
JP 5700845 B2 2015.4.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光伝送設備を構成するパッケージ装置において測定したモニタ値と、該モニタ値を測定
した測定ポイントを識別する測定ポイント識別情報とを入力する入力手段と、
　前記測定ポイント毎に、前記パッケージ装置種別と波長数とに応じて変化するパラメー
タを含む規格値の最小値及び最大値を求める式を記憶した規格値データ記憶手段と、
　前記光伝送設備を構成する前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置の接
続関係情報と、前記パッケージ装置において使用する波長数情報と、前記測定ポイント識
別情報とを関係付けて記憶した構成情報記憶手段と、
　前記構成情報記憶手段を参照して、前記入力手段によって入力した前記測定ポイント識
別情報に関係付けられた前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置において
使用する波長数情報とを特定し、特定した前記種別情報及び波長数情報に基づき、前記パ
ラメータの値を求め、該パラメータの値を前記規格値の最小値及び最大値を求める式に代
入して前記モニタ値が満たすべき規格値の最小値及び最大値を求める規格値算出手段と、
　前記入力手段によって入力した前記モニタ値が前記規格値算出手段によって求めた前記
規格値の最小値及び最大値の範囲内であるか否かに基づき規格値を外れたか否かを判定し
、前記規格値を外れていれば、前記入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測定ポ
イント識別情報とを出力するモニタ情報処理手段と、
　前記モニタ情報処理手段により前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とが出力され
た際に、前記構成情報記憶手段に記憶された前記パッケージ装置の接続関係情報に基づき
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、前記規格値を外れた前記パッケージ装置の配置情報を表示する表示手段と
　を備えたことを特徴とするモニタ情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記パッケージ装置の配置情報を表示する際に、外部からの指示に応
じて、段階的に詳細な配置情報を表示することを特徴とする請求項１に記載のモニタ情報
処理装置。
【請求項３】
　所定の時間間隔毎に前記入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測定ポイント識
別情報とを記憶する監視データ記憶手段と、
　外部からの指示に応じて、前記監視データ記憶手段に記憶された前記モニタ値を読み出
して、読み出した前記モニタ値を時系列に並べて表示する時系列データ表示手段と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１または２に記載のモニタ情報処理装置。
【請求項４】
　光伝送設備を構成するパッケージ装置において測定したモニタ値と、該モニタ値を測定
した測定ポイントを識別する測定ポイント識別情報とを入力する入力手段と、前記測定ポ
イント毎に、前記パッケージ装置種別と波長数とに応じて変化するパラメータを含む規格
値の最小値及び最大値を求める式を記憶した規格値データ記憶手段と、前記光伝送設備を
構成する前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置の接続関係情報と、前記
パッケージ装置において使用する波長数情報と、前記測定ポイント識別情報とを関係付け
て記憶した構成情報記憶手段とを備えるモニタ情報処理装置が行うモニタ情報処理方法で
あって、
　前記構成情報記憶手段を参照して、前記入力手段によって入力した前記測定ポイント識
別情報に関係付けられた前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置において
使用する波長数情報とを特定し、特定した前記種別情報及び波長数情報に基づき、前記パ
ラメータの値を求め、該パラメータの値を前記規格値の最小値及び最大値を求める式に代
入して前記モニタ値が満たすべき規格値の最小値及び最大値を求める規格値算出ステップ
と、
　前記入力手段によって入力した前記モニタ値が前記規格値算出手段によって求めた前記
規格値の最小値及び最大値の範囲内であるか否かに基づき規格値を外れたか否かを判定し
