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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】冗長化された経路の切替時のデータ損失を最小
限に抑えることができる伝送システム、伝送装置および
経路切替方法を提供する。
【解決手段】伝送装置１０１＿Ｃは、ＡＭＰ(AMPlifier
)３０１と、ＡＭＰ３０２と、波長多重分離部３０３と
、波長多重分離部３０４とを有する。さらに、伝送装置
１０１＿Ｃは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５と、Ｏ
ＡＭ(Operation Administration and Maintenance)制御
部３０６と、監視制御部３０７とを有する。ＯＡＭ制御
部３０６は各セクションの遅延時間を計測し、遅延時間
に応じて、伝送区間毎に現用パスから予備パス（又は、
予備パスから現用パス）に切り替える時の保護時間を設
定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の伝送装置が冗長化された経路で接続される伝送システムにおいて、
　受信側の伝送装置は、障害発生区間を判別し、冗長化された経路を切り替えるまでの保
護時間を障害発生区間に応じて設定する
　ことを特徴とする伝送システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の伝送システムにおいて、
　受信側の伝送装置は、他の伝送装置との間の遅延時間を計測しておき、障害を検出した
伝送装置から受信する障害情報により障害区間を特定し、障害を検出した伝送装置の前段
の伝送装置との間の遅延時間に応じて前記保護時間を設定する
　ことを特徴とする伝送システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の伝送システムにおいて、
　前記保護時間は、障害を検出した伝送装置の前段の伝送装置との間の前記遅延時間に等
しい
　ことを特徴とする伝送システム。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の伝送システムにおいて、
　障害を検出した伝送装置は、前記障害情報に障害区間を特定するための識別情報を含め
て送信することを特徴とする伝送システム。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の伝送システムにおいて、
　監視用ネットワークを介して各伝送装置に接続され、各伝送装置の動作を監視および制
御する監視制御装置を更に設け、
　受信側の伝送装置は、障害発生区間毎に設定した前記保護時間を前記監視制御装置に送
信し、
　前記監視制御装置は、受信側の伝送装置から受信する前記保護時間をモニタ画面に表示
する
　ことを特徴とする伝送システム。
【請求項６】
　冗長化された経路で接続される伝送装置において、
　障害発生時に、障害発生区間を判別し、冗長化された経路を切り替えるまでの保護時間
を障害発生区間に応じて設定する制御部を有する
　ことを特徴とする伝送装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の伝送装置において、
　前記制御部は、他の伝送装置との間の遅延時間を計測しておき、障害を検出した伝送装
置から受信する障害情報により障害区間を特定し、障害を検出した伝送装置の前段の伝送
装置との間の遅延時間に応じて前記保護時間を設定する
　ことを特徴とする伝送装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の伝送装置において、
　前記保護時間は、障害を検出した伝送装置の前段の伝送装置との間の前記遅延時間に等
しい
　ことを特徴とする伝送装置。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の伝送装置において、
　前記制御部は、前段の伝送装置との間で障害を検出した場合、前記障害情報に障害区間
を特定するための識別情報を含めて後段の伝送装置に送信する



(3) JP 2016-5128 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

　ことを特徴とする伝送装置。
【請求項１０】
　請求項６から９のいずれか一項に記載の伝送装置において、
　前記制御部は、障害発生区間毎に設定した前記保護時間を監視制御装置に送信する
　ことを特徴とする伝送装置。
【請求項１１】
　複数の伝送装置が冗長化された経路で接続される伝送システムで用いられる経路切替方
法であって、
　受信側の伝送装置は、障害発生区間を判別し、冗長化された経路を切り替えるまでの保
護時間を障害発生区間に応じて設定する
　ことを特徴とする経路切替方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の経路切替方法において、
　受信側の伝送装置は、他の伝送装置との間の遅延時間を計測しておき、障害を検出した
伝送装置から受信する障害情報により障害区間を特定し、障害を検出した伝送装置の前段
の伝送装置との間の遅延時間に応じて前記保護時間を設定する
　ことを特徴とする経路切替方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の経路切替方法において、
　前記保護時間は、障害区間の伝送装置との間の前記遅延時間に設定する
　ことを特徴とする経路切替方法。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載の経路切替方法において、
　障害を検出した伝送装置は、前記障害情報に障害区間を特定するための識別情報を含め
て送信することを特徴とする経路切替方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝送システム、伝送装置および経路切替方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、データ通信の高速化と広域化に伴い、大容量の伝送が可能なＷＤＭ(Wavelength 
Division Multiplexing)波長分割多重）装置によるネットワークが構築されている。ＷＤ
Ｍ装置を用いた伝送システムは、Ethernet(登録商標), SDH(Synchronous Digital Hierar
chy)/SONET(Synchronous Optical NETwork)等のデータを伝送する。そして、伝送経路は
、通信の信頼性を確保するために冗長化され、例えば現用パスの障害を検出した場合に予
備パスに切り替える機能を有している。そして、確実に経路の切り替えを行うために、受
信側の伝送装置は、現用パスの障害を検出しても直ぐに経路の切り替えを行わず、予め設
