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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のプロトコルを通じてネットワーク接続される複数の伝送装置のそれぞれに制御情
報が設定される各々の伝送装置において、
　前記制御情報の承継先伝送装置である子装置に対し、既に前記制御情報を設定済みであ
る承継元伝送装置である親装置の指定を保守者より受ける処理部と、
　既にいずれかの伝送装置が親装置として登録されているかの情報を保持する親装置登録
部と、
　既に前記承継元伝送装置である親装置に一致する伝送装置が子装置として登録されてい
るかの情報を保持する子装置管理テーブルとを有し、
　前記処理部は、前記子装置における親装置登録部に既にいずれかの伝送装置が親装置と
して登録されているかの親装置登録有無の判断をし、
　前記子装置における子装置管理テーブルに、既に前記承継元伝送装置である親装置に一
致する伝送装置が子装置として登録されているかの子装置登録有無の判断をし、
　前記親装置登録有無の判断及び子装置登録有無の判断のいずれにおいても既登録がない
場合に、前記指定された親装置に対し、設定されている制御情報を前記承継先伝送装置で
ある子装置に対する転送の要求を行なう
　ことを特徴とする伝送装置。
【請求項２】
　所定のプロトコルを通じてネットワーク接続される複数の伝送装置のそれぞれに制御情
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報が設定される伝送装置間における制御情報の継承制御方法であって、
　前記制御情報の承継先伝送装置である子装置に対し、既に前記制御情報を設定済みであ
る承継元伝送装置である親装置を指定し、
　前記子装置における親装置登録部に既にいずれかの伝送装置が親装置として登録されて
いるかの親装置登録有無の判断をし、
　前記子装置における子装置管理テーブルに、既に前記承継元伝送装置である親装置に一
致する伝送装置が子装置として登録されているかの子装置登録有無の判断をし、
　前記親装置登録有無の判断及び子装置登録有無の判断のいずれにおいても既登録がない
場合に、前記指定された親装置に対し、設定されている制御情報を前記承継先伝送装置で
ある子装置に対する転送の要求を行なう
　ことを特徴とする伝送装置間における制御情報の継承制御方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　親装置における制御情報の設定変更時に、前記制御情報が継承の対象となる設定であれ
ば、前記子装置管理テーブルに登録されている全ての子装置に対して前記変更された制御
情報の部分のみを送り、
　前記前記変更された制御情報の部分を受けた子装置は、該当箇所に上書き保存する
　ことを特徴とする伝送装置間における制御情報の継承制御方法。
【請求項４】
　請求項２または３において、
　ネットワーク障害により設定の継承が失敗した場合は、保守者に対し、設定継承失敗ア
ラームを通知し、
　障害復旧時には、子装置から親装置へ自装置で管理している子装置管理テーブルを送信
し、前記親装置から子装置へ設定の再送を行い、完了した時点で、設定継承失敗アラーム
をクリアーすることを特徴とする伝送装置間における制御情報の継承制御方法。
【請求項５】
　請求項２において、
　前記親装置の指定の際に、前記親装置から継承される制御情報の全てを継承する完全継
承であるか、あるいは、変更の有った部分のみ参照して更新する参照継承であるかの区別
を行なうことを特徴とする伝送装置間における制御情報の継承制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝送装置間におけるネットワーク制御情報の継承制御方法及びこれを適用す
る伝送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光伝送技術において、波長の異なる複数の光信号を多重化して伝送するWDM（Wav
elength Division Multiplexing）の技術が実用化され、当該技術はますます進歩してい
る。
【０００３】
　図１は、複数のWDM伝送装置Ａ～Ｄにより構成される伝送ネットワーク構成の一例であ
る。複数のWDM伝送装置Ａ～Ｄ間は、 波長の異なる複数の光信号を多重化して伝送するWD
Mリング１で接続されている。
【０００４】
　技術の進歩に伴い、WDM伝送装置（以下単に伝送装置という）Ａ～Ｄには多くの光信号
を制御・監視できる処理能力が求められると同時に、光信号（波長数）の増加による一つ
