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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現用系パスと予備系パスが設定される光ネットワークにおける光クロスコネクト装置と
伝送装置の連係方式において、
　伝送装置は冗長構成をもち、伝送装置の各々は、光クロスコネクト装置から入力される
光が有るか否かによって光クロスコネクトと自伝送装置との間の障害を検知して障害アラ
ームを送出する障害検知機能を有し、
　現用系切替設定信号を含む現用系パス設定要求信号に基づいて現用系パスが設定された
とき、該現用系パスの経路に含まれる光クロスコネクト装置から該現用系パスの経路に含
まれる伝送装置にＧＭＰＬＳプロトコルによりマスク処理解除信号を送出して該伝送装置
が有する障害検知機能をマスクするマスク処理を解除し、
　現用系パス削除要求信号に基づいて現用系パスが削除されたとき、該削除された現用系
パスの経路に含まれる光クロスコネクト装置から該削除された現用系パスの経路に含まれ
る伝送装置にＧＭＰＬＳプロトコルによりマスク処理設定信号を送出して該伝送装置が有
する障害検知機能をマスクするマスク処理を設定することを特徴とする光クロスコネクト
装置と伝送装置の連係方式。
【請求項２】
　伝送装置は、ＧＭＰＬＳプロトコルにより伝送装置間のリンク障害を検知する機能を有
し、リンク障害が予備系パスである場合には該予備系パスへの切替えを不可にすることを
特徴とする請求項１に記載の光クロスコネクト装置と伝送装置の連係方式。
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【請求項３】
　光クロスコネクト装置が冗長構成をもつことを特徴とする請求項１または２に記載の光
クロスコネクト装置と伝送装置の連係方式。
【請求項４】
　光クロスコネクト装置に外部接続されるクライアント装置が冗長構成をもつことを特徴
とする請求項１または２に記載の光クロスコネクト装置と伝送装置の連係方式。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光クロスコネクト装置と伝送装置の連係方式に関し、特に、光ネットワーク
の高信頼かつ高効率な運用を可能にした光クロスコネクト装置と伝送装置の連係方式に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　光クロスコネクト装置(PXC)を用いたＧＭＰＬＳ光ネットワークにおける回線には、ク
ライアント装置からの光信号が挿入され、現に使用されている現用系の回線と、光信号が
挿入されておらず、バックアップ用に確保された予備系の回線(１＋１プロテクションを
除く)が存在する。
【０００３】
　ＷＤＭなどの伝送装置(以下、ＷＤＭと称す。)においてＰＸＣから入力される光が有る
か否かによってＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害を検知することを考えた場合、予備系を構成する
ＷＤＭにはＰＸＣから光が入力されないので、ＰＸＣ－ＷＤＭ間に障害が生じたために光
が入力されないのか、その間が予備系となっているために光が入力されないのかを区別で
きない。したがって、ＷＤＭにＰＸＣから光が入力されるか否かでＰＸＣ－ＷＤＭ間の障
害を検知することはできない。この問題を回避するため、従来では、ＰＸＣ－ＷＤＭ間の
障害アラームを全てマスク処理してＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害は無視するなどの手段がとら
れていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記した従来の手段では、ＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害アラームが全てマス
ク処理されてＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害は全て無視されるため、運用者はＰＸＣ－ＷＤＭ間
の障害を切り分けることができず、障害が発生した際の迅速な対応を採ることができない
という課題があった。
【０００５】
　本発明の目的は、上記課題を解決し、ＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害を切り分けることができ
、光ネットワークの高信頼かつ高効率な運用を可能にした、ＰＸＣとＷＤＭの連係方式を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、現用系パスと予備系パスが設定される光ネット