定された保護時間だけ待機する制御を行っている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２１８７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術は、保護時間を任意に設定可能であるが、保護時間を変更する方法については
詳しく開示されていない。例えば、受信側の伝送装置から障害区間までの遅延時間が異な
る場合、経路切替時にデータ損失が発生する可能性がある。特に、モバイルや映像伝送な
ど通信が大容量化される中で、通信事業者は、障害発生時の経路切替によるデータの損失
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量を抑え、迅速に経路を切り替えて通信の継続性を維持する高品質の通信サービスを提供
することが求められている。
【０００５】
　本件開示の伝送システム、伝送装置および経路切替方法は、冗長化された経路の切替時
のデータ損失を最小限に抑えることができる伝送システム、伝送装置および経路切替方法
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの観点によれば、複数の伝送装置が冗長化された経路で接続される伝送システムに
おいて、受信側の伝送装置は、障害発生区間を判別し、冗長化された経路を切り替えるま
での保護時間を障害発生区間に応じて設定することを特徴とする。
【０００７】
　一つの観点によれば、冗長化された経路で接続される伝送装置において、障害発生時に
、障害発生区間を判別し、冗長化された経路を切り替えるまでの保護時間を障害発生区間
に応じて設定する制御部を有することを特徴とする。
【０００８】
　一つの観点によれば、複数の伝送装置が冗長化された経路で接続される伝送システムで
用いられる経路切替方法であって、受信側の伝送装置は、障害発生区間を判別し、冗長化
された経路を切り替えるまでの保護時間を障害発生区間に応じて設定することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【０００９】
　本件開示の伝送システム、伝送装置および経路切替方法は、冗長化された経路の切替時
のデータ損失を最小限に抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係る伝送システムの一例を示す図である。
【図２】冗長化された経路の一例を示す図である。
【図３】伝送装置の一例を示す図である。
【図４】伝送装置内部の現用パスと予備パスの一例を示す図である。
【図５】伝送装置の一例を示す図である。
【図６】伝送装置の他の例を示す図である。
【図７】二台の伝送装置間でメッセージを送受信する時の往復時間を計測する例を示す図
である。
【図８】伝送システムにおけるメッセージの往復時間の計測例を示す図である。
【図９】往復時間、遅延時間および保護時間の一例を示す図である。
【図１０】伝送装置間で障害が発生した時の一例を示す図である。
【図１１】受信側の伝送装置の処理例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本件開示の実施形態について詳しく説明する。
【００１２】
　図１は、本実施形態に係る伝送システム１００の一例を示す。図１において、伝送シス
テム１００は、それぞれネットワーク１０２により接続された伝送装置１０１＿Ａ、伝送
装置１０１＿Ｂ、伝送装置１０１＿Ｃおよび伝送装置１０１＿Ｄを有する。伝送装置１０
１＿Ａは局Ａ、伝送装置１０１＿Ｂは局Ｂ、伝送装置１０１＿Ｃは局Ｃ、伝送装置１０１
＿Ｄは局Ｄにそれぞれ設置されている。図１の例では、局Ａの伝送装置１０１＿Ａに接続
されるＬ２ＳＷ（レイヤー２スイッチ）１０３＿Ａと、局Ｃの伝送装置１０１＿Ｃに接続
されるＬ２ＳＷ１０３＿Ｃとの間で通信を行う。
【００１３】
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　ここで、以降の説明において、伝送装置１０１＿Ａ、伝送装置１０１＿Ｂ、伝送装置１
０１＿Ｃ、伝送装置１０１＿Ｄに共通の事項を説明する場合は符号末尾の（＿アルファベ
ット）の記号を省略して伝送装置１０１のように表記する。また、特定の伝送装置１０１
を指す場合は（＿アルファベット）の記号を付加して例えば伝送装置１０１＿Ａのように
表記する。尚、他のブロックについても同様に表記する。
【００１４】
　図１において、例えば通信事業者は、局Ａ、局Ｂ、局Ｃおよび局Ｄに伝送装置１０１＿
Ａ、伝送装置１０１＿Ｂ、伝送装置１０１＿Ｃおよび伝送装置１０１＿Ｄをそれぞれ配置
して、リング状のネットワーク１０２で接続し、クライアント側に提供する。クライアン
トは、局舎にＬ２ＳＷ１０３などのネットワーク装置を配置して、ユーザ網（例えばＥｔ
ｈｅｒｎｅｔ網）に接続する。尚、伝送装置１０１は、Ｌ２ＳＷ１０３との間をＥｔｈｅ
ｒｎｅｔで接続し、ユーザデータをＷＤＭにより多重した光信号をネットワーク１０２内
の他の伝送装置１０１との間で送受信する。
【００１５】
　ここで、通信事業者は、ネットワークの信頼性を確保するために、各伝送装置１０１間
を冗長化している。例えば図１において、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ａが接続される伝送装置１０
１＿ＡとＬ２ＳＷ１０３＿Ｃが接続される伝送装置１０１＿Ｃとの間に２つの経路を設定
する。
【００１６】
　図２は、冗長化された経路の一例を示す。尚、図２において、図１と同符号のブロック
は、図１と同一又は同様の機能を有する。
【００１７】
　図２（ａ）の例は、OUPSR(Optical Unidirectional Path Switched Ring)方式と呼ばれ
る伝送路の冗長化方法で、インターフェースボード（トランスポンダもしくはマックスポ
ンダ）の内部スイッチの切替により、波長単位で中継回線を冗長することができる。図２
（ａ）では、伝送装置１０１＿Ａおよび伝送装置１０１＿ＣにＴＲＰＮ（TRansPonDer）
２０１＿ＡおよびＴＲＰＮ２０１＿Ｃが１つずつ配置されている。そして、ＴＲＰＮ２０
１＿Ａは、伝送装置１０１＿Ｂ側の経路に設けた現用パスと、伝送装置１０１＿Ｄ側の経
路に設けた予備パスとに冗長化して、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ａが送信するユーザデータを伝送
装置１０１＿ＣのＴＲＰＮ２０１＿Ｃに送信する。そして、伝送装置１０１＿Ｃは、現用
パスに障害が発生した場合、現用パスから予備パスに切り替えてユーザデータを受信して
Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｃに出力する。
【００１８】
　図２（ｂ）は、Light Guard(商標)方式と呼ばれており、２つのインターフェースボー
ド（トランスポンダもしくはマックスポンダ）で経路の冗長化を図り、ハードウェアが冗
長化されるので、OUPSRよりも信頼性が高い。図２（ｂ）の例では、伝送装置１０１＿Ａ
および伝送装置１０１＿Ｃは、２つのＴＲＰＮ２０３およびＴＲＰＮ２０４を有する。そ
