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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定された誤り処理モードで入力信号のフレーム処理を行なうフレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、前記受けたモニタ結果に基づい
て、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそ
なえ、
　該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定された誤り
処理モードに対応する該誤り処理部により該フレーム処理を行なうように構成され、
　該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定さ
れて、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、
　該制御部は、該フレーム処理部での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット
誤りの数に関連するモニタ結果を、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム
処理部から受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換
え制御し、
　該制御部は、前記誤り処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビ
ット誤りの数に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正
能力を有する誤り処理モードに、切り換え制御し、
　該複数の誤り処理部は、
　第１の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第１誤り処理部と、
　該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２の誤り処理モードにて該フレー
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ム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、
　該フレーム処理部は、
　該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に検出又
は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該制御部が該誤り処理モ
ードの指定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合における
、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了するまで
の時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点よりも後に
、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始することを特徴とする
、フレーム処理装置。
【請求項２】
　該フレーム処理部において指定される対象の複数の誤り処理モードの１つには、誤り訂
正処理をディセーブルとするモードを含むことを特徴とする、請求項１記載のフレーム処
理装置。
【請求項３】
　該フレーム処理部は、
　前記入力信号を複数に分岐する分岐部と、
　該分岐部で分岐された信号をそれぞれ導入する複数の入力側バッファと、
　該複数の入力側バッファからの信号が出力される経路にそれぞれ接続され、互いに異な
る誤り訂正能力を有する誤り処理モードで誤り処理を行なう複数の誤り処理回路と、
　該複数の誤り処理回路において対応する誤り処理が行なわれた信号が出力される経路に
それぞれ接続された複数の出力側バッファと、
　該制御部からの前記誤り処理モードの指定についての切り換え制御を受けて、該複数の
出力側バッファから出力される信号のいずれか１つを選択的に出力するスイッチと、をそ
なえたことを特徴とする、請求項１又は請求項２記載のフレーム処理装置。
【請求項４】
　該フレーム処理部に入力される入力信号についての信号品質に関連する指標値をモニタ
する信号品質指標値モニタをそなえ、
　該制御部は、該信号品質指標値モニタでのモニタ結果を、前記入力信号についてのビッ
ト誤りの数に関連するモニタ結果として受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、該フレ
ーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御することを特徴とする、請求項
１乃至請求項３のいずれか一項に記載のフレーム処理装置。
【請求項５】
　該フレーム処理部は、
　該第１誤り処理部及び該第２誤り処理部の両方にフレームが入力されるとともに、該第
１誤り処理部により該フレーム処理されたフレームが出力される時点と同じ時点にて、該
第２誤り処理部により該フレーム処理されたフレームが出力されるように構成される、請
求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載のフレーム処理装置。
【請求項６】
　入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、
　該光受信部からの入力信号について、指定された誤り処理モードでフレーム処理を行な
うフレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて
、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそな
え、
　該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定された誤り
処理モードに対応する該誤り処理部により該フレーム処理を行なうように構成され、
　該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定さ
れて、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、
　該制御部は、該フレーム処理部での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット
誤りの数に関連するモニタ結果を、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム
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処理部から受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換
え制御し、
　該制御部は、前記誤り処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビ
ット誤りの数に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正
能力を有する誤り処理モードに、切り換え制御し、
　該複数の誤り処理部は、
　第１の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第１誤り処理部と、
　該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２の誤り処理モードにて該フレー
ム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、
　該フレーム処理部は、
　該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に検出又
は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該制御部が該誤り処理モ
ードの指定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合における
、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了するまで
の時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点よりも後に
、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始することを特徴とする
、光受信装置。
【請求項７】
　光信号を送信する光送信機と、
　光信号を受信する光受信機と、をそなえ、
　該光受信機は、
　入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、
　該光受信部からの入力信号について、指定された誤り処理モードでフレーム処理を行な
うフレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて
、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそな
え、
　該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定された誤り
処理モードに対応する該誤り処理部により該フレーム処理を行なうように構成され、
　該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定さ
れて、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、
　該制御部は、該フレーム処理部での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット
誤りの数に関連するモニタ結果を、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム
処理部から受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換
え制御し、
　該制御部は、前記誤り処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビ
ット誤りの数に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正
能力を有する誤り処理モードに、切り換え制御し、
　該複数の誤り処理部は、
　第１の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第１誤り処理部と、
　該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２の誤り処理モードにて該フレー
ム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、
　該フレーム処理部は、
　該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に検出又
は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該制御部が該誤り処理モ
ードの指定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合における
、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了するまで
の時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点よりも後に
、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始することを特徴とする
、光送受信装置。



(4) JP 5417759 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

【請求項８】
　入来するデータトラフィックについて指定された送信側誤り処理モードで送信側フレー
ム処理を行なう送信側フレーム処理部、および、該送信側フレーム処理部からの出力信号
を光信号に変換して送信する光送信部をそなえた光送信機と、
　該光送信部から送信された光信号を受信する光受信機と、をそなえ、
　該光受信機は、
　入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、
