２）。最下流ノードは、受信したＩＤパケット等
から自ループの障害状況を判断し、判断した結果をＩＤパケットで送信する。その際、各
最下流ノード毎にＩＤパケットを送信するための時分割のスロットを設けておくなどして
、各最下流ノードのＩＤパケットが衝突しないようにする（調査フェーズ３）。最下流ノ
ードの送信したＩＤパケット等により全ノードが、障害の状況を知る（特定フェーズ）。
さらに、必要により代替マスタノード選出等の回復処理を行う（回復フェーズ）。
【００４６】
図２は、本発明の実施の形態１におけるネットワークシステムにおいて、ノード１１１と
ノード１１２の間で伝送路の断線障害１６が発生した場合を示す図である。図３は、本発
明の実施の形態１におけるネットワークシステムにおいて、ノード１０１においてノード
障害１７が発生した場合を示す図である。図２および図３のそれぞれの障害が発生した場
合の障害箇所検出および障害回復の詳細について図面を参照しながら説明する。
【００４７】
以下では、図２に示すように断線障害１６が発生した場合の障害箇所特定方法の詳細を説
明する。まず「検出フェーズ」について説明する。断線障害１６により、ノード１１０お
よび１１１は特定の信号パターンを含む全ての信号やパケットを受信しなくなる。従って
ノード１１０の検出手段１１０１およびノード１１１の検出手段１１１１は、特定の信号
パターンを受信しなくなって一定時間以上経過すると、未検出信号を出力する。ノード１
１０の制御手段１１０３およびノード１１１の制御手段１１１３は、未検出信号により障
害の発生を検出する。この時、ノード１１０の信号監視手段１１０２およびノード１１１
の信号監視手段１１１２は、伝送路上を伝送される信号が存在しないので監視信号として
“０”を出力している。なお前記一定時間（特定の信号パターンを受信しなくなってから
未検出信号を出力するまでの時間）は“０”でもよい。すなわち、検出手段は特定の信号
パターンを受信予定時刻に受信しない場合にすぐに未検出信号を送出してもよい。
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【００４８】
次に「障害発生通知フェーズ」について説明する。ノード１１０の制御手段１１０３およ
びノード１１１の制御手段１１１３は、未検出信号により障害の発生を検出した場合に、
監視信号が“０”であれば自ループの上流でのみ障害が発生しており他のノードは障害の
発生を検出していない可能性があるので、障害の発生を他のノードに通知するために通知
信号を出力する。通知信号は、本実施の形態では一定時間連続したＨｉｇｈレベルの信号
であるとする。
【００４９】
ノード１１１の制御手段１１１３が出力した通知信号は送信手段１１１５により伝送路へ
と送出される。同様にしてノード１１０の制御手段１１０３が出力した通知信号は送信手
段１１０５により伝送路へと送出される。ノード１１０の送出した通知信号は、光スター
カプラ１５により分岐され、ノード１０１，１１２，および１２１へ伝送される。マスタ
ノード１０１が送出する特定の信号パターンとノード１１０が送出する通知信号は光スタ
ーカプラ１５において衝突するが、通知信号が連続したＨｉｇｈレベルの信号であるので
、衝突の結果は連続したＨｉｇｈレベルの信号となる。
【００５０】
ノード１０１，１１２，および１２１ではノード１１０の送出した通知信号により、マス
タノード１０１が送出する特定の信号パターンの受信が妨害される。その結果、ノード１
０１，１１２，および１２１において特定の信号パターンが受信されなくなる。ノード１
０１で特定の信号パターンが受信されなくなったことでノード１０１の下流のノードであ
るノード１００においても特定の信号パターンが受信されなくなる。同様にしてノード１
２１の下流のノードであるノード１２０においても特定の信号パターンが受信されなくな
る。
【００５１】
従って、特定の信号パターンを受信しなくなって一定時間以上経過すると、ノード１００
の検出手段１００１，ノード１０１の検出手段１０１１，ノード１１２の検出手段１１２
１，ノード１２０の検出手段１２０１，およびノード１２１の検出手段１２１１は未検出
信号を出力する。ノード１００の制御手段１００３，ノード１０１の制御手段１０１３，
ノード１１２の制御手段１１２３，ノード１２０の制御手段１２０３，およびノード１２
１の制御手段１２１３は未検出信号により障害の発生を検出する。この時、ノード１００
の信号監視手段１００２，ノード１０１の信号監視手段１０１２，ノード１１２の信号監
視手段１１２２，ノード１２０の信号監視手段１２０２，およびノード１２１の信号監視
手段１２１２は伝送路上を伝送される通知信号が存在するので監視信号として“１”を出
力している。未検出信号により障害の発生を検出した場合に、監視信号が“１”であれば
通知信号により障害の発生を通知されたものと判断して通知信号は出力しない。以上の動
作により、ネットワーク中の全ノードが障害の発生を検出する。
【００５２】
次に「調査フェーズ１」について説明する。「障害発生通知フェーズ」の後、制御手段は
特定信号を送出する。特定信号は、障害の発生箇所を特定するための信号であり、本実施
の形態では一定時間連続したＨｉｇｈレベルの信号であるとする。全ノードの制御手段が
障害を検出して特定信号を送出すると、それぞれのノードの送信手段により特定信号が伝
送路へと送出される。全ノードが特定信号を送出すると、断線障害１６の直下のノード１
１１以外のノードにおいて、特定信号によって信号監視手段が伝送路上の信号の存在を検
出し、値が“１”の監視信号を出力する。断線障害１６の直下のノード１１１においては
、断線障害１６により信号監視手段は信号の喪失を検出したままであり、監視信号の出力
は“０”のままである。本フェーズにおいて、監視信号の出力が“０”であったノード（
この場合ノード１１１）は、障害の発生箇所が自ノードの直上であると知る。
【００５３】
次に「調査フェーズ２」について説明する。「調査フェーズ２」では、最下流ノード以外
のノードが動作する。最下流ノードでないノードの制御手段は“調査フェーズ１”におい
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て監視信号の出力が“０”のままであれば、自ノードの直上のノードもしくは直上の伝送
路において障害が発生していると判断し、記憶手段に記憶されている自ノードＩＤを含む
ＩＤパケットを出力する。出力した前記ＩＤパケットは送信手段によって伝送路へ送出さ
れる。
【００５４】
図５にＩＤパケットのフォーマットを示す。ＩＤパケットはループアドレスとノードアド
レスから構成されるノードＩＤ、および障害フラグのフィールドを含む。障害フラグは“
１”か“０”の値をとり、“１”は障害があることを示し、“０”は障害がないことを示
すものとする。
また、最下流ノードでないノードの制御手段は、監視信号の出力が“１”であれば、自ノ
ードの直上のノードもしくは直上の伝送路において障害は発生していないと判断し、自ノ
ードのＩＤパケットは送出せずに、受信したＩＤパケットの中継動作をする。この場合、
監視信号の出力が“０”であるのは、断線障害１６の直下のノード１１１のみである。ノ
ード１１１のノードＩＤは（１．１）であるので、制御手段１１１３はループアドレスが
“１”、ノードアドレスが“１”、障害フラグが“１”のＩＤパケットを出力する。出力
した前記ＩＤパケットは送信手段１１１５により伝送路へ送出される。
【００５５】
次に「調査フェーズ３」について説明する。「調査フェーズ３」では、最下流ノードが動
作する。最下流ノードの制御手段は自ループの障害状況を判断し、自分のＩＤに依存した
