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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークの２地点のノード間を複数の経路で接続する一方のパスを現用パスと
し、他方のパスを始点・終点間の経路に沿って接続性が確保された予備パスとして設定し
、
　前記現用パスの故障発生時に、始点または終点のノードの切替操作により、前記現用パ
スから前記予備パスへの切り替えを行い、
  他の現用パスの故障発生時に、前記予備パスの帯域を他の現用パスの故障救済に用意さ
れた予備パスを収容する帯域として開放する
　ことを特徴とする高速パス切替方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の高速パス切替方法において、
　前記予備パスは、その経路長が所定の長さを越えるかまたは経由ノード数が所定数を越
える場合に設定され、その他の場合には帯域のみが確保される予備パスが設定される高速
パス切替方法。
【請求項３】
　通信ネットワークの２地点のノード間に設定された現用パスが故障したときに、同じ２
地点を接続する異なる経路に設定された予備パスに切り替えるパス切替装置において、
　前記予備パスとして、その経路に沿って接続性が確保されたホットステート予備パスと
、帯域のみが確保される通常の予備パスとを区別して管理するパス管理手段と、
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　前記ホットステート予備パスが占有する帯域と前記通常の予備パスが確保する帯域とを
共用する手段と
　を備えたことを特徴とするパス切替装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のパス切替装置において、
　隣接ノードとの間に設定した予備パスが前記ホットステート予備パスであるか否かを示
す識別情報を送受信する手段を含むパス切替装置。
【請求項５】
　請求項３に記載のパス切替装置において、
　現用パスの故障発生時に、予備パスへ切り替えるための切替メッセージを予備パス経路
に沿って送受信する際に、前記パス管理手段から前記ホットステート予備パスを収容して
いるチャネル帯域情報を取得し、このチャネル帯域を含めて予備パスの切り替え先を選択
して切替メッセージを作成する手段を含むパス切替装置。
【請求項６】
　請求項３に記載のパス切替装置において、
　現用パスの故障発生時に、その現用パスを救済するホットステート予備パスの経路のパ
ス切替装置に沿って、ホットステート予備パスの帯域を他のパスの故障救済用に帯域開放
しないように設定するメッセージを転送する手段を含むパス切替装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大容量パスネットワークにおけるパスの故障救済に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等のデータ通信トラヒックの増大により、現状でＴbit/s、近い将来に
は10～100 Ｔbit/s 以上のスループットを有するノード装置の導入が検討されている。こ
のような大規模な転送能力を有するノード装置を実現する手段としては、電気処理の限界
を越えるので、光ルータが有力になっている。光ルータに関する文献としては非特許文献
１（K.Shimano et al.,in Technical Digest of NFOEC'2001, vol.1, p.5, 2001）、非特
許文献２（K-I Sato et al.,"GMPLS-Based Photonic Multilayer Router (Hikari Router
) Architecture", An overview of traffic engineering and signaling technology, IE
EE Comm. Mag. vol.40, pp.96-101, March 2002）などがある。
【０００３】
　この光ルータでは、光通信ネットワークの管理は各ノードごとに分散的に行われており
、光パス接続設定も各ノード間のシグナリング処理に基づいて行われている。すなわち、
光ルータを用いた光通信ネットワークでは、光パスの設定管理は各ノードごとに自律分散
的に行われている。
【０００４】
　このような光通信ネットワークにおいて、リソースの有効利用を図りつつ信頼性の高い
ネットワークサービスを提供する手段としては、リストレーション方式が有望である。こ
の方式は、現用光パスとは完全に異なる経路に収容される予備光パス帯域を確保し、かつ
この予備光パス帯域を他の現用光パスを救済する予備光パスと共用するものである。これ
により、ある一定の信頼性を確保するのにネットワーク全体で必要とされる予備光パスの
資源を節約することができ、極めて有効な手段になっている。
【０００５】
　自律分散制御によるリストレーション方式の検討（非特許文献３：R.Kawamura et al.,
"Implementation of self-healing function in ATM networks", Journal of Network an
d System Management, vol.3, no.3, pp.243-264, 1995）では、ＡＴＭネットワークにセ
ルフヒーリング機能を実装することを主眼においており、ＡＴＭネットワークで設定され
る現用バーチャルパス（現用ＶＰ）と、これを救済する予備バーチャルパス（予備ＶＰ）
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の両者を故障発生前に設定するようになっている。このＡＴＭネットワークに定義される
予備ＶＰの事前設定については、予備ＶＰの経路設定に主眼が置かれている。ＡＴＭネッ
トワークで設定されるＶＰ帯域幅はＭHz単位で連続的に帯域設定が可能であり、予備ＶＰ
の帯域については現用ＶＰと同一値を保証する場合と、現用ＶＰより小さい値を保証する
場合等、さまざまなケースが想定されるが、各リンクごとに定義される予備ＶＰを収容す
る予備帯域については、必ずしも救済する現用ＶＰの帯域幅の総和に設定する必要はない
。
【０００６】
　ところで、ＳＤＨパスや光パスのように帯域幅が離散的に設定され、かつ現用パスと予
備パスの帯域幅が完全に同一である必要のあるネットワークに、自律分散制御に基づくリ
ストレーション方式によるセルフヒーリング機能を実装するには、予備パスの経路設定の
みならず、予備パスの帯域を確保するシグナリングプロトコルを拡張する必要がある。例
えば、図１に示すように、現用パスとしてノード＃１－＃３－＃６－＃８に帯域を確保す
ると、この経路に沿って光パスを開通させる。その一方で、予備パスとしてノード＃１－
＃２－＃４－＃７－＃８に帯域を予約するだけで、実際のパス接続は現用パスが何らかの
障害により接続不能になるまで行わないようにする必要がある。
【０００７】
　このようなネットワークでは、「チャネル」という概念が管理モデルの構築上重要にな
る。光ネットワークは、ｏｐ（光パス）レイヤ、ｏｍｓ（光多重セクション）レイヤ、ｏ
ｔｓ（光伝送セクション）レイヤの３階層に分離して管理される。ｏｐレイヤはｏｐトレ
イル、ｏｍｓレイヤはｏｍｓトレイル、ｏｔｓレイヤはｏｔｓトレイルが定義される。
【０００８】
　図２に示すように、光チャネルはノード間で定義された光領域の波長帯域に相当し、ｏ
ｍｓトレイルを収容するｏｐコネクションに相当する。なお、ＳＤＨ伝送ネットワークの
場合には、「チャネル」はクロスコネクトノード間で定義されたＶＣ－３（50Ｍbit/s ）
あるいはＶＣ－４（155 Ｍbit/s ）帯域に相当する。
【０００９】
　さて、予備パスの利用が登録されている予備チャネルについては、１チャネル単位で管
理する方式と、Ｍチャネル単位で管理する方式がある。図３は１チャネル単位で予備チャ
ネルを管理する方式であり、予備光チャネルには光パス（１），（３），（４）の合計３
本の光パスに対する予備系が登録されており、１対３共用予備リストレーションが実現さ
れている。実際に必要としている予備チャネル数は、現用パスの１／３である。
【００１０】
　この例では、仮に現用光パス（１）に故障が発生し、当該チャネルに切替が発生した場
合、他の現用光パス（３），（４）はこの区間において予備帯域が確保されていない状態
になる。このような切替による故障救済が保証されない状態を解消するには、光パス（３
），（４）については、新たなルーティング処理により予備パス資源を再確保し、それに
伴う予備系のルート変更が発生する。故障発生時にはこれらの再設定処理が殺到し、ネッ
トワーク運用に支障をきたす可能性がある。
【００１１】
　図４は、Ｍチャネル単位で予備チャネルを管理する方式である。予備チャネル群は合計
２本の予備チャネルで構成され、光パス（１），（３）～（６）の合計５本の光パスに対
する予備系が登録されており、２対５共用予備リストレーションが実現されている。実際
に必要としている予備チャネル数は、本例においては現用パスの２／５である。この例で
は、仮に現用光パス（１）に故障が発生し、当該チャネルに切替が発生しても、他の現用
光パス（３）～（６）は残り１本の予備チャネルを用いて救済することが可能である。す
なわち、予備チャネルを１チャネル単位で管理する場合に比べて、故障切替に伴う予備パ
ス資源の再確保処理の発生頻度を大幅に低減することができる。なお、Ｎ本の光パスに対
してＭ本の予備チャネルを登録する方式をＭ：Ｎシェアードリストレーション方式ともい
う。
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【００１２】
　このようなネットワーキングを実現するために、予備パスの帯域を効率的に確保する技
術が求められている。
【００１３】
　さて、リストレーション方式を基本とした現用・予備パスの収容設計方法には、例えば
波長分割多重伝送技術をベースとする光パスネットワークにおいて、トラヒック需要（光
パス需要）に対してリンクで必要となる波長数を見積もる方式がある（非特許文献４：K.
Nagatsu ,"Photonic network design issues and application to the IP backbone", Jo
urnal of Lightwave Technology, vol.18,no.12, pp.2010-2018, Dec 2000）。ここでは
、単一リンク故障が発生した場合に、当該リンクを通過する現用パスを救済するために必
要となる波長数を見積もっている。
【００１４】
　同様の技術は、物理回線上に仮想的なパス（バーチャルパス：ＶＰ）を定義可能なＡＴ
Ｍネットワーク、ラベルスイッチドパス（ＬＳＰ）を定義可能なIP over MPLS, Ether ov
er MPLSネットワークにも適用される。すなわち、各々の現用仮想パスに設定されている
帯域幅が、リンク故障時にリストレーション方式により予備経路に切り替えられた場合で
も、仮想パスに設定されている必要な帯域幅が確保されるようにすることができる。
【００１５】
　ところで、実際のネットワーク運用において、単一のリンク故障ｒ１に対する故障救済
を保証するだけでは、高品質な通信サービスの実現が困難な場合がある。それは、故障が
発生したリンクの復旧が完了し、予備経路に切り替えられていたパスが元の現用経路に切
戻しされる前に、新たな別のリンク故障ｒ２が発生する場合である。このとき、予備パス
の資源割り当てによって、リンク故障ｒ１により切断された現用パスを救済するための予
備パスと、リンク故障ｒ２により切断された現用パスを救済するための予備パスが共用さ
れていると、リンク故障ｒ２により切断された現用パスを救済することが不可能になるこ
とがあり、パスの不稼動状態が発生する。
【００１６】
　このように、リストレーション方式ではネットワーク装置の一部の故障に伴って切り替
わる複数の現用パスが、同一の予備パス帯域を互いに確保しあう競合状態を低減するため
に、予備パスを収容するチャネル群に必要とされるチャネル数または帯域をリンク単位で
自律的に確保する管理制御機能が重要になる。
【００１７】
　また、シェアードリストレーション方式において、サービスの中断を可能な限り避ける
ために、ネットワークの故障発生に伴う現用光パスの切断の救済を高速に実行する必要が
ある。なお、救済を高速に実行することに関連する技術としては、例えば非特許文献５（
K.Shimano et al.,"Demonstration of Fast Restoration for Distibuted Control Plane
 on Photonic Network", Technical Digest in ECOC,講演番号7.4.2,Copenhagen, Sep.20
02）に開示された技術がある。
【００１８】
　また、ＳＤＨパス、光パス等のように現用パスと予備パスの帯域幅が完全に同一である
必要のあるネットワークに対してリストレーション方式を適用するには、予備ＳＤＨパス
または光パスの帯域を事前に100％確保しておく「プリアサインリストレーション方式」
を用いる必要があるが、このプリアサインリストレーション方式においては、特に、経路
長の長い予備パスへの故障切替を高速に行うことが求められている。
【００１９】
　更に、ネットワーク中で多重故障が発生した場合には予備パスの帯域共用が行われてい
る区間で帯域確保の競合が発生し、故障救済に失敗することがある。従って、多重故障を
可能な限り救済することが求められている。
【００２０】
　さて、非特許文献２に示したような、高信頼スイッチをベースとしたクロスコネクト技
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術と、ＩＰネットワーク的な分散制御を実現するＧＭＰＬＳ(Generalized Multiple Prot
ocol Label Switching) 技術を融合させた光ルータを用いたネットワークは、図５に示す
ように、従来のＩＰネットワークとは異なって通信ネットワークのユーザ情報を転送する
スイッチ機能部で形成されるデータプレーンと、通信ネットワークの制御信号を転送する
制御装置で形成される制御プレーンが明確に分離した構成になっている。このような構成
では、制御プレーン故障による悪影響としてデータプレーンに設定された正常なパスの切
断や不要な切替動作を抑止することが求められている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２１】
【非特許文献１】K.Shimano et al.,in Technical Digest of NFOEC'2001, vol.1, p.5, 
2001
【非特許文献２】K-I Sato et al.,"GMPLS-Based Photonic Multilayer Router (Hikari 
Router) Architecture", An overview of traffic engineering and signaling technolo
gy, IEEE Comm. Mag. vol.40, pp.96-101, March 2002
【非特許文献３】R.Kawamura et al.,"Implementation of self-healing function in AT
M networks", Journal of Network and System Management, vol.3, no.3, pp.243-264, 
1995
【非特許文献４】K.Nagatsu ,"Photonic network design issues and application to th
e IP backbone", Journal of Lightwave Technology, vol.18,no.12, pp.2010-2018, Dec
 2000
【非特許文献５】K.Shimano et al.,"Demonstration of Fast Restoration for Distibut
ed Control Plane on Photonic Network", Technical Digest in ECOC,講演番号7.4.2,Co
penhagen, Sep.2002
【非特許文献６】T.Yahara, R.Kawamura,"Virtual path self-healing scheme based on 
multi-reliability ATM network concept", IEEE Globcom '97, vol.3, pp.3-8, 1997
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明の第１の目的は、シェアードリストレーション方式を実現するために、予備パス
の帯域を確保する予備パス帯域確保方法、およびそれを実現するパス切替装置を提供する
ことである。
【００２３】
　本発明の第２の目的は、自律分散的に制御される大容量通信ネットワークにおいて、予
備パスを収容するチャネル群に必要とされるチャネル数を動的に確保し、単一のリンク故
障に対する確実な故障救済を実現するとともに多重リンク故障に対しても柔軟に対応する
ことができる予備パス帯域確保方法およびパス切替装置を提供することである。
【００２４】
　本発明の第３の目的は、自律分散的に制御され、かつリンク上に仮想的に設定される大
容量仮想パスネットワークにおいて、予備パスの収容に必要とされる帯域を動的に確保し
、単一のリンク故障に対する確実な故障救済を実現するとともに多重リンク故障に対して
も柔軟に対応することができる予備パス帯域確保方法およびパス切替装置を提供すること
である。
【００２５】
　本発明の第４の目的は、シェアードリストレーション方式において高速に故障救済動作
を行うことができる高速パス切替方法、およびそれを実現するパス切替装置を提供するこ
とである。
【００２６】
　本発明の第５の目的は、プリアサインリストレーション方式において、経路長の長い予
備パスへの故障切替を高速に行うことができる高速パス切替方法およびパス切替装置を提
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供することである。
【００２７】
　本発明の第６の目的は、多重故障時の故障救済を分散制御により効率的に行うことがで
きるパス管理装置を提供することである。
【００２８】
　本発明の第７の目的は、制御プレーン故障による悪影響としてデータプレーンに設定さ
れた正常なパスの切断や不要な切替動作を抑止する制御を可能にするネットワーク制御装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の第１の目的は以下の発明により達成される。
【００３０】
　本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切り替え
る予備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対地に接
