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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロック信号の入力を受け付けるクロック入力受付部と、
　他のシェルフにクロック信号を出力するクロック出力部と、
　前記クロック入力受付部がクロックを受け付けない場合にクロック断を検出するクロッ
ク断検出部と、
　前記クロック入力受付部を介してＡＩＳ信号を受け付けた場合にＡＩＳ信号を検出する
ＡＩＳ信号検出部と、
　ＡＩＳ信号を生成するＡＩＳ信号生成部と、
　前記クロック断検出部がクロック断を検出した場合に、前記ＡＩＳ信号検出部がＡＩＳ
信号を検出していなければ、所定の警報通知を出力するアラーム制御部と、
　前記クロック入力受付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号の一
方のクロック信号または前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号のいずれかを選択的
に前記クロック出力部に出力する第一の出力信号選択部と、
　前記クロック入力受付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号の他
方のクロック信号または前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号のいずれかを選択的
に前記クロック出力部に出力する第二の出力信号選択部と、を備え、
　前記第一の出力信号選択部および前記第二の出力信号選択部は、
　前記クロック断検出部がクロック断を検出した場合に、前記ＡＩＳ信号生成部が生成し
たＡＩＳ信号を前記クロック出力部に出力する、
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　ことを特徴とする網同期装置のシェルフ。
【請求項２】
　請求項１に記載のシェルフであって、
　前記クロック断検出部は、クロック断を検出すると、前記アラーム制御部と、前記第一
の出力信号選択部および前記第二の出力信号選択部と、へ断検出信号を送出し、
　前記ＡＩＳ信号検出部は、前記ＡＩＳ信号を検出すると、前記アラーム制御部へマスク
指示信号を送出し、
　前記アラーム制御部は、前記断検出信号および前記マスク指示信号の有無に応じて警報
通知を出力し、
　前記第一の出力信号選択部および前記第二の出力信号選択部は、前記断検出信号を受け
付けると前記ＡＩＳ信号を前記クロック出力部に出力する、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のシェルフであって、
　さらに、独立してクロックを発生させる自走クロック源を備え、
　前記ＡＩＳ信号生成部は、前記自走クロック源からのクロックの周波数を変換して前記
ＡＩＳ信号を生成する、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項４】
　請求項３に記載のシェルフであって、
　前記ＡＩＳ信号生成部は、前記自走クロック源からのクロックを分周して前記ＡＩＳ信
号を生成する、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項５】
　請求項４に記載のシェルフであって、
　前記クロック断検出部は、前記クロック入力受付部が所定の期間連続してクロックの入
力を受け付けない場合にクロック断を検出し、
　前記ＡＩＳ信号生成部が前記自走クロック源からのクロックを分周する分周比は、前記
ＡＩＳ信号が、少なくとも前記クロック断検出部がクロック断を検出する前記所定の期間
の二倍の期間の周期を有する分周比である、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のシェルフであって、
　前記アラーム制御部は、前記クロック断検出部がクロック断を検出してから所定の期間
経過後に、前記ＡＩＳ信号検出部がＡＩＳ信号を検出しなければ、所定の警報通知を出力
する、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項７】
　請求項２に記載のシェルフであって、
　さらに、独立してクロックを発生させる自走クロック源と、
　前記クロック入力受付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号のう
ちいずれか一方のクロック信号、あるいは前記自走クロック源からのクロック、のいずれ
かを選択的に自シェルフ内に出力する内部クロック選択部と、を備え、
　前記クロック断検出部は、クロック断を検出すると、さらに、前記内部クロック選択部
にも前記断検出信号を送出し、
　前記内部クロック選択部は、
　前記断検出信号を受け付けると、前記自走クロック源からのクロックを選択して出力す
る、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項８】
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　請求項１～７のいずれか一項に記載のシェルフであって、
　前記第一の出力信号選択部は、前記クロック断検出部が前記二種のクロック信号の一方
のクロック断を検出すると、前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号を出力し、
　前記第二の出力信号選択部は、前記クロック断検出部が前記二種のクロック信号の他方
のクロック断を検出すると、前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号を出力する、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項９】
　請求項８に記載のシェルフであって、
　前記ＡＩＳ信号生成部は、異なる二種類のＡＩＳ信号を生成し、
　前記第一の出力信号選択部は、前記二種のクロック信号の一方または前記ＡＩＳ信号生
成部が生成したＡＩＳ信号の一方のいずれかの信号を選択的に出力し、
　前記第二の出力信号選択部は、前記二種のクロック信号の他方または前記ＡＩＳ信号生
成部が生成したＡＩＳ信号の他方のいずれかの信号を選択的に出力する、
　ことを特徴とするシェルフ。
【請求項１０】
　クロック信号の入力を受け付けるクロック入力受付部と、
　他の網同期装置にクロック信号を出力するクロック出力部と、
　前記クロック入力受付部がクロックを受け付けない場合にクロック断を検出するクロッ
ク断検出部と、
　前記クロック入力受付部を介してＡＩＳ信号を受け付けた場合にＡＩＳ信号を検出する
ＡＩＳ信号検出部と、
　ＡＩＳ信号を生成するＡＩＳ信号生成部と、
　前記クロック断検出部がクロック断を検出した場合に、前記ＡＩＳ信号検出部がＡＩＳ
信号を検出していなければ、所定の警報通知を出力するアラーム制御部と、
　前記クロック入力受付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号の一
方のクロック信号または前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号のいずれかを選択的