　該光受信部からの入力信号について、指定された受信側誤り処理モードで受信側フレー
ム処理を行なう受信側フレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて
、該受信側フレーム処理部での前記受信側誤り処理モードの指定を切り換え制御するとと
もに、前記受信側誤り処理モードの指定に関する制御情報を該光送信機に出力する受信制
御部と、をそなえ
　該光送信機は、該受信制御部からの前記制御情報に基づいて、該送信側フレーム処理部
における前記送信側フレーム処理の際の送信側誤り処理モードについて、前記指定を切り
換え制御する送信制御部をそなえ、
　該受信側フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定され
た受信側誤り処理モードに対応する該誤り処理部により該受信側フレーム処理を行なうよ
うに構成され、
　該受信側フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の受信側誤り処理モードのいず
れかが指定されて、前記入力信号についての受信側フレーム処理を行なう一方、
　該受信制御部は、該受信側フレーム処理部での前記受信側フレーム処理の際に検出又は
訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果を、前記信号品質に関連するモニタ結果
として該受信側フレーム処理部から受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、前記受信側
誤り処理モードの指定を切り換え制御し、
　該受信制御部は、前記受信側誤り処理モードの指定を、前記複数の受信側誤り処理モー
ドのうちの前記ビット誤りの数に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに
対応する誤り訂正能力を有する受信側誤り処理モードに、切り換え制御し、
　該複数の誤り処理部は、
　第１の受信側誤り処理モードにて該受信側フレーム処理を行なう第１誤り処理部と、
　該第１の受信側誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２の受信側誤り処理モード
にて該受信側フレーム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、
　該受信側フレーム処理部は、
　該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該受信側フレーム処理の際に
検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該受信制御部が該
受信側誤り処理モードの指定を該第１の受信側誤り処理モードに切り換える切り換え制御
を行なった場合における、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り
換え制御が完了するまでの時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入
力された時点よりも後に、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該受信側フレーム処
理を開始することを特徴とする、光伝送システム。
【請求項９】
　入力信号の誤り処理を含むフレーム処理を行なうフレーム処理部の制御方法であって、
　該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、誤り訂正能力の異
なる複数の誤り処理モードのうちの、指定された誤り処理モードに対応する該誤り処理部
により該フレーム処理を行なうように構成され、
　該制御方法は、
　該フレーム処理部での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関
連するモニタ結果を、前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム処
理部から受け、
　前記誤り処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビット誤りの数
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に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正能力を有する
誤り処理モードに、切り換え制御し、
　該複数の誤り処理部は、
　第１の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第１誤り処理部と、
　該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２の誤り処理モードにて該フレー
ム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、
　該制御方法は、
　該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に検出又
は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該誤り処理モードの指定
を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合における、当該フレ
ームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了するまでの時間以上
の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点よりも後に、該第１誤
り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始することを特徴とする、制御方法
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本案件は、フレーム処理装置，光受信装置，光送受信装置，光伝送システムおよびフレ
ーム処理制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　情報通信の高速化、伝送路の長距離化をサポートする技術として、誤り訂正符号を適用
することにより、伝送路を伝送され受信端で受信した信号についてビット誤りを訂正する
誤り訂正処理を行なうことが知られている。信号を受信する受信装置をなす素子性能が受
信信号品質に影響することも、誤り訂正処理の必要性を高めている。近年においては、光
通信により情報伝送の高速化、大容量化が推し進められていることに伴って、受信信号品
質に対する要求も厳格になり、誤り訂正処理の訂正処理能力にも高性能化が求められてい
る。
【０００３】
　そして、このような誤り訂正処理を行なうＬＳＩ（Large Scale Integration）等の回
路モジュールは、その訂正処理能力の高性能化に伴い、より複雑な演算を行なうことが求
められる。このため、誤り訂正処理の回路モジュールは、ゲート規模が増大するとともに
消費電力についても増大する傾向にある。
【特許文献１】特開２００６－３３２９２０号公報
【特許文献２】特開平６－３０２０８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、情報通信システムに適用される伝送路は、その運用中において伝送特性が変
動する要因が存在し、しばしばその変動要因が受信信号品質に影響する。波長多重光信号
を伝送する光伝送路も例外ではない。
　たとえば、温度状態により波長分散特性が変動するため、受信端での受信信号品質にも
影響を与えている。又、波長多重光信号においては、運用波長の配置によっては、一の波
長の光信号が他波長の光信号との間で相互位相変調等の非線形効果の影響を受ける。更に
、光信号を受信する光受信装置が据え置かれる室内の温度の変動も、受信信号品質に影響
をもたらす。
【０００５】
　そこで、本案件の目的の一つは、システム運用中において要求を満たす受信信号品質を
確保しつつ、電力資源の利用につき効率化を図ることにある。
　なお、前記目的に限らず、後述する発明を実施するための最良の形態に示す各構成又は
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作用により導かれる効果であって、従来の技術によっては得られない効果を奏することも
本案件の他の目的として位置づけることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　たとえば、以下の手段を用いる。
　（１）指定された誤り処理モードで入力信号のフレーム処理を行なうフレーム処理部と
、前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、前記受けたモニタ結果に基づい
て、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそ
なえ、該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定された
誤り処理モードに対応する該誤り処理部により該フレーム処理を行なうように構成され、
該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定され
て、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、該制御部は、該フレーム処理部
での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果を
、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム処理部から受け、前記受けたモニ
タ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換え制御し、該制御部は、前記誤り
処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビット誤りの数に関連する
モニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正能力を有する誤り処理モ
ードに、切り換え制御し、該複数の誤り処理部は、第１の誤り処理モードにて該フレーム
処理を行なう第１誤り処理部と、該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２
の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、該フレーム処
理部は、該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に
検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該制御部が該誤り
処理モードの指定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合に
おける、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了す
るまでの時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点より
も後に、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始するフレーム処
理装置を用いることができる。
【０００７】
　（２）入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、該光受信部から
の入力信号について、指定された誤り処理モードでフレーム処理を行なうフレーム処理部
と、前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づい
て、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそ
なえ、該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定された
誤り処理モードに対応する該誤り処理部により該フレーム処理を行なうように構成され、
該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定され
て、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、該制御部は、該フレーム処理部
