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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光リンクによって相互に接続された光通信ノード装置を用いてクライアント装置間に光
パスを設定するサービスを提供するトランスペアレントな光通信網であって、
受信端の光通信ノード装置は、
前記光パスの信号品質としてビット誤り率を測定する測定手段と、
前記測定手段で測定した信号品質を、自装置を含んで設定された光パスを中継する全ての
光通信ノード装置及びその送信端の光通信ノード装置とに通知する通知手段とを有し、
前記光通信ノード装置各々は、自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の光通信
ノード装置で測定されて通知された信号品質を記載した光パス管理表を有し、
前記受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質の変化が通知された時に前記光パス
管理表に記載された信号品質を更新するようにしたことを特徴とする光通信網。
【請求項２】
　前記光通信ノード装置各々は、自装置内部と入力側光リンクと出力側光リンクとに対し
て所定の区間毎に分割して設定された区間での障害発生と同時にその障害によって信号品
質に異常が検出される光パスのグループを管理する障害分類表を含み、
前記光パスの信号品質の異常が通知された時に前記障害分類表を参照して障害が発生した
障害発生区間を推定するようにしたことを特徴とする請求項１記載の光通信網。
【請求項３】
　前記分割して設定された区間は、少なくとも前記光通信ノード装置各々に配設された波
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長多重器及び波長分離器を境界として設定するようにしたことを特徴とする請求項２記載
の光通信網。
【請求項４】
　前記光通信ノード装置各々は、前記光パス管理表に記載された各光パスの信号品質の正
常／異常のパターンと、前記障害分類表に記載された区間毎の障害が発生した場合の各光
パスの正常／異常のパターンとが一致するかどうかを比較して前記障害発生区間を推定し
、その推定結果を前記光パス管理表に前記信号品質が異常と記載された全ての光パスの経
路上に存在する前記光パスを中継する全ての光通信ノード装置と当該光パスの送信端の光
通信ノード装置とに通知するようにしたことを特徴とする請求項３記載の光通信網。
【請求項５】
　前記光通信ノード装置各々は、前記障害発生区間が１つの場合に、それが障害の原因と
推定するようにしたことを特徴とする請求項４記載の光通信網。
【請求項６】
　前記光通信ノード装置各々は、前記障害発生区間が複数の場合に、それらの区間の中で
、その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パス
の数が最大の区間を障害の原因と推定するようにしたことを特徴とする請求項５記載の光
通信網。
【請求項７】
　前記光通信ノード装置各々は、その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号
品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間が複数存在する場合に、前記信号品質に
異常が検出される光パスに沿って最も上流側にある区間と最も下流側にある区間とを含む
その間の区間に障害の原因があると推定するようにしたことを特徴とする請求項６記載の
光通信網。
【請求項８】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの光パス番号と前記光パスの属性に
関する前記受信端の光通信ノード装置において測定される信号品質とを少なくとも保持し
、
測定された前記光パスの信号品質が変化した時に前記光パス管理表の内容が更新されるよ
うにしたことを特徴とする請求項７記載の光通信網。
【請求項９】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチの入力ポ
ート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットとのうちの少なくとも一
つを保持し、
前記光パスの設定及び開放が行われる時と前記光パスの属性が変化した時とのいずれかに
前記光パス管理表の内容が更新されるようにしたことを特徴とする請求項８記載の光通信
網。
【請求項１０】
　前記障害分類表は、前記設定されている全ての光パスの光パス番号と、前記区間毎の各
光パスの前記受信端の光通信ノード装置において測定された信号品質の少なくとも正常／
異常のパターンを保持するようにしたことを特徴とする請求項９記載の光通信網。
【請求項１１】
　前記光通信ノード装置各々は、信号の総光強度を検出する光強度検出器を含み、前記光
強度検出器が検出した光強度が設定された光パス数に依存して予め決められた一定の範囲
を外れた場合に、それら全ての光パスの信号品質が異常であると判断するようにし、自装
置を含んで設定された全ての光パスの受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質と
自装置の前記光強度検出器が検出した信号品質とを記載した光パス管理表を含み、
前記受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質と自装置の前記光強度検出器が検出
した信号品質とのいずれかの変化が通知された時に前記光パス管理表に記載された前記信
号品質を更新するようにしたことを特徴とする請求項１記載の光通信網。
【請求項１２】
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　前記光通信ノード装置各々は、前記光強度検出器を含む所定の区間及び前記光強度検出
器が境界に配置された所定の区間のいずれかを含む区間毎にその区間での障害発生と同時
にその障害によって信号品質に異常が検出される光パスのグループを管理する障害分類表
を含み、前記光パスの信号品質の異常が通知された時に前記障害分類表を参照して障害が
発生した障害発生区間を推定するようにしたことを特徴とする請求項１１記載の光通信網
。
【請求項１３】
　前記光通信ノード装置各々は、前記光パス管理表に記載された各光パスの信号品質の正
常／異常のパターンと、前記障害分類表に記載された区間毎の障害が発生した場合の各光
パスの正常／異常のパターンとが一致するかどうかを比較して前記障害発生区間を推定し
、その推定結果を前記光パス管理表に前記信号品質が異常と記載された全ての光パスの経
路上に存在する前記光パスを中継する全ての光通信ノード装置と当該光パスの送信端の光
通信ノード装置とに通知するようにしたことを特徴とする請求項１２記載の光通信網。
【請求項１４】
　前記光通信ノード装置各々は、前記障害発生区間が１つの場合に、それが障害の原因と
推定するようにしたことを特徴とする請求項１３記載の光通信網。
【請求項１５】
　前記光通信ノード装置各々は、前記障害発生区間が複数の場合に、それらの区間の中で
、その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パス
の数が最大の区間を障害の原因と推定するようにしたことを特徴とする請求項１４記載の
光通信網。
【請求項１６】
　前記光通信ノード装置各々は、その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号
品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間が複数存在する場合に、前記光パスに沿
って最も上流側にある区間と最も下流側にある区間とを含むその間の区間に障害の原因が
あると推定するようにしたことを特徴とする請求項１５記載の光通信網。
【請求項１７】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの光パス番号と前記光パスの属性に
関する前記受信端の光通信ノード装置において測定される信号品質と自装置の前記光強度
検出器が検出した信号品質とを少なくとも保持し、
　前記光パスの信号品質が変化した時に前記光パス管理表の内容が更新されるようにした
ことを特徴とする請求項１６記載の光通信網。
【請求項１８】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチの入力ポ