して、ＴＲＰＮ２０３＿Ａは、伝送装置１０１＿Ｂ側の経路に設けた現用パスにより、Ｔ
ＲＰＮ２０３＿Ｃと通信する。また、ＴＲＰＮ２０４＿Ａは、伝送装置１０１＿Ｄ側の経
路に設けた予備パスにより、ＴＲＰＮ２０４＿Ｃと通信する。ここで、伝送装置１０１＿
Ａに接続されるＬ２ＳＷ１０３＿Ａが送信するユーザデータは、ＨＹＢ（ハイブリッド回
路）２０２＿Ａにより分岐されてＴＲＰＮ２０３＿ＡおよびＴＲＰＮ２０４＿Ａの両方に
出力される。同様に、伝送装置１０１＿Ｃにおいて、ＴＲＰＮ２０３＿Ｃが出力する現用
パスのユーザデータおよびＴＲＰＮ２０４＿Ｃが出力する予備パスのユーザデータは、い
ずれか一方のユーザデータがＨＹＢ２０２＿Ｃにより選択されてＬ２ＳＷ１０３＿Ｃに出
力される。そして、伝送装置１０１＿Ｃは、現用パスに障害が発生した場合、現用パスか
ら予備パスに切り替えてユーザデータを受信し、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｃにユーザデータを出
力する。
【００１９】
　尚、図２（ａ）および図２（ｂ）において、伝送装置１０１＿Ａから伝送装置１０１＿
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Ｃへ送信するパスが描かれているが、伝送装置１０１＿Ｃから伝送装置１０１＿Ａへ送信
するパスについても現用パスと予備パスとが設けられている。
【００２０】
　図３は、伝送装置１０１＿Ｃの一例を示す。尚、図３では、伝送装置１０１＿Ｃについ
て説明するが、伝送装置１０１＿Ａについても伝送装置１０１＿Ｃと同様である。また、
後述する伝送装置１０１＿Ｂおよび伝送装置１０１＿Ｄについても伝送装置１０１＿Ｃと
同様の機能を有する。
【００２１】
　図３において、伝送装置１０１＿Ｃは、ＡＭＰ(AMPlifier)３０１と、ＡＭＰ３０２と
、波長多重分離部３０３と、波長多重分離部３０４とを有する。さらに、伝送装置１０１
＿Ｃは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５と、ＯＡＭ(Operation Administration and Ma
intenance)制御部３０６と、監視制御部３０７とを有する。
【００２２】
　ＡＭＰ３０１は、ネットワーク１０２を介して伝送装置１０１＿Ｂとの間で通信を行う
ための送受信回路で、光信号を増幅する増幅器、光信号のレベルや切断を検出する回路な
どを有する。
【００２３】
　ＡＭＰ３０２は、ＡＭＰ３０１と同様に、ネットワーク１０２を介して伝送装置１０１
＿Ｄとの間で通信を行うための送受信回路で、光信号を増幅する増幅器、光信号のレベル
や切断を検出する回路などを有する。
【００２４】
　波長多重分離部３０３は、ＡＭＰ３０１を介して送受信するＷＤＭの光信号の波長多重
や分離を行う。例えば、波長多重分離部３０３は、自装置に接続されるＬ２ＳＷ１０３＿
Ｃ宛の光信号を取り出してＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５に出力する。或いは、波長多
重分離部３０３は、自装置宛ではない光信号を波長多重分離部３０４に出力し、ＡＭＰ３
０２を介して再びネットワーク１０２に送信する。逆に、波長多重分離部３０３は、後述
するＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５が出力する光信号を多重し、ＡＭＰ３０１を介して
ネットワーク１０２側に送信する。或いは、波長多重分離部３０３は、波長多重分離部３
０４から転送される光信号を多重して、ＡＭＰ３０１からネットワーク１０２に送信する
。また、波長多重分離部３０３は、後述するＯＡＭ制御部３０６が出力するＯＡＭメッセ
ージを送信する。或いは、波長多重分離部３０３は、ネットワーク１０２から受信するＯ
ＡＭメッセージを後述するＯＡＭ制御部３０６に出力する。ここで、後述するＯＡＭ制御
部３０６は、ＯＡＭメッセージを波長多重分離部３０３から直接、送受信せずに、Ｅｔｈ
ｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５を介してＯＡＭメッセージを送受信してもよい。
【００２５】
　波長多重分離部３０４は、波長多重分離部３０３と同様に、ＡＭＰ３０２を介して送受
信するＷＤＭの光信号の波長多重や分離を行う。例えば、波長多重分離部３０４は、自装
置に接続されるＬ２ＳＷ１０３＿Ｃ宛の光信号を取り出してＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３
０５に出力する。或いは、波長多重分離部３０４は、自装置宛ではない光信号を波長多重
分離部３０３に出力し、ＡＭＰ３０１を介して再びネットワーク１０２に送信する。逆に
、波長多重分離部３０４は、後述するＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５により変換された
光信号を多重し、ＡＭＰ３０２を介してネットワーク１０２側に送信する。或いは、波長
多重分離部３０４は、波長多重分離部３０３から転送される光信号を多重して、ＡＭＰ３
０２からネットワーク１０２に送信する。また、波長多重分離部３０４は、波長多重分離
部３０３と同様に、後述するＯＡＭ制御部３０６が出力するＯＡＭメッセージを送信する
。或いは、波長多重分離部３０４は、ネットワーク１０２から受信するＯＡＭメッセージ
を後述するＯＡＭ制御部３０６に出力する。ここで、後述するＯＡＭ制御部３０６は、Ｏ
ＡＭメッセージを波長多重分離部３０４から直接、送受信せずに、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ
／Ｆ３０５を介してＯＡＭメッセージを送受信してもよい。
【００２６】
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　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、クライアント側のインターフェースで、例えばク
ライアントのＬ２ＳＷ１０３＿Ｃが接続される。Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、例
えば１０ＧｂＥ(Gigabit Ethernet)やＧｂＥ等のインターフェースを有し、Ｌ２ＳＷ１０
３＿Ｃに接続される。ここで、１０ＧｂＥは、例えば１０ＧＢＡＳＥ－Ｒなどのインター
フェースを有し、通信速度は１０Ｇｂｉｔ／ｓｅｃである。また、ＧｂＥは、例えば１０
００ＢＡＳＥ－Ｘ（Ｔ）などのインターフェースを有し、通信速度は１Ｇｂｉｔ／ｓｅｃ
である。図３において、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｃが送信
するユーザデータを予め決められた波長の光信号に変換し、波長多重分離部３０３および
