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(57)【要約】
【課題】障害が発生していない通常運用状態の時に、運
用中の光信号に影響を与えずに、光スイッチの正常性を
確認する波長多重光伝送装置を得る。
【解決手段】光スイッチ３による入力ポート１～Ｎの選
択を順次切り替えると共に、その時に選択された入力ポ
ートに相当する送信トランスポンダ２－１～２－Ｎのう
ちのいずれかの送信トランスポンダにより抽出されたＢ
１バイトと送信トランスポンダ２－Ｒにより抽出された
Ｂ１バイトとの比較により光スイッチ３の正常性を判定
する送信監視制御部４を備えたので、各ｃｈに障害が発
生していない通常運用状態の時に、光スイッチ３による
入力ポート１～Ｎの選択を順次切り替えることにより、
運用中の光信号に影響を与えずに、光スイッチ３の正常
性を確認することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎ（Ｎは２以上の任意の自然数）系統の各系統から入力された光信号を各々異なる波長
の光信号に変換すると共に、各系統から入力された光信号から各々その系統を特定可能な
特定情報を抽出する常用系光信号送信手段と、
　上記各系統の常用系光信号送信手段の前段に各々設けられ、入力された光信号を分岐す
る光信号分岐手段と、
　上記光信号分岐手段により分岐された各系統の光信号のうちのいずれか１つを選択する
送信側光信号選択手段と、
　上記送信側光信号選択手段により選択された光信号を異なる波長の光信号に変換すると
共に、選択された光信号からその選択された系統を特定可能な特定情報を抽出する予備系
光信号送信手段と、
　上記送信側光信号選択手段による系統の選択を順次切り替えると共に、その時に選択さ
れた系統に該当する上記常用系光信号送信手段により抽出された特定情報と上記予備系光
信号送信手段により抽出された特定情報との比較によりその送信側光信号選択手段の正常
性を判定する送信監視制御手段と、
　上記常用系光信号送信手段および上記予備系光信号送信手段から出力された光信号を多
重する波長多重手段とを備えた波長多重光伝送装置。
【請求項２】
　波長多重された光信号をＮ＋１（Ｎは２以上の任意の自然数）系統の各々異なる波長の
光信号に分離する波長分離手段と、
　上記波長分離手段により分離されたＮ＋１系統のうちのＮ系統の各系統から入力された
光信号を各々異なる波長の光信号に変換する常用系光信号受信手段と、
　上記波長分離手段により分離されたＮ＋１系統のうちの１系統から入力された光信号を
異なる波長の光信号に変換する予備系光信号受信手段と、
　上記予備系光信号受信手段による変換後の光信号の波長とは異なる波長の光信号を発生
する監視光発生手段と、
　上記予備系光信号受信手段による変換後の光信号および上記監視光発生手段による光信
号のうちのいずれかを選択する監視光挿入手段と、
　上記監視光挿入手段により選択された光信号をＮ系統のうちのいずれの系統に伝送する
か１つの系統を選択する受信側光信号選択手段と、
　上記受信側光信号選択手段のＮ系統の後段に各々設けられ、入力された光信号のうちの
上記監視光発生手段による光信号の波長成分を分離する監視光分離手段と、
　上記各系統の常用系光信号受信手段から出力された光信号に上記監視光分離手段により
上記監視光発生手段による光信号の波長成分が除かれた該当する系統の光信号を合波する
光合波手段と、
　上記監視光分離手段により上記監視光発生手段による光信号の波長成分が分離された各
系統の光信号の有無を検出する光信号検出手段と、
　上記監視光挿入手段により上記監視光発生手段による光信号を選択させ、上記受信側光
信号選択手段による系統の選択を順次切り替えると共に、その時に選択された系統に該当
する上記光信号検出手段により検出される光信号の有無によりその受信側光信号選択手段
の正常性を判定する受信監視制御手段とを備えた波長多重光伝送装置。
【請求項３】
　Ｎ（Ｎは２以上の任意の自然数）系統の各系統から入力された光信号を各々異なる波長
の光信号に変換すると共に、各系統から入力された光信号から各々その系統を特定可能な
特定情報を抽出する常用系光信号送信手段と、
　上記各系統の常用系光信号送信手段の前段に各々設けられ、入力された光信号を分岐す
る光信号分岐手段と、
　上記光信号分岐手段により分岐された各系統の光信号のうちのいずれか１つを選択する
送信側光信号選択手段と、