での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果を
、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム処理部から受け、前記受けたモニ
タ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換え制御し、該制御部は、前記誤り
処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビット誤りの数に関連する
モニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正能力を有する誤り処理モ
ードに、切り換え制御し、該複数の誤り処理部は、第１の誤り処理モードにて該フレーム
処理を行なう第１誤り処理部と、該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２
の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、該フレーム処
理部は、該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に
検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該制御部が該誤り
処理モードの指定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合に
おける、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了す
るまでの時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点より
も後に、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始する光受信装置
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を用いることができる。
【０００８】
　（３）光信号を送信する光送信機と、光信号を受信する光受信機と、をそなえ、該光受
信機は、入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、該光受信部から
の入力信号について、指定された誤り処理モードでフレーム処理を行なうフレーム処理部
と、前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づい
て、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそ
なえ、該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、該指定された
誤り処理モードに対応する該誤り処理部により該フレーム処理を行なうように構成され、
該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定され
て、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、該制御部は、該フレーム処理部
での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果を
、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム処理部から受け、前記受けたモニ
タ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換え制御し、該制御部は、前記誤り
処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビット誤りの数に関連する
モニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正能力を有する誤り処理モ
ードに、切り換え制御し、該複数の誤り処理部は、第１の誤り処理モードにて該フレーム
処理を行なう第１誤り処理部と、該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２
の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、該フレーム処
理部は、該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に
検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該制御部が該誤り
処理モードの指定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合に
おける、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了す
るまでの時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点より
も後に、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始する光送受信装
置を用いることができる。
【０００９】
　（４）入来するデータトラフィックについて指定された送信側誤り処理モードで送信側
フレーム処理を行なう送信側フレーム処理部、および、該送信側フレーム処理部からの出
力信号を光信号に変換して送信する光送信部をそなえた光送信機と、該光送信部から送信
された光信号を受信する光受信機と、をそなえ、該光受信機は、入力される光信号を受信
し電気信号として出力する光受信部と、該光受信部からの入力信号について、指定された
受信側誤り処理モードで受信側フレーム処理を行なう受信側フレーム処理部と、前記入力
信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて、該受信側
フレーム処理部での前記受信側誤り処理モードの指定を切り換え制御するとともに、前記
受信側誤り処理モードの指定に関する制御情報を該光送信機に出力する受信制御部と、を
そなえ、該光送信機は、該受信制御部からの前記制御情報に基づいて、該送信側フレーム
処理部における前記送信側フレーム処理の際の送信側誤り処理モードについて、前記指定
を切り換え制御する送信制御部をそなえ、該受信側フレーム処理部は、消費電力の異なる
複数の誤り処理部を構成し、該指定された受信側誤り処理モードに対応する該誤り処理部
により該受信側フレーム処理を行なうように構成され、該受信側フレーム処理部は、誤り
訂正能力の異なる複数の受信側誤り処理モードのいずれかが指定されて、前記入力信号に
ついての受信側フレーム処理を行なう一方、該受信制御部は、該受信側フレーム処理部で
の前記受信側フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結
果を、前記信号品質に関連するモニタ結果として該受信側フレーム処理部から受け、前記
受けたモニタ結果に基づいて、前記受信側誤り処理モードの指定を切り換え制御し、該受
信制御部は、前記受信側誤り処理モードの指定を、前記複数の受信側誤り処理モードのう
ちの前記ビット誤りの数に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応す
る誤り訂正能力を有する受信側誤り処理モードに、切り換え制御し、該複数の誤り処理部
は、第１の受信側誤り処理モードにて該受信側フレーム処理を行なう第１誤り処理部と、
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該第１の受信側誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第２の受信側誤り処理モードに
て該受信側フレーム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、該受信側フレーム処理部は
、該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該受信側フレーム処理の際に
検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該受信制御部が該
受信側誤り処理モードの指定を該第１の受信側誤り処理モードに切り換える切り換え制御
を行なった場合における、当該フレームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り
換え制御が完了するまでの時間以上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入
力された時点よりも後に、該第１誤り処理部が当該フレームに対する該受信側フレーム処
理を開始する光伝送システムを用いることができる。
【００１０】
　（５）入力信号の誤り処理を含むフレーム処理を行なうフレーム処理部の制御方法であ
って、該フレーム処理部は、消費電力の異なる複数の誤り処理部を構成し、誤り訂正能力
の異なる複数の誤り処理モードのうちの、指定された誤り処理モードに対応する該誤り処
理部により該フレーム処理を行なうように構成され、該制御方法は、該フレーム処理部で
の前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果を、
前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム処理部から受け、前記誤
り処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビット誤りの数に関連す
るモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正能力を有する誤り処理
モードに、切り換え制御し、該複数の誤り処理部は、第１の誤り処理モードにて該フレー
ム処理を行なう第１誤り処理部と、該第１の誤り処理モードよりも誤り訂正能力が低い第
２の誤り処理モードにて該フレーム処理を行なう第２誤り処理部と、を含み、該制御方法
は、該第２誤り処理部にて、処理対象となるフレームに対する該フレーム処理の際に検出
又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、該誤り処理モードの指
定を該第１の誤り処理モードに切り換える切り換え制御を行なった場合における、当該フ
レームが該第２誤り処理部に入力されてから、当該切り換え制御が完了するまでの時間以
上の時間だけ、任意のフレームが該第２誤り処理部に入力された時点よりも後に、該第１
誤り処理部が当該フレームに対する該フレーム処理を開始する制御方法を用いることがで
きる。
【発明の効果】
【００１１】
　開示の技術によれば、システム運用中において要求を満たす受信信号品質を確保しつつ
、電力資源の利用につき効率化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して実施の形態を説明する。但し、以下に説明する実施形態は、あく
までも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図は無い。即
ち、本実施形態は、その趣旨に逸脱しない範囲において種々変形して実施することができ
る。
　〔Ａ〕第１実施形態の説明
　図１は第１実施形態における光受信装置１０を示す図である。この図１に示す光受信装
置１０は、例えば図２に示すような光伝送システム１における光送受信装置８Ａ，８Ｂを
なす光受信機５に適用できる。ここで、図２に示す光伝送システム１においては、伝送路
ファイバ２ａ及び光中継増幅器２ｂが相互に接続されるとともに、光分岐挿入又は波長ク
ロスコネクトを行なう光伝送装置３が伝送路ファイバ２ａ上に介装される。
【００１３】
　光送受信機８Ａ，８Ｂはそれぞれ光送信機４および光受信機５をそなえ、光伝送装置３
に接続されて、上述の光伝送装置３，伝送路ファイバ２ａ及び光中継増幅器２ｂを介して
、光信号を双方向で送信、受信する。以下においては、特に光送受信装置８Ａの光送信機
４から光送受信装置８Ｂの光受信機５への光信号の伝送に着目するが、反対方向の光信号
伝送についても同様の説明が可能である。
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【００１４】
　なお、光送信機４から送信される光信号は、波長多重をなす１チャンネルの割り当て光
波長λｉを有し、例えば他チャンネルの光信号とともに波長多重器６で波長多重されて、
