
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
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複数個の伝送装置と、前記伝送装置を接続する光パスとを少なくとも有し、前記光パス
には所定の伝送光の波長が割り当てられ、且つオーバーヘッド情報を有する伝送フレーム
を少なくとも用いてデジタル伝送をなす波長多重自己救済型ネットワークであって、前記
オーバーヘッド情報は障害に関する切替制御情報を有し、前記伝送装置は、前記各光パス
の波長アドレス情報と前記各光パスの障害情報とを少なくとも格納する波長アドレスマッ
プを構成する記憶手段を有し、現用光パスに障害が生じた際に、前記障害に関する切替制
御情報と前記波長アドレス情報と前記光パスの障害情報とに基づいて、光パスを切替える
ように構成されたことを特徴とする自己救済型光ネットワーク。

複数個の伝送装置と、前記伝送装置を接続する光パスとを少なくとも有し、前記光パス
は現用光パスあるいは予備光パスとして用いられ、前記光パスには所定の伝送光の波長が
割り当てられ、且つオーバーヘッド情報を有する伝送フレームを少なくとも用いてデジタ
ル伝送をなす波長多重自己救済型ネットワークであって、前記オーバーヘッド情報は障害
に関する切替制御情報を有し、前記伝送装置は、前記各光パスの波長アドレス情報と前記
各光パスの障害情報とを少なくとも格納する波長アドレスマップを構成する記憶手段を有
し、現用光パスに障害が生じた際に、前記障害に関する切替制御情報と前記波長アドレス
情報と前記光パスの障害情報とに基づいて、現用光パスを予備光パスへ切替えるように構
成されたことを特徴とする自己救済型ネットワーク。



【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は自己救済型光ネットワークに関するものである。わけても、波長多重伝送方式
あるいは時間分割伝送方式を用いた光ネットワークに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、回線サービスの信頼性を向上するため、光ネットワークの回線障害に対する信号の
救済を行うことができるネットワークが提案されている。この回線障害には、たとえば、
不意にによる伝送路の切断や劣化、中継器の故障などがあげられる。通常、このような光
ネットワークでは、こうした回線障害を自動的に検出し、伝送路の切替を自動的に行うよ
う設計されている。この様な光ネットワークをサバイバルネットワークと呼ぶ。
【０００３】
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複数個の伝送装置と、前記伝送装置を接続する光パスとを少なくとも有する波長多重自
己救済型ネットワークが、ＳＤＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｈｉｅｒ
ａｒｃｈｙ）ネットワークなることを特徴とする請求項１及び請求項２のいずれかに記載
の自己救済型光ネットワーク。

複数個の伝送装置と、前記伝送装置を接続する光パスとを少なくとも有する波長多重自
己救済型ネットワークが、ＳＯＮＥＴ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）ネットワークなることを特徴とする請求項１及び請求項２のいずれかに記載
の自己救済型光ネットワーク。

前記伝送装置をリング状に接続する光パスを少なくとも有し、この光パスを予備光パス
として用い得ることを特徴とする請求項１及び請求項２のいずれかに記載の自己救済型光
ネットワーク。

前記伝送装置を一連鎖状に接続する光パスを少なくとも有し、この光パスを予備光パス
として用い得ることを特徴とする請求項１及び請求項２のいずれかに記載の自己救済型光
ネットワーク。

前記光パスの２個以上が一つの光伝送路に設置されていることを特徴とする請求項１及
び請求項２のいずれかに記載の自己救済型光ネットワーク。

前記現用光パスにより構成されたリング網を少なくとも２個有することを特徴とする請
求項１及び請求項２のいずれかに記載の自己救済型光ネットワーク。

複数個の伝送装置と、前記伝送装置間を結びかつ光波長が割り当てられた現用光パスと
、前記伝送装置間を結びかつ光波長が割り当てられた予備光パスとを少なくとも有し、前
記伝送装置は、前記各光パスの波長アドレス情報と障害情報とを少なくとも格納する波長
アドレスマップを構成する記憶手段を有し、オーバーヘッド情報を有する伝送フレームを
少なくとも用いてデジタル伝送をなす波長多重サバイバルネットワークであって、（１）
ステップ１：前記オーバーヘッド情報の自動切替バイトが障害パターンを示すか否かを判
定するステップ、（２）ステップ２：波長アドレスマップ情報に基づいて、前記オーバー
ヘッド情報の自動切替バイトが受信した伝送装置宛か否かを判定するステップ、（３）ス
テップ３：自動切替バイトが、受信した伝送装置宛である場合、切替動作を開始するステ
ップ、（４）ステップ４：自動切替バイトが、受信した伝送装置宛でない場合、前記自動
切替バイトを転送するステップ、なる切替判定ステップを可能ならしめるごとく構成され
たことを特徴とする自己救済型光ネットワーク。