、前記規格値を外れていれば、前記入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測定ポ
イント識別情報とを出力するモニタ情報処理ステップと、
　前記モニタ情報処理ステップにより前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とが出力
された際に、前記構成情報記憶手段に記憶された前記パッケージ装置の接続関係情報に基
づき、前記規格値を外れた前記パッケージ装置の配置情報を表示する表示ステップと
　を有することを特徴とするモニタ情報処理方法。
【請求項５】
　前記表示ステップでは、前記パッケージ装置の配置情報を表示する際に、外部からの指
示に応じて、段階的に詳細な配置情報を表示することを特徴とする請求項４に記載のモニ
タ情報処理方法。
【請求項６】
　前記モニタ情報処理装置は、所定の時間間隔毎に前記入力手段によって入力した前記モ
ニタ値と前記測定ポイント識別情報とを記憶する監視データ記憶手段をさらに備え、
　外部からの指示に応じて、前記監視データ記憶手段に記憶された前記モニタ値を読み出
して、読み出した前記モニタ値を時系列に並べて表示する時系列データ表示ステップをさ
らに有することを特徴とする請求項４または５に記載のモニタ情報処理方法。
【請求項７】
　光伝送設備の状況をモニタするために、光伝送設備を構成するパッケージ装置において
測定したモニタ値と、該モニタ値を測定した測定ポイントを識別する測定ポイント識別情
報とを入力する入力ステップと、前記測定ポイント毎に、前記パッケージ装置種別と波長
数とに応じて変化するパラメータを含む規格値の最小値及び最大値を求める式を記憶した
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規格値データ記憶手段と、前記光伝送設備を構成する前記パッケージ装置の種別情報と、
前記パッケージ装置の接続関係情報と、前記パッケージ装置において使用する波長数情報
と、前記測定ポイント識別情報とを関係付けて記憶した構成情報記憶手段とを備えるモニ
タ情報処理装置上のコンピュータに、
　前記構成情報記憶手段を参照して、前記入力手段によって入力した前記測定ポイント識
別情報に関係付けられた前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置において
使用する波長数情報とを特定し、特定した前記種別情報及び波長数情報に基づき、前記パ
ラメータの値を求め、該パラメータの値を前記規格値の最小値及び最大値を求める式に代
入して前記モニタ値が満たすべき規格値の最小値及び最大値を求める規格値算出ステップ
と、
　前記入力手段によって入力した前記モニタ値が前記規格値算出ステップによって求めた
前記規格値の最小値及び最大値の範囲内であるか否かに基づき規格値を外れたか否かを判
定し、前記規格値を外れていれば、前記入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測
定ポイント識別情報とを出力するモニタ情報処理ステップと、
　前記モニタ情報処理ステップにより前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とが出力
された際に、前記構成情報記憶手段に記憶された前記パッケージ装置の接続関係情報に基
づき、前記規格値を外れた前記パッケージ装置の配置情報を表示する表示ステップと
　を行わせることを特徴とするモニタ情報処理プログラム。
【請求項８】
　前記表示ステップでは、前記パッケージ装置の配置情報を表示する際に、外部からの指
示に応じて、段階的に詳細な配置情報を表示することを特徴とする請求項７に記載のモニ
タ情報処理プログラム。
【請求項９】
　前記モニタ情報処理装置は、
　所定の時間間隔毎に前記入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測定ポイント識
別情報とを記憶する監視データ記憶手段をさらに備え、
　外部からの指示に応じて、前記監視データ記憶手段に記憶された前記モニタ値を読み出
して、読み出した前記モニタ値を時系列に並べて表示する時系列データ表示ステップと
　をさらに前記コンピュータに行わせることを特徴とする請求項７または８に記載のモニ
タ情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光伝送におけるパフォーマンスモニタ情報から、故障箇所の特定および分析
