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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理レイヤ上でデータリンクレイヤのリングアプリケーションが動作するリング型ネッ
トワークにおける物理帯域の制御方法であって、
　物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置のパ
ス状態確認を行う工程と、
　全ノード装置のパス状態確認が正常に行えた場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパ
ス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減指示を行う工程と、
　パス帯域増減指示が正常に伝達された場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域
増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減完了確認を行う工程と、
　全ノード装置のパス帯域増減が正常に行えた場合に、データリンクレイヤのリングアプ
リケーション機能に帯域変更を認識させる工程とを備えたことを特徴とするリング型ネッ
トワーク帯域増減速方法。
【請求項２】
　上位のネットワークマネジメントシステムからパス帯域変更の要求を物理レイヤ上のノ
ード装置間のパス帯域増減機能に基づいて受信した場合に、上記パス状態確認を行うこと
を特徴とする請求項１に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
【請求項３】
　上位のネットワークマネジメントシステムからパス帯域変更の要求をデータリンクレイ
ヤのリングアプリケーション機能に基づいて受信した場合に、上記パス状態確認を行うこ
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とを特徴とする請求項１に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
【請求項４】
　上記パス帯域増減が正常に行えた場合に、上記ネットワークマネジメントシステムにパ
ス帯域変更の完了通知を行うことを特徴とする請求項２または３のいずれか一項に記載の
リング型ネットワーク帯域増減速方法。
【請求項５】
　物理レイヤ上でデータリンクレイヤのリングアプリケーションが動作するリング型ネッ
トワークに用いられるノード装置であって、
　物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置のパ
ス状態確認を行う手段と、
　全ノード装置のパス状態確認が正常に行えた場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパ
ス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減指示を行う手段と、
　パス帯域増減指示が正常に伝達された場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域
増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減完了確認を行う手段と、
　全ノード装置のパス帯域増減が正常に行えた場合に、データリンクレイヤのリングアプ
リケーション機能に帯域変更を認識させる手段とを備えたことを特徴とするノード装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＤＨ（Synchronous　Digital　Hierarchy）／ＳＯＮＥＴ（Synchronous　
Optical　Network）等の物理レイヤ（レイヤ１）上でＲＰＲ（Resilient　Packet　Ring
）等のデータリンクレイヤ（レイヤ２）のリングアプリケーションが動作する環境におけ
るリング型ネットワーク帯域増減速方法およびＡＤＭ（Add　Drop　Multiplexer）装置等
のノード装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１はＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ上でＲＰＲが動作するリング型ネットワークの構成例を示す
図であり、ＡＤＭ装置としての各ノード装置１Ａ～１Ｄは隣接ノード装置との間に双方向
のパスを生成することで、全ノード装置間に双方向で同一帯域のパスが構成され、そのパ
ス上にＲＰＲリングが存在する。
【０００３】
　図２はＲＰＲ機能を示す図であり、各ノード装置間を結ぶパスは複数のＳＤＨ／ＳＯＮ
ＥＴ帯域が束ねられてＶＣＧ（Virtual　Concatenation　Group）を構成することで一つ
の帯域とみなされ、このみなされた帯域がＲＰＲ帯域（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ伝送路の上限値
、Ｅｔｈｅｒｎｅｔは登録商標）として動作する。また、各ノード装置のＲＰＲ処理部は
、挿入可能帯域を超えないよう（各ノードが挿入するフレームのトラフィック（帯域）の
合計値が帯域の閾値を超えないよう）、Ｌ２ＳＷ（Layer-2　Switch）からＲＰＲリング
への流入量を入り口で調整するとともに、隣接するノード装置からの通過フレームとＬ２
ＳＷからの挿入フレームの量を監視し、帯域を超えている場合は流れの上位装置に対して
流入量を調整するための制御信号を送出する。
【０００４】
　また、ＲＰＲとは別に、ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ帯域を増減速する（帯域を増加、減少させ
る）要素技術として、ＬＣＡＳ（Link　Capacity　Adjustment　Scheme）機能がある。図
３はＬＣＡＳ機能を示す図であり、ノード装置１Ａとノード装置１Ｂの間で伝送路２ａが
現在利用されているものとすると、ノード装置１Ａとノード装置１Ｂの間でオーバヘッド
バイトであるＨ４バイト（H4　byte）と呼ばれる情報によるコントロールフレームを用い
て伝送路２ｂをＶＣＧのメンバーに設定し、設定後の正常性を監視することで帯域を増加
することができる。帯域の減少についても同様に行うことができる。
【０００５】
　ここで、ＶＣＧのメンバーとは、ＶＣＧの帯域を増加、減少させる単位である。
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【０００６】
　一方、特許文献１には、ＬＣＡＳを用いた障害時のプロテクション方式およびこれを用
いるリング装置が開示されている。また、特許文献２には、ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨレベルの
リング切り替えとＲＰＲレベルのリング切り替えをそれぞれ独立に行うことができる伝送
装置が開示されている。特許文献３には、ＭＡＣ（Media　Access　Control）アドレスの
追加／フレームのカプセル化が行われていることを示す識別用のフラグ等を不要とするＲ
ＰＲネットワークシステムが開示されている。
【特許文献１】特開２００２－３５９６２７号公報
【特許文献２】特開２００４－２３６２０５号公報
【特許文献３】特開２００４－２４２１９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、この種のＡＤＭシステム等のリング型ネットワークでは、昨今のＥｔｈｅｒ
ｎｅｔサービスの普及・拡大に伴いユーザの要求に従いフレキシブルに容量を変更する機