続され、予備パス帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（Ｍ
はＬ以下の自然数）のチャネルについて、前記予備パスの帯域確保時に、予備パスの終点
方向にある下流ノードに対して、確保する前記Ｍ本のチャネルの識別番号情報と、帯域確
保するパスが予備パスであることを示す識別情報を通知する予備パス帯域確保フェーズを
含む。
【００３１】
　また、本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対
地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ
本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネルをチャネル群として定義し、このチャネル群を特定
する識別番号情報を保持し、
　前記予備パスの帯域確保時に、予備パスの終点方向にある下流ノードに対して、確保す
る前記チャネル群の識別番号情報と、帯域確保するパスが予備パスであることを示す識別
情報を通知する予備パス帯域確保フェーズを含むように構成することもできる。
【００３２】
　また、本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対
地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ
本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネルをチャネル群として定義し、前記チャネル群の構成
員となる候補の各チャネルの識別番号情報と、前記チャネル群が予備資源であることを示
す識別情報をマスターノードに対して推薦するフェーズと、前記マスターノードで前記チ
ャネル群の構成員として確保する各チャネルを決定し、このチャネルの識別番号情報をス
レーブノードに通知する予備チャネル群確保フェーズを含むようにしてもよい。
【００３３】
　前記予備パス帯域確保方法において、
　前記マスターノードおよび前記スレーブノードは、互いに隣接関係にある２つのノード
間に定義され、その２つのノードに割り当てられたノード識別番号の大小に応じて一方を
マスターノード、他方をスレーブノードとして決定するマスタスレーブ確認フェーズを含
むようにしてもよい。また、通知する情報の中に、設定しようとする予備パスの現用パス
が通過するリンク及びノードの危険分類番号情報を含ませることもできる。前記チャネル
群が予備資源であることを示す識別情報に、故障サービスクラスを識別する識別情報を含
むようにしてもよい。
【００３４】
　また、前記予備チャネル群確保フェーズは、前記予備パス帯域確保フェーズと同時に起
動され、そのときに前記マスターノードは予備パスの終点方向にある下流側ノードとなり
、前記スレーブノードは予備パスの起点方向にある上流側ノードとなるように構成するこ
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ともできる。
【００３５】
　また、前記予備パス帯域として確保しているＭ本のチャネルに関して、Ｍ本のチャネル
のうちのいずれかのチャネルを予備パス帯域として確保されていない他のチャネルと交換
する必要が生じた場合は、少なくとも新たなチャネルの識別番号情報を当該チャネルの対
向側終端点にあるノードに対して推薦するフェーズを含むようにしてもよい。
【００３６】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本
（自然数）のチャネルのうちＭｉｎ本（ＭｉｎはＬ以下の自然数）のチャネルを管理する
機能を有する予備パス設定処理部と、前記予備パスの帯域確保時に、隣接のパス切替装置
から通知されたＭ本のチャネルの識別番号情報と、帯域確保するパスが予備パスであるこ
とを示す識別番号情報を入力とし、この予備パスの出力ポートを検索した上で、この予備
パスの出力側で確保するＭｏｕｔ本のチャネルの識別番号情報を隣接ノードに出力するシ
グナリング処理部とを含むように構成してもよい。
【００３７】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本
（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネルをチャネル群と
して一体管理する機能を有する予備パス設定処理部と、前記予備パスの帯域確保時に、隣
接のパス切替装置から通知されたチャネルまたはチャネル群の識別番号情報と、帯域確保
するパスが予備パスであることを示す識別情報を入力とし、この予備パスの出力ポートを
検索した上で、この予備パスの出力側で確保するチャネルまたはチャネル群の識別番号情
報を隣接ノードに出力するシグナリング処理部とを含むように構成してもよい。
【００３８】
　上記のパス切替装置において、パスの切替単位は、波長分割多重方式でノード間を伝送
される光パス単位、時分割多重方式でノード間を伝送される電気パスまたは光パス単位、
もしくは、仮想電気パスである。
【００３９】
　本発明の第２の目的は以下の発明により達成される。
【００４０】
　本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切り替え
る予備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対地に接
続され、予備パス帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（Ｍ
はＬ以下の自然数）のチャネル識別番号情報を保持し、２つのノードを接続するリンク中
のチャネル群に登録される予備パス数をｎ（ｎは自然数）、各危険分類番号ｒの切替要因
に関して現用パスから予備パスへの切替動作が発生した際に当該Ｍ本のチャネルのうちの
いずれかに切替られる予備パス数をＰ(r)、各危険分類番号ｒに対する予備パスＰ(r)の最
大値をMax｛Ｐ(r)｝としたときに、前記リンク中の予備パス帯域として確保するチャネル
数ＭはMax｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下になるように設定するものである。
【００４１】
　また、本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対
地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ
本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネルをそれぞれチャネル群として定義し、各チャネル群
を特定する識別番号情報を保持し、２つのノードを接続するリンク中のチャネル群に登録
される予備パス数をｎ（ｎは自然数）、各危険分類番号ｒの切替要因に関して現用パスか
ら予備パスへの切替動作が発生した際に当該チャネル群に切り替えられる予備パス数をＰ
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(r)、各危険分類番号ｒに対する予備パス数Ｐ(r)の最大値をMax｛Ｐ(r)｝としたときに、
前記リンク中のチャネル群を構成するチャネル数ＭはMax｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下になるよう
に設定するように構成することもできる。
【００４２】
　なお、危険分類番号とは、ネットワークの危険要素として単一リンク故障、単一ノード
故障、またはこれらの複合体としてのネットワークドメインを管理するための識別番号で
ある。例えば、ノードＡとノードＢ間のリンク故障等のリスクに対して、｛１｝という番
号を付与することにより危険を管理する。このようなネットワークで現用パスと予備パス
を定義し、冗長性を確保することで信頼性の高い通信サービスを実現するには、この現用
パスと予備パスが互いに完全に異なる危険分類番号が付与されたリンク、ノード、または
ネットワークドメインを通過するように設定すればよい。
【００４３】
　ここで、各々のチャネル群は、それぞれ異なる故障サービスクラスを有する予備パスを
収容するために、複数ｍ種類の故障サービスクラスについて、それぞれＭ1～Ｍm 本（Ｌ
＝Ｍ1＋Ｍ2＋…＋Ｍm）のチャネルをチャネル群として定義する。なお、故障サービスク
ラスとは、各々のパスの信頼性をクラス分けしたものである。例えば、ネットワークに故
障が発生した場合、一時的に通信設備の絶対量が不足してすべてのパスの通信を維持する
ことが不可能になることがある。このとき、各パスの信頼性をクラス分けすることにより
、高い信頼性に対応する故障サービスクラスのパスから優先的に通信設備を割り当てるな
ど、効率的なネットワーク運用が可能にすると同時に、通信サービスを受けるユーザに対
しても故障サービスクラスに応じた対価を要求することが可能になる。
【００４４】
　このとき、前記リンク中の各チャネル群とこれらに収容される予備パスに対して故障サ
ービスクラス属性情報ｆを設定するとともに、この故障サービスクラス属性情報ｆに対応
する正の値ａ(f)を定義し、前記故障サービスクラス属性情報ｆを有する予備パスは、同
一の故障サービスクラス属性情報ｆを有するチャネル群に収容され、前記リンク中で故障
サービスクラス属性情報ｆのチャネル群を構成するチャネル数Ｍは、ａ(f)×Max｛Ｐ(r)
｝がｎ以下の場合はａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下、ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝がｎを越える
場合はｎ以下になるように設定するようにしてもよい。
【００４５】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本
（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネル識別番号情報を
保持する機能と、２つのパス切替装置を接続するリンク中のチャネル群に登録される予備
パス数をｎ（ｎは自然数）、各危険分類番号ｒの切替要因に関して現用パスから予備パス
への切替動作が発生した際に当該Ｍ本のチャネルのうちのいずれかに切替られる予備パス
数をＰ(r)、各危険分類番号ｒに対する予備パスＰ(r)の最大値をMax｛Ｐ(r)｝としたとき
に、前記リンク中の予備パス帯域として確保するチャネル数ＭはMax｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下
になるように設定する機能とを備えるように構成することもできる。
【００４６】
　更に、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本
（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネルをそれぞれチャ
ネル群として定義し、各チャネル群を特定する識別番号情報を保持する機能と、２つのパ
ス切替装置を接続するリンク中のチャネル群に登録される予備パス数をｎ（ｎは自然数）
、各危険分類番号ｒの切替要因に関して現用パスから予備パスへの切替動作が発生した際
に当該チャネル群に切り替えられる予備パス数をＰ(r)、各危険分類番号ｒに対する予備
パス数Ｐ(r)の最大値をMax｛Ｐ(r)｝としたとき、前記リンク中のチャネル群を構成する
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チャネル数ＭはMax｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下になるように設定する機能とを備えるようにして
もよい。
【００４７】
　前記リンク中の各チャネル群とこれらに収容される予備パスに対して故障サービスクラ
ス属性情報ｆを設定するとともに、この故障サービスクラス属性情報ｆに対応する正の値
ａ(f)を定義し、前記故障サービスクラス属性情報ｆを有する予備パスは、同一の故障サ
ービスクラス属性情報ｆを有するチャネル群に収容され、前記パス設定管理機能部は、前
記リンク中の故障サービスクラス属性情報ｆのチャネル群を構成するチャネル数Ｍとして
、ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝がｎ以下の場合はａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下、ａ(f)×Max｛
Ｐ(r)｝がｎを越える場合はｎ以下になるように設定する機能を含むようにしてもよい。
【００４８】
　パスの切替単位は、波長分割多重方式でノード間を伝送される光パス単位、あるいは、
時分割多重方式でノード間を伝送される電気パスまたは光パス単位とすることができる。
【００４９】
　また、本発明の第３の目的は次の発明によって達成できる。
【００５０】
　本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切り替え
る予備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対地に接
続され、あらかじめ確保している予備パス収容帯域Ｌのうち予備パス帯域Ｍ（Ｍ≦Ｌ）を
保持し、２つのノードを接続するリンク中のＶＰＩ群に登録される予備パス帯域の総和を
ｂ、各危険分類番号ｒの切替要因に関して現用パスから予備パスへの切替動作が発生した
際に当該ＶＰＩ群のうちのいずれかに切り替られる予備パス帯域の総和をＰ(r)、各危険
分類番号ｒに対する予備パスＰ(r)の最大値をMax｛Ｐ(r)｝としたときに、前記リンク中
の予備パス帯域として確保する帯域ＭはMax｛Ｐ(r)｝以上ｂ以下になるように設定するも
のである。
【００５１】
　また、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに切り替える予
備パスの帯域を確保する予備パス帯域確保方法において、各ノードは、同一対地に接続さ
れ、あらかじめ確保している予備パス収容帯域Ｌのうち予備パス帯域Ｍ（Ｍ≦Ｌ）をＶＰ
Ｉ群として定義し、各ＶＰＩ群を特定する識別番号情報を保持し、２つのノードを接続す
るリンク中のＶＰＩ群に登録される予備パス帯域の総和をｂ、各危険分類番号ｒの切替要
因に関して現用パスから予備パスへの切替動作が発生した際に当該ＶＰＩ群に切り替えら
れる予備パス帯域の総和をＰ(r)、各危険分類番号ｒに対する予備パス帯域の総和Ｐ(r)の
最大値をMax｛Ｐ(r)｝としたときに、前記リンク中のＶＰＩ群を構成する予備パス帯域Ｍ
がMax｛Ｐ(r)｝以上ｂ以下になるように設定するように構成することもできる。
【００５２】
　ＶＰＩとはＶＰ（バーチャルパス）を収容するために定義される論理チャネルの識別番
号であり、Virtual Path Identifier と呼ばれるものである。ＶＰＩはノード間のリンク
単位に定義される。
【００５３】
　ここで、各々のＶＰＩ群は、それぞれ異なる故障サービスクラスを有する予備パスを収
容するために、複数ｍ種類の故障サービスクラスについて、それぞれＭ1～Ｍm 本（Ｌ＝
Ｍ1＋Ｍ2＋…＋Ｍm）の予備パス帯域を定義する。
【００５４】
　このとき、前記リンク中の各ＶＰＩ群とこれらに収容される予備パスに対して故障サー
ビスクラス属性情報ｆを設定するとともに、この故障サービスクラス属性情報ｆに対応す
る正の値ａ(f)を定義し、前記故障サービスクラス属性情報ｆを有する予備パスは、同一
の故障サービスクラス属性情報ｆを有するＶＰＩ群に収容され、前記リンク中で故障サー
ビスクラス属性情報ｆのＶＰＩ群の予備パス帯域Ｍは、ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝がｂ以下の
場合はａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝以上ｂ以下、ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝がｂを越える場合はｂ以下
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になるように設定するようにしてもよい。
【００５５】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、あらかじめ確保している予備パス収容
帯域Ｌのうち予備パス帯域Ｍ（Ｍ≦Ｌ）を保持し、２つのノードを接続するリンク中のＶ
ＰＩ群に登録される予備パス帯域の総和をｂ、各危険分類番号ｒの切替要因に関して現用
パスから予備パスへの切替動作が発生した際に当該ＶＰＩ群のうちのいずれかに切り替ら
れる予備パス帯域の総和をＰ(r)、各危険分類番号ｒに対する予備パスＰ(r)の最大値をMa
x｛Ｐ(r)｝としたときに、前記リンク中の予備パス帯域として確保する帯域ＭはMax｛Ｐ(
r)｝以上ｂ以下になるように設定する機能とを備えて構成することができる。
【００５６】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、あらかじめ確保している予備パス収容
帯域Ｌのうち予備パス帯域Ｍ（Ｍ≦Ｌ）をＶＰＩ群として定義し、各ＶＰＩ群を特定する
識別番号情報を保持する機能と、２つのノードを接続するリンク中のＶＰＩ群に登録され
る予備パス帯域の総和をｂ、各危険分類番号ｒの切替要因に関して現用パスから予備パス
への切替動作が発生した際に当該ＶＰＩ群に切り替えられる予備パス帯域の総和をＰ(r)
、各危険分類番号ｒに対する予備パス帯域の総和Ｐ(r)の最大値をMax｛Ｐ(r)｝としたと
きに、前記リンク中のＶＰＩ群を構成する予備パス帯域ＭがMax｛Ｐ(r)｝以上ｂ以下にな
るように設定する機能とを備えるように構成してもよい。
【００５７】
　前記リンク中の各ＶＰＩ群とこれらに収容される予備パスに対して故障サービスクラス
属性情報ｆを設定するとともに、この故障サービスクラス属性情報ｆに対応する正の値ａ
(f)を定義し、前記故障サービスクラス属性情報ｆを有する予備パスは、同一の故障サー
ビスクラス属性情報ｆを有するチャネル群に収容され、前記パス設定管理機能部は、前記
リンク中で故障サービスクラス属性情報ｆのＶＰＩ群の予備パス帯域Ｍは、ａ(f)×Max｛
Ｐ(r)｝がｂ以下の場合はａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝以上ｂ以下、ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝がｂを
越える場合はｂ以下になるように設定する機能を含むようにしてもよい。
【００５８】
　本発明の第４の目的は次の発明により達成できる。
【００５９】
　本発明は、通信ネットワークのノードで、現用パスが使用不能になったときに予備パス
を起動して切り替えるパス切替方法において、各ノードは、同一対地に接続され、予備パ
ス帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（ＭはＬ以下の自然
数）のチャネルをチャネル群として定義し、前記予備パスは事前に前記チャネル群に仮想