ワークにおける光クロスコネクト装置と伝送装置の連係方式において、伝送装置は冗長構
成をもち、伝送装置の各々は、光クロスコネクト装置から入力される光が有るか否かによ
って光クロスコネクトと自伝送装置との間の障害を検知して障害アラームを送出する障害
検知機能を有し、現用系切替設定信号を含む現用系パス設定要求信号に基づいて現用系パ
スが設定されたとき、該現用系パスの経路に含まれる光クロスコネクト装置から該現用系
パスの経路に含まれる伝送装置にＧＭＰＬＳプロトコルによりマスク処理解除信号を送出
して該伝送装置が有する障害検知機能をマスクするマスク処理を解除し、現用系パス削除
要求信号に基づいて現用系パスが削除されたとき、該削除された現用系パスの経路に含ま
れる光クロスコネクト装置から該削除された現用系パスの経路に含まれる伝送装置にＧＭ
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ＰＬＳプロトコルによりマスク処理設定信号を送出して該伝送装置が有する障害検知機能
をマスクするマスク処理を設定する点に第１の特徴がある。
【０００７】
　また、本発明は、伝送装置は、ＧＭＰＬＳプロトコルにより伝送装置間のリンク障害を
検知する機能を有し、リンク障害が予備系パスである場合には該予備系パスへの切替えを
不可にする点に第２の特徴がある。
【０００８】
　本発明が適用される光ネットワークの基本構成は、光クロスコネクト装置あるいは光ク
ロスコネクト装置に外部接続されるクライアント端末が冗長構成を持つ。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ＷＤＭは、ＰＸＣと連係して自装置が現用系であるか予備系であるか
を認識し、現用系と認識した場合にはマスク処理を解除する。ここで、ＷＤＭにＰＸＣか
ら光が入力されなくなると、ＷＤＭは、それをＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害として検知し、障
害アラームを監視系に送出し、また、ＰＸＣへ障害を通知することができる。
【００１０】
　また、ＷＤＭは、自装置を予備系と認識した場合にはマスク処理を設定する。予備系で
はＷＤＭにＰＸＣから光が入力されないが、ＷＤＭは、それを障害として検知しないので
、意図しないアラームを監視系に送出しない。
【００１１】
　これにより、ＰＸＣ－ＷＤＭ間の障害を切り分けて障害に対する適切かつ迅速な対処が
可能になり、光ネットワークの効率的な運用が可能になる。
【００１２】
　また、ＮＭＳやＥＭＳ上でＰＸＣと連携したＷＤＭリンクの管理運用を行う場合、ＳＮ
ＭＰやＴＬ１などの管理用プロトコルを用いてＷＤＭリンクが運用か非運用かを表示する
ことが可能となり、運用を効率的に行うことができる。
【００１３】
　さらに、リンク障害が発生している予備系が現用系に切り替えられるのを未然に防ぐこ
とができるので、無駄な切替をなくし、光ネットワークの運用を効率的に行うことができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明を説明する。図１は、本発明が適用される光ネットワーク
の基本構成を示すブロック図である。このネットワークの基本構成は、ＰＸＣが冗長構成
を持ち、ＰＸＣを波長パスのイニシエータノードとした例である。クライアント装置１，
２にそれぞれＰＸＣ３，４が接続され、ＰＸＣ３に伝送装置（以下、ＷＤＭと称す。）５
，６が接続され、ＰＸＣ４にＷＤＭ７，８が接続される。クライアント装置１，２は、ル
ータやＬ２スイッチなどである。
【００１５】
　例えば、ＰＸＣ３－ＷＤＭ５－ＷＤＭ７－ＰＸＣ４に現用系の波長パスが設定され、Ｐ
ＸＣ３－ＷＤＭ６－ＷＤＭ８－ＰＸＣ４に予備系(障害復旧用)の波長パスが設定されたす
ると、ＰＸＣ３，４は、まず、現用系を通してクライアント装置１からの光信号をクライ
アント装置２へ伝送する。図１では、現用系を太実線で示し、予備系を破線で示している
、現用系には光信号が通っており、予備系には、光信号が通っていない。だだし、ＷＤＭ
６，８間（太破線）には情報を含まない光が通っている。
【００１６】
　ここで、現用系で障害が検知されると、ＰＸＣ３，４は、予備系を使用してクライアン
ト装置１からの光信号をクライアント装置２へ伝送するように切り替える。
【００１７】
　図２は、本発明が適用される光ネットワークの他の基本構成を示すブロック図である。
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この光ネットワークの基本構成は、クライアント装置が冗長構成を持ち、クライアント装
