
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＷＤＭ光通信システムの端局における主信号制御装置であって、
　該ＷＤＭ通信システムの伝送路に設けられる中継器の監視制御をする中継器監視制御手
段と、
　該端局から送信するＷＤＭ光信号の波長間のレベル差を調整するプリエンファシスを行
うプリエンファシス制御手段と、
　光信号の受信装置が信号検出するために使用する閾値を設定制御する閾値設定制御手段
と、
　送信端あるいは受信端での波長分散補償量を調節する波長分散補償制御手段と、
　中継器の監視制御、プリエンファシス制御、閾値設定制御、及び波長分散補償制御を、
この順序で優先的に行うことにより、これらの制御の内少なくとも２つが同時に起こった
ときに、該ＷＤＭ通信システムが送受する主信号の信号品質に悪影響を与えることなく該
制御を実現する優先制御手段と、
を備えることを特徴とする主信号制御装置。
【請求項２】
前記波長分散 量の調整は、送信端における調整が受信端における調整よりも優先する
ことを特徴とする請求項１に記載の主信号制御装置。
【請求項３】
対向する端局からの中継器の監視制御と自端局からの中継器の監視制御が同時に生じた場
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合には、両端局の前記優先制御手段を接続する専用の回線によって情報を交換し、先に行
っていた制御を優先して行うことを特徴とする請求項１に記載の主信号制御装置。
【請求項４】
前記各制御の内、対向端局と自端局を接続する前記ＷＤＭ通信システムの異なる伝送路に
関連した制御は、同時に実行することを特徴とする請求項１に記載の主信号制御装置。
【請求項５】
ＷＤＭ光通信システムの端局における主信号制御方法であって、
　該ＷＤＭ通信システムの伝送路に設けられる中継器の監視制御をする中継器監視制御ス
テップと、
　該端局から送信するＷＤＭ光信号の波長間のレベル差を調整するプリエンファシスを行
うプリエンファシス制御ステップと、
　光信号の受信装置が信号検出するために使用する閾値を設定制御する閾値設定制御ステ
ップと、
　送信端あるいは受信端での波長分散補償量を調節する波長分散補償制御ステップと、
　中継器の監視制御、プリエンファシス制御、閾値設定制御、及び波長分散補償制御を、
この順序で優先的に行うことにより、これらの制御の内少なくとも２つが同時に起こった
ときに、該ＷＤＭ通信システムが送受する主信号の信号品質に悪影響を与えることなく該
制御を実現する優先制御ステップと、
を備えることを特徴とする主信号制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＷＤＭ光通信システムにおける信号制御装置及びその方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年光海底端局装置の様な長距離国際通信を行う装置は、ＷＤＭ技術によって高速化、大
容量化がかなりのスピードで進んでいるが、これに伴って主信号特性を維持するためのい
くつかの制御機能が必要になってきている。１つ目は海底伝送路に敷設される海底中継器
や利得等化器の監視制御機能である。２つ目は各波長間の特性を統一させるために行う自
動プリエンファシス制御機能である。３つ目は、伝送路のＱ値ゆらぎや受信機の温度変動
によってずれる識別電圧・識別位相を最適値に調整する自動閾値制御機能である。そして
、４つ目は、波長分散の補償を可変デバイスで実施する自動分散補償機能である。これら
の制御機能は、装置立ち上げ時に制御するものや、運用中定期的に制御をするようなもの
が混在するが、これらの制御は主信号のレベルなどを可変したり、主信号に変調をかけた
りするため、個々の制御が同時に実行されてしまった場合、信号特性が一時的に劣化し、
エラーが生じる危険性がある。
【０００３】
図４９は、従来のＷＤＭ光海底端局装置の一構成例を示す図である。
同図は、Ａ局（端局１０）とＢ局（端局１１）の対向接続を示したものである。まず、Ａ
局のＴＲＩＢ（ TRIBUTARY）部１２は、いわゆるトランスポンダ部であり、１波長分の信
号処理を行う機能部である。従って、ＷＤＭシステムにおいては、端局１０には、波長数
分のＴＲＩＢ部１２が設けられる。しかし、同図においては、１波長分のみを示す。ＴＸ
Ｆ（送信機盤）１８に陸上からのＳＤＨ信号などが入力され、これを一旦光／電気変換し
、エラー訂正用のリードソロモン符号を付加した後、再び電気／光変換し出力する。次に
次段のＣＨＡ（ Channel増幅盤）１７で、ＴＸＦ１８からの光信号を所定のレベルまで光
増幅する。その後信号はＤＣＦ（分散補償ファイバ）５０に入り、ここで前置の波長分散
補償を行う。その次段のＴＰＡ（ Transmitting　 Pre-emphasis　 Amplifier）１６は、送
信プリエンファシス増幅盤で、各波長（各チャネル）の特性が伝送後にフラットとなるよ
う、光増幅後にレベルを調整するプリエンファシス機能を持っている。以上のＴＲＩＢ部
１２が波長多重分の数だけあり、それらがＷＤＭ部３０で波長多重され、海底伝送路へ送
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信される。
【０００４】
海底伝送路では光増幅中継器３１－１、３１－２が挿入され、また波長多重数や伝送距離
によっては、波長毎の利得を等化するための利得等化器３１－３、３１－４も挿入される
。
【０００５】
上記の信号はＢ局（端局１１）のＷＤＭ部３２で受信され、波長分割される。分割された
各波長の信号は、ＤＣＦ３３で後置分散補償された後、送信側と同じくＣＨＡ部３４で増
幅され、ＲＸＦ（受信機盤）３５に入力される。ＲＸＦ３５では、受信した信号を光／電
気変換し、エラー訂正用のリードソロモン符号を復調子、エラー訂正を行った後、再び電
気／光変換し、ＳＤＨ信号にして陸上伝送路へ送信する。
【０００６】