会が増加してきており、使用中のトラフィックへの影響が少ない物理帯域の増加／削減が
要望されているが、上述した従来の方式では次のような問題点が指摘されていた。
【０００８】
　（１）従来のＡＤＭシステム等においてＲＰＲ機能を利用する場合は、その動作の複雑
さから帯域の増減速をサービスに影響なく行うことが困難であるため、サービス当初より
事前に利用するであろう帯域を余分に確保し、配下のＬ２ＳＷなどで流入量を調整するこ
とで対応を行っていた。しかしながら、この手法では、本来、利用していない帯域を有効
利用するためのＲＰＲ機能を十分に生かすことができなかった。
【０００９】
　（２）ＡＤＭシステム等におけるＲＰＲ機能は事前に指定されたＳＤＨ等の帯域上で動
作するため、運用当初に指定した帯域を増やしたい場合、いったんパスを削除してから再
度設定することが必要であった。例えば、運用当初１５０Ｍｂｐｓの帯域であったものを
３００Ｍｂｐｓに増やしたい場合、いったん１５０Ｍｂｐｓの帯域の登録情報を抹消した
後、３００Ｍｂｐｓの設定を行うというような方式であった。このため、サービスの一時
的な停止を伴い、エンドユーザのサービスに影響を与えるものであった。
【００１０】
　（３）ＬＣＡＳ機能を使用して区間毎に帯域を増減する場合、システム全体に一時的な
がら影響を与えてしまう問題があった。すなわち、ＲＰＲ機能は、指定されたＳＤＨ等の
帯域を上限として、各インタフェースより優先度を付与され保証された量の信号を挿入す
るが、帯域全体のトラフィック使用量が少ない時は、保証量を超えてトラフィックを挿入
することを許可している。また、ＲＰＲ機能では指定されたＳＤＨ等の帯域ならびに挿入
されたパケット量を常時監視し、挿入トラフィック量を調整する機能を具備する。従って
、ＬＣＡＳ機能を使用してある区間の帯域だけを増加させた場合、その区間においてのみ
トラフィック量が増大することがあり、この場合、挿入されたトラフィックが他の区間に
さしかかると、流入コントロールのバランスが一時的に崩れ、伝送情報の廃棄ならびにト
ラフィック量調整のための制御が自動的に行われ、他のインタフェースから挿入されるト
ラフィックを一時的ながら妨げることになり、システム全体に影響を与えることになる。
なお、複数のＳＤＨ等の帯域を束ねてＲＰＲ帯域を用意する場合、ＲＰＲはあるＳＤＨ等
の帯域を指定してフレームを送出するといったことができないため、増減したＳＤＨ等の
帯域にフレームを送出し、結果、ロスフレームが生じることになる。
【００１１】
　（４）ＲＰＲ機能はＡＤＭ等により物理的に接続された区間にＳＤＨ等の帯域を設定し
論理的なリングを構成することで、リング一体となってトラフィック量を調整する機能で
あるが、ＳＤＨ等の要素技術として存在する無瞬断にてパスの増減速を行うためのＬＣＡ
Ｓ機能と連動させて動作させることは困難であった。これは、ＬＣＡＳ機能がノード間の
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ＳＤＨ等の帯域を設定するに閉じた技術（セクション間で帯域の変更を実施することを目
的として規格化された技術）であり、ＭＡＣレイヤ（レイヤ２相当）を使用してリング一
体で動作するＲＰＲ機能とは異なるレイヤ（レイヤ１相当）で動作するためである。より
具体的には、ＬＣＡＳ機能はＳＤＨ等のＨ４バイト（物理レイヤ）を使用して帯域増減制
御を行うが、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（ＭＡＣレイヤ）との制御を伝達する手法が存在せず、リ
ング一括で帯域を変更させる手段がなかった。また、リング一括で帯域を変更できるよう
にしたとしても、始点装置＝終点装置となり、これを認知する手段がない。
【００１２】
　このように、従来のＡＤＭシステム等のリング型ネットワークにおいてＲＰＲ機能を具
備するシステムでは、サービス断なしでデータの帯域を増減速させることが困難であり、
帯域の有効利用を犠牲にするか、回線断を伴った変更を行うか、もしくはサービスへの一
時的な影響を無視するかのいずれかを選択せざるを得ず、運用者の作業内容も複雑なもの
であった。
【００１３】
　本発明は上記の従来の問題点に鑑み提案されたものであり、その目的とするところは、
ＬＣＡＳ等の物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能およびＲＰＲ等のデータリ
ンクレイヤのリングアプリケーション機能の両機能を連動させるための制御情報を各々の
制御情報に搭載・相関させることで、リング内で正常性を確認しながら帯域の増減速作業
を実施でき、トラフィックの著しい変化に柔軟に対応して効率的な伝送を可能とするとと
もに、変更作業の効率化ならびに管理の容易化を達成することのできるリング型ネットワ
ーク帯域増減速方法およびノード装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記の課題を解決するため、本発明の好適な一実施態様にあっては、物理レイヤ上でデ
ータリンクレイヤのリングアプリケーションが動作するリング型ネットワークにおける物
理帯域の制御方法であって、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報
を用いて全ノード装置のパス状態確認を行う工程と、全ノード装置のパス状態確認が正常
に行えた場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報を用いて全
ノード装置にパス帯域増減指示を行う工程と、パス帯域増減指示が正常に伝達された場合
に、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置に
パス帯域増減完了確認を行う工程と、全ノード装置のパス帯域増減が正常に行えた場合に
、データリンクレイヤのリングアプリケーション機能に帯域変更を認識させる工程とを備
えるようにしている。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のリング型ネットワーク帯域増減速方法およびノード装置にあっては、ＬＣＡＳ
等の物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能およびＲＰＲ等のデータリンクレイ
ヤのリングアプリケーション機能の両機能を連動させるための制御情報を各々の制御情報
に搭載・相関させることで、リング内で正常性を確認しながら帯域の増減速作業を実施で
き、トラフィックの著しい変化に柔軟に対応して効率的な伝送を可能とするとともに、変
更作業の効率化ならびに管理の容易化を達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の好適な実施形態につき説明する。
【００１７】
　図４は本発明の動作イメージ図であり、帯域の変更は隣接するノード装置１Ａ、１Ｂの
間でそれぞれのＬＣＡＳ処理部８によりＬＣＡＳ機能を用いて行われる。この時点では変
更された帯域情報はＲＰＲ機能側に到達していないため、ＲＰＲ制御に影響を及ぼすこと
はない。そして、リングを構成する各区間の正常性をＬＣＡＳ処理部８により確認した後
、ＲＰＲ処理部１２に制御情報により帯域の変更を伝えることで、変更された帯域でのＲ
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ＰＲ機能による動作を行わせる。
【００１８】
　図５は本発明の一実施形態にかかるノード装置の構成例を示す図である。図５において
、ノード装置１は、隣接するノード装置と光ファイバ等の伝送路２を介して接続され、Ｓ
ＴＭ（Synchronous　Transport　Module）に関する処理を行うＳＴＭ処理部４およびＶＣ
