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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が対向するインタフェース盤と光信号を送受信する複数のインタフェース盤と、前
記複数のインタフェース盤の状態を監視する監視制御装置と、を備える光通信システムで
あって、
　前記対向するインタフェース盤は、そのインタフェース盤の状態の情報を前記光信号の
うちデータ信号に含めて、前記複数のインタフェース盤のうちの対向するものに送信し、
　前記複数のインタフェース盤のうち少なくとも一つのインタフェース盤は、
　前記監視制御装置に代わって前記複数のインタフェース盤の状態を監視し、独立して電
力の供給を受け得る代行部と、
　前記監視制御装置に障害が発生した場合に前記代行部を起動し、前記監視制御装置に障
害が発生していない場合に前記代行部を停止又は休止する制御部と、
　を備え、
　前記少なくとも一つのインタフェース盤に対向するインタフェース盤に、ネットワーク
構成に関する情報を要求する要求信号を前記データ信号に含めて送信し、
　前記対向するインタフェース盤は、前記要求信号に応答して、ネットワーク構成に関す
る情報を前記データ信号に含めて返信することを特徴とする光通信システム。
【請求項２】
　前記代行部が起動したインタフェース盤は、前記複数のインタフェース盤のうちの他の
インタフェース盤に前記代行部が起動したことを示す通知を送信することを特徴とする請
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求項１に記載の光通信システム。
【請求項３】
　前記対向するインタフェース盤は、前記ネットワーク構成に関する情報として中継段数
を返信し、
　前記対向するインタフェース盤は、中継用のインタフェース盤として機能する場合に、
前記中継段数を１だけ増加したものを返信することを特徴とする請求項１に記載の光通信
システム。
【請求項４】
　各々が対向するインタフェース盤と光信号を送受信する複数のインタフェース盤と、前
記複数のインタフェース盤の状態を監視する監視制御装置と、を備える光通信システムで
あって、
　前記複数のインタフェース盤のうち少なくとも一つのインタフェース盤は、
　前記監視制御装置に代わって前記複数のインタフェース盤の状態を監視し、独立して電
力の供給を受け得る代行部と、
　前記監視制御装置に障害が発生した場合に前記代行部を起動し、前記監視制御装置に障
害が発生していない場合に前記代行部を停止又は休止する制御部と、
を備え、
　前記代行部が起動したインタフェース盤は、前記複数のインタフェース盤のうちの他の
インタフェース盤に対して動作状態の通知を要求する要求信号を送信し、
　前記他のインタフェース盤は、前記要求信号に応答して、自身の動作状態を返信するこ
とを特徴とする光通信システム。
【請求項５】
　前記少なくとも一つのインタフェース盤の前記制御部は、前記監視制御装置からの信号
を所定時間受信しない場合に、前記監視制御装置に障害が発生したと判断し、前記代行部
を起動することを特徴とする請求項１に記載の光通信システム。
【請求項６】
　対向するインタフェース盤と光信号を送受信し、監視制御装置によって状態が監視され
るインタフェース盤であって、
　前記監視制御装置に代わって前記インタフェース盤の状態を監視し、独立して電力の供
給を受け得る代行部と、
　前記監視制御装置に障害が発生した場合に前記代行部を起動し、前記監視制御装置に障
害が発生していない場合に前記代行部を停止又は休止する制御部と、
　を備え、
　前記対向するインタフェース盤が送信した、前記光信号のうちデータ信号に含まれるそ
のインタフェース盤の状態の情報を受信し、
　前記代行部が起動した場合、前記対向するインタフェース盤にネットワーク構成に関す
る情報を要求する要求信号を前記データ信号に含めて送信し、
　前記要求信号を受信した場合、ネットワーク構成に関する情報を前記データ信号に含め
て返信することを特徴とするインタフェース盤。
【請求項７】
　前記監視制御装置は、他のインタフェース盤の状態を監視し、
　前記代行部が起動したインタフェース盤は、前記他のインタフェース盤に前記代行部が
起動したことを示す通知を送信することを特徴とする請求項６に記載のインタフェース盤
。
【請求項８】
　前記ネットワーク構成に関する情報として中継段数を返信し、
　中継用のインタフェース盤として機能する場合に、前記中継段数を１だけ増加したもの
を返信することを特徴とする請求項６に記載のインタフェース盤。
【請求項９】
　対向するインタフェース盤と光信号を送受信し、監視制御装置によって状態が監視され
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るインタフェース盤であって、
　前記監視制御装置に代わって前記インタフェース盤の状態を監視し、独立して電力の供
給を受け得る代行部と、
　前記監視制御装置に障害が発生した場合に前記代行部を起動し、前記監視制御装置に障
害が発生していない場合に前記代行部を停止又は休止する制御部と、
　を備え、
　前記代行部が起動した場合、前記監視制御装置が障害の発生前に監視していた他のイン
タフェース盤に対して動作状態の通知を要求する要求信号を送信し、
　前記他のインタフェース盤は、前記要求信号を受信した場合、自身の動作状態を返信す
ることを特徴とするインタフェース盤。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記監視制御装置からの信号を所定時間受信しない場合に、前記監視制
御装置に障害が発生したと判断し、前記代行部を起動することを特徴とする請求項６に記
載のインタフェース盤。
【請求項１１】
　対向するインタフェース盤と光信号を送受信し、監視制御装置によって状態が監視され
るインタフェース盤において実行される制御方法であって、
　前記インタフェース盤は、前記監視制御装置に代わって前記インタフェース盤の状態を
監視し、独立して電力の供給を受け得る代行部を有し、
　前記制御方法は、
　前記監視制御装置に障害が発生したか判断するステップと、
　前記監視制御装置に障害が発生した場合に前記代行部を起動するステップと、
　前記対向するインタフェース盤が送信した、前記光信号のうちデータ信号に含まれるそ
のインタフェース盤の状態の情報を受信するステップと、