待機時間の終了後、判断した障害状況をＩＤパケットで送信する。最下流ノードの制御手
段は、以下のケース１からケース３のいずれかのように自ループの障害状況判断を行う。
まずケース１を説明する。調査フェーズ１において監視信号の出力が“１”であった場合
、自ノードの直上のノードもしくは直上の伝送路において障害は発生していない。この状
況でＩＤパケットを受信した場合、ＩＤパケット中に含まれるノードＩＤを持つノードの
上流において障害が発生していると判断する。従って、受信したＩＤパケットと同じＩＤ
パケットを送信する。
【００５６】
次にケース２を説明する。調査フェーズ１において監視信号の出力が“１”であった場合
、自ノードの直上のノードもしくは直上の伝送路において障害は発生していない。この状
況でＩＤパケットを受信しない場合、自ループにおいて障害は発生していないと判断する
。よって、自ループに障害がないことを示すために、ループアドレスが“自ループのルー
プアドレス”、障害フラグが“０”のＩＤパケットを送信する。ノードアドレスのフィー
ルドは何でも良いがここでは“０”を送信するものとしておく。
【００５７】
最後にケース３を説明する。調査フェーズ１において監視信号の出力が“０”であった場
合、自ノードの直上のノードもしくは直上の伝送路において障害が発生していると判断す
る。よってループアドレスが“自ノードのループアドレス”、ノードアドレスが“自ノー
ドのノードアドレス”、障害フラグが“１”のＩＤパケットを送信する。
【００５８】
なお、前記“自分のＩＤに依存した待機時間”は、各最下流ノードの送信するＩＤパケッ
トが共通伝達経路１５において衝突しないように定めれば良い。そのような待機時間“Ｗ
ａｉｔ”の例として、各ループの最下流ノードが自ループの障害状況判断を完了する時刻
の時間差の中で最大のものをＭａｒｇｉｎ、ＩＤパケットを送信開始してから送信終了ま
での時間をＬｅｎｇｔｈ、ＩＤパケットを送信する最下流ノードのループアドレスをＬｏ
ｏｐ＿Ａｄｒ、とすると
Ｗａｉｔ＝（Ｍａｒｇｉｎ＋Ｌｅｎｇｔｈ）×Ｌｏｏｐ＿Ａｄｒ・・・（数１）
のようなものが挙げられる。最下流ノードでの待ち時間を（数１）のようにすれば、各最
下流ノードの送信するＩＤパケットが共通伝達経路１５において衝突しないということを
図６を参照しながら説明する。以下ではループアドレスは負でない整数であるとする。図
６において、６１はループアドレスが“０”である最下流ノード１００の時間軸であり、
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６２はループアドレスが“１”である最下流ノード１１０の時間軸である。６３は最下流
ノード１００が自ループの障害状況判断を完了する時刻であり、６４は最下流ノード１０
０がＩＤパケット送出を開始する時刻であり、６５は最下流ノード１００がＩＤパケット
送出を終了する時刻である。６６は最下流ノード１１０が自ループの障害状況判断を完了
する時刻であり、６７は最下流ノード１１０がＩＤパケット送出を開始する時刻であり、
６８は最下流ノード１１０がＩＤパケット送出を終了する時刻である。また、最下流ノー
ド１００の待ち時間をＷａｉｔ０、最下流ノード１１０の待ち時間をＷａｉｔ１とする。
最下流ノード１１０が自ループの障害状況判断を完了した後で最下流ノード１００が自ル
ープの障害状況判断を完了し、その時刻の時間差が最大となる（Ｍａｒｇｉｎに等しくな
る）場合において最下流ノード１００のＩＤパケットと最下流ノード１１０のＩＤパケッ
トが共通伝達経路１５において衝突しなければ良い。そのためには時刻６５より時刻６７
が後になれば良い。この時、図６から
【００５９】
Ｍａｒｇｉｎ＋Ｗａｉｔ０＋Ｌｅｎｇｔｈ＜Ｗａｉｔ１・・・・（数２）
【００６０】
が導かれる。（数２）より
Ｗａｉｔ１－Ｗａｉｔ０＞Ｍａｒｇｉｎ＋Ｌｅｎｇｔｈ・・・・（数３）
【００６１】
が導かれる。（数３）より、最下流ノード１１０の待ち時間と１１０の次にＩＤパケット
を送出する最下流ノード１１０の待ち時間の時間差が、“Ｍａｒｇｉｎ＋Ｌｅｎｇｔｈ”
より大きければ良いことが分かる。よってこのことから（数１）が導かれる。なお、前記
“Ｍａｒｇｉｎ”は各ループの伝送遅延や通知信号による障害発生の検出に必要な時間な
どを考慮して大きめに設定することが望ましい。
【００６２】
以上のようにして、全最下流ノードが自ループの障害状況を判断し、ＩＤパケットを時分
割で送信する。本実施の形態の場合、最下流ノード１００はケース２のように判断し、ル
ープアドレスが“０”、ノードアドレスが“０”、障害フラグが“０”（障害フラグ＝“
０”は障害がないことを意味する）のＩＤパケット１８０を送信する。最下流ノード１１
０はケース１のように判断し、ループアドレスが“１”、ノードアドレスが“１”、障害
フラグが“１”（障害フラグ＝“１”は障害があることを意味する）のＩＤパケット１８
１を送信する。最下流ノード１２０はケース２のように判断し、ループアドレスが“２”
、ノードアドレスが“０”、障害フラグが“０”のＩＤパケット１８２を送信する。
【００６３】
次に「特定フェーズ」について説明する。ノード１００，１０１，１１２，１２０，１２
１は最下流ノードが送信した前記各ＩＤパケットを受信し、ループ０および２には障害が
発生しておらず、ループ１のノード（１．１）の直上において障害が発生していることを
知る。断線障害１６の下流に位置するノード１１１は、最下流ノードが送信した前記各Ｉ
Ｄパケットを受信しないが、「調査フェーズ１」において監視信号の値が“０”であった
ことから、自ノードの直上、つまりループ１のノード（１．１）の直上において障害が発
生していることを知る。断線障害１６の下流に位置するノード１１０も、最下流ノードが
送信した前記各ＩＤパケットを受信しないが、ノード１１１が送信したＩＤパケットによ
りループ１のノード（１．１）の直上において障害が発生していることを知る。
【００６４】
次に「回復フェーズ」について説明する。以上のように、最下流ノードが送信したＩＤパ
ケットにより障害の箇所が特定できると、必要により障害回復動作を行う。本実施の形態
で示すネットワークでは、断線およびノード故障といった障害が発生したループ中のノー
ドは正常に通信が行えなくなるが、障害が発生していないループ中のノードは正常に通信
が行える。よって、自ループにおいて障害が発生していると判断したノード１１０，１１
１，および１１２は、以降の通信動作を停止してネットワークシステムから離脱し、正常
なループのノード１００，１０１，１２０，および１２１のみでネットワークを再構築し
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て障害の回復を行うものとする。マスタノード１０１は障害箇所の特定が完了すると特定
の信号パターンの送出を再開し、ネットワークは通常の動作に復帰する。
以上のようにして、図２に示すようにノード１１１とノード１１２の間で伝送路の断線障
害１６が発生した場合に、障害箇所の検出および障害ループのネットワークシステムから
の離脱が行われ障害が回復される。
【００６５】
以下では、図３に示すようにノード１０１においてノード障害１７が発生した場合の障害
箇所特定方法の詳細を説明する。断線障害の場合と同様に、まず「検出フェーズ」につい
て説明する。ここでいうノード障害とは故障によりノードが信号を送信および中継をしな
くなった場合を想定する。マスタノードのノード障害１７により、ノード１００，１１０
，１１１，１１２，１２０，および１２１は特定の信号パターンを受信しなくなる。従っ
てノード１００の検出手段１００１、ノード１１０の検出手段１１０１、ノード１１１の