ＡＴ（Virtual　Concatenation）に関する処理を行うＶＣＡＴパス処理部５を含むＳＤＨ
信号処理部３と、ＳＤＨ上の信号とＥｔｈｅｒｎｅｔ上の信号を相互接続するクロスコネ
クト部６と、外部のＥｔｈｅｒｎｅｔインタフェースとの間で入出力されるＥｔｈｅｒｎ
ｅｔ信号の処理を行うＥｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７とを備えている。また、ノード装置
１は、ＬＣＡＳ制御情報送受信部９、ＬＣＡＳ制御情報解析部１０およびＬＣＡＳ制御部
１１を含むＬＣＡＳ処理部８と、ＲＰＲ制御情報送受信部１３、ＲＰＲ制御情報解析部１
４およびＲＰＲ制御部１５を含むＲＰＲ処理部１２と、外部のネットワークマネジメント
システム１７からの指示に従って監視制御を行う監視制御部１６とを備えている。
【００１９】
　本発明の実現手法としては下記の２つの手法があり、ＬＣＡＳ処理部８およびＲＰＲ処
理部１２の機能に若干の違いがある。
（手法１）ＬＣＡＳ制御をトリガに増減速を行う手法（ＬＣＡＳ制御により増減速を行い
、その後にＲＰＲ制御情報に情報伝達を行なってＲＰＲ機能を動作させる手法）
（手法２）ＲＰＲ制御をトリガに増減速を行う手法（ＲＰＲ制御からＬＣＡＳ制御情報に
情報伝達を行ってパスを増減速させ、その後にＲＰＲ機能を動作させる手法）
【００２０】
　＜手法１におけるノード装置１の仕組み＞
　（１）ＬＣＡＳ制御情報送受信部９は下記機能を具備する。
　　・他のノード装置から受信しＶＣＡＴパス処理部５から転送されてきたＨ４バイト情
報を受信し、ＬＣＡＳ制御情報解析部１０へ転送する機能
　　・ＬＣＡＳ制御部１１からの指令に従い、ＶＣＡＴパス処理部５へＨ４バイト情報を
転送する機能
【００２１】
　（２）ＬＣＡＳ制御情報解析部１０は下記機能を具備する。
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９から受信したＨ４バイト情報内のＬＣＡＳ制御情報か
ら、以下の解析を行う機能
　　　ａ．自装置が終端点か中継かの判定
　　　ｂ．ＶＣＡＴ機能の変更速度認識
　　　ｃ．制御内容（パス状態チェック（ＩＤＬＥ）、パス追加／削除（ＡＤＤ／ＤＥＬ
ＥＴＥ））の判定
　　・解析した結果をＬＣＡＳ制御部１１へ転送する機能
【００２２】
　（３）ＬＣＡＳ制御部１１は下記機能を具備する。
　　・受信した解析結果に基づき、以下の指令を送信する機能
　　　ａ．クロスコネクト部６へのパス設定制御
　　　ｂ．ＶＣＡＴパス処理部５へのパス設定制御
　　　ｃ．ＬＣＡＳ制御情報送受信部９へのＨ４バイト情報送信指令
　　　ｄ．ＬＣＡＳ制御情報送受信部９へのＬＣＡＳ制御信号送信指令
　　　ｅ．ＲＰＲ制御部１５への帯域増減許可指令
　　・ネットワークマネジメントシステム１７からの制御に従い、以下の処理を行う機能
　　　ａ．始点・終点の解析
　　　ｂ．変更する速度の解析
　　　ｃ．解析した結果によるＬＣＡＳ制御情報の送信指令
　　・ＬＣＡＳ制御情報を他のノード装置に送信するにあたって、正常性の確認を行なう
ため、始点の装置ＩＤもしくは生存可能なホップ数をカウンタ（ノード数カウンタ、生存
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カウンタ）に付与する機能（なお、全ノード装置間の正常性を確認・制御する手段として
、各ノード装置間毎にＯＰＳと正常性の確認を行ない、全区間の正否判断をＯＰＳに一任
する方法もある）
【００２３】
　（４）ＲＰＲ制御情報送受信部１３は下記機能を具備する。
　　・インタフェースならびにクロスコネクト部６よりＥｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７に
流入するパケット量をＲＰＲ制御情報解析部１４に通知する機能
　　・他のノード装置のＲＰＲ制御情報送受信部１３から受信したＲＰＲコントロールフ
レームのコントロールタイプ（Control　Type）から、「ＲＰＲトポロジ情報」「ＯＡＭ
（Operations,　Administration,　and　Maintenance）情報」「Ｆａｉｒｎｅｓｓ情報」
「ＲＰＲ使用帯域情報」の識別を行い、ＲＰＲ制御情報解析部１４に転送する機能
【００２４】
　（５）ＲＰＲ制御情報解析部１４は下記機能を具備する
　　・ＲＰＲ制御情報送受信部１３から転送されたコントロールタイプ情報ならびにＥｔ
ｈｅｒｎｅｔ信号処理部７に流入するパケット量から以下の解析を行う機能
　　　ａ．ＲＰＲ帯域≦インタフェースならびにクロスコネクト部６よりＥｔｈｅｒｎｅ
ｔ信号処理部７に流入するパケット量であること
　　　ｂ．ＲＰＲトポロジ情報より、リング内における故障によるＲＰＲ状態変更発生有
無
　　　ｃ．ＯＡＭ情報により、特定部位における故障発生有無
　　　ｄ．Ｆａｉｒｎｅｓｓ情報によるＲＰＲリング内における利用可能帯域認識
　　　ｅ．ＲＰＲ使用帯域情報によるＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム送信可能なＶＣＡＴパス
認識
【００２５】
　（６）ＲＰＲ制御部１５は下記機能を具備する
　　・受信した解析結果に基づき、以下の指令を送信する機能
　　　ａ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３へのＥｔｈｅｒｎｅｔ信号流入フレーム量制御指
令
　　　ｂ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３へのＲＰＲコントロールフレーム送信指令
　　　ｃ．Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７へのＥｔｈｅｒｎｅｔ信号透過フレーム量制御
機能
　　　ｄ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３へのＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム信号流入量調整制
御
　　　ｅ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３への指定ＶＣＡＴパスへの送信許可
　　・ＲＰＲ制御において、指定ＬＣＡＳ帯域（増減量する帯域）にデータ送出を停止（
指定帯域におけるＲＰＲ停止）／開始する機能
【００２６】
　＜手法２におけるノード装置１の仕組み＞
　（１）ＬＣＡＳ制御情報送受信部９は下記機能を具備する。
　　・他のノード装置から受信しＶＣＡＴパス処理部５から転送されてきたＨ４バイト情
報を受信し、ＬＣＡＳ制御情報解析部１０へ転送する機能
　　・ＬＣＡＳ制御部１１からの指令に従い、ＶＣＡＴパス処理部５へＨ４バイト情報を
転送する機能
【００２７】
　（２）ＬＣＡＳ制御情報解析部１０は下記機能を具備する。
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９から受信したＨ４バイト情報内のＬＣＡＳ制御情報か
ら、以下の解析を行う機能
　　　ａ．自装置が終端点か中継かの判定
　　　ｂ．ＶＣＡＴ機能の変更速度認識
　　　ｃ．制御内容（パス状態チェック（ＩＤＬＥ）、パス追加／削除（ＡＤＤ／ＤＥＬ
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ＥＴＥ））の判定
　　・解析した結果をＬＣＡＳ制御部１１へ転送する機能
【００２８】
　（３）ＬＣＡＳ制御部１１は下記機能を具備する。
　　・受信した解析結果に基づき、以下の指令を送信する機能
　　　ａ．クロスコネクト部６へのパス設定制御
　　　ｂ．ＶＣＡＴパス処理部５へのパス設定制御
　　　ｃ．ＬＣＡＳ制御情報送受信部９へのＨ４バイト情報送信指令
　　　ｄ．ＬＣＡＳ制御情報送受信部９へのＬＣＡＳ制御信号送信指令