　前記対向するインタフェース盤にネットワーク構成に関する情報を要求する要求信号を
前記データ信号に含めて送信するステップと、
　前記要求信号を受信した場合、ネットワーク構成に関する情報を前記データ信号に含め
て返信するステップと、
　を含むことを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信システム、インタフェース盤、及び、インタフェース盤の制御方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　波長多重伝送（WDM：Wavelength Division Multiplexing）を利用した光ネットワーク
におけるノード装置において、１本の光ファイバで複数の信号を伝送できるため、１つの
ノード装置に多数のインタフェース盤が搭載される。ノード装置において、通常、インタ
フェース盤における障害の発生を監視しまたインタフェース盤の設定の変更を行うために
、監視制御装置が搭載される。各ノード装置の監視制御装置は、専用の監視ネットワーク
に接続されるため、障害が発生した場合に、各ノード装置の監視制御装置は障害に関する
情報を確認できる。
【０００３】
　しかし、監視制御装置に障害が発生しているノード装置が光ネットワークに接続されて
いるとそのノード装置は監視ネットワークから不可視となるため、監視制御を冗長化（重
複化）しなければならず不経済になるという問題がある。
【０００４】
　監視制御の冗長化について、特許文献１に記載されたインタフェース盤は、常に監視制
御装置の状態を監視し、監視制御装置の障害発生時に監視ネットワークを通して上位シス
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テムに障害の発生の通知をする。インタフェース盤は、上位システムに障害が発生したこ
とを通知すると共に、監視カードのリセットを実施して復旧を試みる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１７３２６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１の従来技術において、監視機能の信頼性を高めるため、監視制御装
置と複数のインタフェース盤とが同時に監視を行うため非効率となり、電力の消費も大き
くなる。
【０００７】
　本発明の目的は、効率的にインタフェース盤の監視をして電力の消費を削減することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、各々が対向するインタフ
ェース盤と光信号を送受信する複数のインタフェース盤と、前記複数のインタフェース盤
の状態を監視する監視制御装置と、を備える光通信システムであって、前記複数のインタ
フェース盤のうち少なくとも一つのインタフェース盤は、前記監視制御装置に代わって前
記複数のインタフェース盤の状態を監視し、独立して電力の供給を受け得る代行部と、前
記監視制御装置に障害が発生した場合に前記代行部を起動し、前記監視制御装置に障害が
発生していない場合に前記代行部を停止又は休止する制御部と、を備えることを特徴とす
る光通信システムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施形態によると、効率的にインタフェース盤が監視されて電力の消費が削減
される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】光ネットワークの一例を示す概略図である。
【図２】監視制御装置を示すブロック図である。
【図３Ａ】監視制御装置が搭載されるノード装置のインタフェース盤を示すブロック図で
ある。
【図３Ｂ】監視制御装置が搭載されないノード装置のインタフェース盤の一例を示すブロ
ック図である。
【図４】インタフェース盤情報格納部に格納されるインタフェース盤の動作状態情報を示
すテーブルである。
【図５】ネットワーク構成情報格納部に格納されるネットワーク構成情報を示すテーブル
である。
【図６】主信号の信号フォーマットを示す図である。
【図７Ａ】監視制御を示すフローチャートである。
【図７Ｂ】監視ネットワーク内の通信制御を示すフローチャートである。
【図７Ｃ】ネットワーク構成調査要求信号の転送制御を示すフローチャートである。
【図７Ｄ】ネットワーク構成調査要求信号の受信制御を示すフローチャートである。
【図８Ａ】インタフェース盤からの動作状態情報の送信制御を示すフローチャートである
。
【図８Ｂ】インタフェース盤からネットワーク構成調査要求信号を転送する転送制御を示
すフローチャートである。
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【図８Ｃ】対向のインタフェース盤が行うネットワーク構成調査要求信号の転送制御を示
すフローチャートである。
【図８Ｄ】インタフェース盤からネットワーク構成情報信号を転送する転送制御を示すフ
ローチャートである。
【図９Ａ】インタフェース盤が監視制御装置の障害を監視する障害監視制御を示すフロー
チャートである。
【図９Ｂ】インタフェース盤が故障通知を転送する転送制御を示すフローチャートである
。
【図１０】監視制御装置に障害が発生した場合の制御動作を例示する図である。
【図１１】監視制御装置または監視制御を代行しているインタフェース盤からネットワー
ク構成を取得する動作を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１２】
　図１は、本発明が実施される光ネットワークの一例を示す図である。光ネットワークは
、光ファイバで接続される複数のノード装置１０１、１０２、１０３、１０４を備える。
【００１３】
　各ノード装置１０１、１０２、１０３、１０４には、複数のインタフェース盤が搭載さ
れている。あるノード装置のインタフェース盤は、他のノード装置のインタフェース盤に
光ファイバで接続され、これと信号（光信号）を送受信している。同じノード装置に搭載
されたインタフェース盤どうしは、そのノード装置上の監視制御装置に障害が発生した場
合を除いて、互いに信号を送受信せずに独立に動作する。
【００１４】
　図１において、監視制御装置は、複数のノード装置うちノード装置１０３、１０４に搭
載されており、独立した監視ネットワーク１１０によって接続される。ノード装置１０４
（又は１０３）に搭載された監視制御装置１０６（又は１０５）は、そのノード装置１０