を行うことができるモニタ情報処理装置、モニタ情報処理方法及びモニタ情報処理プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、波長多重信号光の信号光波長毎に各信号光のパワーをモニタする信号光モニ
タが知られている（例えば、特許文献１参照）。これは、受光器の出力をサンプリングし
、その時間変化を記憶したデータを基に、出力波形を出力するものである。この信号光モ
ニタは光増幅器の入力側あるいは出力側に備えており、信号光の数、各信号光のレベル、
信号対雑音比等の物理量をモニタすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１７３２６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、従来の波長多重伝送装置に用いるパフォーマンスモニタ装置（以下、モニタ
装置という）は、測定ポイント毎のモニタ値を表示するのみであったため、異常の値を示
す測定ポイントがどこであるかを把握するのが容易でないという問題がある。また、モニ
タ値が満たすべき規格値は、波長多重伝送装置内に備える光増幅器等のパッケージ装置の
種別やパッケージ装置内で用いる波長数に応じて変化する値であるため、モニタ装置に表
示されたモニタ値が規格値を満たしているか否かを簡単に判定することができないという
問題もある。また、従来のモニタ装置は、モニタ値を表示するのみであったため、故障発
生とモニタ値の因果関係等を分析するのが容易ではないという問題もある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、故障箇所の特定や故障原因の分析
を容易に行うことができるモニタ情報処理装置、モニタ情報処理方法及びモニタ情報処理
プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、光伝送設備を構成するパッケージ装置において測定したモニタ値と、該モニ
タ値を測定した測定ポイントを識別する測定ポイント識別情報とを入力する入力手段と、
前記測定ポイント毎に、前記パッケージ装置種別と波長数とに応じて変化するパラメータ
を含む規格値の最小値及び最大値を求める式を記憶した規格値データ記憶手段と、前記光
伝送設備を構成する前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置の接続関係情
報と、前記パッケージ装置において使用する波長数情報と、前記測定ポイント識別情報と
を関係付けて記憶した構成情報記憶手段と、前記構成情報記憶手段を参照して、前記入力
手段によって入力した前記測定ポイント識別情報に関係付けられた前記パッケージ装置の
種別情報と、前記パッケージ装置において使用する波長数情報とを特定し、特定した前記
種別情報及び波長数情報に基づき、前記パラメータの値を求め、該パラメータの値を前記
規格値の最小値及び最大値を求める式に代入して前記モニタ値が満たすべき規格値の最小
値及び最大値を求める規格値算出手段と、前記入力手段によって入力した前記モニタ値が
前記規格値算出手段によって求めた前記規格値の最小値及び最大値の範囲内であるか否か
に基づき規格値を外れたか否かを判定し、前記規格値を外れていれば、前記入力手段によ
って入力した前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とを出力するモニタ情報処理手段
と、前記モニタ情報処理手段により前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とが出力さ
れた際に、前記構成情報記憶手段に記憶された前記パッケージ装置の接続関係情報に基づ
き、前記規格値を外れた前記パッケージ装置の配置情報を表示する表示手段とを備えたこ
とを特徴とする。
【０００７】
　本発明は、前記表示手段は、前記パッケージ装置の配置情報を表示する際に、外部から
の指示に応じて、段階的に詳細な配置情報を表示することを特徴とする。
【０００８】
　本発明は、所定の時間間隔毎に前記入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測定
ポイント識別情報とを記憶する監視データ記憶手段と、外部からの指示に応じて、前記監
視データ記憶手段に記憶された前記モニタ値を読み出して、読み出した前記モニタ値を時
系列に並べて表示する時系列データ表示手段とをさらに備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明は、光伝送設備を構成するパッケージ装置において測定したモニタ値と、該モニ