　　　ｅ．ＲＰＲ制御部１５への帯域増減許可指令
　　・ネットワークマネジメントシステム１７からの制御に従い、以下の処理を行う機能
　　　ａ．始点・終点の解析
　　　ｂ．変更する速度の解析
　　　ｃ．解析した結果によるＬＣＡＳ制御情報の送信指令
　　・ＲＰＲ制御部１５からの制御に従い、以下の処理を行う機能
　　　・始点・終端点の解析
　　　・変更する速度の解析
　　　・解析した結果によるＬＣＡＳ制御情報の送信指令
　　・ＬＣＡＳ制御情報を他のノード装置に送信するにあたって、正常性の確認を行なう
ため、始点の装置ＩＤもしくは生存可能なホップ数をカウンタ（ノード数カウンタ、生存
カウンタ）に付与する機能（なお、全ノード装置間の正常性を確認・制御する手段として
、各ノード装置間毎にＯＰＳと正常性の確認を行ない、全区間の正否判断をＯＰＳに一任
する方法もある）
【００２９】
　（４）ＲＰＲ制御情報送受信部１３は下記機能を具備する。
　　・インタフェースならびにクロスコネクト部６よりＥｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７に
流入するパケット量をＲＰＲ制御情報解析部１４に通知する機能
　　・他のノード装置のＲＰＲ制御情報送受信部１３から受信したＲＰＲコントロールフ
レームのコントロールタイプから、「ＲＰＲトポロジ情報」「ＯＡＭ情報」「Ｆａｉｒｎ
ｅｓｓ情報」「ＲＰＲ使用帯域情報」の識別を行い、ＲＰＲ制御情報解析部１４に転送す
る機能
【００３０】
　（５）ＲＰＲ制御情報解析部１４は下記機能を具備する
　　・ＲＰＲ制御情報送受信部１３から転送されたコントロールタイプ情報ならびにＥｔ
ｈｅｒｎｅｔ信号処理部７に流入するパケット量から以下の解析を行う機能
　　　ａ．ＲＰＲ帯域≦インタフェースならびにクロスコネクト部６よりＥｔｈｅｒｎｅ
ｔ信号処理部７に流入するパケット量であること
　　　ｂ．ＲＰＲトポロジ情報より、リング内における故障によるＲＰＲ状態変更発生有
無
　　　ｃ．ＯＡＭ情報により、特定部位における故障発生有無
　　　ｄ．Ｆａｉｒｎｅｓｓ情報によるＲＰＲリング内における利用可能帯域認識
　　　ｅ．ＲＰＲ使用帯域情報によるＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム送信可能なＶＣＡＴパス
認識
【００３１】
　（６）ＲＰＲ制御部１５は下記機能を具備する
　　・ネットワークマネジメントシステム１７からの制御に従い、以下の処理を行う機能
　　　ａ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３へのＥｔｈｅｒｎｅｔ信号流入フレーム量制御指
令
　　　ｂ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３へのＲＰＲコントロールフレーム送信指令
　　　ｃ．Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７へのＥｔｈｅｒｎｅｔ信号透過フレーム量制御
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機能
　　　ｄ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３へのＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム信号流入量調整制
御
　　　ｅ．ＲＰＲ制御情報送受信部１３への指定ＶＣＡＴパスへの送信許可
　　　ｆ．ＬＣＡＳ制御部１１へのＲＰＲ帯域増減量通知
　　・ＲＰＲ制御において、指定ＬＣＡＳ帯域（増減量する帯域）にデータ送出を停止（
指定帯域におけるＲＰＲ停止）／開始する機能
【００３２】
　＜データフォーマット＞
　図６はＬＣＡＳ制御に用いるＨ４バイト情報のフォーマット例を示す図である。Ｈ４バ
イト情報には、定義済バイトの他にリザーブ（reserve）バイトが設けられており、本発
明におけるＬＣＡＳ識別情報は、このリザーブバイトを使用して転送する。
【００３３】
　図７はＲＰＲ制御に用いるＲＰＲコントロールフレームのフォーマット例を示す図であ
り、RPRヘッダ、Control　Type、Control　Version、ControlData　Unit、FCSを含んでい
る。ここで、Control　TypeはＲＰＲのトポロジ情報、ＯＡＭ情報、Ｆａｉｒｎｅｓｓ情
報のうちいずれに関するコントロールフレームなのかを定義するのに使用され、本発明で
はこの制御情報を利用して情報を転送する。
【００３４】
　＜手法１を利用したシステム構成における処理シーケンス＞
　図８に示すノード装置の配置を前提に、図９および図１０に沿って処理を説明する。
【００３５】
　（１）運用者はネットワークマネジメントシステム１７を操作し、例えばノード装置１
Ａに対してＬＣＡＳ機能を用い、パス速度変更（増減）の制御を実施する（ステップＳ１
０１）。制御情報には、リング全体の変更を一操作で行う場合と、速度変更を行うリング
全体のパスの始点・終端点を選択する場合とがある。どちらの場合も、変更を行うパスの
速度情報を入力する。
　　制御情報の例
　　　・リング一括の変更
　　　・速度変更：ＶＣ４－２Ｖ（３００ＭＢ相当）⇒ＶＣ４－５Ｖ（７５０ＭＢ相当）
【００３６】
　（２）ネットワークマネジメントシステム１７からの制御を受信したノード装置１Ａは
、監視制御部１６を介してＬＣＡＳ制御部１１が受け取り、ＬＣＡＳ制御部１１にて制御
内容を解析する（ステップＳ１０２）。また、クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処
理部５へパスの状態確認（空きパスチャネル、故障有無など）を行う。
【００３７】
　（３）ノード装置１Ａは解析の結果、Ｈ４バイトにパス確認情報を挿入し、伝送路２側
に送信する（ステップＳ１０３）。パス確認情報には、速度変更するパスの始点（２点を
指定する場合は始点・終端点）情報と、変更する速度の情報を入れる。
　　パス確認情報の例
　　　・始点：ノード装置１Ａ（ノード数カウンタ＝１）
　　　・速度変更：ＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖ
【００３８】
　（４）ノード装置１Ａからパス確認情報を含んだＨ４バイトを受信したノード装置１Ｂ
は、ＬＣＡＳ制御情報解析部１０にてパス確認情報を抽出し、内容の解析を行う（ステッ
プＳ１０４）。解析結果をＬＣＡＳ制御部１１へ送信する。
　　解析結果の例
　　　（ア）パス状態の確認指示である
　　　（イ）自分は始点ノードではない（ノード数カウンタ＋１＝２）
　　　（ウ）速度をＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更する
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【００３９】
　（５）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を実施す
る（ステップＳ１０５）。
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対して、ノード装置１Ｃへのパス確認情報中継
　　・クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部５へのパスの状態確認（空きパスチ
ャネル、故障有無など）
【００４０】
　（６）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、ノード装置１Ｃに対してパ
ス確認情報の転送を行う（ステップＳ１０６）。
【００４１】
　（７）転送されたノード装置１Ｃは、（４）～（６）のシーケンスと同様の処理を行い