４（又は１０３）に搭載されたインタフェース盤とバスを介して電気的に接続され、通常
１対１でそのインタフェース盤と通信する。監視制御装置１０６には、監視端末１０７が
接続されており、ユーザは、監視端末１０７を通して監視された光ネットワークの情報を
得ることができる。なお、監視端末１０７は、監視制御装置１０５に接続されてもよい。
また、監視制御装置１０５、１０６は、監視ネットワーク１１０の情報を集積する監視制
御センタ１０８に接続される。
【００１５】
　図２は、監視制御装置の詳細を示すブロック図である。なお、監視制御装置１０５は、
監視端末１０７と接続していないことを除いて、監視制御装置１０６と同じ構成である。
従って、以下では、主にノード装置１０４に搭載された監視制御装置１０６について説明
する。
【００１６】
　監視制御装置１０６は、インタフェース盤通信部２０１、監視ネットワーク/端末通信
部２０２、インタフェース盤情報格納部２０３、ネットワーク構成情報格納部２０４、及
び、制御部２０５を備える。これら通信部２０１、２０２は、電気回路で構成され、これ
ら格納部２０３、２０４は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等のメモリ、又
は、メモリのメモリ領域から構成される。例えば、制御部２０５は、ＣＰＵ（中央演算処
理装置）とメモリを備えたマイクロコンピュータ、又は、ＦＰＧＡやＡＳＩＣ等の演算処
理回路から構成される。
【００１７】
　監視制御装置１０６のインタフェース盤通信部２０１は、監視制御装置１０６が設けら
れた自局ノード装置１０４のインタフェース盤２０６と、バスを介して電気的に通信する
。監視ネットワーク/端末通信部２０２は、制御部２０５を介して、インタフェース盤情
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報格納部２０３とネットワーク構成情報格納部２０４に格納された情報を監視ネットワー
ク１１０または監視端末１０７に送信する。また、監視ネットワーク/端末通信部２０２
は、他のノード装置１０３の監視制御装置１０５から他のノード装置１０３のインタフェ
ース盤の情報を受信する。
【００１８】
　制御部２０５は、定期的に、監視制御装置１０６が搭載されている自局ノード装置１０
４の各インタフェース盤２０６、３１４に、動作状態を通知することを要求する動作状態
要求信号を送信する。これにより、制御部２０５は、定期的に、自局ノード装置１０４の
各インタフェース盤２０６、３１４から、インタフェース盤通信部２０１を介して、動作
状態情報を取得して、インタフェース盤情報格納部２０３に格納する。ここで、動作状態
情報は、警報情報等のインタフェース盤の動作状態の情報である。また、制御部２０５は
、インタフェース盤通信部２０１、及び、自局ノード装置１０４の各インタフェース盤２
０６、３１４を通して、自局ノード装置１０４に対向するノード装置１０１（隣に接続さ
れるノード装置１０１）等のインタフェース盤の動作状態情報を必要に応じて取得してイ
ンタフェース盤情報格納部２０３に格納する。
【００１９】
　さらに、制御部２０５は、インタフェース盤通信部２０１から自局ノード装置１０４の
各インタフェース盤２０６、３１４を通して、光ネットワークの構成の情報（ネットワー
ク構成情報）を取得してネットワーク構成情報格納部２０４に格納する。ネットワーク構
成情報は、他のノード装置に搭載されたインタフェース盤から受信したインタフェース盤
のＩＤ番号（識別番号）と自局ノード装置１０４からの中継段数の情報を含む。監視ネッ
トワーク/端末通信部２０２は、ネットワーク構成情報格納部２０４とインタフェース盤
情報格納部２０３の情報を監視端末１０７に送信する。
【００２０】
　図３Ａは、監視制御装置が搭載されたノード装置１０４（又は１０３）に設けられた各
インタフェース盤の詳細を示すブロック図である。ここでは、ノード装置１０４内の任意
の一つのインタフェース盤２０６の構成について説明するが、ノード装置１０４内のイン
タフェース盤も同じ構成を有する。
【００２１】
　インタフェース盤２０６は、光/電気変換部３０１、３０２、監視制御信号挿入部３０
３、監視制御装置通信部３０４、制御部３０８、及び、監視制御代行部３１０を備える。
光/電気変換部３０１、３０２と、監視制御信号挿入部３０３と、監視制御装置通信部３
０４は、電気回路で構成される。例えば、制御部３０８は、ＦＰＧＡやＡＳＩＣ等の演算
処理回路、又は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）とメモリを備えたマイクロコンピュータか
ら構成される。
【００２２】
　インタフェース盤２０６の光/電気変換部３０１は、対向するノード装置（他局のノー
ド装置）のインタフェース盤３１１に、光ファイバを介して接続される。光/電気変換部
３０２は、クライアント装置３１３に接続される。光/電気変換部３０２は、他のノード
装置のインタフェース盤に接続されてもよい。光/電気変換部３０１、３０２は、光信号
をインタフェース盤２０６の内部で処理するため電気信号に変換する。
【００２３】
　監視制御信号挿入部３０３は、制御部３０８から送られた監視制御用の信号（監視制御
信号とも呼ぶ）を、光/電気変換部３０１、３０２からの電気信号のうち主信号のヘッダ
部分の空き領域に挿入する。ここで、主信号とは、ユーザのデータ信号である。監視制御
信号は、インタフェース盤の動作状態情報、ネットワーク構成情報、及び、各種の要求信
号を含む。インタフェース盤の動作状態情報は、インタフェース盤の警報情報（警報信号
）、インタフェース盤の動作モード、インタフェース盤のＩＤ番号を含む。要求信号は、
ネットワーク構成調査の要求信号（ネットワーク構成調査要求信号）を含む。
【００２４】
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　監視制御装置通信部３０４は、監視制御装置１０６からの動作状態通知の要求（動作状
態要求）を受信し、インタフェース盤２０６とこれに対向するインタフェース盤３１１か
ら受信した動作状態情報を監視制御装置１０６に送信する。ここで、対向するインタフェ
ース盤（対向のインタフェース盤）とは、あるノード装置のインタフェース盤に光ファイ
バを介して接続されるインタフェース盤であって他のノード装置に搭載されるものである
。
【００２５】