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　上記送信側光信号選択手段により選択された光信号を異なる波長の光信号に変換すると
共に、選択された光信号からその選択された系統を特定可能な特定情報を抽出する予備系
光信号送信手段と、
　上記送信側光信号選択手段による系統の選択を順次切り替えると共に、その時に選択さ
れた系統に該当する上記常用系光信号送信手段により抽出された特定情報と上記予備系光
信号送信手段により抽出された特定情報との比較によりその送信側光信号選択手段の正常
性を判定する送信監視制御手段と、
　上記常用系光信号送信手段および上記予備系光信号送信手段から出力された光信号を多
重し、伝送路に伝送する波長多重手段と、
　上記伝送路から伝送され、波長多重された光信号をＮ＋１系統の各々異なる波長の光信
号に分離する波長分離手段と、
　上記波長分離手段により分離されたＮ＋１系統のうちのＮ系統の各系統から入力された
光信号を各々異なる波長の光信号に変換する常用系光信号受信手段と、
　上記波長分離手段により分離されたＮ＋１系統のうちの１系統から入力された光信号を
異なる波長の光信号に変換する予備系光信号受信手段と、
　上記予備系光信号受信手段による変換後の光信号の波長とは異なる波長の光信号を発生
する監視光発生手段と、
　上記予備系光信号受信手段による変換後の光信号および上記監視光発生手段による光信
号のうちのいずれかを選択する監視光挿入手段と、
　上記監視光挿入手段により選択された光信号をＮ系統のうちのいずれの系統に伝送する
か１つの系統を選択する受信側光信号選択手段と、
　上記受信側光信号選択手段のＮ系統の後段に各々設けられ、入力された光信号のうちの
上記監視光発生手段による光信号の波長成分を分離する監視光分離手段と、
　上記各系統の常用系光信号受信手段から出力された光信号に上記監視光分離手段により
上記監視光発生手段による光信号の波長成分が除かれた該当する系統の光信号を合波する
光合波手段と、
　上記監視光分離手段により上記監視光発生手段による光信号の波長成分が分離された各
系統の光信号の有無を検出する光信号検出手段と、
　上記監視光挿入手段により上記監視光発生手段による光信号を選択させ、上記受信側光
信号選択手段による系統の選択を順次切り替えると共に、その時に選択された系統に該当
する上記光信号検出手段により検出される光信号の有無によりその受信側光信号選択手段
の正常性を判定する受信監視制御手段とを備えた波長多重光伝送装置。
【請求項４】
　受信側光信号選択手段は、
　上記監視光挿入手段により選択された光信号をＮ＋１系統のうちのいずれの系統に伝送
するか１つの系統を選択するものとし、
　上記受信側光信号選択手段のＮ＋１系統目の後段に設けられ、入力される光信号の有無
を検出する光信号検出手段を備え、
　受信監視制御手段は、
　監視光挿入手段により予備系光信号受信手段による変換後の光信号を選択させ、上記受
信側光信号選択手段によりＮ＋１系統目を選択させると共に、その時に検出される光信号
の有無によりその監視光挿入手段の正常性を判定することを特徴とする請求項２または請
求項３記載の波長多重光伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光スイッチを用いたＮ（Ｎは２以上の任意の自然数）：１冗長構成を有す
る波長多重光伝送装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　Ｎチャネル（以下、ｃｈと言う）の光信号を多重して伝送する波長多重光伝送装置にお
いて、予備系のｃｈを用意し、１～Ｎｃｈのうちのいずれかの常用系のｃｈに障害が発生
した場合に、送信側では光スイッチにより障害が発生したｃｈの信号を予備系のｃｈに接
続し、受信側では予備系のｃｈからの信号を光スイッチにより障害が発生したｃｈへと出
力することにより障害を回避するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２１０００８号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の波長多重光伝送装置は以上のように構成されているので、送信側および受信側に
おける光スイッチは、１～Ｎｃｈのうちのいずれかの常用系のｃｈに障害が発生した場合
に、障害を迂回する経路を構成する際にのみ動作する。従って、これらの光スイッチが故