の伝送装置当りの設定情報量の増加及び、ＷＤＭリング１の長距離化による伝送ネットワ
ーク内に置かれる伝送装置の数も著しく増大することになる。これに伴い、伝送ネットワ
ークの立上げ時、あるいは、新たに局を増設する際の制御情報の設定を行う作業量は増加
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の傾向にある。
【０００５】
　すなわち、制御情報の設定項目として、多重化前の低速ファシリティ種別（SONETOC192
,OC４８…Ethernet 10Gps,1Gps 等）設定、多重化後の高速ファシリティ（WDM）パラメー
タ設定、クロスコネクト設定、アラーム（警報レベル、閾値等）設定、ログインユーザ登
録設定、ネットワーク設定、局舎環境監視（House Keeping）設定等のネットワーク制御
情報がある。
【０００６】
　これらのネットワーク制御情報の設定項目は、1)全伝送装置で同じ設定をすることが多
いもの、2)Add／Drop装置あるいは、Repeater装置等の伝送装置種別ごとに同じ設定をす
ることが多いもの、3)各伝送装置固有の波長数等の設定をするもの、に分類することがで
きる。
【０００７】
　従来のネットワークシステムにおいては、上記1)～3)のネットワーク制御情報の全ての
設定を全伝送装置に対して、図１において、保守装置１００等から各伝送装置における設
定保存部１２２に処理部１２１の制御を介して個別に設定する必要があり、設定作業量の
増加に伴い、伝送系の立上げに要する時間と保守者の負担が大きかった。
【０００８】
　ネットワークシステムにおける伝送装置に対する設定に関する従来技術として分散型ネ
ットワークの固有情報設定方法が知られている（特許文献１）。この文献に記載の技術は
、回線固定接続等に関して親局から容易に設定または変更することができる様にすること
を目的として、子局に不揮発性メモリを設け親局からの指示で、前記不揮発性メモリにネ
ットワークの固有情報を設定保持する構成である。
【０００９】
　さらに、別の従来技術として、ＣＡＴＶルータのデータ中継状態を遠隔で設定変更する
ことにより、設定変更のために個々のユーザ宅に出向かなくてもよいとする技術が知られ
ている（特許文献２）。
【特許文献１】特開昭６３-７０５１号公報
【特許文献２】特開２００２－２４７１０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記したように、ＷＤＭリング１の長距離化の傾向に伴い、伝送ネットワーク内に置か
れる伝送装置数が増大し、従って設定量が増大する傾向にある。かかる傾向において、全
伝送装置に設定をする作業は、非常な時間を要する。また保守者による人為作業の為、設
定ミスを引き起こす原因も存在する。
【００１１】
　さらに、ネットワーク不通の際は、伝送装置が置かれている局まで出向き設定を行う必
要がある。
【００１２】
　したがって、本発明の目的は、上記問題を解決する、ネットワークに置かれる伝送装置
間におけるネットワーク制御情報の継承制御方法及び伝送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の本発明の目的を達成するネットワークに置かれる伝送装置間における制御情報の
継承制御方法の第１の態様は、所定のプロトコルを通じてネットワーク接続される複数の
伝送装置のそれぞれに制御情報が設定される伝送装置間における制御情報の継承制御方法
であって、前記制御情報の承継先伝送装置である子装置に対し、既に前記制御情報を設定
済みである承継元伝送装置である親装置を指定し、前記子装置における親装置登録部に既
にいずれかの伝送装置が親装置として登録されているかの親装置登録有無を判断し、前記
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子装置における子装置管理テーブルに、既に前記承継元伝送装置である親装置に一致する
伝送装置が子装置として登録されているかの子装置登録有無を判断し、前記親装置登録有
無の判断及び子装置登録有無の判断のいずれにおいても既登録がない場合に、前記指定さ
れた親装置に対し、設定されている制御情報を前記承継先伝送装置である子装置に対する
転送の要求を行なうことを特徴とする。
【００１４】
　上記の本発明の目的を達成する伝送装置間における制御情報の継承制御方法の第２の態
様は、第１の態様において、親装置における制御情報の設定変更時に、前記制御情報が継
承の対象となる設定であれば、前記子装置管理テーブルに登録されている全ての子装置に