以上が主信号の流れであるが、これら各ユニットの警報監視や制御を行っているのがＴＲ
ＩＢ部１２にあるＭＰＴＲ（ＴＲＩＢ監視盤： Management　 Processor　 for　 Tributary
）２３、４１で、各ＴＲＩＢ部１２、１４のＭＰＴＲ２３、４１とインターフェースを行
い、端局装置全体の監視制御を行うのがＣＯＭ部１３、１５である。また、ＣＯＭ部１３
、１５はＧＵＩを持つ監視端末（ＣＴ： Craft　 Terminal）２９、４７や監視装置（ＳＳ
Ｅ： System　 Supervisory　 Equipment）２８、４６と接続される。
【０００７】
ＣＯＭ部１３、１５は、全波長に対して１つ設けられており、各波長のＴＲＩＢ部１２、
１４のＭＰＴＲ２３、４１からの信号は、ＣＯＭ部１３、１５のＳＩＰ（ Signal　 Interf
ace　 Processor）２４、４２を介して、ＳＭＰ（ System　 Management　 Processor）２７
、４５に渡される。ＳＭＰ２７、４５には、ＳＳＥ２８、４６、ＣＴ２９、４７の他に、
ＰＣＰ（ Pre-emphasis　 Control　 Processor）２５、４３及びＲＳＰ（ Repeater　 Superv
isory　 Processor）２６、４４が接続される。
【０００８】
従来においては、一般的に主信号制御としては海底の中継器／利得等化器の監視制御機能
とプリエンファシス自動制御が実現されている。
海底中継器／利得等化器の監視制御の方法であるが、まずはＳＳＥ２８、４６もしくはＣ
Ｔ２９、４７より監視制御用コマンドがＳＭＰ（システム監視盤）２７、４５に送信され
る。ＳＭＰ２７、４５はＲＳＰ（中継器コマンド送受信盤）２６、４４に対し、コマンド
を転送し、ＲＳＰ２６、４４よりＷＤＭ部３０、３２に対しコマンドが送信される。ＷＤ
Ｍ部３０、３２では、受信したコマンド信号を波長多重後の信号に重畳し、送出する。コ
マンドとしては、中継器の出力レベルを可変させる制御用のものと、入出力レベルやＰＵ
ＭＰ　ＬＤ電流（励起光源を制御する電流）などをモニタするモニタ用のものがあるが、
いずれも同じ方法で重畳される。一般的に変調周波数としては１５０ｋＨｚ程度の低周波
で、変調度は５％程度であり、主信号への影響を少なくしている。
【０００９】
次に、プリエンファシス自動制御の方法であるが、各波長の対向局受信側のエラー訂正個
数をモニタすることにより各波長のプリエンファシス最適設定値を計算し、設定を行う。
【００１０】
Ｂ局（端局１１）のＳＳＥ４６（ＣＴ４７）からプリエンファシス制御命令を実行した場
合、Ｂ局（端局１１）のＭＰＴＲ４１は、Ａ局（端局１０）のＴＲＩＢ１２のエラー訂正
個数を受信する（エラー訂正個数は、ＲＸＦ２０において得られる。具体的には、Ａ局（
端局１０）ＲＸＦ２０でエラー訂正した個数がＡ局（端局１０）ＭＰＴＲ２３に送信され
、その情報がＦＯＩ（ FEC　 Overhead　 Interface：オーバヘッドインターフェース盤）１
９に取り込まれる。ＦＯＩ１９では、エラー訂正用オーバヘッドに本情報を挿入し、Ａ局
ＴＸＦ１８より主信号として送信される。Ｂ局（端局１１）では、ＲＸＦ３５で受信した
信号からＦＯＩ３６を経由してＡ局エラー訂正個数情報がＢ局ＭＰＴＲ４１へ送信される
。
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【００１１】
Ｂ局ＣＯＭ部１５は、各波長ＴＲＩＢ１４のＭＰＴＲ４１から対向局のエラー訂正個数を
取得し、エラー訂正個数の情報は、ＰＣＰ（プリエンファシス制御盤）４３へ取り込まれ
る。ＰＣＰ４３では各波長毎にエラー数をＱ値に変換し、各波長のＱ値がなるべく等しく
なるようなプリエンファシス設定を波長毎に計算する。その後、計算値を各ＴＲＩＢ部１
４のＴＰＡ４０に対して設定し、Ｑ値を再計算する。ここで、また各波長のＱ値が等しく
なかった場合は、再計算を行って再設定を行う。このルーチンを数回繰り返すことにより
、波長間のＱ値の差が収束していき、最終的に最適値に落ち着いて完了となる。
なお、端局１０の監視装置２８及び監視端末２９は、光伝送路とは異なる電気伝送路で端
局１１の監視装置４６及び監視端末４７と接続されており、主信号の監視制御に必要な情
報を交換できるように構成されている。典型的には、この電気伝送路は、２Ｍｂｐｓの伝
送速度を持つ電気回線である。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
最近においては波長数の増大、伝送速度の高速化などにより、前述した２つの制御に加え
て以下の制御機能を取り入れる必要が生じてきている。
・受信機の振幅閾値・位相閾値の自動調整機能
・分散補償量の自動調整機能
前者については、本来エラー訂正機能として発揮できる能力が、波長数増大、伝送速度向
上などによって生じる伝送路Ｑ値ゆらぎ、装置の温度変動のために十分発揮できなくなる
ことが懸念される。これは、受信機で受信波形を再生する際、振幅方向での閾値と、位相
方向での閾値がずれていくためである。そのため、外部からのトリガにより、これらの閾
値を自動的に最適点に調整し直す必要がある。
【００１３】
また、次に、後者についてであるが、従来ではＤＣＦ（ Dispersion　 Compensation　 Fibe
r）で行っていた分散補償であるが、ＤＣＦの場合、分散補償量が固定であるため、微妙
な調整が困難であることと、実装領域をかなり必要とするため、装置の小型化が実現しに
くいという難点があった。そのため、近年開発されたＶＩＰＡ（ Virtually　 Imaged　 Pha
sed　 Array）デバイスにより電圧値によって分散補償量を可変できる機能を持つ必要性が
生じている。そのため、外部トリガにより分散補償値を自動的に調整する機能が必要とな
る。
【００１４】
ところで、これらの制御機能は、基本的に主信号に監視信号を重畳させたり、主信号レベ
ルを可変させたり、閾値を可変させたり、分散補償値を可変させたり、とうい動作を行う