障し、切り替え動作が行えなくなっている場合においても、その光スイッチの故障検出が
できず、実際に常用系のｃｈに障害が発生して切り替え動作を行った時に初めて光スイッ
チが故障であることが判るため復旧に時間を要し、その間は信号断となるためサービスに
多大な影響を与えるという課題があった。
【０００５】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、障害が発生していない
通常運用状態の時に、運用中の光信号に影響を与えずに、光スイッチの正常性を確認する
ことができる波長多重光伝送装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る波長多重光伝送装置は、Ｎ系統の各系統から入力された光信号を各々異
なる波長の光信号に変換すると共に、各系統から入力された光信号から各々その系統を特
定可能な特定情報を抽出する常用系光信号送信手段と、送信側光信号選択手段により選択
された光信号を異なる波長の光信号に変換すると共に、選択された光信号からその選択さ
れた系統を特定可能な特定情報を抽出する予備系光信号送信手段と、送信側光信号選択手
段による系統の選択を順次切り替えると共に、その時に選択された系統に該当する常用系
光信号送信手段により抽出された特定情報と上記予備系光信号送信手段により抽出された
特定情報との比較により送信側光信号選択手段の正常性を判定する送信監視制御手段とを
備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、送信側光信号選択手段による系統の選択を順次切り替えると共に、
その時に選択された系統に該当する常用系光信号送信手段により抽出された特定情報と予
備系光信号送信手段により抽出された特定情報との比較により送信側光信号選択手段の正
常性を判定するので、常用系光信号送信手段や常用系光信号受信手段に障害が発生してい
ない通常運用状態の時に、送信側光信号選択手段による系統の選択を順次切り替えること
により、運用中の光信号に影響を与えずに、送信側光信号選択手段の正常性を確認するこ
とができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の実施の一形態を説明する。
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による波長多重光伝送装置の構成を示すブロック図であ
り、図において、光カプラ（光信号分岐手段）１－１～１－Ｎは、ｃｈ１～ｃｈＮの入力
光信号を２分岐するものである。送信トランスポンダ（常用系光信号送信手段）２－１～
２－Ｎは、光カプラ１－１～１－Ｎの後段に設けられ、各々入力された光信号を異なる波
長λ１～λＮの光信号に変換すると共に、各々入力された光信号のフォーマットからその
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ｃｈを特定可能な特定のバイトを抽出するものである。光スイッチ（送信側光信号選択手
段）３は、光カプラ１－１～１－Ｎにより分岐されたｃｈ１～ｃｈＮの入力光信号から１
本を選択して出力するものである。
【０００９】
　送信トランスポンダ（予備系光信号送信手段）２－Ｒは、光スイッチ３により選択され
た光信号を異なる波長λＮ＋１の光信号に変換すると共に、各々入力された光信号のフォ
ーマットからそのｃｈを特定可能な特定のバイトを抽出するものである。送信監視制御部
（送信監視制御手段）４は、光スイッチ３による入力ポート１～Ｎの選択を順次切り替え
ると共に、送信トランスポンダ２－１～２－Ｎのうちのその時に選択されたｃｈに相当す
る送信トランスポンダにより抽出された特定のバイトと送信トランスポンダ２－Ｒにより
抽出された特定のバイトとの比較により、光スイッチ３の正常性を判定するものである。
波長多重部（波長多重手段）５は、送信トランスポンダ２－１～２－Ｎ，２－Ｒから出力
された光信号を波長多重し伝送路６に送出するものである。
【００１０】
　波長分離部（波長分離手段）７は、伝送路６から受信される波長多重された光信号を波
長λ１～λＮ，λＮ＋１の各波長に分離するものである。受信トランスポンダ（常用系光
信号受信手段）８－１～８－Ｎは、波長λ１～λＮに分離された光信号を受信し、元の波
長に変換して出力するものである。受信トランスポンダ（予備系光信号受信手段）８－Ｒ