　監視制御代行部３１０は、監視制御装置１０６の監視制御を代行し、監視制御装置１０
６に代わってインタフェース盤の状態を監視し、他の部分から独立して電力の供給を受け
得る。監視制御代行部３１０は、インタフェース盤通信部３０５、インタフェース盤情報
格納部３０６、ネットワーク構成情報格納部３０７、及び、監視ネットワーク/端末通信
部３０９を備える。これら通信部３０５、３０９は、電気回路で構成され、これら格納部
３０６、３０７は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等のメモリ、又は、メモ
リのメモリ領域から構成される。
【００２６】
　インタフェース盤通信部３０５は、電源３５０からインタフェース盤通信部３０５への
電力の供給を可能又は不可能にする（オン又はオフする）スイッチ３０５ａを備える。監
視ネットワーク/端末通信部３０９は、電源３５０から監視ネットワーク/端末通信部３０
９への電力の供給を可能又は不可能にする（オン又はオフする）スイッチ３０９ａを備え
る。制御部３０８は、スイッチ３０５ａとスイッチ３０９ａをオン又はオフする指令信号
を、それぞれインタフェース盤通信部３０５と監視ネットワーク/端末通信部３０９に送
ることができる。なお、これらスイッチ３０５ａ、３０９ａは、制御部３０８の一部とし
て設けられてもよい。
【００２７】
　監視制御代行部３１０は、通常は停止されているが、監視制御装置１０６に障害が発生
した場合に、電力が供給される（通電される）ことによって起動する。監視制御代行部３
１０は、インタフェース盤通信部３０５と監視ネットワーク/端末通信部３０９に電力が
供給されると起動する。インタフェース盤通信部３０５と監視ネットワーク/端末通信部
３０９は、監視制御装置１０６に障害が発生した場合にのみ、制御部３０８からの指令に
よりそれぞれスイッチ３０５ａ、３０９ａを介して電力が供給される。
【００２８】
　インタフェース盤通信部３０５は、インタフェース盤２０６が存在する自局ノード装置
内の他のインタフェース盤３１４と、バスを介して電気的に通信する。なお、１台のノー
ド装置において、監視制御機能代行部３１０が起動されるインタフェース盤は１台のみで
あり、そのノード装置内においてインタフェース盤同士の通信は１対１で行われる。この
ため、１台のノード装置内において全てのインタフェース盤が１つの回線を共有する。
【００２９】
　インタフェース盤情報格納部３０６は、インタフェース盤２０６が存在する自局ノード
装置内の各インタフェース盤２０６、３１４の動作状態情報を格納する。また、インタフ
ェース盤情報格納部３０６は、自局ノード装置以外の対向するインタフェース盤からの主
信号（データ信号）に含まれる動作状態情報を格納してもよい。制御部３０８は、インタ
フェース盤通信部３０５を介して自局ノード装置内の他のインタフェース盤３１４から動
作状態情報を取得し、インタフェース盤情報格納部３０６に送る。
【００３０】
　ネットワーク構成情報格納部３０７は、自局ノード装置１０４（又は１０３）以外の他
のノード装置（他局のノード装置）に搭載されたインタフェース盤３１１のＩＤ番号（識
別番号）と自局ノード装置からの中継段数の情報をネットワーク構成情報として格納する
。また、ネットワーク構成情報格納部３０７は、光ファイバ、光／電気変換部３０１、及
び、制御部３０８を介して、主信号に含まれるネットワーク構成情報を受信できる。
【００３１】
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　制御部３０８は、監視制御装置１０６の障害発生時に以下のように動作する。制御部３
０８は、自局のノード装置において、インタフェース盤２０６以外の他のインタフェース
盤３１４に対する動作状態要求信号を生成し、インタフェース盤通信部３０５を介して他
のインタフェース盤３１４に送る。また、制御部３０８は、自局のノード装置以外の他の
ノード装置のインタフェース盤３１１に対するネットワーク構成調査要求を生成してイン
タフェース盤３１１に送り、インタフェース盤３１１等に関するネットワーク構成を取得
する。さらに、制御部３０８は、ネットワーク構成調査要求を生成し、自局ノードのイン
タフェース盤３１４にも送信し、インタフェース盤３１４に接続する他のノード装置のイ
ンタフェース盤に関するネットワーク構成も取得する。なお、制御部３０８は、監視制御
装置１０６の通常時において、監視制御装置１０６から送信されたネットワーク構成調査
要求信号を他のノード装置のインタフェース盤３１１に転送する。
【００３２】
　監視ネットワーク/端末通信部３０９は、インタフェース盤情報格納部３０６に格納さ
れたインタフェース盤の動作状態情報を監視ネットワークに送信し、他のノード装置の監
視制御装置からインタフェース盤の動作状態情報を受信する。監視ネットワーク/端末通
信部３０９は、ネットワーク構成情報格納部３０７に格納されたネットワーク構成情報を
監視ネットワーク１１０または監視端末１０７に送信し、他のノード装置の監視制御装置
からのネットワーク構成情報を受信する。
【００３３】
　図３Ｂは、監視制御装置が搭載されないノード装置（例えば図１の中継用のノード装置
１０１又は１０２）において設けられるインタフェース盤の詳細を示すブロック図である
。図３Ｂにおいて、図３Ａと異なり、監視制御装置通信部３０４は、監視制御装置に接続
されないか省いてもよい。さらに、中継用のノード装置１０１又は１０２の場合には、光
/電気変換部３０２は、他のノード装置のインタフェース盤３１６に接続され、監視ネッ
トワーク/端末通信部３０９は、監視端末１０７と監視ネットワーク１１０に接続されな
いか削除してもよい。この場合、インタフェース盤情報格納部３０６に格納されるインタ
フェース盤の動作状態情報は、監視制御信号の一部として、制御部３０８と監視制御信号
挿入部３０３を介して、主信号に挿入され光伝送路に送信されてよい。図３Ｂのインタフ
ェース盤の他の構成は、図３Ａの構成と同じである。
【００３４】
　監視制御装置が搭載されないノード装置において、監視制御代行部３１０を常に動作さ
せてよい。これにより、設置スペースが限られているため監視制御装置を搭載できない小
型のノード装置でも、監視制御代行部３１０を設けることによって、監視制御装置と同じ
監視制御の機能を常に有することができる。この場合、大小にかかわらず全てのノード装
置がインタフェース盤の監視機能を有し、光ネットワーク全体で完全な監視ができる。