検出手段１１１１、ノード１１２の検出手段１１２１、ノード１２０の検出手段１２０１
およびノード１２１の検出手段１２１１は、特定の信号パターンを受信しなくなって一定
時間以上経過すると、未検出信号を出力する。ノード１００の制御手段１００３，ノード
１１０の制御手段１１０３，ノード１１１の制御手段１１１３，ノード１１２の制御手段
１１２３，ノード１２０の制御手段１２０３，およびノード１２１の制御手段１２１３は
、未検出信号により障害の発生を検出する。この時、ノード１００の信号監視手段１００
２，ノード１１０の信号監視手段１１０２，ノード１１１の信号監視手段１１１２，ノー
ド１１２の信号監視手段１１２２，ノード１２０の信号監視手段１２０２，およびノード
１２１の信号監視手段１２１２は、伝送路上を伝送される信号が存在しないので監視信号
として“０”を出力している。
【００６６】
次に「障害発生通知フェーズ」について説明する。ノード１００の制御手段１００３，ノ
ード１１０の制御手段１１０３，ノード１１１の制御手段１１１３，ノード１１２の制御
手段１１２３，ノード１２０の制御手段１２０３，およびノード１２１の制御手段１２１
３は、未検出信号により障害の発生を検出すると、監視信号が“０”であるので断線障害
の時と同様に通知信号を出力する。この場合、既に故障ノード１０１を除く全ノードが障
害の発生を検出しているので、通知信号により障害の発生を検出するノードはない。以上
により、故障ノード１０１を除くネットワーク中の全ノードが障害の発生を検出する。
【００６７】
次に「調査フェーズ１」について説明する。断線障害の時と同様に、「障害発生通知フェ
ーズ」の後、制御手段は特定信号を送出する。故障ノード１０１を除く全ノードの制御手
段が障害を検出して特定信号を送出すると、それぞれのノードの送信手段により特定信号
が伝送路へと送出される。故障ノード１０１を除く全ノードが特定信号を送出すると、ノ
ード障害１７の直下のノード１００以外のノードにおいて、特定信号によって信号監視手
段が伝送路上の信号の存在を検出し、値が“１”の監視信号を出力する。ノード障害１７
の直下のノード１００においては、ノード障害１７により信号監視手段は信号の喪失を検
出したままであり、監視信号の出力は“０”のままである。本フェーズにおいて、監視信
号の出力が“０”であったノード１００は、障害の発生箇所が自ノードの直上であると知
る。
【００６８】
次に「調査フェーズ２」について説明する。断線障害の時と同様に、「調査フェーズ２」
では最下流ノード以外のノードが動作する。この場合、故障ノード１０１と最下流ノード
を除いたノード、つまりノード１１１，１１２，および１２１のいずれにおいても監視信
号の出力は“１”であるので、最下流ノードでないノードのいずれからもＩＤパケットは
出力されない。
【００６９】
次に「調査フェーズ３」について説明する。断線障害の時と同様に、「調査フェーズ３」
では最下流ノードが動作する。最下流ノードの制御手段は自ループの障害状況を判断し、
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自分のＩＤに依存した待機時間の終了後、判断した障害状況をＩＤパケットで送信する。
最下流ノードの制御手段の自ループの障害状況判断は、断線障害の時と同様に行う。図３
のようにノード障害１７が発生した場合、最下流ノード１００はケース３のように判断し
、ループアドレスが“０”、ノードアドレスが“０”、障害フラグが“１”（障害フラグ
＝“１”は障害があることを意味する）のＩＤパケット１９０を送信する。最下流ノード
１１０はケース２のように判断し、ループアドレスが“１”、ノードアドレスが“０”、
障害フラグが“０”（障害フラグ＝“０”は障害がないことを意味する）のＩＤパケット
１９１を送信する。最下流ノード１２０はケース２のように判断し、ループアドレスが“
２”、ノードアドレスが“０”、障害フラグが“０”のＩＤパケット１９２を送信する。
【００７０】
次に「特定フェーズ」について説明する。ノード１１０，１１１，１１２，１２０，１２
１は最下流ノードが送信した前記各ＩＤパケットを受信し、ループ１および２には障害が
発生しておらず、ループ０のノード（０．０）の直上において障害が発生していることを
知る。ノード障害１７の下流に位置するノード１００は、最下流ノードが送信した前記各
ＩＤパケットを受信しないが、「調査フェーズ１」において監視信号の値が“０”であっ
たことから、自ノードの直上、つまりループ０のノード（０．０）の直上において障害が
発生していることを知る。
【００７１】
次に「回復フェーズ」について説明する。以上のように、最下流ノードが送信したＩＤパ
ケットにより障害の箇所が特定できると、断線障害の時と同様に、必要により障害回復動
作を行う。ノード障害１７が発生した場合は、自ループにおいて障害が発生していると判
断したノード１００は、以降の通信動作を停止してネットワークシステムから離脱する。
本実施の形態で示すネットワークでは、断線およびノード故障といった障害が発生したル
ープ中のノードは正常に通信が行えなくなるが、障害が発生していないループ中のノード
は正常に通信が行える。よってノード障害１７のように障害が発生した箇所がマスタノー
ドが含まれるループであった場合には、正常に通信を行えるループ中のノードから代替マ
スタノードを選出する。障害が発生した箇所がマスタノードが含まれるループか否かは、
記憶手段に記憶してあるマスタノードのノードＩＤ（０．１）から判断する。この場合は
故障発生箇所がループ０であり、マスタノードのループアドレスが０であるのでマスタノ
ードが含まれるループの障害と判断できる。
【００７２】
以下では、代替マスタノードの選出について説明する。障害が発生していないループ中の
スレーブノード１１０，１１１，１１２，１２０，１２１は、マスタノードが含まれるル
ープの障害を検出すると、自分のノードＩＤに依存した待ち時間だけ待つ。前記待ち時間
が終了したノードは代替マスタノードとして動作し、特定の信号パターンの送出を開始す
る。他のノードは、前記特定の信号パターンの受信によりマスタノードの復帰を知り、ス
レーブノードとして動作する。なお、代替マスタノードとして動作しようとするノードは
、特定の信号パターンを送出する代りに、自ノードが代替マスタノードとして動作するこ
とを宣言するパケットを送出しても良い。その場合には他のノードは、前記宣言するパケ
ットの受信によりマスタノードの復帰を検出してスレーブノードとして動作すれば良い。
【００７３】
なお、前記“自分のノードＩＤに依存した待ち時間”を本実施の形態では一定の時間“Ｔ
”とノードＩＤとの積（自分のノードＩＤ＊Ｔ）としておく。ここで“Ｔ”は一定時間で
ある。ノードＩＤは（１．０）であれば１０、（２．１）であれば２１、のように扱う。
あるノードＩＤ（例えば整数Ｋ）を持つ代替マスタノードが送出した特定の信号パターン
が正常ループ中の全ノードに伝送された後に、前記ノードＩＤより大きいノードＩＤ（例
えばＫより大きい整数）を持つノードの待ち時間が終了するように、一定時間“Ｔ”を選
ぶ必要がある。
【００７４】
図７および図８を参照しながらそのような時間“Ｔ”が満たすべき条件を説明する。以下
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ではノードのＩＤは負でない整数であるとし、ノードが特定の信号パターンを受信しなく
なってから未検出信号を出力するまでの一定時間をＴｗとする。図７において７１はマス
タノードであり、７２はノードＩＤがＫのノードであり、７３はノードＩＤがＪのノード
