
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＤＭの光通信を行う通信システムにおいて、
　 光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域とする第１の光監視
チャネルと、前記光主信号の伝送帯域の空き帯域を伝送帯域とする第２の光監視チャネル
と、

監視制御チャネル設定手段と、

ＷＤＭ伝送手段と、から構成されるＷＤＭ装置と、
　前記監視制御チャネルの設定をするための 設定情報を前記ＷＤＭ装置へ通知する設
定情報通知手段と、 運用状態管理手段と
、から構成され ネットワーク管理装置と、
　を有することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
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監視制御チャネルとして、

を有し、前記第１の光監視チャネルに対しては、一定の波長を設定し、前記第２の光
監視チャネルに対しては、前記第２の光監視チャネルの波長を割り当てるための波長情報
が設定情報として与えられ、前記設定情報にもとづき、前記第２の光監視チャネルに対す
る波長を設定する波長変換手段を有する 前記監視制御チャ
ネルと、前記光主信号とのそれぞれ異なる波長を多重化して多重化信号を生成して送信す
る波長多重化制御及び前記多重化信号を受信して波長毎に分離する波長分離化制御を行う

前記
前記ＷＤＭ装置の運用状態の情報を格納管理する

、前記ＷＤＭ装置と接続する

前記監視制御チャネル設定手段は、前記設定情報の前記ＷＤＭ装置間での通知には前記
第１の光監視チャネルを使用し、前記ＷＤＭ装置の運用状態の情報の伝送には前記第１の
光監視チャネル及び前記第２の光監視チャネルの少なくとも一方を使用することを特徴と



【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　ＷＤＭ信号を送信する送信側波長分割多重装置と、前記ＷＤＭ信号を受信する受信側波
長分割多重装置と、前記送信側波長分割多重装置と接続されるネットワーク管理装置とか
らなる通信システムにおいて、
　前記送信側波長分割多重装置は、
　光主信号の伝送帯域外の波長を有する第１の光監視チャネルを出力する波長変換手段と
、前記光主信号の伝送帯域内の波長を有する第２の光監視チャネルに割り当てる波長を設
定情報として与えられ、第２の光監視チャネルを出力する波長変換手段と、を有する監視
制御チャネル設定手段と、
　前記光主信号の波長毎に、前記光主信号と前記第２の光監視チャネルとのいずれかを選
択的に出力する光スイッチから構成される第１の光スイッチ手段と、
　前記第１の光スイッチ手段の出力と、前記第１の光監視チャネルとを波長多重してＷＤ
Ｍ信号として出力するＭＵＸ制御手段とを有し、
　前記第１の光スイッチ手段は、前記監視制御チャネル設定手段の指示にもとづいて、前
記第２の光監視チャネルの出力波長に対応する光スイッチを、前記第２の光監視チャネル
が前記ＭＵＸ制御手段に出力されるように動作し、
　前記受信側波長分割多重装置は、
　前記ＷＤＭ信号を受信して各波長の光に分離して出力するＤＭＵＸ制御手段と、
　前記ＤＭＵＸ制御手段により分離された前記光主信号の伝送帯域内の各波長毎に

、 各波長に対応する伝送装置と装置制御部とのいずれか
選択的に出力する光スイッチから構成される第２の光スイッチ手段とから構成され、
　前記装置制御部は、内部制御手段と、前記ＤＭＵＸ制御手段により分離された前記第１
の光監視チャネルを入力して光電変換し前記内部制御手段に出力する光電変換手段と、前
記第２の光スイッチ手段からの光信号を入力して光電変換して前記内部制御手段に出力す
る光電手段とを備え、
　前記内部制御手段は、前記第１の光監視チャネルからの前記設定情報にもとづいて、前
記第２の光スイッチ手段の前記第２の光監視チャネルの波長に対応する光スイッチを、前
記第２の光監視チャネルが前記装置制御部に出力されるように制御し、
　 ネットワーク管理装置は、前記第２の光監視チャネルの波長を前記設定情報として
前記送信側波長分割多重装置に送信する設定情報通知手段を有する、
　ことを特徴とする波長分割多重装置。
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する請求項１記載の通信システム。

前記ＷＤＭ装置間を接続する伝送路上に配置され、受信した前記監視制御チャネルの情
報にもとづいて、内部の中継アンプの増幅制御を行い、自己の状態情報を挿入した監視制
御チャネルと前記光主信号とを多重して中継制御を行う中継器をさらに有することを特徴
とする請求項１記載の通信システム。