対して前記変更された制御情報の部分のみを送り、前記前記変更された制御情報の部分を
受けた子装置は、該当箇所に上書き保存することを特徴とする。
【００１５】
　また、上記の本発明の目的を達成する伝送装置間における制御情報の継承制御方法の第
３の態様は、第１または第２の態様において、ネットワーク障害により設定の継承が失敗
した場合は、保守者に対し、設定継承失敗アラームを通知し、障害復旧時には、子装置か
ら親装置へ自装置で管理している子装置管理テーブルを送信し、前記親装置から子装置へ
設定の再送を行い、完了した時点で、設定継承失敗アラームをクリアーすることを特徴と
する。
【００１６】
　さらにまた、上記の本発明の目的を達成する伝送装置間における制御情報の継承制御方
法の第４の態様は、第１の態様において、前記親装置の指定の際に、前記親装置から継承
される制御情報の全てを継承する完全継承であるか、あるいは、変更の有った部分のみ参
照して更新する参照継承であるかの区別を行なうことを特徴とする。
【００１７】
　さらに、上記の本発明の目的を達成する伝送装置は、所定のプロトコルを通じてネット
ワーク接続される複数の伝送装置の、各々の伝送装置であって、前記制御情報の承継先伝
送装置である子装置に対し、既に前記制御情報を設定済みである承継元伝送装置である親
装置の指定を保守者より受ける処理部と、既にいずれかの伝送装置が親装置として登録さ
れているかの情報を保持する親装置登録部と、既に前記承継元伝送装置である親装置に一
致する伝送装置が子装置として登録されているかの情報を保持する子装置登録とを有し、
前記処理部は、前記子装置における親装置登録部に既にいずれかの伝送装置が親装置とし
て登録されているかの親装置登録有無の判断をし、前記子装置における子装置管理テーブ
ルに、既に前記承継元伝送装置である親装置に一致する伝送装置が子装置として登録され
ているかの子装置登録有無の判断をし、前記親装置登録有無の判断及び子装置登録有無の
判断のいずれにおいても既登録がない場合に、前記指定された親装置に対し、設定されて
いる制御情報を前記承継先伝送装置である子装置に対する転送の要求を行なうことを特徴
とする。
【００１８】
　本発明の特徴は、以下に図面に従い説明される発明の実施の形態例から更に明らかにな
る。
【発明の効果】
【００１９】
　上記の解決手段により、本発明により以下のような効果を得ることが出来る。
【００２０】
　第1に上位の伝送装置に装置情報を設定することで、配下の全伝送装置に対して、同じ
設定を一度で瞬時に正確に行うことができ、保守の運用性の向上につながる。
【００２１】
　ネットワーク障害により一時的に設定の継承が行えない場合であっても、ユーザ（保守
者）は気にすることなく上位伝送装置に対する設定を行い、障害復旧後に設定を自動的に
他の子装置に展開することができる。
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【００２２】
　ユーザは個々の伝送装置における設定状態を把握することができ、装置設定を変更した
場合、どの装置の設定に影響を及ぼすかが分かる。
【００２３】
　本発明の特徴は、以下に図面に従い説明される発明の実施の形態例から更に明らかにな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下図面に従い本発明の実施の形態例を説明する。なお、実施の形態例は本発明の理解
のためのものであり、本発明の技術的範囲は、これらに限定されるものではない。
【００２５】
　図２は、本発明の方法が適用されるネットワークに置かれる伝送装置の一構成例ブロッ
ク図である。
【００２６】
　図１との対応において、ＷＤＭリング１中の伝送装置Ａを示し、隣接する伝送装置Ｂ，
Ｄとは、ＷＤＭリング1を構成する光伝送路２０１，２１２で接続されている。
【００２７】
　図２において、前段の伝送装置Ｂの送信アンプ１０１から出力される波長多重された光
信号は光伝送路２０１を通して、伝送装置Aの受信アンプ１１１に入力される。受信アン
プ１１１の出力光２０２は、第１のカプラ１１２により通過光２０３と、反射光２０４に
分離される。
【００２８】
　反射光２０４は、多重分離回路１１３から所定波長の光信号２０５が分離（Drop）され
、波長変換装置（トランスポンダ）１３１により、波長変換されて出力信号２０６として
分岐出力される。
【００２９】
　第１のカプラ１１２を通過した透過光２０３は、可変減衰器１１４で所定レベルに減衰
され、第２のカプラ１１９に入力する。第２のカプラ１１９には、波長多重回路１１６か
らの所定波長の出力信号であって、第２の加減減衰器１１７によりレベル調整された所定