であり、７４はマスタノード７１からノード７２への経路であり、７５はマスタノード７
１からノード７３への経路であり、７６はノード７３からノード７２への経路である。ま
た、経路７４の伝送遅延時間はＴｍｋであり、経路７５の伝送遅延時間はＴｍｊであり、
経路７６の伝送遅延時間はＴｊｋであるとする。
【００７５】
また図８において８１はマスタノードが含まれるループに障害発生後、最初の特定の信号
パターン送出予定時刻であり、８２はマスタノード７１からノード７２への伝送遅延時間
（Ｔｍｋ）であり、８３はノード７２の待ち時間（Ｔ＊Ｋ）であり、８４はマスタノード
７１からノード７３への伝送遅延時間（Ｔｍｊ）であり、８５はノード７３の待ち時間（
Ｔ＊Ｊ）であり、８６はノード７３からノード７２への伝送遅延時間（Ｔｊｋ）であり、
８７はノード７２が代替マスタノードとして特定の信号パターンの送出を開始する予定の
時刻であり、８８はノード７３が代替マスタノードとなり送出した特定の信号パターンが
ノード７２に到着する時刻である。また、８９は検出フェーズ、障害発生通知フェーズ、
調査フェーズ１、調査フェーズ２、調査フェーズ３、および特定フェーズの処理に要する
時間（Ｔｎ）である。
【００７６】
ある時刻にマスタノードが含まれるループに障害が発生した場合を考える。マスタノード
が含まれるループに障害発生後、最初の特定の信号パターン送出予定時刻を時刻０とする
（図８の８１に相当する。ネットワークが正常に動作していればマスタノードが送出した
特定の信号パターンは一定時間間隔で全ノードにより受信される）。マスタノード７１か
ら一定時間間隔で送信されてくるはずの特定の信号パターンの喪失により、時刻“Ｔｍｋ
＋Ｔｗ”にノード７２はネットワークの障害を検出し、障害箇所の特定が完了する時刻“
Ｔｍｋ＋Ｔｎ”にはマスタノード７１の故障を検出する。同様にして時刻“Ｔｍｊ＋Ｔｗ
”にノード７３はネットワークの障害を検出し、障害箇所の特定が完了する時刻“Ｔｍｊ
＋Ｔｎ”にはマスタノード７１の故障を検出する。ノード７２の待ち時間はＴ＊Ｋ（図８
の８３に相当）であり、ノード７３の待ち時間はＴ＊Ｊ（図８の８５に相当）である。Ｊ
がＫより小さい（ノードＩＤ＝Ｊを持つノード７３の方が優先度が高い）場合を考えると
、ノード７３がＴ＊Ｊの待ち時間（図８の８５に相当）の後に送出した特定の信号パター
ンが、ノード７２の待ち時間が終了するまでにノード７２に到着し、マスタノードの復帰
を検出できれば良い。図８において、ノード７２の待ち時間が終了するのは８７であり、
ノード７３が送出した特定の信号パターンがノード７２に到着するのは８８である。
【００７７】
よって
Ｔｍｊ＋Ｔｎ＋Ｔ＊Ｊ＋Ｔｊｋ＜Ｔｍｋ＋Ｔｎ＋Ｔ＊Ｋ・・・・（数４）
を満たす“Ｔ”を選べばよいと分かる。（数４）を整理すると
Ｔ＞（Ｔｍｊ＋Ｔｊｋ－Ｔｍｋ）／（Ｋ－Ｊ）・・・・（数５）
【００７８】
が導かれるが（数５）において右辺が最大となるのはＫ＝Ｊ＋１の場合である。よって
Ｔ＞Ｔｍｊ＋Ｔｊｋ－Ｔｍｋ・・・・（数６）
【００７９】
が導かれる。（数６）の右辺が最大となるのはＴｍｊとＴｊｋが最も大きく、Ｔｍｋが最
も小さい場合である。よって一般的には、ノード間の伝送遅延時間のうち最も大きいもの
をＴ１、２番目に大きい伝送遅延時間（Ｔ１と等しい場合もありえる）をＴ２、最少のも
のをＴｍとれば、“Ｔ１＋Ｔ２－Ｔｍ”より大きい値を“Ｔ”として採用すれば十分であ
る。また、この時
２＊Ｔ１＞Ｔ１＋Ｔ２－Ｔｍ＞Ｔｍｊ＋Ｔｊｋ－Ｔｍｋ・・・・（数７）
【００８０】
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が成り立つので、（数６）を満たす“Ｔ”の簡単な例として“ノード間の伝送遅延時間の
最大値の２倍”が挙げられる。
【００８１】
以上のように“Ｔ”として“ノード間の伝送遅延時間の最大値の２倍”を採用すれば、ノ
ードＩＤ＝Ｋを持つ代替マスタノードが送出した特定の信号パターンがネットワーク中の
全ノードに伝送された後に、ノードＩＤがＫより大きいノードの待ち時間が終了するため
、ノードＩＤがＫより大きいノードは特定の信号パターン送出を開始できなくなる。よっ
てノードＩＤ＝Ｋを持つノードは、代替マスタノードとして動作を開始する前に、ノード
ＩＤ＝Ｋを持つノードより優先度の高い他の代替マスタノード候補のノードがネットワー
ク中に存在しないことを知ることができる。
【００８２】
図３のネットワークにおいて、障害が発生していないループに属するスレーブノード中で
待ち時間が最も短いノード、つまり最少のノードＩＤを持つノードはスレーブノード１１
０である。よって最初に特定の信号パターン送出を開始するのはスレーブノード１１０で
あり、“Ｔ＊１０”の待ち時間後に代替マスタノードとして特定の信号パターン送出を開
始する。
【００８３】
次に待ち時間が短いスレーブノードは１１１であるが、スレーブノード１１１は、待ち時
間が終了して特定の信号パターンの送出を開始する前にスレーブノード１１０が送出した
特定の信号パターンを受信するので、通常のスレーブノードとしての動作に復帰する。他
のスレーブノード１１２，１２０，１２１についても同様に、通常のスレーブノードとし
ての動作に復帰する。ノード１１０は記憶手段１１０４に自ノードがマスタノードである
と設定し、それ以降マスタノードとして動作する。
【００８４】
以上のようにして、図３に示すようにノード障害１７が発生した場合に、障害が発生した
ループ中のノードのネットワークからの離脱、および代替マスタノードの選出がなされ、
正常なループ中のノード１１０，１１１，１１２，１２０，１２１のみでネットワークが
再構築されて障害の回復が行われる。
【００８５】
なお、本実施の形態の説明においては代替マスタノード選出の際のノードＩＤに依存した
待ち時間を「自分のノードＩＤ＊Ｔ」としたが、待ち時間の例はこの限りではない。ノー
ドＩＤにより優先度が決定されて優先度の高いノードから順に代替マスタノードの候補と
なり、ある優先度を持つノードが代替マスタノードとして動作を開始したことが全ノード
に伝達される前に、前記優先度より低い優先度のノードが代替マスタノードとして動作を
開始することがないのであればどのような“Ｔ”を採用しても良い。例えば「一定時間＋
自分のノードＩＤ＊自分のノードＩＤ＊Ｔ」等としてもよい。
【００８６】
また、本実施の形態の説明においては代替マスタノード選出の際の優先度を決定する要素
としてノードＩＤを用いたが、ノードＩＤに限らずあらかじめ決められたマスタノードに
なりうる優先度の値をノードＩＤの代りに用いても同様にして代替マスタノードを選出す
ることが可能である。
【００８７】
また、障害の回復を早くするために、“第一の優先度”つまりネットワークシステムの全
ノード中で最も高い優先度を持つノードの待ち時間を“０”とすることで、第一の優先度
を持つノードが代替マスタノードの選出の必要性があることを認識するとすぐに代替マス
タノードとして動作するようにしても良い。またこの時、第一の優先度を持つノードがす
ぐにマスタノードとして動作し、通常のデータ通信を再開できるようにするために、第一
の優先度を持つノードがあらかじめマスタノードの持つ通信管理情報を保持しても良い。
ここでいう通信管理情報は例えばノード間で設定されているチャネル情報（送信ノードＩ
Ｄ、受信ノードＩＤ）、帯域情報、等があげられる。
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【００８８】
なお、ネットワークによってはある特定の条件を満たすノードしか代替マスタノードにな
りえない場合がある。そのようなネットワークにおいては前記特定の条件を満たすノード