ート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットとのうちの少なくとも一
つを保持し、
　前記光パスの設定及び開放が行われる時と前記光パスの属性が変化した時とのいずれか
に前記光パス管理表の内容が更新されるようにしたことを特徴とする請求項１７記載の光
通信網。
【請求項１９】
　前記障害分類表は、前記設定されている全ての光パスの光パス番号と、前記区間毎の各
光パスの前記受信端の光通信ノード装置において測定された信号品質と自装置の前記光強
度検出器が検出した信号品質との少なくとも正常／異常のパターンを保持するようにした
ことを特徴とする請求項１８記載の光通信網。
【請求項２０】
　クライアント装置間に光パスを設定するサービスを提供するトランスペアレントな光通
信網において光リンクによって相互に接続される光通信ノード装置であって、
自装置が受信端となる光パスの信号品質としてビット誤り率を測定する測定手段と、前記
測定手段で測定した信号品質を、自装置を含んで設定された光パスを中継する全ての装置
及びその送信端の装置とに通知する通知手段とを有し、
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自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の装置で測定された信号品質を記載した
光パス管理表を含み、
前記受信端の装置で測定された信号品質の変化が通知された時に前記光パス管理表に記載
された前記信号品質を更新するようにしたことを特徴とする光通信ノード装置。
【請求項２１】
　自装置内部と入力側光リンクと出力側光リンクとに対して所定の区間毎に分割して設定
された区間での障害発生と同時にその障害によって信号品質に異常が検出される光パスの
グループを管理する障害分類表を含み、前記光パスの信号品質の異常が通知された時に前
記障害分類表を参照して障害が発生した障害発生区間を推定するようにしたことを特徴と
する請求項２０記載の光通信ノード装置。
【請求項２２】
　前記分割して設定された区間は、少なくとも自装置内に配設された波長多重器及び波長
分離器を境界として設定するようにしたことを特徴とする請求項２１記載の光通信ノード
装置。
【請求項２３】
　前記光パス管理表に記載された各光パスの信号品質の正常／異常のパターンと、前記障
害分類表に記載された区間毎の障害が発生した場合の各光パスの正常／異常のパターンと
が一致するかどうかを比較して前記障害発生区間を推定し、その推定結果を前記光パス管
理表に前記信号品質が異常と記載された全ての光パスの経路上に存在する前記光パスを中
継する全ての装置と当該光パスの送信端の装置とに通知するようにしたことを特徴とする
請求項２２記載の光通信ノード装置。
【請求項２４】
　前記障害発生区間が１つの場合に、それが障害の原因と推定するようにしたことを特徴
とする請求項２３記載の光通信ノード装置。
【請求項２５】
　前記障害発生区間が複数の場合に、それらの区間の中で、その区間で障害が発生したこ
とが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間を障害の原因
と推定するようにしたことを特徴とする請求項２４記載の光通信ノード装置。
【請求項２６】
　その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パス
の数が最大の区間が複数存在する場合に、前記信号品質に異常が検出される光パスに沿っ
て最も上流側にある区間と最も下流側にある区間とを含むその間の区間に障害の原因があ
ると推定するようにしたことを特徴とする請求項２５記載の光通信ノード装置。
【請求項２７】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの光パス番号と前記光パスの属性に
関する前記受信端の光通信ノード装置において測定される信号品質とを少なくとも保持し
、
　測定された前記光パスの信号品質が変化した時に前記光パス管理表の内容が更新される
ようにしたことを特徴とする請求項２６記載の光通信ノード装置。
【請求項２８】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチの入力ポ
ート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットとのうちの少なくとも一
つを保持し、
　前記光パスの設定及び開放が行われる時と前記光パスの属性が変化した時とのいずれか
に前記光パス管理表の内容が更新されるようにしたことを特徴とする請求項２７記載の光
通信ノード装置。
【請求項２９】
　前記障害分類表は、前記設定されている全ての光パスの光パス番号と、前記区間毎の各
光パスの前記受信端の光通信ノード装置において測定された信号品質の少なくとも正常／
異常のパターンを保持するようにしたことを特徴とする請求項２８記載の光通信ノード装
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置。
【請求項３０】
　信号の総光強度を検出する光強度検出器を含み、
光強度検出器が検出した光強度が設定された光パス数に依存して予め決められた一定の範
囲を外れた場合に、それら全ての光パスの信号品質が異常であると判断するようにし、
自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の装置で測定された信号品質と自装置の
前記光強度検出器が検出した信号品質とを記載した光パス管理表を含み、
前記受信端の装置で測定された信号品質と自装置の前記光強度検出器が検出した信号品質
とのいずれかの変化が通知された時に前記光パス管理表に記載された前記信号品質を更新
するようにしたことを特徴とする請求項２０記載の光通信ノード装置。
【請求項３１】
　前記光強度検出器を含む所定の区間及び前記光強度検出器が境界に配置された所定の区
間のいずれかを含む区間毎にその区間での障害発生と同時にその障害によって信号品質に
異常が検出される光パスのグループを管理する障害分類表を含み、
前記光パスの信号品質の異常が通知された時に前記障害分類表を参照して障害が発生した
障害発生区間を推定するようにしたことを特徴とする請求項３０記載の光通信ノード装置
。
【請求項３２】
　前記光パス管理表に記載された各光パスの信号品質の正常／異常のパターンと、前記障
害分類表に記載された区間毎の障害が発生した場合の各光パスの正常／異常のパターンと
が一致するかどうかを比較して前記障害発生区間を推定し、その推定結果を前記光パス管
理表に前記信号品質が異常と記載された全ての光パスの経路上に存在する前記光パスを中
継する全ての装置と当該光パスの送信端の装置とに通知するようにしたことを特徴とする
請求項３１記載の光通信ノード装置。
【請求項３３】
　前記障害発生区間が１つの場合に、それが障害の原因と推定するようにしたことを特徴
とする請求項３２記載の光通信ノード装置。
【請求項３４】
　前記障害発生区間が複数の場合に、それらの区間の中で、その区間で障害が発生したこ
とが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間を障害の原因
と推定するようにしたことを特徴とする請求項３３記載の光通信ノード装置。
【請求項３５】
　その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パス
の数が最大の区間が複数存在する場合に、前記光パスに沿って最も上流側にある区間と最
も下流側にある区間とを含むその間の区間に障害の原因があると推定するようにしたこと
を特徴とする請求項３４記載の光通信ノード装置。
【請求項３６】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの光パス番号と前記光パスの属性に
関する前記受信端の光通信ノード装置において測定される信号品質と自装置の前記光強度
検出器が検出した信号品質とを少なくとも保持し、
　前記光パスの信号品質が変化した時に前記光パス管理表の内容が更新されるようにした
ことを特徴とする請求項３５記載の光通信ノード装置。
【請求項３７】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチの入力ポ
ート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットとのうちの少なくとも一
つを保持し、
　前記光パスの設定及び開放が行われる時と前記光パスの属性が変化した時とのいずれか