置を波長パスのイニシエータノードとした例である。
【００１８】
　クライアント装置１，２にそれぞれＰＸＣ３，４が接続され、ＰＸＣ３に伝送装置（以
下、ＷＤＭと称す。）５，６が接続され、ＰＸＣ４にＷＤＭ７，８が接続される。例えば
クライアント装置１－ＰＸＣ３－ＷＤＭ５－ＷＤＭ７－ＰＸＣ４クライアント装置２に現
用系が設定され、クライアント装置１－ＰＸＣ３－ＷＤＭ６－ＷＤＭ８－ＰＸＣ４－クラ
イアント装置２に予備系が設定される。ここでも、現用系で障害が検知されると予備系へ
の切替がなされる。図２の太線、破線、太破線は、図１と同じことを示している。
【００１９】
　図３～図５は、ＰＸＣ３が波長パスのイニシエータノードの場合のＷＤＭ５～８とＰＸ
Ｃ３，４の連係動作を説明するためのブロック図であり、図６～図８は、その動作を示す
フローチャートである。
【００２０】
　まず、現用系パス設定時の動作を図３と図６を参照して説明する。現用系パスを設定す
る時、ＰＸＣ(イニシエータノード)３から現用系切替設定信号を含む現用系パス設定要求
信号を送出する(Ｓ６１)。あて先のＰＸＣ(ディスティネーションノード)４は、現用系パ
ス設定要求信号を受信すると、ＷＤＭ６をクライアント端末２に接続する現用系パスを設
定し、現用系切替完了信号を送出する(Ｓ６２)。なお、現用系パスの設定に際しては、ク
ライアント装置１からの光信号の伝送に必要な帯域をＷＤＭ５－６間のリンクで確保可能
かどうかを判定し、この帯域を確保可能であるときに現用系パスを設定する。
【００２１】
　ＰＸＣ３は、現用系切替完了信号を受信する。現用系切替設定信号を受信したＰＸＣ４
、および現用系切替完了信号を受信したＰＸＣ３は、自ＰＸＣに隣接するＷＤＭ５，６に
対してそれぞれマスク処理解除制御信号を送出する(Ｓ６３)。マスク処理解除制御信号は
、現用系に切り替わったことを通知する信号である。ＷＤＭ５，６は、マスク処理解除制
御信号を受信すると、ＰＸＣ３，４との間のマスク処理を解除する(Ｓ６４)。
【００２２】
　マスク処理が解除されると、ＷＤＭ５，６は、ＰＸＣ３，４からの光の有無に従ってＰ
ＸＣ３，４－ＷＤＭ５，６間の障害検知が可能となる。ここで、ＷＤＭ５，６は、ＰＸＣ
３，４から光が入力されなくなればＰＸＣ３，４－ＷＤＭ５，６間に障害が発生したと判
断して障害アラームを監視系に送出する。
【００２３】
　次に、現用系パス削除時の動作を図４と図７を参照して説明する。現用系パスを削除す
る時、ＰＸＣ(イニシエータノード)３から現用系パス削除要求信号を送出する(Ｓ７１)。
あて先のＰＸＣ４(ディスティネーションノード)は、現用系パス削除要求信号を受信する
と、現用系パスを削除し、現用系パス削除完了信号を送出する(Ｓ７２)。
【００２４】
　ＰＸＣ３は、現用系パス削除完了信号を受信する。現用系パス削除要求信号を受信した
ＰＸＣ４、および現用系パス削除完了信号を受信したＰＸＣ３は、自装置に隣接するＷＤ
Ｍ５，６に対してそれぞれマスク処理設定制御信号(1)を送出する(Ｓ７３)。マスク処理
設定制御信号(1)は、現用系パスが削除されたことを通知する信号である。ＷＤＭ５，６
は、マスク処理設定制御信号(1)を受信すると、ＰＸＣ３，４との間のマスク処理を設定
する(Ｓ７４)。
【００２５】
　マスク処理が設定されると、ＷＤＭ５，６は、ＰＸＣ３，４からの光が入力されなくて
もＰＸＣ３，４－ＷＤＭ５，６間に障害が発生したとは判断しない。したがって、ＷＤＭ
５，６から意図しない障害アラームが監視系に送出されることはない。
【００２６】
　次に、現用系パスから予備系パスへのパス切替時の動作を図５と図８を参照して説明す
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る。現用パスの経路での障害発生などにより現用系パスから予備系パスに波長パスを切り
替える時、ＰＸＣ(イニシエータノード)３から予備系パス切替設定要求信号を送出する(
Ｓ８１)。あて先のＰＸＣ４(ディスティネーションノード)は、予備系切替設定要求信号
を受信すると現用系パスから予備系パスへ波長パスを切り替え、予備系パス切替完了信号
を送出する(Ｓ８２)。
【００２７】
　ＰＸＣ３は、予備系切替完了信号を受信する。予備系切替設定要求信号を受信したＰＸ
Ｃ４、および予備系切替完了信号を受信したＰＸＣ３は、自装置に隣接するＷＤＭ５，６
に対してそれぞれマスク処理設定制御信号(2)を送出する(Ｓ８３)。マスク処理設定制御
信号(2)は、現用系から予備系に切り替わったことを通知する信号である。これは上記マ
スク処理設定制御信号(1)と同じでよい。ＷＤＭ５，６は、マスク処理設定制御信号(2)を
受信すると、ＰＸＣ３，４との間のマスク処理を設定する(Ｓ８４)。