ため、同時に実行されてしまうと、信号特性が許容範囲を越えて劣化してしまうというお
それがあり、危険である。
【００１５】
本発明の課題は、より安全に、かつ、主信号（海底伝送路を伝搬する光主信号）の伝送品
質を長期的に渡って補償できる装置を提供することである。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明の主信号制御装置は、ＷＤＭ光通信システムの端局における主信号制御装置であっ
て、該ＷＤＭ通信システムの伝送路に設けられる中継器の監視制御をする中継器監視制御
手段と、該端局から送信するＷＤＭ光信号の波長間のレベル差を調整するプリエンファシ
スを行うプリエンファシス制御手段と、光信号の受信装置が信号検出するために使用する
閾値を設定制御する閾値設定制御手段と、送信端あるいは受信端での波長分散補償量を調
節する波長分散補償制御手段と、中継器の監視制御、プリエンファシス制御、閾値設定制
御、及び波長分散補償制御を、この順序で優先的に行うことにより、これらの制御の内少
なくとも２つが同時に起こったときに、該ＷＤＭ通信システムが送受する主信号の信号品
質に悪影響を与えることなく該制御を実現する優先制御手段とを備えることを特徴とする
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。
【００１７】
本発明の主信号制御方法は、ＷＤＭ光通信システムの端局における主信号制御方法であっ
て、該ＷＤＭ通信システムの伝送路に設けられる中継器の監視制御をする中継器監視制御
ステップと、該端局から送信するＷＤＭ光信号の波長間のレベル差を調整するプリエンフ
ァシスを行うプリエンファシス制御ステップと、光信号の受信装置が信号検出するために
使用する閾値を設定制御する閾値設定制御ステップと、送信端あるいは受信端での波長分
散補償量を調節する波長分散補償制御ステップと、中継器の監視制御、プリエンファシス
制御、閾値設定制御、及び波長分散補償制御を、この順序で優先的に行うことにより、こ
れらの制御の内少なくとも２つが同時に起こったときに、該ＷＤＭ通信システムが送受す
る主信号の信号品質に悪影響を与えることなく該制御を実現する優先制御ステップとを備
えることを特徴とする。
【００１８】
本発明によれば、今後必要とされる高速ＷＤＭ光通信システムにおける中継器監視制御、
プリエンファシス制御、受信端での閾値制御、波長分散補償制御の４つの制御を、主信号
の品質劣化を起こすことなく安全かつ容易に実行できる装置及び方法を提供可能となる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施形態に従った装置構成例を示す図である。
なお、同図においては、図４９と同じ構成要素には同じ参照符号を付して、説明を省略す
る。
【００２０】
中継器／利得等化器の監視制御機能、プリエンファシス自動制御機能については、従来の
技術と同じである。
受信機の振幅閾値・位相閾値の自動調整機能について述べる。本来エラー訂正機能として
発揮できる能力が、波長数増大、伝送速度向上などによって生じる伝送路Ｑ値ゆらぎ、装
置の温度変動のために十分発揮できなくなることが懸念される。これは、受信機で受信波
形を再生する際、振幅方向での閾値と、位相方向での閾値がずれていくためである。
【００２１】
そのため、外部からのトリガにより、これらの閾値を自動的に最適点に調整し直す必要が
ある。また、温度変動に対しても、自動的に調整を始めるような仕組みが必要となる。従
って、図１においては、端局１０と端局１１のＴＲＩＢ１２、１４に、閾値制御回路６５
、６６が設けられる。
【００２２】
閾値制御の方法は、一般的には、ＲＸＦ２０、３５の振幅閾値を一定のステップで可変し
ながらＲＸＦ２０のエラー訂正個数をモニタし、エラー訂正個数が最も少なくなる点を検
出し、最適点に持っていくというものである。これを位相閾値に対しても行う。これらの
制御はＭＰＴＲ２３、４１が行う。閾値の可変は、主信号に影響のないようなフローで行
われる。また、波長単位で個別に制御することはもちろん、ＳＳＥ２８、４６／ＣＴ２９
、４７から指定することにより、前波長一括で同時に制御する命令を送信することも可能
になる。
【００２３】
本機能を実行させるトリガとしては以下が挙げられる。
（１）監視装置（ＳＳＥ２８、４６）からの実行命令
（２）監視端末（ＣＴ２９、４７）からの実行命令
（３）プリエンファシス制御時
（４）受信機の周囲温度変動時
上記のうち（３）は、プリエンファシス制御時に事前に対向局の受信機の閾値を一旦最適
値に合わせておく必要があるため、プリエンファシス自動調整シーケンスのフロー中に閾
値調整の実行トリガを与えるようにするもので、本発明の実施形態で設けられるものであ
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る。
【００２４】
次に、分散補償量の自動調整機能について述べる。従来ではＤＣＦで行っていた分散補償
であるが、ＤＣＦの場合、分散補償量が固定であるため、微妙な調整が困難であることと
、実装領域をかなり必要とするため、装置の小型化が実現しにくいという難点があった。
そのため、近年開発されたＶＩＰＡデバイスにより電圧値によって分散補償量を可変でき
る機能を用いる必要性が生じている。
【００２５】
具体的には図１に示すように、ＴＸＦ１８、３７の後段にＶＤＣ（分散補償増幅盤： Vari
able　 Dispersion　 Compensator）６０、６２を設ける。ＶＤＣ６０にはＶＩＰＡと光増
幅器が内蔵される。また、受信側にもＲＸＦ２０、３５の前段にＶＤＣ６１、６３を設け
る。これで前段補償、後段補償の両方を実行できる。
【００２６】
分散補償の方法については、一般的に閾値調整と同様、ＶＤＣ６０、６１、６２、６３の
分散補償値を一定のステップで可変しながらＲＸＦ２０、３５のエラー訂正個数をモニタ
し、エラー訂正個数が最も少なくなる点を検出し、最適点に持っていくというものである