光伝送装置３を通じて伝送路ファイバ２ａを伝送される。又、例えば波長分離器７に光伝
送装置３から波長多重光信号が入力されると、この波長分離器７でチャンネル毎の光信号
に分離される。図２中の光受信機５は、割り当て光波長λｉの光信号を受信する。これに
より、光送信機４からの光信号を光受信機５で受信することができる。
【００１５】
　ここで、光送信機４は、送信側フレーム処理装置４ａおよび光送信器４ｂをそなえる。
送信側フレーム処理装置４ａは、送信用データストリームについて誤り訂正符号で符号化
する等の送信側フレーム処理を行なう。又、光送信器４ｂは、送信側フレーム処理装置４
ａでの送信側フレーム処理において符号化された信号について光信号に変換し、変換後の
光信号を光受信機５に宛てて送信する。
【００１６】
　一方、光受信機５は、光受信器５ａおよび受信側フレーム処理装置５ｂをそなえる。光
受信器５ａは、光送信機４からの光信号λｉを受信し電気信号に変換して出力する。又、
受信側フレーム処理装置５ｂは、光受信器５ａからの受信電気信号について、フレーム同
期処理やフレーム内処理としての誤り訂正処理等を含む受信側フレーム処理を行なう。こ
の受信側フレーム処理装置５ｂでの誤り訂正処理により、光信号の伝送過程において生じ
たビット誤りが訂正される。
【００１７】
　第１実施形態における光受信装置１０は上述した図２に示す光受信機５に適用可能であ
って、光受信器１１，フレーム処理部１２および制御部１３をそなえている。光受信器１
１は、図２に示す光受信器５ａに相当し、入力される光信号を受信し電気信号として出力
する光受信部の一例である。更に、フレーム処理部１２およびフレーム処理部１２を制御
する制御部１３は図２に示す受信側フレーム処理装置５ｂに相当し、これらが協働して、
入力信号に対するフレーム処理を、指定された誤り処理モードにより実現している。
【００１８】
　また、フレーム処理部（受信側フレーム処理部）１２は、制御部１３と協働して図２に
示す受信側フレーム処理装置５ｂに対応し、光受信器１１からの受信電気信号について受
信側フレーム処理を行なう。このフレーム処理部１２としては、供給されるクロック信号
に同期して信号処理を行なう同期回路モジュールとすることができる。
　ここで、第１実施形態の光受信機１０におけるフレーム処理部１２は、以下の制御部１
３からの制御を受けて、指定された誤り処理モードで、光受信器１１からの入力信号であ
る受信電気信号のフレーム処理を行なう。具体的には、フレーム処理部１２においては、
フレーム処理の際の動作モードとして、制御部１３からの制御を通じて、誤り訂正能力の
異なる複数の誤り処理モードのいずれかで誤り処理を含むフレーム処理を行なう。誤り処
理は、誤り訂正自体は行なわずに誤り検出を行なう処理と、誤り検出とともに誤り訂正を
行なう処理と、を含む。
【００１９】
　また、フレーム処理部１２では、上述のフレーム処理の際に検出又は誤り訂正したビッ
ト誤り数に関する情報を制御部１３に出力している。制御部１３は、フレーム処理部１２
に入力される入力信号についての信号品質に関連するモニタ結果を受け、受けたモニタ結
果に基づいて、フレーム処理部１２での誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部
の一例である。
【００２０】
　すなわち、制御部１３は、信号品質に関連するモニタ結果として、フレーム処理部１２
でのフレーム処理の際に検出又は訂正されるビット誤りの数に関連するモニタ結果を当該
フレーム処理部１２から受け、このビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、フ
レーム処理部１２での誤り処理モードの指定を切り換え制御する。
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　誤り処理モードの指定としては、複数の誤り処理モードのうちのいずれか一つを指定す
ることができる。そして、指定可能な複数の誤り処理モードには、誤り訂正能力の異なっ
た誤り訂正処理を行なう複数の処理モードを含めることができ、更に、誤り訂正を行なわ
ずに誤り検出のみを行なう処理モードを含めることもできる。
【００２１】
　一例として、第１実施形態におけるフレーム処理部１２においては、上述したビット誤
りの数に関連するモニタ結果としてビット誤りの数を制御部１３に供給する。この他、ビ
ット誤りの数に関連するモニタ結果としては、ビット誤り率、符号誤り率、Ｑ値、単位時
間当たりの平均ビット誤り数、単位時間当たりの平均ビット誤り率、単位時間当たりの平
均符号誤り率などを制御部１３に供給するようにしてもよい。
【００２２】
　このようにしても、制御部１３は、上述のごときビット誤りに関連するモニタ結果を受
け、受けたモニタ結果に基づいて、フレーム処理部１２での誤り処理モードの指定を切り
換え制御することができる。
　なお、第１実施形態における制御部１３では、フレーム処理部１２から入力されるビッ
ト誤りの数から、単位測定時間での誤り発生率を導出する。又、誤り発生率を導出するた
めの単位測定時間については、例えば受信信号特性の変動に結びつく要因である、伝送路
光ファイバ（図２の符号２ａ参照）の温度変動を捕捉できるような測定時間とすることが
できる。制御部１３においては、このように導出した誤り発生率に基づいて、複数の誤り
処理モードのうちのいずれかを指定制御することができる。
【００２３】
　図３は制御部１３における誤り処理モードの指定切り換え制御の一例を説明するフロー
チャートである。制御部１３ではフレーム処理部１２を制御し、デフォルトの誤り処理モ
ード（誤り訂正方式）を指定する（ステップＡ１）。フレーム処理部１２は、デフォルト
の誤り処理モードとしては、複数種類の誤り処理モードのうちで最も強力な（誤り訂正能
力の最も高い）誤り訂正処理を行なう処理モードとすることができる。
【００２４】
　制御部１３では、選択している誤り処理モードについて受信信号品質を要求されるレベ
ルに保つことが可能な誤り率の範囲の情報（即ち上限誤り率ＢＥＲ＿ＵＢ及び下限誤り率
ＢＥＲ＿ＬＢの値）を図示しない配下の記憶部等から取得する（ステップＡ２）。ここで
、上限誤り率ＢＥＲ＿ＵＢは、例えば、要求する受信信号品質を確保するため誤り訂正能
力をより高いものに切り換えることが必要となる閾値に対応づけられ、下限誤り率ＢＥＲ
＿ＬＢは、例えば、誤り訂正能力をより低いものに切り換えても要求される受信信号品質
を確保できる閾値に対応づけられる。
【００２５】
　なお、制御部１３では、上述したように、図示しない配下の記憶部等を用いて、訂正能
力に応じた複数種類の誤り処理モードごとに上限誤り率ＢＥＲ＿ＵＢ及び下限誤り率ＢＥ
Ｒ＿ＬＢの値を管理しておく。図４は、３種類の誤り処理モード（誤り訂正方式）に応じ
た上限誤り率ＢＥＲ＿ＵＢ及び下限誤り率ＢＥＲ＿ＬＢの値の一例である。尚、図４中、
処理モードの「訂正なし」、「訂正方式１」、「訂正方式２」の順に従って、訂正能力が
高められるようになっている。
【００２６】
　図３に示すように、フレーム処理部１２では上述のごとくデフォルトで指定された誤り
処理モードに基づいて当該誤り訂正処理を含むフレーム処理に入る。このとき、制御部１
３では、累積誤り数の値が初期化された上で（Ｂ＿total＝０）、誤り率観測ループに入
る（ステップＡ３，Ａ４）。
　すなわち、制御部１３では、フレーム処理部１２でのフレーム処理の際に検出又は誤り
訂正された単位測定時間あたりのビット誤り数Ｂｉに関する情報を当該フレーム処理部１
２から取得する（ステップＡ５）。制御部１３では、フレーム処理部１２から受けたビッ
ト誤り数Ｂｉを用いて上述の単位測定時間での誤り発生率（瞬時誤り率）ＢＥＲｉを導出
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する（ステップＡ６）。
【００２７】
　制御部１３では、このように導出された誤り発生率ＢＥＲｉが、上限誤り率ＢＥＲ＿Ｕ
Ｂよりも大きい場合には、一段階高い訂正能力を有する誤り処理モードに指定を切り換え
る（ステップＡ７のＹＥＳルートからステップＡ８）。又、ＢＥＲｉが上限誤り率ＢＥＲ
＿ＵＢ以下である場合には、当該時点までの累積誤り数Ｂ＿totalを、取得したＢｉを加
算して更新する（Ｂ＿total＝Ｂ＿total+Ｂｉ、ステップＡ７のＮＯルートからステップ
Ａ９）。そして、更新された累積誤り数Ｂ＿totalの値から当該時点までの累積誤り率Ｂ
ＥＲ＿totalを算出する（ステップＡ１０）。
【００２８】
　つぎに、このように算出される累積誤り率ＢＥＲ_totalについて、下限誤り率ＢＥＲ＿
ＬＢとの大小を比較する（ステップＡ１１）。ここで、累積誤り率ＢＥＲ＿totalが下限
誤り率ＢＥＲ＿ＬＢ以上である場合には、誤り処理モードはそのままにフレーム処理部１
２からの誤り数を受ける処理に戻る（ステップＡ１１のＮＯルートからステップＡ１３，
Ａ５）。
【００２９】
　一方、累積誤り率ＢＥＲ＿totalが下限誤り率ＢＥＲ＿ＬＢよりも小さい場合には、一
段階訂正能力の低い誤り処理モードに指定を切り換える（ステップＡ１１のＹＥＳルート
からステップＡ１２）。即ち、誤り訂正能力が低くなる別の誤り処理モードに指定を切り
換えたとしても、十分に要求される受信信号品質が得られる場合には、誤り処理モードを
訂正処理能力の低いものに切り換える。訂正処理能力が低い動作モードの場合は、訂正処
理能力の高い動作モードの場合よりも、演算処理負荷が軽くなる傾向があることから、回
路モジュールにおいて使用されるゲート数を少なくさせて、消費電力を抑制させることに
結びつけられる。
【００３０】
　なお、上述のごとく誤り処理モードを高いものか又は低いものに変更した場合には（ス
テップＡ８，Ａ１２）、変更された誤り処理モードに該当する誤り率の範囲の情報（即ち
上限誤り率ＢＥＲ＿ＵＢ及び下限誤り率ＢＥＲ＿ＬＢの値）を同様に取得する（ステップ
Ａ２）。以降、制御部１３では同様の誤り率の観測を継続して行なうことができる。
　このように、比較的低いものから比較的高い訂正能力を有する誤り処理モードに切り換
える場合には、伝送路状況の変動による受信信号品質の影響を排除するため、導出された
誤り率に対する処理モードの切り換え応答は比較的高速である。これに対し、比較的高い
ものから比較的低い訂正能力を有する誤り処理モードに切り換える場合には、安定的な回
路動作とともに受信信号品質を維持する観点からは導出された誤り率に対する処理モード
の切り換え応答は比較的低速としてもよい。
【００３１】
　また、一例として、フレーム処理部１２において第１又は第２の誤り処理モードの２種
類のうちのいずれかでフレーム処理を行なう場合を考える。ここで、第１の誤り処理モー
ドとしては、光送信機４の送信側フレーム処理装置４ａにおいて用いられる特定の誤り訂
正符号に基づく誤り訂正処理を行なうモードとすることができる。又、第２の誤り処理モ
ードとしては、誤り検出のみ行ない誤り訂正処理は行なわないモード（誤り訂正処理をデ
ィセーブルとするモード）とすることができる。
【００３２】
　この場合においては、デフォルトにおいて第１の誤り処理モードでフレーム処理を行な
う。制御部１３では、第１の誤り処理モードでフレーム処理を行なっているときに受けた
誤り数から単位測定時間での誤り率（ＢＥＲｉ）を導出する。導出された誤り率から得ら
れる累積ＢＥＲｉが、第２の誤り処理モードに指定を切り換えても、要求する受信信号品
質が得られる程度に良好な受信信号品質に相当する値である場合には、フレーム処理部１
２での動作モードを第２の誤り処理モードに切り換える。
【００３３】



(12) JP 5417759 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

　これにより、フレーム処理部１２においては、入力信号についてのフレーム処理が、第
１の誤り処理モードから第２の誤り処理モードに切り換えられる。尚、光送信機４（図２
参照）側において、ブロック符号を用いて誤り訂正符号化を行なっている場合には、第２
の誤り処理モードにおいては、上述の符号化に伴う冗長ビットに対する演算を単にスキッ
プすることとしてもよい。即ち、誤り訂正のための冗長ビット（オーバヘッド）に対する
演算を行なわずにペイロードをそのまま出力するようにしてもよい。これにより、良好な
信号品質が得られる光伝送路の状況の場合において、消費電力の増大を抑制させることが
できるようになる。
【００３４】
　なお、制御部１３においては、単位測定時間で測定された誤り率ＢＥＲｉの推移から、
誤り率の変動動向を導出するようにしてもよい。このようにすれば、誤り率が上昇する傾
向にある場合においては低い誤り訂正能力を有する動作モードから高い誤り訂正能力を有
する動作モードに迅速に切り換えることが可能である。