、ノード装置１Ｄに転送する（ステップＳ１０７）。
【００４２】
　（８）ノード装置１ＤのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記指令を行う（
ステップＳ１０８）。
　　・クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部５へのパスの状態確認（空きパスチ
ャネル、故障有無など）
【００４３】
　（９）ノード装置１ＤのＬＣＡＳ制御部１１は、確認したパス状態の結果の送信指示を
ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対して行う（ステップＳ１０９）。
【００４４】
　（１０）ノード装置１ＤのＬＣＡＳ制御情報送受信部９は、パス状態の確認結果をＨ４
バイトに挿入しノード装置１Ａに転送する（ステップＳ１１０）。
【００４５】
　（１１）ノード装置１ＤからＨ４バイトを受信したノード装置１Ａは、ＬＣＡＳ制御情
報解析部１０にてパス確認情報を抽出し、内容の解析を行い、解析結果をＬＣＡＳ制御情
報送受信部９へ送信する（ステップＳ１１１）。
　　解析結果の例
　　　（ア）パス状態の確認指示である
　　　（イ）自分は始点ノードである（ノード数カウンタ＝４のまま）
　　　（ウ）速度をＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更する
【００４６】
　（１２）ノード装置１ＡのＬＣＡＳ制御情報解析部１０において、始点ノードと認識さ
れ、かつ自己を含む全ノードにおいてパス状態確認が正常判定された場合、ＬＣＡＳ制御
情報送受信部９に対し、下記指令を行う（ステップＳ１１２）。
　　・始点ＩＤ＝１　生存カウンタ＝３（３ノードを中継するリング）
　　・速度変更：ＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更
【００４７】
　（１３）ノード装置１ＡからＨ４バイトを受信したノード装置１Ｂは、ＬＣＡＳ制御情
報解析部１０にてパス情報を抽出し、内容の解析を行う。解析結果をＬＣＡＳ制御部１１
へ送信する（ステップＳ１１３）。
　　解析結果の例
　　　・パスの設定指示である
　　　・自分は始点ではない（生存カウンタ＝３－１＝２）
　　　・速度をＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更する
【００４８】
　（１４）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を行う
（ステップＳ１１４）。
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対してノード装置１Ｃへのパス設定情報中継
　　・クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部５へのパス設定指示



(10) JP 4711795 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

【００４９】
　（１５）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、ノード装置１Ｃに対して
パス設定情報の転送を行う（ステップＳ１１５）。
【００５０】
　（１６）ノード装置１Ｂからパス設定情報を受信したノード装置１Ｃは、（１３）～（
１５）と同様の動作を行い、ノード装置１Ｄに情報を転送する（ステップＳ１１６）。
【００５１】
　（１７）ノード装置１Ｃからパス設定情報を受信したノード装置１Ｄは、（１３）～（
１５）と同様の動作を行い、ノード装置１Ａに情報を転送する（ステップＳ１１７）。
【００５２】
　（１８）ノード装置１ＤからＨ４バイトを受信したノード装置１Ａは、ＬＣＡＳ制御情
報解析部１０にてパス情報を抽出し、内容の解析を行う（ステップＳ１１８）。解析結果
をＬＣＡＳ制御部１１へ送信する。
　　解析結果の例
　　　・パスの設定指示である
　　　・自分は始点である（ＩＤ＝１かつ生存カウンタ＝０）＝終点Ｎｏｄｅである
　　　・上記結果より、全ての区間でパス設定が完了している
　　　・パス設定完了をＨ４バイトにて送信
【００５３】
　（１９）ノード装置１ＡのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を行う
（ステップＳ１１９）。
　　・ＲＰＲ制御部１５に対して、パス帯域変更完了通知
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対してＨ４バイトを使用しノード装置１Ｂに対して
完了通知
【００５４】
　（２０）ノード装置１ＡのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、Ｈ４バイトを利用し、ノ
ード装置１Ｂに対して完了通知を実施する（ステップＳ１２０）。
【００５５】
　（２１）ノード装置１ＡからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１Ｂは、ＬＣＡＳ
制御情報解析部１０にて、パス設定完了通知を抽出し、内容の解析を行う（ステップＳ１
２１）。
　　解析結果の例
　　　・自分は始点装置ではない
　　　・パス設定完了をＨ４バイトにて送信
【００５６】
　（２２）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を行う
（ステップＳ１２２）。
　　・ＲＰＲ制御部１５に対して、パス帯域変更完了通知
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対してノード装置１Ｃに対して完了通知
【００５７】
　（２３）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、Ｈ４バイトを利用し、ノ
ード装置１Ｃに対して完了通知を実施する（ステップＳ１２３）。
【００５８】
　（２４）ノード装置１ＢからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１Ｃは（２１）～
（２３）と同様にノード装置１Ｄに情報を転送する（ステップＳ１２４）。
【００５９】
　（２５）ノード装置１ＣからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１Ｄは（２１）～
（２３）と同様にノード装置１Ａに情報を転送する（ステップＳ１２５）。
【００６０】
　（２６）ノード装置１ＤからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１Ａは、ＬＣＡＳ
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制御情報解析部１０にて、パス設定完了通知を抽出し、内容の解析を行う（ステップＳ１
２６）。
　　解析結果の例
　　　・自分は始点装置
　　　・ＬＣＡＳ制御は全て完了
【００６１】
　（２７）各ノード装置において、（２２）でＬＣＡＳ制御部１１よりＲＰＲ制御部１５
に送出したパス帯域変更完了通知により、ＬＣＡＳ帯域をＲＰＲ制御部１５にて認識する
（ステップＳ１２７）。その後はＲＰＲ機能により以下のように動作する（ステップＳ１
２８）。
【００６２】
　（２８）ＬＣＡＳ帯域は、ＲＰＲ制御部１５から帯域に余剰があると認識され、Ｅｔｈ
ｅｒｎｅｔ信号処理部７に対し、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号の変更が許可される。
【００６３】
　（２９）ＲＰＲ制御情報送受信部１３では、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７より下記情