タ値を測定した測定ポイントを識別する測定ポイント識別情報とを入力する入力手段と、
前記測定ポイント毎に、前記パッケージ装置種別と波長数とに応じて変化するパラメータ
を含む規格値の最小値及び最大値を求める式を記憶した規格値データ記憶手段と、前記光
伝送設備を構成する前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケージ装置の接続関係情
報と、前記パッケージ装置において使用する波長数情報と、前記測定ポイント識別情報と
を関係付けて記憶した構成情報記憶手段とを備えるモニタ情報処理装置が行うモニタ情報
処理方法であって、前記構成情報記憶手段を参照して、前記入力手段によって入力した前
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記測定ポイント識別情報に関係付けられた前記パッケージ装置の種別情報と、前記パッケ
ージ装置において使用する波長数情報とを特定し、特定した前記種別情報及び波長数情報
に基づき、前記パラメータの値を求め、該パラメータの値を前記規格値の最小値及び最大
値を求める式に代入して前記モニタ値が満たすべき規格値の最小値及び最大値を求める規
格値算出ステップと、前記入力手段によって入力した前記モニタ値が前記規格値算出手段
によって求めた前記規格値の最小値及び最大値の範囲内であるか否かに基づき規格値を外
れたか否かを判定し、前記規格値を外れていれば、前記入力手段によって入力した前記モ
ニタ値と前記測定ポイント識別情報とを出力するモニタ情報処理ステップと、前記モニタ
情報処理ステップにより前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とが出力された際に、
前記構成情報記憶手段に記憶された前記パッケージ装置の接続関係情報に基づき、前記規
格値を外れた前記パッケージ装置の配置情報を表示する表示ステップとを有することを特
徴とする。
【００１０】
　本発明は、前記表示ステップでは、前記パッケージ装置の配置情報を表示する際に、外
部からの指示に応じて、段階的に詳細な配置情報を表示することを特徴とする。
【００１１】
　本発明は、前記モニタ情報処理装置は、所定の時間間隔毎に前記入力手段によって入力
した前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とを記憶する監視データ記憶手段をさらに
備え、外部からの指示に応じて、前記監視データ記憶手段に記憶された前記モニタ値を読
み出して、読み出した前記モニタ値を時系列に並べて表示する時系列データ表示ステップ
をさらに有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、光伝送設備の状況をモニタするために、光伝送設備を構成するパッケージ装
置において測定したモニタ値と、該モニタ値を測定した測定ポイントを識別する測定ポイ
ント識別情報とを入力する入力ステップと、前記測定ポイント毎に、前記パッケージ装置
種別と波長数とに応じて変化するパラメータを含む規格値の最小値及び最大値を求める式
を記憶した規格値データ記憶手段と、前記光伝送設備を構成する前記パッケージ装置の種
別情報と、前記パッケージ装置の接続関係情報と、前記パッケージ装置において使用する
波長数情報と、前記測定ポイント識別情報とを関係付けて記憶した構成情報記憶手段とを
備えるモニタ情報処理装置上のコンピュータに、前記構成情報記憶手段を参照して、前記
入力手段によって入力した前記測定ポイント識別情報に関係付けられた前記パッケージ装
置の種別情報と、前記パッケージ装置において使用する波長数情報とを特定し、特定した
前記種別情報及び波長数情報に基づき、前記パラメータの値を求め、該パラメータの値を
前記規格値の最小値及び最大値を求める式に代入して前記モニタ値が満たすべき規格値の
最小値及び最大値を求める規格値算出ステップと、前記入力手段によって入力した前記モ
ニタ値が前記規格値算出ステップによって求めた前記規格値の最小値及び最大値の範囲内
であるか否かに基づき規格値を外れたか否かを判定し、前記規格値を外れていれば、前記
入力手段によって入力した前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とを出力するモニタ
情報処理ステップと、前記モニタ情報処理ステップにより前記モニタ値と前記測定ポイン
ト識別情報とが出力された際に、前記構成情報記憶手段に記憶された前記パッケージ装置