更に、このような伝送ネットワークの救済能力の向上のため、特に同期網ネットワークで
あるＳＤＨ方式またはＳＯＮＥＴ方式に則り切替が行えるようなサバイバルネットワーク
が提供されている。ＳＤＨ方式とはＳｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓＤｉｇｉｔａｌ  Ｈｉｅｒａ
ｒｋｃｈｙ方式の略称である。また、ＳＯＮＥＴ方式とはＳｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ  Ｏｐ
ｔｉｃａｌ  Ｎｅｔｗｏｒｋ方式の略称である。
【０００４】
その例を示せば、（１）複数の現用伝送路および予備伝送路を切り替える１：Ｎ型ＮＰＳ
（Ｎｅｓｔｅｄ  Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ  Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）システムや（２）現用伝送
路および予備伝送路によりリング状に接続した４Ｆｉｂｅｒ型ＢＬＳＲ（Ｂｉｄｉｒｅｃ
ｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｒｉｎｇ）システムなどである。
【０００５】
前者の例は、例えば、Ｆｉｂｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｕｒｖｉｖａｂ
ｉｌｉｔｙ、　１９９２　Ａｒｔｅｃｈ　Ｈｏｕｓｅ、ＩＮＣ　であり、後者の例は、Ｂ
ｅｌｌｃｏｒｅ　ＳＯＮＥＴ　ＢＬＳＲ　Ｇｅｎｅｒｔｉｃ
Ｃｒｉｔｅｒｉａ　ＧＲ－１２３０－ＣＯＲＥ、１９９３にみられる。
【０００６】
図２は、１：Ｎ型ＮＰＳシステムを説明する図である。図２において１０１～１０４は伝
送装置である。現用伝送路１０５～１０８は双方向伝送路を示しいる。ここでいう双方向
伝送路とは２本の光ファイバより形成される。図２ではこの双方向伝送路を一つの参照符
号に対する双方向の実線の矢印で示されている。
【０００７】
また、図２の例では次のような接続を持っている。現用伝送路１０５は伝送装置１０１内
の終端装置１１２と伝送装置１０２内のアッドドロップ装置（分岐挿入装置）に接続され
る。伝送路は信号の送信側で光送信機を用いて、受信機側で光受信機を用いて終端装置も
しくはアッドドロップ装置に接続される。さらに現用伝送路１０５は伝送装置１０２内の
アッドドロップ装置を用いて現用伝送路１０６と結合されている。現用伝送路１０７は伝
送装置１０２と伝送装置１０４内の終端装置と接続されている。そしてこの現用伝送路１
０７は伝送装置１０３で中継されている。符号１１３は中継装置を示す。すなわち、伝送
装置１０３で双方向伝送路１０７は予備伝送路に切替能力を有していない。他方、予備伝
送路１０９～１１１は図２に点線で示されている。この予備伝送路１０９～１１１は伝送
装置１０１～１０４のすべてを、各々の伝送装置内でアッドドロップ装置を用いて結合さ
れている。各々の伝送装置は現用伝送路を予備伝送路に切り替える能力を有している。
【０００８】
次に、ＮＰＳシステムの切替の例を示す。例えば、双方向伝送路１０７で障害が発生した
場合、どのように切り替えを行うかを説明する。双方向伝送路１０７は伝送装置１０２と
伝送装置１０４で終端されているため、これらの伝送装置で伝送路切替能力を有している
。この為、双方向伝送路１０７で障害が発生した場合、予備伝送路１１０と予備伝送路１
１１を使用して信号の伝送が行われる。図２に示した１：Ｎ型ＮＰＳシステムは、トラフ
ィック（主信号）の容量に応じて現用伝送路を敷設し、伝送装置内にアッドドロップ装置
や中継装置を選択できる。
【０００９】
図３は４Ｆｉｂｅｒ型ＢＬＳＲを説明する図である。図３において２０１～２０４は伝送
装置である。現用伝送路２２１～２２４と予備伝送路２１１～２１４は各々、伝送装置内
でアッドドロップ装置を介してリング状に結合されている。各々の伝送装置は現用伝送路
を予備伝送路に切り替える能力を有する。
【００１０】
この４Ｆｉｂｅｒ型ＢＬＳＲシステムでの回線障害に対する伝送路切替に関する基本動作
を述べる。図３はにおいて、現用伝送路２２１で障害が発生した場合、伝送装置２０１と
２０２で双方向伝送路切替を行い、予備伝送路２１１を使用して、信号救済を行う。また
、現用伝送路２２１と予備伝送路２１１の両方において障害が発生した場合、つまり、ケ
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ーブル断などの障害時には、リング型ネットワークの特徴である迂回経路を使用する、つ
まり、４Ｆｉｂｅｒ型ＢＬＳＲシステムは、伝送装置２０１と２０２で伝送路切替を行い
、予備伝送路２１２～２１４を使用することにより信号の救済を行うことができる。この
ようにリング型での救済方法の特徴は、時計回りと反時計回りの２つの経路を選択できる
ことである。この４Ｆｉｂｅｒ型ＢＬＳＲシステムは、ＧＲ－１２３０－ＣＯＲＥによっ
て提供されている。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
従来のサバイバルネットワークではケーブル断、光ファイバ断、光送受信部の故障などの
障害を救済するため、伝送路切替を行い、トラフィックを救済する。しかし、前述の１：
Ｎ型ＮＰＳシステムではトラフィックの需要に応じて光ファイバが必要となる。しかしな
がら光ファイバの本数が足りない場合、新たに伝送装置間に光ファイバを増設する必要が
あり、多大な敷設コストがかかってしまう。
【００１２】
また上述のＢＬＳＲシステムでは、次のような難点を持っている。ＢＬＳＲは１：１シス
テムであるため、現用伝送路の伝送容量の分だけの予備伝送路を敷設しなければならない
。従って、最大トラフィックの光スパンに必要な容量が、リング全体の容量となってしま
う。例えば、図３において伝送装置２０１と２０２の間のトラフィックだけがネットワー
クの中で最大容量値となるとき、現用伝送路２２１の最大容量値に設定するだけでなく、
リング全体をその最大容量値に設定しなければならない。つまり、トラフィックがリング
内のあるスパンに集中するほど、伝送路の使用効率や経済性に問題がある。
【００１３】
上述したように、サバイバルネットワークでは新たな需要の喚起により伝送容量に対応し
た光ファイバが必要となるため、増設コストさらにファイバの使用効率が問題となる。