【００３５】
　図４は、インタフェース盤情報格納部３０６（又は２０３）に格納されるインタフェー
ス盤の動作状態情報を示すテーブルである。
【００３６】
　インタフェース盤情報格納部３０６（又は２０３）は、取得したインタフェース盤のＩ
Ｄ番号に対応付けて動作状態情報を格納する。動作状態情報は、動作モードと警報情報を
含む。例えば、動作モードは、インタフェース盤が光信号の中継を行う中継モード、光信
号の中継を行わない非中継モードや、通信速度を示す。例えば、警報情報は、インタフェ
ース盤が光信号を受信していないことや、光/電気変換部３０１（又は３０２）が故障し
ていることを示すことを示す。
【００３７】
　図５は、ネットワーク構成情報格納部３０７（又は２０４）に格納されるネットワーク
構成情報を示すテーブルである。ネットワーク構成情報は、ネットワーク上のインタフェ
ース盤のＩＤ番号と中継段数の組合せを含む。中継段数は、ネットワーク構成調査要求信
号の送信元のノード装置からそのインタフェース盤までに経由したインタフェース盤の台
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数である。
【００３８】
　図６は、ユーザのデータ信号である主信号の信号フォーマットを示す図である。本実施
形態において、信号フォーマットは、ＯＴＮ（optical transport network）規格に準拠
したものである。主信号は、ヘッダ部分とペイロードからなり、ユーザのデータはペイロ
ードに格納される。ＯＴＮ規格に基づいて設けられたヘッダ部分において、ユーザが使用
可能な領域（ユーザ使用可能領域）が存在する。前述の監視制御信号は、ヘッダ部分のユ
ーザ使用可能領域に埋め込まれてよい。これにより、互いに接続された主信号用のインタ
フェース盤の間で、主信号のペイロードの領域を圧迫せずに、監視制御信号の送受信を行
うことができる。その他、ヘッダ部分は、主信号（データ）の転送先のインタフェース盤
又はノード装置のアドレスを含んでよい。
【００３９】
　図７Ａは、インタフェース盤を監視するための監視制御を示すフローチャートである。
監視制御装置１０６の制御部２０５、又は、監視制御代行部３１０を有するインタフェー
ス盤の制御部３０８は、監視制御を実行する。この監視制御のルーチンは、定期的に実行
され、各インタフェース盤から動作状態情報が取得されてインタフェース盤情報格納部２
０３（又は３０６）のデータが更新される。
【００４０】
　ステップＳ１１において、制御部２０５（又は３０８）は、動作状態要求信号を自局ノ
ード装置の各インタフェース盤２０６、３１４に送信する。監視制御装置の制御部２０５
は、インタフェース盤通信部２０１を通して、動作状態要求信号を送信する。インタフェ
ース盤の制御部３０８は、自身のインタフェース盤２０６においては、動作状態要求信号
を光／電気変換部３０１、３０２に送信し、他のインタフェース盤３１４に対して、イン
タフェース盤通信部３０５を通して、動作状態要求信号を送信する。なお、自局ノード装
置に複数のインタフェース盤が搭載されている場合に、同時に複数のインタフェース盤に
動作状態要求信号を送信しないよう時間をずらして各インタフェース盤に動作状態要求信
号を送信する。
【００４１】
　ステップＳ１２において、制御部２０５（又は３０８）は、自局ノード装置の全てのイ
ンタフェース盤２０６、３１４から動作状態情報を受信したか判断する。受信が完了した
場合、ルーチンはステップＳ１３に進み、受信が完了しない場合、制御部２０５（又は３
０８）はステップＳ１２の判断を繰り返して待機する。
【００４２】
　ステップＳ１３において、制御部２０５（又は３０８）は、各インタフェース盤のＩＤ
番号、動作モード、警報情報の情報を含む動作状態情報をインタフェース盤情報格納部２
０３（又は３０６）に送る。インタフェース盤情報格納部２０３（又は３０６）は、動作
状態情報を格納する。ステップＳ１４において、制御部２０５（又は３０８）は、前回イ
ンタフェース盤に動作状態要求信号を送信してから、規定時間（例えば、数百ミリ秒）が
経過したか判断する。規定時間が経過した場合に、ルーチンはステップＳ１１に戻る。規
定時間が経過していない場合に、ステップＳ１４の判断を繰り返して、規定時間が経過す
るまで待機する。
【００４３】
　図７Ｂは、監視ネットワーク内の通信制御を示すフローチャートである。監視制御装置
１０６（又は１０５）の制御部２０５、又は、インタフェース盤の制御部３０８は、この
通信制御を実行する。
【００４４】
　ステップＳ２１において、制御部２０５（又は３０８）は、監視ネットワーク/端末通
信部２０２（又は３０９）を通して、監視端末１０７または監視ネットワーク１１０から
、インタフェース盤の動作状態の通知を要求する動作状態要求信号を受信する。ステップ
Ｓ２２において、制御部２０５（又は３０８）は、インタフェース盤情報格納部２０３（
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又は３０６）に格納されたインタフェース盤の動作状態情報を、監視端末１０７または監
視ネットワーク１１０に送信する。
【００４５】
　図７Ｃは、ネットワーク構成調査要求の転送制御を示すフローチャートである。監視制
御装置１０６（又は１０５）の制御部２０５、又は、監視制御装置１０６（又は１０５）
が設けられたノード装置のインタフェース盤の制御部３０８は、転送制御を実行する。
【００４６】
　ステップＳ３１において、制御部２０５（又は３０８）は、監視ネットワーク/端末通
信部２０２（又は３０９）を通して、監視端末１０７または監視ネットワーク１１０から
ネットワーク構成調査要求信号を受信する。ステップＳ３２において、制御部２０５（又
は３０８）は、自局ノード装置の各インタフェース盤にネットワーク構成調査要求信号を
送信又は転送する。なお、このネットワーク構成調査要求信号を受信したインタフェース
盤の制御部３０８は、監視制御信号挿入部３０３によって、送信元を識別するための自身
のインタフェース盤のＩＤ番号をネットワーク構成調査要求信号に付加し、他のノード装
置内に存在する対向のインタフェース盤３１１にネットワーク構成調査要求信号を転送す
る。
【００４７】
　図７Ｄは、ネットワーク構成調査要求の受信制御を示すフローチャートである。監視制
御装置１０６（又は１０５）の制御部２０５、又は、インタフェース盤の制御部３０８は
、受信制御を実行する。