的に収容され、互いに隣接関係にある２つのノード間で、それぞれ割り当てられたノード
識別番号の大小に応じて一方をマスターノード、他方をスレーブノードとして決定し、前
記チャネル群に収容されている予備パスを起動する際に、前記マスターノードは小さい（
あるいは大きい）識別番号を有するチャネルから順に起動し、前記スレーブノードは大き
い（あるいは小さい）識別番号を有するチャネルから順に起動する。
【００６０】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスの帯域を確保するパス設定管理機能部を備えたパス切替装置において、
前記パス設定管理機能部は、同一対地に接続され、予備パス帯域として確保しているＬ本
（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（ＭはＬ以下の自然数）のチャネルをチャネル群と
して定義し、このチャネル群を識別する識別番号を保持する機能を有する予備パス設定処
理部と、前記チャネル群の識別番号と、前記チャネル群に収容された予備パスの識別番号
を関連付けて保持するチャネル管理データベースと、隣接ノードとの間で予備パス起動信
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号を入出力し、スイッチを駆動して予備パスへの切り替えを行う予備パス起動処理部と
を備えて構成することもできる。
【００６１】
　また、互いに隣接関係にある２つのノード間で、それぞれ割り当てられたノード識別番
号の大小に応じて一方をマスターノード、他方をスレーブノードとして決定する手段を備
え、前記予備パス起動処理部は、前記チャネル群に収容されている予備パスを起動する際
に、前記マスターノードは小さい（あるいは大きい）識別番号を有するチャネルから順に
起動し、前記スレーブノードは大きい（あるいは小さい）識別番号を有するチャネルから
順に起動する機能を有してもよい。
【００６２】
　ここで、パスの切替単位は、波長分割多重方式でノード間を伝送される光パス単位とす
ることができる。また、パスの切替単位は、時分割多重方式でノード間を伝送される電気
パスまたは光パス単位、もしくは、セル、フレームまたはパケット多重方式でノード間を
伝送される仮想電気パスとすることもできる。
【００６３】
　第５の目的は次の発明により達成することができる。
【００６４】
　本発明の高速パス切替方法では、通信ネットワークの２地点のノード間を複数の経路で
接続する一方のパスを現用パスとし、他方のパスを始点・終点間の経路に沿って接続性が
確保された予備パスとして設定し、前記現用パスの故障発生時に、始点または終点のノー
ドの切替操作により、前記現用パスから前記予備パスへの切り替えを行い、他の現用パス
の故障発生時に、前記予備パスの帯域を他の現用パスの故障救済に用意された予備パスを
収容する帯域として開放する
　前記予備パスは、その経路長が所定の長さを越えるかまたは経由ノード数が所定数を越
える場合に設定され、その他の場合には帯域のみが確保される予備パスが設定されるよう
にすることができる。
【００６５】
　また、本発明は、通信ネットワークの２地点のノード間に設定された現用パスが故障し
たときに、同じ２地点を接続する異なる経路に設定された予備パスに切り替えるパス切替
装置において、前記予備パスとして、その経路に沿って接続性が確保されたホットステー
ト予備パスと、帯域のみが確保される通常の予備パスとを区別して管理するパス管理手段
と、前記ホットステート予備パスが占有する帯域と前記通常の予備パスが確保する帯域と
を共用する手段とを備えて構成される。
【００６６】
　上記のパス切替装置において、隣接ノードとの間に設定した予備パスが前記ホットステ
ート予備パスであるか否かを示す識別情報を送受信する手段を含むようにしてもよい。ま
た、現用パスの故障発生時に、予備パスへ切り替えるための切替メッセージを予備パス経
路に沿って送受信する際に、前記パス管理手段から前記ホットステート予備パスを収容し
ているチャネル帯域情報を取得し、このチャネル帯域を含めて予備パスの切り替え先を選
択して切替メッセージを作成する手段を含むように構成してもよい。また、現用パスの故
障発生時に、その現用パスを救済するホットステート予備パスの経路のパス切替装置に沿
って、ホットステート予備パスの帯域を他のパスの故障救済用に帯域開放しないように設
定するメッセージを転送する手段を含むように構成してもよい。
【００６７】
　本発明の第６の目的は次の発明により達成することができる。
【００６８】
　本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切り替え
る予備パスの帯域（チャネル）を確保し、パスの接続・切り替えを管理するパス管理装置
において、前記予備パスを収容するチャネルが故障するか他の予備パスに使用されたこと
により起動不可になった予備パスを検出したときに、その予備パスが経由するノードに対
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してその予備パスの起動不可を通知する通知手段を備える。
【００６９】
　前記通知手段は、前記予備パスが経由する各ノード区間ごとの起動不可の情報を含めて
通知する構成としてもよい。また、前記通知手段は、前記予備パスの始点ノードから終点
ノード、あるいはその逆方向、に向けて正常性確認のために定期的に転送される予備パス
管理メッセージに、前記予備パスの起動不可の情報を追加する構成としてもよい。
【００７０】
　上記パス管理装置において、前記起動不可の通知により他のノード区間でチャネルを確
保できない予備パスを把握し、その起動不可の予備パスを収容するために割り当てている
チャネルを他の予備パスを収容するチャネルに転用するチャネル転用手段を備えるように
してもよい。
【００７１】
　また、本発明は、通信ネットワークに設定された現用パスが使用不能になったときに切
り替える予備パスのチャネルを確保し、パスの接続・切り替えを管理するパス管理装置に
おいて、複数の予備パス群を収容する複数のチャネルが共有で確保され、各予備パス群に
優先クラスが設定されているときに、前記予備パス群の中の所定数の予備パスを収容する
チャネルが不足する場合に、その予備パス群より優先クラスの低い予備パス群を収容する
ために割り当てているチャネル群の中の必要数のチャネルを転用するチャネル転用手段を
備えて構成することもできる。
【００７２】
　本発明の第７の目的は次の発明により達成することができる。
【００７３】
　本発明は、ユーザ情報を転送するデータプレーンと、制御信号を転送する制御プレーン
が分離された通信ネットワークのノードでパス管理を分散制御するネットワーク制御装置
において、前記制御プレーンの正常性確認を行う制御リンク管理機能部と、前記データプ
レーンに設定されたパスの設定管理を行うパス管理データベースと、前記パスの各々につ
いて正常性確認を行うシグナリング処理部と、前記パスの各々について正常性確認がとれ
るまでの正常確認経過時間が閾値を超過したときに、前記パス管理データベースに登録さ
れているパス管理情報を削除するタイマ処理部とを備え、前記制御リンク管理機能部は、
自ノードに接続されている制御リンクの異常を検出し、かつ制御リンクに対応するデータ
リンクの正常性を確認したときに、前記タイマ処理部に対してタイマ停止信号を出力する
機能を含み、前記タイマ処理部は、前記タイマ停止信号の入力により前記正常確認経過時
間のタイマ処理を停止する機能を含み、前記シグナリング処理部は、前記タイマ停止処理
が行われたパスについてその旨をパスが通過するすべてのノードに通知する機能を含む。
【００７４】
　前記制御リンク管理機能部は、自ノードに接続された制御リンクの異常を隣接ノードに
通知する機能と、隣接ノードから通知された制御リンクの異常を他の隣接ノードに通知す
る機能を含むように構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】通信ネットワークの構成例を示す図である。
【図２】ネットワークの管理モデルを示す図である。
【図３】１チャネル単位で予備チャネルを管理する方式を説明する図である。
【図４】Ｍチャネル単位で予備チャネルを管理する方式を説明する図である。
【図５】光ルータを用いたネットワークを示す図である。
【図６】実施の形態１－１の予備パス帯域確保方法におけるネットワークの管理モデルを
示す図である。
【図７】実施の形態１－１の現用光パスと予備光パスの設定シグナリングシーケンスを示
す図である。
【図８】実施の形態１－１の予備光パスの設定シグナリングシーケンスを示す図である。
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【図９】実施の形態１－２のシグナリングシーケンスを示す図である。
【図１０】実施の形態１－３のシグナリングシーケンスを示す図である。
【図１１】実施の形態１－４のシグナリングシーケンスを示す図である。
【図１２】実施の形態１－５のパス切替装置の構成を示す図である。
【図１３】パス管理データベース２２５に保存される情報の例である。
【図１４】実施の形態１－６のパス切替装置の構成を示す図である。
【図１５】実施の形態１－６のパス切替装置の構成を示す図である。
【図１６】実施の形態２－１のパス切替装置の構成例を示す図である。
【図１７】本実施の形態が適用される光通信ネットワークの構成例を示す図である。
【図１８】実施の形態２－１における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定処
理シーケンスを示すフローチャートである。
【図１９】実施の形態２－１における予備パス設定処理シーケンスの具体例１を説明する
図である。
【図２０】実施の形態２－１における予備パス設定処理シーケンスの具体例２を説明する
図である。
【図２１】実施の形態２－２における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定処
理シーケンスを示すフローチャートである。
【図２２】実施の形態２－２における予備パス設定処理シーケンスの具体例１を説明する
図である。
【図２３】実施の形態２－２における予備パス設定処理シーケンスの具体例２を説明する
図である。
【図２４】パス切替装置の他の構成例を示す図である。
【図２５】実施の形態３－１のパス切替装置の構成例を示す図である。
【図２６】本実施の形態が適用される通信ネットワークの管理モデルを示す図である。
【図２７】本実施の形態が適用される通信ネットワークの構成例を示す図である。
【図２８】実施の形態３－１における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定処
理シーケンスを示すフローチャートである。
【図２９】実施の形態３－１における予備パス設定処理シーケンスの具体例１を説明する
図である。
【図３０】実施の形態３－１における予備パス設定処理シーケンスの具体例２を説明する
図である。
【図３１】実施の形態３－２における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定処
理シーケンスを示すフローチャートである。
【図３２】実施の形態３－２における予備パス設定処理シーケンスの具体例１を説明する
図である。
【図３３】実施の形態３－２における予備パス設定処理シーケンスの具体例２を説明する
図である。
【図３４】ネットワークの構成例を示す図である。
【図３５】競合例を示す図である。
【図３６】高速パス切替方法が適用される光通信ネットワークの構成例を示す図である。
【図３７】実施の形態４－１における高速パス切替方法のシグナリングシーケンスを示す
図である。
【図３８】実施の形態４－１の高速パス切替方法における競合制御例を示す図である。
【図３９】実施の形態４－２のパス切替装置を示す図である。
【図４０】実施の形態４－３のパス切替装置を示す図である。
【図４１】実施の形態４－４のパス切替装置を示す図である。
【図４２】予備パス帯域確保方法の一例を示す図である。
【図４３】従来の故障通知方法を示す図である。
【図４４】実施の形態５－１の高速パス切替方法を説明する図である。
【図４５】従来のパス切替方法の一例を示す図である。
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【図４６】実施の形態５－２のパス切替装置を示す図である。
【図４７】多重故障発生時の状態を示す図である。
【図４８】実施の形態６のパス管理装置を含むパス切替装置の構成例を示す図である。
【図４９】予備パス起動不可メッセージの転送方法を示す図である。
【図５０】実施の形態６におけるパス管理装置の管理例を示す図である。
【図５１】実施の形態６におけるのパス管理装置の他の管理例を示す図である。
【図５２】シグナリング処理の例を示す図である。
【図５３】ハードステートの問題点を示す図である。
【図５４】実施の形態７－１、７－２のネットワーク制御装置における状態遷移を示す図
である。
【図５５】実施の形態７－１のネットワーク制御装置を示す図である。
【図５６】パス設定管理機能部２２の動作例を説明する図である。
【図５７】制御リンク管理機能部２３の動作例を説明する図である。
【図５８】実施の形態７－２のネットワーク制御装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００７６】
　以下、図面を参照して本発明の各実施の形態を説明する。
【００７７】
　［実施の形態１－１～１－７］
　背景技術において説明したリストレーション方式に基づくネットワーキングを実現する
手段として、現用パスの設定と類似のシグナリング処理により予備パスの帯域を確保する
には、予備パスの設定であることを明確にする識別情報を含む必要がある。また、リスト
レーション方式を有効に機能させるには、ネットワーク装置の一部の故障に伴って切り替
わる複数の現用パスが、同一の予備チャネル帯域を互いに確保しあう競合状態が発生しな
いように予備パスを登録する必要がある。このような競合状態を防ぐ手段として、予備チ
ャネル群に必要とされるチャネル数をリンク単位で自律的に確保する管理制御機能も重要
である。
【００７８】
　実施の形態１－１～実施の形態１－７では、上記の機能を実現するための技術について
説明する。
【００７９】
　（実施の形態１－１（予備パス帯域確保方法））
　本実施の形態の予備パス帯域確保方法が適用される通信ネットワークは、図１に示すも
のとする。この通信ネットワークは、波長単位の光パスを定義する光パスネットワークで
あり、これら光パスのクロスコネクションを実現する光クロスコネクトノードにより構成
されている。
【００８０】
　光パスは、始点ノード＃１から終点ノード＃８の間にポイントツーポイントに定義され
、中継ノード＃３，＃６で光パスの波長は他の光パスとの衝突を避けるために波長変換さ
れる。この光パスの帯域は、例えば10Ｇbit/sであり、ITU-T G.709 仕様のＯＴＮフォー
マットで転送される。また、この光パスは、ファイバリンクに50ＧHz間隔に収容され、各
ファイバリンクでは32波長の波長分割多重伝送が実現される。
【００８１】
　このネットワークでは、図６に示すネットワークの管理モデルに従い、予備光パスに用
いるＬ本中Ｍ本のＯＰコネクション、すなわち光チャネルが管理上バンドル化され、光チ
ャネル群として管理される。図６において、●はファイバラベル、○は波長ラベル、□は
予備光チャネル群ラベルの各インタフェースを示し、光チャネルのみならず光チャネル群
に対しても識別番号を付与する。そして、予備光パスの帯域確保は、各リンクの予備光チ
ャネル群を指定することにより行われる。
【００８２】



(15) JP 4663022 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

　図７は、実施の形態１－１の予備パス帯域確保方法における現用光パスと予備光パスの
設定シグナリングシーケンスを示す図である。
【００８３】
　現用光パスのシグナリングシーケンスは、ＲＳＶＰ－ＴＥプロトコルが用いられる。Ｒ
ＳＶＰ－ＴＥプロトコルは、上流ノードから下流ノードにPathメッセージを流し、光パス
の設定に必要となるリソースを各ノードで仮予約する。終点ノードも含めて途中の経由ノ
ードのリソース仮予約に成功すると、下流ノードから仮予約したリソースをResvメッセー
ジにより確保していく。その際に、当該光パスが経由するノードおよびリンクの危険分類
番号情報を記録し、上流ノードに通知する。
【００８４】
　現用光パスのシグナリングに成功すると、次は予備光パスのシグナリングシーケンスに
移る。上流ノードは予備光パスの経路計算を行うが、経路計算の際には前述のResvメッセ
ージで通知された現用光パスの危険分類番号情報を利用し、この危険分類番号情報を有す
るリンクまたはノードを経由しないように制約をつけて予備光パスの経路を決定する。こ
こで、危険分類番号情報とは、ノードまたはリンク単体、あるいはこれらの集合に対して
付与した故障シナリオ番号である。現用光パスと同一の故障シナリオが含まれるように予
備光パスの経路が決定される。
【００８５】
　なお、本実施の形態の"危険分類番号"の概念は、ＳＲＬＧ（Ｓｈａｒｅｄ　Ｒｉｓｋ　
Ｌｉｎｋ　Ｇｒｏｕｐ（ＩＥＴＦインターネットドラフトｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｉｐｏ
－ｆｒａｍｅｗｏｒｋ－０１．ｔｘｔ））に基づくものである。ＳＲＬＧの技術は、各リ
ンクもしくはノード装置の故障をシナリオ番号として管理し、各故障シナリオ毎に現用回
線を救済するバックアップ回線の設定経路を事前に取り決めておく技術である。
【００８６】
　図８は、実施の形態１－１の予備光パスの設定シグナリングシーケンスを示す図である
。予備光パスのシグナリングシーケンスでもＲＳＶＰ－ＴＥプロトコルが用いられる。
【００８７】
　ＲＳＶＰ－ＴＥプロトコルは、上流ノードから下流ノードにPathメッセージを流し、光
パスの設定に必要となるリソースを各ノードで仮予約する。
【００８８】
　Pathメッセージには、このメッセージが予備光パスの設定であることを示す予備識別子
、当該予備パスの現用パスが経由するリンク及びノードに付与された危険分類番号情報が
あり、これら情報はリソースを仮予約したノードに保存されていく。
【００８９】
　終点ノードも含めて途中の経由ノードのリソース仮予約に成功すると、下流ノードから
仮予約したリソースをResvメッセージにより「予備予約」していく。ここで、「予備予約
」は予備リソースとして用いる光チャネルまたは光チャネル群の識別番号を指定すること
により行われ、光スイッチの物理的な設定は必須としない。Resvメッセージには、当該予
備パスを収容する予備光チャネル群識別番号が含まれている。予備光パスを収容する予備
光チャネル群番号情報はリンク毎に異なる。本実施の形態では、ノード＃７－＃８間でチ
ャネル群２、ノード＃４－＃７間でチャネル群１、ノード＃２－＃４間でチャネル群３、
ノード＃４－＃１間でチャネル群１が選択されており、ノード＃２からノード＃１に向け