に前記光パス管理表の内容が更新されるようにしたことを特徴とする請求項３６記載の光
通信ノード装置。
【請求項３８】
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　前記障害分類表は、前記設定されている全ての光パスの光パス番号と、前記区間毎の各
光パスの前記受信端の光通信ノード装置において測定された信号品質と自装置の前記光強
度検出器が検出した信号品質との少なくとも正常／異常のパターンを保持するようにした
ことを特徴とする請求項３７記載の光通信ノード装置。
【請求項３９】
　光リンクによって相互に接続された光通信ノード装置を用いてクライアント装置間に光
パスを設定するサービスを提供するトランスペアレントな光通信網の障害位置特定方法で
あって、
自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の光通信ノード装置で測定された信号品
質を記載した光パス管理表を前記光通信ノード装置各々に配設し、前記受信端の光通信ノ
ード装置で測定された信号品質の変化が通知された時に前記光パス管理表に記載された前
記信号品質を更新するようにしたことを特徴とする障害位置特定方法。
【請求項４０】
　前記光通信ノード装置各々に配設されかつ自装置内部と入力側光リンクと出力側光リン
クとに対して所定の区間毎に分割して設定された区間での障害発生と同時にその障害によ
って信号品質に異常が検出される光パスのグループを管理する障害分類表を参照して前記
光パスの信号品質の異常が通知された時の障害が発生した障害発生区間を推定するステッ
プを含むことを特徴とする請求項３９記載の障害位置特定方法。
【請求項４１】
　前記分割して設定された区間は、少なくとも前記光通信ノード装置各々に配設された波
長多重器及び波長分離器を境界として設定するようにしたことを特徴とする請求項４０記
載の障害位置特定方法。
【請求項４２】
　前記光パス管理表に記載された各光パスの信号品質の正常／異常のパターンと、前記障
害分類表に記載された区間毎の障害が発生した場合の各光パスの正常／異常のパターンと
が一致するかどうかを比較して前記障害発生区間を推定するステップと、その推定結果を
前記光パス管理表に前記信号品質が異常と記載された全ての光パスの経路上に存在する前
記光パスを中継する全ての光通信ノード装置と当該光パスの送信端の光通信ノード装置と
に通知するステップとを前記光通信ノード装置各々に含むことを特徴とする請求項４１記
載の障害位置特定方法。
【請求項４３】
　前記障害発生区間が１つの場合にそれが障害の原因と推定するステップを前記光通信ノ
ード装置各々に含むことを特徴とする請求項４２記載の障害位置特定方法。
【請求項４４】
　前記障害発生区間が複数の場合にそれらの区間の中で、その区間で障害が発生したこと
が原因となって前記信号品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間を障害の原因と
推定するステップを前記光通信ノード装置各々に含むことを特徴とする請求項４３記載の
障害位置特定方法。
【請求項４５】
　その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パス
の数が最大の区間が複数存在する場合に、前記信号品質に異常が検出される光パスに沿っ
て最も上流側にある区間と最も下流側にある区間とを含むその間の区間に障害の原因があ
ると推定するステップを前記光通信ノード装置各々に含むことを特徴とする請求項４４記
載の障害位置特定方法。
【請求項４６】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの光パス番号と前記光パスの属性に
関する前記受信端の光通信ノード装置において測定される信号品質とを少なくとも保持し
、
　測定された前記光パスの信号品質が変化した時に前記光パス管理表の内容が更新される
ようにしたことを特徴とする請求項４５記載の障害位置特定方法。
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【請求項４７】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチの入力ポ
ート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットとのうちの少なくとも一
つを保持し、
　前記光パスの設定及び開放が行われる時と前記光パスの属性が変化した時とのいずれか
に前記光パス管理表の内容が更新されるようにしたことを特徴とする請求項４６記載の障
害位置特定方法。
【請求項４８】
　前記障害分類表は、前記設定されている全ての光パスの光パス番号と、前記区間毎の各
光パスの前記受信端の光通信ノード装置において測定された信号品質の少なくとも正常／
異常のパターンを保持するようにしたことを特徴とする請求項４７記載の障害位置特定方
法。
【請求項４９】
　光リンクによって相互に接続された光通信ノード装置を用いてクライアント装置間に光
パスを設定するサービスを提供するトランスペアレントな光通信網の障害位置特定方法で
あって、
前記光通信ノード装置各々に配設されかつ信号の総光強度を検出する光強度検出器が検出
した光強度が設定された光パス数に依存して予め決められた一定の範囲を外れた場合に、
それら全ての光パスの信号品質が異常であると判断するようにし、
自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の光通信ノード装置で測定された信号品
質と自装置の前記光強度検出器が検出した信号品質とを記載した光パス管理表を前記光通
信ノード装置各々に配設し、前記受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質と自装
置の前記光強度検出器が検出した信号品質とのいずれかの変化が通知された時に前記光パ
ス管理表に記載された前記信号品質を更新するようにしたこと特徴とする障害位置特定方
法。
【請求項５０】
　前記光強度検出器を含む所定の区間及び前記光強度検出器が境界に配置された所定の区
間のいずれかを含む区間毎にその区間での障害発生と同時にその障害によって信号品質に
異常が検出される光パスのグループを管理する障害分類表を前記光通信ノード装置各々に
配設し、前記光パスの信号品質の異常が通知された時に前記障害分類表を参照して障害が
発生した障害発生区間を推定するようにしたことを特徴とする請求項４９記載の障害位置
特定方法。
【請求項５１】
　前記光通信ノード装置各々は、前記光パス管理表に記載された各光パスの信号品質の正
常／異常のパターンと、前記障害分類表に記載された区間毎の障害が発生した場合の各光
パスの正常／異常のパターンとが一致するかどうかを比較して前記障害発生区間を推定し
、その推定結果を前記光パス管理表に前記信号品質が異常と記載された全ての光パスの経
路上に存在する前記光パスを中継する全ての光通信ノード装置と当該光パスの送信端の光
通信ノード装置とに通知するようにしたことを特徴とする請求項５０記載の障害位置特定
方法。
【請求項５２】
　前記障害発生区間が１つの場合にそれが障害の原因と推定するステップを前記光通信ノ
ード装置各々に含むことを特徴とする請求項５１記載の障害位置特定方法。
【請求項５３】
　前記障害発生区間が複数の場合にそれらの区間の中で、その区間で障害が発生したこと
が原因となって前記信号品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間を障害の原因と
推定するステップを前記光通信ノード装置各々に含むことを特徴とする請求項５２記載の
障害位置特定方法。
【請求項５４】
　その区間で障害が発生したことが原因となって前記信号品質に異常が検出される光パス
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の数が最大の区間が複数存在する場合に、前記光パスに沿って最も上流側にある区間と最
も下流側にある区間とを含むその間の区間に障害の原因があると推定するステップを前記
光通信ノード装置各々に含むことを特徴とする請求項５３記載の障害位置特定方法。
【請求項５５】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの光パス番号と前記光パスの属性に
関する前記受信端の光通信ノード装置において測定される信号品質と自装置の前記光強度
検出器が検出した信号品質とを少なくとも保持し、