に前記クロック出力部に出力する第一の出力信号選択部と、
　前記クロック入力受付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号の他
方のクロック信号または前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号のいずれかを選択的
に前記クロック出力部に出力する第二の出力信号選択部と、
　を備える網同期装置のシェルフを少なくとも二つ有し、
　前記シェルフのうちの一つのシェルフである第一のシェルフのクロック入力受付部は、
外部の装置からクロック信号を受け付け、
　前記第一のシェルフの前記第一の出力信号選択部および前記第二の出力信号選択部は、
前記クロック断検出部がクロック断を検出した場合に、前記ＡＩＳ信号生成部が生成した
ＡＩＳ信号を前記クロック出力部に出力し、
　前記クロック出力部は、前記クロック信号または前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩ
Ｓ信号のいずれかを前記他のシェルフである第二のシェルフに出力する、
　ことを特徴とする網同期装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の網同期装置であって、
　前記第一のシェルフおよび第二のシェルフのいずれも、
　前記クロック断検出部は、クロック断を検出すると、前記アラーム制御部と、前記第一
の出力信号選択部および前記第二の出力信号選択部へ断検出信号を送出し、
　前記ＡＩＳ信号検出部は、前記ＡＩＳ信号を検出すると、前記アラーム制御部へマスク
指示信号を送出し、
　前記アラーム制御部は、前記断検出信号および前記マスク指示信号の有無に応じて警報
通知を出力し、
　前記第一の出力信号選択部および第二の出力信号選択部は、前記断検出信号を受け付け
ると前記ＡＩＳ信号を前記クロック出力部に出力する、
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　ことを特徴とする網同期装置。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載の網同期装置であって、
　前記第一のシェルフおよび第二のシェルフのいずれも、
　さらに、独立してクロックを発生させる自走クロック源を備え、
　前記ＡＩＳ信号生成部は、前記自走クロック源からのクロックの周波数を変換して前記
ＡＩＳ信号を生成する、
　ことを特徴とする網同期装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の網同期装置であって、
　前記第一のシェルフおよび第二のシェルフのいずれも、
　前記ＡＩＳ信号生成部は、前記自走クロック源からのクロックを分周して前記ＡＩＳ信
号を生成する、
　ことを特徴とする網同期装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の網同期装置であって、
　前記第一のシェルフおよび第二のシェルフのいずれも、
　前記クロック断検出部は、前記クロック入力受付部が所定の期間連続してクロックの入
力を受け付けない場合にクロック断を検出し、
　前記ＡＩＳ信号生成部が前記自走クロック源からのクロックを分周する分周比は、前記
ＡＩＳ信号が、少なくとも前記クロック断検出部がクロック断を検出する前記所定の期間
の二倍の期間の周期を有する分周比である、
　ことを特徴とする網同期装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の網同期装置であって、
　前記第一のシェルフおよび前記第二のシェルフのうちいずれも、
　前記第一の出力信号選択部は、前記クロック断検出部が前記二種のクロック信号の一方
のクロック断を検出すると、前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号を出力し、
　前記第二の出力信号選択部は、前記クロック断検出部が前記二種のクロック信号の他方
のクロック断を検出すると、前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号を出力する、
　ことを特徴とする網同期装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、網同期装置を制御する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、主となる網同期装置からクロックを受け取って同期を取り、データ伝送用回
線を通じて他の多重化装置にクロック情報を含むデータを伝送し、当該他の多重化装置は
データ伝送用回線を通じて受信したデータからクロックを抽出して同期を取る技術がある
。当該構成においては、主となる網同期装置のクロックが断になったことを検出すると、
データ伝送用回線にＲＡＩ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ａｌａｒｍ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）信号を
送出し、従となる網同期装置は、ＲＡＩ信号を受信すると、従となる網同期装置のクロッ
クを適用する（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２０５３１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかし、上記技術では、ＲＡＩ信号を受信した従となる網同期装置においてもクロック
断を検出して警報通知してしまうため、従となる網同期装置において不必要な警報の通報
が行われてしまう。
【０００５】
　本発明の目的は、クロック断における不要な警報通知を遮断する技術を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決すべく、本発明に係る網同期装置のシェルフは、クロック信号の入力を
受け付けるクロック入力受付部と、他のシェルフにクロック信号を出力するクロック出力
部と、前記クロック入力受付部がクロックを受け付けない場合にクロック断を検出するク
ロック断検出部と、前記クロック入力受付部を介してＡＩＳ信号を受け付けた場合にＡＩ
Ｓ信号を検出するＡＩＳ信号検出部と、ＡＩＳ信号を生成するＡＩＳ信号生成部と、前記
クロック断検出部がクロック断を検出した場合に、前記ＡＩＳ信号検出部がＡＩＳ信号を
検出していなければ、所定の警報通知を出力するアラーム制御部と、前記クロック入力受
付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号の一方のクロック信号また
は前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号のいずれかを選択的に前記クロック出力部
に出力する第一の出力信号選択部と、
　前記クロック入力受付部を介して受け付けた互いに同期された二種のクロック信号の他
方のクロック信号または前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号のいずれかを選択的
に前記クロック出力部に出力する第二の出力信号選択部と、を備え、前記第一の出力信号