光主信号の伝送帯域外の波長を有する第１の光監視チャネルを出力する波長変換手段と
、前記光主信号の伝送帯域内の波長を有する第２の光監視チャネルに割り当てる波長を設
定情報として与えられ、前記設定情報にもとづき、該波長を有する前記第２の光監視チャ
ネルを出力する波長変換手段と、を有する監視制御チャネル設定手段と、
　前記光主信号の波長毎に、前記光主信号と前記第２の光監視チャネルとのいずれかを選
択的に出力する光スイッチから構成される光スイッチ手段と、
　前記光スイッチ手段の出力と、前記第１の光監視チャネルとを波長多重するＭＵＸ制御
手段とを有し、
　前記光スイッチ手段は、前記監視制御チャネル設定手段の指示にもとづいて、前記第２
の光監視チャネルの出力波長に対応する光スイッチを、前記第２の光監視チャネルが前記
ＭＵＸ制御手段に出力されるように動作する、
　ことを特徴とする波長分割多重装置。

設けら
れ 前記分離された各波長の光を に

前記



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、通信システム に関し、特にＷＤＭ（ Wavelength Divis
ion Multiplex）の光通信を行う通信システム に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　光通信ネットワーク技術は、情報通信ネットワークの基盤形成の核となるもので、近年
では一層のサービスの高度化、広域化が望まれており、情報化社会に向けて急速に開発が
進んでいる。
【０００３】
　一方、近年の光通信では、ＷＤＭ技術が広く用いられている。ＷＤＭは、波長の異なる
光を多重して、１本の光ファイバで複数の信号を同時に伝送する方式である。
【０００４】
　また、ＷＤＭシステムには、ＯＳＣ（ Optical Supervisory Channel）と呼ばれる光信
号の監視チャネルがあり、この監視チャネルを用いることで、ノードの監視制御を行って
いる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記のような従来の監視チャネルは、ＷＤＭ通信を行うセクション間で、波長
が固定的に割り当てられているため、システムの柔軟性がなく、利便性に欠けるといった
問題があった。
【０００６】
　図１０は従来の問題点を示す図である。ＷＤＭ端局ノード５００は、光送信ユニット５
０１、５０２、監視制御ユニット５１１、波長多重部５１２から構成される。
【０００７】
　光送信ユニット５０１は、波長λ１が固定的に設定された光主信号を発する光デバイス
５０１ａを含み、光送信ユニット５０２は、波長λ２が固定的に設定された光主信号を発
する光デバイス５０２ａを含む。また、光送信ユニット５０１、５０２は、ユーザ側で任
意に取り付け交換可能なユニットである。
【０００８】
　監視制御ユニット５１１は、波長λ３に固定的に設定された光の監視チャネル信号を発
する（監視制御ユニット５１１が他ノードに設置されて、ＷＤＭ端局ノード５００はこの
他ノードから監視チャネルλ３を受信する構成でもよい）。波長多重部５１２は、光送信
ユニット５０１、５０２及び監視制御ユニット５１１から発せられたλ１～λ３の光信号
を多重化して、１本の光ファイバを通じて、波長多重化信号を出力する。
【０００９】
　また、ユーザは、在庫として、波長λ３に固定的に設定された光主信号を発する光デバ
イス５０３ａを含む光送信ユニット５０３のみを所有しているものとする。ここで、光送
信ユニット５０２が故障した場合、代わりに光送信ユニット５０３を取り付けようとして
も、監視制御ユニット５１１からすでにλ３が使用されているために（または、他ノード
からλ３の監視チャネルを受信しているために）、在庫の光送信ユニット５０３は使用で
きない。このように、監視チャネルの波長が固定的に割り当てられていると、利便性に欠
けるといった問題があった。
【００１０】
　一方、近年ではネットワークが巨大化・複雑化しており、従来のＯＳＣの伝送帯域では
、十分な制御情報を送信することができず、システム効率の低下を引き起こしていた。
【００１１】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、監視チャネルの設定を可変的に行
って、効率よくＷＤＭ通信を行う通信システムを提供することを目的とする。
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及び波長分割多重装置
及び波長分割多重装置



【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明では上記課題を解決するために、図１に示すような、ＷＤＭの光通信を行う通信
システム１において、 光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域
とする第１の光監視チャネルと、光主信号の伝送帯域の空き帯域を伝送帯域とする第２の
光監視チャネルと、

監視制御チャネル設定手段１１－１～１１－ｎと、

ＷＤＭ伝送手段１２－１～１２－ｎと、から構成されるＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎと
、監視制御チャネルの設定をするための設定情報をＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎへ通知
する設定情報通知手段２１と、

運用状態管理手段２２と、から構成され
ネットワーク管理装置２０と、を有することを特徴とする通信システム１が提供される

。
【００１３】
　ここで、監視制御チャネル設定手段１１－１～１１－ｎは、
光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域とする第１の光監視チャネルと、光主信号の伝送
帯域の空き帯域を伝送帯域とする第２の光監視チャネルと、