報を抽出し、ＲＰＲ制御情報解析部１４に送出する。
　　・ＲＰＲコントロールフレーム（「ＲＰＲトポロジ情報」、「ＯＡＭ制御情報」、「
Ｆａｉｒｎｅｓｓ制御情報」）
【００６４】
　（３０）ＲＰＲ制御情報送受信部１３からＲＰＲ制御情報解析部１４に転送された情報
より、以下の解析を行う。
　　・ＲＰＲ状態は正常か
　　・設定されたパス帯域以上のＥｔｈｅｒｎｅｔデータが流入しているか
　　（帯域以上の流入があった場合は、隣接ノードへ流量制御を実施）
【００６５】
　（３１）ＲＰＲ制御部１５では、解析結果に基づき、以下の制御を実施する。
　　・余剰のフレームを送出する上位ノード装置に、送出量を抑える制御フレームの送出
　　・ＲＰＲ状態が正常ではない場合、切替を実施するための制御フレームの実施
　　・ＲＰＲ状態が異常から復帰している場合、切戻しを実施するための制御フレームの
送出
【００６６】
　（３２）送出されたＲＰＲ制御フレームをＲＰＲ制御情報送受信部１３が受信すると、
その内容に基づき、ＲＰＲ制御情報解析部１４による解析、ＲＰＲ制御部１５によるＲＰ
Ｒ制御を行い、リング内に流入するＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム量を調整する。
【００６７】
　（３３）ネットワークマネジメントシステム１７への完了通知は、（２７）のＬＣＡＳ
完了通知が正常にＲＰＲ制御情報送受信部１３に渡された時点で実施され、その後の動作
はＲＰＲ機能が自動的に実施する。
【００６８】
　＜手法２を利用したシステム構成における処理シーケンス＞
　図８に示すノード装置の配置を前提に、図１１および図１２に沿って処理を説明する。
【００６９】
　（１）運用者はネットワークマネジメントシステム１７を操作し、例えばノード装置１
Ａに対してＲＰＲ機能を用い、ＲＰＲ帯域変更（増減）の制御を実施する（ステップＳ２
０１）。制御は、ＲＰＲおよびＬＣＡＳ制御の始点となる装置を選択するが、始点となる
装置は、システム内（リング内）のどれを指定してもよい。ＬＣＡＳにて変更される帯域
は、ＲＰＲ帯域にて指定される容量により、自動的に算出されることも、手動で指定する
ことも可能とする。
　　例：　　　　　　　　　現在　　　　　　　　　　　変更後
　　　　ＲＰＲ増量　２００Ｍｂｙｔｅ　　　　→５００ＭＢｂｙｔｅ
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　　　　パス容量　　ＶＣ４－２Ｖ（３００Ｍ）→ＶＣ４－４Ｖ（６００Ｍ）
【００７０】
　なお、本手法で増量を行った際、変更後のＲＰＲ帯域量≦ＬＣＡＳパス帯域であった場
合は、ＬＣＡＳは動作しない。
　　例：　　　　　　　　　現在　　　　　　　　　　　変更後
　　　　ＲＰＲ増量　２００Ｍｂｙｔｅ　　　　→３００ＭＢ
　　　　パス容量　　ＶＣ４－２Ｖ（３００Ｍ）→変更なし（動作しない）　
【００７１】
　（２）ネットワークマネジメントシステム１７からの制御を受信したノード装置１Ａは
、監視制御部１６を介してＲＰＲ制御部１５が受け取り、ＲＰＲ制御部１５にて制御内容
を解析する（ステップＳ２０２）。また、クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部
５へパスの状態確認（空きパスチャネル、故障有無など）を行う。
【００７２】
　（３）ノード装置１Ａが解析の結果、ＲＰＲ帯域≦現在のパス帯域であり、パス増量要
（ＬＣＡＳ制御要）と判断した場合、ＬＣＡＳ制御部１１に必要ＬＣＡＳパス帯域情報を
送出する（手動でＬＣＡＳ帯域増とした場合は、この処理は割愛される）（ステップＳ２
０３）。
【００７３】
　（４）ＬＣＡＳ制御部１１は解析の結果、Ｈ４バイトにパス確認情報を挿入し、伝送路
２側に送信する（ステップＳ２０４）。パス確認情報には、速度変更するパスの始点（２
点を指定する場合は始点・終端点）情報と、変更する速度の情報を入れる。
　　パス確認情報の例
　　　・始点：ノード装置１Ａ（ノード数カウンタ＝１）
　　　・速度変更：ＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖ
【００７４】
　（５）ノード装置１Ａからパス確認情報を含んだＨ４バイトを受信したノード装置１Ｂ
は、ＬＣＡＳ制御情報解析部１０にてパス確認情報を抽出し、内容の解析を行う（ステッ
プＳ２０５）。解析結果をＬＣＡＳ制御部１１へ送信する。
　　解析結果の例
　　　（ア）パス状態の確認指示である
　　　（イ）自分は始点ノードではない（ノード数カウンタ＋１＝２）
　　　（ウ）速度をＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更する
【００７５】
　（６）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を実施す
る（ステップＳ２０６）。
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対して、ノード装置１Ｃへのパス確認情報中継
　　・クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部５へのパスの状態確認（空きパスチ
ャネル、故障有無など）
【００７６】
　（７）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、ノード装置１Ｃに対してパ
ス確認情報の転送を行う（ステップＳ２０７）。
【００７７】
　（８）転送されたノード装置１Ｃは、（５）～（７）のシーケンスと同様の処理を行い
、ノード装置１Ｄに転送する（ステップＳ２０８）。
【００７８】
　（９）ノード装置１ＤのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記指令を行う（
ステップＳ２０９）。
　　・クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部５へのパスの状態確認（空きパスチ
ャネル、故障有無など）
【００７９】



(13) JP 4711795 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

　（１０）ノード装置１ＤのＬＣＡＳ制御部１１は、確認したパス状態の結果の送信指示
をＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対して行う（ステップＳ２１０）。
【００８０】
　（１１）ノード装置１ＤのＬＣＡＳ制御情報送受信部９は、パス状態の確認結果をＨ４
バイトに挿入しノード装置１Ａに転送する（ステップＳ２１１）。
【００８１】
　（１２）ノード装置１ＤからＨ４バイトを受信したノード装置１Ａは、ＬＣＡＳ制御情
報解析部１０にてパス確認情報を抽出し、内容の解析を行い、解析結果をＬＣＡＳ制御情
報送受信部９へ送信する（ステップＳ２１２）。
　　解析結果の例
　　　（ア）パス状態の確認指示である
　　　（イ）自分は始点ノードである（ノード数カウンタ＝４）
　　　（ウ）速度をＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更する
【００８２】
　（１３）ノード装置１ＡのＬＣＡＳ制御情報解析部１０において、始点ノードと認識さ
れ、かつ自己を含む全ノードにおいてパス状態確認が正常判定された場合、ＬＣＡＳ制御
情報送受信部９に対し、下記指令を行う（ステップＳ２１３）。
　　・始点ＩＤ＝１　生存カウンタ＝３（３ノードを中継するリング）
　　・速度変更：ＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更
【００８３】