　前記光パスの信号品質が変化した時に前記光パス管理表の内容が更新されるようにした
ことを特徴とする請求項５４記載の障害位置特定方法。
【請求項５６】
　前記光パス管理表は、設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチの入力ポ
ート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットとのうちの少なくとも一
つを保持し、
　前記光パスの設定及び開放が行われる時と前記光パスの属性が変化した時とのいずれか
に前記光パス管理表の内容が更新されるようにしたことを特徴とする請求項５５記載の障
害位置特定方法。
【請求項５７】
　前記障害分類表は、前記設定されている全ての光パスの光パス番号と、前記区間毎の各
光パスの前記受信端の光通信ノード装置において測定された信号品質と自装置の前記光強
度検出器が検出した信号品質との少なくとも正常／異常のパターンを保持するようにした
ことを特徴とする請求項５６記載の障害位置特定方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は光通信網、光通信ノード装置及びそれに用いる障害位置特定方法に関し、特に
光通信網における障害発生の検出及びその障害の発生位置を特定する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、光リンクによって相互に接続された光通信ノード装置を用いてクライアント装置間
に光パスを設定するサービスを提供する光通信網においては、図１４に示すように、６つ
の光通信ノード装置４１～４６と、それらを相互接続する光リンク１０１～１０７とから
構成されている。光通信ノード装置４１～４６は光スイッチ（図示せず）を含み、光スイ
ッチを設定することによって光通信ノード装置４１～４６の入力ポートと出力ポートとを
接続し、光パスを設定する。
【０００３】
光パス上の光信号は波長多重されて光リンク１０１～１０７上を伝送される。光パスの送
信端及び受信端の光通信ノード装置４１，４２，４６には、クライアント装置２１～２３
が接続されている。
【０００４】
光パス２０００は光通信ノード装置４１，４２，４５，４６を経由して、クライアント装
置２１からクライアント装置２２へと至る光パスである。この光パス２０００は送信端の
光通信ノード装置４１－受信端の光通信ノード装置４６との間の光パスセクションと、そ
れぞれの隣接する光通信ノード装置間の光パス中継セクションとに階層化され、その信号
品質が管理されている（第１の従来技術とする）。
【０００５】
全ての光パス中継セクションの両端の光通信ノード装置の出力部及び入力部には、信号品
質測定器４０が配置され、光パスの信号品質を監視している。監視している信号品質から
、ファイバの切断等の障害や機器の経時劣化を検出することができる。
【０００６】
上記のように、階層的な管理が為されているため、障害の発生した光パス中継セクション
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に対応する光リンク、あるいは障害の発生した光通信ノード装置を容易に特定することが
できる。
【０００７】
信号品質測定器４０は光パス上を伝送される光信号を光－電気変換し、例えば、ＳＯＮＥ
Ｔ（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ）フレームのセクション
オーバヘッド（ｓｅｃｔｉｏｎ　ｏｖｅｒｈｅａｄ：ＳＯＨ）中のＢ１パリティバイト（
ｂｉｔ　ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　ｐａｒｉｔｙ：ＢＩＰ）の照合を通じてビット誤り率
を測定している。このような技術については、特開２０００－１８３８５３号公報や特開
２０００－３１２１８９号公報に開示されている。
【０００８】
次に、光パス２００１は光通信ノード装置４６，４３，４２を経由して、クライアント装
置２２からクライアント装置２３へと至る光パスである。この光パス２００１では光パス
中継セクションを定義せず、光パス２０００とは異なる信号品質の管理を行っている。受
信端の光通信ノード装置４２にのみ信号品質測定器が配置される。中継光通信ノードでは
光－電気変換を伴うビット誤り率測定を行わない（第２の従来技術とする）。このような
技術については、特開２０００－２０９２４４号公報や特開２０００－２０９１５２号公
報に開示されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の光通信網における障害検出方法及び障害位置特定方法では、第１の従来技
術の場合、全ての光通信ノード装置に光－電気変換を伴う信号品質測定器を配置するため
、コストやハードウェアが大きくなると同時に、任意の信号速度や信号フォーマットの光
パスが設定可能というトランスペアレント光通信網の光パスの本来の特徴が失われてしま
うという問題がある。信号品質測定器は、例えばＳＯＮＥＴ　ＯＣ４８（２．５Ｇｂｉｔ
／ｓ）専用等のように、信号速度や信号フォーマットを制限する。
【００１０】
また、第２の従来技術の場合、受信端の光通信ノード装置でしか信号品質を測定していな
いため、障害の検出は可能であるが、障害位置を特定することができないという問題があ
る。つまり、第２の従来技術では、障害の発生した光リンクや光通信ノード装置を特定す
るための手段を提供することができない。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、トランスペアレント光通信網の光パス
の特徴を維持したまま障害位置を推定することができる光通信網、光通信ノード装置及び
それに用いる障害位置特定方法を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明による光通信網は、光リンクによって相互に接続された光通信ノード装置を用い
てクライアント装置間に光パスを設定するサービスを提供するトランスペアレントな光通
信網であって、
受信端の光通信ノード装置は、
前記光パスの信号品質としてビット誤り率を測定する測定手段と、
前記測定手段で測定した信号品質を、自装置を含んで設定された光パスを中継する全ての
光通信ノード装置及びその送信端の光通信ノード装置とに通知する通知手段とを備え、
前記光通信ノード装置各々は、自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の光通信
ノード装置で測定されて通知された信号品質を記載した光パス管理表を備え、
前記受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質の変化が通知された時に前記光パス
管理表に記載された信号品質を更新するようにしている。
【００１３】
　本発明による光通信ノード装置は、クライアント装置間に光パスを設定するサービスを
提供するトランスペアレントな光通信網において光リンクによって相互に接続される光通
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信ノード装置であって、
自装置が受信端となる光パスの信号品質としてビット誤り率を測定する測定手段と、前記
測定手段で測定した信号品質を、自装置を含んで設定された光パスを中継する全ての装置
及びその送信端の装置とに通知する通知手段とを備え、
自装置を含んで設定された全ての光パスの受信端の装置で測定された信号品質を記載した
光パス管理表を含み、
前記受信端の装置で測定された信号品質の変化が通知された時に前記光パス管理表に記載
された前記信号品質を更新するようにしている。
【００１５】
本発明による障害位置特定方法は、光リンクによって相互に接続された光通信ノード装置
を用いてクライアント装置間に光パスを設定するサービスを提供するトランスペアレント
な光通信網の障害位置特定方法であって、自装置を含んで設定された全ての光パスの受信
端の光通信ノード装置で測定された信号品質を記載した光パス管理表を前記光通信ノード
装置各々に配設し、前記受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質の変化が通知さ
れた時に前記光パス管理表に記載された前記信号品質を更新するようにしている。
【００１６】
すなわち、本発明の光通信網は、光パスの受信端の光通信ノード装置がその光パスの信号
品質としてビット誤り率を測定し、ビット誤り率に異常があれば、その光パスを中継する
全ての光通信ノード装置と送信端の光通信ノードとに異常を通知する。
【００１７】