ＷＤＭ伝送手段１２－１～１２－ｎ
は、

設定情報通知手段２１は、監視制御チャネルの設定をするための設定情報をＷ
ＤＭ装置１０－１～１０－ｎへ通知する。運用状態管理手段２２は、

。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１ 信システムの原理図で
ある。通信システム１は、セクション間でＷＤＭの双方向通信を行うＷＤＭ装置１０－１
～１０－ｎと、ＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎ及び各ＷＤＭ装置に接続する伝送装置で構
成されるネットワークを管理するネットワーク管理装置２０と、光ファイバケーブル上の
中継器４０（図８で後述する）とから構成される。
【００１５】
　なお、ＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎ、監視制御チャネル設定手段１１－１～１１－ｎ
、ＷＤＭ伝送手段１２－１～１２－ｎを総称する場合には、それぞれＷＤＭ装置１０、監
視制御チャネル設定手段１１、ＷＤＭ伝送手段１２と表記する。
【００１６】
　ＷＤＭ装置１０に対し、監視制御チャネル設定手段１１は、第１の光監視チャネルと第
２の光監視チャネルとからなる、光通信の監視制御を行うための監視制御チャネルを設け
て、監視制御チャネルの設定をセクション毎に可変的に行う。
【００１７】
　第１の光監視チャネルとは、光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域とする光監視チャ
ネルであり（第１の光監視チャネルは、各セクションを通じて一定の波長の値λ oscとす
る）、従来のＯＳＣ（ Optical Supervisory Channel）に該当する。また、第２の光監視
チャネルとは、光主信号の伝送帯域の空き帯域を伝送帯域とした光監視チャネルである。
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監視制御チャネルとして、

を有し、第１の光監視チャネルに対しては、一定の波長を設定し、第
２の光監視チャネルに対しては、第２の光監視チャネルの波長を割り当てるための波長情
報が設定情報として与えられ、設定情報にもとづき、第２の光監視チャネルに対する波長
を設定する波長変換手段を有する 監視
制御チャネルと、光主信号とのそれぞれ異なる波長を多重化して多重化信号を生成して送
信する波長多重化制御及び多重化信号を受信して波長毎に分離する波長分離化制御を行う

ＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎの運用状態の情報を格納管
理する 、ＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎと接続す
る

監視制御チャネルとして、

を有し、第１の光監視チャネ
ルに対しては、一定の波長を設定し、第２の光監視チャネルに対しては、第２の光監視チ
ャネルの波長を割り当てるための波長情報が設定情報として与えられ、設定情報にもとづ
き、第２の光監視チャネルに対する波長を設定する。

監視制御チャネルと、光主信号とのそれぞれ異なる波長を多重化して多重化信号を生
成して送信する波長多重化制御及び多重化信号を受信して波長毎に分離する波長分離化制
御を行う。