。これらの制御はＭＰＴＲ２３、４１が行う。また、波長単位での個別に制御することは
もちろん、ＳＳＥ／ＣＴから指定することにより、前波長一括で同時に制御する命令を送
信することも可能になる。
【００２７】
本機能を実行させるトリガとしては以下が挙げられる。
（１）監視装置（ＳＳＥ２８、４６）からの実行命令
（２）監視端末（ＣＴ２９、４７）からの実行命令
閾値制御、分散補償制御とも最適点設定後に全波長の設定値をＳＳＥ２８、４６／ＣＴ２
９、４７に送信し、表示・保存させる。
【００２８】
各制御機能の手順を、それぞれ図２～７のブロック図に示す。
図２は、中継器監視制御（以下、ＳＶと称す）の実行シーケンスのブロック図である。同
図においては、Ａ局を起点にしたシーケンスとなっているが、Ｂ局を起点にしても同様で
ある。
（１）まず、Ａ局ＳＳＥからＳＶ問い合わせ（準備）要求がＳＭＰに送信される。これは
、中継器監視制御コマンドを実際に送る前に、それが可能な状態かを問い合わせる要求で
ある。
（２）Ａ局ＳＳＥからＢ局ＳＳＥに対し、同様にＳＶ問い合わせ（準備）要求が送信され
る。ＳＳＥ－ＳＳＥ間は一般的に公衆の２Ｍ回線（２メガ回線）などを使用して接続され
ている。
（３）ＳＶ問い合わせ（準備）要求を受け取ったＢ局ＳＳＥからＢ局ＳＭＰに対してもＳ
Ｖ問い合わせ（準備）要求が送信される。
（４）Ａ局ＳＭＰは、他の主信号制御が実行されていないことを確認後、中継器監視コマ
ンドを送信してもよいというＯＫ応答をＡ局ＳＳＥに返す。
（５）Ａ局ＳＳＥからＡ局ＳＭＰに対し中継器監視用のコマンドが送信される。
（６）ＳＭＰは中継器監視コマンドをＲＳＰに転送する。
（７）ＲＳＰはコマンドをレベル変換してＷＤＭ部に送信し、主信号にコマンドが重畳さ
れる。
（８）中継器へコマンドが送信される。
（９）中継器よりコマンドに対するレスポンス信号が送信される。
（１０）レスポンス信号がＷＤＭ部を経てＣＯＭ部のＲＳＰへ入力される。
（１１）ＲＳＰからレスポンス信号がＳＭＰに送信される。
（１２）ＳＭＰはレスポンス信号をＳＳＥに返す。ＳＳＥでは応答結果が表示される。
（１３）ＳＳＥから中継器監視制御の終了を知らせるため、ＳＶ問い合わせ（完了）要求
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が送信される。
（１４）Ａ局ＳＳＥからＢ局ＳＳＥに対し同様に、ＳＶ問い合わせ（完了）要求が送信さ
れる。
（１５）ＳＶ問い合わせ（完了）要求を受け取ったＢ局ＳＳＥからＢ局ＳＭＰに対しても
ＳＶ問い合わせ（完了）要求が送信される。
（１６）Ａ局ＳＭＰは、中継器監視完了通知に対する応答としてＯＫ応答をＡ局ＳＳＥに
返す。
【００２９】
以上で一連のシーケンスが終了する。
図３は、プリエンファシス自動調整の前半部分のシーケンスブロック図を示している。Ａ
局を起点にしたシーケンスとなっているが、Ｂ局を起点にしても同様である。
【００３０】
本発明の実施形態においては、プリエンファシス制御前には、必ず対向局の全波長の受信
機閾値を一旦自動調整する。前半部分は、その閾値自動調整が完了するまでのシーケンス
である。
（１）Ａ局ＳＳＥからＳＭＰに対しプリエンファシス（ＰＥ）調整開始命令が送信される
。
（２）ＳＭＰからＳＩＰに対し対向局閾値調整実行コマンドをＳＩＰに送信する。
（３）（２）の情報をＰＥ調整開始命令を通知するために使用される通信チャネルのＴＲ
ＩＢ部のＭＰＴＲへ送信する。
（４）（３）の情報がＦＯＩへ転送される。
（５）ＴＸＦで当該情報の２Ｍデータがオーバヘッドへ多重される。
（６）当該情報を主信号としてＢ局へ送信する。
（７）Ｂ局のＲＸＦで２Ｍデータをオーバヘッドより抽出する。
（８）Ｂ局のＲＸＦで抽出された（２）の情報がＢ局ＭＰＴＲに送信される。
（９）（８）の情報をＢ局ＣＯＭ部のＳＩＰへ転送する。
（１０）（９）の情報をＳＭＰへ転送する。
（１１）ＳＭＰは、受信した情報をトリガとして全波長のＴＲＩＢ部に対し閾値自動調整
開始を命令する。そして全ＴＲＩＢ部で閾値自動調整が開始される。その結果、受信機閾
値調整中というＭＰＴＲの状態情報が対向局の同波長ＴＲＩＢに送信される。
（１２）Ａ局ＳＭＰはＳＳＥに対し、（１）の応答としてＯＫ応答を返す。
（１３）Ｂ局のＴＲＩＢで閾値（Ｖ th）調整が始まったことを示すＶ th調整中ステータス
がＴＲＩＢ毎にＢ局ＳＳＥへ送信される。
（１４）同様にＡ局においてもリモート局Ｖ th調整中ステータスをＳＳＥへ送信する。
（１５）Ｂ局では、ＲＸＦからＦＥＣエラー訂正個数をＭＰＴＲで収集する。
（１６）ＭＰＴＲがＲＸＦに指示して閾値（Ｖ th）を可変させる。
（１７）ＭＰＴＲは（１５）で書き込んだ設定値をＲＸＦから読み込み、評価し、（１３
）～（１６）を繰り返し、調整を繰り返す。これらを振幅閾値、位相閾値に対し、それぞ
れ行い、自動調整を収束させ、最適値に設定する。
（１８）閾値設定完了したことを各ＴＲＩＢ部のＭＰＴＲがＣＯＭ部のＳＩＰへ通知する
。
（１９）（１８）の情報がＳＭＰに転送される。
（２０）全ＴＲＩＢで閾値調整が終わったことを示す閾値調整完了のステータスをＢ局Ｓ
ＭＰからＡ局ＳＭＰへ送信する。
（２１）Ｂ局では全ＴＲＩＢのＶ th調整中ステータスがＯＦＦに変化し、ＳＳＥへ送信さ
れる。
（２２）同様にＡ局でも全ＴＲＩＢのリモート局Ｖ th調整中ステータスＯＦＦ信号がＳＳ
Ｅへ送信される。
【００３１】
以上のＢ局受信機の閾値自動調整が終了したら、後半として図４に示すＡ局プリエンファ
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シス調整のシーケンスに移行する。
（２３）Ａ局でプリエンファシス調整が開始され、ＰＥ調整実行中ステータスをＳＩＰへ
送信する。
（２４）（２０）の情報が通信経路用ＴＲＩＢのＭＰＴＲへ転送される。
（２５）（２１）の情報をＦＯＩへ転送する。
（２６）ＴＸＦで（２０）の情報を２Ｍデータとしてオーバヘッドで多重する。