【００１４】
本願発明は上記の諸問題を解決すべくなされたものである。
【００１５】
本願発明の第１の目的は、光ネットワークにおける光伝送路、例えば光ファイバの施設形
態によらず、障害時の予備光パス選択を柔軟に行い得る自己救済型光ネットワークを提供
することである。
【００１６】
本願発明の第２の目的は、自己救済型光ネットワークの光伝送路、例えば光ファイバの使
用効率を向上させることである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
本願発明の基本形態の概要を略述し、次いで本願明細書に開示される本発明の各種諸形態
の概要を説明する。
【００１８】
＜本願発明の自己救済型光ネットワークの構成の概要＞
本願発明の代表的な自己救済型光ネットワークは複数個の伝送装置と、前記伝送装置を接
続する複数の光パスとを少なくとも有し、前記光パスには所定の伝送光の波長が割り当て
あるいは時間分割によって割り当てられたられた信号が伝送され、且つオーバーヘッド情
報を有する伝送フレームを少なくとも用いてデジタル伝送をなす自己救済型光ネットワー
クであって、前記複数の光パスは前記複数の伝送装置を一連鎖に接続する光パスを有する
ことを特徴とする波長多重自己救済型光ネットワークである。
【００１９】
即ち、本願発明の波長多重の自己救済型光ネットワークはこの一連鎖に接続された光パス
を予備光パスとして用い得るごとく構成する点に要点がある。こうすることでいわゆるメ
ッシュ状の現用光パスで障害が発生したとき、予備光パスによって救済を行うことが出来
る。
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【００２０】
本願発明の自己救済方法は、波長多重型伝送方式、および時間分割伝送方式のいずれに対
しても適用可能である。
【００２１】
本願明細書では、波長の選択ないしは時間分割によって割り当てられる光学的な光のパス
を「光パス」と称する。即ち、光信号の論理的な接続路が「光パス」である。これに対し
て、この光パスを具体的に構成する物理的な接続路を「光伝送路」と称する。それは具体
的に例えば光ファイバが代表例である。従って、例えば一つの光伝送路に複数の光パスが
存在することが可能である。即ち、各光パスが波長の割り当てによっている場合、この通
信方式は通例光多重伝送と称されている。また、各光パスが時間分割によって割り当てら
れている場合、この通信方式は通例時間分割伝送方式と称されている。
【００２２】
尚、伝送フレームが有するオーバヘッドは、ネットワークの運用保守情報を転送する領域
のことである。また、このオーバヘッド内の自動切替用のバイトは、伝送システムの中継
器や伝送媒体の故障に対して、伝送端局装置間でシステム切り替えを制御する信号の授受
と、警報状態を示すのに使用されるものである。
【００２３】
光パスの切替えの為、自動切替バイト内の障害に関する切替制御情報、各光パスの障害情
報、波長アドレス情報などが必要である。上記の伝送装置は、いわゆるオーバーヘッド情
報を有する伝送フレームを少なくとも用いてデジタル伝送を行い得るものであるが、これ
らの伝送装置は前記各光パスの光多重化情報、例えば波長アドレス情報と前記各光パスの
障害情報とを少なくとも格納する波長アドレスマップを構成する記憶手段を有している。
尚、時間分割伝送方式の場合、上記光多重化情報は時間分割アドレス情報となる。
【００２４】
そして、現用光パスに障害が生じた際に、前記伝送フレームのオーバーヘッド内の自動切
替バイトの情報に基づき、前記障害に関する切替制御情報と波長アドレス情報を前記伝送
装置間で通信し、前記切替情報と前記波長アドレス情報と前記障害情報に基づいて、光パ
スを切替えるように構成される。尚、これらの具体例は発明の実施の形態の欄で述べられ
る。
【００２５】
光ネットワークでは、その論理的接続にしたがって、いわゆる現用光パス、予備光パスに
分けられるが、本光ネットワークでは各伝送装置の指示によって、各光パス自体は、現用
、予備のいずれの役割も果たすことが出来る。現用光パスは所望信号を伝送する光パスで
あり、一方、予備光パスは、光パスに何らかの障害が生じた場合に用いる光パスの呼称と
考えれば良い。
【００２６】
光ネットワークの基本構成として、これまで知られている代表的なＳＯＮＥＴ又はＳＤＨ
ネットワークに本願発明を適用して極めて有用なものである。ＳＯＮＥＴ又はＳＤＨネッ
トワークでは、この自動切替用のバイトはＡＰＳ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｐｒｏｔｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）バイトと称され、通例、Ｋ１およびＫ２の二つの領域で構
成されている。このＡＰＳバイトの詳細は後述する。
【００２７】
次いで本願明細書に開示される本願発明の各種形態の概要を列挙する。
【００２８】
本発明の光ネットワークの基本思想は、現用光パスで障害が発生した場合、波長アドレス
情報を含む切替情報の通信を伝送装置間で行い、予備光パスを使用して信号の救済を行う
ものであるが、光ネットワークの形態を容易にして切替を高速でかつ容易にするための光
ネットワークとして次の形態が考えられる。
【００２９】
（１）前記自己救済型光ネットワークが、前記伝送装置をリング状に接続する予備光パス
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とを少なくとも有する自己救済型光ネットワーク。
【００３０】
（２）前記自己救済型光ネットワークが、前記伝送装置を一連鎖にに接続する予備光パス
とを少なくとも有することを特徴とする自己救済型光ネットワーク。
【００３１】
（３）前記自己救済型光ネットワークが、１個の光伝送路で２個以上の光パスを少なくと
も含む自己救済型光ネットワーク。この形態は、光ファイバの使用効率を向上させ、光フ
ァイバなどの物理形態に依存されずに、フレキシビリティを高くする。
【００３２】
（４）また、本発明の自己救済型光ネットワーク形態として、前記本願の自己救済型光ネ
ットワークが、前記現用光パスにより構成されたリング網を少なくとも２つ以上含んでも
良い。
【００３３】
（５）本願発明の波長多重光ネットワークの基本動作は次のようにまとめられる。本願発
