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4 トランスポートシステムプロジェクト

光伝送網の信頼性向上の取り組み
トランスポートシステムプロジェクトでは、 IOWN トランスポート技術の確立と光伝送網の維持高度化に取り組んでい
る。基盤として多岐にわたるサービスを支える光伝送網の信頼性向上がより一層重要となって来ており、本稿では、装置
故障の復旧時間短縮による信頼性向上を目指すプロアクティブ保守運用技術の取り組みについて紹介する。
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とを目指す技術である（図 2）
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