（２７）主信号としてＢ局へ送信する。
（２８）Ｂ局ＲＸＦで２Ｍデータがオーバヘッドより抽出される。
（２９）（２０）の情報をＭＰＴＲへ送信する。
（３０）（２６）の情報をＳＩＰへ転送する。
（３１）（２７）の情報をＳＭＰへ転送する。
（３２）Ｂ局ＳＭＰはリモート局がプリエンファシス調整中になったことを示すリモート
局ＰＥ調整中ステータスＯＮ信号をＢ局ＳＳＥへ送信する。
（３３）Ａ局でも同様にＰＥ調整中ステータスＯＮ信号をＳＭＰがＳＳＥへ送信する。
（３４）Ａ局ＳＳＥは、現在の全波長のＰＥ設定値と対向局の受信側で測定したＱ値情報
（ＭＰＴＲ間通信にてＡ局ＭＰＴＲが取得しＳＭＰへ転送）をＳＭＰへ取得要求する。
（３５）ＳＭＰは現ＰＥ値と対向局Ｑ値情報をＳＳＥへ送信する。これでＳＳＥは自動調
整前の設定値、Ｑ値を表示できる。
（３６）ＳＭＰはＰＥ調整開始命令をＰＣＰへ送信する。
（３７）Ｂ局では、ＲＸＦのＦＥＣエラー個数情報をＭＰＴＲが収集し、Ａ局へ転送する
。
（３８）Ａ局では（３７）の情報をＳＭＰがＰＣＰに転送する。
（３９）ＰＣＰがＰＥ設定値書き込み命令をＳＭＰへ送信する。
（４０）ＰＥ設定値書き込み命令を当該ＴＲＩＢのＳＩＰへ送信する。
（４１）ＰＥ設定値書き込みを当該ＴＲＩＢのＭＰＴＲへ送信する。
（４２）ＭＰＴＲがＴＰＡに対し指示された設定値を設定する。
（４３）ＭＰＴＲは（４０）で設定した値をＴＰＡから読み出し内容を評価する。
（４４）設定完了後はＰＣＰがＱ値を計算し、次の設定値を算出する。そして（３９）～
（４３）を繰り返して、全波長のＱ値が等しくなるように各波長のプリエンファシスを設
定し、調整を完了させる。
（４５）完了したら、ＰＣＰはＰＥ調整フラグをＯＦＦにしてＳＭＰへ送信する。
（４６）（２３）～（３１）と同様にしてＰＥ調整完了ステータスをＢ局ＳＭＰに送信す
る。
（４７）Ｂ局のＳＭＰはリモート局ＰＥ調整中ステータスＯＦＦ信号をＳＳＥへ送信する
。
（４８）同様にＡ局ではＳＭＰがＰＥ調整中ステータスＯＦＦ信号をＳＳＥへ送信する。
（４９）Ａ局ＳＳＥは自動調整完了後の各波長ＰＥ設定値と対向局Ｑ値をＳＭＰへ取得要
求する。
（５０）Ａ局ＳＭＰは調整後のＰＥ設定値とＱ値をＳＳＥへ送信する。
【００３２】
以上で一連のシーケンスが終了する。
図５は、受信機自動閾値調整のシーケンスブロック図である。Ａ局を起点にしたシーケン
スとなっているが、Ｂ局を起点にしても同様である。
【００３３】
基本的にはプリエンファシス調整の前半部分と同じ（ただし自局のＴＲＩＢ部に対する命
令となる）になる。
（１）閾値調整開始命令をＡ局ＳＳＥからＡ局ＳＭＰへ通知する。
（２）閾値調整実行中ステータスをＡ局ＳＭＰからＡ局の全ＴＲＩＢのＳＩＰに送信する
。
（３）（２）の情報をＡ局の該当するＴＲＩＢのＭＰＴＲへ転送する。
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（４）（３）の情報をＦＯＩへ転送する。
（５）ＴＸＦでＦＯＩからの２Ｍデータをオーバヘッドに多重する。
（６）ＦＯＩからの情報が載った主信号をＢ局に送信する。
（７）Ｂ局ＲＸＦで２Ｍデータをオーバヘッドから分解する。
（８）（２）の情報をＢ局ＭＰＴＲへ転送する。
（９）（８）の情報をＢ局ＳＩＰへ転送する。
（１０）（９）の情報をＢ局ＳＭＰへ転送する。
（１１）閾値調整可能であることをＡ局ＣＴに通知する。
（１２）リモート閾値調整中ステータスＯＮ信号をＢ局ＳＭＰからＢ局ＳＳＥに通知する
。
（１３）閾値調整中ステータスＯＮ信号をＡ局ＳＭＰからＡ局ＣＴに通知する。
（１４）Ａ局ＭＰＴＲは、Ａ局のＲＸＦから現状の識別電圧、位相、ＦＥＣエラー数を収
集する。
（１５）閾値を可変させ、Ａ局ＲＸＦに閾値設定を実行する。
（１６）設定値を読み、評価する。（１５）～（１６）を繰り返し、最適値を設定し、設
定完了をＡ局ＭＰＴＲに送信する。
（１７）設定完了をＡ局ＳＩＰへ送信する。
（１８）（１７）の情報をＡ局ＳＭＰへ転送する。
（１９）（２）～（１０）と同様にして、Ａ局ＳＭＰからＢ局ＳＭＰへ閾値調整完了ステ
ータスを送信する。
（２０）リモート閾値調整中ステータスＯＦＦ信号をＢ局ＳＭＰからＢ局ＳＳＥに送信す
る。
（２１）Ａ局ＳＭＰから、閾値調整中ステータスＯＦＦ信号をＡ局ＣＴに送信する。
【００３４】
以上によって、一連のシーケンスが終了する。
図６、及び、図７は、分散値自動調整のシーケンスブロック図を示している。Ａ局を起点
にしたシーケンスとなっているが、Ｂ局を起点としても同様である。ＶＤＣは送信側と受
信側両方にあるが、自動調整機能は両方に備える必要はない。基本的に送信側ＶＤＣを一
定の値に設定してから、対向局受信側ＶＤＣに対し自動調整を実行する方法が適している
。
【００３５】
図６は、送信側の分散補償量設定のシーケンスブロック図である。
（１）Ａ局ＳＳＥ（ＣＴ）よりＳＭＰに対し、ＶＤＣ（Ｔ）（送信側ＶＤＣ）の設定開始
命令を送信する。
（２）Ａ局ＳＭＰは、他の制御が実行されていないことを確認後、ＶＤＣ（Ｔ）設定中フ
ラグをＡ局ＳＩＰに送信する。
（３）上記２つの情報を、当該情報を送信するためのチャネルに対応するＡ局ＴＲＩＢ部
のＭＰＴＲにも転送する。
（４）ＶＤＣ（Ｔ）設定命令中フラグをＡ局ＦＯＩへ転送する。
（５）Ａ局ＴＸＦで（４）のデータをオーバヘッドへ多重する。
（６）（４）のデータを主信号としてＢ局へ送信する。
（７）Ｂ局ＲＸＦで（４）の２Ｍデータをオーバヘッドより抽出する。
（８）（４）の情報をＢ局ＭＰＴＲに送信する。
（９）（８）の情報をＢ局ＳＩＰへ転送する。
（１０）（９）の情報をＢ局ＳＭＰへ転送する。
（１１）Ａ局ＳＭＰからＡ局ＳＳＥ（ＣＴ）に対し（１）の応答としてＯＫ応答を返す。
（１２）Ａ局ＳＳＥ（ＣＴ）は設定値をＡ局ＳＭＰに送信する。
（１３）（１２）の情報を、分散補償量を設定するチャネルのＡ局ＴＲＩＢのＳＩＰへ転
送する。
（１４）（１３）の情報が当該ＴＲＩＢのＭＰＴＲへ送信される。