ＷＤＭ装置１０－１
～１０－ｎから送信される監視制御チャネルを通じて、ＷＤＭ装置１０－１～１０－ｎの
運用状態の情報を格納管理する

は通



【００１８】
　ＷＤＭ伝送手段１２は、ＷＤＭ装置に接続する伝送装置または隣接のＷＤＭ装置から送
信される情報信号である光主信号と、制御信号である監視制御チャネルと、の波長多重・
分離の伝送制御を行う。
【００１９】
　ネットワーク管理装置２０に対し、設定情報通知手段２１は、監視制御チャネルの設定
をするための設定情報をＷＤＭ装置１０へ通知する。設定情報には、例えば、波長情報、
セクション情報、時間情報がある。
【００２０】
　波長情報は、第２の光監視チャネルにどのような波長を割り当てるかを示す情報である
（波長λａを割り当てた第２の光監視チャネルを光監視チャネルＣとする）。セクション
情報は、光監視チャネルＣをどのセクションに用いるかを示す情報である。時間情報は、
光監視チャネルＣの使用時間帯を設定する情報である。
【００２１】
　運用状態管理手段２２は、ネットワーク全体の運用状態の管理を行う。運用状態の情報
は、接続するＷＤＭ装置１０から定期的に送信され、データベースで格納・管理される。
【００２２】
　次に動作について説明する。なお、以降では第１の光監視チャネルをＯＳＣ、第２の光
監視チャネルを単に光監視チャネルと呼ぶ。図に示す構成に対し、最初、設定情報通知手
段２１は、ＷＤＭ装置１０－１とＷＤＭ装置１０－２間のセクションＳ１での光監視チャ
ネルの使用波長をλ５に、ＷＤＭ装置１０－２とＷＤＭ装置１０－３間のセクションＳ２
での光監視チャネルの使用波長をλ６にする旨の設定情報を、監視制御チャネル設定手段
１１－１に送信する。ただし、λ５、λ６は、このネットワークで通信される光主信号の
伝送帯域中の空き帯域の波長である。
【００２３】
　監視制御チャネル設定手段１１－１は、従来から監視チャネル用に設定されているＯＳ
Ｃを用いて、セクションＳ１の光監視チャネルの使用波長をλ５に、セクションＳ２の光
監視チャネルの使用波長をλ６に設定する旨の設定情報を、ＷＤＭ伝送手段１２－１を通
じてＷＤＭ装置１０－２へ通知する。同様に、監視制御チャネル設定手段１１－２は、Ｏ
ＳＣを用いて、セクションＳ２の光監視チャネルの使用波長をλ６に設定する旨の設定情
報を、ＷＤＭ伝送手段１２－２を通じてＷＤＭ装置１０－３へ通知する。
【００２４】
　そして、運用時には、ＷＤＭ伝送手段１２－１は、波長λ１～λ４の光主信号と、監視
制御チャネル設定手段１１－１から出力される波長λ５の光監視チャネル及び波長λ osc
のＯＳＣからなる監視制御チャネルと、を多重化して多重化信号を生成し、この多重化信
号をＷＤＭ装置１０－２へ送信する。
【００２５】
　ＷＤＭ伝送手段１２－２は、波長λ１～λ４の光主信号と、監視制御チャネル設定手段
１１－２から出力される波長λ６の光監視チャネル及び波長λ oscのＯＳＣからなる監視
制御チャネルとを多重化して多重化信号を生成し、この多重化信号をＷＤＭ装置１０－３
へ送信する。
【００２６】
　このように 信システム１では、光主信号の伝送帯域の空き帯域の波長を、運用制御
情報を主に伝送するための光監視チャネルの伝送帯域として用い、この光監視チャネルの
設定（波長設定等）をセクション間で可変的に切り替える構成とした。また、この切り替
えを実行する際の各ＷＤＭ装置への設定通知は、既存のＯＳＣを用いることにした。
【００２７】
　これにより、既存のＯＳＣと、あらたに設けた光監視チャネルとからなる監視制御チャ
ネルにより、伝送帯域幅を広げることができるので、従来と比べて制御情報をより多く送
信することができ、拡張されたネットワークに十分に対応することができ、システム効率
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の向上を図ることが可能になる。なお、動作制御の初期化設定にＯＳＣのみを用い、運用
時の制御情報の伝送をＯＳＣと光監視チャネルの両方を用いてもよい。
【００２８】
　また、ＷＤＭ装置１０のセクション間での光監視チャネルを可変的に設定できるので、
システム運用の柔軟性の向上を図ることが可能になる。
　次 ＤＭ装置１０の２種類の装置形態について説明する。図２はインテグレイテッド
型のＷＤＭ装置を示す図である。ＷＤＭ装置の外部から、ＷＤＭ用の波長が割り当てられ
た光主信号を受信して多重化する装置形態をインテグレイテッド型と呼ぶ。
【００２９】