波長の挿入光信号２１０が入力し、前記透過光２０３と合波されて出力される。
【００３０】
　第２のカプラ１１９からの合波出力２１１は、送信アンプ１２０により増幅されて、光
伝送路２１２を通して次段の伝送装置Ｄに送られる。
【００３１】
　図２において、第１、第２のフォトダイオード１１５，１１８は、それぞれ加減減衰器
１１４，１１７の出力レベルを検知し、状態監視を行う。
【００３２】
　さらに、図２に示す伝送装置の構成において、制御処理部１２１と、上記したネットワ
ークにおける制御情報の設定項目が保存される設定保存部１２２を有している。
【００３３】
　設定保存部１２２に設定される制御情報（設定情報）に基づき制御処理部１２１により
前記可変減衰器１１４，１１７のレベル設定が行われる。設定保存部１２２には、制御処
理部１２１を通して、保守者１００によりネットワーク制御情報が設定される。
【００３４】
　図２において、各伝送装置間は、光信号伝送のためのＷＤＭリング１とは別個に、制御
信号を伝送するためのＬＡＮ伝送路３０１，３０２により接続されている。
【００３５】
　本発明の特徴は、かかる一つの伝送装置Ａの設定保存部１２２に設定保存されたネット
ワーク制御情報を他の伝送装置に保守者１００からのコマンドに基づき継承する制御方法
にある。
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【００３６】
　以下に、かかる本発明に従う設定情報の継承制御方法の実施例手順を説明する。
【００３７】
　図３Ａは、本発明に従う設定情報の継承制御方法において、保守者１００よりの要求に
より親装置から設定情報を全て継承する［完全継承］を説明する子装置側の親装置への要
求処理フロー図である。図４は、かかる処理フローに対応するコピー元の伝送装置(以降
、親装置Ｐaという)とコピー先の伝送装置(以降、子装置Ｃｂという)の関係を示す図であ
る。
【００３８】
　なお、図４におけるステップ記号は、図３Ａの手順を示す記号と対応して示されている
。以下の実施例説明においても同様である。
【００３９】
　図４において、子装置Ｃｂで、保守者１００から親装置指定要求（親＝Ｐａ）を受ける
（ステップＳ１）と、子装置Ｃｂの処理部１２１は、内部変数Ａpに指定先親装置Ｐａを
保持し（ステップＳ２）、親装置登録部１２３の登録内容Ｂを読み込み確認する（ステッ
プＳ３）。
【００４０】
　この確認において、登録内容ＢにＡｐを含むいずれかの伝送装置が既に登録されていれ
ば（ステップＳ４、Ｎｏ）、保守者に対して親装置指定要求拒否を通知し（ステップＳ５
）終了する。
【００４１】
　親装置登録部１２３にいずれの親装置が登録されていなければ、次いで子装置管理テー
ブル１２４のリストを読み込み参照する（ステップＳ６）。他の装置に対して当該装置Ｃ
ｂが親装置となっている場合には、このテーブルに対象の装置が子装置として登録されて
いる。
【００４２】
　したがって、読み込まれた子装置管理テーブル１２４のリストに子装置として前記指定
先親装置（＝Ａｐ）が存在するか否かを判断する（ステップＳ７）。
【００４３】
　ここで、既に子装置管理テーブル１２４のリストに指定先親装置（＝Ａｐ）が存在する
場合（ステップＳ７、Ｙｅｓ）は、当該伝送装置Ｃｂが既に親装置の地位になっているこ
とを示す。したがって、かかる場合、指定先親装置（＝Ａｐ）から設定情報の継承はでき
ないので、保守者１００に対し要求拒否のメッセージを通知する（ステップＳ５）。
【００４４】
　子装置管理テーブル１２４のリストに指定先親装置（＝Ａｐ）が存在しない場合は、継
承が可能であるので、保守者１００に対し、要求受付のメッセージを送る（ステップＳ８
）。
【００４５】
　次いで、親装置登録部１２３に、指定された親装置ＡｐのＩＰアドレスとともに［完全
継承］であることを登録書き込みする（ステップＳ９）。そして、登録されたＩＰアドレ
スの親装置Ａｐに対し、所定の制御信号用ネットワークプロトコル(ＴＣＰ／ＩＰ、ＯＳ
Ｉ：Open Systems  Interconnection，ＤＣＣ:Data Communication Channel)を通じて設
定送信要求と子装置管理テーブル１２４の内容を送信する（ステップＳ１０）。
【００４６】
　この際、所定の時間Ｔａ(秒)内において、親装置Ａｐからの継承を完了させるために、
設定保存部１２２において設定継承中フラグをＯＮにして（ステップＳ１１）、障害検知
タイマ(設定値Ｔａ)１２５を起動する（ステップＳ１２）。
【００４７】
　図５は、障害検知タイマ(設定値Ｔａ)１２５が、タイムアウトした場合の処理フローで