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（１５）ＭＰＴＲは（１２）で指示された分散補償設定値をＶＤＣ（Ｔ）に設定する。
（１６）設定値を読み込みを評価する。
（１７）ＭＰＴＲは設定完了したことをＳＩＰに通知する。
（１８）（１７）の情報をＡ局ＳＭＰへ転送する。
（１９）Ｂ局ＳＭＰに対し、ＶＤＣ（Ｔ）設定完了ステータスを送信する。
（２０）Ｂ局ＳＭＰからＶＤＣ（Ｔ）設定完了ステータスをＳＳＥ（ＣＴ）に送信する。
【００３６】
以上で一連のシーケンスが終了する。
図７に、分散値自動調整（受信側）のシーケンスブロック図を示す。Ａ局を起点にしたシ
ーケンスとなっているが、Ｂ局を起点にしても同様である。
（１）Ａ局ＳＳＥ（ＣＴ）よりＳＭＰに対しＶＤＣ（Ｒ）（受信側ＶＤＣ）調整開始命令
を送信する。
（２）ＳＭＰは他の制御が実行されていないことを確認後、ＶＤＣ（Ｒ）自動調整実行中
ステータスをＳＩＰに送信する。
（３）（２）の情報をその情報の通信用チャネルに対応するＴＲＩＢ部のＭＰＴＲに転送
する。
（４）ＶＤＣ（Ｒ）自動調整中フラグをＦＯＩへ転送する。
（５）ＴＸＦで（４）のデータをオーバヘッドへ多重する。
（６）オーバヘッドに多重されたデータを主信号としてＢ局へ送信する。
（７）Ｂ局ＲＸＦでオーバヘッドに多重された２Ｍデータをオーバヘッドより抽出する。
（８）（４）の情報をＢ局ＭＰＴＲに送信する。
（９）（８）の情報をＳＩＰへ転送する。
（１０）（９）の情報をＳＭＰへ転送する。
（１１）Ａ局ではＶＤＣ（Ｔ）設定可能であることを通知するＯＫ応答をＣＴ（ＳＳＥ）
に知らせる。
（１２）Ｂ局ＳＭＰはリモート局ＶＤＣ（Ｒ）調整中ステータスＯＮ信号をＳＳＥ（ＣＴ
）に送信する。
（１３）Ａ局ＳＭＰはＶＤＣ（Ｒ）調整中ステータスＯＮ信号をＳＳＥ（ＣＴ）に送信す
る。
（１４）Ａ局ではＶＤＣ（Ｒ）から現在の分散設定値をＭＰＴＲが収集する。
（１５）さらにＲＸＦからＦＥＣエラー訂正個数をＭＰＴＲが収集
（１６）ＶＤＣ（Ｒ）に対し分散補償値を一定のステップで可変設定させる。
（１７）設定値をＶＤＣ（Ｒ）から読み込み、評価する。（１４）～（１５）を繰り返し
、エラー個数最小になる設定値に設定し完了する。
（１８）ＭＰＴＲはＶＤＣ（Ｒ）自動調整フラグをＯＦＦにしてＳＩＰに送信する。
（１９）（１８）の情報をＳＭＰへ転送する。
（２０）Ｂ局ＳＭＰに対しＶＤＣ（Ｒ）自動調整完了ステータスを送信する。
（２１）Ｂ局ＳＭＰはリモート局ＶＤＣ（Ｒ）自動調整中ステータスＯＦＦ信号をＳＳＥ
（ＣＴ）に送信する。
（２２）Ａ局ＳＭＰからＶＤＣ（Ｒ）自動調整中ステータスＯＦＦ信号をＳＳＥ（ＣＴ）
に送信する。
【００３７】
以上で一連のシーケンスが終了する。
前述した４つの制御機能を同時制御しないよう保護を取る手段としては、自局ＣＯＭ部の
ＳＭＰと対向局ＣＯＭ部のＳＭＰ間もしくはＳＳＥ間で通信を行う方法がある。ＳＭＰ間
通信手段としては、主信号のオーバヘッドを利用する。ＳＭＰとＴＲＩＢ部のＦＯＩと直
接接続する方法と、一旦ＳＩＰとＴＲＩＢ部のＭＰＴＲを経由してＦＯＩとインターフェ
ースする方法がある。その場合は、通信経路に使用するＴＲＩＢを予め決めておき、その
経路を利用して通信を行う。
【００３８】
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ＳＭＰ間でやりとりされる情報としては、コマンドとステータスという２種類の種別の情
報を用いる。コマンドは、自局から対向局に対して命令する情報で、対向局に対し閾値制
御の開始を命令するような場合に送信される。
【００３９】
ステータスは、自局が現在どういう状態にあるかを対向局へ知らせる情報である。表１に
ＳＭＰ間通信でやりとりされるコマンド、ステータスの一覧を示す。
【００４０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
中継器監視制御については、命令そのものはＳＳＥで管理しているため、コマンド、ステ
ータスをＳＳＥ間で通信する。
また、前述した４つの制御機能に優先順位を付けることで、より重要度・緊急度の高い制
御機能を優先させて処理することが可能である。ここで言う優先順位とは、例えば同時に
多種の制御命令が発生した場合に、片方を優先させるというものである。
【００４２】
優先順位について、図８の表２に示す。以下のような優先順位を設ける。
中継器監視制御＞プリエンファシス制御＞受信機閾値制御＞分散補償制御
上記は、重要度・緊急度が高い順となっている。
【００４３】
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最も緊急度が高いのは中継器監視制御である。中継器の異常は、全波長の信号異常となる
可能性が高い。従って、一番優先度を高くする必要がある。次に優先度が高いのはプリエ
ンファシス制御である。これは、ある波長のプリエンファシスが変化すると他波長にも影
響が出てくるため、中継器監視の次に優先度を高くする必要がある。３番目の優先順位は
受信機閾値制御となる。これは、単一波長での制御機能となるため、他波長に与える影響
はプリエンファシスなどに比べて低いため、３番目とする。４番目の優先順位は分散補償
制御となる。波長分散はシステム長と伝送路の非線形効果でほぼ決まってくるため、装置
の立ち上げ時に一度調整を行った後は、再調整の必要性はそれほど要求されない。従って
、一番優先順位を低くしている。
【００４４】
この優先順位により、例えば中継器監視制御中にプリエンファシス制御を命令しても、プ
リエンファシス制御命令は拒否するようにする。また、逆に、プリエンファシス制御中に
中継器監視命令を実行した場合は、プリエンファシス制御を即中止し、中継器監視命令を
受け付ける様にする。
【００４５】
上記を実現するために、ＳＭＰ間で通信を行う。ＳＭＰ間でやりとりされる情報としては
、コマンドとステータスという２種類の種別の情報を用いる。
コマンドは、自局から対向局に対して命令する情報で、対向局に対しプリエンファシス制