【００２８】
　Ｓ８１～Ｓ８４は、今まで現用系にあった系の動作であるが、この切替により予備系か
ら現用系になる系の動作は、図３と図６を参照して説明した現用系パス設定時の動作と同
じであるので説明を省略する。
【００２９】
　以上のように、本発明では、現用系パスの設定や解除、現用系パスから予備系パスへの
切り替えに従ってＰＸＣとの間のマスク処理を設定したり解除したりするので、現用系パ
スに含まれるＷＤＭは適切にアラームを監視系に送出し、予備系パスに含まれるＷＤＭは
意図しないアラームを監視系に送出しない。
【００３０】
　なお、上記のマスク処理解除制御信号やマスク処理設定制御信号などの管理情報の送受
信は、ＰＸＣとＷＤＭに実装されているＧＭＰＬＳプロトコルにより実現可能である。
【００３１】
　図９は、予備系のリンク障害通知の動作を示すブロック図であり、図１０は、その動作
を示すフローチャートである。この動作によって予備系のＷＤＭ間のリンク障害をＰＸＣ
に通知し、障害が発生している予備系を現用系に切り替えるのを未然になくすことができ
る。
【００３２】
　ＰＸＣ３，４は、ＧＭＰＬＳプロトコルにしたがって経路制御信号を相互に送受信して
いる。ここで、予備系のＷＤＭ６－８間のリンクで障害が発生したとすると、ＷＤＭ６，
８はその障害を検知し、ＰＸＣ３，４にリンク障害通知信号を送出する（Ｓ１０１）。Ｐ
ＸＣ５，６は、リンク障害通知信号を受信すると、経路制御信号にこの障害を反映させ、
リンクの使用可能帯域を０とする（Ｓ１０２）。ＰＸＣ３，４では、ＷＤＭ６，８間で障
害が発生していることが予め分かるので、この予備系を現用系に切り替えることを不可と
する（Ｓ１０３）。これによりイニシエータのＰＸＣ３は、現用系に障害が起こった場合
にも、障害となっている予備系への無駄な切替を行わない。
【００３３】
　以上はＰＸＣが冗長構成を持って波長パスのイニシエータノードである場合であるが、
図２に示すように、クライアント装置が冗長構成を持って波長パスのイニシエータノード
となる場合は、クライアント装置１－２間で直接、あるいはＷＤＭ５，６を介して現用系
切替設定信号を含む現用系パス設定要求信号と現用系切替完了信号、あるいは現用系パス
削除要求信号と現用系パス削除完了信号、あるいは予備系切替設定要求信号と予備系切替
完了信号が送受信される。
【００３４】
　クライアント装置１，２は、現用系切替設定信号あるいは現用系切替完了信号を受信す
るとＷＤＭ５，６に対してマスク処理解除制御信号を送出し、現用系パス削除要求信号あ
るいは現用系パス削除完了信号、予備系切替設定要求信号あるいは予備系切替完了信号を
受信するとＷＤＭ５，６に対してマスク処理設定制御信号を送出する。
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【００３５】
　ＷＤＭ５，６はマスク処理解除制御信号を受信するとＰＸＣ３，４との間のマスク処理
を解除し、ＰＸＣ３，４－ＷＤＭ５，６間の障害を検知して適切にアラームを監視系に送
出する。また、マスク処理設定制御信号を受信するとＰＸＣ３，４との間のマスク処理を
設定し、ＰＸＣ３，４から光が入力されなくてもアラームを監視系に送出しない。
【００３６】
　本発明は、ＰＸＣとＷＤＭが３段以上の多段に接続された構成の光ネットワークにも適
用することができ、そのような構成では各ＰＸＣ－ＷＤＭ間のマスク処理が設定／解除さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明が適用される光ネットワークの基本構成を示すブロック図である。
【図２】本発明が適用される光ネットワークの他の基本構成を示すブロック図である。
【図３】現用系パス設定時の動作を説明するためのブロック図である。
【図４】現用系パス削除時の動作を説明するためのブロック図である。
【図５】現用系から予備系へのパス切替時の動作を説明するためのブロック図である。
【図６】現用系パス設定時の動作を示すフローチャートである。
【図７】現用系パス削除時の動作を示すフローチャートである。
【図８】現用系から予備系へのパス切替時の動作を示すフローチャートである。
【図９】予備系のリンク障害通知の動作を示すブロック図である。
【図１０】予備系のリンク障害通知の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
１，２・・・クライアント装置、３，４・・・ＰＸＣ、５～８・・・ＷＤＭ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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