波長多重分離部３０４に出力する。或いは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、波長多
重分離部３０３または波長多重分離部３０４が取り出した自装置宛の光信号をＥｔｈｅｒ
ｎｅｔに対応するユーザデータに変換してＬ２ＳＷ１０３＿Ｃに出力する。
【００２７】
　ＯＡＭ制御部３０６は、例えばＥｔｈｅｒｎｅｔ　ＯＡＭの規格に対応するＯＡＭメッ
セージの送受信やＯＡＭメッセージに対応する制御などを行う。尚、先に説明したように
、ＯＡＭメッセージの送受信は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５から行ってもよいし、
波長多重分離部３０３および波長多重分離部３０４から直接、行ってもよい。また、本実
施形態では、ＯＡＭ制御部３０６は、各伝送装置１０１との間で光信号を送受信する時の
遅延時間を測定し、経路を切り替える時の保護時間を設定する。
【００２８】
　例えばＯＡＭ制御部３０６は、パスが設定された時点でユーザデータをＷＤＭの光信号
としてAdd/Dropする端局の伝送装置１０１（図１の例では、伝送装置１０１＿Ａおよび伝
送装置１０１＿Ｃ）の各セクションの遅延時間の測定を開始する。例えば図１の現用パス
の場合、端局の伝送装置１０１＿Ａは、伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｂ、伝送
装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｃの各セクションの遅延時間を計測する。同様に、現
用パスの場合、端局の伝送装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｂ
、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａの各セクションの遅延時間を計測する。
【００２９】
　また、ＯＡＭ制御部３０６は、遅延時間に応じて、伝送区間毎に現用パスから予備パス
（又は、予備パスから現用パス）に切り替える時の保護時間を設定する。尚、ＯＡＭ制御
部３０６は、伝送区間毎の保護時間を記憶するための保護時間テーブル３０６ａを有する
。
【００３０】
　監視制御部３０７は、伝送装置１０１＿Ｃの動作を監視および制御する。そして、監視
制御部３０７は、監視ネットワーク３０８を介して監視装置３０９に接続される。監視装
置３０９は、例えば遠隔地にある通信事業者の監視センターなどに配置され、オペレータ
により操作される。監視装置３０９は、例えば、EMS(Element Management System）、NMS
(Network Management System）、SNMP(Simple Network Management Protocol) Manager等
の通信事業者の運用に沿ったオペレーションシステムに対応する装置である。また、監視
装置３０９と監視制御部３０７とのインターフェースは、TL-1(Transaction Language-1)
、CLI(Command Line Interface)、SNMP Client等により、オペレータがコマンドを送信す
るなどの操作を行って、伝送装置１０１の制御や監視を行う。
【００３１】
　例えば、監視制御部３０７は、障害を検出した時に、監視装置３０９に障害情報を送信
し、監視装置３０９は、モニタ画面に障害の発生内容を表示する。これにより、オペレー
タは、障害の発生を知ることができ、障害の発生場所や障害内容に応じた対応を図ること
ができる。また、本実施形態に係る伝送システム１００は、各伝送装置１０１に設定され
ている保護時間を読み出して、監視装置３０９のモニタ画面に表示してオペレータが確認
することができる。
【００３２】
　図４は、伝送装置１０１＿Ｃ内部の現用パスと予備パスの一例を示す。尚、図４におい
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て、図３と同符号のブロックは、図３と同一又は同様の機能を有する。図４において、伝
送装置１０１＿Ｂによりネットワーク１０２を介して送信される自装置宛の光信号は、現
用パスとして、ＡＭＰ３０１と波長多重分離部３０３とを介してＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／
Ｆ３０５に出力される。同様に、伝送装置１０１＿Ｄによりネットワーク１０２を介して
送信される自装置宛の光信号は、予備パスとして、ＡＭＰ３０２と波長多重分離部３０４
とを介してＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５に出力される。そして、ＯＡＭ制御部３０６
は、他の伝送装置１０１が送信する障害情報を受信した場合や、自装置が前段の伝送装置
１０１との間の障害を検出した場合に、現用パスから予備パスに切り替える。尚、Ｅｔｈ
ｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、現用パスおよび予備パスにより、常に通信先の伝送装置１
０１（図１の例では伝送装置１０１＿Ａ）から光信号を受信している。そして、Ｅｔｈｅ
ｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、どのパスの光信号をＥｔｈｅｒｎｅｔのユーザデータに変換
してＬ２ＳＷ１０３＿Ｃに出力するのかをＯＡＭ制御部３０６の指令により選択する。
【００３３】
　ここで、図３および図４において、ＯＡＭ制御部３０６は、独立した回路として描かれ
ているが、監視制御部３０７やＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５、或いは、波長多重分離
部３０３または波長多重分離部３０４のいずれかに組み込まれていてもよい。
【００３４】
　図５は、伝送装置１０１＿Ｂの一例を示す。尚、図５では、伝送装置１０１＿Ｂについ
て説明するが、伝送装置１０１＿Ｄについても伝送装置１０１＿Ｂと同一又は同様のブロ
ックを有する。
【００３５】
　図５において、伝送装置１０１＿Ｂは、ＡＭＰ３０１と、ＡＭＰ３０２と、波長多重分
離部３０３と、波長多重分離部３０４と、ＯＡＭ制御部３０６と、監視制御部３０７とを
有する。ここで、図５において、図３で説明した伝送装置１０１＿Ｃと同符号のブロック
は、伝送装置１０１＿Ｃと同一又は同様の機能を有する。尚、図５に示した伝送装置１０
１＿Ｂは、中継用の伝送装置１０１として描いてあるが、中継用ではなく端局として動作
する場合、次に説明するように、図３に示した伝送装置１０１＿Ｃと同様のブロックを有
する。
【００３６】
　図６は、伝送装置１０１＿Ｂの他の例を示す。尚、図６において、図５と異なる点は、
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５を有し、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｂが接続されていることであ
