JT-G873.1

JT-G873.1

光トランスポートネットワーク(OTN):リニアプロテクション

Optical transport network (OTN): Linear protection

Ⅰ. ＜概要＞

Ⅰ.＜Overview＞

TTC 標準 JT-G873.1 は、光データユニット k (ODUk) レベルにおける光トラン

TTC standard JT-G873.1 defines the automatic protection switching (APS) protocol and

スポートネットワーク (OTN) に対するリニアプロテクションスキームのため

protection switching operation for the linear protection schemes for the optical transport

の自動プロテクション切替 (APS) プロトコルおよびのプロテクション切替動

network at the optical data unit k (ODUk) level. Protection schemes considered in this

作を定義する。これらのスキームは [ITU T G.808.1] にある一般的なリニアプロ

standard are:

テクション仕様に基づいている。本標準で考えられるリニアプロテクションス

-

ODUk subnetwork connection protection with inherent monitoring (1+1, 1:n);

キームは以下の通りである。

-

ODUk subnetwork connection protection with non-intrusive monitoring (1+1);

内在型監視をもつ ODUk サブネットワーク接続プロテクション (1+1,

-

ODUk subnetwork connection protection with sublayer monitoring (1+1, 1:n).

1:n);

-

ODUk compound link subnetwork connection group protection with inherent

-

-

非侵入型監視をもつ ODUk サブネットワーク接続プロテクション (1+1)

-

サブレイヤ監視をもつ ODUk サブネットワーク接続プロテクション

monitoring (1+1, 1:1).
In addition, client-related protection architectures are described.

(1+1, 1:n)
-

内在型監視をもつ ODUk 複合型リンクサブネットワーク接続グループ
プロテクション (1+1, 1:1).

加えて、クライアントに関連したプロテクションアーキテクチャが記述され
る。

Ⅱ. ＜参考＞

Ⅱ. ＜References＞

1. 国際勧告等との関係

1. Relation with international standards

本標準は、ITU-T 勧告 2017 年 10 月版の G.873.1 に準拠する。

This standard is based on ITU-T Recommendation G.873.1 (10/2017).

2. 追加項目等

2. Departures with international standards
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None

2.2 ナショナルマター項目

2.2 Definition of national matter items
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なし。

None

2.3 先行した項目

2.3 Early implementation items

なし。

None
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