　ＷＤＭ装置１０ａ－１、１０ａ－２は光ファイバで接続する。また、ＷＤＭ装置１０ａ
－１、１０ａ－２にはそれぞれ、例えばＳＯＮＥＴの伝送インタフェースの信号を処理す
る伝送装置３ａ～３ｃ、３ｄ～３ｆが接続している。
【００３０】
　ここで、伝送装置３ａ～３ｃはそれぞれ、λ１～λ３に割り当てられたＷＤＭ用の光信
号を発信し、ＷＤＭ装置１０ａ－１の監視制御チャネル設定手段１１は、λ４の光監視チ
ャネル及びλ oscのＯＳＣからなる監視制御チャネルを発信する。ＭＵＸ部１２ａ（ＷＤ
Ｍ伝送手段１２のＭＵＸ機能に該当）は、λ１～λ３の光主信号と、λ４・λ oscの監視
制御チャネルとを多重化して多重化信号を生成し、光ファイバを通じてＷＤＭ装置１０ａ
－２へ送信する。
【００３１】
　ＷＤＭ装置１０ａ－２のＤＭＵＸ部１２ｂ（ＷＤＭ伝送手段１２のＤＭＵＸ機能に該当
）は、多重化信号を受信して波長の分離制御を行い、λ１～λ３の光主信号をそれぞれ伝
送装置３ｄ～３ｆに送信する。また、λ４・λ oscの監視制御チャネルにもとづいて、装
置制御部１３は、ＷＤＭ装置１０ａ－２の初期化設定や回線設定制御等の内部制御を行う
。
【００３２】
　図３はトランスポンダ型のＷＤＭ装置を示す図である。ＷＤＭ装置の外部から与えられ
る光主信号を、装置内部のトランスポンダ（図１０で上述した光送信ユニットに該当）に
よって、ＷＤＭ用の波長に割り当てて多重化する装置形態をトランスポンダ型と呼ぶ。
【００３３】
　ＷＤＭ装置１０ｂ－１、１０ｂ－２は光ファイバで接続する。また、ＷＤＭ装置１０ｂ
－１、１０ｂ－２にはそれぞれ、例えばＳＯＮＥＴの伝送インタフェースの信号を処理す
る伝送装置３０ａ～３０ｃ、３０ｄ～３０ｆが接続している。
【００３４】
　ここで、伝送装置３０ａ～３０ｃは、それぞれの装置毎にＴＤＭ（時分割多重）処理し
た信号を生成し、同一の波長λ０に割り当てられた光主信号を発信する。ＷＤＭ装置１０
ｂ－１の監視制御チャネル設定手段１１は、λ４の光監視チャネル及びλ oscのＯＳＣか
らなる監視制御チャネルを発信する。
【００３５】
　トランスポンダ１５ａは、伝送装置３０ａから送信されたλ０の信号をＷＤＭ用の波長
λ１に変換し、トランスポンダ１５ｂは、伝送装置３０ｂから送信されたλ０の信号をＷ
ＤＭ用の波長λ２に変換し、トランスポンダ１５ｃは、伝送装置３０ｃから送信されたλ
０の信号をＷＤＭ用の波長λ３に変換する。
【００３６】
　ＭＵＸ部１２ａは、λ１～λ３の光主信号とλ４・λ oscの監視制御チャネルとを多重
化して多重化信号を生成し、光ファイバを通じてＷＤＭ装置１０ｂ－２へ送信する。
【００３７】
　ＷＤＭ装置１０ｂ－２のＤＭＵＸ部１２ｂは、多重化信号を受信して波長の分離制御を
行い、λ１～λ３の光主信号をそれぞれ伝送装置３０ｄ～３０ｆに送信する。また、λ４
・λ oscの監視制御チャネルにもとづいて、装置制御部１３は、ＷＤＭ装置１０ｂ－２の
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初期化設定や回線設定制御等の内部制御を行う。
【００３８】
　次にＷＤＭ装置の内部構成及び動作について詳しく説明する。図４はＷＤＭ装置１０ａ
－１の内部構成を示す図である。ＭＵＸ部１２ａは、光スイッチ１２ａ－１、ＭＵＸ制御
手段１２ａ－２から構成され、監視制御チャネル設定手段１１は、監視情報設定手段１１
ａ、Ｅ／Ｏ１１ｂ－１、１１ｂ－２、波長変換手段１１ｃ－１、１１ｃ－２から構成され
る。
【００３９】
　ネットワーク管理装置２０は、光監視チャネルの使用波長として、光主信号伝送帯域の
空き帯域の波長λｎをＷＤＭ装置１０ａ－１へ指示する。監視情報設定手段１１ａは、光
監視チャネルで伝送すべき自装置の運用状態（例えば、上流局・下流局へのＡｄｄ／Ｄｒ
ｏｐに関するクロスコネクト情報など）や障害情報等からなる監視制御情報をＥ／Ｏ１１
ｂ－１へ送信する。また、ＯＳＣで伝送すべき設定情報やその他の情報（ＷＤＭの波長数
、ビットレート、ＷＤＭ装置の台数等）からなる監視制御情報をＥ／Ｏ１１ｂ－２へ送信
する。
【００４０】
　波長変換手段１１ｃ－１は、Ｅ／Ｏ１１ｂ－１で変換された光信号を波長λｎに波長変
換して光スイッチ１２ａ－１へ送信する。波長変換手段１１ｃ－２は、Ｅ／Ｏ１１ｂ－２
で変換された光信号を波長λ oscに波長変換してＭＵＸ制御手段１２ａ－２へ送信する。
【００４１】
　光スイッチ１２ａ－１は、伝送装置３ａ～３ｃから送信された光主信号λ１～λ３及び