選択部および前記第二の出力信号選択部は、前記クロック断検出部がクロック断を検出し
た場合に、前記ＡＩＳ信号生成部が生成したＡＩＳ信号を前記クロック出力部に出力する
、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によると、網同期装置における不要な警報通知を遮断し、故障部位の特定を迅速
に行えるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】シェルフの構成の概要を示す図である。
【図２】従属同期方式における網同期クロックの分配の仕組みを説明する図である。
【図３】局内における網同期クロックの分配の仕組みを説明する図である。
【図４】ネットワーク装置内での網同期クロックの分配の流れを説明する図である。
【図５】クロック断が発生した場合の警報通知条件と警報動作の対応図である。
【図６】ＡＩＳ信号生成部の構成および入出力信号例を示す図である。
【図７】網同期装置の主要な信号のタイムチャートの例を示す図である。
【図８】カスケードされた網同期装置の警報通知の仕組みを示す図である。
【図９】網同期装置の警報通知の仕組みを示す図である。
【図１０】変形例に係る網同期装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明に係る第一の実施形態を適用した網同期装置を構成するシェルフ１につ
いて、図面を参照して説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の実施形態における網同期装置を構成するシェルフ１を示す図である。
なお、シェルフ１には、図示していないが、フレーム制御等によるデータ通信を上位の装
置及び下位の装置に対して行うためのデータ通信線が別途接続される。
【００１１】
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　本発明の実施形態におけるシェルフ１は、図２に示すような従属同期方式における網同
期クロックの分配の仕組みに組み込まれる装置である。網同期クロックの分配においては
、現用系（以降、Ｎ系）マスタ局２０１ａおよび予備系（以降、Ｅ系）マスタ局２０１ｂ
は、網同期のための基準クロックをそれぞれＮ系クロック、Ｅ系クロックとして生成する
。そして、Ｎ系マスタ局２０１ａおよびＥ系マスタ局２０１ｂは、基準クロックに従属す
る所定のサブマスタ局（ＳＭ）２０２ａ～２０２ｄのそれぞれに対して、Ｎ系クロック２
１０およびＥ系クロック２１１として、クロック伝送専用のクロック線を用いて基準クロ
ックを分配する。なお、図２に示すように、Ｎ系マスタ局２０１ａおよびＥ系マスタ局２
０１ｂは、互いにＮ系クロックとＥ系クロックとを送信して、可能な限りにおいてクロッ
クの同期を取っている。
【００１２】
　図３は、このようなクロックの分配方式において、局内における網同期クロックの分配
の仕組みを説明する図である。サブマスタ局２０２ａ～２０２ｄは、図３のサブマスタ局
３０１に示すように、マスタ局２０１ａおよびマスタ局２０１ｂから受信したＮ系および
Ｅ系のクロックを、ＤＣＳ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｌｏｃｋ　Ｓｕｐｐｌｙ）（Ｎ系）３０
２ａおよびＤＣＳ（Ｅ系）３０２ｂを介して受信する。そして、サブマスタ局２０２ａ～
２０２ｄに相当するそれぞれのサブマスタ局３０１は、ＤＣＳ（Ｎ系）３０２ａ、ＤＣＳ
（Ｅ系）３０２ｂを経由して自局内の各ネットワーク装置（ＮＥ）３０３ａ～３０３ｄへ
分配し網同期を実現する。また、サブマスタ局２０２ａ～２０２ｄのそれぞれのサブマス
タ局３０１は、ＤＣＳ（Ｎ系）３０２ａ、ＤＣＳ（Ｅ系）３０２ｂを経由して、従属する
下位のスレーブ局２０３ａ、スレーブ局２０３ｂおよびスレーブ局２０３ｃ、スレーブ局
２０３ｄのそれぞれへ、Ｎ系クロック２１０とＥ系クロック２１１とを分配する。
【００１３】
　スレーブ局２０３ａ～２０３ｄのそれぞれは、図３に示すサブマスタ局３０１と略同様
の構成を備え、サブマスタ局２０２ａ～２０２ｄのいずれかのサブマスタ局３０１から受
信したＮ系およびＥ系のクロックを、自局内の各ネットワーク装置（ＮＥ）へ分配して、
網同期を実現する。なお、図２には明示されないが、スレーブ局２０３ａ～２０３ｄのそ
れぞれからさらに従属するスレーブ局へクロックを分配する構成であってもよい。
【００１４】
　図４は、ネットワーク装置（ＮＥ）３０３ａ内での網同期クロックの分配の流れを説明
する図である。図４に示すように、一つのＮＥのノードは、１つまたは複数のシェルフを
備える。この場合、ＮＥ内でさらに、複数のシェルフに対してクロックを分配する必要が
ある。そのため、図４に示すように、ＮＥ３０３ａ内において、Ｎ系クロック２１０およ
びＥ系クロック２１１の両方を受信するマスタシェルフ（Ｍ－Ｓｈｅｌｆ）３１０から、
スレーブシェルフ（Ｓ－Ｓｈｅｌｆ）３１１ａ～３１１ｄへＮ系クロックおよびＥ系クロ
ックを分配するカスケード型に接続された各シェルフへクロックが分配される。なお、Ｍ
－Ｓｈｅｌｆ３１０は、Ｓ－Ｓｈｅｌｆ３１１ａ～３１１ｄのそれぞれと基本的に同様の
構成を備える。そのため、ネットワーク装置３０３ａ内に含まれるシェルフの一つは、Ｍ
－Ｓｈｅｌｆ３１０となり、その他のシェルフはＭ－Ｓｈｅｌｆ３１０にカスケード接続
により直列的に従属する。
【００１５】
　本発明の第一の実施形態におけるシェルフ１は、このようなＮＥ３０３ａを構成するシ
ェルフである。シェルフ１は、クロック断検出部１０１と、警報通知マスク部１０２と、
警報判定処理部１０３と、自走クロック源１０４と、自シェルフ内クロック選択部１０５
と、Ｎ系クロック選択部１０６と、Ｅ系クロック選択部１０７と、ＡＩＳ（Ａｌａｒｍ　
Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）信号検出部１０８と、ＡＩＳ信号生成部１０９と
、クロック入力受付部１４１と、クロック出力部１４２と、を備えている。なお、本実施
形態においては、複数のシェルフがカスケード接続されて、単一の網同期装置であるＮＥ
３０３ａを構成するものとする。
【００１６】
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　シェルフ１には、網同期装置に接続される上位のシェルフあるいはＤＣＳからのクロッ
ク分配のための専用のクロック線を通じて、Ｎ（Ｎｏｒｍａｌ）系クロック１２１と、Ｅ
（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ）系クロック１２２と、が外部からのクロック入力を受け付けるク
ロック入力受付部１４１を介して入力される。ここで、Ｎ系クロック１２１は、網同期の
ためのクロックのうち、現用系のクロックであり、Ｅ系クロック１２２は、網同期のため
のクロックのうち、予備系のクロックである。そのため、正常運用状態においては、網同
期装置およびシェルフ１は、Ｎ系クロックに基づいて動作し、網同期装置に従属する網同
期装置等の他の下位の装置に対して、クロック分配のための専用のクロック線を通じてＮ
系クロックとＥ系クロックの両方のクロックを分配する。
【００１７】
　クロック断検出部１０１は、Ｎ系クロックおよびＥ系クロックの断を検出する制御部で