は、波長λＮ＋１に分離された光信号を受信し、元の波長に変換して出力するものである
。光スイッチ（受信側光信号選択手段）９は、受信トランスポンダ８－Ｒからの光信号を
ｃｈ１～ｃｈＮのうちのいずれのｃｈに伝送するか１つのｃｈを選択するものである。光
カプラ（光合波手段）１０－１～１０－Ｎは、受信トランスポンダ８－１～８－Ｎから出
力された光信号に光スイッチ９の各出力を合波するものである。
【００１１】
　図２はこの発明の実施の形態１による送信トランスポンダの詳細な構成を示すブロック
図であり、図において、光受信部２１は、入力された光信号を電気信号に変換するもので
ある。受信信号処理部２２は、受信信号の処理を行うものであり、受信信号のフォーマッ
トを認識して特定のバイトを抽出して出力するバイト抽出部２３を含むものである。送信
信号処理部２４は、信号の送信処理を行うものである。光送信部２５は、固有の波長の光
信号に変換して出力するものである。
【００１２】
　次に動作について説明する。
　送信側において、ｃｈ１～ｃｈＮの光信号は各々光カプラ１－１～１－Ｎにより２分岐
され、その一方が送信トランスポンダ２－１～２－Ｎに入力される。送信トランスポンダ
２－１～２－Ｎでは、入力された光信号を各々異なる波長λ１～λＮに変換し、波長多重
部５に出力する。また、光カプラ１－１～１－Ｎにより分岐されたもう一方は、光スイッ
チ３に接続される。光スイッチ３は、ｃｈ１～ｃｈＮの入力光信号からいずれかを選択し
て送信トランスポンダ２－Ｒに出力する。送信トランスポンダ２－Ｒは、入力された光信
号を波長λＮ＋１に変換して波長多重部５に出力する。波長多重部５は、波長λ１～λＮ
、および波長λＮ＋１を波長多重し、伝送路６に出力する。
【００１３】
　受信側では、伝送路６からの光信号を波長分離部７により波長λ１～λＮ、および波長
λＮ＋１に分離する。波長λ１～λＮ、および波長λＮ＋１は各々の波長に対応する受信
トランスポンダ８－１～８－Ｎ、および受信トランスポンダ８－Ｒに入力される。受信ト
ランスポンダ８－１～８－Ｎでは、各々入力された波長λ１～λＮの光信号を元のｃｈ１
～ｃｈＮの光信号の波長に変換して出力する。受信トランスポンダ８－Ｒでは、入力され
た波長λＮ＋１の光信号を元の波長に変換するが、装置に障害（ここでは、ｃｈ１～ｃｈ
Ｎのうちのいずれかのｃｈにおける送信トランスポンダあるいは受信トランスポンダの障
害）が発生していない状態では出力は停止させておく。受信トランスポンダ８－１～８－
Ｎの出力は、各々光カプラ１０－１～１０－Ｎにより光スイッチ９の出力ポート１～Ｎか
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らの出力と合波されるが、装置に障害が発生していない通常時は、受信トランスポンダ８
－Ｒの出力が停止しているため、光スイッチ９の各出力ポート１～Ｎからも光信号は出力
されず、受信トランスポンダ８－１～８－Ｎの出力がそのまま各光カプラ１０－１～１０
－Ｎから出力される。
【００１４】
　次に、ｃｈ１～ｃｈＮのうちのいずれかのｃｈに障害が発生した場合の動作について、
例として、送信トランスポンダ２－２に障害が発生した場合について説明する。
　送信側において、光スイッチ３は、ｃｈ２の光信号を選択して出力し、送信トランスポ
ンダ２－Ｒは、光スイッチ３から出力されたｃｈ２の光信号を波長λＮ＋１に変換して波
長多重部５に出力し、波長多重部５では、波長λ２を除く、波長λ１～λＮ、および波長
λＮ＋１を多重して伝送路６に出力する。なお、送信トランスポンダ２－２の障害は、こ
こでは図示されない既知の手段により受信側へと通知される。
【００１５】
　受信側においては、送信トランスポンダ２－２の障害を通知されると、受信トランスポ
ンダ８－２の出力を停止する。波長分離手段７により分離された波長λＮ＋１の光信号は
受信トランスポンダ８－Ｒに入力され、元のｃｈ２の光信号に波長変換されて光スイッチ
９へと出力される。光スイッチ９は、出力ポート２を選択し、受信トランスポンダ８－Ｒ
からの光信号を、障害が発生した送信トランスポンダ２－２の波長λ２に対応する受信ト
ランスポンダ８－２の出力と合波するカプラ１０－２へと出力する。この時、受信トラン
スポンダ８－２は、出力を停止しているので、光カプラ１０－２からは受信トランスポン
ダ８－Ｒから出力され、光スイッチ９を経由したｃｈ２の光信号が出力される。これによ
り、ｃｈ２の光信号は障害を回避して伝送が行われる。