御の中止を命令したり、分散制御の中止を命令するような場合に送信される。
【００４６】
ステータスは、自局が現在どういう状態になるかを対向局へ知らせる情報である。
前述した４つの制御機能に関して、それぞれ制御中に警報が発生したり、制御するユニッ
トが抜かれたりした場合についても、保護を取る必要がある。そこで、制御途中で警報な
どが発生した場合は、制御前の設定値に戻す、いわゆるリカバリ処理を行う。そうするこ
とで、制御途中で中途半端な設定値で固定されてしまうことを防ぐことができる。このリ
カバリ処理は、中継器制御を除く全ての制御に対して適用される。
【００４７】
まず、プリエンファシス調整中については、ある波長の信号入力断が発生した場合、これ
以上プリエンファシス制御を続行することは危険であるため、調整シーケンスを停止させ
る。その後、リカバリ処理を行い、全波長のプリエンファシス値を調整前の値に設定し直
す。この判断、命令はＣＯＭ部にあるＰＣＰが行う。また、自動調整中に、そのＰＣＰが
万一抜かれてしまった場合は、やはりプリエンファシス制御を続行することができないた
め、ＳＭＰが予め調整前の設定値を内部メモリで保存しておき、それを全ＴＲＩＢ部に対
して設定する。また、自動調整中にＴＲＩＢ部のＭＰＴＲが抜かれた場合は、ＴＰＡがや
はり調整前の設定値を内部メモリで保存しており、それを内部で設定し直す。
【００４８】
次に、受信機閾値調整中と分散補償値調整中については、基本的にはプリエンファシスの
場合と同じである。これらの調整シーケンスはプリエンファシス制御と違ってＴＲＩＢ部
内で実行されるので、ＣＯＭ部のＳＭＰが抜かれた場合も本来は調整続行可能であるが、
ＳＭＰ間通信ができなくなるため、同時制御防止機能を使うことができない。従って、安
全のためにこの場合もＭＰＴＲで調整前の値に戻すリカバリ処理を実行する。
【００４９】
本発明の基本動作を図９～図１３に示す。これらの図は、局間で行われる各情報のやりと
りを説明した図である。
図９は、中継器監視制御（ＳＶ）の基本動作シーケンス図、図１０はプリエンファシス自
動調整（ＰＥ）の基本動作シーケンス図、図１１は受信機閾値自動調整の基本動作シーケ
ンス図、図１２は送信側分散補償値設定の基本動作シーケンス図、図１３は受信側分散補
償値自動調整の基本動作シーケンス図である。
【００５０】
それぞれコマンドとステータスをＳＭＰ間（中継器監視制御についてはＳＳＥ間）でやり
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とりすることにより、各制御シーケンスを実現させている。
ここでは、中継器監視制御をＳＶ、プリエンファシス自動調整をＰＥ自動調整、受信機閾
値自動調整をＶＴＨ自動調整、分散値自動調整をＶＤＣ自動調整と称している。
・中継器監視制御（図９）
（１）Ａ局ＳＳＥからＳＶ問い合わせ（準備）要求がＳＭＰへ送信される。
（２）Ａ局ＳＭＰは、自局で他の制御が無いこと、警報が発生していないことを確認し、
ＯＫ応答をＳＳＥに返す。
（３）一方ＳＳＥ間通信により、ＳＶ準備の情報がＢ局ＳＳＥにも送られ、Ｂ局ＳＳＥか
らＢ局ＳＭＰに対してもＳＶ問い合わせ（準備）要求が送信される。
（４）Ｂ局ＳＭＰは、自局で他の制御が無いこと、警報が発生していないことを確認し、
ＯＫ応答をＳＳＥに返す。
（５）Ａ局ＳＳＥから、中継器監視制御用のコマンド（ＳＶコマンド）がＳＭＰへ送信さ
れる。
（６）中継器へＳＶコマンドが送信され、そのレスポンスが中継器から戻ってくる。
（７）ＳＶレスポンスがＡ局ＳＭＰからＡ局ＳＳＥへ送信される。
（８）Ａ局ＳＳＥはＳＶレスポンスを受け取ったことを確認したら、ＳＭＰに対しＳＶ問
い合わせ（完了）要求を送信する。
（９）Ａ局ＳＭＰからＯＫ応答をＡ局ＳＳＥに返す。
（１０）Ａ局ＳＳＥからのＳＶ問い合わせ（完了）要求はＢ局ＳＳＥにも通知される。
（１１）Ｂ局ＳＳＥからＳＶ問い合わせ（完了）要求はＢ局ＳＭＰに通知される。
（１２）Ｂ局ＳＭＰは、ＯＫ応答をＢ局ＳＳＥに返す。
【００５１】
つまり中継器監視制御については、ＳＳＥ間の通信によって動作する。
・プリエンファシス自動調整（図１０）
（１）Ａ局ＳＳＥからＰＥ自動調整開始命令がＳＭＰへ送信される。
（２）Ａ局ＳＭＰはＶＴＨ調整開始コマンドを対向局へ送信する。
（３）ＶＴＨ調整開始コマンドを受信したＢ局ＳＭＰは、他の制御が無いこと、警報が発
生していないことを確認し、全波長のＴＲＩＢ部にたいし閾値調整命令を行う（Ｂ局にて
閾値自動調整シーケンス実行）。また、Ｂ局ＳＳＥに対し各ＴＲＩＢ毎のＶＴＨ調整中ス
テータスＯＮ信号が送信される。
（４）Ｂ局ＳＭＰからＶＴＨ調整実行中ステータスがＡ局ＳＭＰに送られる。
（５）ＶＴＨ調整実行中ステータスを受けたＡ局ＳＭＰは、ＳＳＥに対し（１）の応答と
してＯＫ応答を送る。また、Ａ局ＳＳＥに対し各ＴＲＩＢ毎のリモート局ＶＴＨ調整中ス
テータスＯＮ信号が送信される。
（６）Ｂ局で閾値自動調整シーケンスが完了したら、Ｂ局ＳＭＰからＶＴＨ調整完了ステ
ータスがＡ局ＳＭＰに送られる。また、Ｂ局ＳＳＥに対し各ＴＲＩＢ毎のＶＴＨ調整中ス
テータスＯＦＦ信号が送信される。
（７）Ａ局でもＳＳＥに対し各ＴＲＩＢ毎のＶＴＨ調整中ステータスＯＦＦ信号が送信さ
れる。ＶＴＨ調整完了ステータスを受信したＡ局ＳＭＰは、ＰＣＰに対しプリエンファシ
ス調整命令を行う。これをトリガとしてＡ局でプリエンファシス自動調整シーケンスが始
まる。
（８）Ａ局ＳＳＥからＰＥ自動調整実行中ステータスがＢ局ＳＭＰへ送信される。また、
ＳＳＥに対してもＰＥ調整中ステータスＯＮ信号が送信される。
（９）プリエンファシス自動調整シーケンスが完了したら、Ａ局ＳＭＰからＰＥ調整完了
ステータスがＢ局ＳＭＰに送られる。また、Ａ局ＳＳＥにはＰＥ調整中ステータスＯＦＦ
信号が、Ｂ局ＳＳＥにはリモート局ＰＥ調整中ステータスＯＦＦ信号がそれぞれ送信され
る。
・受信機閾値自動調整（図１１）
（１）Ａ局ＳＳＥからＶＴＨ自動調整開始命令がＳＭＰへ送信される。