　また、フレーム処理部１２で検出すべき誤り数については、送信側における誤り訂正符
号化処理に基づく情報を用いて検出しても良いし、他の方式を用いて検出しても良い。例
えばSynchronous Digital Hiererchy；ＳＤＨ、Synchronous Optical Network；ＳＯＮＥ
Ｔ、Optical Transport Network；ＯＴＮ等のプロトコルで規定されているパリティチェ
ック方式を用いてビット誤り数を検出することとしてもよい。
【００３５】
　このように、第１実施形態によれば、システム運用中において、受信信号の誤り率（信
号品質）に応じて誤り処理モードを切り換えることができ、要求を満たす受信信号品質を
確保しつつ、電力資源の利用につき効率化を図ることが可能になる。
　〔Ｂ〕第２実施形態
　図５は第２実施形態における光受信装置２０である。この図５に示す光受信装置２０に
ついても、前述の図２に示すような光伝送システム１における光受信機５に適用できる。
ここで、光受信装置２０は、前述の第１実施形態（図１参照）の場合と同様の光受信器１
１及び制御部１３をそなえるとともに、フレーム処理部２２をそなえている。第２実施形
態のフレーム処理装置（図２の符号５ｂ参照）は、制御部１３およびフレーム処理部２２
をそなえている。
【００３６】
　また、フレーム処理部２２は、前述の第１実施形態におけるフレーム処理部１２の一態
様に相当し、フレーム同期処理や、制御部１３による動作モードの設定に基づく誤り訂正
処理等のフレーム内処理を含む受信側フレーム処理を行なう。尚、図５中においては、フ
レーム処理の一部の要素として、分岐部２２ａ，第１バッファ２２ｂ，第１誤り処理部２
２ｃ，第２誤り処理部２２ｄ，第２バッファ２２ｅおよびスイッチ２２ｆについて図示し
ている。
【００３７】
　分岐部２２ａは、光受信器１１からの入力信号（受信電気信号）を２つに分岐する。光
受信器１１からの入力信号がパラレル信号である場合は、分岐部２２ａにおいては各パラ
レル信号系列を２分岐するようになっている。
　また、第１バッファ２２ｂは、分岐部２２ａと第１誤り処理部２２ｃとの間に介装され
て、分岐部２２ａで分岐された一方の信号を後述する第１保持時間保持して第１誤り処理
部２２ｃに出力する。換言すれば、第１バッファ２２ｂは、分岐部２２ａで分岐された一
方の信号について導入する入力側バッファである。
【００３８】
　第１誤り処理部２２ｃは、第１バッファ２２ｂからの信号が出力される経路に接続され
、後述の第２誤り処理部２２ｄとは異なる誤り訂正能力を有する誤り処理モードで誤り処
理を行なう。ここでは、第１誤り処理部２２ｃは、分岐部２２ａで分岐された一方の信号
についてビット誤りの検出とともに誤り訂正処理を行なう誤り訂正回路（誤り訂正部）で
ある。
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【００３９】
　さらに、第２誤り処理部２２ｄは、分岐部２２ａで分岐された他方の信号についてビッ
ト誤りを検出する誤り検出回路である。尚、第２誤り処理部２２ｄにおいては、入力され
る信号についてのビット誤りは検出するが、検出されるビット誤りは訂正されずに信号が
出力されるようになっている。第２誤り処理部２２ｄは、第１誤り処理部２２ｃと同一の
誤り処理モードで動作してもよいが、可能な場合は誤り訂正能力が最も低い誤り処理モー
ドで誤り処理を行なってもよい。そうすることにより、さらに消費電力を低減できる可能
性がある。
【００４０】
　また、第２バッファ２２ｅは、第２誤り処理部２２ｄと後段のスイッチ２２ｆとの間に
そなえられ、第２誤り処理部２２ｄからの信号、即ち誤り訂正が施されていない分岐信号
を入力されて、後述する第２保持時間保持してスイッチ２２ｆに出力する。スイッチ２２
ｆは、第１誤り処理部２２ｃから出力される（誤り訂正された）信号と、第２バッファ２
２ｅからの（誤りが未訂正の）信号と、のいずれか一方を選択的に出力する。
【００４１】
　制御部１３は、第１，第２誤り処理部２２ｃ，２２ｄに対するイネーブル／ディセーブ
ルとともに、スイッチ２２ｆで出力する信号方路を制御する。即ち、第１又は第２誤り処
理部２２ｃ，２２ｄのうちのイネーブル状態の誤り処理部で検出又は誤り訂正処理を行な
ったビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づき、第１，第２誤り処理部２２ｃ，２２
ｄのうちのいずれか一方をイネーブルとする制御を行なう一方、他方をディセーブルとす
る制御を行なう。更には、スイッチ２２ｆで出力する信号を上述のイネーブルと制御され
た側からの信号とする切り換え制御を行なう。
【００４２】
　たとえば、第１誤り処理部２２ｃがイネーブル制御、第２誤り処理部２２ｄがディセー
ブル制御されている場合においては、制御部１３からの制御を受けるスイッチ２２ｆでは
、第１誤り処理部２２ｃにて誤り訂正が行なわれた信号を出力する。このとき、制御部１
３においては、イネーブルとしている第１誤り処理部２２ｃにおいて検出又は誤り訂正し
たビット誤り数に関する情報を第１誤り処理部２２ｃから受ける。
【００４３】
　制御部１３では、第１実施形態の場合と同様に、受けたビット誤りに関する情報から誤
り率（誤り発生率）を導出（算出）する。そして、導出した誤り率が、誤り訂正を行なわ
ずとも要求する受信信号品質を確保できる程度の誤り率である場合には、誤り処理モード
の指定を第２の誤り処理モードに切り替え制御する。
　すなわち、イネーブルとしている第１誤り処理部２２ｃをディセーブルに切り換える一
方、ディセーブルとしている第２誤り処理部２２ｄをイネーブルに切り換える制御を行な
う。誤り訂正処理を行なう第１誤り処理部２２ｃよりも、誤り訂正処理を行なわない第２
誤り処理部２２ｄは消費電力が少ない。このため、伝送路特性等が良好で誤り訂正が不要
な状況においては第２誤り処理部２２ｄによる誤り処理を行なうことで電力資源を効率的
に利用する。
【００４４】
　一方、導出した誤り率が、要求する受信信号品質の確保のためには誤り訂正処理が必要
な程度のものである場合には、誤り処理モードの指定を第１の誤り処理モードに切り換え
制御する。即ち、第１誤り処理部２２ｃをイネーブルとしていた場合には当該イネーブル
状態を継続するとともに、第２誤り処理部２２ｄについてはディセーブルに切り換える制
御を行なう。
【００４５】
　一方、伝送路特性の状況の変動によって、誤り訂正を不要としていた受信信号が誤り訂
正を要するようになることも考えられる。この場合においては、制御部１３による切り替
え制御に基づいて、ディセーブルとしていた第１誤り処理部２２ｃをイネーブルとし、イ
ネーブルとしていた第２誤り処理部２２ｄをディセーブルに切り換える制御を行なう。
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　なお、上述の第１又は第２誤り処理部２２ｃ，２２ｄに対するディセーブルの制御とし
ては、例えば該当の第１又は第２誤り処理部２２ｃ，２２ｄに供給するクロック信号を停
止したり、電源供給を停止したりすることで、回路機能の全部又は一部について停止制御
を行なう態様とすることができる。
【００４６】
　なお、第１バッファ２２ｂで保持する第１保持時間は、第２誤り処理部２２ｄに信号が
入力されてからビット誤りが検出されて、制御部１３からのイネーブル／ディセーブルの
制御が及ぶまでの時間とすることができる。即ち、イネーブル制御下の第２誤り処理部２
２ｄで誤り検出を行なったフレーム信号に相当する信号が第１バッファ２２ｂで保持され
て、第１誤り処理部２２ｃがイネーブルに切り替わった後で入力されるようにする。これ
により、フレーム処理部２２の出力信号としての瞬断を防止することができる。
【００４７】
　また、第２バッファ２２ｅで保持する第２保持時間は、分岐部２２ａで２分岐された信
号がスイッチ２２ｆに到達するまでの時間が実質的に同等となるような遅延時間が設定さ
れる。従って、第１誤り処理部２２ｃおよび第２誤り処理部２２ｄ間に処理時間差がある
場合には、第２保持時間は、第１バッファ２２ｂでの第１保持時間とは異なることになる
。
【００４８】
　図６は第２実施形態における光受信装置２０をなすフレーム処理部２２での処理の一例
の説明図である。この図６においては、分岐部２２ａにおいては入力されるＦＥＣフレー
ム（♯１～♯４，．．．）を第１バッファ２２ｂおよび第２誤り処理部２２ｄに出力して
いる。
　ＦＥＣフレーム♯１，♯２に関しては、イネーブル状態の誤り処理部（ここでは第２誤
り処理部２２ｄ）から受けた誤り率が、誤り訂正処理を省略しても要求される受信信号品
質を満たす程度である。この場合には、制御部１３においては第２誤り処理部２２ｄ及び
スイッチ２２ｆを制御することで、第２誤り処理部２２ｄからのＦＥＣフレーム♯１，♯
２を第２バッファ２２ｅおよびスイッチ２２ｆを介して出力する制御を行なう。このとき
、ディセーブル状態の第１誤り処理部２２ｃにおいては、第１バッファ２２ｂを介して入
力されるＦＥＣフレーム♯１，♯２については廃却する。
【００４９】
　ＦＥＣフレーム♯３が第２誤り処理部２２ｄに入力されたときにおいても、イネーブル
状態の第２誤り処理部２２ｄで検出されるＦＥＣフレーム♯３の誤り数が制御部１３に出
力される。制御部１３においては、ＦＥＣフレーム♯３について検出される誤り数から導
出される誤り率が、誤り訂正処理を必要とする程度であるため、誤り処理部２２ｃ，２２
ｄのイネーブル／ディセーブルおよびスイッチ２２ｆの選択を切り換え制御している。
【００５０】
　これにより、検出される誤り数（誤り率）が増大（図６のＡ参照）したことに基づいて
、制御部１３からの上述の切り換え制御を受けた第１誤り処理部２２ｃでは、動作状態を
イネーブルに切り換える（図６のＢ参照）。更に、制御部１３からの切り換え制御を受け
たスイッチ２２ｆについては、ＦＥＣフレーム♯３についての選択出力タイミングにおい
て第１誤り処理部２２ｃ側から誤り訂正処理を受けた信号を選択出力している（図６のＣ
参照）。尚、このとき、ディセーブル状態の第２誤り処理部２２ｃでは、制御部１３から
のディセーブル制御に基づき、分岐部２２ａから入力されるＦＥＣフレーム♯３について
は廃却する。
【００５１】
　ＦＥＣフレーム♯４においても、上述のＦＥＣフレーム♯３と同様に、イネーブル状態
の第１誤り処理部２２ｃ側から誤り訂正処理を受けた信号がスイッチ２２ｆから選択出力
される。
　上述のごとくＦＥＣフレームについて検出又は訂正される誤り数に基づいて誤り処理部
２２ｃ，２２ｄの誤り処理モードを切り換えている。この切り替えの際においては、検出
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した誤り数に由来する当該ＦＥＣフレームについて、切り換え後の誤り処理モードで誤り
訂正処理された信号を出力することができる。即ち、誤り率が劣化した場合においては、
当該劣化したＦＥＣフレームについても、誤り訂正処理がなされない第２誤り処理部２２
ｄからではなく、誤り訂正処理がなされる第１誤り処理部２２ｃの出力を瞬断なくスイッ
チ２２ｆから出力できる。
【００５２】
　このように、第２実施形態においても、システム運用中において、受信信号の誤り率（
信号品質）に応じて誤り処理モードを切り換えることができ、要求を満たす受信信号品質
を確保しつつ、電力資源の利用につき効率化を図ることが可能になる。
　〔Ｃ〕第３実施形態
　図７は第３実施形態における光伝送システム３０を示す図である。図７に示す光伝送シ
ステム３０においても、図２に示すものと同様の伝送路ファイバおよび光増幅中継器等を
そなえる光伝送路３２を介して光送信機３１および光受信機３３が接続される。又、光送
信機３１および光受信機３３間は、制御信号をやり取りするための制御信号伝達経路４３
を介しても接続される。尚、図７中の光伝送路３２においては、一のチャンネルに相当す
る波長λｉの光信号の伝送に着目しており、図７中においては図２に示す波長多重器６お
よび波長分離器７等については図示を省略している。
【００５３】
　光送信機３１は、送信側フレーム処理部３４，光送信器３５および送信機制御部３６を
そなえている。送信側フレーム処理部３４は、送信機制御部３６からの制御を受けて複数
のうちのいずれかの方式（符号化処理モード）で行なわれる符号化処理を含む送信側フレ
ーム処理を行なう。光送信器３５は、前述の図２に示すもの（符号４ｂ参照）と基本的に
同様である。
【００５４】
　送信機制御部３６は、光受信機３３からの制御信号を、制御信号伝達経路４３を通じて
受ける。そして、この制御信号中に含まれる情報、具体的には、光受信機３３側での誤り
訂正処理の選択結果に関する情報に基づいて、送信側フレーム処理部３４にて行なう符号