ある。クロック断検出部１０１は、所定の断検出期間（例えば、３クロック周期）におい
て、クロックが連続してクロック線に入力されない場合に、当該クロックが断たれたこと
を検出し、警報通知マスク部１０２および自シェルフ内クロック選択部１０５と、Ｎ系ク
ロック選択部１０６と、Ｅ系クロック選択部１０７と、に断検出信号１２４を出力する。
また、クロック断検出部１０１は、クロック断の状態において、クロック線に連続してク
ロック信号が入力されると、クロックが復帰したことを検出し、警報通知マスク部１０２
および自シェルフ内クロック選択部１０５と、Ｎ系クロック選択部１０６と、Ｅ系クロッ
ク選択部１０７と、に出力していた断検出信号１２４の出力を停止する。
【００１８】
　警報通知マスク部１０２は、クロック断検出部１０１から出力された断検出信号１２４
と、ＡＩＳ信号検出部１０８から出力されたマスク指示信号１２３とを受信し、所定の条
件に従って警報判定処理部１０３に対する警報信号の出力を制御する。
【００１９】
　具体的には、警報通知マスク部１０２は、図５の対応表４００に示すように、Ｎ系クロ
ックの断検出信号４１０と、Ｅ系クロックの断検出信号４２０のそれぞれをクロック断検
出部１０１から入力された場合に、各系のクロックの断検出信号の有無と、各系のマスク
指示信号の有無に応じて、警報出力を制御する。
【００２０】
　より具体的には、警報通知マスク部１０２は、Ｎ系クロックの断検出信号が入力される
と、Ｎ系のマスク指示信号がＡＩＳ信号検出部１０８から入力されている場合（図５のＮ
系マスク指示信号「有」４１１の場合）には、Ｎ系警報通知をマスクして、警報出力を行
わない。これに対して、警報通知マスク部１０２は、Ｎ系のマスク指示信号がＡＩＳ信号
検出部１０８から入力されていない場合（図５のＮ系マスク指示信号「無」４１２の場合
）には、Ｎ系警報通知をマスクせず、警報出力を行う。
【００２１】
　同様に、警報通知マスク部１０２は、Ｅ系クロックの断検出信号が入力されると、Ｅ系
のマスク指示信号がＡＩＳ信号検出部１０８から入力されている場合（図５のＥ系マスク
指示信号「有」４２１の場合）には、Ｅ系警報通知をマスクして、警報出力を行わない。
これに対して、警報通知マスク部１０２は、Ｅ系のマスク指示信号がＡＩＳ信号検出部１
０８から入力されていない場合（図５のＥ系マスク指示信号「無」４２２の場合）には、
Ｅ系警報通知をマスクせず、警報出力を行う。
【００２２】
　警報判定処理部１０３は、警報通知マスク部１０２からの警報出力情報を取得して、所
定の条件を満たす場合に、図示しない装置管理システムへ警報情報を出力する。具体的に
は、警報判定処理部１０３は、警報通知マスク部１０２からのＮ系およびＥ系のクロック
断についての警報出力を所定の通知保護期間（例えば、１６クロック周期等、クロック断
からＡＩＳ信号が立ち上がるまでに十分な期間の倍以上の期間）以上の期間の間連続して
受信すると、警報出力のあった系を特定する情報と、当該系においてクロック断が発生し
た旨の情報とを含む警報情報を生成し、装置管理システムに通知する。
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【００２３】
　自走クロック源１０４は、シェルフ１が単独で動作しうるためのシェルフ１の自走クロ
ックを発生させる。自走クロック源１０４は、水晶発振器モジュール、パルスジェネレー
タ、ファンクションジェネレータ等の、いわゆるクロック発生装置である。自走クロック
源１０４は、Ｎ系クロックおよびＥ系クロックのいずれとも同一の周波数を有するクロッ
クである。
【００２４】
　自シェルフ内クロック選択部１０５は、自走クロック源１０４から出力される自走クロ
ックと、Ｎ系クロック１２１と、Ｅ系クロック１２２と、を入力クロックとして、いずれ
かのクロックを選択的に出力する。自シェルフ内クロック選択部１０５は、断検出信号１
２４を受信し、当該断検出信号に応じて、出力するクロックを選択する。自シェルフ内ク
ロック選択部１０５は、断検出信号１２４が、Ｎ系クロック１２１とＥ系クロック１２２
とのいずれも断でないことを示す信号、あるいはＥ系クロック１２２のみの断を示す信号
であれば、Ｎ系クロック１２１を出力し、Ｎ系クロック１２１のみの断を示す信号であれ
ば、Ｅ系クロック１２２を出力し、Ｎ系クロック１２１およびＥ系クロック１２２の両方
の断を検出した信号であれば、自走クロックを出力クロックとして出力する。
【００２５】
　Ｎ系クロック選択部１０６は、Ｎ系クロック１２１と、ＡＩＳ信号生成部１０９から出
力されるＡＩＳ信号１２５と、を入力クロックとして、いずれかのクロックを選択的に出
力する。Ｎ系クロック選択部１０６は、断検出信号１２４を受信し、当該断検出信号に応
じて、出力するクロックを選択する。Ｎ系クロック選択部１０６は、断検出信号１２４が
、Ｎ系クロック１２１とＥ系クロック１２２とのいずれも断でないことを示す信号、ある
いはＥ系クロック１２２のみの断を示す信号であれば、Ｎ系クロック１２１を出力し、Ｎ
系クロックのみの断を示す信号、あるいはＮ系クロック１２１およびＥ系クロック１２２
の両方の断を検出した信号であれば、ＡＩＳ信号１２５を出力クロックとして出力する。
なお、出力されたクロックは、クロック等の信号を出力するクロック出力部１４２を介し
て下位のシェルフ等の装置へ出力される。
【００２６】
　Ｅ系クロック選択部１０７は、Ｅ系クロック１２２と、ＡＩＳ信号生成部１０９から出
力されるＡＩＳ信号１２５と、を入力クロックとして、いずれかのクロックを選択的に出
力する。Ｅ系クロック選択部１０７は、断検出信号１２４を受信し、当該断検出信号に応
じて、出力するクロックを選択する。Ｅ系クロック選択部１０７は、断検出信号１２４が
、Ｎ系クロック１２１とＥ系クロック１２２とのいずれも断でないことを示す信号、ある
いはＮ系クロック１２１のみの断を示す信号であれば、Ｅ系クロック１２２を出力し、Ｅ
系クロックのみの断を示す信号、あるいはＮ系クロック１２１およびＥ系クロック１２２
の両方の断を検出した信号であれば、ＡＩＳ信号１２５を出力クロックとして出力する。
なお、出力されたクロックは、クロック等の信号を出力するクロック出力部１４２を介し
て下位のシェルフ等の装置へ出力される。
【００２７】
　ＡＩＳ信号検出部１０８は、Ｎ系クロック線およびＥ系のクロック線上のＡＩＳ信号の
転送を監視し、所定の周期（例えば、８クロック周期）のＡＩＳ信号と同様の周期の信号
を検出した場合に、マスク指示信号１２３を警報通知マスク部１０２へ出力する。なお、
ＡＩＳ信号検出部１０８は、ＡＩＳ信号が検出されなくなり、かつ、所定の期間（例えば
、３周期）正常なクロックを検出した場合には、マスク指示信号１２３の出力を終了する
。
【００２８】
　ＡＩＳ信号生成部１０９は、自走クロック源１０４から自走クロックの供給を受けて、
所定の周波数を有するＡＩＳ信号を生成し、Ｎ系クロック選択部１０６およびＥ系クロッ
ク選択部１０７へ出力する。図６（ａ）に示すように、ＡＩＳ信号生成部１０９は、１／
８分周回路１０９ａを備えており、ＡＩＳ信号生成部１０９へ信号を入力する入力伝送路
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１１５と、ＡＩＳ信号生成部１０９からの信号を出力する出力伝送路１１７と、を備える