の接続関係情報に基づき、前記規格値を外れた前記パッケージ装置の配置情報を表示する
表示ステップとを行わせることを特徴とする。
【００１３】
　本発明は、前記表示ステップでは、前記パッケージ装置の配置情報を表示する際に、外
部からの指示に応じて、段階的に詳細な配置情報を表示することを特徴とする。
【００１４】
　本発明は、前記モニタ情報処理装置は、所定の時間間隔毎に前記入力手段によって入力
した前記モニタ値と前記測定ポイント識別情報とを記憶する監視データ記憶手段をさらに
備え、外部からの指示に応じて、前記監視データ記憶手段に記憶された前記モニタ値を読
み出して、読み出した前記モニタ値を時系列に並べて表示する時系列データ表示ステップ
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とをさらに前記コンピュータに行わせることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、故障箇所を示す際に、パッケージ装置の接続情報との関係が分かるよ
うに表示可能としたため、作業者は容易に故障箇所を視覚的に把握することができるとい
う効果が得られる。これにより、作業者が視覚的に故障箇所を把握することができ、迅速
な対処を行うことが可能となる。また、パッケージ装置の種別や波長数に応じて変化する
パラメータを含む規格値を演算によって求め、この求めた規格値とモニタ値を比較するよ
うにしたため、規格値の特定作業が容易になるとともに、規格を外れているパッケージ装
置の特定が容易になる。また、測定したモニタ値を蓄積しておき、モニタ値の時系列変化
を表示できるようにしたため、故障の傾向を分析して予防保全を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示すモニタ装置５の構成を示すブロック図である。
【図３】図１に示すモニタ装置５において監視するモニタ測定ポイント箇所を示す図であ
る。
【図４】図２に示す規格値データ記憶部５２のテーブル構造を示す図である。
【図５】モニタ値が光レベルである場合の波長数毎の規格値の最小値と最大値の関係を示
す図である。
【図６】図２に示す監視データ記憶部５４のテーブル構造を示す図である。
【図７】品質劣化が発生した場合に表示部５７に表示される情報の一例を示す図である。
【図８】監視データを表示部５７に表示した例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態によるモニタ情報処理装置を説明する。図
１は同実施形態の構成を示すブロック図である。この図において、符号１～４は、波長多
重伝送装置である。波長多重伝送装置１（本発明の光伝送設備に対応する）は、トランス
ポンダ１１、合分波器１２、光増幅器１３を備える。波長多重伝送装置２は、光増幅器２
１、合分波器２２、合分波器２３、光増幅器２４を備える。波長多重伝送装置３は、光増
幅器３１、合分波器３２、トランスポンダ３３を備える。波長多重伝送装置４は、光増幅
器４１、合分波器４２、合分波器４３、光増幅器４４を備える。波長多重伝送装置１～４
を構成するトランスポンダ、合分波器、光増幅器のそれぞれの総称としてパッケージ装置
と称する。符号１４～１９は、伝送路である。符号５は、各波長多重伝送装置１～４の動
作を監視するモニタ装置である。
【００１８】
　次に、図２を参照して、図１に示すモニタ装置５の構成を説明する。図２は、図１に示
すモニタ装置５の構成を示すブロック図である。図２において、符号５１は、各パッケー
ジ装置から出力するモニタ値を入力するモニタ値入力部である。符号５２は、波長多重伝
送装置１～４が正常に動作するために、モニタ値が満たすべき規格値のデータを記憶した
規格値データ記憶部である。符号５３は、パッケージ装置の種別や波長数に応じて変化す
る規格値を、規格値データ記憶部５２に記憶された規格値データに基づいて算出する規格
値算出部である。符号５４は、規格値算出部５３において算出された規格値と、モニタ値
入力部おいて入力したモニタ値とを関係付けて記憶する監視データ記憶部である。
【００１９】
　符号５５は、規格値算出部５３において算出された規格値と、モニタ値入力部おいて入
力したモニタ値とを比較して、モニタ値が規格値内に収まっているか否かを判定し、判定
結果を出力するとともに、モニタ値をパス毎に分類して監視データ記憶部５４に記憶する
ことにより監視データを蓄積するモニタ情報処理部である。符号５６は、キーボードやポ
インティングデバイスで構成する入力部であり、作業が入力操作を行う。符号５７は、デ