光監視チャネルλｎを、ＭＵＸ制御手段１２ａ－２の入力ポートに送信するためにスイッ
チング制御を行う（スイッチ設定の指示は、監視情報設定手段１１ａが行う）。
【００４２】
　ここで、ＭＵＸ制御手段１２ａ－２の入力ポートは、波長毎に使用ポートが決まってい
る（特定波長専用の導波路で入力ポートは構成されているため）。したがって、光スイッ
チ１２ａ－１は、受信した光主信号及び光監視チャネルを、波長が割り当てられているＭ
ＵＸ制御手段１２ａ－２のそれぞれの入力ポートへスイッチング制御する。
【００４３】
　ＭＵＸ制御手段１２ａ－２は、光主信号（λ１～λ３）、光監視チャネル（λｎ）、Ｏ
ＳＣ（λ osc）を多重化してＷＤＭ信号を生成して光ファイバ上へ送信する。
【００４４】
　図５はＷＤＭ装置１０ａ－２の内部構成を示す図である。ＤＭＵＸ部１２ｂは、光スイ
ッチ１２ｂ－１、ＤＭＵＸ制御手段１２ｂ－２から構成され、装置制御部１３は、Ｏ／Ｅ
１３ａ－１、１３ａ－２、内部制御手段１３ｂから構成される。
【００４５】
　ＤＭＵＸ制御手段１２ｂ－２は、ＷＤＭ信号を受信するとＤＭＵＸ制御を行い、光主信
号及び光監視チャネルを光スイッチ１２ｂ－１へ、ＯＳＣを装置制御部１３へ出力する。
光スイッチ１２ｂ－１は、光主信号を伝送装置３ｄ～３ｆへ、光監視チャネルを装置制御
部１３へスイッチングする。
【００４６】
　Ｏ／Ｅ１３ａ－１、１３ａ－２それぞれは、ＯＳＣと光監視チャネルを電気信号に変換
し、内部制御手段１３ｂへ送信する。内部制御手段１３ｂは、これらの信号にもとづいて
、自装置の内部制御を行う。なお、上述の光スイッチ１２ｂ－１のスイッチ設定について
は、ＯＳＣを用いて光監視チャネルの設定情報と共にあらかじめ通知しておく。
【００４７】
　次にＭＵＸ部１２ａ、ＤＭＵＸ部１２ｂの変形例について説明する。上記のＭＵＸ部１
２ａ、ＤＭＵＸ部１２ｂでは、光信号系でスイッチング制御を行ってＷＤＭ制御を行った
が、変形例の場合は、電気信号系でスイッチング制御を行ってＷＤＭ制御を行うものであ
る。
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【００４８】
　図６、図７はＷＤＭ装置の内部構成の変形例を示す図である。図６に示すＷＤＭ装置１
２０－１に対し、ＭＵＸ部１２０ａは、電気信号受信部１２１ａ～１２３ａ、スイッチ部
１２１ｂ～１２４ｂ、Ｅ／Ｏ１２１ｃ～１２４ｃ、ＭＵＸ制御手段１２５から構成される
。
【００４９】
　ネットワーク管理装置２０は、光監視チャネルの使用波長として、光主信号伝送帯域の
空き帯域の波長λｎをＷＤＭ装置１２０－１へ指示する。監視制御チャネル設定手段１１
０は、光監視チャネルで伝送すべき監視制御情報をＭＵＸ部１２０ａ内のスイッチ部１２
１ｂ～１２４ｂへ送信し、ＯＳＣで伝送すべき監視制御情報をＭＵＸ制御手段１２５へ送
信する。
【００５０】
　電気信号受信部１２１ａ～１２３ａは、伝送装置３－１～３－３から送信された情報信
号である電気信号をそれぞれ受信する。スイッチ部１２１ｂ～１２４ｂは、電気信号受信
部１２１ａ～１２３ａの出力信号と、監視制御チャネル設定手段１１０から送信される光
監視チャネルの電気信号を受信して、Ｅ／Ｏ１２１ｃ～１２４ｃへのスイッチング制御を
行う（スイッチ設定の指示は、監視制御チャネル設定手段１１０が行う）。
【００５１】
　Ｅ／Ｏ１２１ｃ～１２４ｃは電気信号を光信号に変換して（電気信号を光信号に変換す
る際に、あらかじめ割り当てられた波長を持つ光信号に変換する）、ＭＵＸ制御手段１２
５へ送信する。ＭＵＸ制御手段１２５は、光主信号（λ１～λ３）、光監視チャネル（λ
ｎ）、ＯＳＣ（λ osc）を多重化してＷＤＭ信号を生成して光ファイバ上へ送信する。
【００５２】
　図７に示すＷＤＭ装置１２０－２に対し、ＤＭＵＸ部１２０ｂは、ＤＭＵＸ制御手段１
２６、Ｏ／Ｅ１２１ｄ～１２４ｄ、スイッチ部１２１ｅ～１２４ｅ、電気信号送信部１２
１ｆ～１２３ｆで構成される。
【００５３】
　ＤＭＵＸ制御手段１２６は、ＷＤＭ信号を受信するとＤＭＵＸ制御を行い、光主信号及
び光監視チャネルをＯ／Ｅ１２１ｄ～１２４ｄへ、ＯＳＣを装置制御部１３０へ出力する
。Ｏ／Ｅ１２１ｄ～１２４ｄは、受信信号を光信号に変換し、スイッチ部１２１ｅ～１２
４ｅへ出力する。スイッチ部１２１ｅ～１２４ｅは、光主信号を電気信号送信部１２１ｆ
～１２３ｆへ、光監視チャネルを装置制御部１３０へスイッチングする。
【００５４】
　電気信号送信部１２１ｆ～１２３ｆはそれぞれ、伝送装置３－４～３－６へ主信号を送