。入力伝送路１１５から入力された自走クロックは、１／８分周されて、すなわち周波数
を低く変更されて、ＡＩＳ信号として出力伝送路１１７から出力される。なお、ＡＩＳ信
号生成部１０９が自走クロックを分周する分周比は、上記１／８分周に限られるものでは
ない。例えば、ＡＩＳ信号が、クロック断検出部１０１がクロック断を検出する断検出期
間の二倍以上の周期となる分周比とするようにしてもよい。望ましくは、断検出期間に１
クロック周期を加算したクロックの二倍程度の周期を有するＡＩＳ信号となるよう分周比
を設けるのがよい。
【００２９】
　図６（ｂ）には、ＡＩＳ信号生成部１０９への入力となる自走クロック５００の波形と
、ＡＩＳ信号生成部１０９からの出力信号５０１の波形と、を示すタイムチャートが示さ
れている。入力された自走クロック５００は、ＡＩＳ信号生成部１０９により、その周波
数を８分の１に設定されてＡＩＳ信号として出力される。
【００３０】
　シェルフ１は、上記した構成を備える。当該構成において、クロック断検出部１０１、
警報通知マスク部１０２、警報判定処理部１０３、自シェルフ内クロック選択部１０５、
Ｎ系クロック選択部１０６、Ｅ系クロック選択部１０７、ＡＩＳ信号検出部１０８、クロ
ック入力受付部１４１、クロック出力部１４２は、例えば各種のスイッチ回路やＡＳＩＣ
等のハードウェア電子回路により実現される。また、自走クロック源１０４は、上述した
ように水晶発振器モジュール、パルスジェネレータ、ファンクションジェネレータ等の、
いわゆるクロック発生装置により実現される。また、ＡＩＳ信号生成部１０９は、上述の
ように分周回路により実現される。しかし、これに限らず、ＣＰＵ等の演算装置に所定の
プログラム等が読み込まれて、各処理部が構成されるものであってもよい。
【００３１】
　ここで、Ｎ系クロック１２１が断たれた場合のシェルフ１および従属するシェルフの具
体的な動作についてさらに詳細に説明する。
【００３２】
　シェルフ１では、上位シェルフまたはＤＣＳからのＮ系クロック１２１が断たれた場合
、所定の期間（例えば、３クロック周期）Ｎ系クロック１２１が入力されないことを検知
し、クロック断検出部１０１がＮ系クロックの断を検出する。これにより、クロック断検
出部１０１は、断検出信号１２４の出力を開始する。断検出信号１２４を受信した自シェ
ルフ内クロック選択部１０５は、出力するクロックを、Ｎ系クロック１２１からＥ系クロ
ック１２２に切り替える。また、断検出信号１２４を受信したＮ系クロック選択部１０６
は、下位シェルフへ分配するクロックを、Ｎ系クロック１２１からＡＩＳ信号１２５に切
り替える。これにより、下位シェルフへＡＩＳ信号１２５の警報転送が成される。なお、
断検出信号１２４を受信したＥ系クロック選択部１０７は、下位シェルフへ分配するクロ
ックを、Ｅ系クロック１２２のまま維持する。
【００３３】
　一方、断検出信号１２４を受信した警報通知マスク部１０２は、ＡＩＳ信号検出部１０
８からのマスク指示信号１２３を未だ受信していないため、警報判定処理部１０３に対し
てＮ系クロックの断についての警報通知を出力する。当該警報通知は、クロック線上にＡ
ＩＳ信号を受信しない限りは継続されるため、警報判定処理部１０３は、警報通知マスク
部１０２からのＮ系のクロック断についての警報出力を所定の通知保護期間以上連続して
受信する。警報判定処理部１０３は、警報出力のあった系を特定する情報と、当該系にお
いてクロック断が発生した旨の情報とを含む警報情報を生成し、装置管理システムに通知
する。
【００３４】
　すなわち、クロック線上でクロック断を検出し、かつ、当該クロック線上にＡＩＳ信号
を検出していないシェルフ１からは、装置管理システムに対して、警報通知が出力される
。



(10) JP 5620876 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

【００３５】
　次に、クロック断を検出したシェルフ１に従属する下位のシェルフの動作について説明
する。下位のシェルフでは、Ｎ系クロック１２１の代わりに、Ｎ系クロックの断を検出し
た上位シェルフから転送されるＡＩＳ信号１２５がクロック線上から受信される。下位の
シェルフのＡＩＳ信号検出部１０８は、当該ＡＩＳ信号を検出して、マスク指示信号１２
３を出力する。一方、下位のシェルフのクロック断検出部１０１は、Ｎ系クロック１２１
に代えてクロック線上にＡＩＳ信号を受信するが、ＡＩＳ信号は、前述したようにＮ系ク
ロックの断と判定される特定パターンの信号、すなわち断検出期間の二倍以上の周期を有
するＮ系クロックの分周信号であるため、Ｎ系クロックの断を検出し、断検出信号１２４
の出力を開始する。
【００３６】
　断検出信号１２４を受信した下位のシェルフの自シェルフ内クロック選択部１０５は、
出力するクロックを、Ｎ系クロック１２１からＥ系クロック１２２に切り替える。また、
断検出信号１２４を受信したＮ系クロック選択部１０６は、下位シェルフへ分配するクロ
ックを、Ｎ系クロック１２１からＡＩＳ信号１２５に切り替える。これにより、さらに下
位のシェルフへＡＩＳ信号１２５の警報転送が成される。なお、断検出信号１２４を受信
したＥ系クロック選択部１０７は、下位シェルフへ分配するクロックを、Ｅ系クロック１
２２のまま維持する。
【００３７】
　一方、断検出信号１２４を受信した下位のシェルフの警報通知マスク部１０２は、クロ
ックが断たれたことを検知すると共に、ＡＩＳ信号検出部１０８がクロック線上のＡＩＳ
信号を検知するまでの期間、すなわち数クロック程度の遅延を伴ってＡＩＳ信号検出部１
０８からのマスク指示信号１２３を受信することとなる。そのため、警報通知マスク部１
０２は、警報判定処理部１０３へ数クロックの間警報通知を行った後、警報通知のマスク
処理による警報通知の停止を行う。
【００３８】
　図７は、網同期装置の主要な信号のタイムチャートの例を示す図である。Ｎ系クロック
６０２が正常クロック６０１から逸脱する信号となった場合、クロック断検出部１０１は
、所定の断検出期間６１０の間連続してＮ系クロックを検知できないこととなり、次クロ
ック周期以降において断検出信号６０３が立ち上がる。
【００３９】
　そして、断検出信号６０３の立ち上がりに伴い、Ｎ系クロック選択部１０６においては
、ＡＩＳ信号６０４の送出が開始され、分配クロック６０５としてＡＩＳ信号６０４がク
ロック線上に送出されるＡＩＳ信号送出期間７１２が開始する。下位シェルフのクロック
断検出部１０１は、分配クロック６０５のＮ系クロックを所定の断検出期間７１０の間連
続して検知できなくなると、断検出信号７０３を立ち上げる。
【００４０】
　また、下位シェルフのクロック線上では、ＡＩＳ信号送出期間７１２においては、分配
クロックとして断検出期間７１０の二倍以上の周期のＡＩＳ信号６０４を受信することと
なる。そのため、下位シェルフのクロック断検出部１０１は、ＡＩＳ信号送出期間７１２
においては、Ｎ系のクロックの断を検出し続ける。すなわち、下位シェルフの自シェルフ
内クロック選択部１０５において、Ｎ系クロックへの誤った切り戻しなどが発生しない。
そして、下位シェルフの警報通知マスク部１０２は、断検出信号１２４と、マスク指示信
号１２３の両方の信号を受信することとなり、警報通知を停止する。つまり、下位シェル