る。ここで、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５は、図３で説明した伝送装置１０１＿Ｃの
同符号のブロックと同一又は同様の機能を有する。このように、伝送装置１０１＿Ａと伝
送装置１０１＿Ｃとの間の通信を中継する伝送装置１０１＿Ｂおよび伝送装置１０１＿Ｄ
についても伝送装置１０１＿Ａおよび伝送装置１０１＿Ｃと同じように、自装置にＬ２Ｓ
Ｗ１０３を接続することができる。
【００３７】
　図５および図６において、伝送装置１０１＿Ｂは、伝送装置１０１＿Ａから受信する光
信号を伝送装置１０１＿Ｃに転送し、伝送装置１０１＿Ｃから受信する光信号を伝送装置
１０１＿Ａに転送する。例えば、ＡＭＰ３０１は、ネットワーク１０２を介して伝送装置
１０１＿Ａから光信号を受信して波長多重分離部３０３に出力する。波長多重分離部３０
３は、ＡＭＰ３０１が出力するＷＤＭの光信号に対して波長多重や分離を行う。
【００３８】
　図５の例では、波長多重分離部３０３は、ＡＭＰ３０１が伝送装置１０１＿Ａから受信
するＷＤＭの光信号を波長多重分離部３０４に転送し、ＡＭＰ３０２を介して伝送装置１
０１＿Ｃに送信する。逆に、波長多重分離部３０３は、ＡＭＰ３０２が伝送装置１０１＿
Ｃから受信するＷＤＭの光信号を波長多重分離部３０３に転送し、ＡＭＰ３０１を介して
伝送装置１０１＿Ａに送信する。このようにして、図５に示した伝送装置１０１＿Ｂは、
伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｃとの間の通信を中継する。
【００３９】
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　図６の例では、波長多重分離部３０３は、伝送装置１０１＿Ａから受信する自装置宛で
はない光信号を波長多重分離部３０４に転送し、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｂ宛の光信号を取り出
してＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５からＬ２ＳＷ１０３＿Ｂに出力する。逆に、波長多
重分離部３０３は、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｂが送信するユーザデータをＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ
／Ｆ３０５で変換した光信号を波長多重して、ＡＭＰ３０１を介して伝送装置１０１＿Ａ
に送信する。或いは、波長多重分離部３０３は、波長多重分離部３０４から転送される光
信号をＡＭＰ３０１を介して伝送装置１０１＿Ａに送信する。一方、波長多重分離部３０
４は、伝送装置１０１＿Ｃから受信する自装置宛ではない光信号を波長多重分離部３０３
に転送し、Ｌ２ＳＷ１０３＿Ｂ宛の光信号を取り出してＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５
からＬ２ＳＷ１０３＿Ｂに出力する。逆に、波長多重分離部３０４は、Ｌ２ＳＷ１０３＿
Ｂが送信するユーザデータをＥｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３０５で変換した光信号を波長多
重して、ＡＭＰ３０２を介して伝送装置１０１＿Ｃに送信する。或いは、波長多重分離部
３０４は、波長多重分離部３０３から転送される光信号をＡＭＰ３０２を介して伝送装置
１０１＿Ｃに送信する。このようにして、図６に示した伝送装置１０１＿Ｂは、伝送装置
１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｃとの間の通信を中継する。そして、伝送装置１０１＿Ｂ
は、伝送装置１０１＿Ａまたは伝送装置１０１＿Ｃと自装置に接続されるＬ２ＳＷ１０３
＿Ｂとの間で送受信される光信号を波長多重または分離し、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ３
０５を介してＬ２ＳＷ１０３＿Ｂに入出力する。
【００４０】
　図７は、二台の伝送装置１０１間でメッセージを送受信する時の往復時間Ｔｏを計測す
る例を示す。尚、本実施形態に係る伝送システム１００は、往復時間Ｔｏを計測するため
にＯＡＭメッセージを利用する。
【００４１】
　図７（ａ）は、時刻計測に用いるＯＡＭメッセージとして、例えばＤＭＭ(Delay Measu
rement Message)メッセージを用いる例を示す。ＤＭＭメッセージは、伝送装置１０１＿
Ｃがタイムスタンプとして書き込んだ送信時刻Ｔｓの情報を有する。伝送装置１０１＿Ｃ
からＤＭＭメッセージを受信した伝送装置１０１＿Ａは、ＤＭＭメッセージに格納された
送信時刻Ｔｓの情報をコピーしてＤＭＲ(Delay Measurement Reply)メッセージを作成し
、伝送装置１０１＿Ｃに返信する。そして、伝送装置１０１＿Ｃは、ＤＭＲメッセージの
受信時刻Ｔｒを計測し、受信時刻ＴｒからＤＭＲメッセージに格納された送信時刻Ｔｓを
減算して、伝送装置１０１＿Ａとの間でメッセージを送受信する時の往復時間Ｔｏを求め
る（式１）。
Ｔｏ　＝　Ｔｒ　－　Ｔｓ　・・・（式１）
　また、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａとの間の遅延時間Ｔｄは、往復時間Ｔ
ｏの１／２として求めることができる（式２）。
Ｔｄ　＝　Ｔｏ　／　２　・・・（式２）
　このようにして、伝送装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ａとの間でデータを送受信
する時の遅延時間Ｔｄを計測することができる。
【００４２】
　ここで、ＤＭＭメッセージやＤＭＲメッセージではなく、ＬＢ(Loop Back)メッセージ
を用いてもよい。図７（ｂ）は、ＬＢメッセージを用いて往復時間Ｔｏおよび遅延時間Ｔ
ｄを計測する例を示す。尚、ＬＢメッセージは、通信先の伝送装置１０１が正常に動作し
ているか否かを確認するために用いられるＯＡＭメッセージである。図７（ｂ）において
、ＬＢメッセージを用いる場合、送信元の伝送装置１０１は、ＬＢメッセージの送信時刻
Ｔｓを記憶しておき、通信先の伝送装置１０１から戻ってきたＬＢメッセージの受信時刻
Ｔｒを計測する。これにより、送信元の伝送装置１０１は、（式１）および（式２）によ
り、ＬＢメッセージの往復時間Ｔｏおよび伝送装置１０１間の遅延時間Ｔｄを知ることが
できる。
【００４３】
　尚、ＯＡＭメッセージは、各伝送装置１０１のＯＡＭ制御部３０６により送受信され、
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ＯＡＭ制御部３０６が各伝送装置１０１との間の往復時間Ｔｏや遅延時間Ｔｄを計測する
。例えば図３において、伝送装置１０１＿ＣのＯＡＭ制御部３０６は、波長多重分離部３
０３およびＡＭＰ３０１を介して伝送装置１０１＿Ｂ側にＯＡＭメッセージを送信する。