ある。図５において、障害検知タイマ(設定値Ｔａ)が、タイムアウトすると、その通知を
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処理部１２１により受け（ステップＳ１３）、保守者１００へ設定継承失敗のアラームを
通知する（ステップＳ１４）。次いで、処理部１２１は、リトライタイマ１２６に設定値
Ｔｂ(秒)を設定し、再起動する（ステップＳ１５）。
【００４８】
　図６は、更にリトライタイマ１２６が設定値Ｔｂをタイムアウトした時の処理フローで
ある。
【００４９】
　処理部１２１は、リトライタイマ１２６のタイムアウトの通知を受け（ステップＳ１６
）、リトライカウンタのタイムアウトの回数が２より大きくなったとき（ステップＳ１７
、Ｙｅｓ）、設定保存部１２２の設定継承中フラグをＯＦＦとして処理を終了する（ステ
ップＳ１８）。
【００５０】
　一方、リトライタイマ１２６が２未満の時（ステップＳ１７、Ｎｏ）は、登録されたＩ
Ｐアドレスの親装置Ａｐに対し、設定送信要求と子装置管理テーブル１２４の内容を送信
する（ステップＳ１９）。この際、リトライカウンタを＋１歩進し（ステップＳ２０）、
リトライタイマ１２６をＴｂに設定する（ステップＳ２１）。
【００５１】
　上記図３Ａの処理フローにおいては、親装置Ｐａにおける設定情報を完全に継承する［
完全継承］の場合を説明したが、これは、変更の有った部分のみ参照して更新することも
可能である。この場合は、［参照継承］の動作フローを示す図３Ｂにおいて、保守者１０
０から［完全継承］でなく［参照継承］の要求が送られる（ステップＳ１：図３Ｂ）。こ
れに対応して、図３Ｂの処理フローにおけるステップＳ９において、親装置登録部１２３
への登録は、完全継承の代わりに参照継承を登録し（ステップＳ９Ａ）、ステップＳ１０
において、親装置Ａｐに対する設定送信要求を［参照］とする（ステップＳ１０Ａ）。他
の処理は図３Ａに示したと同様である。
【００５２】
　ここで、上記した各装置間で送受されるデータ構造の例を図7に示す。
【００５３】
　図7において、７Ａは、親装置Ｐａに対する設定送信要求のデータ構造である。ＴＣＰ
ヘッダ部Iに続くＴＣＰデータ部IIには、データ種別番号ａ：設定送信要求を示す番号(１
バイト)、タイプ指定ｂ：完全継承か、参照継承かの識別(１バイト)、子装置管理テーブ
ルｃ：子装置管理テーブルの内容（可変サイズ）が含まれる。
【００５４】
　７Ｂは、後に説明する設定情報の継承元（親装置）から転送される共通部設定情報のデ
ータ構造の例である。ＴＣＰヘッダ部Iに続くＴＣＰデータ部IIには、データ種別番号ａ
：共通部設定情報転送を示す番号(１バイト)、共通部設定情報部ｄ：共通部設定情報（可
変サイズ）が含まれる。
【００５５】
　これらのデータ構造のヘッダ部Iには、７Ｃに示すように、保守者１００により指定さ
れる相手先装置ＩＤとＩＰアドレスが付される。子装置Ｃｂから7Ａのデータ構造により
親装置Ｐａに設定送信要求が送られる。親装置Ｐａから共通部設定情報が７Ｂのデータ構
造により子装置Ｃｂに転送される。
【００５６】
　図８は、子装置Ｃｂから設定送信要求を受けた親装置Ａｐ側の処理フローである。
【００５７】
　子装置Ｃｂより設定送信要求と子装置管理テーブルを処理部２２１(図４参照)により受
信する（ステップＳ２２）と、指定元の子装置番号Ｃｂを認識する（ステップＳ２３）。
【００５８】
　認識された子装置番号Ｃｂを基に、子装置管理テーブル２２４のリストを読み込み（ス
テップＳ２４）、前記子装置番号Ｃｂがリストに存在するか否かを判断する（ステップＳ
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２５）。
【００５９】
　すでに、前記子装置番号Ｃｂがリストに存在する場合（ステップＳ２５、Ｙｅｓ）は、
設定保存部２２２の共通部２２２－１の設定情報を読み込み（ステップＳ２７）、読み込
んだ共通部の設定情報を対応の子装置Ｃｂに転送して（ステップＳ２８）、親装置Ａｐの
処理が終了する。
【００６０】
　一方、ステップＳ２５において、前記子装置番号Ｃｂがリストに存在しない場合（ステ
ップＳ２５、Ｎｏ）は、受信した子装置管理テーブルを自装置の子装置管理テーブル２２
４に追加する（ステップＳ２６）。その後、ステップＳ２７以降の処理を行う。
【００６１】
　図９Ａ、図９Ｂは、図８の処理により親装置Ａｐから送られた設定情報に対する子装置
Ｃｂにおける処理の動作フローである。
【００６２】
　図4において、親装置Ａｐの処理部２２１により転送される共通部設定情報を子装置Ｃ
ｂの処理部１２１で受信すると（ステップＳ２９）、親装置登録部１２３の登録内容を読