フにおいては、警報通知がなされない。
【００４１】
　次に、Ｎ系クロックが断たれた状態から、Ｎ系クロック６０２が回復した場合について
、図７のタイムチャートを用いて説明する。クロック断検出部１０１は断検出期間６１０
と同期間（３クロック周期）の復帰検出期間６１１以上連続するクロックの立ち上がりを
検出すると、断検出信号６０３の出力を停止する。自シェルフ内クロック選択部１０５で
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は、この断検出信号６０３の停止を検知して、次クロック周期以降は、回復したＮ系クロ
ック６０２を出力クロックとして切り戻す。同様に、Ｎ系クロック選択部１０６でも、出
力クロックをＡＩＳ信号１２５からＮ系クロックに切り戻す。
【００４２】
　下位のシェルフのクロック断検出部１０１は、ＡＩＳ信号送出期間７１２の終了後に、
Ｎ系クロック選択部１０６から出力されるＮ系クロックについて、復帰検出期間７１１以
上連続する立ち上がりを検出し、断検出信号７０３の出力を停止する。すなわち、自シェ
ルフにおいては、Ｎ系クロック６０２の断を検出した直後のクロック周期８０１からＡＩ
Ｓ送出期間７１２が開始され、ＡＩＳ信号送出期間７１２の終了後すなわちＮ系クロック
６０２の復帰を検出した直後のクロック周期８０２まで、ＡＩＳ信号の送出が継続される
。また、これに対し、下位シェルフにおいては、同様の仕組みでＡＩＳ信号送出期間７１
２が設けられ、その終期は親シェルフのＡＩＳ信号送出期間７１２の終了後に復帰検出期
間７１１の間の連続するＮ系クロックが検出された直後のクロック周期となる。
【００４３】
　図８は、本願発明に係る第一の実施形態を適用していないシェルフを含む網同期装置に
おいて、シェルフをカスケード接続したシステムの構成図である。
【００４４】
　当該システムにおいては、Ｎ系クロックを分配するＤＣＳ（Ｎ系）４０２ａと、Ｅ系ク
ロックを分配するＤＣＳ（Ｅ系）４０２ｂと、からＮ系クロックおよびＥ系クロックの供
給を受ける網同期装置４０１について、装置監視システム５０５へ警報通知５０６がなさ
れるよう構成されている。ここで、網同期装置４０１には、マスタシェルフとしてＭ－Ｓ
ｈｅｌｆ４０３が設けられ、Ｍ－Ｓｈｅｌｆ４０３に従属するスレーブシェルフとしてＳ
－Ｓｈｅｌｆ４０４ａ～４０４ｄがカスケード接続されている。
【００４５】
　当該システムにおいては、ＤＣＳ（Ｎ系）４０２ａから分配されたＮ系クロックを、Ｍ
－Ｓｈｅｌｆ４０３が受信し、Ｍ－Ｓｈｅｌｆ４０３は、専らクロックを伝送するクロッ
ク線を介してＮ系クロックをＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ａへ分配する。同様に、ＤＣＳ（Ｅ系
）４０２ｂから分配されたＥ系クロックを、Ｍ－Ｓｈｅｌｆ４０３が受信し、Ｍ－Ｓｈｅ
ｌｆ４０３は、専らクロックを伝送するクロック線を介してＥ系クロックをＳ－Ｓｈｅｌ
ｆ４０４ａへ分配する。Ｓ－Ｓｈｅｌｆ４０４ａは、専らクロックを伝送するクロック線
を介してＮ系クロックおよびＥ系クロックをＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｂへ分配する。Ｓ－Ｓ
ｈｅｌｆ４０４ｂは、専らクロックを伝送するクロック線を介してＮ系クロックおよびＥ
系クロックをＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｃへ分配する。Ｓ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｃは、専らクロ
ックを伝送するクロック線を介してＮ系クロックおよびＥ系クロックをＳ－Ｓｈｅｌｆ４
０４ｄへ分配する。
【００４６】
　このようなクロックの分配を行うシステムにおいては、例えばＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ａ
とＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｂ間でＮ系クロックの分配が途絶した場合、Ｓ－Ｓｈｅｌｆ４０
４ｂ、４０４ｃ、４０４ｄのいずれもが、Ｎ系クロックの分配を得られない。そのため、
Ｓ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｂ、４０４ｃ、４０４ｄのいずれもがＮ系クロックの断を検知する
とともに、装置監視システム５０５へそれぞれ警報通知を行ってしまう。
【００４７】
　このような警報通知を行ってしまうことで、クロック断が発生したことの通知はなされ
るものの、必ずしも必要とはいえない警報通知が多数なされているために情報が錯綜し、
発生したクロック断の回復のための状況把握および復旧作業に時間がかかる場合がある。
【００４８】
　これに対して、図９に示すように、本発明に係る第一の実施形態を適用したシェルフ１
を含む網同期装置においては、シェルフ１をカスケード接続しているにも関わらず、警報
通知５０６はクロック断を検出した最上位のＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｂからのみ発せられ、
Ｓ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｂに従属するＳ－Ｓｈｅｌｆ４０４ｃ、４０４ｄにおいてはＡＩＳ
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信号が検出されるために警報通知がなされない。そのため、クロック断の箇所が一目瞭然
となり、状況把握および復旧作業にかかる期間を非常に短縮することができるため、障害
回復を早めることができるといえる。
【００４９】
　以上、本発明に係る第一の実施形態を適用したシェルフ１を含む網同期装置について説
明した。第一の実施形態を適用した網同期装置によると、クロック断発生時に、クロック
断を検知したシェルフに従属するシェルフにおける不要な警報通知を遮断し、故障部位の
特定を迅速に行うことができる。
【００５０】
　次に、本発明に係る第二の実施形態を適用した網同期装置を構成するシェルフ１０００
について、図面を参照して説明する。
【００５１】
　図１０は、本発明の第二の実施形態に係る網同期装置を構成するシェルフ１０００を示
す図である。
【００５２】
　本発明の第二の実施形態に係るシェルフ１０００は、第一の実施形態と同様に、図２に
示すような従属同期方式における網同期クロックの分配の仕組みに組み込まれる装置であ
る。シェルフ１０００は、第一の実施形態と略同様の構成を備えるが、一部に相違があり
、以下においては、当該相違を中心に説明する。
【００５３】
　図１０に示すように、シェルフ１０００は、クロック断検出部１０１と、警報通知マス
ク部１０２´と、警報判定処理部１０３´と、自走クロック源１０４と、自シェルフ内ク
ロック選択部１０５と、Ｎ系クロック選択部１０６と、Ｅ系クロック選択部１０７と、Ｎ
系クロックＡＩＳ信号検出部１１１と、Ｅ系クロックＡＩＳ信号生成部１１２と、Ｅ系ク
ロックＡＩＳ信号検出部１１３と、Ｎ系クロックＡＩＳ信号生成部１１４と、クロック入
力受付部１４１と、クロック出力部１４２と、を備えている。
【００５４】