信する。装置制御部１３０は、ＯＳＣと光監視チャネルとにもとづいて、自装置の内部制
御を行う。なお、上述のスイッチ部１２１ｅ～１２４ｅのスイッチ設定については、ＯＳ
Ｃを用いて光監視チャネルの設定情報と共にあらかじめ通知しておく。
【００５５】
　次に中継器４０について説明する。図８は中継器４０の構成を示す図である。中継器４
０は、受信したＯＳＣの情報にもとづいて、内部の中継アンプの増幅制御を行う。また、
中継送信すべきＯＳＣに自己の状態情報を挿入し、このＯＳＣと光主信号とを多重化して
中継制御を行う。
【００５６】
　中継器４０は、中継制御手段４１、Ｏ／Ｅ４２ａ、Ｅ／Ｏ４２ｂ、増幅制御部４３から
構成され、増幅制御部４３は、光分波手段４３ａ、光アンプ４３ｂ、光合波手段４３ｃか
ら構成される。
【００５７】
　光分波手段４３ａは、光主信号・ＯＳＣ・光監視チャネルが多重化されたＷＤＭ信号を
受信すると、分波制御を行って、光主信号と光監視チャネルは光アンプ４３ｂへ送信し、
ＯＳＣはＯ／Ｅ４２ａへ送信する。
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【００５８】
　Ｏ／Ｅ４２ａは、ＯＳＣを電気信号に変換する。中継制御手段４１は、電気信号に変換
されたＯＳＣの情報にもとづいて、増幅制御部４３内の光アンプ４３ｂの増幅制御を行う
。また、中継制御手段４１は、自中継器の運用状態をＯＳＣの情報に加えて、これをＥ／
Ｏ４２ｂへ送信する。
【００５９】
　Ｅ／Ｏ４２ｂは、あらたに生成されたＯＳＣを光信号に変換して、光合波手段４３ｃへ
送信する。光合波手段４３ｃは、光アンプ４３ｂで増幅された光主信号及び光監視チャネ
ルと、Ｅ／Ｏ４２ｂから送信されたＯＳＣと、を合波してＷＤＭ信号を生成し中継送信す
る。
【００６０】
　次に光ＡＤＭ（ Add Drop Multiplex）が含まれるリングネットワーク 用した場合つ
いて説明する。図９は光ＡＤＭで構成されるリングネットワークを示す図である。
【００６１】
　光ＡＤＭ１０１～１０４は、光ファイバを通じて接続して、リングネットワークを構成
し、ネットワーク管理装置２０は光ＡＤＭ１０４に接続している。また、光ＡＤＭ１０１
～１０４のそれぞれには、伝送装置１０１ａ～１０４ａが接続する。
【００６２】
　ここで、光ＡＤＭ１０１～１０４は、伝送装置１０１ａ～１０４ａからの信号を受信し
て多重化する（Ａｄｄ）。また、光ＡＤＭ１０１～１０４は、多重化信号を分離して、所
望の信号を伝送装置１０１ａ～１０４ａへ送信する（Ｄｒｏｐ）。
【００６３】
　このようなネットワークの光ＡＤＭ１０１～１０４ ＤＭ装置１０を適用する。光Ａ
ＤＭ１０１～１０４間では、光主信号と監視制御チャネルが多重化された信号が伝送され
る。また、各光ＡＤＭ間では、任意の波長が割り当てられた光監視チャネルが伝送される
。ネットワーク管理装置２０は、光ＡＤＭ１０１～１０４に対して、監視チャネルの設定
や運用状態の管理を行う。
【００６４】
　以上説明したように 信システム１は、ＷＤＭ装置１０では、監視制御チャネルの可
変設定を行ってＷＤＭ伝送を行い、ネットワーク管理装置２０では、監視制御チャネルの
設定情報の通知及び運用状態の管理を行う構成とした。
【００６５】
　これにより、監視制御チャネルの設定を適応的に行うシステムを構築することができる
ので、システムの柔軟性を高め、効率よくＷＤＭ通信を行うことが可能になる。
【００６６】
　なお、上記の説明では、第１の光監視チャネルであるＯＳＣの波長をλ oscの固定波長
としたが、第２の光監視チャネルと同様な制御を適用すれば、容易に可変設定することが
可能である。
【００６７】
　（付記１）　ＷＤＭの光通信を行う通信システムにおいて、
　光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域とする第１の光監視チャネルと、前記光主信号
の伝送帯域の空き帯域を伝送帯域とする第２の光監視チャネルと、からなる光通信の監視
制御を行うための監視制御チャネルを設け、前記監視制御チャネルの設定を可変的に行う
監視制御チャネル設定手段と、前記監視制御チャネルと前記光主信号の波長多重・分離の
伝送制御を行うＷＤＭ伝送手段と、から構成されるＷＤＭ装置と、
　前記監視制御チャネルの設定をするための設定情報を前記ＷＤＭ装置へ通知する設定情
報通知手段と、ネットワーク運用状態の管理を行う運用状態管理手段と、から構成される