【００１６】
　次に、障害が発生していない通常運用状態の時に、運用中の光信号に影響を与えずに、
送信側における光スイッチ３の正常性を確認する場合の動作について説明する。
　ここでは、例として、入力信号がＳＤＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｈｙｅｒａｒｃｈｙ，ＩＴＵ　Ｇ．７０７）に準拠する場合について説明する。
　図３はＳＴＭ－１の信号フォーマットを示す説明図であり、フレームは２７０バイト×
９行で構成され、各行の先頭９バイトがオーバヘッド、残り２６１バイトがユーザデータ
等を収容するペイロードである。ここで、例として、オーバヘッド中のＢ１バイトには一
つ前に先行するフレーム全体のパリティチェックの結果が挿入されている。このパリティ
チェックの結果は、前フレーム全体のビット列から計算されたものであり、このフレーム
に特有のパターンとなる。
【００１７】
　図１において、送信トランスポンダ２－１～２－Ｎ、および送信トランスポンダ２－Ｒ
は、上記のとおり、入力された光信号を各々異なる波長λ１～λＮ、およびλＲに変換し
て波長多重部５に出力するものであるが、入力された光信号について、Ｂ１バイトを抽出
して送信監視制御部４に送出する。
　それら送信トランスポンダ２－１～２－Ｎ、２－Ｒの具体的構成を示したのが図２であ
り、図２において、光受信部２１では、入力された光信号を電気信号に変換し、受信信号
処理部２２では、受信信号の処理を行う。受信信号処理部２２におけるバイト抽出部２３
では、図３に示した受信信号のフォーマットを認識して特定のＢ１バイトを抽出して出力
する。送信信号処理部２４では、信号の送信処理を行い、光送信部２５では、固有の波長
の光信号に変換して出力する。
【００１８】
　図１において、送信監視制御部４は、光スイッチ３を制御して、一定、あるいは任意の
タイミングで切り替え制御を行い、送信トランスポンダ２－Ｒに接続する入力光信号を切
り替える。例えば、送信監視制御部４は、光スイッチ３が送信トランスポンダ２－１に入
力されているｃｈ１の光信号を選択して送信トランスポンダ２－Ｒに接続するように制御
する。この時、送信監視制御部４は、送信トランスポンダ２－１により抽出されたＢ１バ
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イトのパターンと、送信トランスポンダ２－Ｒにより抽出されたＢ１バイトとのパターン
の比較を行い、一致していれば光スイッチ３の選択動作は正常であり、一致しなければ光
スイッチ３の選択が正常に行われていないものと判定することができる。送信監視制御部
４は、この動作を光スイッチ３の全ての入力ポートについて同様に判定を行うことで、光
スイッチ３の全ての動作が正常に動作するか否かを確認することができる。なお、この動
作は、送信トランスポンダ２－１～２－Ｎが伝送する運用中の信号には一切の影響を与え
ず、また、光信号の経路には構成要素の追加が不要であり、装置の故障率を増加させるこ
とがない。
【００１９】
　なお、上記実施の形態１では、信号フォーマットとしてＳＴＭ－１を用いて説明したが
、ＳＤＨのＳＴＭ－４、ＳＴＭ－１６、ＳＴＭ－６４等、他のフレームについても同様に
適用が可能である。また、識別の方法としてオーバヘッドのＢ１バイトを用いて説明した
が、他にもＢ２バイト等のフレームの固有の値を持つバイトであれば同じく適用が可能で
ある。
　また、同様に入力信号がＯＴＮフレーム（ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７０９）についても、オー
バヘッド中のパリティバイト（ＳＭバイト等）を用いることで同様の効果が得られる。
【００２０】
　以上のように実施の形態１によれば、光スイッチ３による入力ポート１～Ｎの選択を順
次切り替えると共に、その時に選択されたｃｈに相当する送信トランスポンダ２－１～２
－Ｎのうちのいずれかの送信トランスポンダにより抽出されたＢ１バイトと送信トランス
ポンダ２－Ｒにより抽出されたＢ１バイトとの比較により光スイッチ３の正常性を判定す
るので、各ｃｈに障害が発生していない通常運用状態の時に、光スイッチ３による入力ポ
ート１～Ｎの選択を順次切り替えることにより、運用中の光信号に影響を与えずに、光ス
イッチ３の正常性を確認することができる効果がある。
【００２１】
実施の形態２．