化処理方式について制御する。
　また、光受信機３３は、光受信器３７，受信側フレーム処理部３８および受信機制御部
３９をそなえている。光受信器３７は、前述の図２に示すもの（符号５ａ参照）と基本的
に同様である。尚、第３実施形態のフレーム処理装置（図２の符号５ｂ参照）は、受信機
制御部３９および受信側フレーム処理部３８をそなえている。
【００５５】
　ここで、受信側フレーム処理部３８は、前述の第１，第２実施形態の場合と同様に、光
受信器３７で受信された受信電気信号について、フレーム同期処理とともに、複数の方式
のうちで指定された方式（誤り処理モード）による誤り処理等のフレーム内処理を含む受
信側フレーム処理を行なう。第３実施形態においても、指定可能な誤り処理モードには、
誤り訂正処理自体を省略する処理モードを含めることができる。
【００５６】
　受信機制御部３９は、受信側フレーム処理部３８における誤り処理により検出又は誤り
訂正された誤り数に関する情報を受け、受信側フレーム処理部３８での誤り処理の方式の
指定を制御する。具体的には、受信側フレーム処理部３８をなす各誤り処理モードで誤り
処理を行なう回路（後述する図１０，図１２における符号３８ｃ－ｉ，３８ｉ，３８ｎ参
照）の全部又は一部についての動作を制御（例えばイネーブル／ディセーブル制御）する
。
【００５７】
　さらには、受信機制御部３９においては、制御信号伝達経路４３を介して制御信号を送
信機制御部３６に伝達する。この制御信号には、上述のごとく制御される誤り処理の方式
に関する情報が含まれる。換言すれば、光受信機３３で行なう誤り処理の方式に関する情
報は、受信機制御部３９から制御信号伝達経路４３を介し送信機制御部３６に対して伝達
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されるようになっている。
【００５８】
　上述のごとき光伝送システム３０においては、光送信機３１をなす送信側フレーム処理
部３４において符号化処理が行なわれ、光送信器３５から光信号が光伝送路３２を介して
光受信機３３に伝送される。そして、光受信機３３の受信機制御部３９では、受信側フレ
ーム処理部３８で検出又は訂正される誤り数に基づき（即ち誤り数から導出される誤り率
に基づき）必要な誤り処理モードの指定の切り換え情報を、制御信号伝達経路４３を介し
て送信機制御部３６に伝達する。誤り処理モードの指定の切り換え情報を受けた送信機制
御部３６では、送信データストリームについての符号化処理を、該当の符号化方式に切り
換える。光受信機３３ではこのように光送信機３１での符号化方式の切り換えを伝達する
とともに自身で適用する誤り処理モードを切り換える。
【００５９】
　図８は国際電気通信連合電気通信標準化部門（ＩＴＵ－Ｔ）における勧告G.975.1 Appe
ndixに記載された、符号化方式に応じた入力信号のＳＮＲに対する出力ＢＥＲを示す図で
ある。ここで、Ａは符号化なしとした場合、Ｂは符号化方式ＲＳ（２５５，２３９）とし
た場合、Ｃは符号化方式ＲＳ（２７２０，２５５０）とした場合である。
　光送信機３１における符号化方式（及び対応する誤り処理モード）の割り当て例として
は、この図８に示すように、導出される誤り率に対応付けられる信号雑音比（ＳＮＲ）の
範囲に応じて、３種類の符号化方式を割り当てることができる。この図８に例示するよう
に、導出される誤り率に対応付けられる信号雑音比が、最も良好な信号品質を示す第１範
囲Ｒ１に収まる場合には、符号化処理をディセーブルとする方式を採用する。又、第１範
囲Ｒ１に次いで信号品質が良好な第２範囲Ｒ２に収まる場合には、符号化方式「ＲＳ（２
５５，２３９）」を採用する。更に、第２範囲Ｒ２に次いで良好な第３範囲Ｒ３に収まる
場合においては、符号化方式「ＲＳ（２７２０，２５５０）」を採用する。
【００６０】
　図９および図１０はそれぞれ、光送信機３１の送信側フレーム処理部３４および光受信
機３３の受信側フレーム処理部３８の一例である。図９に示す送信側フレーム処理部３４
は、分岐部３４ａ，入力側バッファ３４ｂ－ｉ（ｉ：１～Ｎ、Ｎは２以上の整数），符号
化回路３４ｃ－ｉ，出力側バッファ３４ｄ－ｉ，スイッチ３４ｅ，動作源供給回路３４ｆ
及び送信側フレーム処理制御部３４ｇをそなえている。
【００６１】
　図９に示す送信側フレーム処理部３４において、分岐部３４ａは、入力される送信用デ
ータストリームについて複数（ここではＮ個）に分岐する。入力側バッファ３４ｂ－ｉは
、分岐部３４ａで分岐された送信用データストリームの信号をそれぞれ導入して一旦保持
する。更に、Ｎ個の符号化回路３４ｃ－ｉのそれぞれは、一つの入力側バッファ３４ｂ－
ｉからの信号を入力されるとともに、入力された信号について、互いに異なる誤り訂正処
理能力を有する誤り訂正処理方式に対応する符号化方式で符号化処理を行なう。符号化回
路３４ｃ－ｉで符号化処理が行なわれた信号は、対応する出力側バッファ３４ｄ－ｉに出
力される。
【００６２】
　なお、符号化回路３４ｃ－ｉでの符号化方式の一つに、符号化処理自体を行なわない方
式（符号化処理をディセーブルとする方式）を含めることが可能である。この符号化処理
自体を行なわない方式は誤り訂正処理能力が最も低い誤り訂正処理方式に対応する符号化
方式ととらえることができる。
　また、出力側バッファ３４ｄ－ｉは、符号化回路３４ｃ－ｉからの信号について保持し
て、他の各符号化回路出力と出力タイミングを同じくしてスイッチ３４ｅに出力される。
換言すれば、各出力側バッファ３４ｄ－ｉでの信号保持時間は、他の各符号化回路出力と
実質的に同等のタイミングで出力されるように調整される。
【００６３】
　スイッチ３４ｅは、送信側フレーム処理制御部３４ｇからの選択制御信号を受けて、Ｎ
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個の出力側バッファ３４ｄ－ｉからの信号のいずれか一の信号について出力する。更に、
動作源供給回路３４ｆについては、送信側フレーム処理制御部３４ｇからの供給制御信号
を受けて、各符号化回路３４ｃ－ｉに対して、電源又はクロック信号等の動作源を供給す
る。
【００６４】
　送信側フレーム処理制御部３４ｇは、送信機制御部３６からの誤り訂正選択結果に関す
る情報を受け取る。そして、受け取った情報に基づいて、スイッチ３４ｅにおける信号の
選択出力を選択制御信号により制御するとともに、動作源供給回路３４ｆから各符号化回
路３４ｃ－ｉに対する動作源の供給を供給制御信号により制御する。
　具体的には、動作源供給回路３４ｆに対する制御により、受け取った誤り訂正選択結果
に対応する符号化方式（符号化処理モード）にかかる符号化回路に対して動作源を供給す
る。一方、他の符号化回路に対しては動作源の供給を停止させる。更には、スイッチ３４
ｅに対する制御により、受け取った誤り訂正選択結果に対応する符号化方式にかかる信号
を保持する出力側バッファ３４ｄ－ｉからの信号を選択出力させる。
【００６５】
　また、図１０に示す受信側フレーム処理部３８は、フレーム内処理である誤り処理に着
目したものであって、分岐部３８ａ，入力側バッファ３８ｂ－ｉ（ｉ：１～Ｎ、Ｎは２以
上の整数），検出訂正回路３８ｃ－ｉ，出力側バッファ３８ｄ－ｉ，スイッチ３８ｅ，動
作源供給回路３８ｆ及び受信側フレーム処理制御部３８ｇをそなえている。
　ここで、分岐部３８ａは、光受信器３７から入力されてフレーム同期が施された信号を
複数（Ｎ個）に分岐する。又、Ｎ個の入力側バッファ３８ｂ－ｉは、分岐部３８ａで分岐
された信号をそれぞれ導入し一旦保持する。更に、Ｎ個の検出訂正回路３８ｃ－ｉは、Ｎ
個の入力側バッファ３８ｂ－ｉからの信号が出力される経路にそれぞれ接続され、互いに
異なる誤り訂正能力を有する誤り処理モードで誤り処理を行なう誤り処理回路である。
【００６６】
　なお、検出訂正回路３８ｃ－ｉでの誤り処理モードの一つに、誤り検出は行なうが誤り
訂正処理は省略する処理モードを含めることが可能である。この誤り訂正処理を省略する
処理モードは誤り訂正処理能力が最も低い処理モードととらえることができる。
　また、Ｎ個の出力側バッファ３８ｄ－ｉは、Ｎ個の検出訂正回路３８ｃ－ｉにおいて対
応する誤り処理が行なわれた信号が出力される経路にそれぞれ接続され、対応する検出訂
正回路３８ｃ－ｉからの信号を導入し一旦保持する。更に、スイッチ３８ｅは、受信機制
御部３９からの誤り処理モードの指定についての切り換え制御を受けて、Ｎ個の出力側バ
ッファ３８ｄ－ｉから出力される信号のいずれか１つを選択的に出力する。
【００６７】
　動作源供給回路３８ｆは、受信側フレーム処理制御部３８ｇを介した受信機制御部３９
からの誤り処理モードの指定の切り換え制御を受けて、Ｎ個の検出訂正回路３８ｃ－ｉの
いずれかに対してクロック信号又は電源等の回路動作源を供給する供給回路である。
　受信側フレーム処理制御部３８ｇは、受信機制御部３９からの誤り訂正選択結果に関す
る情報を受け取る。そして、受け取った情報に基づいて、スイッチ３８ｅにおける信号の
選択出力を制御するとともに、動作源供給回路３８ｆによる各検出訂正回路３８ｃ－ｉに
対する動作源の供給を制御する。
【００６８】
　具体的には、受信側フレーム処理制御部３８ｇは次のような動作をさせるように動作源
供給回路３８ｆを制御する。即ち、動作源供給回路３８ｆは、指定された誤り処理モード
に該当する検出訂正回路３８ｃ－ｉへクロック信号等の動作源を供給するとともに、他の
検出訂正回路３８ｃ－ｉに対しては動作源の供給を停止する。更には、受信側フレーム処
理部３８ｇは次のような動作をさせるようにスイッチ３８ｅを制御する。即ち、スイッチ
３８ｅは、受信機制御部３９から受け取った誤り訂正選択結果に対応する符号化方式にか
かる信号を保持する出力側バッファ３４ｄ－ｉからの信号を選択出力する。
【００６９】
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　換言すれば、前述の受信機制御部３９においては、受信側フレーム処理制御部３８ｇお
よび動作源供給回路３８ｆを介して、検出訂正回路３８ｃ－ｉの動作を制御することによ
り、誤り処理モードの指定の切り換え制御を行なっている。又、受信側フレーム処理制御
部３８ｇを介してスイッチ３８ｅの切り換え制御を行なっている。
　図９，図１０に示す送受信側フレーム処理部３４，３８が適用された光伝送システム３
０においては、光送信機３１をなす送信側フレーム処理部３４の符号化回路３４ｃ－ｉの
いずれかにおいて符号化処理が行なわれ、光送信器３５から光信号が光伝送路３２を介し
て光受信機３３に伝送される。そして、光受信機３３の受信機制御部３９では、送信側で
行なわれた符号化処理に対応した検出訂正回路３８ｃ－ｉで検出又は訂正される誤り数に
基づき、必要な誤り処理モードの指定の切り換え情報を、制御信号伝達経路４３を介して
送信機制御部３６に伝達する。誤り処理モードの指定の切り換え情報を受けた送信機制御
部３６では、送信側フレーム処理制御部３４ｇ及び動作源供給回路３４ｆを介して動作さ
せる符号化回路３４ｃ－ｉを切り換える。光受信機３３ではこのように光送信機３１での
符号化方式の切り換えを伝達するとともに自身で適用する検出訂正回路３８ｃ－ｉを切り
換えることで、誤り処理モードを切り換える。
【００７０】
　たとえば、光受信機３３で受信する信号における良好な誤り率に対応して誤り処理モー
ドをより低いものに切り換える。符号化回路３４ｃ－ｉおよび対応する検出訂正回路３８
ｃ－ｉでの処理負荷は、その誤り訂正能力が高いものほど重くなる傾向がある。従って、
送信側フレーム処理部３４における符号化処理とともに受信側フレーム処理部３８におけ
る誤り処理にかかる処理負荷を軽減させることができ、電力消費を抑制させることが可能
になる。
【００７１】
　または、受信機制御部３９において、受けた誤り数から導出される誤り率の時間的変動
を監視し、誤り率が増加傾向にあり誤り先行して訂正方式を変更する必要がある場合には
、送信機制御部３６へ符号化方式の切り換え指示を伝達する。受信機制御部３９において
は、送信機制御部３６への符号化方式の切り換え指示を伝達後、自身の検出訂正回路３８
ｃ－ｉおよびスイッチ３８ｅの切り換えについては適切なタイミングで切り換える。即ち
、切り換え前後の符号化処理が行なわれたフレーム信号が、対応する検出訂正回路３８ｃ
－ｉで誤り処理を行なわれスイッチ３８ｅから出力されるようにする。
【００７２】
　なお、前述の送信側フレーム処理部３４の入力側バッファ３４ｂ－ｉにおける信号保持
時間については、接続される符号化回路３４ｃ－ｉでの符号化方式による誤り訂正能力が
高いものとなるほどに長時間の信号保持時間を有するように調整される。これにより、比
較的低い誤り訂正能力に対応した符号化方式から、比較的高い誤り訂正能力に対応する符