明の波長多重自己救済型光ネットワークは、複数個の伝送装置と、前記伝送装置間を結び
かつ光波長が割り当てられた光パスと、オーバーヘッド情報を有する伝送フレームを少な
くとも用いてデジタル伝送をなす波長多重サバイバルネットワークであって、前記伝送装
置は、前記各光パスの波長アドレス情報と前記各光パスの障害情報とを少なくとも格納す
る波長アドレスマップを構成する記憶手段を有し、前記現用光パスに障害が生じた際に、
前記伝送フレームのオーバーヘッド内の自動切替バイトの情報に基づき、前記障害に関す
る切替制御情報と波長アドレス情報を前記伝送装置間で通信し、前記切替情報と前記波長
アドレス情報と前記障害情報に基づいて、健全な光パスに切替えるように構成されている
。
【００３４】
前記波長多重サバイバルネットワークが、前記光パスとして現用光パスと予備光パスとし
て、論理的接続がなされている場合、前記切替情報と前記波長アドレス情報と前記障害情
報に基づいて、予備光パスに切替えるように構成されているということが出来る。
【００３５】
（６）前記波長多重サバイバルネットワークが、１個の光伝送路で２個以上の光パスを少
なくとも含むことを特徴とする前記項目（１）より項目（５）に記載の波長多重サバイバ
ルネットワーク。
【００３６】
（７）前記切替情報に、現用光パスの波長アドレスと伝送装置の切替状態とを少なくとも
含むことを特徴とする前記項目（１）より項目（６）に記載の波長多重サバイバルネット
ワーク。
【００３７】
（８）前記切替情報に、重要度の最も高い現用光パスの波長アドレスと、伝送装置の切替
状態とを少なくとも含むことを特徴とする前記項目（１）より項目（７）に記載の波長多
重サバイバルネットワーク。
【００３８】
（９）前記切替情報に、重要度の最も高い現用光パスの番号と切替情報を送信した伝送装
置番号と、この伝送装置の切替状態とを少なくとも含むことを特徴とする前記項目（１）
より項目（７）に記載の波長多重サバイバルネットワーク。
【００３９】
（１０）前記波長多重サバイバルネットワークが、前記現用光パスにより構成されたリン
グ網を少なくとも２つ以上含むことを特徴とする前記項目（１）より項目（７）に記載の
波長多重サバイバルネットワーク。
【００４０】
＜本願発明の光ネットワークの切替判定ステップの代表例＞
また、本発明の光ネットワークにおいて切替情報の通信を実現するためのネットワークは
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次の通りである。
【００４１】
数個の伝送装置と、前記伝送装置間を結びかつ光波長が割り当てられた現用光パスと、前
記伝送装置間を結びかつ光波長が割り当てられた予備光パスとを少なくとも有し、前記伝
送装置は、前記各光パスの波長アドレス情報と障害情報とを少なくとも格納する波長アド
レスマップを構成する記憶手段を有し、
オーバーヘッド情報を有する伝送フレームを少なくとも用いてデジタル伝送をなす波長多
重サバイバルネットワークにおいて、次に例示する切替判定ステップを有する。
【００４２】
（１）ステップ１：前記オーバーヘッド情報の自動切替バイトが障害パターンを示すか否
かを判定するステップ。
【００４３】
（２）ステップ２：波長アドレスマップ情報に基づいて、前記オーバーヘッド情報の自動
切替バイトが受信した伝送装置宛か否かを判定するステップ。
【００４４】
（３）ステップ３：自動切替バイトが、受信した伝送装置宛である場合、切替動作を開始
するステップ。
【００４５】
（４）ステップ４：自動切替バイトが、受信した伝送装置宛でない場合、前記自動切替バ
イトを転送するステップ。
【００４６】
＜伝送装置の概要＞
これまで、光ネットワークの論理的構成を中心に説明した。次に、この論理構成の具体的
な物理的構成例の概要を説明する。こうした装置のより具体的、実際的な構成は、発明の
実施の形態の欄で説明される。
【００４７】
本願発明の光ネットワークの例を図８に示す。本願発明がこの例に限定されないことはい
うまでも無い。波長多重サバイバルネットワークは、伝送装置１１～１４、光ファイバ１
５～１８、光パスアッドドロップ装置２１～２４、予備光パス３１～３４、現用光パス４
１、４２、４４－１、４４－２を有して構成されている。図８において光パスは双方向の
光パスを示している。但し、この例では、同一光ファイバを利用しているため、双方向の
光パスは異なる光波長を使用している。
【００４８】
伝送装置は次の要素を含んで構成されている。図１の符号９がこの例を示している。それ
は（１）光パスの送受信部５、６、（２）光伝送の制御手段３、および（３）パス切り替
え手段４を少なくとも有する。更に、制御手段３は光パスの波長アドレス情報と光パスの
障害情報の記憶手段である波長アドレスマップ２とオーバーヘッド処理手段１を有してい
る。この波長多重サバイバルネットワークは予備光パス３１～３４により光パスアッドド
ロップ機能を経てリング状に接続されている。現用光パス４１は伝送装置１１と１２によ
って終端されている。
【００４９】
前記各伝送装置１１～１４は光パスの光送受信部及びアッドドロップ機能を有している。
この機能に基づき各伝送装置は光パス切替能力を有することと成る。この切替はパス切替
手段４で行う。
【００５０】
光パスアッドドロップは、主に波長多重分離装置（ＷＤＭ）、光クロスコネクト、光中継
器、光フィルタや光スイッチまたは光サーキュレータなどにより構成された光学装置であ
る。この装置は、任意の光波長を選択し、アッド（Ａｄｄ、挿入）、ドロップ（Ｄｒｏｐ
、分岐）又はスルー（Ｔｈｒｏｕｇｈ、通過）することが可能な装置である。
【００５１】
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【発明の実施の形態】
本発明の波長多重サバイバルネットワークの具体例を図１、図３～図１２を使用して説明
する。
【００５２】
本発明の基本思想は、現用光パスに障害が生じた際に、伝送装置間で波長アドレスを含む
切替制御情報を相互に通信し、この切替制御情報をに基づいて、現用光パスで伝送されて
いる信号を予備光パスで伝送されるように、光パス切替を行う波長多重サバイバルネット
ワークである。
【００５３】
尚、以下の具体例で理解されるように、一つの光ファイバ内に波長多重で伝送される多数
の光のパスが存在する。
【００５４】
本願明細書において予備光パスとは、前述した通り、障害発生時に切替えられる光パスの