て送信されるResvメッセージにはルート情報（経由ノード番号情報）に加えて、各リンク
で選択した光チャネル群番号情報が含まれている。ノード＃１（Ingressノード）は前記
情報を受信することにより、当該予備光パスの経路と選択予備波長チャネル群番号を把握
できる。
【００９０】
　本実施の形態の方法は、現用光パスの故障救済に必要となる予備光パスリソースとして
の光チャネルを共用することにより、光チャネルの必要数を削減することが可能になると
ともに、複数の「予備予約」された光チャネルをバンドル化して１つの識別番号情報の元
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に一元管理することにより、予備光チャネルリソースの管理オブジェクト数をネットワー
ク全体で大幅に削減することができる。さらに、切替発生に伴う予備光パスリソースの再
確保処理の頻度を大幅に低減することができる。
【００９１】
　（実施の形態１－２（予備パス帯域確保方法））
　各ノードは、ファイバリンクの利用状態と、「予備予約」された各光チャネル群で救済
する現用光パスの識別情報と、この現用光パスが通過する危険分類番号情報を保持してい
る。「予備予約」された光チャネル群を用いる予備光パスの追加、またはこの光チャネル
群を用いて「予備予約」されている予備光パスの削除に伴い、この光チャネル群を構成す
る光チャネルの必要数に変化が生じる。実施の形態１－２では、実施の形態１－１の「予
備予約」された光チャネル群の管理制御方法の追加例を示す。
【００９２】
　図９は、実施の形態１－２のシグナリングシーケンスを示す。ここで、マスターノード
およびスレーブノードは、互いに隣接関係にある２つのノード間に定義され、その２つの
ノードに割り当てられたノード識別番号の大きい方がマスターノード、小さい方がスレー
ブノードとして決定される。あるいはその逆でもよい。
【００９３】
　予備光パスの予備予約状態の変化を検出したスレーブノード＃２はマスタノード＃４に
対して、光チャネル群を構成する光チャネルの候補をPathメッセージを用いて推薦する。
マスタノード＃４は、推薦された光チャネル（１，２，３，４）のうち、光チャネル群の
構成員として適用可能な光チャネル（ここでは、２，３，４）のみを選抜し、その結果を
スレーブノード＃２にResvメッセージを用いて通知する。
【００９４】
　なお、光チャネル群が隣接ノード間で確立していない場合でも、全く同じシーケンスが
用いられる。光チャネル群の削除は、光チャネル群を構成する光チャネル数が０本または
１本になった場合に行われることがある。
【００９５】
　このように本実施の形態は、隣接ノード間で自律的に予備光パスを収容する光チャネル
群の維持、確立、削除を行うものであり、光チャネル群の構成員となる光チャネルを自律
分散的に制御する手段を示す。これにより、予備光パスを収容する光チャネル群の光チャ
ネル数を柔軟に変化させることができ、ネットワークリソースの有効利用と、現用光パス
故障に対する高い救済率を実現することができる。
【００９６】
　（実施の形態１－３（予備パス帯域確保方法））
　実施の形態１－３では、実施の形態１－２の「予備予約」された光チャネル群の管理制
御方法の変形例を示す。ここでは、光チャネル群と光チャネル群を構成する光チャネルは
、隣接ノード間で自律的に確立されているものとする。
【００９７】
　図１０は、実施の形態１－３のシグナリングシーケンスを示す。予備光パスの予備予約
状態の変化を検出したスレーブノード＃２はマスタノード＃４に対して、光チャネル群を
構成する光チャネルの候補をPathメッセージを用いて推薦するが、このときに光チャネル
群の故障サービスクラスも通知する。マスタノード＃４は、推薦された光チャネル（１，
２，３，４）のうち、光チャネル群の構成員として適用可能な光チャネル（ここでは、２
，３，４）のみを選抜し、その結果をスレーブノード＃２にResvメッセージを用いて通知
する。このときに、光チャネル群の故障サービスクラスも考慮に入れて構成員となる光チ
ャネルを選抜する。
【００９８】
　このように本実施の形態は、隣接ノード間で自律的に予備光パスを収容する光チャネル
群の維持、確立、削除を行うものであるが、光チャネル群の故障サービスクラスを定義す
ることにより、光チャネル群の構成員となる光チャネル数を故障サービスクラスに応じて
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増減することができる。すなわち、高い故障サービスクラスには、多くの光チャネルを構
成員とすることにより高い救済率を実現することができる。
【００９９】
　（実施の形態１－４（予備パス帯域確保方法））
　実施の形態１－４では、実施の形態１－２の「予備予約」された光チャネル群の管理制
御方法の変形例を示す。ここでは、光チャネル群と光チャネル群を構成する光チャネルは
隣接ノード間で自律的に確立されが、この光チャネル群の確立と予備光パスの「予備予約
」が同時に行われる方法を示す。
【０１００】
　図１１は、実施の形態１－４のシグナリングシーケンスを示す。予備光パスの仮予約と
同時に光チャネル群の予備予約状態の変化を検出した上流ノードは、下流ノードに対して
光チャネル群を構成する光チャネルの候補をPathメッセージを用いて推薦する。下流ノー
ドは、推薦された光チャネル（１，２，３，４）のうち、光チャネル群の構成員として適
用可能な光チャネル（ここでは、２，３，４）のみを選抜し、その結果を予備光パスの「
予備予約」を確立するResvメッセージに追加して上流ノードに通知する。
【０１０１】
　このように本実施の形態は、現用光パスの故障救済に必要となる予備光パスリソースと
しての光チャネル群を、予備光パス設定と同時に確立できるようにしたものである。予備
光パスの設定要求により、光チャネル群の構成員である光チャネルの数が不足している場
合は、本実施形態の方法により迅速に光チャネル群の光チャネル数を増加させることがで
きる。また、予備光パスを収容しようとする光チャネル群が必要チャネル数を確保できな
い場合には、この予備光パスの「予備予約」は失敗となるが、このような処理も迅速に行
うことができ、別経路を用いた予備光パス設定も短時間で行うことができる。
【０１０２】
　なお、以上示した各実施形態では、パスの物理媒体として光（波長）パスを例として記
載したが、ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨのＶＣ－３、ＶＣ－４パス、ＡＴＭのＶＰＩ識別子の設定
により実現されるバーチャルパス、ＭＰＬＳ技術で実現されるラベルスイッチパス、Ｅth
erのＴａｇ－ＶＬＡＮ技術で実現されるＥtherパスのいずれかを用いてもよい。
【０１０３】
　なお、本発明の予備パス帯域確保方法において、予備パス帯域として確保しているＭ本
のチャネルに関して、送受信器の故障等の要因によりＭ本のチャネルのうちのいずれかの
チャネルを予備パス帯域として確保されていない他のチャネルと交換する必要が生じた場
合は、少なくとも新たなチャネルの識別番号情報を当該チャネルの対向側終端点にあるノ
ードに対して推薦するフェーズを含む。
【０１０４】
　（実施の形態１－５（パス切替装置））
　図１２は、本発明の実施の形態１－５におけるパス切替装置の構成図である。本実施形
態のパス切替装置は、上記の予備パス帯域確保方法の各実施形態を実現するものである。
なお、以降図示する装置の構成図間において、対応する機能部には同じ参照番号を付して
いる。
【０１０５】
　図１２において、パス切替装置は、波長パス単位のクロスコネクションを実現する光ス
イッチ部１０と、これを管理制御する管理制御機能部２０と、チャネル管理データベース
１５により構成される。光スイッチ部１０は、光スイッチ機能部１１と光スイッチ機能部
１１を制御するスイッチ制御部１２により構成される。本実施形態の光スイッチ部１０は
、128×128スイッチを用い、光パスが32波多重されたファイバリンクを４本入出力する能
力を有する。各光パスの伝送速度は2.5Ｇbit/s であり、SONETOC-48インタフェースで終
端される。
【０１０６】
　制御回線は、155Ｍbit/s の伝送速度を有するSONETOC-３回線で構成されている。制御
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信号は、例えば光ルータネットワークのネットワークトポロジーを取得するためのOSPF/I
S-ISプロトコルパケット、パケットスイッチ間で設定される光パスを設定・解除するRSVP
-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバリンクの障害監視を行うLMPプロトコルパケ
ットである。
【０１０７】
　管理制御機能部２０は、これらの制御信号プロトコルを処理する機能部を実装しており
、光パスの設定・解除・切替・ルーティングを実現するルーティング処理機能部（OSPF/I
S-ISプロトコル処理機能）２１、光パス設定・解除シグナリングを行うパス設定管理機能
部（RSVP-TE/CR-LDRプロトコル処理機能）２２、制御信号を伝送する制御回線網の障害監
視を行う制御回線管理機能部（LMPプロトコル処理機能）２３、ＩＰ処理部２４により構
成される。
【０１０８】
　パス設定管理機能部２２は、RSVP-TEプロトコルのコアであるシグナリング処理部２２
１、現用パス設定・削除処理機能部２２２、予備パス設定・削除処理機能部２２３、予備
パス起動処理部２２４、パス管理データベース２２５を含む。
【０１０９】
　なお、シグナリング処理部２２１は、CR-LDPプロトコルを用いても同様である。現用パ
ス設定・削除処理機能部２２２と予備パス設定・削除処理機能部２２３と予備パス起動処
理部２２４は、チャネル管理データベース１５に接続され、現用パス設定・削除処理機能
部２２２と予備パス設定・削除処理機能部２２３はルーティング処理機能部２１に接続さ
れ、現用パス設定・削除処理機能部２２２と予備パス起動処理部２２４はスイッチ制御部
１２に接続される。現用パス設定時には、現用パス設定・削除処理部２２２にシグナリン
グ情報が入出力される。同様に、予備パス設定時には、予備パス設定・削除処理部２２３
にシグナリング情報が入出力される。
【０１１０】
　チャネル管理データベース１５は、図６の管理モデルに従った光チャネル管理が可能な
ように、予備光パスを収容する資源として複数の予備光チャネルをバンドルした光チャネ
ル群を定義して管理できるデータ構造を有し、光チャネルの状態監視を行っている。さら
に、チャネル管理データベース１５には、パス切替装置およびパス切替装置に接続される
各リンクの危険分類番号情報、パス切替装置に収容される光チャネルまたは光チャネル群
に登録されている危険分類番号情報を保持する光チャネル危険分類データベースが含まれ
ている。
【０１１１】
　予備光パス設定・削除処理機能部２２３は、同一対地に接続される予備パスを収容する
帯域として確保しているＬ本（Ｌは自然数）のチャネルのうちＭ本（ＭはＬ以下の自然数
）のチャネルをチャネル群として一体管理する。そのために、各チャネル群を特定する識
別番号を付与するとともに、光チャネル群の構成員となる光チャネルを選抜し、この光チ
ャネルの識別情報を対応する光チャネル群識別番号と関連付けてデータベースに出力する
。
【０１１２】
　シグナリング処理部２２１は、隣接ノードから通知された予備パス起動信号を予備パス
起動処理部２２４に出力し、また予備パス起動処理部２２４からの予備パス起動信号を隣
接ノードへ出力する。また、シグナリング処理部２２１は、予備パス帯域確保時に隣接の
パス切替装置から通知された確保するチャネルまたはチャネル群の識別番号情報と当該パ
スが予備パスであることを示す識別情報が隣接のパス切替装置から入力されると、その情
報を予備光パス設定・削除処理機能部２２３に振り分ける。予備光パス設定・削除処理機
能部２２３は、ルーティング処理機能部２１のルーティングテーブルを参照することによ
り、当該予備パスの出力ポートを検索し、当該予備パスの出力側で確保するチャネルまた
はチャネル群の識別番号情報をシグナリング処理部２２１に出力し、隣接ノードに通知す
る。
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【０１１３】
　また、予備パス帯域確保時に隣接のパス切替装置から通知された危険分類番号情報も同
様に処理される。シグナリング処理部２２１に入力された危険分類番号情報は、予備光パ
ス設定・削除処理機能部２２３を介してチャネル管理データベース１５に入力され、予備
光パスが確保しようとしている光チャネルまたは光チャネル群に登録されている危険分類
番号情報に追加登録され、光チャネルまたは光チャネル群の識別番号情報と危険分類番号
情報が隣接ノードに通知される。
【０１１４】
　予備光パス起動処理部２２４は、シグナリング処理部２２１を介して隣接ノードとの間
で予備パス起動信号を入出力する。また、予備光パス起動処理部２２４は予備パス起動処
理を実際に行い、スイッチを駆動する。
【０１１５】
　また、ルーティング処理機能部２１は、制御回線管理機能部２３及びチャネル管理デー
タベース１５より、自ノードに接続されているリンク状態を収集する。次に、ルーティン
グ処理機能部２１は、収集したリンク情報を他隣接ノードに向けてＩＰ処理部２４を通じ
て送信する。同時に、他隣接ノードからはこれらノードで受信した全てのリンク情報がル
ーティング処理機能部２１に向けて通知されてくる。この結果を元に、ネットワーク内の
各ノードに光パスをルーティングするためのNext Hop情報が作成される。
【０１１６】
　作成されるNext Hop情報は下記のようなデータ構造を有する。
【０１１７】
　　　ノード　ID 　　　　出力IF
　　　10.10.105.1　　　　 IF 1
　　　10.10.105.2 　　　　IF 2
　　　10.11.106.2         IF 1
　この情報は、例えば10.10.105.1というノードまで光パスを開通するには、IF1から光パ
スを接続することを指示していることを意味する。
【０１１８】
　現用パス設定・削除処理部２２５、予備パス設定・削除処理部２２３は、上流ノードか
ら通知されてきたPathメッセージの中に含まれている光パスの終点ノードID情報を元に、
ルーティング処理機能部２１に保持されるNext Hop情報を検索し、シグナリング処理部２
２１及びＩＰ処理部２４を通じて、検索した出力IFから下流ノードに向けてPathメッセー
ジを送出する。シグナリング処理部２２１においては、Pathメッセージを送出する際には
、自身のNode　ID情報を付加する。そうすることにより、終点ノードから始点ノードに向
けてResvメッセージを返却する際には、Pathメッセージを送信したノードを経由すること
が可能になる。このような処理を通じて生成された現用パス・予備パスはパス管理データ
ベース２２５に保存される。パス管理データベース２２５には図１３に示すデータ構造で
情報が保存される。
【０１１９】
　図１３に示す例では、本ノードには予備パスが１本設定されており、かつこの予備パス
が現用パス２の予備パスである。またこのパス管理データベース２２５を保持するノード
が10:10:101:2もしくは10:10:108:1のIDを有している場合、現用パスと予備パスの終端点
（すなわち現用パスが故障した場合に、予備パスに切替動作を行う点）である。
【０１２０】
　次に現用パスに故障が発生した場合の動作を説明する。光スイッチ部１０で検出された
故障通知情報は、予備パス起動処理部２２４に転送される。この情報を元に、故障切替す
べきパス情報をパス管理データベース２２５から検索する。検索したパス情報より、故障
切替命令を送出するべきか否かを判断し、故障切替命令を送出する必要がある場合は、シ
グナリング処理部２２１及びＩＰ処理部２４を通じて事前に予約した予備パス経路に沿っ
て予備光パス起動命令を通知する。
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【０１２１】
　（実施の形態１－６（パス切替装置））
　図１４は、本発明の実施の形態１－６におけるパス切替装置の構成図である。本実施の
形態のパス切替装置は、実施の形態１－６の光スイッチ部１０に代えて電気スイッチ部３
０を備える。電気スイッチ部３０は、電気スイッチ機能部３１と電気スイッチ機能部３１
を制御するスイッチ制御部３２と、管理制御機能部２０と制御信号を交換するディジタル
クロスコネクトインタフェース（ＤＣＣ－ＩＦ）３３により構成され、SONETOC-48リンク
を32×32でディジタルクロスコネクションを実現する。
【０１２２】
　制御回線は、SONETOC-48のＤＣＣチャネルを用いて構成される。制御信号は、例えばネ
ットワークトポロジーを取得するためのOSPF/IS-ISプロトコルパケット、パケットスイッ
チ間で設定されるパスを設定・解除するRSVP-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバ
リンクの障害監視を行うLMP プロトコルパケットである。
【０１２３】
　管理制御機能部２０の構成は実施の形態１－５と同様である。ここでは、光チャネルの
代わりに、SONETで定義されるＶＣ－４（155 Ｍbit/s ）チャネルを管理制御する。
【０１２４】
　（実施の形態１－７（パス切替装置））
　図１５は、本発明の実施の形態１－７におけるパス切替装置の構成図を示す。本実施の
形態のパス切替装置は、実施の形態１－５の光スイッチ部１０に代えて電気スイッチ部４
０を備える。電気スイッチ部４０は、セルスイッチ機能部４１とセルスイッチ機能部４１
を制御するスイッチ制御部４２と、管理制御機能部２０と制御信号を交換する制御信号イ
ンタフェース（ＩＰ over ＡＴＭ）４３により構成され、SONETOC-48リンクを入出力32本
収容可能であり、これらの間でセルスイッチングを実現する。
【０１２５】
　制御回線は、通信キャリアの共通線信号網を用いて構成される。制御信号は、例えばネ
ットワークトポロジーを取得するためのOSPF/IS-ISプロトコルパケット、パケットスイッ
チ間で設定されるパスを設定・解除するRSVP-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバ
リンクの障害監視を行うLMPプロトコルパケットである。
【０１２６】
　管理制御機能部２０の構成は実施の形態１－５と同様である。ここでは、光チャネルの
代わりに、ＡＴＭスイッチ間で定義されるＶＰＩを管理制御する。ノード間リンクごとに
定義されるＶＰＩは、光パスや電気パスを収容するチャネルに相当する。すなわち、図に
示すように、各ノード装置で入出力間のＶＰＩの相関をとることは、光パスや電気パスの
クロスコネクション動作に相当する。
【０１２７】
　また、本実施の形態は、レイヤ2.5のＭＰＬＳ技術を用いることによりＩＰパケットト
ラヒックに対する仮想パスを提供可能なラベルスイッチルータ、同様にEther フレームに
対する仮想パスを提供可能なEther over MPLS スイッチに対しても適用可能である。
【０１２８】