また、本発明の光通信網では、全ての光通信ノード装置の光パス制御部各々が自装置を含
んで設定される全ての光パスの受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質を記載し
た光パス管理表を保有している。
【００１８】
さらに、本発明の光通信網では、全ての光通信ノード装置の光パス制御部各々が一定の区
間毎に、自光通信ノード装置の内部と入力側光リンクと出力側光リンクに対してある一定
の区間毎に分割して設定した障害管理のための区間での障害発生と同時に信号品質に異常
が検出される光パスのグループを管理する障害分類表を保有している。
【００１９】
さらにまた、本発明の光通信網では、全ての光通信ノード装置の光パス制御部各々が光パ
ス管理表に記載された各光パスの信号品質の正常、異常のパターンと、障害分類表に記載
された区間毎の障害が発生した場合の各光パスの正常、異常のパターンとが一致するかど
うかを比較し、障害の発生した区間を推定し、その推定結果を光パスの経路上に存在する
光パスを中継する全ての光通信ノード装置と当該光パスの送信端の光通信ノード装置とに
通知している。
【００２０】
全ての光通信ノード装置は、推定した障害発生区間が１つの場合に、それが障害の原因と
推定し、障害発生区間が複数の場合に、それらの区間の中で、その区間での障害発生と同
時に信号品質に異常が検出される光パスの数が最大の区間を障害の原因と推定し、そのよ
うな区間が複数存在する場合に、光パスに沿って最も上流側にある区間と最も下流側にあ
る区間とを含むその間の区間に障害の原因があると推定する。
【００２１】
このようにして、本発明では、波長多重して伝送される他の全ての光パス及び同一の機器
で処理される他の全ての光パスについて、受信端の光通信ノード装置で測定した信号品質
も参照しているので、障害が発生した区間、さらにはその区間に含まれる障害の原因とな
った機器の故障や劣化を推定することが可能となる。
【００２２】
上記のように、受信端の光通信ノード装置にのみ光－電気変換を伴う信号品質測定器を配
置することで、トランスペアレント光通信網の光パスの特徴を維持したまま、障害位置を
推定することが可能となる。
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【００２３】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例による
光通信網の構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例による光通信
網は中継光通信ノード装置において光－電気変換を伴わないトランスペアレントな光通信
網であり、光スイッチ（図示せず）を含む光通信ノード装置１１～１６と、それらを相互
に接続する光リンク１０１～１０７とから構成されてる。この場合、光通信ノード装置１
１～１６の光スイッチを設定することによって、クライアント装置２１～２５間に光パス
が設定される。
【００２４】
図１においては、光パスの例として、波長λ１の光パス１０００、波長λ２の光パス１０
０１、波長λ２の光パス１００２、波長λ３の光パス１００３、波長λ４の光パス１００
４が示されている。
【００２５】
通常、光パスは送信端の光通信ノード装置１１，１２，１５から受信端の光通信ノード装
置１３，１５，１６まで同一の波長で伝送される。但し、中継光通信ノード装置が波長変
換器を備えている場合には、中継光通信ノード装置において光パスの波長が変更されても
よく、その光パスの波長は図示せぬ光パス管理表にて管理される。全ての光パスに対して
は受信端の光通信ノード装置１３，１５，１６における信号品質測定器３０によって信号
の品質が測定される。
【００２６】
信号品質測定器３０は光パス上を伝送されてきた光信号を光－電気変換し、パリティやＣ
ＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）コード、例えば、ＳＯＮＥＴ
（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ）フレームのセクションオ
ーバヘッド（ｓｅｃｔｉｏｎ　ｏｖｅｒｈｅａｄ：ＳＯＨ）中のＢ１パリティバイト（ｂ
ｉｔ　ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　ｐａｒｉｔｙ：ＢＩＰ）の照合を通じてビット誤り率を
測定している。信号品質測定器３０はビット誤り率がある規定値、例えば１０-9以上にな
ると信号品質が異常であると判定する。
【００２７】
尚、信号品質の測定としては、上記の方法の他に、ＳＯＮＥＴフレームのペイロード（ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｐａｙｌｏａｄ　ｅｎｖｅｌｏｐ：ＳＰＥ）中に格納されている
ＡＴＭ（ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｍｏｄｅ）セルやＩＰ（ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケットのパリティ等を利用して測定する方法もあり、
光パスの信号品質が測定可能であればどのような方法でもよい。また、信号品質の判定結
果としては正常や異常のみでなく、例えば、光がこない、光はきているが光パワーが不足
している等のように、正常や異常を複数の段階にわけて判定することも可能である。この
ような場合にも、光がこなかったり、光パワーが不足している等であればビット誤りとな
るので、信号品質の劣化等を検出することができる。
【００２８】
光通信ノード装置１１～１６は隣接する光通信ノード装置との間に、光リンク１０１～１
０７だけでなく、制御メッセージを交換するための制御チャネルをも具備している。制御
チャネルには、光リンクとは別に用意された専用のアウトバンド制御チャネルを使用する
こともできる。また、光リンク上を伝送されるＳＯＮＥＴフレームのオーバヘッドのデー
タコミュニケーションチャネル（ｄａｔａｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ
：ＤＣＣ）をインバンド制御チャネルとして使用することもできる。いずれの場合にも、
制御メッセージをＩＰパケットに格納し、さらにＰＰＰ（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｐｏｉｎｔ
　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）フレームに格納し、制御チャネル上を伝送することができる。制御
メッセージの転送に使用されるプロトコルには、ＩＰ，ＰＰＰ以外を使用することもでき
る。
【００２９】
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図２は図１の光通信ノード装置１５の詳細な構成を示すブロック図である。図２において
、光通信ノード装置１５は光パス制御部１５１と、制御チャネル終端部１５２と、波長分
離器１５３，１５６，１５７，１６５と、光増幅器１５４，１５５，１６２，１６３と、
波長多重器１５８，１６０，１６１，１６４と、光スイッチ１５９と、信号品質測定器１
６６，１６７とから構成されている。また、図２には光通信ノード装置１５の設定に対応
した光パスも記載されている。さらに、図示していないが、他の受信端の光通信ノード装
置１３，１６も上記の光通信ノード装置１５と同様の構成となっている。
【００３０】
光リンク１０４上を隣接する光通信ノード装置１２から伝送されてきた波長λ１～λ８の
信号は波長分離器１５３，１５６，１５７によって波長分離される。それらは光スイッチ
１５９によって適切な出力ポートへ送出される。波長多重器１６０，１６１，１６４によ
って再び波長多重され、光リンク１０７上を隣接する光通信ノード装置１６へ伝送される
。尚、図２には、図１に示す例において設定されている光パス１０００～１００３に使用
されている波長だけでなく、これら光パス１０００～１００３の設定に使用されていない
他の波長も記載されている。図１に示す例における光パスを設定した場合には、光通信ノ
ード装置１５は図２に示すように設定される。また、光パスの設定に使用されていない波
長λ７，λ８等を使用して、新規の光パスを設定することもできる。
【００３１】
クライアント装置２５へ接続される信号はこの光通信ノード装置１５が受信端となるため
、信号品質測定器１６６，１６７によって波長毎に信号品質が測定される。光スイッチ１