【００４８】
　ステップＳ４１において、制御部２０５（又は３０８）は、光ネットワークを構成する
各インタフェース盤から、インタフェース盤ＩＤ番号と中継段数を含むネットワーク構成
情報を受信する。中継段数は、ネットワーク構成調査要求信号を送信したノード装置から
のインタフェース盤の段数である。ステップＳ４２において、制御部２０５（又は３０８
）は、ネットワーク構成情報をネットワーク構成情報格納部２０４に格納するとともに、
監視端末１０７または監視ネットワーク１１０に送信する。
【００４９】
　図８Ａは、インタフェース盤から監視制御装置１０６又は監視ネットワーク１１０等へ
動作状態情報の送信制御を示すフローチャートである。インタフェース盤２０６（又は３
１４）のインタフェース盤の制御部３０８は、この送信制御を実行する。
【００５０】
　ステップＳ５１において、インタフェース盤の制御部３０８は、通常時において、監視
制御装置１０６から監視制御装置通信部３０４を介して動作状態要求信号を受信する。制
御部３０８は、監視制御装置１０６の障害発生時に、監視ネットワーク１１０又は監視端
末１０７から監視ネットワーク/端末通信部３０９を介して動作状態要求信号を受信する
。
【００５１】
　ステップＳ５２において、インタフェース盤の制御部３０８は、通常時において、この
インタフェース盤自身のＩＤ番号と光/電気変換部３０１、３０２から取得した動作状態
情報を監視制御装置通信部３０４を通して、監視制御装置１０６に送信する。インタフェ
ース盤の動作状態情報は、動作モード、警報情報等の情報含む。インタフェース盤の制御
部３０８は、監視制御装置１０６の障害発生時に、インタフェース盤情報格納部３０６に
格納された自局のノード装置内の各インタフェース盤のＩＤ番号とその動作状態情報を、
監視ネットワーク/端末通信部３０９を介して、監視ネットワーク１１０又は監視端末１
０７に送信する。主信号において、対向するインタフェース盤（他のノード装置３１１の
インタフェース盤）のＩＤ番号と動作状態情報が含まれる場合に、インタフェース盤の制
御部３０８は、このＩＤ番号と動作状態情報を送信することもできる。
【００５２】
　図８Ｂは、対向のインタフェース盤へネットワーク構成調査要求信号を転送する転送制
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御を示すフローチャートである。インタフェース盤の制御部３０８は、この転送制御を実
行する。
【００５３】
　ステップＳ６１において、インタフェース盤の制御部３０８は、ネットワーク構成調査
要求信号を受信する。ネットワーク構成調査要求信号は、通常時に、監視制御装置１０６
から送信され、監視制御装置１０６の障害発生時に、監視ネットワーク/端末通信部３０
９を介して監視ネットワーク１１０又は監視端末１０７から送信される。制御部３０８は
、監視制御装置１０６の障害発生時に、自局のノード装置内の他のインタフェース盤から
転送されたネットワーク構成調査要求信号を受信する場合もある。
【００５４】
　ステップＳ６２において、インタフェース盤の制御部３０８は、対向のインタフェース
盤３１１（他のノード装置のインタフェース盤）に、監視制御信号挿入部３０３を通して
、送信元の識別用に自身のＩＤ番号を付加してネットワーク構成調査要求信号を転送する
。ネットワーク構成調査要求信号は、主信号の監視制御信号に含められて、光ファイバの
伝送路を介して転送される。
【００５５】
　図８Ｃは、対向のインタフェース盤が行うネットワーク構成調査要求信号の転送制御を
示すフローチャートである。インタフェース盤の制御部３０８は、この送信制御を実行す
る。
【００５６】
　ステップＳ７１において、インタフェース盤の制御部３０８（例えば図３Ｂ）は、対向
のインタフェース盤３１６（又は３１１）からネットワーク構成調査要求信号を受信する
。ステップＳ７２において、自身のインタフェース盤が中継用であるか判断される。自身
のインタフェース盤が中継用のインタフェース盤の場合に、ルーチンはステップＳ７３に
進む。ステップＳ７３において、制御部３０８は、ネットワーク構成調査要求信号を中継
先のインタフェース盤に転送する。自身のインタフェース盤が中継用でない場合に、ルー
チンはステップＳ７４に進む。ステップＳ７４おいて、制御部３０８は、自身のインタフ
ェース盤のＩＤ番号と、ネットワーク構成調査要求信号を送信したノード装置からの中継
段数として０を含むネットワーク構成情報信号を主信号に挿入して送信する。
【００５７】
　図８Ｄは、ネットワーク構成情報信号の転送制御を示すフローチャートである。インタ
フェース盤の制御部３０８は、この転送制御を実行する。
【００５８】
　ステップＳ８１において、インタフェース盤の制御部３０８は、対向のインタフェース
盤３１１からネットワーク構成情報信号を受信する。ステップＳ８２において、自身のイ
ンタフェース盤のＩＤ番号がネットワーク構成調査要求信号の送信元のＩＤ番号に一致す
るか判断する。
【００５９】
　自身のインタフェース盤のＩＤ番号が送信元のＩＤ番号に一致する場合、受信したネッ
トワーク構成情報信号は、自身のインタフェース盤が送信したネットワーク構成調査要求
信号に対する返信であり、ルーチンはステップＳ８３に進む。ステップＳ８３において、
制御部３０８は、自局のノード装置の監視制御装置１０６にネットワーク構成情報信号を
転送する。監視制御装置１０６の障害発生時に、制御部３０８は、監視ネットワーク/端
末通信部３０９を介して監視ネットワーク１１０又は監視端末１０７にネットワーク構成
情報信号を転送する。
【００６０】
　自身のインタフェース盤のＩＤ番号が送信元のＩＤ番号に一致しない場合、受信したネ
ットワーク構成情報信号は、他のインタフェース盤が送信したネットワーク構成調査要求
信号に対する返信であり、ルーチンはステップＳ８４に進む。ステップＳ８４において、
制御部３０８は、光ファイバの伝送路上で、修正したネットワーク構成情報信号を主信号
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に含めて他のノード装置内のインタフェース盤に転送する。ここで、制御部３０８は、ネ
ットワーク構成情報信号において、ネットワーク構成調査要求信号を送信したノード装置
からの中継段数に１を加算し、中継したインタフェース盤の情報として自身のＩＤ番号を
追記することによって、ネットワーク構成情報信号を修正する。