ことである。即ち、予備光パスとは、その役割を与えられた場合の呼称であり、特別それ
として固定的に設けられた光パスのことを指すものではない。従って、現用光パスで障害
が発生していないときは、信号を伝送するために予備光パスを使用することもできる。情
報を伝送するという観点から現用光パスも予備光パスも同一である。また言い換えれば、
すべての現用光パスが優先順位をもつとした場合、優先順位の低い現用光パスを予備光パ
スと呼ぶこともできる。つまり、優先順位の高い現用光パスで障害発生した場合、優先順
位の低い現用光パスを用いて優先順位の高い光パスの信号を救済する。もちろん、このと
き、優先度の低い現用光パスの信号を伝送することはできない。
【００５５】
図１は本発明の概略構成を示す図である。この概略構成は波長多重サバイバルネットワー
クの原理を説明するための一例である。本発明に関わる波長多重サバイバルネットワーク
では、次の要素を含んでいる。
【００５６】
図１の例は７つの伝送装置９の光ネットワークを例示している。この図は光りパスの論理
的な接続のみを示している。各伝送装置９は光パス７および光パス８によって光接続され
ている。この例で、実線の光パス８は現用光パス、点線の光パス７は予備光パスとして使
用された例である。
【００５７】
図１にその代表例が示されている各伝送装置９は次の要素を含んで構成されている。即ち
、それは（１）光パスの送受信部５，６、（２）光パス切替の制御手段３、および（３）
パス切り替え手段４を少なくとも有する。更に、制御手段３は光パスの波長アドレス情報
と光パスの障害情報の記憶手段である波長アドレスマップ２とオーバヘッド処理手段１を
有している。
【００５８】
前記切り替えオーバーヘッド処理手段１は通例ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ  Ｕｎｉｔ）で構成される。オーバヘッド処理手段１は、オーバーヘッドが要求さ
れている諸要求の処理を実行する。即ち、それはオーバヘッド内の切替情報と検出した障
害情報と、波長アドレス情報などが格納されている波長アドレスマップの情報を参照しな
がら解析して、切替判定等を行う。
【００５９】
図１の例では、送受信部６が現用光パスに対する送受信部、送受信部５が予備光パスに対
する送受信部である。現用光パス８は現用光パス送受信部６で送受信される。予備光パス
７は予備光パス送受信部５で送受信される。そして前記光パス送受信部は主信号の切替を
行うパス切替手段４に接続される。尚、送受信部の具体的構成は通例のもので良い。
【００６０】
光パス７、８への信号は主信号とオーバヘッドを有して構成される。この信号構成の詳細
は後述される。
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【００６１】
次に、光パスに伝送障害が起きた場合の伝送装置の動作について説明する。
【００６２】
前記光パス送受信部５、６は光パス７，８を監視し、伝送障害を検出した場合、その障害
情報を制御手段３内のオーバーヘッド処理手段１に送る。また前記光パス送受信部５，６
は他の伝送装置から送信されてくる信号のフレーム内のオーバヘッド情報を受信してオー
バヘッド処理手段１に送る。オーバーヘッド処理手段１は、オーバヘッド内の切替情報と
検出した障害情報と、波長アドレス情報などが格納されている波長アドレスマップの情報
を参照しながら解析して、切替判定を行い、オーバヘッドの処理を行う。即ち、処理手段
１は、受信された伝送フレ－ムのオ－バ－ヘッド内にあるＡＰＳバイトの切替情報と、処
理手段と同一ノ－ド内にある光パス送受信部５、６から通知された障害情報から切替判定
を行なう。そして、処理手段１は、光パス切替手段４で主信号を予備光パスへ切り替える
べきか否かを判定する。この時、ネットワ－クの接続状態および現在の障害状態等を記憶
した波長アドレスマップを参照にして、予備光パスに切り替えるべきか否かを判定する。
制御手段１はこの判定結果に基づいて光パス切替手段４に切り替え命令を行なう。そして
、処理手段１は、この判定結果に基づいて送信するべきＡＰＳバイトの情報を決定する。
尚、波長アドレスマップについては後述する。
【００６３】
尚、ＳＯＮＥＴ又はＳＤＨネットワークでの自動切替用のバイトはＡＰＳバイトと称され
ていることは前述したが、これは通例、Ｋ１およびＫ２の二つの領域で構成されている。
このＡＰＳバイト内での各種割り当ての具体例を図４に示す。Ｋ１バイト、Ｋ２バイトの
各々は８ビットを有する。ＡＰＳバイト内のＫ１バイトには（１）障害に対する優先度、
（２）現用に供する光パス番号が割り当てられる。Ｋ２バイトには（１）送信ノード番号
、（２）トリガ－のオン、オフ、及び（３）切替え状態、即ち、障害通知、遠隔通知、送
受信側切り替え、送信側切り替え、及び正常状態が割り当てられる。
【００６４】
また、波長アドレスマップには（１）光パス番号、（２）接続ノード、（３）第１優先予
備光パス、（４）第２優先予備光パスが格納されている。尚、前記（２）接続ノードには
前記光パスによって接続される伝送装置が指示されている。第１および第２の各予備光パ
スは予備光パスへの切替えに対する優先順位を示している。波長アドレスマップの例を図
１０に示す。この例で、例えば、光パス番号１を考えてみる。接続ノ－ドＡＢであるとノ
－ドＡとノ－ドＢの接続を意図している。そしてこの伝走路にある障害が発生した場合、
第１に予備パスとして優先されるのが、光パスＡＢであり、第１に予備パスとして優先さ
れるのが光パスＡＤＣＢであることを示している。
【００６５】
この結果、オーバヘッド処理手段１は、処理されたオーバヘッドを光パス送受信部に送る
。波長アドレスマップのデータをその処理結果に基づいて動的に更新する。さらにオーバ
ーヘッド処理手段１はこれらの結果に基づいて光パスの主信号をパス切替手段４により、
指示された予備光パスに切替える。
【００６６】
次に波長多重サバイバルネットワーク全体の光パスの切替方法の具体的な諸例を説明する
。
【００６７】
＜実施の形態１＞
図５は本発明の波長多重サバイバルネットワーク例を示す図である。この例は各伝送装置
が予備光パスによってリング状に接続されている例である。
【００６８】
尚、実施の形態１の光ネットワークは、本来原理的にはノード数に依存されないが、説明
を容易にするため、４ノードの波長多重サバイバルネットワークを用いて説明する。
【００６９】