のみが代替マスタノードの候補になるようにすれば良い。
【００８９】
また、本実施の形態の説明においては、全スレーブノードが代替マスタノードの候補とし
て動作しうる機能を備えている場合を例にとり説明したが、この限りでなくても良い。例
えば、ノード１００、１１０、１２０のみが代替マスタノードの候補として動作しうる機
能を備えており、他のスレーブノード１１１、１１２、１２１は代替マスタノードの候補
として動作しうる機能を備えていない場合等も同様にして代替マスタノードを選出するこ
とが可能である。
【００９０】
上記のように一部のスレーブノードのみに代替マスタノードの候補として動作させるため
には、例えば次のようにすれば良い。あらかじめ、代替マスタノードの候補として動作す
る機能があるスレーブノードはノードＩＤのうち“ノードアドレス”の部分を“０”にし
ておく。マスタノードの故障を検知したスレーブノードは、自分のノードアドレスが“０
”であるならば代替マスタノードの候補として動作し、ノードアドレスが“０”でなけれ
ば代替マスタノードの候補にはならないようにする。こうしておけば図１の場合であれば
、スレーブノード１００、１１０、１２０のみが代替マスタノードの候補として動作する
ようになる。あるいは次のようにしても良い。代替マスタノードの候補として動作しても
良いか否かを設定するフラグを設けておき、代替マスタノードの候補として動作して良い
スレーブノードのみあらかじめ前記フラグを“１”に設定しておく。マスタノードの故障
を検出したスレーブノードは前記フラグが“１”なら代替マスタノードの候補として動作
し、“０”なら代替マスタノードの候補として動作しない。
【００９１】
また、上記のように一部のスレーブノードのみが代替マスタノードの候補となる場合、前
記ノード間の伝送遅延時間は、マスタノードもしくは前記代替マスタノードの候補となる
スレーブノード間だけを考慮して代替マスタノード選出の際の待ち時間における“Ｔ”を
決定して良い。
【００９２】
また、ノードＩＤの代りにノードＩＤの一部のビット列を用いても良い。例えば、図９に
示すように、全６ビットで構成されるノードＩＤ（９１）のうち、上位３ビット（９２）
がループに固有の“ループアドレス”で構成され、下位３ビット（９３）が同じループ中
の異なるノードを識別するための“ノードアドレス”で構成される場合を考える。このよ
うにループアドレスがノードＩＤ中に含まれている場合は、代替マスタノードになりうる
ノードをループ中で１つに限定し（例えばループ中でノードの出力が共通伝達経路１５に
直接接続しているノードのみが代替マスタノードになることができる等）、待ち時間を「
自分のノードのループアドレス＊Ｔ」としても良い。
なお、マスタノードのノードＩＤをスレーブノードが知る必要のあるネットワークにおい
ては、代替マスタノードは最大の待ち時間の経過後に、新しいマスタノードのノードＩＤ
を知らせるために、自分のノードＩＤを全ノードに通知しても良い。
【００９３】
また、本実施の形態の説明においては、障害箇所の特定方法および代替マスタノードの選
出方法を図１に示した構成を持つネットワークを例にとり説明したが、ネットワークの構
成はこれに限られるものではなく、ネットワーク中のループの数、ノードの数、マスタノ
ードの位置等は任意に構成できることは言うまでもない。例えば、単一のノードから構成
されるループがあっても良い。また、本実施の形態で説明した代替マスタノードの選出方
法に関しては、ループとバスの混在型トポロジを持つネットワークだけに限られるもので
もなく、バス型、ループ型、スター型、ツリー型等さまざまなトポロジのネットワークに
適用することが可能である。
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【００９４】
また、上記実施の形態において、特定の信号パターンの受信時刻の間隔を“Ｔｉ”とする
とＴｉは一定でなくても良い。例えばＴｉがある最大値Ｔｍａｘ以内の可変値をとる場合
には、Ｔｍａｘより長い時間、特定の信号パターンを受信しなければ障害が発生している
と判断すれば良い。また、Ｔｉは可変値であっても次の特定の信号パターンの受信予定時
刻がわかっている場合には、受信予定時刻に特定の信号パターンを受信しなければ障害が
発生していると判断すれば良い。
【００９５】
また、特定の信号パターンは、通常伝送されるデータや各種信号と区別できるものであれ
ば何でも良い。例えば、マスタノードと同期したクロック再生を実現するための同期用信
号であっても良く、ネットワーク上で他の伝送されるデータと区別できる特殊な信号パタ
ーンであっても良く、あらかじめ決めておいた特定のフォーマットのパケットであっても
良い。例えば特定の信号パターンがマスタノードと同期したクロック再生を実現するため
の同期用信号であった場合は、検出手段をＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ
）回路とし、未検出信号をＰＬＬのロック外れ信号として実現しても良い。あるいは、デ
ータ送信を許可されるノードのノードＩＤである送信ノードＩＤと送信されたデータを受
信すべきノードのノードＩＤである受信ノードＩＤを含む“通信制御パケット”をマスタ
ノードが一定時間間隔もしくは一定時間以内の可変の間隔で送出し、前記“通信制御パケ
ット”によってノードが送信権および受信権を得るネットワークでは、前記特定の信号パ
ターンは、“通信制御パケット”であっても良い。もしくは、マスタノードが固定長のフ
レームを一定周期（４４．１ＫＨｚ等）で巡回させて伝送を行う形式のネットワークにお
いては、前記特定の信号パターンは前記固定長のフレームであっても良い。
【００９６】
また、最下流ノードがＩＤパケットを送信する方法は、各最下流ノードが送信したＩＤパ
ケットが衝突して受信不能にならないのであれば、時分割で送信する方法に限らない。例
えば各最下流ノードが異なる周波数で送信することにより衝突を回避しても良い。
【００９７】
なお、以上に説明した方法では、最下流ノードのノード障害および最下流ノードの直下の
断線障害は検出できない。よって、最下流ノードのノード障害および最下流ノードの直下
の断線障害を検出するためには、通常の通信状態においてマスタノード１０１が定期的に
各最下流ノードに対して問合せを行い、前記問合せに対して各最下流ノードが応答を返す
ようにすれば良い。各最下流ノードへの問合せは、対象となる最下流ノードを指定した問
合せパケットをマスタノードが送出すればよい。各最下流ノードは自ノード宛の問合せパ
ケットを受信すれば応答を応答パケットで送出すればよい。マスタノードはある最下流ノ
ードからの応答パケットを受信しない場合には、前記最下流ノードのノード障害もしくは
前記最下流ノードの直下の断線障害が発生したと判断する。さらに障害ループを離脱する
ならば、マスタノードは、ネットワークから離脱することを指示する離脱通知パケットを
送出する。離脱通知パケット中は離脱すべき対象のループのループアドレスを含む。前記
離脱通知パケットを受信したノードは、自ループアドレスと前記離脱通知パケット中のル
ープアドレスが一致すれば、ネットワークシステムから離脱する。
【００９８】
なお、通知信号は、他のノードが障害の発生を検出できる信号であれば何でも良く、特定
の信号パターンの受信を妨害する信号には限らない。例えば、通知信号は通常伝送に用い
る信号と周波数の異なった信号にしておき、全ノードはこのような通知信号を送信する手
段を備える構成とし、検出手段がこのような通知信号の受信を検出したときに未検出信号
と同様の信号を出力するような構成としても良い。
【００９９】
また、特定信号は、「調査フェーズ１」において特定信号の未受信によりノードが自ノー