　以上説明したように、本発明の実施の形態１－１～１－７に係る予備パス帯域確保方法
およびパス切替装置は、パス帯域が離散的あるいは固定的に設定され、かつ現用パスと予
備パスの帯域を完全に一致させる必要があるネットワークにおいて、現用パスの故障救済
に必要となる予備パス資源としてのチャネルを共用することで、その必要数を削減するこ
とを可能にする。
【０１２９】
　さらに、複数の「予備予約」された光チャネルをバンドル化して１つの識別番号情報の
元に一元管理することにより、予備チャネル資源の管理オブジェクト数をネットワーク全
体で大幅に削減することが可能である。また、切替発生に伴う予備パス資源の再確保処理
の頻度を大幅に低減可能である。また、予備パスが必要とする設備量の増大を防ぎつつ高
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信頼な通信ネットワークを構築することが可能になる。また、予備パス資源に対しても故
障クラスを定義し、故障クラスに応じて予備パス救済率を変化させ、サービスグレードの
差別化を図ることが可能になる。
【０１３０】
　［実施の形態２－１～２－３］
　（実施の形態２－１）
　図１６は、実施の形態２－１のパス切替装置の構成例を示す。この構成は実施の形態１
－５のパス切替装置と同じである。
【０１３１】
　すなわち、実施の形態２－１のパス切替装置は、波長パス単位のクロスコネクションを
実現する光スイッチ部１０と、これを管理制御する管理制御機能部２０と、チャネル管理
データベース１５により構成される。光スイッチ部１０は、光スイッチ機能部１１と光ス
イッチ機能部１１を制御するスイッチ制御部１２により構成される。なお、ルーティング
処理機能部２１は、各ファイバリンクにコストを定義し、設定しようとする光パスの始点
ノードと終点ノード間で累計されるファイバリンクコストが最小になる経路を検索する機
能を有する。その探索アルゴリズムには、ダイクストラ法が適用される。
【０１３２】
　このような構成により、予備光パスの設定は予備光パスを収容する光チャネル群をリン
クごとに指定するだけで可能になる。また、光チャネル管理データベース１５を現用パス
設定・削除処理部２２２と共用しているために、予備光パスを収容する光チャネル群を構
成する光チャネルとして、現用光パスを設定しないように制御可能である。これにより、
各ノードは、予備資源として「予備予約」する光チャネルをリンク単位に自律分散的に設
定することができる。
【０１３３】
　以下、実施の形態１－５のパス切替装置と異なる点を主に説明する。
【０１３４】
　図１７は、本実施の形態が適用される光通信ネットワークの構成例を示す。現用光パス
としてノード＃１－＃３－＃６－＃８に帯域を確保すると、この経路に沿って光パスを開
通させる。その一方で、予備光パスとしてノード＃１－＃２－＃４－＃７－＃８に帯域を
予約するだけで、実際のコネクション設定は現用光パスが何らかの障害により接続不能に
なるまで行われない。
【０１３５】
　予備光パスを収容する光チャネル群には、収容している予備光パスに対する現用光パス
に付与される危険分類番号情報が記録される。ここでは、現用光パスの経路が有する故障
シナリオを危険分類番号情報として｛12，18，21｝が付与される。このとき、この現用光
パスに対する予備光パスを収容する光チャネル群の属性情報として、危険分類番号情報｛
12，18，21｝が添付される。この危険分類番号情報は、予備光パス設定時に上流ノードか
ら下流ノードに順次通知される。各ノードは、自身のシグナリング処理部２２１を介して
この危険分類番号情報をチャネル管理データベース１５に登録する。その結果、危険分類
番号情報は予備光パスを収容する光チャネル群の識別番号情報と関連付け、予備光パス経
路上のすべてのノードのチャネル管理データベース１５に保存される。
【０１３６】
　図１８は、実施の形態２－１における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定
処理シーケンスを示す。予備パス設定・削除処理部２２３は、光チャネル群に登録されて
いる予備光パス数ｎ、それぞれの危険分類番号ｒの切替要因に関して現用光パスから予備
光パスへの切替動作が発生した際に当該光チャネル群に切り替えられる予備光パス数をＰ
(r) 、この危険分類番号ｒに対して得られる予備光パス数Ｐ(r) の最大値をMax｛Ｐ(r)｝
としたとき、光チャネル群を構成する光チャネル数Ｍが、Max｛Ｐ(r)｝以上ｎ以下になる
ように設定する命令をシグナリング処理部２２１に送出する。例えば、光チャネル群を構
成する光チャネル数Ｍが、Max｛Ｐ(r)｝より小さくなる場合には光チャネル数を増加し、
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Max｛Ｐ(r)｝より大きくなる場合には光チャネル数を削減し、等しい場合にはそのままと
する。
【０１３７】
　これにより、予備光パスの設定は、現用光パスに付与された危険分類番号情報を考慮に
入れながら行われ、当該予備光パスを収容するチャネル群は、随時それを構成する光チャ
ネル数の確認をとりながら、必要な光チャネル数を確保することができる。
【０１３８】
　例えば、図１９に示すように、光チャネル群を構成する現在の光チャネル数Ｍが３で、
６本の予備光パスＡ～Ｆが設定されているものとする（ｎ＝６）。この光チャネル群では
、危険分類番号｛12｝の単一故障発生時に当該光チャネル群に切り替えられる予備光パス
がＡ，Ｂ，Ｄの３本あり、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝12の場合で３となる。したがって、Max｛
Ｐ(r)｝＝Ｍであり、このままの状態で危険分類番号｛12｝の故障発生に対して 100％の
救済が達成される。
【０１３９】
　ここで、例えば図１７に示すノード＃２－＃４のリンク区間＃２４において、図２０に
示すように、３本の光チャネルから構成される光チャネル群（Ｍ＝３）に対して、危険分
類番号｛12，18，21｝を有する現用光パスに対する７本目の予備光パスＸを追加設定しよ
うとする。この場合には、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝12の場合で４となるので、危険分類番号｛
12｝に対する現用光パスのすべてを救済するには３本の光チャネルでは不足する。そこで
、図１８に示すシーケンスのように、光チャネル群を構成する光チャネル数を１本増設し
（図２０では空チャネルの中からチャネル４を追加）、４本の光チャネルでチャネル群を
構成するようにする。これにより、危険分類番号｛12｝のリンクを通過する４本の光パス
に対して、単一故障に対する 100％の救済を実現することができる。
【０１４０】
　このように、本実施の形態では、予備光パスの設定は現用光パスに付与された危険分類
番号情報を考慮に入れ、単一故障に対する100％の救済を実現しながら予備光パス資源を
可能な限り節約することができる。また、光チャネル群に必要とされる光チャネル数に応
じて、その光チャネル群に帰属する光チャネルを動的に追加／削減することができる。
【０１４１】
　（実施の形態２－２）
　本実施の形態では、チャネル管理データベース１５に保存される情報として、予備光パ
スを収容する光チャネル群に故障サービスクラスの属性情報を追加する。これは、様々な
故障サービスクラスを有する光パスを提供することにより、多重故障に起因したパス不稼
動率の差別化を図り、ユーザに対してきめ細やかな故障サービスグレード要求に応えるも
のである。
【０１４２】
　図２１は、実施の形態２－２における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定
処理シーケンスを示す。ここでは、光チャネル群が保持している故障サービスクラスと同
等（あるいはそれ以下）の故障サービスクラスの現用光パスに対する予備光パスのみが、
当該光チャネル群に収容されるように制限が加えられて処理される。
【０１４３】
　光チャネル群に最低限必要とされる光チャネル数Max｛Ｐ(r)｝に代わり、故障サービス
クラス属性情報ｆに応じた正の値ａ(f) を定義し、故障サービスクラス属性ｆの光チャネ
ル群に必要な光チャネル数αとして、min｛ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝，ｎ｝を用いる。例えば
、図２２に示すように、光チャネル群を構成する光チャネル数Ｍが５で、５本の予備光パ
スＡ～Ｅが設定されているものとする（ｎ＝５）。この光チャネル群では、危険分類番号
｛２｝の単一故障発生時に当該光チャネル群に切り替えられる予備光パスがＡ，Ｂ，Ｃの
３本あり、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝２の場合で３となる。実施の形態２－２の場合では、危険
分類番号｛２｝のリンクを通過する３本の光パスに対して、現在の光チャネル５本から１
～２本減らしても単一故障に対する 100％の救済を実現することができる。
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【０１４４】
　これに対して、本実施の形態では、故障サービスクラス属性「Gold」に応じた値ａ(f) 
を２とすると、光チャネル群に最低限必要とされる光チャネル数αとして min｛２×３，
５｝＝５を用いる。この光チャネル数αは予備光パス数ｎ（＝５）を越えることはない。
これにより、故障サービスクラス「Gold」に対応する共用リストレーションを実現するこ
とができる。すなわち、より多くの現用光パスに故障が発生しても、高い故障サービスク
ラスが設定されている現用光パスに対しては救済される確率が高くなり、多重故障に起因
したパス不稼動率を低減することができる。
【０１４５】
　また、図２３に示すように、光チャネル群を構成する光チャネル数Ｍが３で、３本の予
備光パスＦ～Ｈが設定されているものとする（ｎ＝３）。この光チャネル群では、危険分
類番号｛３｝の単一故障発生時に当該光チャネル群に切り替えられる予備光パスがＦ，Ｈ
の２本あり、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝３の場合で２となる。一方、故障サービスクラス属性「
Silver」に応じた値ａ(f) を１とすると、光チャネル群に最低限必要とされる光チャネル
数αは min｛１×２，３｝＝２となる。したがって、図２１に示すシーケンスのように、
光チャネル群を構成する光チャネル数は現在の３本から１本減らし、故障サービスクラス
「Silver」に対応する共用リストレーションを実現することができる。
【０１４６】
　（実施の形態２－３）
　図２４は、本発明のパス切替装置の他の構成例を示す。本構成例のパス切替装置は、図
１６に示す構成例の光スイッチ部１０に代えて電気スイッチ部３０を備える。電気スイッ
チ部３０は、電気スイッチ機能部３１と電気スイッチ機能部３１を制御するスイッチ制御
部３２と、管理制御機能部２０と制御信号を交換するディジタルクロスコネクトインタフ
ェース（ＤＣＣ－ＩＦ）３３により構成され、SONETOC-48リンクを32×32でディジタルク
ロスコネクションを実現する。
【０１４７】
　制御回線は、SONETOC-48のＤＣＣチャネルを用いて構成される。制御信号は、例えばネ
ットワークトポロジーを取得するためのOSPF/IS-ISプロトコルパケット、パケットスイッ
チ間で設定されるパスを設定・解除するRSVP-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバ
リンクの障害監視を行うLMP プロトコルパケットである。
【０１４８】
　管理制御機能部２０の構成も同様であり、光チャネルの代わりに、SONETで定義される
ＶＣ－４（155 Ｍbit/s ）チャネルを管理制御する。
【０１４９】
　以上説明したように、実施の形態２－１～２－３の発明によれば、予備パス設定の自動
化を図ることができるとともに、予備パスの設備量を必要最小限に抑えながら、単一のリ
ンク故障に対する確実な故障救済を実現するとともに、多重リンク故障に対する不稼動状
態の発生率をユーザに提供するサービスグレードにより差別化することができる。
【０１５０】
　［実施の形態３－１～３－２］
　（実施の形態３－１）
　図２５は、実施の形態３－１のパス切替装置の構成例を示す。本装置は、ＡＴＭネット
ワーク上に定義されるバーチャルパス（ＶＰ）切替を実現するＡＴＭスイッチを構成する
ものである。
【０１５１】
　図において、パス切替装置は、ＡＴＭスイッチ部１０と、これを管理制御する管理制御
機能部２０と、ＡＴＭリンクチャネル管理データベース１５により構成される。ＡＴＭス
イッチ部１０は、スイッチ機能部１１とスイッチ機能部１１を制御するスイッチ制御部１
２により構成される。この構成は実施の形態１－５、実施の形態２－１のパス切替装置と
ほぼ同様であるが、光パスに代えてＶＰを扱う点が異なる。各部の機能も実施の形態２－
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１のパス切替装置と、光パスに代えてＶＰを扱う点を除いて同様である。
【０１５２】
　管理制御機能部２０は、制御信号プロトコルを処理する機能部を実装しており、ＶＰの
設定・解除・切替・ルーティングを実現するルーティング処理機能部（OSPF/IS-ISプロト
コル処理機能）２１、ＶＰ設定・解除シグナリングを行うパス設定管理機能部（RSVP-TE/
CR-LDRプロトコル処理機能）２２、制御信号を伝送する制御回線網の障害監視を行う制御
回線管理機能部（LMPプロトコル処理機能）２３、ＩＰ処理部２４により構成される。
【０１５３】
　ルーティング処理機能部２１は、各ＡＴＭリンクにコストを定義し、設定しようとする
ＶＰの始点ノードと終点ノード間で累計されるＡＴＭリンクコストが最小になる経路を検
索する機能を有する。その探索アルゴリズムには、ダイクストラ法が適用される。
【０１５４】
　パス設定管理機能部２２は、RSVP-TE プロトコルのコアであるシグナリング処理部２２
１、現用パス設定・削除処理部２２２、予備パス設定・削除処理部２２３、予備パス起動
処理部２２４、パス管理データベース２２５を含む。なお、シグナリング処理部２２１は
、CR-LDPプロトコルを用いても同様である。現用パス設定・削除処理部２２２と予備パス
設定・削除処理部２２３と予備パス起動処理部２２４は、ＡＴＭリンクチャネル管理デー
タベース１５に接続され、現用パス設定・削除処理部２２２と予備パス設定・削除処理部
２２３はルーティング処理機能部２１に接続され、現用パス設定・削除処理部２２２と予
備パス起動処理部２２４はスイッチ制御部１２に接続される。現用パス設定時には、現用
パス設定・削除処理部２２２にシグナリング情報が入出力される。同様に、予備パス設定
時には、予備パス設定・削除処理部２２３にシグナリング情報が入出力される。
【０１５５】
　ＡＴＭリンクチャネル管理データベース１５は、図２６の管理モデルに従ったＡＴＭリ
ンクチャネルを管理するデータベースが構築されている。ＡＴＭネットワークでは、図２
６に示すように、ＶＣレイヤ、ＶＰレイヤ、ＡＴＭリンクレンヤの３レイヤに分離して管
理される。
【０１５６】
　さらに、ＡＴＭリンクチャネル管理データベース１５には、パス切替装置およびパス切
替装置に接続される各リンクの危険分類番号情報、パス切替装置に収容されるＡＴＭリン
クに登録されている危険分類番号情報を保持する危険分類データベースが含まれている。
【０１５７】
　ここでは、故障救済処理はＶＰ単位で行われることを想定しており、２つのＡＴＭスイ
ッチを接続するリンク中に設定されるＶＰを収容する帯域を「チャネル」とする。各々の
ＶＰを収容する「チャネル」を識別する手段として、ＶＰ識別子（ＶＰＩ）が設定されて
いるものとする。
【０１５８】
　本実施の形態では、予備パスの救済に用いられる帯域ＭのＶＰＩとチャネルが管理上バ
ンドル化し、チャネル群（ＶＰＩ群）として管理される。予備パスの帯域確保は、各リン
クのＶＰＩ群を指定することにより行われる。
【０１５９】
　予備パス設定・削除処理部２２３は、同一対地に接続される予備パスを収容する帯域と
して確保しているＬのうちＭ（Ｍ≦Ｌ）の予備パス帯域をそれぞれＶＰＩ群として一体管
理する。そのために、各ＶＰＩ群を特定する識別番号を付与するとともに、ＶＰＩ群の構
成員となるチャネルを選抜し、このチャネルの識別情報を対応するＶＰＩと関連付けてデ
ータベースに出力する。
【０１６０】
　シグナリング処理部２２１は、隣接ノードから通知された予備パス起動信号を予備パス
起動処理部２２４に出力し、また予備パス起動処理部２２４からの予備パス起動信号を隣
接ノードへ出力する。予備パス帯域確保時に、確保するＶＰＩまたはＶＰＩ群の識別番号
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と当該パスが予備パスであることを示す識別情報が隣接のパス切替装置から通知されると
、それらの情報を振り分けて予備パス設定・削除処理部２２３に出力する。予備パス設定
・削除処理部２２３は、ルーティング処理機能部２１のルーティングテーブルを参照する
ことにより、当該予備パスの出力ポートを検索し、当該予備パスの出力側で確保するＶＰ
ＩまたはＶＰＩ群の識別番号情報をシグナリング処理部２２１に出力し、隣接ノードに通
知する。
【０１６１】
　予備パス起動処理部２２４は、シグナリング処理部２２１を介して隣接ノードとの間で
予備パス起動信号を入出力する。また、予備パス起動処理部２２４は予備パス起動処理を
実際に行い、スイッチを駆動する。
【０１６２】
　このような構成により、予備パスの設定は予備パスを収容するＶＰＩ群をリンクごとに
指定するだけで可能になる。また、ＡＴＭリンクチャネル管理データベース１５を現用パ
ス設定・削除処理部２２２と共用しているために、予備パスを収容するＶＰＩ群を構成す
るＶＰＩとして、現用パスを設定しないように制御可能である。これにより、各ノードは
、予備資源として「予備予約」するＶＰＩをリンク単位に自律分散的に設定することがで
きる。
【０１６３】
　図２７は、本実施の形態が適用される通信ネットワークの構成例を示す。現用パスとし
てノード＃１－＃３－＃６－＃８に帯域を確保すると、この経路に沿ってパスを開通させ
る。その一方で、予備パスとしてノード＃１－＃２－＃４－＃７－＃８に帯域を予約する
だけで、実際のコネクション設定は現用パスが何らかの障害により接続不能になるまで行
われない。
【０１６４】
　予備パスを収容するＶＰＩ群には、収容している予備パスに対する現用パスに付与され
る危険分類番号情報が記録される。ここでは、現用パスの経路が有する故障シナリオを危
険分類番号情報として｛12，18，21｝が付与される。このとき、この現用パスに対する予
備パスを収容するＶＰＩ群の属性情報として、危険分類番号情報｛12，18，21｝が添付さ
れる。この危険分類番号情報は、予備パス設定時に上流ノードから下流ノードに順次通知
される。各ノードは、自身のシグナリング処理部２２１を介してこの危険分類番号情報を