５９は微小電子機械式スイッチ（ｍｉｃｒｏ　ｅｌｅｃｔｒｏ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　
ｓｗｉｔｃｈ：ＭＥＭＳ）や光ファイバ自動化主分配盤（ｍａｉｎ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｉｏｎ　ｆｒａｍｅ：ＭＤＦ）を使用して構成することができる。
【００３２】
波長多重器１６０，１６１，１６４及び波長分離器１５３，１５６，１５７にはアレイ導
波路回折格子（ａｒｒａｙｅｄ　ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｇｒａｔｉｎｇ：ＡＷＧ）を使用
することができる。例えば、λ１～λ４は１．５５μｍ帯で、λ５～λ８は１．５８μｍ
帯とすることができ、光増幅器１５４，１５５，１６２，１６３にはそれぞれの波長帯に
対応した光増幅器が使用される。
【００３３】
光通信ノード装置１５の制御チャネル終端部１５２は隣接する光通信ノード装置１２，１
６との間の制御チャネルを終端し、光パス制御部１５１は光パス管理表１５１ａと障害分
類表１５１ｂとを具備している。
【００３４】
光パス管理表１５１ａにはその光通信ノード装置１５を中継して設定されたすべての光パ
スの番号、ポート番号、光パスの属性、受信端の光通信ノード装置で測定された信号品質
に関する項目が記載されている。障害分類表１５１ｂにはその光通信ノード装置１５の入
力側の光リンク１０４から出力側の光リンク１０７までを分割して設定した障害管理のた
めの区間ａ～ｅ毎にその区間ａ～ｅで障害が発生した場合に、同時にその障害の影響を受
けて信号品質に異常が検出される光パスのグループに関する項目が記載されている。
【００３５】
光パス制御部１５１は光パスの設定、開放、光スイッチの制御の処理だけでなく、光パス
管理表１５１ａと障害分類表１５１ｂとを使用して、障害が発生した区間ａ～ｅを推定し
、他の光通信ノード装置に通知する動作を行う。
【００３６】
ここで、図２において、区間ａは光通信ノード装置１５の入力側（上流側）の区間、区間
ｂは波長分離器１５３と波長分離器１５６との間の区間、区間ｃは波長分離器１５６と波
長多重器１６０との間の区間、区間ｄは波長多重器１６０と波長多重器１６４との間の区
間、区間ｅは光通信ノード装置１５の出力側（下流側）の区間をそれぞれ示している。ま
た、図示していないが、光通信ノード装置１１～１４，１６も上記の光通信ノード装置１
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５と同様の構成となっている。
【００３７】
図３及び図４は図２の光パス管理表１５１ａの構成例を示す図である。これら図３及び図
４に示す構成を合成した表が光パス管理表１５１ａとなる。まず、図３において、光パス
管理表１５１ａには光パス番号（「１０００」，「１００２」，「１００３」，「１００
４」）と、入力ポート番号（「１」，「２」，「１０」）と、出力ポート番号（「１」，
「２」，「１０」）と、波長（「λ１」，「λ２」，「λ３」，「λ４」）と、信号速度
（「１０Gbit/s」，「２．５Gbit/s」，「１Gbit/s」）と、信号フォーマット［「ＳＯＮ
ＥＴ」，「Ｅｔｈｅｒｎｅｔ」（イーサネットは米国のサンマイクロシステムズ社の商標
である）］とが各々対応付けられて格納されている。上記の例では波長を一つの項目とし
て示しているが、装置内で光パスの波長を変更するような場合には入力波長と出力波長と
の二つの項目となる。
【００３８】
次に、図４において、光パス管理表１５１ａには光パス番号（「１０００」，「１００２
」，「１００３」，「１００４」）と、受信端での信号品質（「異常」，「正常」）とが
対応付けられて格納されている。
【００３９】
上記のように、光パス番号を格納する代わりに、入力ポート番号や出力ポート番号や波長
を格納してもよい。これは、図３及び図４に示す光パス管理表１５１ａを参照して、入力
ポート番号や出力ポート番号、あるいは波長から光パス番号を検索することができるため
である。
【００４０】
光パス管理表１５１ａには設定されている全ての光パスの属性に関する光スイッチ１５９
の入力ポート番号、出力ポート番号、波長、信号速度、信号フォーマットと、測定された
信号品質とが記載されている。光パスが設定、開放される時、光パスの属性が変化する時
、あるいは測定された光パスの信号品質が変化した時に、光パス管理表１５１ａが更新さ
れる。
【００４１】
図５は図２の障害分類表１５１ｂの構成例を示す図である。図５において、障害分類表１
５１ｂには光パス番号（「１０００」，「１００２」，「１００３」，「１００４」）と
、光パス番号に対応して区間毎にその区間で障害が発生した場合に検出が予想される各々
の光パスの信号品質のパターン（区間ａ～ｅ各々に対して光パス各々の信号品質の「異常
」、または「正常」）が格納されている。
【００４２】
本実施例では光通信ノード装置１５内部を光パス１０００が使用している波長λ１及び光
パス１００３が使用している波長λ３に沿って、５つの区間ａ～ｅに分解し、それぞれの
区間ａ～ｅで障害が起こった場合に影響を受ける全ての光パスのグループ、つまり、光パ
ス１０００と同時に障害が発生して異常が検出される光パスのグループを検索することが
できるようになっている。図５では省略して記載していないが、波長λ２，λ４に沿った
区間毎の異常検出パターン、波長λ５，λ７に沿った区間毎の異常検出パターン、波長λ
６，λ８に沿った区間毎の異常検出パターンも障害分類表に記載されている。
【００４３】
例えば、区間ｃで障害が起こった場合に、光パス１０００と同時に受信端の光通信ノード
装置で異常が検出される光パスは光パス１００３であることがわかる。逆に、光パス１０
０２及び光パス１００４は、光パス１０００の区間ｃでの障害の影響は受けない。区間ｃ
においては、光パス１００３だけが、光パス１０００と波長多重されているためである。
【００４４】
波長多重器１６０，１６１，１６４と波長分離器１５３，１５６，１５７とを境界として
区間ａ～ｅを定義しておくと、その中から障害の発生した区間を推定するのに都合がよい
。少なくとも、入力側の光リンク１０４、光通信ノード装置１５内部、出力側の光リンク
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１０７に対応して少なくとも３つの区間を定義しておくことが、光通信網全体で、障害の
発生した区間を推定する上で重要である。区間は波長毎に個別に定義してもよい。
【００４５】
光通信ノード装置１５内部の機器構成が変更される場合にのみ、障害分類表１５１ｂに記
載されている区間の設定が更新される。通常、光通信ノード装置１５の起動時に設定され
たまま、変更されることはない。障害分類表１５１ｂに記載されている光パス番号は、光
パスが設定されると追加され、光パスが開放されると削除される。また、光パスの属性の
変化に伴って更新される場合もある。
【００４６】
図６及び図７は本発明の一実施例による障害検出動作及び障害位置特定動作を説明するた
めの図であり、図８は本発明の一実施例による障害検出処理を示すフローチャートであり
、図９及び図１０は本発明の一実施例による障害位置特定処理を示すフローチャートであ
る。これら図１～図１０を参照して本発明の一実施例による障害の発生した区間の推定動
作について説明する。
【００４７】
光パス１０００と光パス１００３とに障害が発生すると、それらの光パス１０００及び光
パス１００３の受信端の光通信ノード装置１６の信号品質測定器が信号品質の異常を検出
する（図８ステップＳ１）。受信端の光通信ノード装置１６は信号品質の異常を伝える制
御メッセージを作成し（図８ステップＳ２）、光パス１０００の経路に沿って、送信端の
光通信ノード装置１１へ向け、制御チャネル上へ送出する（図８ステップＳ３）。また、
受信端の光通信ノード装置１６は信号品質の異常を伝える制御メッセージを作成し（図８
ステップＳ２）、光パス１００３の経路に沿って、送信端の光通信ノード装置１２へ向け
、制御チャネル上へ送出する（図８ステップＳ３）。
【００４８】
光パスの中継光通信ノード装置１５，１２は制御メッセージを送信端の光通信ノード装置
１１へ向けて順次転送していく。それと同時に、光パス管理表１５１ａに記載された受信
端での信号品質を「正常」から「異常」へと更新する（図９ステップＳ１１，Ｓ１２）。
【００４９】
図６には制御メッセージの転送例が示されている。受信端の光通信ノード装置１６は光パ
ス１０００と光パス１００３とに異常を検出すると、これら光パス１０００，１００３の