ドの直上において障害が発生しているか否かを判断できる信号であれば何でも良く、一定
時間連続したＨｉｇｈレベルの信号には限らない。例えば連続したＨｉｇｈレベルと連続
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したＬｏｗレベルが一定時間毎に繰返されるような信号であっても良い。
【０１００】
なお、ここまでに説明した障害箇所特定方法では、障害が発生すると全ノードが障害の発
生を検出して障害箇所検出の処理を行う。よって障害箇所検出処理を行って、障害箇所を
検出し回復するまでは通常通信が行われない。例えば通常通信において映像・音声等の等
時性を要求されるデータの通信が行われていた場合、障害の発生により通信が中断され、
音声や映像データが欠落し、音飛びや映像の欠落といった事が発生する。よって、障害が
発生した場合でも通常の通信が妨げられないようにするために、以下で説明するように“
無信号時間”を設けても良い。図１０に示すように通常通信において伝送路上に信号が伝
送されない“無信号時間”を設ける。図１０において、１０ａは特定の信号パターンが通
信される時間、１０ｂは通常のデータ通信が行われる時間、１０ｃは無信号時間である。
図１０に示すように無信号時間は一定周期毎に訪れるので、各ノードは信号を受信しなく
なっても無信号時間の始まるタイミングと終わるタイミングを認識できる。特定の信号パ
ターンの未受信により障害発生を検出すれば、ノードは前記無信号時間を利用して、通知
信号、特定信号、ＩＤパケット等の各種信号やパケットを送受信して障害箇所の特定およ
び障害回復を行う。なお、無信号時間の訪れるタイミングが各ノードで既知であるならば
、無信号時間は一定周期毎に訪れるものに限らなくてもよい。
【０１０１】
なお、正常動作時のネットワークの構成状態を記憶しておいて、障害発生箇所を特定する
際に前記正常動作時のネットワークの構成状態を利用しても良い。例えば、ループ内のノ
ード接続順がランダムであり、従ってループ内において各ノードのノードＩＤがどういう
順番で並んでいるかが不明である場合には、障害の発生箇所の直下のノードのノードＩＤ
を特定するだけでは不十分な場合がある。そのような時は、正常動作時のネットワークの
構成状態（接続されているノードのノードＩＤの順番）を記憶しておき、障害の発生箇所
の直下のノードのノードＩＤから、障害発生箇所がループ中において上流から何番めと何
番めに位置するノードの間であるかを特定できる。
【０１０２】
また、これまで述べてきたノードの構成に加えて、図１１に示すように各ノード１１ａが
通常データ送受信制御手段１１ｊと、スイッチ１１ｈおよびスイッチ１１ｉを備えても良
い。ここで、通常データ送受信制御手段１１ｊは通常時のデータ送受信を制御する。スイ
ッチ１１ｈはＡ側に接続すると通常データ送受信制御手段１１ｊと受信手段１１ｇを接続
し、Ｂ側に接続すると制御手段１１ｄと受信手段１１ｇを接続する。スイッチ１１ｉはＡ
側に接続すると通常データ送受信制御手段１１ｊと送信手段１１ｆを接続し、Ｂ側に接続
すると制御手段１１ｄと送信手段１１ｆを接続する。通常時にはスイッチ１１ｈおよびス
イッチ１１ｉが通常データ送受信制御手段１１ｊと接続（Ａ側に接続）し、通常のデータ
通信が行われる。障害発生時にはスイッチ１１ｈおよびスイッチ１１ｉが制御手段１１ｄ
と接続（Ｂ側に接続）し、障害箇所検出用の信号の送受信が行われる。スイッチの制御は
制御手段１１ｄが行う。制御手段は障害の発生を検出するとスイッチをＡ側からＢ側に切
換え、通常のデータ送受信を開始する前にスイッチをＢ側からＡ側に切換える。このよう
にノードを構成しても本実施の形態で説明した障害箇所の特定動作および代替マスタノー
ドの選出動作が可能であることはいうまでもない。
【０１０３】
また、故障したノードは、自ノードの故障を認識すると受信した信号を加工せずに通過さ
せる“バイパスモード”で動作しても良い。ノードがバイパスモードを持ち、なんらかの
ノードの故障によりそのノードが自ノードのデータを送信したり他ノードからのデータを
受信することができなくなった場合でもバイパスモードで動作すれば、故障ノードと同じ
ループに属する他の正常なノードはネットワークシステムから離脱しなくてよくなる。こ
のようにノードがバイパスモードを持つ場合でも本実施の形態で説明した障害箇所の特定
動作および代替マスタノードの選出動作は同様にして実施可能である。
【０１０４】
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なお、本実施の形態で説明した代替マスタノード選出方法は、代替マスタノードの選出だ
けを実施することも可能である。例えば全ノードが共通伝達経路に直接接続されている、
いわゆるバス型ネットワーク（図１に示すネットワークにおいて各ループに属するノード
の数がそれぞれ１台である場合等もバス型ネットワークになる）であれば、特定の信号パ
ターンの未受信でマスタノードの障害と判断し、本実施の形態で説明した代替マスタノー
ドの選出動作を各ノードが行っても良い。また単一ループ型のネットワークにおいても、
マスタノード故障時にはマスタノードが上記のように“バイパスモード”で動作すれば、
本実施の形態で説明した代替マスタノード選出方法により代替マスタノードを選出してネ
ットワークシステム全体の動作停止を回避して動作を続けることが可能である。
【０１０５】
【発明の効果】
　以上のように本発明（請求項１）によれば、複数のノードが伝送路により接続され、前
記伝送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムで
あって、前記各ノードが、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出する信号監視手段と
、前記特定の信号パターンの受信を検出し該特定の信号パターンを所定時間以上受信しな
かったときに未検出信号を出力する検出手段とを備え、前記検出手段により出力する前記
未検出信号によりネットワークシステムの障害発生を検出し、障害発生を検出した前記ノ
ードが、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知し、前記通知信号によりネッ
トワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、障害発生を検出したノードは特定
信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未受信により自ノードの上流で障害が発生してい
ると判断すると、判断した障害箇所を示すための信号をノード間で送受信することにより
、ネットワークシステムの障害箇所を特定する構成としたから、ループ接続された複数の
ノードで構成される少なくとも１つのループ、及び、単一のノードまたはループ接続され
た複数のノードで構成される１つ以上のループが共通伝達経路に直接接続されて構成され
るネットワークシステムにおいても、障害の発生を検出し、障害の発生箇所を特定できる
ネットワークシステムを実現できる効果がある。
【０１０６】
また、本発明（請求項２）によれば、伝送路によりループ接続された複数のノードで構成
される少なくとも１つのループ、および、単一のノードまたは伝送路によりループ接続さ
れた複数のノードで構成される１つ以上のループが、一つ以上の入力部と一つ以上の出力
部を有し一つの入力部より入力する信号が分岐され全ての出力部より出力される共通伝達
経路に直接接続され、前記複数のループのいずれかに含まれた１つのノードがマスタノー