ＡＴＭリンクチャネル管理データベース１５に登録する。その結果、危険分類番号情報は
予備パスを収容するＶＰＩ群の識別番号情報と関連付け、予備パス経路上のすべてのノー
ドのＡＴＭリンクチャネル管理データベース１５に保存される。
【０１６５】
　図２８は、実施の形態３－１における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定
処理シーケンスを示す。予備パス設定・削除処理部２２３は、ＶＰＩ群に登録されている
予備パス帯域の総和ｂ、それぞれの危険分類番号ｒの切替要因に関して現用パスから予備
パスへの切替動作が発生した際に当該ＶＰＩ群に切り替えられる予備パスの総和をＰ(r)
、この危険分類番号ｒに対して得られる予備パスの総和Ｐ(r) の最大値をMax｛Ｐ(r)｝と
したとき、ＶＰＩ群を構成する予備パス帯域Ｍが、Max｛Ｐ(r)｝以上ｂ以下になるように
設定する命令をシグナリング処理部２２１に送出する。例えば、ＶＰＩ群を構成する予備
パス帯域Ｍが、Max｛Ｐ(r) ｝より小さくなる場合には予備パス帯域を増加し、Max｛Ｐ(r
)｝より大きくなる場合には予備パス帯域を削減し、等しい場合にはそのままとする。
【０１６６】
　これにより、予備パスの設定は、現用パスに付与された危険分類番号情報を考慮に入れ
ながら行われ、当該予備パスを収容するＶＰＩ群は、随時それを構成する予備パス帯域の
確認をとりながら、必要な予備パス帯域を確保することができる。
【０１６７】
　例えば、図２９に示すように、ＶＰＩ群の現在の確保済予備パス帯域Ｍが800Ｍbit/sで
、６本の予備パスＡ～Ｆが設定されているものとする（ここでb＝1000Ｍbit/sとする）。
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このＶＰＩ群では、危険分類番号｛12｝の単一故障発生時に当該ＶＰＩ群に切り替えられ
る予備パスがＡ，Ｂ，Ｄの３本あり、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝12の場合で 800Ｍbit/s となる
。したがって、Max｛Ｐ(r)｝＝Ｍであり、このままの状態で危険分類番号｛12｝の故障発
生に対して100％の救済が達成される。
【０１６８】
　ここで、例えば図２７に示すノード＃２－＃４のリンク区間＃２４において、図３０に
示すように、ＶＰＩ群の現在の確保済予備パス帯域（Ｍ＝800Ｍbit/s ）に対して、危険
分類番号｛12，18，21｝を有する現用パスに対する７本目の予備パスＸを追加設定しよう
とする。この場合には、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝12の場合で1000Ｍbit/s となるので、危険分
類番号｛12｝に対する現用パスのすべてを救済するには 800Ｍbit/s の予備パス帯域では
不足する。そこで、図２８に示すシーケンスのように、ＶＰＩ群を構成する予備パス帯域
を1000Ｍbit/s に増加する。これにより、危険分類番号｛12｝のリンクを通過する４本の
パスに対して、単一故障に対する100％の救済を実現することができる。
【０１６９】
　このように、本実施の形態では、予備パスの設定は現用パスに付与された危険分類番号
情報を考慮に入れ、単一故障に対する100％の救済を実現しながら予備パス資源を可能な
限り節約することができる。また、ＶＰＩ群に必要とされる予備パス帯域に応じて、その
ＶＰＩ群に帰属する予備パス帯域を動的に追加／削減することができる。
【０１７０】
　（実施の形態３－２）
　本実施の形態では、チャネル管理データベース１５に保存される情報として、予備パス
を収容するＶＰＩ群に故障サービスクラスの属性情報を追加する。これは、様々な故障サ
ービスクラスを有するパスを提供することにより、多重故障に起因したパス不稼動率の差
別化を図り、ユーザに対してきめ細やかな故障サービスグレード要求に応えるものである
。
【０１７１】
　図３１は、実施の形態３－２における予備パス設定・削除処理部２２３の予備パス設定
処理シーケンスを示す。ここでは、ＶＰＩ群が保持している故障サービスクラスと同等（
あるいはそれ以下）の故障サービスクラスの現用パスに対する予備パスのみが、当該ＶＰ
Ｉ群に収容されるように制限が加えられて処理される。
【０１７２】
　ＶＰＩ群に最低限必要とされる予備パス帯域Max｛Ｐ(r)｝に代わり、故障サービスクラ
ス属性情報ｆに応じた正の値ａ(f) を定義し、故障サービスクラス属性ｆのＶＰＩ群に必
要な予備パス帯域αとして、min｛ａ(f)×Max｛Ｐ(r)｝，ｂ｝を用いる。例えば、図３２
に示すように、ＶＰＩ群の予備パス帯域Ｍが800Ｍbit/s 、５本の予備パスＡ～Ｅが設定
されているものとする（ｂ＝1000Ｍbit/s ）。このＶＰＩ群では、危険分類番号｛２｝の
単一故障発生時に当該ＶＰＩ群に切り替えられる予備パスがＡ，Ｂ，Ｃの３本あり、Max
｛Ｐ(r)｝がｒ＝２の場合で600Ｍbit/s となる。実施の形態３－１の場合では、危険分類
番号｛２｝のリンクを通過する３本のパスに対して、現在の予備パス帯域800Ｍbit/s か
ら200Ｍbit/s減らしても単一故障に対する100％の救済を実現することができる。
【０１７３】
　これに対して、本実施の形態では、故障サービスクラス属性「Gold」に応じた値ａ(f) 
を２とすると、ＶＰＩ群に最低限必要とされる予備パス帯域αとしてmin｛２×600，1000
｝＝1000Ｍbit/s を用いる。この必要予備パス帯域αは予備パス帯域の総和ｂ（＝1000）
を越えることはない。この場合には、危険分類番号｛２｝に対する現用パスを故障サービ
スクラス「Gold」で救済するには800Ｍbit/s の予備パス帯域では不足する。そこで、図
３１に示すシーケンスのように、ＶＰＩ群を構成する予備パス帯域を1000Ｍbit/sに増加
する。これにより、故障サービスクラス「Gold」に対応する共用リストレーションを実現
することができる。すなわち、より多くの現用パスに故障が発生しても、高い故障サービ
スクラスが設定されている現用パスに対しては救済される確率が高くなり、多重故障に起
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因したパス不稼動率を低減することができる。
【０１７４】
　また、図３３に示すように、ＶＰＩ群の予備パス帯域Ｍが600Ｍbit/sで、３本の予備パ
スＦ～Ｈが設定されているものとする（ｂ＝600Ｍbit/s ）。このＶＰＩ群では、危険分
類番号｛３｝の単一故障発生時に当該ＶＰＩ群に切り替えられる予備パスがＦ，Ｈの２本
あり、Max｛Ｐ(r)｝がｒ＝３の場合で300Ｍbit/sとなる。一方、故障サービスクラス属性
「Silver」に応じた値ａ(f) を１とすると、ＶＰＩ群に最低限必要とされるチャネル数α
は min｛１×300，600 ｝＝300となる。したがって、図３１に示すシーケンスのように、
ＶＰＩ群の予備パス帯域を現在の600Ｍbit/s から300Ｍbit/s に減らしても、故障サービ
スクラス「Silver」に対応する共用リストレーションを実現することができる。
【０１７５】
　以上の実施の形態の説明では、ＡＴＭのＶＰを例にしたが、同様の考え方で定義される
Multi Protocol Label Switch ルータのLabel Switched Pathに対する故障救済に対して
も、同様に本発明を適用することができる。
【０１７６】
　以上説明したように、本実施の形態３－１～３－２によれば、予備パス設定の自動化を
図ることができるとともに、予備パスの設備量を必要最小限に抑えながら、単一のリンク
故障に対する確実な故障救済を実現するとともに、多重リンク故障に対する不稼動状態の
発生率をユーザに提供するサービスグレードにより差別化することができる。
【０１７７】
　［実施の形態４－１～４－４］
　Ｍ：Ｎシェアードリストレーション方式において、サービスの中断を可能な限り避ける
ために、ネットワークの故障発生に伴う現用光パスの切断の救済を高速に実行する必要が
ある。実施の形態４－１～４－４では、救済を高速に実行するための技術について説明す
る。
【０１７８】
　さて、Ｍ：Ｎシェアードリストレーション方式は、各リンク区間ごとにＭ本の予備光チ
ャネルを定義し、この予備光チャネル資源をＮ本の現用光パスが自身のバックアップ資源
として共用する。実際に、故障が発生して切替を実行するまでは、Ｍ本の予備光チャネル
資源を管理するデータベースに、これを予備光パスの資源として利用する現用光パスの識
別番号情報が登録されているだけの状態である。すなわち、故障が発生して現用光パスが
予備光パスに切り替わるまで、この予備光パスを収容する光チャネルを決定することがで
きない。
【０１７９】
　ここで、自律分散型の光通信ネットワークにおいて、Ｍ：Ｎシェアードリストレーショ
ン方式に基づいた高速救済を実現するには、故障発生に伴う予備光パスの起動を高速化す
る必要がある。
【０１８０】
　しかし、Ｍ：Ｎシェアードリストレーション方式では、切替発生時まで各リンク区間で
のチャネル（光ネットワークの場合は波長チャネル）が確定しないため、次のような問題
が発生する。
【０１８１】
　例えば、図３４に示すように、現用パス（１）としてノード＃１－＃３－＃６－＃８に
帯域が確保され、現用パス（２）としてノード＃４－＃３－＃６－＃８に帯域が確保され
ている状況で、ノード＃３－＃６間でリンク切断が発生すると、このリンク区間を通過す
る現用光パス（１），（２）に切替動作が発生する。ここで、現用光パス（１）の切替シ
グナリングがノード＃１－＃２－＃４－＃７－＃８で発生し、現用光パス（２）の切替シ
グナリングがノード＃８－＃７－＃４で発生する場合を想定する。このとき、図３５に示
すように、ノード＃４－＃７において、上流ノードと下流ノードの両方からの切替シグナ
リングによる同一の光チャネルの奪い合いが確率１／２で発生する。ノード＃７－＃８間
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でも同様である。このような衝突が発生すると、衝突回避処理によりこの２ノード間で光
チャネルの再設定処理が必要になり、高速切替の実現を妨げる要因になる。このような問
題を解決する技術を次の各実施の形態においてに説明する。
【０１８２】
　（実施の形態４－１（高速パス切替方法））
　図３６は、本実施の形態の高速パス切替方法が適用される光通信ネットワークの構成例
を示す。現用光パス（１）はノード＃１－＃３－＃６－＃８に帯域を確保し、現用光パス
（２）はノード＃４－＃３－＃６－＃８に帯域を確保し、現用光パス（３）はノード＃４
－＃５に帯域を確保し、現用光パス（４）はノード＃５－＃７に帯域を確保しているとき
に、ノード＃３－＃６間でリンク切断が発生すると、このリンク区間を通過する現用光パ
ス（１），（２）に切替動作が発生する。このとき、現用光パス（１）の切替シグナリン
グがノード＃１－＃２－＃４－＃７－＃８で発生し、現用光パス（２）の切替シグナリン
グがノード＃８－＃７－＃４で発生する場合を想定する。
【０１８３】
　一方、ノード＃４－＃７のリンクには32波の光チャネルが定義され、そのうち予備光パ
ス設定用に確保されている光チャネル群は２波とする。この光チャネル群には、合計で４
本の現用光パス（１）～（４）に対する予備光パスが登録されているものとする。すなわ
ち、２：４シェアードリストレーション方式に対応する。
【０１８４】
　図３７は、本実施の形態の高速パス切替方法におけるシグナリングシーケンスを示す。
ここで、隣接関係にあるノード＃４，＃７は、ＯＳＰＦまたはＬＭＰプロトコルを用いた
通信の結果、マスターノードおよびスレーブノードとして互いに役割分担を行う。なお、
本実施の形態では、２つのノードに割り当てられたノード識別番号の大きい方がマスター
ノード、小さい方がスレーブノードとして決定される。あるいはその逆でもよい。シグナ
リングシーケンスは、ＲＳＶＰ－ＴＥプロトコルが用いられる。
【０１８５】
　ここで、ノード＃４，＃７において、故障に伴う予備光パス起動メッセージが双方から
入力されたとする。このとき何も処理をしなければ、所定の確率で同一の光チャネルを奪
い合う事態が発生する。そこで、図３８に示すように、マスターノード（＃７）からスレ
ーブノード（＃４）へ予備光パス起動メッセージが通知される場合は、小さい（あるいは
大きい）識別番号を有する光チャネルを起動する。一方、スレーブノード（＃４）からマ
スターノード（＃７）へ予備光パス起動メッセージが通知される場合は、大きい（あるい
は小さい）識別番号を有する光チャネルを起動する。これにより、互いに逆方向の予備光
パス起動メッセージが通知される場合でも、衝突の発生を回避して高速に予備光パスを起
動することができる。
【０１８６】
　また、マスターノード（＃７）からスレーブノード（＃４）へ相次いで予備光パス起動
メッセージが通知される場合には、先着順に従って小さい（あるいは大きい）識別番号を
有する光チャネルから順に起動する。一方、スレーブノード（＃４）からマスターノード
（＃７）へ相次いで予備光パス起動メッセージが通知される場合は、先着順に従って大き
い（あるいは小さい）識別番号を有する光チャネルを順に起動する。これにより、互いに
逆方向の予備光パス起動メッセージが相次いで通知される場合でも、衝突の発生確率を低
減して高速に予備光パスを起動することができる。
【０１８７】
　（実施の形態４－２（パス切替装置））
　図３９は、本実施の形態のパス切替装置の構成図である。この構成は実施の形態１－５
で説明したパス切替装置の構成と同じである。本実施の形態では、予備光パス起動処理部
２２４などが、実施の形態４－１で説明した方法により、予備光パスを起動する点が実施
の形態１－５と異なる。
【０１８８】
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　（実施の形態４－３（パス切替装置））
　図４０は、本実施の形態のパス切替装置の構成図である。本実施形態のパス切替装置は
、実施の形態４－２の光スイッチ部１０に代えて電気スイッチ部３０を備える。電気スイ
ッチ部３０は、電気スイッチ機能部３１と電気スイッチ機能部３１を制御するスイッチ制
御部３２と、管理制御機能部２０と制御信号を交換するディジタルクロスコネクトインタ
フェース（ＤＣＣ－ＩＦ）３３により構成され、SONETOC-48リンクを32×32でディジタル
クロスコネクションを実現する。
【０１８９】
　制御回線は、SONETOC-48のＤＣＣチャネルを用いて構成される。制御信号は、例えばネ
ットワークトポロジーを取得するためのOSPF/IS-ISプロトコルパケット、パケットスイッ
チ間で設定されるパスを設定・解除するRSVP-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバ
リンクの障害監視を行うLMPプロトコルパケットである。
【０１９０】
　管理制御機能部２０の構成は実施の形態４－２と同様である。ここでは、光チャネルの
代わりに、SONETで定義されるＶＣ－４（155 Ｍbit/s ）チャネルを管理制御する。
【０１９１】
　（実施の形態４－４（パス切替装置））
　図４１は、本実施の形態のパス切替装置の構成図である。本実施形態のパス切替装置は
、実施の形態４－２の光スイッチ部１０に代えて電気スイッチ部４０を備える。電気スイ
ッチ部４０は、セルスイッチ機能部４１とセルスイッチ機能部４１を制御するスイッチ制
御部４２と、管理制御機能部２０と制御信号を交換する制御信号インタフェース（ＩＰ o
ver ＡＴＭ）４３により構成され、SONETOC-48リンクを入出力32本収容可能であり、これ
らの間でセルスイッチングを実現する。
【０１９２】
　制御回線は、通信キャリアの共通線信号網を用いて構成される。制御信号は、例えばネ
ットワークトポロジーを取得するためのOSPF/IS-ISプロトコルパケット、パケットスイッ
チ間で設定されるパスを設定・解除するRSVP-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバ
リンクの障害監視を行うLMPプロトコルパケットである。
【０１９３】
　管理制御機能部２０の構成は実施の形態４－２と同様である。ここでは、光チャネルの
代わりに、ＡＴＭスイッチ間で定義されるＶＰＩを管理制御する。ノード間リンクごとに
定義されるＶＰＩは、光パスや電気パスを収容するチャネルに相当する。すなわち、図に
示すように、各ノード装置で入出力間のＶＰＩの相関をとることは、光パスや電気パスの
クロスコネクション動作に相当する。
【０１９４】
　また、本実施の形態は、レイヤ2.5 のＭＰＬＳ技術を用いることによりＩＰパケットト
ラヒックに対する仮想パスを提供可能なラベルスイッチルータ、同様にEtherフレームに
対する仮想パスを提供可能なEther over MPLSスイッチに対しても適用可能である。
【０１９５】
　以上説明したように、実施の形態４－１～４－４の高速パス切替方法およびパス切替装
置は、Ｍ：Ｎシェアードリストレーション方式を採用した分散制御通信ネットワークにお
いて、互いに逆方向の切替シグナリングによって同一の光チャネルが競合する状態を回避
し、高速に予備光パスを起動させることができる。
【０１９６】
　［実施の形態５－１、５－２］
　次に、プリアサインリストレーション方式において、経路長の長い予備パスへの故障切
替を高速に行うための技術について説明する。
【０１９７】
　プリアサインリストレーション方式では、１つのパストランクを転送するのに定義され
る現用パスと予備パスは、始点終点ノードを除いて互いに異なる経路になるように経路選
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択される。さらに、予備パスの経路は現用パスの故障が発生する前に事前に帯域予約され
、この予備パス帯域は他の現用パスを救済するための定義された予備パスと共用される。
【０１９８】
　例えば、図４２Ａ、Ｂに示す例では、ノード＃１－＃２間、ノード＃２－＃３間、ノー
ド＃１－＃４間、ノード＃２－＃５間、ノード＃３－＃６間、ノード＃４－＃５間、ノー
ド＃５－＃６間が、それぞれ危険分類番号｛11｝、｛12｝、｛13｝、｛14｝、｛15｝、｛
16｝、｛17｝のリンクを介して接続される。ノード＃１－＃２－＃３－＃６間の現用光パ
スＡは危険分類番号｛11, 12, 15｝、ノード＃２－＃３間の現用光パスＢは危険分類番号
｛12｝、ノード＃２－＃５間の現用光パスＣは危険分類番号｛14｝の各リンクを通過する
ときに、それぞれの予備光パスＡ，Ｂ，Ｃは危険分類番号｛13，16，17｝、危険分類番号
｛14，17，15｝、危険分類番号｛12，15，17｝のリンクを通過する経路に設定される場合
を想定する。
【０１９９】
　ここで、予備光パスに関する帯域の共用では、現用光パスが通過する危険分類番号｛11
｝，｛12｝, ｛14｝，｛15｝のいずれかのリンクの単一故障が発生しても救済の妨げにな
らないように予備光チャネルが共用される。これまでに説明したように、リストレーショ
ン方式では、危険分類番号｛12｝のリンクを通過する現用光パス数が最大２であるので、