送信端の光通信ノード装置１１，１２へ向けて制御メッセージを送出する。この場合、光
通信ノード装置１５，１２は光パスの中継光通信ノード装置として制御メッセージの転送
を行う。尚、他にも多様な制御メッセージの転送方法が考えられる。例えば、まず受信端
の光通信ノード装置１６から送信端の光通信ノード装置１１へ光パスとは異なる経路を迂
回して転送し、次に送信端の光通信ノード装置１１から光パスに沿って下流側の中継光通
信ノード装置１２，１５へ転送することができる。また、制御チャネルとして、すべての
光通信ノード装置と接続された専用のアウトバンド制御チャネル網を備えている場合には
、受信端の光通信ノード装置から任意の光通信ノード装置へと制御メッセージを送出する
ことができる。
【００５０】
図４には更新された光通信ノード装置１５の光パス制御部１５１の光パス管理表１５１ａ
を示している。光パス制御部１５１は光パス管理表１５１ａと図５に示す障害分類表１５
１ｂとを参照し、「異常」が検出された光パスの番号を比較することで障害が発生した障
害発生区間を含む障害要因を推定する（図９ステップＳ１３）。
【００５１】
障害分類表１５１ｂから光パス１０００及び光パス１００３のみで「異常」が検出される
のは、区間ｃで障害が発生した場合である。具体的な障害が発生した原因としては、波長
分離器１５６の出力ポートの故障、光スイッチ１５９の故障、波長多重器１６０の入力ポ
ートの故障、またはそれらの間を接続するファイバの断線等が考えられる。
【００５２】
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このことから、光パス制御部１５１は自光通信ノード装置である光通信ノード装置１５の
内部で障害が発生した可能性があると判断し、「異常」の検出された光パス１０００，１
００３を中継する上流側、下流側のすべての光通信ノード装置１１，１２，１６へ推定し
た障害要因に関する制御メッセージを送信する（図９ステップＳ１４）。この制御メッセ
ージも該当するすべての光パスの上流側、下流側の光通信ノード装置へ順次転送される。
【００５３】
複数の光パス制御部が自光通信ノード装置の内部で障害が発生した可能性があると判断す
る場合もあり、推定した障害要因に関する制御メッセージは複数の光通信ノード装置から
発信される場合がある。「異常」が検出された光パスを中継する全ての光通信ノード装置
において、他の光通信ノード装置の光パス制御部が推定した障害要因に関する情報を全て
収集することができる。これらの情報を総合して、最終的な障害要因を推定する。
【００５４】
図７に制御メッセージの転送例が示されているが、制御メッセージは必ずしも光パスの上
流側、下流側の光通信ノード装置へ順次転送する必要はなく、迂回路を経由して光パスの
上流側、下流側の光通信ノード装置へ転送してもよい。
【００５５】
制御メッセージには「制御メッセージを発信した光通信ノード装置の番号」、「推定した
障害要因に関する情報」、「推定した障害要因の影響で『異常』が発生したと推定される
光パスの番号の一覧」が記載されている。
【００５６】
自装置内で障害が発生した可能性があると判断した光パス制御部がただ１つ、つまり、推
定した障害要因に関する制御メッセージが１つだけ発信された場合（図１０ステップＳ２
１）、各光通信ノード装置１１～１６はそれが障害の要因であると判断する（図１０ステ
ップＳ２４）。
【００５７】
自装置内で障害が発生した可能性があると判断した光パス制御部が複数ある、つまり推定
した障害要因に関する制御メッセージが複数発信された場合、各光通信ノード装置１１～
１６は次のように障害の要因を判断する。
【００５８】
発信された複数の制御メッセージに記載された「推定した障害要因の影響で『異常』が発
生したと推定される光パスの番号の一覧」に記載された光パスの総数が最大の制御メッセ
ージを選択し（図１０ステップＳ２２）、その制御メッセージに記載された「制御メッセ
ージを発信した光通信ノード装置の番号」と「推定した障害要因に関する情報」とから障
害要因を抽出し、それを障害の要因であると判断する（図１０ステップＳ２４）。
【００５９】
もし、上述した光パスの総数が最大の制御メッセージが複数ある場合には（図１０ステッ
プＳ２３）、それら制御メッセージを発信した光通信ノード装置の中の最も上流側の光通
信ノード装置と最も下流側の光通信ノード装置との間で、障害が発生したと判断する（図
１０ステップＳ２５）。
【００６０】
推定した障害要因に関する情報には障害発生区間と、その区間に含まれる機器等の障害の
情報とを含めることができるが、入力側の光リンクの障害、光通信ノード装置内部の障害
、出力側の光リンクの障害に３分類する方法が簡易で効果的である。推定した障害要因の
影響で「異常」が発生したと推定される光パスの番号の一覧の代わりに、その一覧に含ま
れる光パスの総数を記載する方法も簡易で効果的である。
【００６１】
光パスが設定されてない未使用の波長を利用してダミーの管理用光パスを設定しておく方
法が、障害区間の推定に役立つ場合がある。これはダミーの管理用光パスの受信端での信
号品質も考慮することで、障害区間の推定がより確実になるからである。
【００６２】
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このように、波長多重して伝送される他の全ての光パス及び同一の機器で処理される他の
全ての光パスについて、受信端の光通信ノード装置で測定した信号品質を参照して障害発
生区間を含む障害要因を推定する。クライアント装置の接続された受信端の光通信ノード
装置１３，１５，１６にのみ光－電気変換を伴う信号品質測定器３０を配置することで、
トランスペアレント光通信網の光パスの特徴を維持したまま、光パス１０００～１００３
上での障害が発生した区間、さらにはその区間に含まれる障害の原因となった機器の故障
や劣化を推定することができる。
【００６３】
障害が発生した区間を推定するための上記のような動作は、光パスの障害回復に応用する
ことができる。障害回復においては、光パスを障害区間を迂回する予備光パスへ切替える
。送信端の光通信ノード装置と受信端の光通信ノード装置との間に予備光パスが予め準備
されている場合には、受信端の光通信ノード装置において信号品質の異常が検出されると
、速やかに予備光パスへ切替える。障害が発生した区間を推定する動作は、予備光パスへ
の切替と並行して実施してもよいし、その後に実施してもよい。予め予備光パスが準備さ
れていない場合には、まず障害が発生した区間を推定する動作を実施し、推定した障害区
間を迂回する予備光パスの経路を計算した後に、予備光パスへ切替える。
【００６４】
図１１は本発明の他の実施例による光通信ノード装置１５の構成を示すブロック図である
。図１１において、本発明の他の実施例による光通信ノード装置１５は光強度検出器Ａ，
Ｂ１，Ｂ２，……，Ｃ１，Ｃ２，……，Ｄを設けた以外は図２に示す本発明の一実施例に
よる光通信ノード装置１５と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付し
てある。この場合、同一構成要素の動作は本発明の一実施例と同様である。
【００６５】
本発明の他の実施例では信号品質測定についてさらに工夫しており、光通信ノード装置１
５内部に配置された光強度検出器Ａ，Ｂ１，Ｂ２，……，Ｃ１，Ｃ２，……，Ｄは信号の
総光強度を検出する。光強度検出器Ａ，Ｂ１，Ｂ２，……，Ｃ１，Ｃ２，……，Ｄが検出
した光強度が「１波長あたりの規定強度×設定された光パス数」を中心とするある一定範
囲から外れている場合、それら全ての光パスの信号品質が「異常」であると判断する。
【００６６】
例えば、１波長あたりの規定強度が１ｍＷで、５つの光パスが設定されている場合には、
検出した光強度が５ｍＷ±０．５ｍＷの範囲から外れていると、「異常」と判断する。ク
ライアント装置間を接続している光パスの他に、管理や制御の目的で使用されている波長
があれば、その波長の光強度も含んで信号品質の判断を行う場合もある。信号品質の判断
に光強度検出器を用いる方法が一般的であるが、光強度検出器だけでなく、スペクトル測
定器から算出した信号雑音比（Ｓ／Ｎ比）やＱ値を使用することもできる。
【００６７】
ここで、図１１において、区間ａ１は光通信ノード装置１５の入力側（上流側）の区間、
区間ａ２は光強度検出器Ａと波長分離器１５３との間の区間、区間ｂは波長分離器１５３
と波長分離器１５６との間の区間、区間ｃ１は波長分離器１５６と光強度検出器Ｂ１との
間の区間、区間ｃ２は光強度検出器Ｂ１と光強度検出器Ｃ１との間の区間、区間ｃ３は光