　（１４）ノード装置１ＡからＨ４バイトを受信したノード装置１Ｂは、ＬＣＡＳ制御情
報解析部１０にてパス情報を抽出し、内容の解析を行う（ステップＳ２１４）。解析結果
をＬＣＡＳ制御部１１へ送信する。
　　解析結果の例
　　　・パスの設定指示である
　　　・自分は始点ではない（生存カウンタ１＝２）
　　　・速度をＶＣ４－２Ｖ⇒ＶＣ４－５Ｖに変更する
【００８４】
　（１５）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を行う
（ステップＳ２１５）。
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対してノード装置１Ｃへのパス設定情報中継
　　・クロスコネクト部６およびＶＣＡＴパス処理部５へのパス設定指示
【００８５】
　（１６）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、ノード装置１Ｃに対して
パス設定情報の転送を行う（ステップＳ２１６）。
【００８６】
　（１７）ノード装置１Ｂからパス設定情報を受信したノード装置１Ｃは、（１４）～（
１６）と同様の動作を行い、ノード装置１Ｄに情報を転送する（ステップＳ２１７）。
【００８７】
　（１８）ノード装置１Ｃからパス設定情報を受信したノード装置１Ｄは、（１４）～（
１６）と同様の動作を行い、ノード装置１Ａに情報を転送する（ステップＳ２１８）。
【００８８】
　（１９）ノード装置１Ｄから、Ｈ４バイトを受信したノード装置１Ａは、ＬＣＡＳ制御
情報解析部１０にてパス情報を抽出し、内容の解析を行う。解析結果をＬＣＡＳ制御部１
１へ送信する（ステップＳ２１９）。
　　解析結果の例
　　　・パスの設定指示である
　　　・自分は始点である（ＩＤ＝１かつ生存カウンタ＝０）＝終点Ｎｏｄｅである
　　　・上記結果より、全ての区間でパス設定が完了している
　　　・パス設定完了をＨ４バイトにて送信
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【００８９】
　（２０）ノード装置１ＡのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を行う
（ステップＳ２２０）。
　　・ＲＰＲ制御部１５に対して、パス帯域変更完了通知
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対してＨ４バイトを使用しノード装置１Ｂに対して
完了通知
【００９０】
　（２１）ノード装置１ＡのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、Ｈ４バイトを利用し、ノ
ード装置１Ｂに対して完了通知を実施する（ステップＳ２２１）。
【００９１】
　（２２）ノード装置１ＡからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１ＢはＬＣＡＳ制
御情報解析部１０にて、パス設定完了通知を抽出し、内容の解析を行う（ステップＳ２２
２）。
　　解析結果の例
　　　・自分は始点装置ではない
　　　・パス設定完了をＨ４バイトにて送信
【００９２】
　（２３）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御部１１では、解析結果に従い、下記命令を行う
（ステップＳ２２３）。
　　・ＲＰＲ制御部１５に対して、パス帯域変更完了通知
　　・ＬＣＡＳ制御情報送受信部９に対してノード装置１Ｃに対して完了通知
【００９３】
　（２４）ノード装置１ＢのＬＣＡＳ制御情報送受信部９では、Ｈ４バイトを利用し、ノ
ード装置１Ｃに対して完了通知を実施する（ステップＳ２２４）。
【００９４】
　（２５）ノード装置１ＢからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１Ｃは（２２）～
（２４）と同様にノード装置１Ｄに情報を転送する（ステップＳ２２５）。
【００９５】
　（２６）ノード装置１ＣからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１Ｄは（２２）～
（２４）と同様にノード装置１Ａに情報を転送する（ステップＳ２２６）。
【００９６】
　（２７）ノード装置１ＤからＬＣＡＳ制御信号を受信したノード装置１ＡはＬＣＡＳ制
御情報解析部１０にて、パス設定完了通知を抽出し、内容の解析を行う（ステップＳ２２
７）。
　　解析結果の例
　　　・自分は始点装置
　　　・ＬＣＡＳ制御は全て完了
【００９７】
　（２８）各ノード装置において、（２３）でＬＣＡＳ制御部１１よりＲＰＲ制御部１５
に送出したパス帯域変更完了通知により、ＬＣＡＳ帯域をＲＰＲ制御部１５にて認識する
（ステップＳ２２８）。その後はＲＰＲ機能により以下のように動作する（ステップＳ２
２９）。
【００９８】
　（２９）各ノード装置のＲＰＲ制御部１５では帯域に余剰があると認識され、ＲＰＲ制
御情報送受信部１３に対し、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号の変更を許可する。
【００９９】
　（３０）ＲＰＲ制御情報送受信部１３では、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７より下記情
報を抽出し、ＲＰＲ制御情報解析部１４に送出する。
　　・ＲＰＲコントロールフレーム（「ＲＰＲトポロジ情報」、「ＯＡＭ制御情報」、「
Ｆａｉｒｎｅｓｓ制御情報」）
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【０１００】
　（３１）ＲＰＲ制御情報送受信部１３からＲＰＲ制御情報解析部１４に転送された情報
より、以下の解析を行う。
　　・増量可能なＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム量の算出
　　・ＲＰＲ状態の正常性
　　・Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部７におけるフレーム量
　　（帯域以上の流入があった場合は、隣接ノードへ流量制御を実施）
【０１０１】
　（３２）ＲＰＲ制御部１５では、解析結果に基づき、以下の制御を実施する。
　　・余剰のフレームを送出する上位ノード装置に、送出量を抑える制御フレームの送出
　　・ＲＰＲ状態が正常ではない場合、切替を実施するための制御フレームの実施
　　・ＲＰＲ状態が異常から復帰している場合、切戻しを実施するための制御フレームの
送出
【０１０２】
　（３３）送出されたＲＰＲ制御フレームを受信したノード装置１Ｂおよびノード装置１
Ｄ（つまりは隣接ノード装置）のＲＰＲ制御情報送受信部１３では、その内容に基づき、
ＲＰＲ制御情報解析部１４における解析、またその結果を持ってＲＰＲ制御部１５による
ＲＰＲ制御を行い、隣接ノード装置に対しリング内に流入するＥｔｈｅｒｎｅｔフレーム
量を調整するための制御フレームを送出する。
【０１０３】
　（３４）ノード装置１Ｂもしくはノード装置１Ｄから送出されたＲＰＲ制御フレームを
受信したノード装置１Ｃ（つまりは隣接ノード装置）のＲＰＲ制御情報送受信部１３では
、その内容に基づき、ＲＰＲ制御情報解析部１４における解析、またその結果を持ってＲ
ＰＲ制御部１５によるＲＰＲ制御を行い、隣接ノード装置に対しリング内に流入するＥｔ
ｈｅｒｎｅｔフレーム量を調整するための制御フレームを送出する。
【０１０４】
　（３５）ＲＰＲ制御が安定するまで（ある一定値に終息するまで）この動作は継続する
（これはＲＰＲの動作仕様）。
【０１０５】
　（３６）ネットワークマネジメントシステム１７への完了通知は、（２８）のＬＣＡＳ
完了通知が正常にＲＰＲ制御情報送受信部１３に渡された時点で実施され、その後の動作