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ィスプレイ装置で構成する表示部である。符号５８は、監視データ記憶部５４に記憶され
ている監視データを分析して、故障の発見や故障箇所の特定を行うのに必要な情報を得る
分析部である。符号５９は、モニタ対象の伝送装置の構成情報を記憶した伝送装置構成情
報記憶部である。
【００２０】
　次に、図２に示すモニタ装置５において監視するモニタ測定ポイントについて説明する
。図３は、モニタ装置５において監視するモニタ測定ポイント箇所を示す図である。図３
は、所定のパス（ここでは、波長多重伝送装置１、波長多重伝送装置２、波長多重伝送装
置３を通るパス）中に存在するパッケージ装置の接続関係とモニタ値の測定ポイントの位
置を示している。図３において、○（白丸）がモニタ測定ポイントである。図３において
は、各パッケージ装置の入力側と出力側にモニタ測定ポイントを設けた例を示したが、こ
れに限るものではなく、必要に応じて、増減してもよい。特に、パッケージ装置内部にモ
ニタ測定ポイントを設けてもよい。図３においては、各パッケージ装置の入力側と出力側
の光レベルを測定する例を示したが、測定するモニタ値は、光レベルに限るものではない
。
【００２１】
　次に、図４を参照して、図２に示す規格値データ記憶部５２のテーブル構造を説明する
。図４は、図２に示す規格値データ記憶部５２のテーブル構造を示す図である。図４に示
すように、規格値データ記憶部５２は、測定ポイント識別名毎に、規格値の最小値、最大
値と、その値の単位の情報が関係付けられている。例えば、ポイント１１１は、規格値最
小値が－１２．５＋Ｙであり、規格値最大値が－６．５＋Ｙであり、単位がｄＢｍ／ｃｈ
であることを示している。また、ポイント１１２は、規格値最小値が－１２．５＋Ｘ＋Ｙ
であり、規格値最大値が－６．５＋Ｘ＋Ｙであり、単位がｄＢｍであることを示している
。
【００２２】
　ここで、Ｘは、適用する波長数によって決まり、Ｘ＝１０×ｌｏｇ（波長数）である。
また、Ｙは、光分岐挿入装置の場合は、Ｙ＝０であり、波長多重伝送装置２にように中間
中継装置の場合は、Ｙ＝０．３／波長数である。図５は、モニタ値が光レベルである場合
の波長数毎の規格値の最小値と最大値の関係を示す図である。図５に示すように、光レベ
ルが満たすべき規格値は、最大値と最小値で挟まれた帯状の領域となる。なお、規格値は
、ポイント１１３のようにＸ、Ｙのパラメータを含まない規格値もある。
【００２３】
　次に、図６を参照して、図２に示す監視データ記憶部５４のテーブル構造を説明する。
図６は、図２に示す監視データ記憶部５４のテーブル構造を示す図である。図６に示すよ
うに、監視データ記憶部５４は、パスの識別名毎に、開通時の測定ポイントそれぞれのモ
ニタ値と、一定時間間隔で測定した測定ポイントそれぞれのモニタ値とが関係付けられて
記憶されることになる。図６においては、開通時と２４時間間隔で測定を行った結果の監
視データを記憶した例を示している。測定の時間間隔は、２４時間に限るものではない。
【００２４】
　次に、図２を参照して、図２に示すモニタ装置５の処理動作を説明する。始めに、各測
定ポイントにおいて測定したモニタ値が規格値を外れた場合の動作を説明する。まず、モ
ニタ値入力部５１は、各測定ポイントにおいて測定されたモニタ値を入力する。ここで入
力するモニタ値には、測定ポイントの識別名と示すモニタ値の単位を特定する情報が付与
されている。モニタ値入力部５１は、入力したモニタ値を規格値算出部５３と、モニタ情
報処理部５５とに対して出力する。
【００２５】
　これを受けて、規格値データ記憶部５２は、モニタ値入力部５１から出力されたモニタ
に付与されている測定ポイント識別名を特定する。そして、規格値データ記憶部５２は、
規格値データ記憶部５２を参照して、特定した測定ポイント識別名に関係付けられている
規格値の最小値と最大値と、その値の単位を特定する情報を読み出す。このとき、読み出
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した最小値と最大値にＸ、Ｙのパラメータが含まれていなければ、規格値算出部５３は、
読み出した最小値、最大値及び単位情報をモニタ情報処理部５５へ出力する。
【００２６】
　一方、読み出した規格値の最小値、最大値にＸ、Ｙのパラメータが含まれていた場合は
、Ｘ、Ｙをそれぞれ求め、最小値、最大値に求めたＸ、Ｙを加算して、最小値、最大値を
補正する。前述したように、Ｘは適用する波長数によって決まり、Ｘ＝１０×ｌｏｇ（波
長数）であるので、規格値算出部５３は、伝送装置構成情報記憶部５９に記憶されている