強度検出器Ｃ１と波長多重器１６０との間の区間、区間ｄは波長多重器１６０と波長多重
器１６４との間の区間、区間ｅ１は波長多重器１６０と光強度検出器Ｄとの間の区間、区
間ｅ２は光通信ノード装置１５の出力側（下流側）の区間をそれぞれ示している。また、
図示していないが、光通信ノード装置１１～１４，１６も上記の光通信ノード装置１５と
同様の構成となっている。
【００６８】
図１２は図１１の光パス管理表１５１ａの構成を示す図である。図１２において、光パス
管理表１５１ａには光パス番号（「１０００」，「１００２」，「１００３」，「１００
４」）に対応して受信端での信号品質（「正常」，「異常」）と光強度検出器Ａ，Ｂ，Ｃ
，Ｄでの強度（「正常」，「異常」）とが保持されている。つまり、光パス管理表１５１
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ａには受信端での信号品質だけでなく、各光強度検出器Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄで検出した信号品
質も記載されている。
【００６９】
図１３は図１１の障害分類表１５１ｂの構成を示す図である。図１３において、障害分類
表１５１ｂには光パス番号（「１０００」，「１００２」，「１００３」，「１００４」
）に対応して障害管理のための区間毎にその区間で障害が発生した場合の光パスの信号品
質の異常検出パターン（受信端での信号品質、光強度検出器Ａでの強度、光強度検出器Ｂ
での強度、光強度検出器Ｃでの強度、光強度検出器Ｄでの強度）が保持されている。この
場合、障害分類表１５１ｂにも受信端での信号品質だけでなく、各光強度検出器Ａ，Ｂ，
Ｃ，Ｄで検出した信号品質が記載されている。
【００７０】
つまり、光パス番号「１０００」に対応して、区間ａ１の異常検出パターン（異常、異常
、正常、正常、正常）、区間ａ２の異常検出パターン（異常、正常、正常、正常、正常）
、区間ｂの異常検出パターン（異常、正常、異常、異常、異常）、区間ｃ１の異常検出パ
ターン（異常、正常、正常、異常、正常）、区間ｃ２の異常検出パターン（異常、正常、
正常、異常、異常）、・・・が保持されている。
【００７１】
光パス番号「１００２」に対応して、区間ａ１の異常検出パターン（異常、異常、正常、
正常、－）、区間ａ２の異常検出パターン（異常、正常、正常、正常、－）、区間ｂの異
常検出パターン（異常、正常、異常、異常、－）、区間ｃ１の異常検出パターン（正常、
正常、正常、正常、－）、区間ｃ２の異常検出パターン（正常、正常、正常、正常、－）
、・・・が保持されている。
【００７２】
光パス番号「１００３」に対応して、区間ａ１の異常検出パターン（異常、異常、正常、
正常、正常）、区間ａ２の異常検出パターン（異常、正常、正常、正常、正常）、区間ｂ
の異常検出パターン（異常、正常、異常、異常、異常）、区間ｃ１の異常検出パターン（
異常、正常、異常、異常、正常）、区間ｃ２の異常検出パターン（異常、正常、正常、異
常、異常）、・・・が保持されている。
【００７３】
光パス番号「１００４」に対応して、区間ａ１の異常検出パターン（正常、－、正常、正
常、正常）、区間ａ２の異常検出パターン（正常、－、正常、正常、正常）、区間ｂの異
常検出パターン（正常、－、正常、正常、正常）、区間ｃ１の異常検出パターン（正常、
－、正常、正常、正常）、区間ｃ２の異常検出パターン（正常、－、正常、正常、異常）
、・・・が保持されている。
【００７４】
尚、図１２及び図１３に示す「－」は該当する光パスの信号品質の測定が行われず、「異
常」または「正常」どちらでも良いことを表している。したがって、光パス管理表との比
較の際には、光パス管理表の対応する項目が「異常」または「正常」いづれであっても一
致しているとみなす。
【００７５】
障害の発生した区間の推定の動作は、上述した本発明の一実施例と同様である。光パス管
理表１５１ａと障害分類表１５１ｂとを比較して、「異常」が検出される光パスのグルー
プが一致するのは、区間ｃ２で障害が発生した場合である。具体的な障害要因としては、
光スイッチ１５９の故障が考えられる。光強度検出器Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄで検出した信号品質
も参照しているので、本発明の一実施例よりも障害要因をより限定することができ、より
高い精度で障害要因を推定することができる。
【００７６】
このように、本実施例では、受信端での信号品質だけでなく、光通信ノード装置内部に配
置された光強度検出器Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄで検出された信号品質も参照しているので、より精
度が高く、光パス上での障害が発生した区間、さらにはその区間に含まれる障害の原因と
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なった機器の故障や劣化を推定することができるという効果が得られる。
【００７７】
上述した実施例では、光パス制御部１５１及び光パス制御部１５１の管理する光パス管理
表１５１ａと障害分類表１５１ｂとを、それぞれの光通信ノード装置１１～１６に分散的
に配置したが、網の集中管理装置（図示せず）に集中的に配置してもよい。その場合には
、集中管理装置とそれぞれの光通信ノード装置１１～１６とが制御チャネルで接続され、
その制御チャネル上に信号品質の異常を伝える制御メッセージが送信される。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、光リンクによって相互に接続された光通信ノード装
置を用いてクライアント装置間に光パスを設定するサービスを提供するトランスペアレン
トな光通信網において、受信端の光通信ノード装置が光パスの信号品質を測定し、その信
号品質に異常が発生した時に光パスを中継する全ての光通信ノード装置に異常を通知する
ことによって、トランスペアレント光通信網の光パスの特徴を維持したまま障害位置を推
定することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による光通信網の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の光通信ノード装置の詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】図２の光パス管理表の構成例を示す図である。
【図４】図２の光パス管理表の構成例を示す図である。
【図５】図２の障害分類表の構成例を示す図である。
【図６】本発明の一実施例による障害検出動作及び障害位置特定動作を説明するための図
である。
【図７】本発明の一実施例による障害検出動作及び障害位置特定動作を説明するための図
である。
【図８】本発明の一実施例による障害検出処理を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施例による障害位置特定処理を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施例による障害位置特定処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の他の実施例による光通信ノード装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】図１１の光パス管理表の構成を示す図である。
【図１３】図１１の障害分類表の構成を示す図である。
【図１４】従来例による光通信網の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１１～１６　光通信ノード装置
２１～２５　クライアント装置
３０，１６６，１６７　信号品質測定器
１０１～１０７　光リンク
１５１　光パス制御部
１５１ａ　光パス管理表
１５１ｂ　障害分類表
１５２　制御チャネル終端部
１５３，１５６，
１５７，１６５　波長分離器
１５４，１５５，
１６２，１６３　光増幅器
１５８，１６０，
１６１，１６４　波長多重器
１５９　光スイッチ
１０００～１００４　光パス
Ａ，Ｂ１，Ｂ２，……，
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Ｃ１，Ｃ２，……，Ｄ　光強度検出器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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