10

20

30

40

50

(9) JP 3753866 B2 2006.3.8



この波長多重サバイバルネットワークは、伝送装置１１～１４、光ファイバ１５～１８、
光分岐挿入装置（通称、光パスアッドドロップ装置）２１～２４、予備光パス３１～３４
、現用光パス４１、４２、４４－１、４４－２を有して構成されている。
【００７０】
前記各伝送装置１１～１４は光パスの光送受信部及び分岐および挿入（アッドドロップ）
機能を有している。この機能に基づき各伝送装置は光パス切替能力を有することと成る。
この切替はパス切替手段４で行う。図４において光パスは双方向の光パスを示している。
但し、この例では、同一光ファイバを利用しているため、双方向の光パスは異なる光波長
を使用している。
【００７１】
この波長多重サバイバルネットワークは予備光パス３１～３４により光パスアッドドロッ
プ機能を経てリング状に接続されている。現用光パス４１は伝送装置１１と１２によって
終端されている。
【００７２】
光パスアッドドロップ装置は、主に波長多重分離装置（ＷＤＭ）、光クロスコネクト、光
中継器、光フィルタや光スイッチまたは光サーキュレータなどにより構成されている。こ
の装置は、任意の光波長を選択し、アッド（挿入：Ａｄｄ）、ドロップ（分岐：Ｄｒｏｐ
）またはスルー（通過：Ｔｈｒｏｕｇｈ）することが可能な装置である。例えば、現用光
パス４１において伝送装置１１から１２に伝送される信号は、まず光パスアッドドロップ
装置２１において、光パス４１に挿入（アッド）される。そしてその信号は光ファイバ１
５による光パス４１を経て光パスアッドドロップ装置２２で分岐（ドロップ）され、伝送
装置１２へ接続される。
【００７３】
図５に示された現用光パス４４－２について説明する。現用光パス４４－２は光伝送装置
１１と１３間のトラフィックを伝送する。このような場合、光伝送装置１１と１３におい
て終端装置に接続され、その伝送装置内で光パス切替能力を有する。光ファイバ１７と１
８は光パスアッドドロップ装置２４を介して接続されている。このとき現用光パス４４－
２は光パスアッドドロップ装置２４内を通過（スルー）している。従って、現用光パス４
４－２と伝送装置１４とは接続されない。
【００７４】
次に、光パスを増設する場合の方法について説明する。実施の形態１では、トラフィック
が増大した伝送装置内に現用光パスを終端する装置を設けるのみで、光パスの増設が可能
となる。
【００７５】
例えば、伝送装置１１と伝送装置１４の間でトラフィックが増大した場合について考える
。この時、伝送装置１１と１４内に光パスを終端する装置を設けると４４－１のように現
用光パスの増設が可能となる。即ち、物理的な伝送路の増設が不要である。尚、勿論、光
パスアッドドロップ装置２１と２４では光パスを分岐および挿入（アッドドロップ）する
機能が必要である。
【００７６】
このように光ファイバの新たな増設を必要とせずに、光現用パスを増設することで、伝送
容量の増設が可能である。このため、増設コストが削減でき、コストパフォーマンスに優
れている。尚、１本の光ファイバにおいては複数の光パスが伝送される場合、周知の波長
分割多重技術（もしくは周波数分割多重技術）が使用される。
【００７７】
［光パスの切替方法］
次に光パス切替方法について説明する。それは、例えば、光送受信部の故障などによる障
害のため、現用光パス４１の信号が劣化もしくは不通になった場合の処理方法である。
【００７８】
この場合、予備光パスを使用して現用光パス４１の信号を送信する。このとき使用する予
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備光パスの経路は、次の２つの選択肢がある。第一の優先経路は予備光パス３１の経路で
あり、第二の優先経路は予備光パス３２－３３－３４の経路である。通常前者をスパン切
替、後者をリング切替と呼ぶ。２つの切替のどちらを優先して選択するかはあらかじめ決
定しておく必要がある。この２つの切替え経路の選択は、前述した波長アドレスマップに
その優先順位が記憶されている。そして、この波長アドレスマップを参照して前述のオー
バーヘッドの処理がなされ、光パスの切替えが行われる。たとえば、スパン切替を試みた
のち、リング切替を試みるように設定しておく。前記例では、まず、予備光パス３１へ切
替を行うものとする。もし光ファイバ１５の切断などにより予備光パス３１が使用不可能
な場合、予備光パス３２～３４を使用してリング切替を行う。
【００７９】
このように予備光パスをリング状に接続した場合、時計回りと反時計回りの予備経路が選
択でき、稼働率や救済効率が向上する。
【００８０】
図６は、本発明に関わる光パスアッドドロップ装置の具体例を示す図である。図５は特に
図４の光パスアッドドロップ２４への適用を考えたものである。この光パスアッドドロッ
プは、波長多重分離装置２４－１と２４－２、中継器２４－３、光クロスコネクト２４－
４から構成されている。
【００８１】
光ファイバ１７には現用光パス４４－２ならびに予備光パス３３が伝送されている。光パ
ス４４ー２、３３は波長多重分離装置２４－２を経て、それぞれ中継器２４－３と光クロ
スコネクト２４－２に接続される。光ファイバ１８には現用光パス４４－１、４４－２な
らびに予備光パス３４が伝送されている。光パス４４－１、４４－２、３４は波長多重分
離装置２４－１を経て、光パス４４－２は中継器２４－３に、光パス４４－１と３４は光
クロスコネクト２４－２に接続される。光パス４４－１、３３、３４は光クロスコネクト
を経て伝送装置１４に接続される。いいかえると光パス４４－２は光パスアッドドロップ
装置２４を通過（スルー）しており、光パス３３、３４、４４－１では分岐、挿入（アッ
ドドロップ）している。
【００８２】
＜実施の形態２＞
図６は本発明の波長多重サバイバルネットワークの実施の形態２を示す図である。この例
は各伝送装置が予備光パスによって一連鎖に接続されている例である。尚、実施の形態２
の光ネットワークは、本来原理的にはノード数に依存されない。
【００８３】
この波長多重サバイバルネットワークは、伝送装置１１～１４、光ファイバ１５～１７、
光パスアッドドロップ装置２１～２４、予備光パス３１～３３、現用光パス４１－１、４
１－２、４２、４３から構成されている。光パスアッドドロップ装置の具体的構成は実施
の形態１において述べたものと同様である。各伝送装置は光パスの光送受信部及び分岐、
挿入（アッドドロップ）機能を有している。この結果、各伝送装置は光パスの切替能力を
有している。
【００８４】
この波長多重サバイバルネットワークは予備光パス３１～３３により各伝送装置内で各伝
送装置アッドドロップ機能を経て一連鎖に接続されている。現用光パス４１－２は障害発
生時には予備光パス３１と３２を使用する。つまり現用光パス４１－２は現用光パス４１
－１及び４２と予備光パス３１，３２を共有している。このように、複数の現用光パスで
予備光パスを共用することで予備系コストを低減している。
【００８５】
その他の基本的事項は実施の形態１と同様であるので説明は省略する。
【００８６】
＜実施の形態３＞
図８は本発明の波長多重サバイバルネットワークの実施の形態３を示す図である。実施の
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形態３は伝送装置１１と１２間の接続に光ファイバが二本使用されている例である。
【００８７】
この波長多重サバイバルネットワークは、伝送装置１１～１４、光ファイバ１５～１７、