はＲＰＲ機能が継続的に動作する。
【０１０６】
　以上説明したように、本発明にあっては、ＬＣＡＳ等の物理レイヤ上のノード装置間の
パス帯域増減機能およびＲＰＲ等のデータリンクレイヤのリングアプリケーション機能の
両機能を連動させるための制御情報を各々の制御情報に搭載・相関させることで、リング
内で正常性を確認しながら帯域の増減速作業を実施でき、トラフィックの著しい変化に柔
軟に対応して効率的な伝送を可能とするとともに、変更作業の効率化ならびに管理の容易
化を達成することができる。
【０１０７】
　すなわち、ＲＰＲシステムで従来技術では不可能であったＬＣＡＳ技術を併用し、サー
ビス中におけるＲＰＲ増減速を行うことが可能となる。また、ＬＣＡＳとＲＰＲを連動さ
せることで、ＡＤＭ（ＳＯＮＥＴ）におけるＲＰＲシステムでサービス断を伴わない帯域
の増減が可能となる。更に、ＬＣＡＳ機能をリング内で自動化させること、ならびに、Ｒ
ＰＲ機能の仕組み（帯域が変更されると常に自動的に動作する）を利用し、オペレーショ
ンの運用性向上が見込める。
【０１０８】
　以上、本発明の好適な実施の形態により本発明を説明した。ここでは特定の具体例を示
して本発明を説明したが、特許請求の範囲に定義された本発明の広範な趣旨および範囲か
ら逸脱することなく、これら具体例に様々な修正および変更を加えることができることは
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明らかである。すなわち、具体例の詳細および添付の図面により本発明が限定されるもの
と解釈してはならない。
【０１０９】
　本発明の他の形態につき以下に付記する。
（付記１）　物理レイヤ上でデータリンクレイヤのリングアプリケーションが動作するリ
ング型ネットワークにおける物理帯域の制御方法であって、
　物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置のパ
ス状態確認を行う工程と、
　全ノード装置のパス状態確認が正常に行えた場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパ
ス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減指示を行う工程と、
　パス帯域増減指示が正常に伝達された場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域
増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減完了確認を行う工程と、
　全ノード装置のパス帯域増減が正常に行えた場合に、データリンクレイヤのリングアプ
リケーション機能に帯域変更を認識させる工程とを備えたことを特徴とするリング型ネッ
トワーク帯域増減速方法。
（付記２）　上位のネットワークマネジメントシステムからの、物理レイヤ上のノード装
置間のパス帯域増減機能に基づくパス帯域増減の指示に従い、上記パス状態確認を行うこ
とを特徴とする付記１に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
（付記３）　上位のネットワークマネジメントシステムからの、データリンクレイヤのリ
ングアプリケーション機能に基づくパス帯域増減の指示に従い、上記パス状態確認を行う
ことを特徴とする付記１に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
（付記４）　上記リングアプリケーションに帯域変更が正常に認識された時点で上記ネッ
トワークマネジメントシステムにパス帯域増減の完了を通知することを特徴とする付記２
または３のいずれか一項に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
（付記５）　上記物理レイヤの帯域は、ＳＤＨ帯域もしくはＳＯＮＥＴ帯域であることを
特徴とする付記１に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
（付記６）　上記物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能はＬＣＡＳ機能であり
、制御情報はＨ４バイトを用いて伝達されることを特徴とする付記１に記載のリング型ネ
ットワーク帯域増減速方法。
（付記７）　上記データリンクレイヤのリングアプリケーション機能は、ＲＰＲ機能であ
ることを特徴とする付記１に記載のリング型ネットワーク帯域増減速方法。
（付記８）　物理レイヤ上でデータリンクレイヤのリングアプリケーションが動作するリ
ング型ネットワークに用いられるノード装置であって、
　物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置のパ
ス状態確認を行う手段と、
　全ノード装置のパス状態確認が正常に行えた場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパ
ス帯域増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減指示を行う手段と、
　パス帯域増減指示が正常に伝達された場合に、物理レイヤ上のノード装置間のパス帯域
増減機能の制御情報を用いて全ノード装置にパス帯域増減完了確認を行う手段と、
　全ノード装置のパス帯域増減が正常に行えた場合に、データリンクレイヤのリングアプ
リケーションに帯域変更を認識させる手段とを備えたことを特徴とするノード装置。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】ＳＤＨ／ＳＯＮＥＴ上でＲＰＲが動作するリング型ネットワークの構成例を示す
図である。
【図２】ＲＰＲ機能を示す図である。
【図３】ＬＣＡＳ機能を示す図である。
【図４】本発明の動作イメージ図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかるノード装置の構成例を示す図である。
【図６】ＬＣＡＳ制御に用いるＨ４バイト情報のフォーマット例を示す図である。
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【図７】ＲＰＲ制御に用いるＲＰＲコントロールフレームのフォーマット例を示す図であ
る。
【図８】ノード装置の配置例を示す図である。
【図９】手法１に基づく処理例を示す図（その１）である。
【図１０】手法１に基づく処理例を示す図（その２）である。
【図１１】手法２に基づく処理例を示す図（その１）である。
【図１２】手法２に基づく処理例を示す図（その２）である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１、１Ａ～１Ｄ　　ノード装置
　２　　　　　　　　伝送路
　３　　　　　　　　ＳＤＨ信号処理部
　４　　　　　　　　ＳＴＭ処理部
　５　　　　　　　　ＶＣＡＴパス処理部
　６　　　　　　　　クロスコネクト部
　７　　　　　　　　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ信号処理部
　８　　　　　　　　ＬＣＡＳ処理部
　９　　　　　　　　ＬＣＡＳ制御情報送受信部
　１０　　　　　　　ＬＣＡＳ制御情報解析部
　１１　　　　　　　ＬＣＡＳ制御部
　１２　　　　　　　ＲＰＲ処理部
　１３　　　　　　　ＲＰＲ制御情報送受信部
　１４　　　　　　　ＲＰＲ制御情報解析部
　１５　　　　　　　ＲＰＲ制御部
　１６　　　　　　　監視制御部
　１７　　　　　　　ネットワークマネジメントシステム
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