み込む（ステップＳ３０）。
【００６３】
　親装置登録内容が親装置Ａｐでなければ処理を終了する（ステップＳ３１、Ｎｏ）。親
装置Ａｐであれば（ステップＳ３１、Ｙｅｓ）、全設定項目について、次の処理を繰り返
す。すなわち、［完全継承］であるか否かを確認し（ステップＳ３２）、完全継承であれ
ば、共通部１２２－１の内容を親装置Ａｐから送られた情報で上書きする（ステップＳ３
３）。
【００６４】
　一方、［完全継承］でなく、［参照継承］であれば（ステップＳ３２、Ｎｏ）、設定保
存部１２２の設定変更記憶部１２２－２の変更リストを読み込み（ステップＳ３４）、子
装置固有に設定変更されたものであるか否かを判断する（ステップＳ３５）。
【００６５】
　子装置固有に設定変更されたデータ項目に該当する場合は、親装置からの設定情報は無
視される（ステップＳ３５、Ｙｅｓ）。一方、子装置固有に設定変更された項目に該当し
なければ（ステップＳ３５、Ｎｏ）、親装置Ａｐの設定情報を共通部１２２－１に上書き
して、これを継承する（ステップＳ３３）。
【００６６】
　次いで、図９Ｂにおいて、設定保存部１２２における設定継続中フラグがＯＮ／ＯＦＦ
であるかを判断し（ステップＳ３６）、設定継続中フラグがＯＦＦであれば保守者１００
に設定変更を通知する（ステップＳ３７）。
【００６７】
　また、設定継続中フラグがＯＮであれば（ステップＳ３６、ＯＮ）、保守者１００に設
定継承完了の旨通知が行われる（ステップＳ３８）。次いで、設定継承中フラグをＯＦＦ
とする（ステップＳ３９）。
【００６８】
　この処理の過程で、設定継承失敗アラームが発生していると（ステップＳ４０、Ｙｅｓ
）、保守者１００に設定継承失敗アラーム解除を通知する（ステップＳ４１）。さらに、
障害検知タイマ１２５の設定値Ｔａを停止する（ステップＳ４２）。また、リトライタイ
マ１２６の設定値Ｔｂを停止する（ステップＳ４３）。
【００６９】
　次いで、子管理テーブル１２４の登録リストを読み込み（ステップＳ４４）、次の処理
を登録リストにある全子装置に対し繰り返す。
【００７０】
　すなわち、更新された共通部１２２－１の内容を読み込み（ステップＳ４５）、登録リ
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ストにある対応の子装置に設定設定情報を転送する（ステップＳ４６）。
【００７１】
　　図１０は、伝送装置が何らかの要因により再起動されたときの処理フローである。再
起動されると、親装置登録部１２３の登録内容を読み込む（ステップＳ４７）。登録情報
がなければ、処理を中止する（ステップＳ４８、Ｙｅｓ）。
【００７２】
　登録情報があれば（ステップＳ４８、Ｎｏ）、子装置管理テーブル２２４を読み込み（
ステップＳ４９）、［完全継承］であれば（ステップＳ５０、Ｙｅｓ）、親装置Ａｐへ設
定情報送信要求［完全］と子装置管理テーブル１２４のリストを送信し（ステップＳ５１
）、［参照継承］であれば（ステップＳ５０、Ｎｏ）、親装置Ａｐへ設定情報送信要求［
参照］と子装置管理テーブル１２４のリストを送信する（ステップＳ５２）。
【００７３】
　親装置Ａｐへの設定情報送信要求［完全］または［参照］と子装置管理テーブル１２４
のリストを送信すると、図３Ａ、３Ｂの処理ステップＳ１２と同様に、障害検知タイマ１
２５を設定値で起動する（ステップＳ５３）。
【００７４】
　図１１は、ネットワーク運用中に保守者１００により設定変更の要求があった時の処理
を示す実施例フロー図である。
【００７５】
　保守者より設定変更要求があると、親装置登録部１２３の登録内容（Ｂ）を読み出し（
ステップＳ６９）、完全承継か（ステップＳ６１）、参照承継か（ステップＳ６３）を判
断する。
【００７６】
　完全承継（ステップＳ６１：Ｙｅｓ）であれば、保守者１００の設定変更拒否を通知す
る（ステップＳ６２）。一方、参照承継（ステップＳ６３：Ｙｅｓ）であれば、該当の変
更を設定記憶部122-2に書き込む（ステップＳ６４）。
【００７７】
　完全承継でなく（ステップＳ６１：Ｎｏ）、参照承継でない（ステップＳ６３：Ｎｏ）
場合及び、変更の設定記憶部122-2への書き込み（ステップＳ６４）が行われた時は、共
通部122-1を上書きする（ステップＳ６５）。
【００７８】
　次いで、保守者１００に設定変更完了を通知する（ステップＳ６６）。さらに、子装置
管理テーブル１２４を読む込み（ステップＳ６７）、子装置管理テーブル１２４に登録さ
れている全子装置に対し、設定変更箇所のみを設定制御情報として転送する（ステップＳ
６８）。これにより、保守者１００により上位装置を設定することで、配下の全装置に対