その故障発生時に予備光パスに切り替えられれば十分であり、予備光チャネル数は２本あ
ればよい。リストレーション方式は、これを最大限に利用することにより、予備パスを収
容するのに必要となるネットワーク設備量を大幅に削減可能にしている。
【０２００】
　さて、現用パスから予備パスに切り替える際に予備パス経路上のノードでは、確実に物
理的なクロスコネクション設定（スイッチング処理）を行いながら、迅速に故障した現用
パスを予備パスに切り替える必要がある。このときの故障通知方法には、図４３Ａ、Ｂ、
Ｃに示す３通りがある。
【０２０１】
　第１の方法は、図４３Ａに示すように、故障検出点のノードからネットワーク全体に故
障通知をフラッディングさせる方法である。故障検出点のノードから予備パス上の各ノー
ドに対して故障通知を最短経路で通知可能な場合が多く、高速な故障切替動作の実現が見
込める。ただし、故障発生に伴いネットワーク全体に故障通知が発信されることを前提と
しており、実際の故障切替動作が不要なノードでもこの故障通知を転送する必要があるな
ど、非効率な側面もある。
【０２０２】
　第２の方法は、図４３Ｂに示すように、故障検出点のノードから現用パス－予備パスの
切替点のノード（図では両ノードは同じ）に対して故障発生を通知し、この切替点のノー
ドから予備パス上の各ノードに対して故障通知をマルチキャストする方法である。この方
法では、予備パスを各リンクのどのチャネルに実際に割り当てるかについても、事前に決
定しておくことが前提となる。
【０２０３】
　第３の方法は、図４３Ｃに示すように、故障検出点のノードから現用パス－予備パスの
切替点のノード（図では両ノードは同じ）に対して故障発生を通知し、この切替点のノー
ドから予備パス上のノードに経路順に故障通知を転送する方法である。
【０２０４】
　第３の方法は、第１の方法に比べて故障検出点から予備パスへの切替点のノードまで故
障発生を通知する必要があるので故障救済動作が遅くなりがちである。ただし、ＳＤＨパ
スや光パスの故障検出については、必ずしも故障発生点に隣接するノードに限定されるこ
とはなく、予備パスへの切替点での検出も可能である。特に、ＳＤＨパスの場合には、故
障発生時に下流ノードに対して異常発生信号（ＡＩＳ）を通知する機能があり、光パスの
場合も同様の機能または光パス信号自体のパワー断により検出可能である。したがって、
ＳＤＨパスや光パスの故障救済については、第３の方法でも比較的高速に予備パスへの切



(31) JP 4663022 B2 2011.3.30

10

20

30

40

50

り替えを行うことができる。
【０２０５】
　また、第３の方法は、第２の方法に比べて予備パスを各リンクのどのチャネルに割り当
てるかについて、故障通知を転送しながら上流ノードから下流ノードに（またはその逆方
向に）順に決定していくことができるので、柔軟性のある運用が可能である。
【０２０６】
　ところで、この第３の方法により故障通知を行い、現用パスから予備パスに故障切替を
行う場合に、所定の遅延が発生せざるをえない事情がある。それは、クロスコネクト装置
における予備パスの設定があくまでも切替先チャネルの「予約」に過ぎず、物理的な予備
パスの接続が行われていないことに起因している。すなわち、故障発生に伴う故障通知を
事前に予約された予備パスの経路に沿って順に転送し、予備パスの接続設定を各ノードで
実際に行っていく必要があり、そのための時間が必要になる。具体的には、（１）光信号
の伝搬速度で決定される予備パスの故障通知の伝搬遅延と、（２）各ノードにおける故障
通知の転送遅延の累積である。前者の遅延は1000ｋｍあたり５ミリ秒の割合で累積され、
後者の遅延は１ノードあたり１～10ミリ秒程度が累積される。したがって、例えば50ミリ
秒以内の時間での故障救済が要求されるリストレーション方式では、予備パスの経路が数
ノード以上になるように設定することは事実上困難になり、ネットワークスケールを制限
する要因になる。このような点に鑑みて、切り替えを高速に行う技術について以下の各実
施の形態で説明する。
【０２０７】
　（実施の形態５－１（高速パス切替方法））
　図４４Ａ、Ｂは、本実施の形態の高速パス切替方法を説明するための図である。図４４
Ａにおいて、ノード＃１－＃２－＃３－＃４－＃８間に現用パスＡが設定され、ノード＃
１－＃５－＃６－＃７－＃８間に予備パスＡが設定され、ノード＃９－＃１０間に現用パ
スＢが設定され、ノード＃９－＃６－＃７－＃１０間に予備パスＢが設定される場合を想
定する。
【０２０８】
　本実施の形態では、故障通知の転送による切替処理に多大の遅延（例えば20ミリ秒以上
）が見込まれる予備パスＡについては、図４４Ａに示すように予備パスＡの経路上の各ノ
ードにおいて物理的な接続を実現しておく（図中実線で示す）。このような予備パスを「
ホットステート予備パス」という。一方、予備パスＢの経路上の各ノードでは物理的な接
続は行わず、予備パス帯域が予約されるだけである（図中破線で示す）。
【０２０９】
　ホットステート予備パスは、経路長が所定の長さを越える、または経由ノード数が所定
数を越える場合に設定される。予備パスＡの始点ノード＃１では、現用パスＡと同一のデ
ータ（ＳＤＨ伝送システムではＳＤＨフレームのペイロード部のみ）を複製し、終点ノー
ド＃８まで転送される。現用パスＡの故障発生時には、終点ノード＃８のＡＰＳ（Automa
tic Protection Switching) 切替により、現用パスＡから予備パスＡに切り替えられる。
このとき、予備パスＡは、予備パス経路に沿って始点終点間で接続性が確保されているの
で、現用パスＡの故障発生時には終点ノードにおける切替処理のみで、現用パスＡから予
備パスＡへの切替を予備パス経路長に依存せずに高速に行うことができる。なお、ノード
＃８を始点としノード＃１を終点とする逆方向のパスについても同様である。
【０２１０】
　通常のリストレーション方式では、図４５に示すように、始点ノード＃１から終点ノー
ド＃８までの予備パスＡや始点ノード＃９から終点ノード＃10までの予備パスＢは予備パ
ス帯域が予約されるだけで、経路上の各ノードは故障切替まで物理的な接続を行わない。
したがって、予備パスＡと予備パスＢはノード＃６－＃７間の帯域を共用し、かつ対等に
扱われる。
【０２１１】
　一方、本実施の形態では、ホットステート予備パスとして占有している帯域について、
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他の現用パスを救済する手段として開放することを許容する。すなわち、予備パスＢがノ
ード＃６－＃７間に設定される場合には、予備パスＡと予備パスＢはノード＃６－＃７間
の帯域を共用する点において、従来のプリアサインリストレーション方式と同等に予備帯
域の共用効果を得る。具体例は後述する。
【０２１２】
　なお、従来の１＋１プロテクション方式は、現用パスと予備パスに同一データが流れて
おり、現用パスの故障切替が終点ノードにおけるＡＰＳ切替により対応できる点において
本実施の形態のホットステート予備パスと同様であるが、現用パスと予備パスの双方が事
実上「現用」として利用されており、予備パスが占有する帯域を他の予備パスと共用でき
ない点において本発明と異なる。
【０２１３】
　また、従来のＭ：Ｎプロテクション方式は、現用パスの複製データを予備パスに流さず
、予備パスが占有する帯域を複数の現用パスを救済する予備パス間で共用するが、それら
の現用パスは互いにすべて同一の始点終点ノード間に設定されていることが前提となって
おり、本実施の形態のように予備パスの任意の区間で帯域の共用は想定されていない。
【０２１４】
　次に、図４４Ａ、Ｂを参照して本発明のパス切替方法の動作例について説明する。まず
、図４４Ａに示すように、現用パスＡ，Ｂおよび予備パスＡ，Ｂが設定されるデフォルト
状態では、経路長の長い予備パスＡが物理的に接続されたホットステート予備パスに設定
される。一方、予備パスＢについては、帯域を予約するだけで物理的な接続は行われない
。ここで、ノード＃６－＃７間では、予備パスＡ，Ｂが同一の光チャネルを共用するが、
ノード＃６，＃７では予備パスＡが接続されるように設定される。
【０２１５】
　この状態で現用パスＡに故障が発生すると、図４４Ａに示すように、ＡＰＳ切替により
現用パスＡから予備パスＡへの切り替えが行われる。この時点で現用パスＡから予備パス
Ａへの切り替えは終了し、予備パスＡは現用パスとして利用開始となる。このとき、現用
パスＡの始点ノード＃１から予備パスＡの経路上にある各ノードに対して経路順に、予備
パスＡが現用パスに切り替えられた旨を通知する。これは、図４３Ｃに示す従来の故障通
知方法と同じであるが、すでに故障切替は終了しているので、故障通知の転送遅延は問題
にならない。この通知により、予備パスＢは、ノード＃６－＃７間で予備パスＡと共用し
ていた帯域の使用が禁止され、予備パスＡから切り替えられた現用パスが物理的に接続さ
れる状態が維持される。
【０２１６】
　一方、図４４Ａのデフォルト状態において現用パスＢに故障が発生すると、予備パスＡ
と帯域を共用しているノード＃６，＃７で物理的な接続が予備パスＢに切り替えられる。
この状態を図４４Ｂに示す。これにより、予備パスＡの接続は一時的に遮断される。なお
、現用パスＢの故障が復旧し、予備パスＢから現用パスＢへ切戻しされると、予備パスＡ
の物理的な接続が自動的に復活し、ホットステート予備パスとして機能する。
【０２１７】
　このように、経路長の短い予備パスに対しては、故障通知による故障救済処理を行う一
方で、経路長が長い予備パスに対してはＡＰＳ切替を実現し、かつ予備パス帯域（光チャ
ネル）を経路長の短い予備パスと共用する。これにより、いずれの故障発生に対してもす
べての光パスについて一定の時間内に故障救済を完了させることができる。同時に、ホッ
トステート予備パスを用いないリストレーション方式と同程度の予備パス帯域の共用効果
を見込むことができ、経済性と故障救済の高速性を両立させることができる。
【０２１８】
　（実施の形態５－２（パス切替装置））
　図４６は、本実施の形態のパス切替装置の構成図である。図において、パス切替装置は
、波長パス単位のクロスコネクションを実現する光スイッチ部１０と、これを管理制御す
る管理制御機能部２０と、チャネル管理データベース１５により構成される。光スイッチ
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部１０は、光スイッチ機能部１１と、光スイッチ機能部１１を制御するスイッチ制御部１
２および管理制御機能部２０と制御信号を交換する制御信号インタフェース（ＩＰ over 
ＯＳＣ）１３により構成される。
【０２１９】
　管理制御機能部２０の構成と動作は、パス管理部２２５を除いて実施の形態１－５とほ
ぼ同じである。
【０２２０】
　パス管理部２２５は、ホットステート予備パスと、ホットステート予備パスでない予備
パスとを区別して管理するとともに、ホットステート予備パスとして占有している帯域に
ついて、他の現用パスを救済する手段として帯域開放を許容する手段を含む。
【０２２１】
　この手段では、ホットステート予備パスの属性情報としてパストランク識別番号情報と
入出力インタフェース番号を有し、始点・終点ノードを除く各ノードで物理的に接続され
ることを示すとともに、他の予備パスとの帯域共用を許容することが示される。
【０２２２】
　また、パス設定管理機能部２２は、隣接ノードとの間で設定した予備パスがホットステ
ート予備パスであるか否かを示す識別情報を送受信する手段を含む。これにより、ネット
ワーク全体で上記の方法による高速故障救済を自律分散的に行うことができる。
【０２２３】
　また、パス設定管理機能部２２は、故障発生時に現用パスから予備パスへ切り替えるた
めの切替メッセージを予備パス経路に沿って送受信する際に、パス管理部２２５にアクセ
スしてホットステート予備パスを収容しているチャネル帯域情報を取得し、このチャネル
帯域を含めて予備パスの切り替え先を選択して切替メッセージを作成する手段を含む。こ
れにより、図４４Ｂに示すようなケースにおいて、物理的に接続されたホットステート予
備パスの設定を一時的に解除し、これから故障救済処理により開通させようとする別の予
備パスを新たに設定することができる。これは、ホットステート予備パスに対して高速切
替を可能にするとともに、ホットステート予備パスを用いないリストレーション方式と同
様の帯域共用を可能にしている。ただし、ホットステート予備パスどうしの帯域共用は行
わないものとする。
【０２２４】
　また、パス設定管理機能部２２は、現用パスに故障が発生した場合にその現用パスを救
済するホットステート予備パスの経路のパス切替装置に沿って、ホットステート予備パス
の帯域を他のパスの故障救済用に帯域開放しないように要求するメッセージを転送する。
これにより、ホットステート予備パスが現用パスとして利用されるときに、ホットステー
ト予備パスの帯域を他の予備パスが使用することが禁止することができる。
【０２２５】
　以上説明したように、本実施の形態５－１、５－２の高速パス切替方法およびパス切替
装置は、予備パス帯域を複数の予備パス（ホットステート予備パスおよび通常の予備パス
）で共用することにより、ネットワーク全体で必要とされる設備量を削減することができ
る。さらに、通常のリストレーション方式では困難であった経路長の長い予備パスについ
ても、現用パスから予備パスへの切り替えを高速に行うことができる。
【０２２６】
　［実施の形態６］
　図４２Ａ、Ｂで説明したようなリストレーション方式は単一リンクの故障に対して、10
0％の故障救済が行われるように予備パスの帯域共用が行われるもので、ネットワーク中
で多重故障が発生した場合には予備パスの帯域共用が行われている区間で帯域確保の競合
が発生し、故障救済に失敗することがある。
【０２２７】
　例えば、図４７に示す例では、ノード＃１－＃３－＃６－＃８間に現用光パスＡが設定
され、対応する予備光パスＡがノード＃１－＃２－＃４－＃７－＃８間に設定され、ノー
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ド＃４－＃５間に現用光パスＢが設定され、対応する予備光パスＢがノード＃４－＃７－
＃５間に設定される場合に、ノード＃３－＃６間とノード＃４－＃５間のリンクに同時に
故障が発生した場合を想定する。ノード＃４－＃７間の２本の予備光パスが１本の予備光
チャネルを共用する場合、このような多重故障を救済するには予備光チャネルが不足し、
帯域確保のために競合することになる。
【０２２８】
　リストレーション方式において、このような多重故障発生時の競合制御についてはいろ
いろ検討がなされている。例えば、非特許文献６（T.Yahara, R.Kawamura,"Virtual path
 self-healing scheme based on multi-reliability ATM network concept", IEEE Globc
om '97, vol.3, pp.3-8, 1997）では、予備パスを複数のクラスに分類し、帯域を共用し
ている予備チャネルへの切り替え時に競合が発生しても調整可能な方法が提案されている
。例えば、予備パスの優先クラスを定義し、多重故障発生時に優先クラスの高い予備パス
を優先的に救済する方法である。これにより、優先クラスの高い予備パスから順に効率的
に故障救済が行われる。
【０２２９】
　また、故障救済の対象となるすべてのパスについて故障救済の優先順位を付与し、帯域
を共用している予備系への切り替え時に競合が発生しても調整可能な方法が提案されてい
る。この方法では、故障発生時に優先順位の高いパスから順に予備系への切り替えが行わ
れ、多重故障発生時にも効率的に故障救済が行われる。
【０２３０】
　ところで、リストレーション方式における多重故障発生時の競合制御は、優先クラスの
高い予備パスを優先的に救済するなど、競合した場合の調整に重点が置かれており、多重
故障を可能な限り救済するという観点ではなかった。また、いずれもパス管理を集中的に
行うネットワークマネジメントシステムにより制御されており、故障救済処理の高速性に
問題があるとともに、ネットワークスケールを制限する要因になっていた。
【０２３１】
　上記の点に鑑み、多重故障時の故障救済を分散制御により効率的に行う技術について説
明する。
【０２３２】
　図４８は、本実施の形態のパス管理装置を含むパス切替装置の構成例を示す。図におい
て、パス切替装置は、波長パス単位のクロスコネクションを実現する光スイッチ部１０と
、これを管理制御する管理制御機能部２０と、チャネル管理データベース１５により構成
される。光スイッチ部１０は、64×64の光スイッチ機能部１１と、光スイッチ機能部１１
を制御するスイッチ制御部１２および管理制御機能部２０と制御信号を交換する制御信号
インタフェース（ＩＰ over ＯＳＣ）１３により構成される。なお、光スイッチ機能部１
１に代えて、2.5 Ｇbit/s のＳＤＨリンクを８本入出力し、ＶＣ－４（150 Ｍbit/s ）単
位でクロスコネクション処理可能なスイッチ機能部であっても同様である。
【０２３３】
　管理制御機能部２０の構成と動作は、パス管理装置２２５を除いて実施の形態１－５と
ほぼ同じである。
【０２３４】
　本実施の形態のパス管理装置２２５は、予備パス起動処理部２２４およびシグナリング
処理部２２１を介して、予備パスの設定状態を予備パスが経由する各ノードに通知する機
能を有し、予備パスを収容する光チャネルが故障するか他の予備パスに使用され、すでに
起動不可（故障救済不能）になっている予備パスを検出したときに、その予備パスが経由
するノードに対して「予備パス起動不可メッセージ」を通知する。さらに、予備パスが経
由する各ノード区間ごとの起動可否を把握し、その情報を「予備パス起動不可メッセージ
」に盛り込むようにしてもよい。
【０２３５】
　図４９Ａ、Ｂ、Ｃは、予備パス起動不可メッセージの転送方法を示す。第１の方法は、
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図４９Ａに示すように、予備パスの起動不可を検出したノードから、当該予備パスが経由
するノードに対して「予備パス起動不可メッセージ」をマルチキャストする。
【０２３６】
　第２の方法は、図４９Ｂに示すように、予備パスの起動不可を検出したノードから当該
予備パスの始点ノードに対して「予備パス起動不可メッセージ」を通知し、この始点ノー
ドから当該予備パスの終点ノードまでの各ノードに対して「予備パス起動不可メッセージ
」をマルチキャストする。
【０２３７】
　第３の方法は、図４９Ｃに示すように、予備パスの始点ノードから終点ノード（あるい
はその逆方向）に向けて正常性確認のために定期的に転送される予備パス管理メッセージ
（図では RSVP-TEプロトコルで標準仕様の Helloメッセージ）を用いる。予備パスの起動
不可を検出したノードは、「予備パス起動不可メッセージ」を Helloメッセージに追加す
ることにより、当該予備パスが経路するすべてのノードに通知することができる。
【０２３８】
　このような方法により転送された「予備パス起動不可メッセージ」を受信したノードの
パス管理装置では、予備パスの管理属性情報として予備パスの起動可否を把握することが