号化方式に変更する場合においても、フレーム信号の瞬断なく、要求される信号品質を保
つ受信フレーム処理を可能にする。
【００７３】
　具体例として、受信機制御部３９からの制御信号に基づいて、符号化方式として符号化
回路３４ｃ－ｐ（ｐ：１～Ｎのいずれか）からより誤り訂正能力の高い方式に対応する符
号化回路３４ｃ－ｑ（ｑ：１～Ｎでｐではない値）に切り換える場合を想定する。
　このとき、入力側バッファ３４ｂ－ｐ，３４ｂ－ｑには、切り換え前後の符号化処理の
ための信号をそれぞれ実質的に同等のタイミングで導入されるが、入力側バッファ３４ｂ
－ｑの保持時間の設定については次のように入力側バッファ３４ｂ－ｐよりも長くする。
即ち、入力側バッファ３４ｂ－ｑの信号保持時間は、少なくとも、入力側バッファ３４ｂ
－ｐに信号が導入されてから、上述したような光受信機３３からの誤り処理モードの切り
換えのためのフィードバックが及ぶまでの時間である。
【００７４】
　入力側バッファ３４ｂ－ｑにおいては、上述の信号保持時間は分岐部３４ａから導入さ
れる信号を保持することで、光受信機３３における信号受信の際に要求される受信信号品
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質を満たさないと判断されたフレーム信号について、光送信機３１において変更された符
号化方式により再送できる。これにより、連続して受信側フレーム処理部３８に入力され
るフレーム信号について、間断なく受信信号品質を保持してフレーム処理を行なうことが
できるようになる。
【００７５】
　なお、前述の第２実施形態におけるフレーム処理部２２（図５参照）は、上述の図１０
に示す受信側フレーム処理部３８の一態様ととらえることもできる。即ち、図５に示す第
１、第２誤り処理部２２ｃ，２２ｄは、ともに、受信側フレーム処理制御部３８，動作源
供給回路３８ｆおよび対応する検出訂正回路３８ｃ－ｉが協働した機能部に相当する。又
、第１バッファ２２ｂ，第２バッファ２２ｅはそれぞれ入力側および出力側バッファ３８
ｂ－ｉ，３８ｄ－ｉに相当する。そして、バッファが介装されていない分岐部２２ａおよ
び第２誤り処理部２２ｄの間には、遅延時間が最少（０）の入力側バッファ３８ｂ－ｉが
存在するととらえることができる。同様に、第１誤り処理部２２ｃおよびスイッチ２２ｆ
の間には、遅延時間が最少（０）の出力側バッファ３８ｄ－ｉが存在するととらえること
ができるのである。
【００７６】
　図１１および図１２はそれぞれ、光送信機３１の送信側フレーム処理部３４および光受
信機３３の受信側フレーム処理部３８の他の例である。図１１に示す送信側フレーム処理
部３４は、第２符号化回路３４ｈ，分岐部３４ｉ，インタリーブ回路３４ｊ，第１符号化
回路３４ｋ，バッファ３４ｍ，スイッチ３４ｎ，動作源供給回路３４ｐ及び送信側フレー
ム処理制御部３４ｑをそなえている。
【００７７】
　第２符号化回路３４ｈは、入力される送信データストリームについて、第２の誤り訂正
符号に基づく誤り符号化処理を行なう。又、分岐部３４ｉは、第２符号化回路３４ｈから
の信号について２分岐する。更に、インタリーブ回路３４ｊは、分岐部３４ｉで２分岐さ
れた一方の信号についてインタリーブ処理（送信側インタリーブ処理）を行なう。第１符
号化回路３４ｋは、インタリーブ回路３４ｊからの出力について第１の誤り訂正符号に基
づく符号化処理を行ない、符号化処理結果をスイッチ３４ｎに出力する。
【００７８】
　バッファ３４ｍは、分岐部３４ｉで２分岐された他方の信号について遅延させて、上述
の第１符号化回路３４ｋからの出力タイミングと同等のタイミングでスイッチ３４ｎに出
力する。スイッチ３４ｎは、選択制御信号を受けて、上述の第１符号化回路３４ｋからの
出力か又はバッファ３４ｍからの出力のいずれか一方を選択的に出力する。
　また、送信側フレーム処理制御部３４ｑは、受信機制御部３９及び制御信号伝達経路４
３を経由した送信機制御部３６からの誤り処理モードの指定制御を受けて、後述の動作源
供給回路３４ｐを通じてインタフリーブ回路３４ｊ及び第１符号化回路３４ｋの動作を制
御するとともに、スイッチ３４ｎの切り換えを上述の選択制御信号により制御する。
【００７９】
　動作源供給回路３４ｐは、送信側フレーム処理制御部３４ｑからの制御を受けて、イン
タフリーブ回路３４ｊ及び第１符号化回路３４ｋに対するクロック信号又は電源等の動作
源の供給をオンオフ制御する。
　たとえば、送信側フレーム処理部３４において、第１および第２の誤り訂正符号の双方
を用いて符号化処理を行なう場合には、インタリーブ回路３４ｊ及び第２符号化回路３４
ｋに対するクロック信号等の動作源の供給をオン制御する。この場合には、スイッチ３４
ｎでは、送信側フレーム処理制御部３４ｑからの選択制御信号により、第１符号化回路３
４ｋからの信号が出力される。
【００８０】
　一方、送信側フレーム処理部３４において、第１の誤り訂正符号を用いず第２の誤り訂
正符号を用いて符号化処理を行なう場合には、インタリーブ回路３４ｊ及び第２符号化回
路３４ｋに対するクロック信号等の動作源の供給をオフ制御する。この場合には、スイッ
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チ３４ｎでは、送信側フレーム処理制御部３４ｑからの選択制御信号により、バッファ３
４ｍからの信号が出力される。
【００８１】
　また、図１２に示す受信側フレーム処理部３８は、フレーム同期処理やフレーム内処理
を行なう。この受信側フレーム処理部３８は、フレーム内処理である誤り処理に着目した
ものであり、上述の図１１に示す送信側フレーム処理部３４においての送信側フレーム処
理に対応する受信側フレーム処理を行なう。このため、受信側フレーム処理部３８は、分
岐部３８ｈ，第１検出訂正回路３８ｉ，インタリーブ回路３８ｊ，バッファ３８ｋ，スイ
ッチ３８ｍ，第２検出訂正回路３８ｎ，動作源供給回路３８ｐ及び受信側フレーム処理制
御部３８ｑをそなえている。
【００８２】
　分岐部３８ｈは、当該受信側フレーム処理部３８でフレーム同期処理がなされた入力信
号を２つに分岐する。又、第１検出訂正回路３８ｉは、分岐部３８ｈで分岐された一方の
信号について、第１符号化回路３４ｋでの符号化に用いた第１の誤り訂正符号に基づく誤
り処理を行なう第１誤り処理回路の一例である。
　さらに、インタリーブ回路３８ｊは、第１検出訂正回路３８ｉからの出力についてイン
タリーブ処理（受信側インタリーブ処理）を行ない、送信側のインタリーブ回路３４ｊで
送信側インタリーブ処理のなされた信号を元に戻し、スイッチ３８ｍに出力する。インタ
リーブ回路３８ｉでのインタリーブ処理はインタリーブ回路３４ｊでのインタリーブ処理
に対するデインタリーブ処理ととらえることもできる。
【００８３】
　さらに、バッファ３８ｋは、分岐部３８ｈで分岐された他方の信号経路に接続されて、
分岐部３８ｈからの他方の信号を遅延させて、インタリーブ回路３８ｊからの出力と同等
の出力タイミングでスイッチ３８ｍに出力する。スイッチ３８ｍは、受信機制御部３９（
図７参照）から受信側フレーム処理制御部３８ｑを介した誤り処理モードの指定の切り換
え制御を受けて、インタリーブ回路３８ｊからの出力とバッファ３８ｋからの出力とのい
ずれか一方を選択的に出力する。
【００８４】
　また、第２検出訂正回路３８ｎは、スイッチ３８ｍからの出力について、第２符号化回
路３４ｈでの符号化に用いた第２の誤り訂正符号に基づく誤り処理を行なう第２誤り処理
回路の一例である。
　また、受信側フレーム処理制御部３８ｑは、受信機制御部３９からの誤り処理モードの
指定制御に応じた切り換え動作を担う。即ち、受信側フレーム処理制御部３８ｑは、受信
機制御部３９からの指定制御を受けて、動作源供給回路３８ｐを通じて第１検出訂正回路
３８ｉ及びインタフリーブ回路３８ｊの動作を制御し、又、スイッチ３８ｍの切り換えを
選択制御信号により制御する。
【００８５】
　動作源供給回路（供給回路）３８ｐは、受信側フレーム処理制御部３８ｑを介した受信
機制御部３９からの誤り処理モードの指定の切り換え制御を受けて、第１誤り処理回路３
８ｉおよび第２誤り処理回路３８ｎの双方又はいずれか一方に対する動作源の供給を制御
する。具体的には、上述の受信側フレーム処理制御部３８ｑからの制御を受けて、第１検
出訂正回路３８ｉおよびインタリーブ回路３８ｊに対するクロック信号等の動作源の供給
、そして、第２検出訂正回路３８ｎに対する動作源の供給をオンオフ制御することもでき
る。
【００８６】
　すなわち、受信機制御部３９は、第１，第２誤り処理回路３８ｉ，３８ｎのオンオフの
組み合わせを通じて、誤り訂正能力の異なる複数種類（この場合には双方の誤り訂正処理
を省略する処理モードを含めて４種類）の誤り処理モードを指定することができる。
　このように、第３実施形態においても、システム運用中において、受信信号の誤り率（
信号品質）に応じて誤り処理モードを切り換えることができ、要求を満たす受信信号品質
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を確保しつつ、電力資源の利用につき効率化を図ることが可能になる。
【００８７】
　上述したビット誤りの数に関連するモニタ結果としては、例えば、（１）ビット誤りの
数,（２）ビット誤り率、（３) 符号誤り率、（３）Ｑ値（伝送誤り率から算出する、あ
るいはＱモニタを用いて受信光のＱ値を測定することを含む)、（４）単位時間当たりの
平均ビット誤り数、（５）単位時間当たりの平均ビット誤り率、（６）単位時間当たりの
平均符号誤り率などを用いることができる。
【００８８】
　上述した関連するモニタ結果は前述以外についても考えられ、それらについても趣旨を
逸脱しない限り上記（１）乃至（６）に含まれる。
　〔Ｄ〕第４実施形態の説明
　図１３は第４実施形態における光受信装置（光受信機）４０を示す図である。この図１
３に示す光受信機４０においても、例えば図２に示すような光伝送システム１における光
送受信装置８Ａ，８Ｂをなす光受信機５に適用できる。光受信機４０は、光受信器１１，
フレーム処理部１２，制御部１３，光カプラ４１およびＱモニタ４２をそなえる。
【００８９】
　光カプラ４１は入力される光信号を２分岐し一方を光受信器１１に他方をＱモニタ４２
に出力する光分岐部の一例である。
　光受信器１１は光カプラ４１から入力される光信号を受信し電気信号として出力する。
又、フレーム処理部１２は光受信器１１からの受信信号（入力信号）についてフレーム処
理を行なう。そして、制御部１３は、フレーム処理部１２でのフレーム処理の際の誤り処
理モードを指定する。尚、光受信器１１およびフレーム処理部１２としては例えば第1実
施形態におけるものと同様のものを用いることができる。
【００９０】
　Ｑモニタ４２は、フレーム処理部１２に入力される入力信号についての信号品質に関連
する指標値をモニタする信号品質指標値モニタの一例である。即ち、Ｑモニタ４２は、光
カプラ４１から入力される光信号についてＱ値を信号品質指標値としてモニタし、モニタ
結果について制御部１３に出力する。尚、Ｑモニタ４２としては、一例として、特許第３
５７４５７８号公報（特に段落００４５，００６９－００７７および関連する図）に記載
されたものを用いることができる。
【００９１】
　これにより、制御部１３においては、ビット誤りに関連するモニタ結果として、Ｑモニ
タ４２からのＱ値を受けて、受けたＱ値に基づいて、第１実施形態の場合に倣い、誤り処
理モードの指定の切り替えを制御する。この場合には、制御部１３では、受けたＱ値につ
いての閾値判定により、良好な信号品質である基準を満たす場合には誤り訂正処理をディ
セーブルとする処理モードにフレーム処理部１２を制御する一方、上記基準を満たさない
場合には誤り訂正処理をイネーブルとする処理モードにフレーム処理部１２を制御する。
尚、Ｑ値に基づく誤り処理モードの切り換えの態様としては、前述の各実施形態での態様
に即して種々変形することが可能である。
【００９２】
　このように、第４実施形態においては、システム運用中において、フレーム処理部１２
に入力される入力信号のＱ値（信号品質）に応じて誤り処理モードを切り換えることがで
き、要求を満たす受信信号品質を確保しつつ、電力資源の利用につき効率化を図ることが
可能になる。
　〔Ｅ〕付記
　　（付記１）
　指定された誤り処理モードで入力信号のフレーム処理を行なうフレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、前記受けたモニタ結果に基づい
て、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそ
なえたことを特徴とする、フレーム処理装置。