【００６１】
　図９Ａは、インタフェース盤（図３Ａ）が監視制御装置の障害を監視する障害監視制御
を示すフローチャートである。インタフェース盤（図３Ａ）の制御部３０８は、この障害
監視制御を繰り返し実行する。
【００６２】
　ステップＳ９１において、インタフェース盤の制御部３０８は、監視制御装置１０６に
障害が発生しているか判断する。制御部３０８は、インタフェース盤の制御部３０８は所
定時間（例えば前記の規定時間の３倍又は４倍の時間）以上の間、監視制御装置１０６か
らの動作状態要求信号を受信しなかった場合に、監視制御装置１０６に障害が発生してい
ると判断する。制御部３０８は、監視制御装置１０６からの信号にエラーが含まれていて
読み取れない場合に、障害が発生していると判断してもよい。監視制御装置１０６に障害
が発生していない場合、ステップＳ９２において、制御部３０８は、監視制御代行部３１
０を停止状態（電力が供給されない状態）に維持する。さらに、ルーチンはステップＳ９
１の処理を繰り返して待機する。監視制御装置１０６が障害から復旧した場合に、ステッ
プＳ９２において、制御部３０８は、スイッチを介して電力を遮断して監視制御代行部３
１０を停止させる。一方、監視制御装置１０６に障害が発生している場合、ルーチンは、
ステップＳ９３に進む。
【００６３】
　ステップＳ９３において、インタフェース盤の制御部３０８は、監視制御装置１０６の
監視制御を代行することを示す代行開始通知を、自局のノード装置の他のインタフェース
盤３１４から受信したか判断する。代行開始通知を受信した場合に、他のインタフェース
盤３１４が監視制御装置１０６の監視制御を代行するので、制御部３０８は処理を終了し
、監視制御代行部３１０を停止状態に維持する。代行開始通知を受信していない場合、ル
ーチンはステップＳ９４に進む。
【００６４】
　ステップＳ９４において、制御部３０８は、監視制御代行部３１０を起動して、監視制
御装置１０６の監視制御を代行する。監視制御代行部３１０は、制御部３０８の指令に応
じて、電力を供給されることによって起動する。さらに、制御部３０８は、自局ノード装
置内の他のインタフェース盤３１４に代行開始通知を送信する。代行開始通知を受信した
インタフェース盤３１４は、監視制御装置１０６に障害が発生していると判断した場合で
も、監視制御代行部３１０を起動しない。これにより１台のノード装置内において、監視
制御代行部３１０を起動するインタフェース盤は１台のみになる。その１台のインタフェ
ース盤は、それを搭載するノード装置の外部からの命令なしに自動的に選択される。
【００６５】
　監視制御代行部３１０が起動した後、ステップＳ９５において、インタフェース盤の制
御部３０８は、対向するインタフェース盤３１１に監視制御装置の故障通知を主信号のヘ
ッダ部に含めて送信する。故障通知は、監視制御装置に障害が発生していることを示す。
【００６６】
　図９Ｂは、インタフェース盤が故障通知を転送する転送制御を示すフローチャートであ
る。インタフェース盤の制御部３０８は、この故障通知の転送制御を実行する。
【００６７】
　ステップＳ１０１において、インタフェース盤の制御部３０８は、監視制御装置１０６
の障害発生を示す故障通知を対向するインタフェース盤から受信する。ステップＳ１０２
において、監視制御装置（例えば１０５）を有するノード装置のインタフェース盤は、自
局の監視制御装置（例えば１０５）に監視制御装置通信部３０４を通して故障通知を転送
する。監視制御装置は、監視ネットワーク１１０を通してユーザに故障を通知する。監視
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制御装置を有さないノード装置（例えば１０１、１０２）のインタフェース盤は、対向す
るインタフェース盤にさらに故障通知を転送する。
【００６８】
　図１０は、監視制御装置に障害が発生した場合の制御動作を例示する図である。
【００６９】
　正常に動作している監視制御装置は、自局のノード装置に搭載された各インタフェース
盤に、それぞれ異なるタイミングで定期的に動作状態要求信号４００１を送信している（
図７ＡのＳ１１）。各インタフェース盤は、所定時間インタフェース盤の動作状態の要求
信号４００１を受信しなかった場合に、監視制御装置の障害を検出する（図９ＡのＳ９１
）。このため、監視制御装置４０１に障害が発生するタイミングによって決定される１台
のインタフェース盤４０２が監視制御装置の障害を検出する。
【００７０】
　障害を検出したインタフェース盤４０２は、その監視制御代行部３１０を起動して有効
にし、監視制御の代行開始通知４００２を同じノード装置内の他のインタフェース盤に送
信する（図９ＡのＳ９４）。また、インタフェース盤４０２は、対向するノード装置のイ
ンタフェース盤４０３に監視制御装置の故障通知４００３を送信する（図９ＡのＳ９５）
。故障通知４００３を受信したインタフェース盤４０３は、同じノード装置内の監視制御
装置４０４に、監視制御装置故障通知４００３を転送する（図９ＢのＳ１０２）。監視制
御装置４０４は、監視ネットワーク１１０を通してユーザに故障を通知する。
【００７１】
　図１１は、監視制御装置または監視制御を代行しているインタフェース盤からネットワ
ーク構成を取得する動作を例示する図である。
【００７２】
　監視制御装置５０１は、ネットワーク構成調査要求信号５００１を自局のノード装置の
インタフェース盤５０２、５０３、５０４に送信する（図７ＣのＳ３２）。インタフェー
ス盤５０２、５０３、５０４は、それぞれ対向のインタフェース盤５０５、５０６、５０
７にネットワーク構成調査要求信号５００２、５００３、５００４を転送する（図８Ｂの
Ｓ６２）。
【００７３】
　インタフェース盤５０５、５０６は、自身のＩＤ番号と中継段数０を含むネットワーク
構成情報信号５００５、５００６をインタフェース盤５０２、５０３に送信する（図８Ｃ
のＳ７４）。インタフェース盤５０５、５０６は、中継用のインタフェース盤ではないた
め、経由しているインタフェース盤の台数を示す中継段数は、０である。インタフェース
盤５０２、５０３は、受信したネットワーク構成情報信号５００５、５００６に自身のＩ
Ｄ番号を追加して監視制御装置５０１に送信する（図８ＤのＳ８３）。
【００７４】
　ネットワーク構成情報要求信号５００４を受信したインタフェース盤５０７は、中継用
インタフェース盤であるため、中継先のインタフェース盤５０８にネットワーク構成情報