構成情報を参照して、対象の測定ポイントにおいて適用されている波長数を特定し、この
波長数に基づきＸの値を求める。また、Ｙは、光分岐挿入装置の場合は、Ｙ＝０であり、
波長多重伝送装置２にように中間中継装置の場合は、Ｙ＝０．３／波長数であるので、規
格値算出部５３は、伝送装置構成情報記憶部５９に記憶されている構成情報を参照して、
対象の測定ポイントにおいて適用されている波長数と接続形態を特定し、この波長数と接
続形態に基づきＹの値を求める。規格値算出部５３は、補正した最小値と最大値をモニタ
情報処理部へ出力する。
【００２７】
　次に、モニタ情報処理部５５は、規格値算出部５３から出力された規格値の最小値及び
最大値と、モニタ値入力部５１から出力されたモニタ値を比較する。そして、モニタ情報
処理部５５は、測定したモニタ値が規格値の最小値と最大値の間に収まっているか否かを
判定する。このとき、規格値とモニタ値の単位が一致していなければ、モニタ値の単位を
規格値の単位に一致させる。そして、この判定の結果、最小値と最大値の間に収まってい
れば、問題はないと見なして、次の測定ポイントのモニタ値に対する処理へ移行する。
【００２８】
　一方、モニタ値が規格値の範囲（最小値と最大値の間）を外れていた場合、そのモニタ
値と規格値を分析部５８へ出力する。これを受けて、分析部５８は、品質劣化が発生した
ものと見なし、品質劣化を示す情報を表示部５７に表示する。このとき、分析部５８は、
品質劣化区間を示す情報を段階的に表示部５７に表示する。図７は、品質劣化が発生した
場合に表示部５７に表示される情報の一例を示す図である。
【００２９】
　図７に示すように、品質劣化区間を示す場合、表示する情報を段階的に表示する。まず
、分析部５８は、伝送装置構成情報記憶部５９に記憶されている情報を参照して、波長多
重伝送装置の全体像を表示する（図７に示す符号Ｄ１で示す画像）。画像Ｄ１において、
Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、それぞれ波長多重伝送装置を識別する識別名である。そして、品質劣
化区間は、パスＸＸＸで発生していることを表示する。
【００３０】
　ここで、作業者が、入力部５６を操作して詳細表示を行う指示を行うと、分析部５８は
、パスＸＸＸを構成している波長多重伝送装置の詳細構成（パッケージ装置の構成）を表
示する（図７に示す符号Ｄ２で示す画像）。画像Ｄ２において、ＰＫＧＡ～Ｌはパッケー
ジ装置の識別名である。この例では、ＰＫＧＣに接続されている伝送路において品質劣化
区間が発生したことを示している。この表示によって、品質劣化区間に接続されているパ
ッケージ装置を把握することができる。
【００３１】
　さらに、作業者が、入力部５６を操作して詳細表示を行う指示を行うと、分析部５８は
、ＰＫＧＣを含むように、測定ポイントを特定できるように詳細構成（測定ポイントの位
置）を表示する（図７に示す符号Ｄ３で示す画像）。画像Ｄ３において、ＰＭ値は、モニ
タ値（パフォーマンスモニタ値）である。この例では、ＰＫＧＣに接続されている伝送路
において測定ポイントにおけるモニタ値が規格値を外れていることを示している。この表
示によって、品質劣化区間発生と見なした（規格値を外れた区間）モニタ値を把握するこ
とができる。
【００３２】
　このように、品質劣化区間を示す際に、表示する情報を段階的に示すようにしたため、
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作業者は容易に品質劣化区間を視覚的に把握することができる。
【００３３】
　次に、監視データ記憶部５４に監視データを記憶してき、分析部５８によって、故障統
計処理を行う動作を説明する。監視データ記憶部５４には、事前にパス毎に、開通時の測
定ポイント毎のモニタ値が記憶しておく。そして、前述の動作と同様に規格値算出部５３
は、規格値の最小値と最大値を求めてモニタ情報処理部５５へ出力する。一方、モニタ情
報処理部５５は、モニタ値入力部５１から出力するモニタ値を入力し、このモニタ値をパ
ス毎に分類し、規格値と関係付けて監視データ記憶部５４に記憶する。この記憶動作は、
予め決められた時間間隔（例えば、２４時間間隔、１時間間隔など）で実施される。これ
により、監視データ記憶部５４には、図６に示す監視データが蓄積されていくことになる
。
【００３４】
　次に、作業者が、入力部５６を操作して、故障統計処理を実行する指示を行うと、分析
部５８は、監視データ記憶部５４から監視データを読み出して、表示部５７に表示する。