　クロック断検出部１０１と、自走クロック源１０４と、自シェルフ内クロック選択部１
０５と、クロック入力受付部１４１と、クロック出力部１４２とは、第一の実施形態に係
る各処理部と同様の構成であるため、説明を省略する。
【００５５】
　警報通知マスク部１０２´は、クロック断検出部１０１から出力された断検出信号１２
４と、Ｎ系クロックＡＩＳ信号検出部１１１から出力されたＮ系マスク指示信号１３１と
、Ｅ系クロックＡＩＳ信号検出部１１３から出力されたＥ系マスク指示信号１３２と、を
受信し、所定の条件に従って警報判定処理部１０３に対する警報信号の出力を制御する。
【００５６】
　具体的には、警報通知マスク部１０２´は、図５の対応表４００に示すように、Ｎ系ク
ロックの断検出信号４１０と、Ｅ系クロックの断検出信号４２０のそれぞれをクロック断
検出部１０１から入力された場合に、各系のクロックの断検出信号の有無と、各系のマス
ク指示信号の有無に応じて、警報出力を制御する。
【００５７】
　より具体的には、警報通知マスク部１０２´は、Ｎ系クロックの断検出信号を入力され
ると、Ｎ系マスク指示信号１３１がＮ系クロックＡＩＳ信号検出部１１１から入力されて
いる場合（図５のＮ系マスク指示信号「有」４１１の場合）には、Ｎ系警報通知をマスク
して、警報出力を行わない。これに対して、警報通知マスク部１０２´は、Ｎ系マスク指
示信号１３１がＮ系クロックＡＩＳ信号検出部１１１から入力されていない場合（図５の
Ｎ系マスク指示信号「無」４１２の場合）には、Ｎ系警報通知をマスクせず、警報出力を
行う。
【００５８】
　同様に、警報通知マスク部１０２´は、Ｅ系クロックの断検出信号を入力されると、Ｅ
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系マスク指示信号１３２がＥ系クロックＡＩＳ信号検出部１１３から入力されている場合
（図５のＥ系マスク指示信号「有」４２１の場合）には、Ｅ系警報通知をマスクして、警
報出力を行わない。これに対して、警報通知マスク部１０２´は、Ｅ系マスク指示信号１
３２がＡＩＳ信号検出部１１３から入力されていない場合（図５のＥ系マスク指示信号「
無」４２２の場合）には、Ｅ系警報通知をマスクせず、警報出力を行う。
【００５９】
　警報判定処理部１０３´は、警報通知マスク部１０２´からの警報出力情報を取得して
、所定の条件を満たす場合に、図示しない装置管理システムへ警報情報を出力する。具体
的には、警報判定処理部１０３´は、警報通知マスク部１０２´からのＮ系およびＥ系の
クロック断についての警報出力を所定の通知保護期間（例えば、２０クロック周期等、ク
ロック断から後述するＥ系ＡＩＳ信号１３３あるいはＮ系ＡＩＳ信号１３４のいずれか周
波数の低い方が立ち上がるまでに十分な期間の倍以上の期間）以上連続して受信すると、
警報出力のあった系を特定する情報と、当該系においてクロック断が発生した旨の情報と
を含む警報情報を生成し、装置管理システムに通知する。
【００６０】
　Ｎ系クロック選択部１０６´は、Ｎ系クロック１２１と、Ｎ系クロックＡＩＳ信号生成
部１１４から出力されるＮ系ＡＩＳ信号１３４と、を入力クロックとして、いずれかのク
ロックを選択的に出力する。Ｎ系クロック選択部１０６´は、断検出信号１２４を受信し
、当該断検出信号に応じて、出力するクロックを選択する。Ｎ系クロック選択部１０６´
は、断検出信号１２４が、Ｎ系クロック１２１とＥ系クロック１２２とのいずれも断でな
いことを示す信号、あるいはＥ系クロック１２２のみの断を示す信号であれば、Ｎ系クロ
ック１２１を出力し、Ｎ系クロックのみの断を示す信号、あるいはＮ系クロック１２１お
よびＥ系クロック１２２の両方の断を検出した信号であれば、Ｎ系ＡＩＳ信号１３４を出
力クロックとして出力する。
【００６１】
　Ｅ系クロック選択部１０７´は、Ｅ系クロック１２２と、Ｅ系クロックＡＩＳ信号生成
部１１２から出力されるＥ系ＡＩＳ信号１３３と、を入力クロックとして、いずれかのク
ロックを選択的に出力する。Ｅ系クロック選択部１０７´は、断検出信号１２４を受信し
、当該断検出信号に応じて、出力するクロックを選択する。Ｅ系クロック選択部１０７´
は、断検出信号１２４が、Ｎ系クロック１２１とＥ系クロック１２２とのいずれも断でな
いことを示す信号、あるいはＮ系クロック１２１のみの断を示す信号であれば、Ｅ系クロ
ック１２２を出力し、Ｅ系クロックのみの断を示す信号、あるいはＮ系クロック１２１お
よびＥ系クロック１２２の両方の断を検出した信号であれば、Ｅ系ＡＩＳ信号１３３を出
力クロックとして出力する。
【００６２】
　Ｎ系クロックＡＩＳ信号検出部１１１は、Ｎ系クロック線上のＡＩＳ信号の転送を監視
し、所定の周期（例えば、８クロック周期）のＮ系ＡＩＳ信号と同様の信号を検出した場
合に、Ｎ系マスク指示信号１３１を警報通知マスク部１０２´へ出力する。なお、Ｎ系ク
ロックＡＩＳ信号検出部１１１は、Ｎ系ＡＩＳ信号が検出されなくなり、かつ、所定の期
間（例えば、３周期）正常なクロックを検出した場合には、Ｎ系マスク指示信号１３１の
出力を終了する。
【００６３】
　Ｅ系クロックＡＩＳ信号生成部１１２は、自走クロック源１０４から自走クロックの供
給を受けて、所定の周波数（例えば、自走クロックの１／１０倍の周波数）を有するＥ系
ＡＩＳ信号１３３を生成し、Ｅ系クロック選択部１０７´へ出力する。特に図示しないが
、Ｅ系ＡＩＳ信号生成部１１２は、図６（ａ）と分周比のみが異なる分周回路を備える。
すなわち、Ｅ系クロックＡＩＳ信号生成部１１２においては、入力伝送路１１５から入力
された自走クロックは、１／１０分周されて、すなわち周波数を低く変更されて、Ｅ系Ａ
ＩＳ信号として出力伝送路１１７から出力される。なお、Ｅ系クロックＡＩＳ信号生成部
１１２が自走クロックを分周する分周比は、上記１／１０分周に限られるものではない。
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例えば、Ｅ系ＡＩＳ信号１３３が、クロック断検出部１０１がクロック断を検出する断検
出期間の二倍以上の周期となる分周比であって、かつ、Ｎ系クロックＡＩＳ信号生成部１
１４が出力するＮ系ＡＩＳ信号１３４とは異なる分周比とするようにしてもよい。望まし
くは、断検出期間に１クロック周期を加算したクロックの二倍程度以上の周期であって、
後述するＮ系ＡＩＳ信号とは異なる周期を有するＥ系ＡＩＳ信号１３３となるよう分周比
を設けるのがよい。
【００６４】
　Ｅ系クロックＡＩＳ信号検出部１１３は、Ｅ系クロック線上のＡＩＳ信号の転送を監視
し、所定の周期（例えば、１０クロック周期）のＥ系ＡＩＳ信号と同様の信号を検出した
場合に、Ｅ系マスク指示信号１３２を警報通知マスク部１０２´へ出力する。なお、Ｅ系
クロックＡＩＳ信号検出部１１３は、Ｅ系ＡＩＳ信号が検出されなくなり、かつ、所定の
期間（例えば、３周期）正常なクロックを検出した場合には、Ｅ系マスク指示信号１３２
の出力を終了する。
【００６５】
　Ｎ系クロックＡＩＳ信号生成部１１４は、自走クロック源１０４から自走クロックの供
給を受けて、所定の周波数（例えば、自走クロックの１／８倍の周波数）を有するＮ系Ａ
ＩＳ信号１３４を生成し、Ｎ系クロック選択部１０６´へ出力する。特に図示しないが、
Ｎ系ＡＩＳ信号生成部１１４は、図６（ａ）と同様の分周回路を備える。すなわち、Ｎ系