或いは、ＯＡＭ制御部３０６は、波長多重分離部３０４およびＡＭＰ３０２を介して伝送
装置１０１＿Ｄ側のネットワーク１０２にＯＡＭメッセージを送信する。
【００４４】
　同様に、伝送装置１０１＿Ａが他の伝送装置１０１との間の遅延時間Ｔｄを計測する場
合、伝送装置１０１＿ＡのＯＡＭ制御部３０６が伝送装置１０１＿Ｂ、伝送装置１０１＿
Ｃおよび伝送装置１０１＿Ｄに時刻を計測するためのＯＡＭメッセージを送信する。
【００４５】
　また、図５および図６に示した伝送装置１０１＿Ｂ（または伝送装置１０１＿Ｄ）につ
いても、同様に、各伝送装置１０１のＯＡＭ制御部３０６は、他の伝送装置１０１に時刻
を計測するためのＯＡＭメッセージを送信する。
【００４６】
　このようにして、伝送装置１０１＿Ａ、伝送装置１０１＿Ｂ、伝送装置１０１＿Ｃおよ
び伝送装置１０１＿Ｄは、それぞれ他の伝送装置１０１との間の遅延時間Ｔｄを計測する
ことができる。
【００４７】
　図８は、伝送システム１００におけるメッセージの往復時間の計測例を示す。尚、図８
は、図１に対応する。図８において、伝送装置１０１＿Ａに接続されるＬ２ＳＷ１０３＿
Ａは、伝送装置１０１＿Ｂを経由する現用パスと、伝送装置１０１＿Ｄを経由する予備パ
スとに冗長化して、ユーザデータを伝送装置１０１＿Ｃに接続されるＬ２ＳＷ１０３＿Ｃ
に送信する。図８の例では、受信側の伝送装置１０１＿Ｃが現用パスおよび予備パスで接
続される各伝送装置１０１との間でデータを送受信する時の往復時間Ｔｏを計測する。尚
、図８の例では、図７（ａ）で説明したＤＭＭメッセージ／ＤＭＲメッセージを使用する
。
【００４８】
　図８において、伝送装置１０１＿Ｃは、現用パスにおける伝送装置１０１＿Ａとの間の
遅延時間Ｔｄ１を計測するために、送信時刻Ｔｓ１の情報を格納したＤＭＭメッセージを
現用パスの伝送装置１０１＿Ｂを経由して伝送装置１０１＿Ａに送信する。そして、伝送
装置１０１＿Ａは、伝送装置１０１＿Ｃから受信したＤＭＭメッセージに格納された送信
時刻Ｔｓ１をコピーして格納したＤＭＲメッセージを伝送装置１０１＿Ｂ側のネットワー
ク１０２から伝送装置１０１＿Ｃに返信する。尚、図８において、伝送装置１０１＿Ｂ（
伝送装置１０１＿Ｄも同様）は、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａとの間で送受
信されるメッセージを中継する。
【００４９】
　そして、伝送装置１０１＿Ｃは、ＤＭＲメッセージの受信時刻Ｔｒ１を計測し、先に説
明した（式１）により、伝送装置１０１＿Ａとの間でデータを送受信する時の往復時間Ｔ
ｏ１（＝Ｔｒ１－Ｔｓ１）を求める。尚、遅延時間Ｔｄ１は、（式２）より、遅延時間Ｔ
ｄ１（＝Ｔｏ１／２）となる。このようにして、伝送装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１
＿Ａとの間でデータを送受信する時の遅延時間Ｔｄ１を計測することができる。
【００５０】
　同様に、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｂとの間の遅延時間Ｔｄ２は、伝送装
置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｂとの間でＤＭＭメッセージおよびＤＭＲメッセージを
送受信することにより計測できる。例えば、伝送装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ｂ
に送信時刻Ｔｓ２を格納したＤＭＭメッセージを送信し、伝送装置１０１＿Ｂから返信さ
れるＤＭＲメッセージの受信時刻Ｔｒ２を計測する。これにより、伝送装置１０１＿Ｃは
、伝送装置１０１＿Ｂとの間でデータを送受信する時の往復時間Ｔｏ２（＝Ｔｒ２－Ｔｓ
２）を求める。また、遅延時間Ｔｄ２は、Ｔｏ２／２となる。このようにして、伝送装置
１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ｂとの間でデータを送受信する時の遅延時間Ｔｄ２を計
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測することができる。
【００５１】
　さらに、伝送装置１０１＿Ｃは、予備パスにおける伝送装置１０１＿Ａとの間の遅延時
間Ｔｄ３を計測するために、送信時刻Ｔｓ３の情報を格納したＤＭＭメッセージを予備パ
スの伝送装置１０１＿Ｄを経由して伝送装置１０１＿Ａに送信する。そして、伝送装置１
０１＿Ａは、伝送装置１０１＿Ｃから受信したＤＭＭメッセージに格納された送信時刻Ｔ
ｓ３をコピーして格納したＤＭＲメッセージを伝送装置１０１＿Ｄ側のネットワーク１０
２から伝送装置１０１＿Ｃに返信する。そして、伝送装置１０１＿Ｃは、ＤＭＲメッセー
ジの受信時刻Ｔｒ３を計測し、先に説明した（式１）により、伝送装置１０１＿Ａとの間
でデータを送受信する時の往復時間Ｔｏ３（＝Ｔｒ３－Ｔｓ３）を求める。尚、遅延時間
Ｔｄ３は、（式２）より、遅延時間Ｔｄ３（＝Ｔｏ３／２）となる。このようにして、伝
送装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ａとの間でデータを送受信する時の遅延時間Ｔｄ
３を計測することができる。
【００５２】
　同様に、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｄとの間の遅延時間Ｔｄ４は、伝送装
置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｄとの間でＤＭＭメッセージおよびＤＭＲメッセージを
送受信することにより計測できる。例えば、伝送装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ｄ
に送信時刻Ｔｓ４を格納したＤＭＭメッセージを送信し、伝送装置１０１＿Ｄから返信さ
れるＤＭＲメッセージの受信時刻Ｔｒ４を計測する。これにより、伝送装置１０１＿Ｃは
、伝送装置１０１＿Ｄとの間でデータを送受信する時の往復時間Ｔｏ４（＝Ｔｒ４－Ｔｓ
４）を求める。また、遅延時間Ｔｄ４は、Ｔｏ４／２となる。このようにして、伝送装置
１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ｄとの間でデータを送受信する時の遅延時間Ｔｄ４を計
測することができる。
【００５３】
　図９は、往復時間Ｔｏ、遅延時間Ｔｄおよび保護時間Ｔｈの一例を示す。尚、図９に示
した各区間は、図８に示した伝送システム１００に対応する。図８において、現用パスに
形成される区間は、伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａの区間および伝送装置１０
１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｂの区間の２つである。また、予備パスに形成される区間は、
伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａの区間および伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１