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【００９３】
　　（付記２）
　該フレーム処理部は、誤り訂正能力の異なる複数の誤り処理モードのいずれかが指定さ
れて、前記入力信号についてのフレーム処理を行なう一方、
　該制御部は、該フレーム処理部での前記フレーム処理の際に検出又は訂正されるビット
誤りの数に関連するモニタ結果を、前記信号品質に関連するモニタ結果として該フレーム
処理部から受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、前記誤り処理モードの指定を切り換
え制御することを特徴とする、付記１記載のフレーム処理装置。
【００９４】
　　（付記３）
　該制御部は、前記誤り処理モードの指定を、前記複数の誤り処理モードのうちの前記ビ
ット誤りの数に関連するモニタ結果から導かれる誤り発生率の大きさに対応する誤り訂正
能力を有する誤り処理モードに、切り換え制御することを特徴とする、付記２記載のフレ
ーム処理装置。
【００９５】
　　（付記４）
　該フレーム処理部において指定される対象の複数の誤り処理モードの１つには、誤り訂
正処理をディセーブルとするモードを含むことを特徴とする、付記２記載のフレーム処理
装置。
　　（付記５）
　該フレーム処理部は、前記指定された誤り処理モードにおいて誤り訂正処理を行なう場
合においては、当該誤り訂正処理が行なわれる際に検出され又は訂正されるビット誤りの
数を該制御部に出力する一方、前記指定された誤り処理モードでは誤り訂正処理をディセ
ーブルとする場合には、前記ビット誤りの数を検出して該制御部に出力することを特徴と
する、付記４記載のフレーム処理装置。
【００９６】
　　（付記６）
　該フレーム処理部は、
　前記入力信号を２つに分岐する分岐部と、
　該分岐部で分岐された一方の信号について前記ビット誤りを検出する誤り検出回路と、
　該分岐部で分岐された他方の信号について前記ビット誤りの検出とともに誤り訂正処理
を行なう誤り訂正回路と、
　該誤り検出部で前記ビット誤りが検出された信号と、該誤り訂正部で前記誤り訂正処理
が行なわれた信号と、のいずれか一方を選択的に出力するスイッチと、をそなえ、
　該制御部は、該誤り検出回路での検出，該誤 り訂正回路での検出または該誤 り訂正回
路での誤り訂正処理によるビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づき、該誤り検出回
路および該誤り訂正回路のうちのいずれか一方をイネーブルとする制御を行なう一方、他
方をディセーブルとする制御を行ない、かつ、該スイッチで出力する信号を前記イネーブ
ルと制御された側からの信号とする切り換え制御を行なうことを特徴とする、付記４記載
のフレーム処理装置。
【００９７】
　　（付記７）
　該分岐部と該誤り訂正回路との間に第１バッファが介装されるとともに、該誤り検出回
路と該スイッチとの間に第２バッファが介装されたことを特徴とする、付記６記載の誤り
訂正検出装置。
　　（付記８）
　該フレーム処理部は、
　前記入力信号を複数に分岐する分岐部と、
　該分岐部で分岐された信号をそれぞれ導入する複数の入力側バッファと、
　該複数の入力側バッファからの信号が出力される経路にそれぞれ接続され、互いに異な
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る誤り訂正能力を有する誤り処理モードで誤り処理を行なう複数の誤り処理回路と、
　該複数の誤り処理回路において対応する誤り処理が行なわれた信号が出力される経路に
それぞれ接続された複数の出力側バッファと、
　該制御部からの前記誤り処理モードの指定についての切り換え制御を受けて、該複数の
出力側バッファから出力される信号のいずれか１つを選択的に出力するスイッチと、をそ
なえたことを特徴とする、付記２記載のフレーム処理装置。
【００９８】
　　（付記９）
　該フレーム処理部は、更に、
　該制御部からの前記誤り処理モードの指定についての切り換え制御を受けて、該複数の
誤り処理回路のいずれかに対して動作源を供給する供給回路をそなえたことを特徴とする
、付記８記載のフレーム処理装置。
【００９９】
　　（付記１０）
　該入力側バッファは、接続される該誤り処理回路の誤り訂正能力が高いほど長い信号保
持時間を有する一方、
　該出力側バッファは、前記指定の切り換え前後において該スイッチに出力される信号を
互いにフレーム同期させることを特徴とする、付記８記載のフレーム処理装置。
【０１００】
　　（付記１１）
　該フレーム処理部は、
　前記入力信号を２つに分岐する分岐部と、
　該分岐部で分岐された一方の信号について、第１の誤り訂正符号に基づく誤り処理を行
なう第１誤り処理回路と、
　該第１誤り処理回路からの出力についてインタリーブ処理を行なうインタリーブ回路と
、
　該分岐部で分岐された他方の信号経路に接続されたバッファと、
　該制御部からの前記誤り処理モードの指定の切り換え制御を受けて、該インタリーブ回
路からの出力と該バッファからの出力のいずれか一方を選択的に出力するスイッチと、
　該スイッチからの出力について、第２の誤り訂正符号に基づく誤り処理を行なう第２誤
り処理回路と、
　該制御部からの前記誤り処理モードの指定の切り換え制御を受けて、該第１誤り処理回
路および該第２誤り訂正処理回路の双方又はいずれか一方に対する動作源の供給を制御す
る供給回路をそなえたことを特徴とする、付記２記載のフレーム処理装置。
【０１０１】
　　（付記１２）
　該フレーム処理部に入力される入力信号についての信号品質に関連する指標値をモニタ
する信号品質指標値モニタをそなえ、
　該制御部は、該信号品質指標値モニタでのモニタ結果を、前記入力信号についてのビッ
ト誤りの数に関連するモニタ結果として受け、前記受けたモニタ結果に基づいて、該フレ
ーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御することを特徴とする、付記１
記載のフレーム処理装置。
【０１０２】
　　（付記１３）
　入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、
　該光受信部からの入力信号について、指定された誤り処理モードでフレーム処理を行な
うフレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて
、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそな
えたことを特徴とする、光受信装置。
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【０１０３】
　　（付記１４）
　光信号を送信する光送信機と、
　光信号を受信する光受信機と、をそなえ、
　該光受信機は、
　入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、
　該光受信部からの入力信号について、指定された誤り処理モードでフレーム処理を行な
うフレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて
、該フレーム処理部での前記誤り処理モードの指定を切り換え制御する制御部と、をそな
えたことを特徴とする、光送受信装置。
【０１０４】
　　（付記１５）
　入来するデータトラフィックについて指定された送信側誤り処理モードで送信側フレー
ム処理を行なう送信側フレーム処理部、および、該送信側フレーム処理部からの出力信号
を光信号に変換して送信する光送信部をそなえた光送信機と、
　該光送信部から送信された光信号を受信する光受信機と、をそなえ、
　該光受信機は、
　入力される光信号を受信し電気信号として出力する光受信部と、
　該光受信部からの入力信号について、指定された受信側誤り処理モードで受信側フレー
ム処理を行なう受信側フレーム処理部と、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、該受けたモニタ結果に基づいて
、該受信側フレーム処理部での前記受信側誤り処理モードの指定を切り換え制御するとと
もに、前記受信側誤り処理モードの指定に関する制御情報を該光送信機に出力する受信制
御部と、をそなえ
　該光送信機は、該受信制御部からの前記制御情報に基づいて、該送信側フレーム処理部
における前記送信側フレーム処理の際の送信側誤り処理モードについて、前記指定を切り
換え制御する送信制御部をそなえたことを特徴とする、光伝送システム。
【０１０５】
　　（付記１６）
　入力信号の誤り処理を含むフレーム処理を行なうフレーム処理の制御方法であって、
　前記入力信号の信号品質に関連するモニタ結果を受け、
　前記受けたビット誤りの数に関連するモニタ結果に基づいて、前記誤り処理における誤
り訂正処理の動作モードを切り換え制御することを特徴とする、フレーム処理制御方法。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】第１実施形態における光受信装置を示す図である。
【図２】図１に示す光受信装置が適用される光伝送システムの一例を示す図である。
【図３】第１実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】第１実施形態の作用機能を説明するための図である。
【図５】第２実施形態における光受信装置を示す図である。
【図６】第２実施形態の作用機能を説明するための図である。
【図７】第３実施形態における光伝送システムを示す図である。
【図８】第３実施形態の作用機能を説明するための図である。
【図９】第３実施形態における光送信機の送信側フレーム処理部の一例を示す図である。
【図１０】第３実施形態における光受信機の受信側フレーム処理部の一例を示す図である
。
【図１１】第３実施形態における光送信機の送信側フレーム処理部の他の例を示す図であ
る。
【図１２】第３実施形態における光受信機の受信側フレーム処理部の他の例を示す図であ
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る。
【図１３】第４実施形態における光受信装置を示す図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　光伝送システム
　２ａ　　伝送路ファイバ
　２ｂ　　光中継増幅器
　３　　光伝送装置
　４　　光送信機
　４ａ　　送信側フレーム処理装置
　４ｂ　　光送信器
　５　　光受信機
　５ａ　　光受信器
　５ｂ　　受信側フレーム処理装置
　６　　波長多重器
　７　　波長分離器
　８Ａ，８Ｂ　　光送受信装置
　１０，２０，４０　　光受信装置
　１１　　光受信器
　１２　　フレーム処理部
　１３　　制御部
　２２　　フレーム処理部
　２２ａ　　分岐部
　２２ｂ　　第１バッファ
　２２ｃ　　第１誤り処理部
　２２ｄ　　第２誤り処理部
　２２ｅ　　第２バッファ
　２２ｆ　　スイッチ
　３０　　光伝送システム
　３１　　光送信機
　３２　　光伝送路
　３３　　光受信機
　３４　　送信側フレーム処理部
　３４ａ　　分岐部
　３４ｂ－ｉ　　入力側バッファ
　３４ｃ－ｉ　　符号化回路
　３４ｄ－ｉ　　出力側バッファ
　３４ｅ　　スイッチ
　３４ｆ　　動作源供給回路
　３４ｇ　　送信側フレーム処理制御部
　３４ｈ　　第２符号化回路
　３４ｉ　　分岐部
　３４ｊ　　インタリーブ回路
　３４ｋ　　第１符号化回路
　３４ｍ　　バッファ
　３４ｎ　　スイッチ
　３４ｐ　　動作源供給回路
　３４ｑ　　送信側フレーム処理制御部
　３５　　光送信器
　３６　　送信機制御部
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　３７　　光受信器
　３８　　受信側フレーム処理部
　３８ａ　　分岐部
　３８ｂ－ｉ　　入力側バッファ
　３８ｃ－ｉ　　検出訂正回路
　３８ｄ－ｉ　　出力側バッファ
　３８ｅ　　スイッチ
　３８ｆ　　動作源供給回路
　３８ｇ　　受信側フレーム処理制御部
　３８ｈ　　分岐部
　３８ｉ　　第１検出訂正回路
　３８ｊ　　インタリーブ回路
　３８ｋ　　バッファ
　３８ｍ　　スイッチ
　３８ｎ　　第２検出訂正回路
　３８ｐ　　動作源供給回路
　３８ｑ　　受信側フレーム処理制御部
　３９　　受信機制御部
　４１　　光カプラ
　４２　　Ｑモニタ
　４３　　制御信号伝達経路

【図１】 【図２】



(27) JP 5417759 B2 2014.2.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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