でき、起動不能の予備パスに対して無用な切替処理を行うことを回避することができる。
これにより、起動不能の予備パスを含む複数の予備パス同士が帯域を確保しあう無用な競
合を回避することができる。
【０２３９】
　また、事前予約されている予備パスによる故障救済が不可能であることを事前に把握で
きることにより、現用パスを別の経路を介して救済する等の対策を迅速にとることが可能
になる。
【０２４０】
　また、予備パスが経由するノードでは、他のノード区間で当該予備パスを収容するチャ
ネルが故障や他の予備パスにすでに利用されている場合など、当該予備パスが起動不可で
あることを把握することができるので、次に示すように当該予備パスのチャネルを他の予
備パスに転用することが可能となり、他の予備パスは多重故障発生時でも救済される確率
が高くなる。
【０２４１】
　図５０は、本実施の形態のパス管理装置におけるパス管理例を示す。図において、故障
サービスクラス１の予備パスＡは単独で光チャネル１が割り当てられ、故障サービスクラ
ス２の予備パスＢ，Ｃ，Ｄは光チャネル２を共有しているものとする。ここで、予備パス
Ａが他のノード区間において故障や他の予備パスが使用しているために光チャネルの確保
ができない場合、予備パスＡは起動不可となり、このノードで予備パスＡを収容している
光チャネル１が使用されることはない。このとき、予備パスＢ，Ｃに対応する区間で多重
故障が発生し、同時に光チャネルを確保する必要が生じ、共有している光チャネル２に対
する競合が発生する場合を想定する。この状況において、図４９Ａ～Ｃに示す方法により
予備パスＡがすでに起動不可となっていることが通知されていれば、予備パスＡを収容す
る光チャネル１を予備パスＢまたは予備パスＣを収容する光チャネルとして転用すること
ができる。これにより、多重故障に対して予備パスＢ，Ｃによる同時救済が可能になる。
【０２４２】
　図５１は、本実施の形態のパス管理装置における他のパス管理例を示す。図において、
故障サービスクラス１の予備パスＡ，Ｂは光チャネル１を共有し、故障サービスクラス２
の予備パスＣ，Ｄ，Ｅは光チャネル２，３を共有しているものとする。ここで、多重故障
の発生により予備パスＡ，Ｂが同時に光チャネル１を確保しようとした場合を想定する。
このとき、予備パスＡ，Ｂの両方が救済されるように、より低い故障サービスクラスの予
備パスＣ，Ｄ，Ｅを収容する光チャネル２または光チャネル３を予備パスＡまたは予備パ
スＢを収容する光チャネルとして転用する。これにより、多重故障に対して予備パスＡ，
Ｂによる同時救済が可能になる。
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【０２４３】
　以上説明したように、本実施の形態のパス管理装置では、他のノード区間で収容するチ
ャネルを確保できなくなった予備パスを起動不可として、当該予備パスが経路するノード
に通知することにより、多重故障の発生時に起動不能の予備パスを含む複数の予備パス同
士の無用な競合を回避することができる。
【０２４４】
　さらに、起動不可となった予備パスの通知により、起動不可の予備パスに供されるチャ
ネルを転用したり、低い故障サービスクラスの予備パスに供されるチャネルを転用するパ
ス管理を行うことにより、多重故障が発生した場合における予備パスの起動成功確率を高
めることができる。
【０２４５】
　［実施の形態７－１、７－２］
　図５に示したように、光ルータを用いたネットワークは、ユーザ情報を転送するスイッ
チ機能部で形成されるデータプレーンと、通信ネットワークの制御信号を転送する制御装
置で形成される制御プレーンが分離した構成になっている。
【０２４６】
　データプレーンは、ＳＤＨまたはＯＴＮ(Optical Transport Network) 技術をベースと
した高信頼ネットワークである。一方、制御プレーンは、ＥtherスイッチまたはＩＰルー
タをベースとしたネットワークであり、データプレーンよりも冗長度の高いネットワーク
構成となるのが一般的である。
【０２４７】
　ＧＭＰＬＳの標準化組織であるＩＥＴＦ(Internet Engineering Task Force) では、こ
の制御プレーンの正常性を確認するプロトコルとしてLink Management Protocol（ＬＭＰ
）の標準化が進められている（IETF:draft-ietf-ccamp-lmp-07.txt) 。
【０２４８】
　ＬＭＰは、図５２に示すように、データプレーンで隣接関係にあるノード間で制御プレ
ーンの制御装置を介して制御チャネルを確立し、その制御チャネルを介してノード間でシ
ーケンス番号のみを通知するハローパケットを交換しあう。このハローパケットの交換に
失敗すると、制御チャネルの異常として検出される。このハローパケットの交換周期は標
準で10～100ｍsec であり、異常検出を高速に行うことが可能である。ここで、制御プレ
ーンに異常がある状態（LMP Degrated State) では、各ノードは制御プレーンの故障につ
られて、正常なデータプレーンに悪影響を及ぼさないようにする必要がある。例えば、デ
ータプレーンで設定されているパスの切断、制御チャネル故障をリンク断と誤認識するこ
とにより、不要な切替動作が発生しないようにする必要がある。
【０２４９】
　ところで、データプレーンのパスは、図５２に示すような制御プレーンを介するシグナ
リング処理により設定されるが、この設定されたパスの維持管理の概念として、ハードス
テートとソフトステートがある。
【０２５０】
　ハードステートでは、一度設定したパスは、明確な切断命令がない限り、各ノードでの
パス設定状態が半永久的に保存され、パスを開通させるクロスコネクション状態は維持さ
れる。このハードステートの利点は、一度設定されたパス状態の維持管理処理が不要であ
り、制御プレーンに故障が発生した場合でも、切断や不要な切替動作が発生することはな
い。その反面、通信不能のノードが発生するような大規模災害が発生すると、残りの正常
なネットワーク装置を用いた高速なネットワークの再構成が困難になる。例えば、図５３
に示すようにノード＃１－＃２－＃３－＃６の経路のうちノード＃２－＃３間に障害が発
生し、ノード＃１－＃４－＃５－＃６の経路に切り替えるときに、ノード＃１－＃２、＃
３－＃６のパスに対して故障パス切断命令がなされず、無効パスが残留することにより無
駄にネットワークリソースが消費される状態が続くことになる。
【０２５１】
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　一方、ソフトステートでは、設定したパスは制御プレーンを介する周期的なシグナリン
グ処理により正常性確認が行われる。例えば、RSVP-TE プロトコルでは、パスの正常性を
確認するハローパケットが周期的にパス端間で交換される。そして、所定時間内に正常性
が確認されないときに、各ノードでのパス設定状態が削除され、パスを開通させるクロス
コネクション状態も解消される。これにより、無効パスの生成を抑制し、パス登録削除ミ
スによりネットワークリソースの無駄遣いを完全に排除することができる。また、大規模
災害時でも削除すべき故障パスを迅速かつ自動的に消去し、ネットワークの再構成による
迅速な復旧が可能になり、異常発生時のネットワーク運用の柔軟性を高めることが可能に
なる。
【０２５２】
　ハードステートおよびソフトステートにはそれぞれ一長一短があり、例えばハードステ
ートでは異常終了されたパス設定の後処理が必要になるが、ソフトステートでは異常終了
されたパス設定状態は自動的に解消されるので、ソフトウェア制御の異常処理に必要とな
るソフト開発量を大幅に削減することができる利点がある。しかし、ソフトステートでは
、上記の制御プレーンに異常がある状態（LMP Degraded State) の厳格な定義が必要であ
り、制御プレーンの故障が正常なデータプレーンに悪影響を及ぼさないような高信頼設計
が必要であり、この点が課題になる。
【０２５３】
　ここで、ソフトステートとハードステートの両者の利点を得るために、中間ステートと
してソフトハードステートを定義する。ソフトハードステートは、ハードステートのよう
な半永久的なパス設定ではなく、数日程度の故障ではパス設定が削除されないソフトステ
ートである。ソフトハードステートは、いわゆるレガシーサービスと呼ばれる電話、ディ
ジタル専用線、ＡＴＭ専用線に適用する。従来のソフトステートは、低品質クラスの公衆
ＩＰトラヒックを収容する回線に提供する。
【０２５４】
　以下、各実施の形態において、このようなパス管理を実現するために必要となる制御機
能を提供し、制御プレーン故障による悪影響としてデータプレーンに設定された正常なパ
スの切断や不要な切替動作を抑止する制御を可能にするネットワーク制御装置について説
明する。
【０２５５】
　（実施の形態７－１）
　まず、本実施の形態における制御方法の概要について説明する。
【０２５６】
　本実施の形態のネットワーク制御装置では、まず正常確認経過時間が閾値を超過したと
きに、パス管理データベースに登録されているパス管理情報を削除するソフトステートが
導入されている。ここで、ソフトステートからハードステートへの状態遷移は、各ノード
において、制御プレーンに異常がある状態（LMP Degraded State) の検出が契機になる。
【０２５７】
　そして、LMP Degrade を検出したノードで、制御リンクに対応するデータリンクの正常
性を確認し、データリンクに異常がなければ、そのデータリンクを通過するパスをソフト
ハードステートに遷移させる。さらに、そのパスをソフトステートからソフトハードステ
ートに遷移させるために、そのパスが通過する全ノードにその旨を通知して認識させる。
これにより、制御プレーン故障によりデータプレーンに設定された正常なパスの切断や不
要な切替動作を抑止することができる。
  また、ソフトハードステートからソフトステートへの遷移は、制御リンクの復旧確認と
、データリンクの正常性を確認できた段階で行われる。この場合も同様に、パスが通過す
る全ノードにその旨を通知して認識させる。以上の状態遷移の様子を図５４に示す。
【０２５８】
　図５５は、実施の形態７－１のネットワーク制御装置を示す。図において、ネットワー
ク制御装置は、波長パス単位のクロスコネクションを実現する光スイッチ部１０と、これ
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を管理制御する管理制御機能部２０と、チャネル管理データベース１５により構成される
。光スイッチ部１０は、光スイッチ機能部１１と光スイッチ機能部１１を制御するスイッ
チ制御部１２により構成される。本実施の形態の光スイッチ部１０は、128×128スイッチ
を用い、光パスが32波多重されたファイバリンクを４本入出力する能力を有する。各光パ
スの伝送速度は 2.5Ｇbit/s であり、SONETOC-48インタフェースで終端される。
【０２５９】
　制御回線は、155 Ｍbit/sの伝送速度を有するSONET OC-3回線で構成されている。制御
信号は、例えば光ルータネットワークのネットワークトポロジーを取得するためのOSPF/I
S-ISプロトコルパケット、パケットスイッチ間で設定される光パスを設定・解除するRSVP
-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイバリンクの障害監視を行うLMPプロトコルパケ
ットである。
【０２６０】
　管理制御機能部２０は、制御信号プロトコルを処理する機能部を実装しており、光パス
の設定・解除・切替・ルーティングを実現するルーティング処理機能部（OSPF/IS-ISプロ
トコル処理機能）２１、光パス設定・解除シグナリングを行うパス設定管理機能部（RSVP
-TE/CR-LDRプロトコル処理機能）２２、制御信号を伝送する制御回線網の障害監視を行う
制御リンク管理機能部（LMP プロトコル処理機能）２３、ＩＰ処理部２４により構成され
る。
【０２６１】
　パス設定管理機能部２２は、シグナリング処理部２２１、現用パス設定・削除処理部２
２２、予備パス設定・削除処理部２２３、予備パス起動処理部２２４、データネットワー
クに設定されたパスの設定管理を行うパス管理データベース２２５、タイマ処理部２２６
を備える。シグナリング処理部２２１は、パスの新設、削除、パスの故障復旧に伴う切替
通知処理を行うだけでなく、パス設定後に定期的にパス端間でハローパケットを送受信す
ることにより、パス設定を維持する機能を備えている。
【０２６２】
　シグナリング処理部２２１は、図５６に示すように、ハローパケットの到着とハロー処
理を行ったパス識別番号をタイマ処理部２２６に通知し、タイマ処理部２２６は該当する
パスに対するタイマ処理をリセットする。
【０２６３】
　すなわち、現用パスおよび予備パスの各々に対して定期的なハローパケット交換により
パス設定を維持しているが、タイマ処理部２２６は各パスに対してタイマ処理のプロセス
またはインスタンスを生成する。タイマ処理により経過した正常確認経過時間が閾値を超
過すると、パス管理データベース２２５に登録されているパス管理情報を削除するととも
に、光クロスコネクト間の波長チャネルを管理するチャネル管理データベース１５を操作
し、削除するパスが占有していたチャネル状態を空き状態に遷移させる。さらに、光スイ
ッチ部１０のクロスコネクション状態を解消する。以上により、ソフトステートによるパ
スの維持管理を実現する。
【０２６４】
　また、制御プレーンとデータプレーンが明確に分離されているネットワークにおいて、
次のようにして信頼性の高いネットワーキングを実現する。制御リンク管理機能部２３は
、図５７に示すように、自ノードに接続されている制御リンクの異常を検出し、かつ制御
リンクに対応するデータリンクの正常性を確認すると、故障が発生した制御チャネルを介
して設定維持（ハローパケットの交換）をしているパスに対してタイマ処理を行っている
タイマ処理部２２６にタイマ停止信号を出力する。なお、タイマ停止処理するパスは、故
障が発生した制御チャネルを介してハローパケットの交換が行われているものに限られる
。該当するパスの検索は、シグナリング処理部２２１から現用パス設定・削除処理部２２
２、予備パス設定・削除処理部２２３に問い合わせることで行われる。
【０２６５】
　タイマ処理部２２６は、このタイマ停止信号の入力により、設定されているパスの正常
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確認経過時間のタイマ処理を停止する。これにより、制御リンクの故障に伴う不用意なパ
スの切断処理が行われないようにする。すなわち、これらのパスはソフトステートからソ
フトハードステートに遷移することになる。
【０２６６】
　また、シグナリング処理部２２１は制御リンクの故障に伴い、この制御リンクを介して
ハローパケットの交換をしているパスに対するタイマ停止処理を行う。その結果、ソフト
ステートからソフトハードステートに遷移したパスについて、その旨をパスが経由するす
べてのノードに通知する。これにより、設定されているパスの全区間において、ソフトス
テートからソフトハードステートに遷移させる。なお、ソフトステートからソフトハード
ステートへの遷移を通知する手段として、RSVP-TE またはCR-LDPなどのシグナリングプロ
トコルが用いられる。
【０２６７】
　（実施の形態７－２）
　図５８は、実施の形態７－２のネットワーク制御装置の構成図である。本実施の形態の
ネットワーク制御装置は、実施の形態７－１の光スイッチ部１０に代えて電気スイッチ部
３０を備える。電気スイッチ部３０は、ＳＤＨフレームＶＣ－４（155Mbit/s ) 単位のク
ロスコネクションを実現する32×32のディジタルクロスコネクトスイッチ機能部３１とそ
れを制御するスイッチ制御部３２と、管理制御機能部２０と制御信号を交換するディジタ
ルクロスコネクトインタフェース（ＤＣＣ－ＩＦ）３３により構成される。
【０２６８】
　制御回線は、ＳＴＭ16信号のＤＣＣチャネルを用いて構成される。制御信号は、例えば
ネットワークトポロジーを取得するためのOSPF/IS-ISプロトコルパケット、パケットスイ
ッチ間で設定されるパスを設定・解除するRSVP-TE/CR-LDRプロトコルパケット、各ファイ
バリンクの障害監視を行うLMPプロトコルパケットである。
【０２６９】
　管理制御機能部２０の構成は実施の形態７－１とほぼ同様であるが、制御リンク管理機
能部２３に機能追加がある。それは、自ノードに接続された制御リンクの異常を隣接ノー
ドに通知する機能と、隣接ノードから通知された制御リンクの異常を他の隣接ノードに通
知する機能が追加される。これにより、制御リンクの故障を制御エリア全体に通知し、こ
の制御エリア内で設定されているパスをすべてソフトステートからソフトハードステート
に遷移させる。同時に、この制御エリアを通過するＶＣ－４パスの新設を一時停止させ、
パス運用の安定化を図る。すなわち、制御リンクの故障に対して、通信ネットワークにソ
フトステートを導入すると同時に、ソフトステートの導入に伴うＶＣ－４パスの切断動作
、不要な切替動作をある一定のエリア内で抑止し、パス運用の安定化を確保することが可
能になる。
【０２７０】
　なお、本実施の形態では、SONET/SDH フレームのSTS-3/VC-4パスのネットワーキングを
実現するディジタルクロスコネクトネットワークに適用しているが、ＡＴＭネットワーク
のバーチャルパス、MPLSネットワークのラベルスイッチドパスの管理制御にも適用可能で
ある。
【０２７１】
　また、制御リンクの故障を制御エリア全体に通知する際に、制御リンクに対応するデー
タリンクを通過するパスの識別番号情報をその制御エリア内に通知することにより、デー
タリンクに設定されているパスのみをソフトステートからソフトハードステートに遷移さ
せることも可能である。
【０２７２】
　以上説明したように、実施の形態７－１、７－２のネットワーク制御装置は、ソフトス
テートの導入によりパス管理の異常処理ソフトウェアの開発量の削減によるコスト削減が
可能になる。
【０２７３】
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　さらに、制御リンクに対応するデータリンクの正常性を確認し、データリンクに異常が
なければ、そのデータリンクを通過するパスをソフトハードステートに遷移させることに
より、制御プレーン故障によりデータプレーンに設定された正常なパスの切断や不要な切
替動作を抑止することができる。これにより、制御プレーンの信頼性に左右されない高信
頼のパスネットワーキングが可能になる。
【０２７４】
　なお、本発明は、上記の実施例に限定されることなく、特許請求の範囲内で種々変更・
応用が可能である。
【符号の説明】
【０２７５】
１０　光スイッチ部
１５　チャネル管理データベース
２０　管理制御機能部
２１　ルーティング処理機能部
２２　パス設定管理機能部
２３　制御回線管理機能部
２４　ＩＰ処理部
３０、４０　電気スイッチ部

【図１】 【図２】
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