０１＿Ｄの区間の２つである。ここで、伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｃとの間
の現用パスと予備パスとの違いは、伝送装置１０１＿Ｂ、伝送装置１０１＿Ｄのいずれを
経由するかの違いである。
【００５４】
　図９（ａ）は、各計測区間の往復時間Ｔｏおよび遅延時間Ｔｄの一例を示す。尚、図９
（ａ）は、伝送装置１０１＿Ｃを基準として他の伝送装置１０１との間の往復時間Ｔｏお
よび遅延時間Ｔｄを計測する例である。
【００５５】
　図９（ａ）において、現用パスの伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａの区間の往
復時間Ｔｏ１は２０ｍｓであり、遅延時間Ｔｄ１は往復時間Ｔｏ１の１／２の１０ｍｓで
ある。また、現用パスの伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｂの区間の往復時間Ｔｏ
２は１０ｍｓであり、遅延時間Ｔｄ２は往復時間Ｔｏ２の１／２の１０ｍｓである。同様
に、予備パスの伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａの区間の往復時間Ｔｏ３は３０
ｍｓであり、遅延時間Ｔｄ３は往復時間Ｔｏ３の１／２の１５ｍｓである。また、予備パ
スの伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ｄの区間の往復時間Ｔｏ４は１５ｍｓであり
、遅延時間Ｔｄ４は往復時間Ｔｏ４の１／２の７．５ｍｓである。
【００５６】
　このようにして、伝送装置１０１＿Ｃは、現用パスおよび予備パスの各伝送装置１０１
との間で往復時間Ｔｏおよび遅延時間Ｔｄを計測する。尚、遅延時間Ｔｄは、往復時間Ｔ
ｏを複数回に亘って計測し、複数回の往復時間Ｔｏの平均値としてもよい。例えば、伝送
装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｃとの間で往復時間Ｔｏを３回計測した結果が１３ｍ
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ｓ、１４ｍｓ、１５ｍｓであった場合、伝送装置１０１＿Ｃは、平均値の１４ｍｓを遅延
時間Ｔｄとする。これにより、各伝送装置１０１の処理のばらつきなどによる変動は、１
回だけの計測値を利用する場合に比べて小さくなる。
【００５７】
　ここで、例えば伝送装置１０１＿Ｃと伝送装置１０１＿Ａとの間でデータを伝送するた
めに要する最大の時間は、遅延時間Ｔｄ１に相当する。例えば、伝送装置１０１＿Ａが伝
送装置１０１＿Ｂにデータを送信した直後に障害が発生して次のデータの送信が困難にな
った場合、送信したデータが伝送装置１０１＿Ｃに到着するまでの時間は、最大で遅延時
間Ｔｄ１となる。つまり、伝送装置１０１＿Ａが障害発生前に現用パスに送信した最後の
データを伝送装置１０１＿Ｃが受信するためには、伝送装置１０１＿Ｃは、現用パスから
予備パスへの切り替えを遅延時間Ｔｄ１だけ待つことが求められる。そこで、伝送装置１
０１＿Ｃは、障害発生から現用パスから予備パスに切り替えるまで一定時間（保護時間Ｔ
ｈ）だけ待機する。
【００５８】
　図９（ｂ）は、伝送装置１０１＿Ｃの保護時間テーブル３０６ａの一例を示す。図１で
説明したように、伝送装置１０１＿ＣのＯＡＭ制御部３０６は、保護時間テーブル３０６
ａを有し、障害が発生した区間に応じて保護時間Ｔｈを設定する。図９（ｂ）において、
現用パスの伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｂの区間で障害が発生した場合、伝送
装置１０１＿Ｃは、保護時間Ｔｈ１を１０ｍｓに設定する。保護時間Ｔｈ１は、図９（ａ
）で説明した遅延時間Ｔｄ１に相当し、伝送装置１０１＿Ａから伝送装置１０１＿Ｃまで
現用パスでデータを伝送するのに要する最大の時間である。これにより、伝送装置１０１
＿Ｃは、障害発生前に伝送装置１０１＿Ａが現用パスに送信したデータを確実に受信する
ことができる。
【００５９】
　同様に、図９（ｂ）において、現用パスの伝送装置１０１＿Ｂと伝送装置１０１＿Ｃの
区間で障害が発生した場合、伝送装置１０１＿Ｃは、保護時間Ｔｈ２を５ｍｓに設定する
。保護時間Ｔｈ２は、図９（ａ）で説明した遅延時間Ｔｄ２に相当し、伝送装置１０１＿
Ｂから伝送装置１０１＿Ｃまでデータを伝送するのに要する最大の時間である。これによ
り、伝送装置１０１＿Ｃは、障害発生前に伝送装置１０１＿Ｂが伝送装置１０１＿Ｃに送
信したデータを確実に受信することができる。
【００６０】
　一方、伝送装置１０１＿Ｃが予備パスから現用パスに切り替える場合の保護時間につい
て説明する。図９（ｂ）において、予備パスの伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｂ
の区間で障害が発生した場合、伝送装置１０１＿Ｃは、保護時間Ｔｈ３を１５ｍｓに設定
する。保護時間Ｔｈ３は、図９（ａ）で説明した遅延時間Ｔｄ３に相当し、伝送装置１０
１＿Ａから伝送装置１０１＿Ｃまで予備パスでデータを伝送するのに要する最大の時間で
ある。これにより、伝送装置１０１＿Ｃは、障害発生前に伝送装置１０１＿Ａが予備パス
に送信したデータを確実に受信することができる。
【００６１】
　同様に、図９（ｂ）において、予備パスの伝送装置１０１＿Ｄと伝送装置１０１＿Ｃの
区間で障害が発生した場合、伝送装置１０１＿Ｃは、保護時間Ｔｈ４を７．５ｍｓに設定
する。保護時間Ｔｈ４は、図９（ａ）で説明した遅延時間Ｔｄ４に相当し、伝送装置１０
１＿Ｄから伝送装置１０１＿Ｃまでデータを伝送するのに要する最大の時間である。これ
により、伝送装置１０１＿Ｃは、障害発生前に伝送装置１０１＿Ｄが伝送装置１０１＿Ｃ
に送信したデータを確実に受信することができる。
【００６２】
　このようにして、伝送装置１０１＿Ｃは、現用パスから予備パスへ切り替える時の保護
時間Ｔｈおよび予備パスから現用パスへ切り替える時の保護時間Ｔｈを障害が発生した区
間に応じて保護時間テーブル３０６ａに設定することができる。
【００６３】
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　図１０は、伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｂとの間で障害が発生した時の一例
を示す。尚、図１０は、図５で説明した伝送装置１０１＿Ｂに対応する。図１０において
、伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｂとの間で障害（例えば光ファイバの切断など
）が発生すると、伝送装置１０１＿ＢのＡＭＰ３０１は、光信号のレベル低下（ＬＯＳ(L
oss Of Signal)）を検出し、ＯＡＭ制御部３０６に通知する。そして、ＯＡＭ制御部３０