このとき、作業者は、表示する測定ポイントを指定して監視データの表示を行う。図８は
、監視データを表示部５７に表示した例を示す図である。図８に示すように、測定ポイン
ト毎の監視データ（モニタ値）を時系列で表示することにより、時間帯、地域性、パッケ
ージ装置の版数などで分類し、故障の傾向を分析して予防保全を図ることが可能となる。
図８においては、１つの測定ポイントのモニタ値を表示した例を示したが、複数の測定ポ
イントのモニタ値を重ねて同時に表示することにより、故障発生時の因果関係等の検討を
行うことが可能となる。
【００３５】
　以上説明したように、波長多重伝送装置によって構成する伝送のパスレベルでのモニタ
値を表示することができるようになる。また、品質劣化区間が発生した場合に、パスの構
成、パッケージ装置の構成、パッケージ装置の詳細構成を段階的に分けて表示するように
したため、作業者が視覚的に品質劣化区間の把握することができ、迅速な対処を行うこと
が可能となる。
【００３６】
　また、パッケージ種別や波長数に応じて変化するパラメータを含むモニタ値が満たすべ
き規格値を算出して求め、この求めた規格値とモニタ値を比較するようにしたため、規格
値の特定作業を容易にすることができる。
【００３７】
　また、モニタ値を蓄積しておき、モニタ値の時系列変化を表示できるようにしたため、
故障の傾向を分析して予防保全を図ることが可能となる。
【００３８】
　なお、図２における処理部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り
可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステ
ムに読み込ませ、実行することによりモニタ情報処理を行ってもよい。なお、ここでいう
「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。ま
た、「コンピュータシステム」は、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）を備えた
ＷＷＷシステムも含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは
、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピ
ュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の
通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリ（ＲＡＭ）のように、一定時間プログラムを保持している
ものも含むものとする。
【００３９】
　また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステ
ムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシス
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テムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネッ
ト等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送す
る機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現
するためのものであってもよい。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに
記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差
分プログラム）であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　光伝送におけるパフォーマンスモニタ情報から、故障箇所の特定および分析を行うこと
が不可欠な用途に適用できる。
【符号の説明】
【００４１】
　５１・・・モニタ値入力部、５２・・・規格値データ記憶部、５３・・・規格値算出部
、５４・・・監視データ記憶部、５５・・・モニタ情報処理部、５６・・・入力部、５７
・・・表示部、５８・・・分析部、５９・・・伝送装置構成情報記憶部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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