し、同じ設定を一度で瞬時に正確に行うことができる。
【００７９】
　また、図１２は、ネットワーク障害により設定承継が不能であった場合のリトライ動作
の処理フローである。
【００８０】
　図4に示した障害検知タイマ１２５と同様の、図示省略されているネットワーク復旧監
視タイマのタイムアウト（ステップＳ７０）を契機に、先の継承処理に対し設定継承失敗
アラームが発生している場合（ステップＳ７１、Ｙｅｓ）、親装置登録部１２３に登録さ
れている親装置を読み込み（ステップＳ７２）、更に子装置管理テーブル１２４の子装置
リストの読み込み（ステップＳ７３）を行う。そして、親装置登録部１２３から読み込ん
だ親装置に設定送信要求と子装置管理テーブル１２４の内容を送信し、設定継承のリトラ
イを行う（ステップＳ７４）。
【００８１】
　子装置管理テーブル１２４の内容を送信すると、前記のネットワーク復旧監視タイマを
所定のタイマ時間Ｔｃで起動する（ステップＳ７５）。かかるステップＳ７０～Ｓ７５の
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処理を繰り返すことにより、ネットワーク障害により一次的に設定の継承が行えない場合
であっても、ユーザ（保守者）は気にすることなく上位伝送装置に対する設定を行い、障
害復旧後に設定を自動的に他の子装置に展開することが可能である。なお、上記ステップ
Ｓ７５において起動される所定のタイマ時間Ｔｃは、図４で説明したリトライタイマ１２
６の設定時間より長い時間が設定される。
【００８２】
　図１３は、保守者による親装置における子装置の設定情報を把握するための動作フロー
である。保守者より親装置に対し子装置管理テーブル１２４の参照要求を行う（ステップ
Ｓ８０）。要求された装置は、当該装置に対し登録される子装置のリストである子装置管
理テーブル１２４の内容を読み出し（ステップＳ８１）、その内容を保守者の要求に対す
る応答として通知する（ステップＳ８２）。
【００８３】
　これにより、保守者は、常に親装置における子装置の設定情報を把握することが可能で
ある。
【００８４】
　図１４は、更に本発明に従う他の実施例を説明する図である。先に説明した実施例では
、親装置と子装置の関係が１段の関係にある場合を説明する図である。これに対し、図１
４に示す実施例では、親装置Ｐａに対し更に親の関係にある親装置Ｐｄが接続される例で
ある。また、図１４では、親装置Ｐａに対し、子装置Ｃｂと並列関係に子装置Ｃｃが接続
されている。
【００８５】
　親装置Ｐａと子装置Ｃｃにおける継承動作は先に説明した親装置Ｐａと子装置Ｃｂにお
ける継承動作と同様である。
【００８６】
　かかる２段の親子関係にある場合の継承動作の特徴とメリットが図１５に関連して説明
できる。
【００８７】
　すなわち、図１５において、図１５Ａは、図３に関連して説明した動作に従う親子関係
が一段の構成である。一方、１２Ｂは、子装置Ｄに対し、子装置Ｅ，Ｆが更に子装置の関
係にあり、親装置Ａに対し２段接続されている例である。
【００８８】
　図１５Ａでは、親装置Ａに対し、５つの子装置Ｂ～Ｆが並列に接続され、保守者１００
の要求により親装置Ａの設定情報を子装置Ｂ～Ｆにおいて継承が行われる。この際、子装
置Ｄ，Ｅ，Ｆに対し保守者１００から個別の設定変更が行われている。
【００８９】
　図１５Ｂでは、親装置Ａの設定情報を子装置Ｂ，Ｃ，Ｄにおいて継承が行われ、保守者
１００により装置Ｄに設定変更が行われ、更に子装置Ｄの設定情報が子装置Ｅ，Ｆに対し
継承される構成である。
【００９０】
　かかる図１５Ａに対し、図１５Ｂに示すように多段にする構成のメリットを纏めると次
のようである。
【００９１】
　すなわち、設定を変更することで使用目的や状況にあわせて対応できるよう設計された
伝送装置では、ひとつの伝送装置で、あらゆる状況に柔軟に適応させようとするほど、そ
の設定項目量は増え、それに伴い、設定に要する作業量も増えてくる。
【００９２】
　先に説明したように、複数の伝送装置を組み合わせて使用する通信システムでは、それ
らの伝送装置ひとつひとつに設定する必要があり、伝送装置の数が増える程、作業量も増
える。
【００９３】
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　複数の伝送装置に対して、類似の設定を施す場合、ある伝送装置の設定情報をそれ以外
の伝送装置に継承（コピー）させると作業量を大幅に減少させられる。
【００９４】
　図１５Ａの例では、伝送装置Ａ～Ｆに対して設定を行う際、あらかじめ設定済みの伝送