ドとなり、前記マスタノードとなるノード以外のノードがスレーブノードとなり、さらに
前記各ループにおいて最下流のノードが前記各ループの最下流ノードとなり、前記伝送路
に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムであって、
前記各ノードが、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力する信号監
視手段と、前記特定の信号パターンの受信を検出し該特定の信号パターン所定時間以上受
信しなかったときに未検出信号を出力する検出手段とを備え、前記検出手段より出力する
未検出信号によりネットワークシステムの障害発生を検出し、障害発生を検出した前記ノ
ードが、通知信号により障害の発生を隣接するノードに通知し、前記通知信号によりネッ
トワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出し、前記各ループのそれぞれにおいて
、障害発生を検出した前記ノードが特定信号を隣接ノードへ送信し、前記信号監視手段が
出力する前記監視信号により前記特定信号の未受信を検出したノードが、自ノードの上流
において障害が発生していると判断して自ループの障害箇所をノードを特定する情報を含
むＩＤパケットで前記最下流ノードに送信し、複数の前記各最下流ノードが、前記ＩＤパ
ケットおよび前記監視信号により自ループの障害箇所を判断し、判断した前記自ループの
障害箇所をデータの衝突がないようにＩＤパケットで送信し、障害発生を検出した前記ノ
ード，および前記通知信号により障害の発生を検出したネットワークシステム中の各ノー
ドが、前記監視信号と前記ＩＤパケットに基づきネットワークシステムの障害箇所を特定
する構成としたから、ループ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つのルー
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プ、及び、単一のノードまたはループ接続された複数のノードで構成される１つ以上のル
ープが共通伝達経路に直接接続されて構成されるネットワークシステムにおいても、障害
の発生を検出し、障害の発生箇所を特定できるネットワークシステムを実現できる効果が
ある。
【０１０７】
また、本発明（請求項３）によれば、請求項２記載のネットワークシステムにおいて、正
常動作時に、マスタノードが各最下流ノード宛に問合せパケットを送出し、前記各最下流
ノードが自ノード宛の前記問合せパケットを受信すると応答パケットを送出し、マスタノ
ードが前記応答パケットの受信の有無により障害の発生を検出する構成としたから、ルー
プ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つのループ、及び、単一のノードま
たはループ接続された複数のノードで構成される１つ以上のループが共通伝達経路に直接
接続されて構成されるネットワークシステムにおいて、最下流ノードのノード障害，最下
流ノードの直下の断線障害の発生を検出できる効果がある。
【０１０８】
また、本発明（請求項９）によれば、請求項１または２記載のネットワークシステムにお
いて、ネットワーク中には１つのマスタノードと１つ以上のスレーブノードが存在し、前
記マスタノードおよび前記スレーブノードにはノードを特定するための固有のノードＩＤ
が割当てられており、前記スレーブノード中に代替マスタノードとなることのできる候補
ノードが少なくとも１つ存在し、正常に通信可能である前記候補ノードが、特定したネッ
トワークシステムの障害箇所に基づき代替マスタノードの選出が必要であると判断すれば
、前記固有のノードＩＤにより決定される待ち時間だけ待ってから前記代替マスタノード
として動作を開始し、正常に通信可能である前記候補ノードが、前記待ち時間だけ待つ間
に前記マスタノードの復帰を検出すれば、前記スレーブノードとしての動作に復帰するこ
とにより、１つ以上の前記候補ノード群から１つの前記代替マスタノードを選出し、前記
固有のノードＩＤにより優先度が決定され、ある前記優先度Ｋを持つ前記候補ノードが前
記代替マスタノードとして動作を開始したことが全ノードに伝達されるのに必要な時間が
経過した後に、前記優先度Ｋより低い優先度を持つ前記候補ノードの前記待ち時間が終了
する構成としたから、ループ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つのルー
プ、及び、単一のノードまたはループ接続された複数のノードで構成される１つ以上のル
ープが共通伝達経路に直接接続されて構成されるネットワークシステムにおいても、障害
の発生を検出し、障害の発生箇所を特定し、マスタノード故障の場合には代替マスタノー
ドをスレーブノード中から自動的に選出することによりマスタノードの故障によるネット
ワークシステム全体の動作停止を回避することのできるネットワークシステムを実現でき
る効果がある。
【０１０９】
　また、本発明（請求項１７）によれば、複数のノードが伝送路により接続され、前記伝
送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムにおい
てネットワークシステムの障害箇所を特定する障害箇所特定方法であって、前記ノードが
、前記特定の信号パターンを一定時間以上受信しないことからネットワークシステムの障
害発生を検出し、障害発生を検出した前記ノードが、通知信号により障害の発生を隣接す
るノードに通知し、前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生
を検出し、障害発生を検出したノードは特定信号を隣接ノードへ送信し、特定信号の未受
信により自ノードの上流で障害が発生していると判断すると、判断した障害箇所を示す信
号をノード間で送受信することにより、前記各ノードがネットワークシステムの障害箇所
を特定するようにしたから、ループ接続された複数のノードで構成される少なくとも１つ
のループ、及び、単一のノードまたはループ接続された複数のノードで構成される１つ以
上のループが共通伝達経路に直接接続されて構成されるネットワークシステムにおいても
、障害の発生を検出し、障害の発生箇所を特定できる効果がある。
【０１１０】
　また、本発明（請求項１８）によれば、伝送路によりループ接続された複数のノードで
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構成される少なくとも１つのループ、および、単一のノードまたは伝送路によりループ接
続された複数のノードで構成される１つ以上のループが、一つ以上の入力部と一つ以上の
出力部を有し一つの入力部より入力する信号が分岐され全ての出力部より出力される共通
伝達経路に直接接続され、前記複数のループのいずれかに含まれた１つのノードがマスタ
ノードとなり、前記マスタノードとなるノード以外のノードがスレーブノードとなり、さ
らに前記各ループにおいて最下流のノードが前記各ループの最下流ノードとなり、前記伝
送路に一定時間以内ごとに特定の信号パターンが伝送されるネットワークシステムにおい
てネットワークシステムの障害箇所を特定する障害箇所特定方法であって、前記各ノード
は、前記伝送路を伝送される信号の有無を検出し監視信号を出力し、前記ノードが、前記
特定の信号パターンを一定時間以上受信しないことからネットワークシステムの障害発生
を検出し、障害発生を検出した前記ノードが、通知信号により障害の発生を隣接するノー
ドに通知し、前記通知信号によりネットワークシステム中の各ノードが障害の発生を検出