６は、障害が発生した区間を示す識別情報を付加した警報表示信号（ＡＩＳ(Alarm Indic
ation Signal)）を作成する。そして、ＯＡＭ制御部３０６は、作成したＡＩＳを波長多
重分離部３０４およびＡＭＰ３０２を介して伝送装置１０１＿Ｃに送信する。一方、伝送
装置１０１＿Ｃは、伝送装置１０１＿Ｂが送信したＡＩＳを受信し、伝送装置１０１＿Ａ
と伝送装置１０１＿Ｂとの間の現用パスで障害が発生したことを認識する。そして、伝送
装置１０１＿Ｃは、図９（ｂ）に示した保護時間テーブル３０６ａを参照して、障害が発
生した区間に応じた保護時間Ｔｈだけ、現用パスから予備パスへ切り替える時間を遅らせ
る。例えば図１０の例では、図９（ｂ）に示した保護時間テーブル３０６ａの現用パスの
伝送装置１０１＿Ａと伝送装置１０１＿Ｂの区間に対応するので、保護時間Ｔｈは１０ｍ
ｓとなる。
【００６４】
　このようにして、伝送装置１０１＿Ｃは、１０ｍｓの保護時間Ｔｈだけ現用パスからデ
ータを受信した後、予備パスに切り替える。これにより、伝送装置１０１＿Ｃは、障害発
生前に伝送装置１０１＿Ａが送信したデータを確実に受信することができる。尚、図１０
の例では、ＡＩＳを用いて障害発生区間の識別情報を付加するようにしたが、障害を検出
した伝送装置１０１は、障害発生区間の識別情報をベンダー独自のメッセージとして送信
するようにしてもよい。例えば、ベンダー独自のメッセージとして、ＯＡＭ規格のVSM/VS
R (Vendor Specific Message/Reply)などが使用されてもよい。
【００６５】
　図１１は、受信側の伝送装置１０１の処理例を示す。図８の例では、伝送装置１０１＿
Ｃが受信側の伝送装置１０１に相当する。
【００６６】
　ステップＳ１０１において、受信側の伝送装置１０１は、現用パスおよび予備パスに接
続されている他の伝送装置１０１との間の遅延時間Ｔｄを計測する。
【００６７】
　ステップＳ１０２において、受信側の伝送装置１０１は、ステップＳ１０１で計測した
遅延時間Ｔｄに応じて、区間毎の保護時間Ｔｈを保護時間テーブル３０６ａに設定する。
【００６８】
　ステップＳ１０３において、受信側の伝送装置１０１は、障害が発生したか否かを判別
する。そして、受信側の伝送装置１０１は、障害が発生するまで待機（通常の通信処理を
行っている）し、障害が発生した場合、ステップＳ１０４の処理に進む。尚、障害の発生
は、他の伝送装置１０１からＡＩＳを受信したか否かにより判別できる。或いは、自装置
の前段の伝送装置１０１との間で障害が発生した場合、自装置が障害を検出して他の伝送
装置１０１にＡＩＳ（障害区間の識別情報を含む）を送信することになるが、この場合も
次のステップＳ１０４の処理に進む。尚、自装置が障害を検出した場合の障害発生区間は
、前段の伝送装置１０１との間の区間である。例えば図８において、伝送装置１０１＿Ｃ
が現用パスのＬＯＳを検出した場合、障害発生区間は、伝送装置１０１＿Ｂと伝送装置１
０１＿Ｃとの間の区間となる。
【００６９】
　ステップＳ１０４において、受信側の伝送装置１０１は、他の伝送装置１０１から受信
するＡＩＳに格納された障害発生区間の識別情報から障害発生区間を特定し、障害発生区
間に応じて保護時間Ｔｈを設定する。尚、自装置が障害の発生を検出した場合、自装置の
前段の伝送装置１０１との間の区間が障害発生区間となる。例えば図３において、伝送装
置１０１＿ＣのＡＭＰ３０１が光信号の切断を検出した場合、前段の伝送装置１０１＿Ｂ
との間の区間が障害発生区間となる。同様に、伝送装置１０１＿ＣのＡＭＰ３０２が光信
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号の切断を検出した場合、前段の伝送装置１０１＿Ｄとの間の区間が障害発生区間となる
。ここで、保護時間Ｔｈは、ステップＳ１０２で作成した保護時間テーブル３０６ａを参
照して設定される。
【００７０】
　ステップＳ１０５において、受信側の伝送装置１０１は、ステップＳ１０４で設定した
保護時間Ｔｈが経過するまで待機する。尚、受信側の伝送装置１０１は、待機中も接続さ
れている経路（例えば現用パス）から受信するデータを処理している。そして、受信側の
伝送装置１０１は、保護時間Ｔｈが経過後、ステップＳ１０６の処理に進む。
【００７１】
　ステップＳ１０６において、受信側の伝送装置１０１は、経路の切り替えを実行する。
受信側の伝送装置１０１は、例えば使用中の現用パスに障害が発生している場合、現用パ
スから予備パスへの切り替えを行う。或いは、受信側の伝送装置１０１は、例えば使用中
の予備パスに障害が発生している場合、予備パスから現用パスへの切り替えを行う。
【００７２】
　このようにして、受信側の伝送装置１０１は、障害発生区間に応じた保護時間Ｔｈを設
定した経路の切り替えを実行するので、経路切替時のデータの損失を防止することができ
る。特に、本実施形態に係る伝送システム１００は、保護時間Ｔｈを障害発生区間に応じ
てデータの損失を防止するための必要最小限の時間に設定するので、切り替え時間が無駄
に長くなってしまうことを防止できる。例えば比較例として、固定の保護時間Ｔｈで運用
する方法では、保護時間Ｔｈが短い場合は現用パスから受信するデータの損失が発生し、
逆に保護時間Ｔｈが長い場合は切り替え時間も長くなり、予備パスから受信するデータの
損失が発生する。これに対して、本実施形態に係る伝送システム１００は、上記の比較例
に対して、現用パスから受信するデータの損失を少なくし、適切なタイミングで予備パス
に切り替えるので、予備パスから受信するデータの損失を少なくすることができる。
【００７３】
　以上の詳細な説明により、実施形態の特徴点および利点は明らかになるであろう。これ
は、特許請求の範囲がその精神および権利範囲を逸脱しない範囲で前述のような実施形態
の特徴点および利点にまで及ぶことを意図するものである。また、当該技術分野において
通常の知識を有する者であれば、あらゆる改良および変更に容易に想到できるはずである
。したがって、発明性を有する実施形態の範囲を前述したものに限定する意図はなく、実
施形態に開示された範囲に含まれる適当な改良物および均等物に拠ることも可能である。
【符号の説明】
【００７４】
１００・・・伝送システム；１０１，１０１＿Ａ，１０１＿Ｂ，１０１＿Ｃ，１０１＿Ｄ
，・・・伝送装置；１０２・・・ネットワーク；１０３，１０３＿Ａ，１０３＿Ｂ，１０
３＿Ｃ・・・Ｌ２ＳＷ；２０１，２０１＿Ａ，２０１＿Ｃ，２０２，２０２＿Ａ，２０２
＿Ｃ，２０３，２０３＿Ａ，２０３＿Ｃ・・・ＴＲＰＮ；３０１，３０２・・・ＡＭＰ；
３０３，３０４・・・波長多重分離部；３０５・・・Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　Ｉ／Ｆ；３０６
・・・ＯＡＭ制御部；３０６ａ・・・保護時間テーブル；３０７・・・監視制御部；３０
８・・・監視ネットワーク；３０９・・・監視装置
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