光パスアッドドロップ装置２１～２４、予備光パス３１～３４、現用光パス４１－１、４
１－３、４２、４３から構成されている。予備光パス３１は光ファイバ２０を経て接続さ
れ、現用光パス４１－１、４１－３は光ファイバ１９を経て接続されている。光パスアッ
ドドロップ装置の具体的構成は実施の形態１において述べたものと同様である。
【００８８】
このように本発明の波長多重サバイバルネットワークは、光パスの接続形態のみに依存し
ているのであって、光ファイバなどの物理媒体の接続形態に依存していない。言い換えれ
ば、光ファイバの接続形態に依存しないため、新たな敷設などを必要とせずに既存の光フ
ァイバを利用できることを意味する。
【００８９】
また、光ファイバ１９で障害が発生した場合について考える。たとえば、光ファイバ１９
が切断された場合、現用光パス４１－１と４１－３も切断される。このときの救済の一例
として現用光パス４１－１を予備光パス３１を使用して救済し、現用光パス４１－３は予
備光パス３２～３４を使用してリング切替を行い、救済することができる。つまり予備光
パスと現用光パスを異なる光ファイバで伝送しておくと、光ファイバ切断などの障害に対
して救済効率が向上する。このように本発明の波長多重サバイバルネットワークは、救済
効率を考慮してネットワークを構築することが可能であり、ネットワークの構築にフレキ
シビリティがある。
【００９０】
＜実施の形態４＞
図９本発明の波長多重サバイバルネットワークの実施の形態４を示す図である。実施の形
態４は各伝送装置はリング状に接続されている例である。
【００９１】
この波長多重サバイバルネットワークは、伝送装置１１～１４、光ファイバ１５～１７、
光パスアッドドロップ装置２１～２４、予備光パス３１～３４、現用光パス４１－１、４
１－２、４２－１、４２－２、４３－１，４３－２４４－１，４４－２から構成されてい
る。
【００９２】
実施の形態４は現用光パス４１－１、４２－１、４３－１、４４－１は伝送装置１１～１
４を経てリング状に接続されている。さらに現用光パス４１－２、４２－２、４３－２、
４４－２も同様に伝送装置１１～１４を経てリング状に接続されている。このように現用
光パスによりリング網を形成することが可能である。この実施例の場合は、現用光パスに
より２つのリング網が形成されており、各々の現用光パスは各々の伝送装置間で同一光フ
ァイバを用いて伝送されている。また各リング網を異なる光ファイバで伝送するように設
計することもできる。
【００９３】
［ａ．光パスの切替方式］
次に、本例を用いて、光パス切替を実現するための光パス切替方式について説明する。デ
ジタル伝送は通常フレーム単位で伝送され、伝送フレームのオーバヘッドは同期デジタル
ハイアラキ（ＳＤＨ）や同期光通信網（ＳＯＮＥＴ）などによって規格化されている。自
動切替制御のため、そのオーバヘッド内にある自動切替バイト（ＡＰＳバイト）が割り当
てられている。ＡＰＳバイトはいわゆる「Ｋ１バイト」、および「Ｋ２バイト」の２つの
バイトを有する。
【００９４】
本波長多重サバイバルネットワークで切替を行う場合、光パスの障害状態と光パスの波長
アドレス情報と切替状態の情報とを含む切替情報の通信を行う必要である。この切替情報
の具体的な内容を示すと、「障害の重要度」、「光パス番号」、「送信ノード番号」およ
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び「切替状態」を少なくとも含む。「障害の重要度」は光パスの障害状態の情報である。
「光パス番号」と「送信ノード番号」とは光パスの波長アドレス情報である。「切替状態
」は伝送装置の切替状態の情報である。さらに柔軟な切替を可能とするため、「信号種類
」を定義する。
【００９５】
「障害の重要度」とは、トラフィックの重要度や誤り率測定による信号劣化度などから判
定した光パスの切替優先度のことである。複数の光パスで障害が発生した場合、この切替
優先度を使用して重要度を決定する。「光パス番号」とは現用光パスや予備光パスを区別
するための情報である。「送信ノード番号」とは切替情報を送信したノード（光伝送装置
）を示す情報である。「切替状態」とは切替情報を送信したノードの切替状態を示す情報
である。「信号種類」とは切替開始のためのトリガーか、もしくは高速切替のために情報
伝達のみを行う信号かを示す情報である。このような切替情報の通信には予備光パスで伝
送されるＫ１とＫ２バイトを使用する。
【００９６】
［ｂ．ＡＰＳバイトの使用例］
次にこのＡＰＳバイトの使用例について説明する。
【００９７】
図４は、本発明のＡＰＳバイトの使用例を示す図である。切替情報をＡＰＳバイトに割り
当てた一例である。たとえば、Ｋ１バイトには「障害の重要度」と「光パス番号」とを割
り当て、それぞれ４ビットづつ割り当てる。またＫ２バイトには「送信ノード番号」と「
信号種類」と「切替状態」とを割り当て、それぞれ４ビットづつ割り当てる。このように
割り当てると障害状態が１６状態、光パス数が１６パス（予備光パスが１パスとそれに対
応した現用光パスが１５パス）、ノード数が１６ノード、信号種類が２種類、切替状態が
８状態まで割り当てることができる。
【００９８】
［ｃ．波長アドレスの割り当て方］
図１１は、本発明に関わる波長アドレスの割り当て方を説明する図である。光ネットワー
クの構成は図８と同様である。
【００９９】
波長アドレスマップには、図１０を用いて説明したように各光パスの番号、接続ノード状
態、第１優先予備光パス、第２優先予備光パスが含まれている。光パス番号は伝送装置の
接続形態にのみ依存し、波長や光ファイバなどの接続形態には依存しない。現用光パスが
同一の予備光パスを使用する場合は、光パス番号を重複しないように割り当てる必要があ
る。また、第１優先予備光パスとは、障害が発生した現用光パスを救済するとき、最初に
切替を試みるべき光パスのことである。この第１優先予備光パスを使用できないとき、第
２優先予備光パスへの切替を試みる。
【０１００】
これらの情報はネットワーク構築時に各伝送装置内にある波長アドレスマップに記憶させ
ておく必要がある。例えば現用光パス４１について、光パス番号を「１」、接続ノード「
ＡＢ」、第１優先予備光パス経路「ＡＢ」、第２優先予備光パス経路「ＡＤＣＢ」と割り
当てる。また現用光パス４１－１は、現用光パス４４－２は予備光パス３４を共有してい
るため、光パス番号「２」を割り当てる。
【０１０１】
次のこの波長アドレスマップの使用方法について説明する。
【０１０２】
例えば、図１１の状態で光パス４１で障害が発生した場合、伝送装置ＡＢ間で切替情報の
通信を行い、切替経路を決定する。このとき波長アドレスマップより、まず第１優先予備
パス３１へ切替を試みる。この結果、切替可能であるならば予備光パス３１を使用する。
もし切替不可能な場合、言い換えると、光予備パス３１がすで使用されているかもしくは
予備光パス３１で障害発生しており、予備光パス３１が使用できない場合、伝送装置ＡＤ
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ＣＢ間を接続している第２優先予備パス３２、３３、３４への切替を試みる。
【０１０３】
この時、波長アドレスマップはつぎのように書き替えが行なわれる。光パス４１ヲ示す光
パス番号「１」と接続ノ－ド「ＡＢ」の状態は「信号障害」に変更される。障害復旧の際
、第１優先予備光パス３１を使用した場合、この光パス４１に対する第１優先予備光パス
の状態は「使用済み」となる。従って、この光パス３１を使用する予備光パスはすべて「