し、前記各ループのそれぞれにおいて、障害発生を検出した前記ノードが、特定信号を隣
接ノードへ送信し、前記特定信号の未受信により自ノードの上流において障害が発生して
いると判断して自ループの障害箇所をＩＤパケットで前記最下流ノードに送信し、複数の
前記各最下流ノードが、前記ＩＤパケットおよび前記監視信号により自ループの障害箇所
を判断し、判断した前記自ループの障害箇所をデータの衝突がないようにＩＤパケットで
送信し、障害発生を検出した前記ノード，および前記通知信号により障害の発生を検出し
たネットワークシステム中の各ノードが、前記監視信号と前記ＩＤパケットに基づきネッ
トワークシステムの障害箇所を特定するようにしたから、ループ接続された複数のノード
で構成される少なくとも１つのループ、及び、単一のノードまたはループ接続された複数
のノードで構成される１つ以上のループが共通伝達経路に直接接続されて構成されるネッ
トワークシステムにおいて、障害の発生を検出し、障害の発生箇所を特定できる効果があ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１におけるネットワークシステムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１におけるネットワークシステムにおいて、断線障害１６が
発生した様子を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１におけるネットワークシステムにおいて、ノード障害１７
が発生した様子を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１における故障検出方法を説明する図である。
【図５】ＩＤパケットの構成を示す図である。
【図６】Ｗａｉｔ時間の説明をする図である。
【図７】本発明の実施の形態１における一定時間“Ｔ”の満たすべき条件を説明する図で
ある。
【図８】本発明の実施の形態１における一定時間“Ｔ”の満たすべき条件を説明する図で
ある。
【図９】本発明の実施の形態１におけるノードＩＤの構成を示す図である。
【図１０】無信号時間を説明する図である。
【図１１】スイッチを備えたノードの構成を示す図である。
【図１２】従来例を説明する図である。
【図１３】従来例の問題点を説明する図である。
【符号の説明】
１００　スレーブノード
１０１　マスタノード
１１０　スレーブノード
１１１　スレーブノード
１１２　スレーブノード
１２０　スレーブノード
１２１　スレーブノード
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１３　伝送路
１５　共通伝達経路
１００１　ノード１００の検出手段
１００２　ノード１００の信号監視手段
１００３　ノード１００の制御手段
１００４　ノード１００の記憶手段
１００５　ノード１００の送信手段
１００６　ノード１００の受信手段
１０１１　ノード１０１の検出手段
１０１２　ノード１０１の信号監視手段
１０１３　ノード１０１の制御手段
１０１４　ノード１０１の記憶手段
１０１５　ノード１０１の送信手段
１０１６　ノード１０１の受信手段
１１０１　ノード１１０の検出手段
１１０２　ノード１１０の信号監視手段
１１０３　ノード１１０の制御手段
１１０４　ノード１１０の記憶手段
１１０５　ノード１１０の送信手段
１１０６　ノード１１０の受信手段
１１１１　ノード１１１の検出手段
１１１２　ノード１１１の信号監視手段
１１１３　ノード１１１の制御手段
１１１４　ノード１１１の記憶手段
１１１５　ノード１１１の送信手段
１１１６　ノード１１１の受信手段
１１２１　ノード１１２の検出手段
１１２２　ノード１１２の信号監視手段
１１２３　ノード１１２の制御手段
１１２４　ノード１１２の記憶手段
１１２５　ノード１１２の送信手段
１１２６　ノード１１２の受信手段
１２０１　ノード１２０の検出手段
１２０２　ノード１２０の信号監視手段
１２０３　ノード１２０の制御手段
１２０４　ノード１２０の記憶手段
１２０５　ノード１２０の送信手段
１２０６　ノード１２０の受信手段
１２１１　ノード１２１の検出手段
１２１２　ノード１２１の信号監視手段
１２１３　ノード１２１の制御手段
１２１４　ノード１２１の記憶手段
１２１５　ノード１２１の送信手段
１２１６　ノード１２１の受信手段
１６　ノード１１２とノード１１１の間の断線障害
１７　ノード１０１のノード障害
１８０　断線障害１６の発生によりノード１００が送出するＩＤパケット
１８１　断線障害１６の発生によりノード１１０が送出するＩＤパケット
１８２　断線障害１６の発生によりノード１２０が送出するＩＤパケット
１９０　ノード障害１７の発生によりノード１００が送出するＩＤパケット
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１９１　ノード障害１７の発生によりノード１１０が送出するＩＤパケット
１９２　ノード障害１７の発生によりノード１２０が送出するＩＤパケット
４１　マスタノードが送出する特定の信号パターン
４２　故障が発生した時刻
４３　故障により受信されなかった特定の信号パターン
４４　代替マスタノードの選出等による障害回復後、受信する特定の信号パターン
５１　ＩＤパケット
６１　最下流ノード１００の時間軸
６２　最下流ノード１１０の時間軸
６３　最下流ノード１００が自ループの障害状況判断を完了する時刻
６４　最下流ノード１００がＩＤパケット送出を開始する時刻
６５　最下流ノード１００がＩＤパケット送出を終了する時刻
６６　最下流ノード１１０が自ループの障害状況判断を完了する時刻
６７　最下流ノード１１０がＩＤパケット送出を開始する時刻
６８　最下流ノード１１０がＩＤパケット送出を終了する時刻
７１　マスタノード
７２　ノードＩＤがＫのノード
７３　ノードＩＤがＪのノード
７４　マスタノード７１からノード７２への経路
７５　マスタノード７１からノード７３への経路
７６　ノード７３からノード７２への経路
８１　マスタノードの故障後、最初の特定の信号パターン送出予定時刻
８２　マスタノード７１からノード７２への伝送遅延時間（Ｔｍｋ）
８３　ノード７２の待ち時間（Ｔ＊Ｋ）
８４　マスタノード７１からノード７３への伝送遅延時間（Ｔｍｊ）
８５　ノード７３の待ち時間（Ｔ＊Ｊ）
８６　ノード７３からノード７２への伝送遅延時間（Ｔｊｋ）
８７　ノード７２が代替マスタノードとして特定の信号パターンの送出を開始する時刻
８８　ノード７３の特定の信号パターンがノード７２に到着する時刻
８９　検出フェーズ、障害発生通知フェーズ、調査フェーズ１、調査フェーズ
２、調査フェーズ３、および特定フェーズの処理に要する時間（Ｔｎ）
９１　ノードＩＤ
９２　ノードＩＤの上位３ビットから成るループアドレス
９３　ノードＩＤの下位３ビットから成るノードアドレス
１０ａ　特定の信号パターンが通信される時間
１０ｂ　通常のデータ通信が行われる時間
１０ｃ　無信号時間
１１ａ　スイッチを備えたノード
１１ｂ　検出手段
１１ｃ　信号監視手段
１１ｄ　制御手段
１１ｅ　記憶手段
１１ｆ　送信手段
１１ｇ　受信手段
１１ｈ　スイッチ
１１ｉ　スイッチ
１１ｊ　通常データ送受信制御手段
１２ａ　主局
１２ｂ　端末局
１２ｃ　端末局
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１２ｄ　端末局
１２ｅ　端末局
１２ｆ　回線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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