　図４はこの発明の実施の形態２による波長多重光伝送装置の構成を示すブロック図であ
り、図において、監視光発生部（監視光発生手段）１１は、波長λ１～λＮ＋１とは異な
る波長の光信号（監視光）を発生するものである。監視光挿入部（監視光挿入手段）１２
は、受信トランスポンダ８－Ｒからの光信号および監視光発生部１１による光信号のうち
のいずれかを選択するものである。光スイッチ（受信側光信号選択手段）１３は、監視光
挿入部１２により選択された光信号を出力ポート１～Ｎ＋１のうちのいずれに伝送するか
１つの出力ポートを選択するものである。
【００２２】
　監視光分離部（監視光分離手段）１４－１～１４－Ｎ＋１は、光スイッチ１３の後段に
各々設けられ、各出力ポート１～Ｎ＋１から入力された光信号を監視光発生部１１による
光信号の波長成分とそれ以外の波長成分とに分離するものである。光信号検出部（光信号
検出手段）１５－１～１５－Ｎは、監視光分離部１４－１～１４－Ｎにより監視光発生部
１１による光信号の波長成分が分離された各出力ポートの光信号（監視光の波長成分のみ
）の有無を検出し、光信号検出部（光信号検出手段）１５－Ｎ＋１は、監視光分離部１４
－Ｎ＋１により監視光発生部１１による光信号の波長成分が分離された出力ポートの光信
号（監視光の波長成分が除かれたもの）の有無を検出するものである。なお、これら光信
号検出部１５－１～１５－Ｎ＋１は、光信号の有無が検出できれば良いため、安価且つ簡
易な構成で良い。また、光カプラ１０－１～１０－Ｎは、受信トランスポンダ８－１～８
－Ｎから出力された光信号に、監視光分離部１４－１～１４－Ｎからの監視光発生部１１
による光信号の波長成分が除かれた出力を合波するものである。
【００２３】
　受信監視制御部（受信監視制御手段）１６は、監視光発生部１１の起動および停止制御
、監視光挿入部１２の選択制御、光スイッチ１３の各出力ポートへの切り替え制御を行い
、監視光挿入部１２により監視光発生部１１による光信号を選択させ、光スイッチ１３に
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よる出力ポートの選択を順次切り替えると共に、その時に選択された出力ポートに相当す
る光信号検出部により検出される光信号の有無により光スイッチ１３の正常性を判定する
ものである。また、受信監視制御部１６は、監視光挿入部１２により受信トランスポンダ
８－Ｒによる光信号を選択させ、光スイッチ１３により出力ポートＮ＋１の光出力を選択
させると共に、その時に光信号検出部１５－Ｎ＋１により検出される光信号の有無により
監視光挿入部１２の正常性を判定するものである。
【００２４】
　次に動作について説明する。
　まず、障害が発生していない通常運用状態の時に、運用中の光信号に影響を与えずに、
受信側における光スイッチ１３の正常性を確認する場合の動作について説明する。
　図４において、受信監視制御部１６は、監視光発生部１１を起動し、監視光発生部１１
から光信号（監視光）が発生するようにする。また、受信監視制御部１６は、監視光挿入
部１２を制御して、監視光発生部１１からの監視光が光スイッチ１３に入力されるように
する。受信監視制御部１６は、光スイッチ１３を制御し、入力された監視光が出力ポート
１～Ｎに順次出力されるように切り替え制御を行う。
【００２５】
　光スイッチ１３の出力ポート１～Ｎの後段に接続される監視光分離部１４－１～１４－
Ｎは、各出力ポート１～Ｎから入力された光信号を監視光の波長成分とそれ以外の波長成
分とに分離し、光信号検出部１５－１～１５－Ｎは、監視光の波長成分が分離された各出
力ポートの光信号（監視光の波長成分のみ）の有無を検出することになる。この時、受信
監視制御部１６は、光信号検出部１５－１～１５－Ｎからの検出結果を収集し、光スイッ
チ１３が選択した出力ポートのみで監視光が検出され、それ以外の出力ポートでは監視光
が検出されないことを監視する。ここで、いずれの出力ポートからも監視光が検出されな
い場合、または、光スイッチ１３が選択した出力ポート以外から監視光が検出された場合
は、光スイッチ１３の障害と判定することができる。
【００２６】
　次に、障害が発生していない通常運用状態の時に、運用中の光信号に影響を与えずに、
受信側における監視光挿入部１２の正常性を確認する場合の動作について説明する。
　受信監視制御部１６は、光スイッチ１３に対し出力ポートＮ＋１を選択するように制御
を行った後、監視光発生部１１の監視光出力を停止させ、監視光挿入部１２に対して受信