装置Ａの設定情報を、それ以外の伝送装置Ｂ～Ｆに継承させ（i）、設定に差分がある伝
送装置Ｄ～Ｆにおいてその差分のみ設定を変更していく（ii）。
【００９５】
　これにより、伝送装置Ａと同じ設定であった装置Ｂ、Ｃには、いちいち保守者１００が
設定をしなくても良くなるため、作業を大幅に減少させることができる。また、装置Ｄ～
Ｆにおいても、部分的に同じ設定箇所があれば、そこは設定を行わなくても良いので、作
業量が軽減できる。
【００９６】
　さらに、設定のタイプをグループ分けできるような場合には、図１５Ｂに示すように多
段階に設定を継承させることで、大幅に作業量を減少させることができる。
【００９７】
　上記の図１５Ａの例では、伝送装置Ｄ～Ｆが同じ設定である。このように、設定のタイ
プをグループ（一つは伝送装置Ａ～Ｃのグループ、もう一つは、伝送装置Ｄ～Ｆのグルー
プ）に分けられる場合は、１２Ｂのように、あらかじめ設定済みの伝送装置Ａの設定情報
を、第１のグループの伝送装置Ｂ、Ｃ、Ｄのみに継承させ（i）、設定に差分のある伝送
装置Ｄのみ、その差分の設定を変更し（ii）、更に、伝送装置Ｄの設定情報を、伝送装置
Ｅ，Ｆに継承させる（iii）。
【００９８】
　かかる場合は、伝送装置Ｄと同じ設定であった伝送装置Ｅ，Ｆにも、個々に保守者１０
０が設定をしなくても良くなるため、作業を大幅に減少させることができる。このように
設定タイプをグループとして分けられる例としてはＷＤＭ伝送装置における設定などがあ
げられる。
【００９９】
　ＷＤＭ伝送装置では、一つの伝送装置を、低速信号をＷＤＭリングに挿入・分岐（ADD-
DROP）する局として使用したり、単にＷＤＭリング内での光の増幅だけを行う中継局とし
て使用したりするが、ADD-DROP局と、中継局では、設定情報のタイプが大きく異なり、か
つ、同じグループ内では、設定が似ていることが多いため、設定の多段継承は、作業量の
大幅な減少を得る意味で有効である。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　上記の通り、本発明により、上位伝送装置に装置情報を設定することで、配下の全伝送
装置に対して、同じ設定を一度で瞬時に正確に行うことができ、保守の運用性の向上につ
ながる。これにより通信システムに対し、効率的な保守とシステムの安定をもたらすこと
ができるので、産業上寄与するところ大である。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】複数のWDM伝送装置Ａ～Ｄにより構成される伝送ネットワーク構成の一例を示す
図である。
【図２】本発明の方法が適用されるネットワークに置かれる伝送装置の一構成例ブロック
図である。
【図３Ａ】本発明に従う設定情報の継承制御方法において、［完全継承］を説明する子装
置側の親装置への要求処理フロー図である。
【図３Ｂ】本発明に従う設定情報の継承制御方法において、［参照継承］を説明する子装
置側の親装置への要求処理フロー図である。
【図４】図３Ａの処理フローに対応するコピー元の伝送装置とコピー先の伝送装置の関係
を示す図である。
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【図５】障害検知タイマ(設定値Ｔａ)１２５が、タイムアウトした場合の処理フローであ
る。
【図６】リトライタイマ１２６が設定値Ｔｂをタイムアウトした時の処理フローである。
【図７】各装置間で送受されるデータ構造の例を示す図である。
【図８】子装置Ｃｂから設定送信要求を受けた親装置Ａｐ側の処理フローである。
【図９Ａ】図８の処理により親装置Ａｐから送られた設定情報に対する子装置Ｃｂにおけ
る処理の動作フロー（その１）である。
【図９Ｂ】図８の処理により親装置Ａｐから送られた設定情報に対する子装置Ｃｂにおけ
る処理の動作フロー（その２）である。
【図１０】伝送装置が何らかの要因により再起動されたときの処理フローである。
【図１１】保守者よりの設定変更要求時の処理フローである。
【図１２】ネットワーク障害復旧時のタイムアウト時の処理を説明する図である。
【図１３】子装置管理テーブル参照要求時の処理を説明する図である。
【図１４】本発明に従う他の実施例を説明する図である。
【図１５】図１１の実施例の継承動作の特徴とメリットを説明する図である。
【符号の説明】
【０１０２】
１００　保守者
Ｃｂ　子装置
Ｐａ　親装置
１２１　処理部
１２３　親装置登録部
１２４　子装置管理テーブル
１２２　設定保存部
１２５　タイマ
１２６　リトライカウンタ
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