ネットワーク管理装置と、
　を有することを特徴とする通信システム。
【００６８】
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　（付記２）　前記設定情報通知手段は、前記監視制御チャネルに対して、前記第２の光
監視チャネルの波長を設定するための波長情報、セクションを設定するためのセクション
情報、使用する時間を設定するための時間情報、の少なくとも１つを前記設定情報とする
ことを特徴とする付記１記載の通信システム。
【００６９】
　（付記３）　前記監視制御チャネル設定手段は、前記設定情報のＷＤＭ装置間での通知
には前記第１の光監視チャネルを使用し、運用制御情報の伝送には前記第１の光監視チャ
ネル及び前記第２の光監視チャネルの少なくとも一方を使用することを特徴とする付記１
記載の通信システム。
【００７０】
　（付記４）　前記ＷＤＭ伝送手段は、光信号系または電気信号系のいずれかの系でスイ
ッチング制御して、前記光主信号及び前記監視制御チャネルの波長多重・分離の伝送制御
を行うことを特徴とする付記１記載の通信システム。
【００７１】
　（付記５）　受信した前記監視制御チャネルの情報にもとづいて、内部の中継アンプの
増幅制御を行い、自己の状態情報を挿入した監視制御チャネルと前記光主信号とを多重し
て中継制御を行う中継器をさらに有することを特徴とする付記１記載の通信システム。
【００７２】
　（付記６）　ＷＤＭの光通信を行うＷＤＭ装置において、
　光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域とする第１の光監視チャネルと、前記光主信号
の伝送帯域の空き帯域を伝送帯域とする第２の光監視チャネルと、からなる光通信の監視
制御を行うための監視制御チャネルを設け、前記監視制御チャネルの設定を可変的に行う
監視制御チャネル設定手段と、
　前記監視制御チャネルと前記光主信号の波長多重・分離の伝送制御を行うＷＤＭ伝送手
段と、
　を有することを特徴とするＷＤＭ装置。
【００７３】
　（付記７）　ネットワークの管理を行うネットワーク管理装置において、
　光主信号の伝送帯域外の帯域を伝送帯域とする第１の光監視チャネルと、前記光主信号
の伝送帯域の空き帯域を伝送帯域とする第２の光監視チャネルと、からなる光通信の監視
制御を行うための監視制御チャネルの設定をするための設定情報をＷＤＭ装置へ通知する
設定情報通知手段と、
　ネットワーク運用状態の管理を行う運用状態管理手段と、
　を有することを特徴とするネットワーク管理装置。
【００７４】
【発明の効果】
　以上説明したように 信システムは、ＷＤＭ装置では、光主信号の伝送帯域外の第１
の光監視チャネルと、光主信号の伝送帯域の空き帯域を使用した第２の光監視チャネルと
、からなる監視制御チャネルの設定を可変的に行い、ネットワーク管理装置では、監視制
御チャネルの設定情報の通知及びネットワーク運用状態の管理を行う構成とした。これに
より、監視制御チャネルの設定を適応的に行うシステムを構築することができるので、シ
ステムの柔軟性を高め、効率よくＷＤＭ通信を行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】 信システムの原理図である。
【図２】　インテグレイテッド型のＷＤＭ装置を示す図である。
【図３】　トランスポンダ型のＷＤＭ装置を示す図である。
【図４】　ＷＤＭ装置の内部構成を示す図である。
【図５】　ＷＤＭ装置の内部構成を示す図である。
【図６】　ＷＤＭ装置の内部構成の変形例を示す図である。
【図７】　ＷＤＭ装置の内部構成の変形例を示す図である。
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【図８】　中継器の構成を示す図である。
【図９】　光ＡＤＭで構成されるリングネットワークを示す図である。
【図１０】　従来の問題点を示す図である。
【符号の説明】
　１　通信システム
　１０－１～１０－ｎ　ＷＤＭ装置
　１１－１～１１－ｎ　監視制御チャネル設定手段
　１２－１～１２－ｎ　ＷＤＭ伝送手段
　２０　ネットワーク管理装置
　２１　設定情報通知手段
　２２　運用状態管理手段
　３　伝送装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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