トランスポンダ８－Ｒによる光信号を選択するように制御する。光スイッチ１３の出力ポ
ートＮ＋１の後段に接続される監視光分離部４－Ｎ＋１は、出力ポートＮ＋１から入力さ
れた光信号を監視光の波長成分とそれ以外の波長成分とに分離し、光信号検出部１５－Ｎ
＋１は、監視光の波長成分が分離された出力ポートＮ＋１の光信号（監視光の波長成分が
除かれたもの）の有無を検出することになる。この時、光信号検出部１５－Ｎ＋１により
受信トランスポンダ８－Ｒによる光信号が検出されれば監視光挿入部１２が正常に動作し
ているものと判定することができる。
【００２７】
　このようにして、全ての光スイッチの動作と経路についてその正常性を確認することが
できる。なお、監視光発生部１１から発生される監視光は、監視光分離部１４－１～１４
－Ｎにより分離されるため、受信トランスポンダ８－１～８－Ｎから出力される運用中の
光信号に影響を与えることなく光スイッチの確認ができる。また、監視光分離部１４－１
～１４－Ｎは、受動部品であるため、構成要素の追加による故障率の増加をほぼ無視する
ことができる。
【００２８】
　なお、この実施の形態２では、送信側として、従来の構成を適用したが、送信側として
、上記実施の形態１に示した構成を適用しても良く、その場合、この実施の形態２の受信
側の効果に加えて、上記実施の形態１の送信側の効果を奏することができる。
【００２９】
　以上のように実施の形態２によれば、監視光挿入部１２により監視光発生部１１による
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の時に選択された出力ポートに相当する光信号検出部により検出される光信号の有無によ
り光スイッチ１３の正常性を判定するので、各ｃｈに障害が発生していない通常運用状態
の時に、監視光挿入部１２により監視光発生部１１による光信号を選択させ、光スイッチ
１３による出力ポートの選択を順次切り替えることにより、運用中の光信号に影響を与え
ずに、光スイッチ１３の正常性を確認することができる効果がある。
【００３０】
　また、監視光挿入部１２により受信トランスポンダ８－Ｒによる光信号を選択させ、光
スイッチ１３により出力ポートＮ＋１を選択させると共に、その時に検出される光信号の
有無により監視光挿入部１２の正常性を判定するので、各ｃｈに障害が発生していない通
常運用状態の時に、監視光挿入部１２により受信トランスポンダ８－Ｒによる光信号を選
択させ、光スイッチ１３により出力ポートＮ＋１を選択させることにより、運用中の光信
号に影響を与えずに、監視光挿入部１２の正常性を確認することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明の実施の形態１による波長多重光伝送装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】この発明の実施の形態１による送信トランスポンダの詳細な構成を示すブロック
図である。
【図３】ＳＴＭ－１の信号フォーマットを示す説明図である。
【図４】この発明の実施の形態２による波長多重光伝送装置の構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００３２】
　１－１～１－Ｎ　光カプラ（光信号分岐手段）、２－１～２－Ｎ　送信トランスポンダ
（常用系光信号送信手段）、２－Ｒ　送信トランスポンダ（予備系光信号送信手段）、３
　光スイッチ（送信側光信号選択手段）、４　送信監視制御部（送信監視制御手段）、５
　波長多重部（波長多重手段）、６　伝送路、７　波長分離部（波長分離手段）、８－１
～８－Ｎ　受信トランスポンダ（常用系光信号受信手段）、８－Ｒ　受信トランスポンダ
（予備系光信号受信手段）、９　光スイッチ（受信側光信号選択手段）、１０－１～１０
－Ｎ　光カプラ（光合波手段）、１１　監視光発生部（監視光発生手段）、１２　監視光
挿入部（監視光挿入手段）、１３　光スイッチ（受信側光信号選択手段）、１４－１～１
４－Ｎ＋１　監視光分離部（監視光分離手段）、１５－１～１５－Ｎ＋１　光信号検出部
（光信号検出手段）、１６　受信監視制御部（受信監視制御手段）、２１　光受信部、２
２　受信信号処理部、２３　バイト抽出部、２４　送信信号処理部、２５　光送信部。
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