使用不可」と変更される。図１１にはこの例での波長アドレスマップのデ－タ書き替えが
、「波長アドレスマップのデ－タ変更前」及び「波長アドレスマップのデ－タ変更後」と
して例示されている。
【０１０４】
［ｄ．ＡＰＳバイトの処理過程］
図１１は、本発明のＡＰＳバイトの処理過程を説明するフローチャートである。
【０１０５】
１．障害を検出した伝送装置は、ＡＰＳバイトが障害情報を示すパターンか  否かを判定
する（Ｓ１）。
【０１０６】
２．障害パターンを示す場合、そのＡＰＳバイトが自伝送装置宛であるか否かを判定する
（Ｓ２）。
【０１０７】
３．自伝送装置宛である場合、予備光パスへの切替動作を開始する（Ｓ３）。自伝送装置
宛でない場合、予備光パスを経由して隣の伝送装置へそのＡＰＳバイトを転送する（Ｓ４
）。
【０１０８】
４．これらの判定は波長アドレスマップを参照しながら、制御手段３で行う。
【０１０９】
つぎにＡＰＳ信号のやり取りについて説明する。
【０１１０】
図１２は、本発明のＡＰＳバイトのタイムチャートの例を示す図である。
【０１１１】
ここでは一例として、図１０の現用光パス４４－２の障害例について説明する。
【０１１２】
最初に時間Ｔ０において信号１～４は障害状態の定常状態を示している。「＃０」は予備
光パスを示しており、「ＮＲ」とは正常状態を示している。「Ｓ」は切替トリガーではな
い信号であり、「ｉｄｌｅ」は切替が行われていない状態を示している。図１２における
Ｋ１，Ｋ２バイトの信号１、２、３、４として示している。Ｋ１，Ｋ２バイトには、図１
２のタイムチャートの送信信号を示す符号に各々対応する符号が付されている。
【０１１３】
１．時間Ｔ１に現用光パス４４－２の障害を伝送装置Ａで「ＳＦ」を検出した場合を考え
る。「ＳＦ」とは受信誤り率測定などにより障害判定を行った結果、切替優先度が高いと
判定された障害状態である。障害を検出したノードＡは、障害状態、波長アドレス情報と
切替状態を含んでいる切替情報を隣接しているノードＢとノードＤに向けて送信する（信
号５）。このとき障害状態として重障害「ＳＦ」を、波長アドレス情報として光パス番号
「１」、送信ノード「Ａ」、信号種類と切替状態の組み合わせにより切替要求を示す「ｒ
／ｉｄｌｅ」を送信する。この切替情報を受信したノードＤは、まずこの切替情報が障害
パターンを示すと判定する（この判断は図１１のフローチャートでのＳ１である。以下同
様である。）。
【０１１４】
２．次に各伝送装置で保持している波長アドレスマップを参照して切替情報を受信するべ
きノードを判定する（Ｓ２）。
【０１１５】
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３．この結果、この切替情報の受信ノードはＣであるため、隣接しているノードＣに転送
する（Ｓ４）。
【０１１６】
４．さらにこの切替情報を受信したノードＣは、障害パターン判定を行い（Ｓ１）、波長
アドレスマップを参照することにより自ノードが受信ノードであると判定する（Ｓ３）。
この結果、第１優先予備光パスである経路ＡＤＣ、つまり予備光パス３３、３４への切替
を開始する（Ｓ３）。
【０１１７】
５．ノードＣは、障害状態として重障害「ＳＦ」を、波長アドレス情報として光パス番号
「１」、送信ノード「Ｃ」、信号種類と切替状態の組み合わせにより切替応答を示す「ｒ
／Ｂｒ」を送信する（信号６）。
【０１１８】
６．切替応答を受信したノードＡは切替を完了して、信号種類と切替状態の組み合わによ
り切替完了を示す「ｒ／Ｓ＆Ｂ」をノードＣに送信する（信号７）。
【０１１９】
７．この切替完了を受信したノードＣも切替を完了してノードＡにその主旨を送信する（
信号８）。
【０１２０】
切替に関係ない伝送装置Ｂにもこの障害情報を送信するため、ノードＡとＣは信号種類と
切替状態の組み合わせにより情報送信を示す「ｓ／Ｓ＆Ｂ」を送信する（信号７ｓと８ｓ
）。この信号を受信したノードＢは波長アドレスマップの情報を更新する。このことによ
って、新たに障害が発生した場合など、高速切替判定が可能となり、切替時間の短縮にな
る。
【０１２１】
時間Ｔ２は現用光パス４４－２が予備光パス３３、３４を使用して、トラフィックを救済
しているときのＡＰＳ信号を示している。
【０１２２】
【発明の効果】
本願発明の自己救済型光ネットワークは光伝送路、例えば光ファイバの施設形態によらず
、障害時の予備光パス選択を柔軟に行い得る自己救済型光ネットワークを提供することが
できる。
【０１２３】
本願発明の自己救済型光ネットワークは自己救済型光ネットワークの光伝送路、例えば、
光ファイバの使用効率を向上させることができる。
【０１２４】
即ち、本願発明の自己救済型光ネットワークは光ファイバの敷設形態に影響されないため
、トラフィックの容量に応じて光パスを柔軟に張ることが可能になる。この結果、光ファ
イバの使用効率が向上し、またスルーノードで中継器を設置することによりネットワーク
が柔軟に構築でき、かつ低コスト化が可能となる。さらに、障害時の予備光パス選択に柔
軟性を持たせ、かつ高速な切替えが可能でなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の概略構成を示す図である。
【図２】図２は１：Ｎ型ＮＰＳシステムを説明する図である。
【図３】図３は４Ｆｉｂｅｒ型ＢＬＳＲを説明する図である。
【図４】図４はＡＰＳバイトのフォーマットの例を示す図である。
【図５】図５は本発明の波長多重サバイバルネットワーク例を示す図である。
【図６】図６は本発明に関わる光パスアッドドロップ装置の例を示す図である。
【図７】図７は本発明の波長多重サバイバルネットワーク例を示す図である。
【図８】図８は本発明の波長多重サバイバルネットワーク例を示す図である。
【図９】図９は本発明の波長多重サバイバルネットワーク例を示す図である。
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【図１０】図１０は本発明のＡＰＳバイトの使用例を示す図である。
【図１１】図１１は本発明に関わる波長アドレスの割り当て方を説明する図である。
【図１２】図１２は本発明のＡＰＳバイトの処理過程をフローチャートで説明する図であ
る。
【図１３】図１３は本発明のＡＰＳバイトのタイムチャートの例を示す図である。
【符号の説明】
１・・・オーバーヘッド処理手段、２・・・波長アドレスマップ、３・・・制御手段、４
・・・パス切替手段、５・・・予備光パス送受信部、６・・・現用光パス送受信部、７・
・・予備光パス、８・・・現用光パス、９・・・伝送装置、１０１～１０４・・・ＮＰＳ
伝送装置、１０５～１０８・・・双方向現用伝送路、１０９～１１１・・・双方向予備伝
送路、１１２・・・終端装置１１３・・・中継装置、１１４・・・アッドドロップ装置、
２０１～２０４・・・伝送装置、２１１～２１４・・・予備伝送路、２２１～２２４・・
・現用伝送路、１１～１４・・・伝送装置、１５～２０・・・光ファイバ、２１～２４・
・・光パスアッドドロップ装置、３１～３４・・・予備光パス、４１～４４、４１－１、
４１－２、４２－１、４２－２、４３－１、４３－２、４４－１、４４－２、・・・現用
光パス、２４－１～２４－２・・・波長多重分離装置、２４－３・・・中継器、２４－４
・・・光クロスコネクトである。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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