要求信号５００４を転送する（図８ＣのＳ７３）。中継先のインタフェース盤５０８は、
中継用インタフェース盤ではないため、自身のＩＤ番号と中継段数０を含むネットワーク
構成情報信号５００７をインタフェース盤５０７に送信する（図８ＣのＳ７４）。インタ
フェース盤５０７は、中継用インタフェース盤であるため、ネットワーク構成情報信号５
００７に自身のＩＤ番号を追加し中継段数を１に変更して、インタフェース盤５０４に転
送する（図８ＤのＳ８４）。
【００７５】
　インタフェース盤５０４は、受信したネットワーク構成情報信号５００７に自身のＩＤ
を追加して、監視制御装置５０１に送信する（図８ＤのＳ８３）。監視制御装置５０１は
ネットワーク構成情報信号５００５、５００６、５００７をネットワーク構成情報格納部
２０４に格納する（図７ＤのＳ４２）。ユーザは、ネットワーク構成情報から、中継段数
として０を返したインタフェース盤５０５、５０６とはＰｔｏＰ（Peer to Peer）接続さ
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れており、中継段数として１を返したインタフェース盤５０８とはインタフェース盤５０
７を中継局として接続されているということが分かる。このようにして、ネットワーク構
成を簡便に自動的に取得することができる。
【００７６】
　－作用効果－
　前述の実施形態によれば、インタフェース盤２０６（又は３１４）の監視制御代行部３
１０（代行部）は、監視制御装置１０６に代わって複数のインタフェース盤２０６、３１
４の状態を監視し、独立して電力の供給を受け得る。インタフェース盤２０６（又は３１
４）の制御部３０８は、監視制御装置１０６に障害が発生した場合に監視制御代行部３１
０を起動し、監視制御装置１０６に障害が発生していない場合に監視制御代行部３１０を
停止又は休止する。
【００７７】
　これにより、監視制御代行部３１０は、監視制御装置１０６に障害が発生した場合にの
み動作するため効率的にインタフェース盤２０６、３１４の監視ができ、インタフェース
盤の監視に使用する電力の消費を抑制できる。即ち、通常時には無駄な電力を消費せずに
監視機能を冗長化することが可能になる。
【００７８】
　監視制御代行部３１０（代行部）が起動したインタフェース盤２０６（又は３１４）は
、複数のインタフェース盤２０６、３１４のうちの他のインタフェース盤３１４（又は２
０６）に監視制御代行部３１０が起動したことを示す通知を送信する。この通知によって
、他のインタフェース盤３１４（又は２０６）の監視制御代行部３１０が起動することを
防止できる。従って、複数のインタフェース盤２０６、３１４のうち自動的に選択された
１台のみのインタフェース盤が監視制御機能を起動するため、監視手段の簡易化が図られ
効率的にインタフェース盤２０６、３１４の監視ができ、さらに電力の消費を抑制できる
。
【００７９】
　対向するインタフェース盤３１１が、そのインタフェース盤の状態の情報（動作状態情
報とネットワーク構成情報）を光信号のうち主信号（データ信号）に含めて、複数のイン
タフェース盤２０６、３１４のうちの対向するものに送信する。対向するインタフェース
盤３１１が、主信号にインタフェース盤の状態の情報を挿入するため、対向するインタフ
ェース盤３１１が監視制御専用の監視ネットワーク１１０に接続されなくても、インタフ
ェース盤２０６（又は３１４）はネットワーク全体の監視ができ、さらにネットワーク構
成情報が自動的に取得できる。また、監視ネットワーク１１０のトラフィックの増加を最
小限に抑えることができる。この場合、インタフェース盤の状態の情報の送受信には主信
号のヘッダ部分を使用すれば、主信号帯域を圧迫しない。
【００８０】
　インタフェース盤２０６（又は３１４）は、これに対向するインタフェース盤３１１に
ネットワーク構成に関する情報を要求するネットワーク構成調査要求信号を前記データ信
号に含めて送信する。対向するインタフェース盤３１１は、この要求信号に応答して、ネ
ットワーク構成に関する情報（ネットワーク構成情報）をデータ信号に含めて返信する。
これにより、監視制御装置１０６に障害が発生した場合でも、インタフェース盤２０６（
又は３１４）が、ネットワークの構成を調査できる。対向するインタフェース盤３１１は
、ネットワーク構成に関する情報（ネットワーク構成情報）として中継段数を送信する。
対向するインタフェース盤３１１は、中継用のインタフェース盤として機能する場合に、
中継段数を１だけ増加したものを返信する。これにより、中継段数を把握して、簡便にネ
ットワーク構成を調査できる。
【００８１】
　監視制御代行部３１０（代行部）が起動したインタフェース盤２０６（又は３１４）は
、複数のインタフェース盤２０６、３１４のうちの他のインタフェース盤３１４（又は２
０６）に対して動作状態の通知を要求する動作状態要求信号を送信する。他のインタフェ
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ース盤３１４（又は２０６）は、この要求信号に応答して、自身の動作状態を返信する。
これにより、監視制御装置１０６に障害が発生した場合でも、インタフェース盤２０６（
又は３１４）が、自局のノード装置に設けられた他のインタフェース盤３１４（又は２０
６）に対して動作状態を取得して監視できる。
【００８２】
　制御部３０８は、監視制御装置１０６からの信号を所定時間受信しない場合に、監視制
御装置１０６に障害が発生したと判断する。これにより、簡便に監視制御装置１０６に障
害が発生したか判断できる。
【００８３】
　本発明は前記の実施形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の変
更がなしうることは明白である。
【符号の説明】
【００８４】
　１０１、１０２、１０３、１０４　ノード装置
　１０５、１０６　監視制御装置
　２０３　インタフェース盤情報格納部
　２０４　ネットワーク構成情報格納部
　２０５　制御部
　２０６　インタフェース盤
　３０３　監視制御信号挿入部
　３０６　インタフェース盤情報格納部
　３０７　ネットワーク構成情報格納部
　３０８　制御部
　３０９　監視ネットワーク/端末通信部
　３１０　監視制御代行部
　３１１、３１６　対向のインタフェース盤（他局内）
　３１４　インタフェース盤（自局内）
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