クロックＡＩＳ信号生成部１１４においては、入力伝送路１１５から入力された自走クロ
ックは、１／８分周されて、すなわち周波数を低く変更されて、Ｎ系ＡＩＳ信号として出
力伝送路１１７から出力される。なお、Ｎ系クロックＡＩＳ信号生成部１１４が自走クロ
ックを分周する分周比は、上記１／８分周に限られるものではない。例えば、Ｎ系ＡＩＳ
信号１３４が、クロック断検出部１０１がクロック断を検出する断検出期間の二倍以上の
周期となる分周比であって、かつ、Ｅ系クロックＡＩＳ信号生成部１１２が出力するＥ系
ＡＩＳ信号１３３とは異なる分周比とするようにしてもよい。望ましくは、断検出期間に
１クロック周期を加算したクロックの二倍程度の周期を有するＮ系ＡＩＳ信号１３４とな
るよう分周比を設けるのがよい。
【００６６】
　以上、本発明に係る第二の実施形態を適用したシェルフ１０００を含む網同期装置につ
いて説明した。第二の実施形態を適用した網同期装置によると、クロック断発生時に、ク
ロック断を検知したシェルフに従属するシェルフにおける不要な警報通知を遮断し、故障
部位の特定を迅速に行うことができる。さらには、第二の実施形態を適用した網同期装置
によると、生成される従属シェルフへのＡＩＳ信号は、Ｎ系クロック断の場合とＥ系クロ
ック断の場合とでは異なる周波数を有するＡＩＳ信号となり、Ｎ系クロックとＥ系クロッ
クのＡＩＳ信号が判別可能となる。これは、例えばネットワーク装置の設備の施設段階で
、クロック分配用のケーブル等を敷設した場合に、Ｎ系とＥ系のケーブルを逆に接続して
しまうなどのトラブルが発生した場合であっても、接続のトラブルを検知しやすくなる。
すなわち、Ｎ系ＡＩＳ信号１３４とＥ系ＡＩＳ信号１３３とが判別可能であるため、ケー
ブルが正常に接続されているか、断線の故障が発生していないかなどを事前に確認するこ
とが可能となる。
【００６７】
　また、設備の施設段階でクロック分配用のケーブル等を敷設した場合は、まだ上位のマ
スタシェルフには基準クロックが入力されず、Ｎ系クロックおよびＥ系クロックのいずれ
もが断たれた状態となる。そのため、Ｎ系クロック選択部１０６´とＥ系クロック選択部
１０７´とは、Ｎ系クロックＡＩＳ信号生成部１１４とＥ系クロックＡＩＳ信号生成部１
１２で生成された各々のＡＩＳ信号は下位のシェルフへの分配クロックとして転送される
こととなる。正常にカスケード接続がされている場合は、下位のシェルフでは、Ｎ系クロ
ックＡＩＳ信号検出部１１１とＥ系クロックＡＩＳ信号検出部１１３の各々が、各々の系
のＡＩＳ信号を検出する。しかし、Ｎ系クロックＡＩＳ信号検出部１１１とＥ系クロック
ＡＩＳ信号検出部１１３の各々が、警報通知マスク部１０２´に対してＮ系マスク指示信
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号１３１、Ｅ系マスク指示信号１３２を出力するため、装置管理システムには警報通知さ
れない。
【００６８】
　一方で、いずれかのシェルフ間でＮ系、Ｅ系のクロック線を誤ってカスケード接続され
た場合や、クロック線の断線が発生している場合には、Ｎ系クロックＡＩＳ信号検出部１
１１はＥ系ＡＩＳ信号を検知できず、Ｅ系クロックＡＩＳ信号検出部１１３はＮ系ＡＩＳ
信号を検出できないため、警報通知マスク部１０２´に対してＮ系マスク指示信号１３１
およびＥ系マスク指示信号１３２がいずれも出力されない。その結果、クロック断検出部
１０１でクロックが断たれたことを検出して断検出信号１２４が出力され、警報通知マス
ク部１０２´は警報通知を出力する。Ｎ系クロック選択部１０６´とＥ系クロック選択部
１０７´は、断検出信号１２４を受けると、下位のシェルフへの分配クロックとして、そ
れぞれの本来転送すべき系のＡＩＳ信号を転送する。
【００６９】
　このように、さらに下位のシェルフで正常にカスケード接続がなされていれば、下位の
シェルフでは装置管理システムへ警報通知がなされない。そのため、誤接続やケーブルの
断線の故障個所の特定が容易に可能となり、かつ、運用前に事前にチェックすることが可
能となるといえる。
【００７０】
　本発明は、上記第一の実施形態および第二の実施形態に制限されない。上記それぞれの
実施形態は、本発明の技術的思想の範囲内で様々な変形が可能である。例えば、上記第一
の実施形態および第二の実施形態においては、専らクロックの転送に用いるクロック線上
にクロックとＡＩＳ信号とを出力することを特定している。しかし、これに限られず、図
示しないデータ通信線上にクロックとＡＩＳ信号を出力するようにしてもよい。これによ
り、シェルフの配置の柔軟性をより高めることができるといえる。
【００７１】
　しかし、上記のように変形すると、シェルフの配置の柔軟性は高くなるが、専用のクロ
ック線を用いたものと比較すると、データ線上にクロック情報を乗せることにより、クロ
ック断の検知が遅れる可能性がある。すなわち、データ線上のデータフレーム再送制御等
の遅延と、通信プロトコル上のフレーム廃棄等により、クロックの途絶の検知が遅くなる
可能性がある。
【００７２】
　また、上記した実施形態の変形は、単独で適用されてもよいし、部分的に組み合わされ
て適用されるようにしてもよい。
【００７３】
　以上、本発明について、実施形態を中心に説明した。本発明に係る実施形態によると、
シェルフ内に、上位装置からのＡＩＳ信号の検出を行う処理部と、下位シェルフへ送信す
るＡＩＳ信号の生成を行う処理部と、を共に備えることから、シェルフ間のカスケード接
続が可能となる。また、下位シェルフにおいて、クロック断検出とともにＡＩＳ信号を検
出すると、警報通知を抑止することができる。また、クロック断から正常クロック検出の
状態に復帰した場合に、特段の処理を行わなくとも、下位シェルフに従属するすべてのシ
ェルフの復帰が迅速に成される。また、専用のクロック線を用いてクロックとＡＩＳ信号
とを伝達するため、クロック断の検出が早く、データ通信への影響を抑えることができる
。
【符号の説明】
【００７４】
１、１０００・・・シェルフ、１０１・・・クロック断検出部、１０２・・・警報通知マ
スク部、１０３・・・警報判定処理部、１０４・・・自走クロック源、１０５・・・自シ
ェルフ内クロック選択部、１０６・・・Ｎ系クロック選択部、１０７・・・Ｅ系クロック
選択部、１０８・・・ＡＩＳ信号検出部、１０９・・・ＡＩＳ信号生成部、１０９ａ・・
・分周回路、１１１・・・Ｎ系クロックＡＩＳ信号検出部、１１２・・・Ｅ系クロックＡ
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ＩＳ信号生成部、１１３・・・Ｅ系クロックＡＩＳ信号検出部、１１４・・・Ｎ系クロッ
クＡＩＳ信号生成部、１１５・・・入力伝送路、１１７・・・出力伝送路、１２１・・・
Ｎ系クロック、１２２・・・Ｅ系クロック、１２３・・・マスク指示信号、１２４・・・
断検出信号、１２５・・・ＡＩＳ信号、１３１・・・Ｎ系マスク指示信号、１３２・・・
Ｅ系マスク指示信号、１３３・・・Ｅ系ＡＩＳ信号、１３４・・・Ｎ系ＡＩＳ信号、１４
１・・・クロック入力受付部、１４２・・・クロック出力部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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