（２）Ａ局ＳＭＰは他の制御や警報が発生していないことを確認後、指定されたＴＲＩＢ
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もしくは全波長のＴＲＩＢに対してＶＴＨ調整命令を行い、各ＴＲＩＢ部において閾値自
動調整シーケンスが開始される。
（３）Ａ局ＳＭＰはＳＳＥに対し（１）の応答としてＯＫ応答を返す。同時に対向局に対
しＶＴＨ自動調整実行中ステータスを送信する。
（４）Ａ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にＶＴＨ調整中ステータスＯＮ信号が送信され
る。また、Ｂ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にリモート局ＶＴＨ調整中ステータスＯＮ
信号が送信される。
（５）閾値自動調整シーケンスが完了したら、Ａ局ＳＭＰからＶＴＨ調整完了ステータス
がＢ局ＳＭＰに送られる。
（６）Ａ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にＶＴＨ調整中ステータスＯＦＦ信号が送信さ
れる。また、Ｂ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にリモート局ＶＴＨ調整中ステータスＯ
ＦＦ信号が送信される。
・送信側分散値設定（図１２）
（１）Ａ局ＳＳＥからＶＳＣ（Ｔ）設定開始命令がＳＭＰへ送信される。
（２）Ａ局ＳＭＰは他の制御や警報が発生していないことを確認後、ＳＳＥに対しＯＫ応
答を返す。同時に対向局に対しＶＤＣ（Ｔ）設定中ステータスを送信する。
（３）Ａ局ＳＳＥはオペレータが入力した設定値をＳＭＰに対して送信する。ＳＭＰは受
信した設定値を指定ＴＲＩＢ部へ送信し、送信側分散値がＶＤＣ（Ｔ）盤に対して設定さ
れる。
（４）設定が完了したら、Ａ局ＳＭＰからＶＤＣ（Ｔ）設定完了ステータスがＢ局ＳＭＰ
に送られる。
（５）Ａ局ＳＳＥに対しては（３）の応答としてＯＫ応答を返す。
・受信側分散値自動調整（図１３）
（１）Ａ局ＳＳＥからＶＤＣ（Ｒ）自動調整開始命令がＳＭＰへ送信される。
（２）Ａ局ＳＭＰは他の制御や警報が発生していないことを確認後、指定されたＴＲＩＢ
もしくは全波長のＴＲＩＢに対してＶＤＣ（Ｒ）自動調整命令を行い、各ＴＲＩＢ部にお
いて受信側分散値自動調整シーケンスが開始される。
（３）Ａ局ＳＭＰはＳＳＥに対し（１）の応答としてＯＫ応答を返す。同時に対向局に対
しＶＤＣ（Ｒ）自動調整実行中ステータスを送信する。
（４）Ａ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にＶＤＣ（Ｒ）調整中ステータスＯＮ信号が送
信される。また、Ｂ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にリモート局ＶＤＣ（Ｒ）調整中ス
テータスＯＮ信号が送信される。
（５）自動調整シーケンスが完了したら、Ａ局ＳＭＰからＶＤＣ（Ｒ）調整完了ステータ
スがＢ局ＳＭＰに送られる。
（６）Ａ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にＶＤＣ（Ｒ）調整中ステータスＯＦＦ信号が
送信される。また、Ｂ局ＳＳＥに対しては各ＴＲＩＢ毎にリモート局ＶＤＣ（Ｒ）調整中
ステータスＯＦＦ信号が送信される。
【００５２】
このように、ＳＳＥ間、及びＳＭＰ間でコマンド、ステータスの送受信を行うことにより
、対向局の状態を常に知ることができるので、中継器監視制御、プリエンファシス制御、
閾値制御、分散値制御をそれぞれ主信号に影響与えることなく、更にオペレータが気にす
る必要なく実行することが可能となる。
【００５３】
図１４～図２２に、中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例を示す。
優先順位を付けることにより、中継器監視制御が最優先項目となっている。したがって、
中継器監視制御中は、自局、対向局とも他の如何なる制御も拒否される。
（１）Ａ局ＳＳＥからＳＶ問い合わせ（準備）がＡ局ＳＭＰと、Ｂ局ＳＳＥに送られる。
（２）Ｂ局ＳＳＥからはＢ局ＳＭＰに対し、ＳＶ問い合わせ（準備）が転送される。
（３）Ａ局及びＢ局のＳＭＰからは、ＳＶ問い合わせ（準備）の応答として、ＯＫ応答が
なされる。
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【００５４】
ここまでの手順は、前述の中継器監視制御シーケンスのはじめの部分と同じである。ここ
で、ＰＥ自動調整開始の割り込みがあったとする（４）。ＰＥ自動調整開始命令は、ＳＭ
Ｐに送られるが、ＳＭＰでは、優先順位の高い中継器監視制御シーケンスを実行中である
ので、ＳＳＥにＰＥ自動調整を実行不可能であることを通知して、ＰＥ自動調整を行わな
いまま、（５）でＳＶコマンドをＳＳＥからＳＭＰにおくって、ＳＶシーケンスを継続す
る。その後の動作は、前述のＳＶシーケンスと同じであるので、説明を省略する。
【００５５】
図１５においては、（１）で、Ａ局ＳＳＥからＳＶ実行準備のためのＳＶ問い合わせ（準
備）要求がＡ局ＳＭＰとＢ局ＳＳＥ、ＳＭＰに送られ、その応答としてＯＫ応答が返って
きた時に、Ａ局のＣＴから、ＶＴＨ自動調整開始の命令がＳＭＰに通知された場合を示し
ている。ＶＴＨ自動調整開始命令を受けたＡ局ＳＭＰは、優先順位の高いＳＶを実行中で
あるので、ＣＴにＶＴＨ自動調整が実行不可能であることをＣＴに通知して、以下、ＳＶ
シーケンスを継続する。ＳＶシーケンスは前述したので、ここでは説明を省略する。
【００５６】
図１６では、Ａ局ＳＳＥからＳＶシーケンスが開始された後に、ＣＴからＶＤＣ（Ｔ）の
設定開始命令がＡ局ＳＭＰに発せられた場合を示している。ここでも、ＳＭＰは、ＶＤＣ
（Ｔ）設定よりも優先順位の高いＳＶシーケンスを実行中であるので、ＣＴからの要求を
受け付けられない旨の通知をＣＴに返して、以下、ＳＶシーケンスを継続する。ＳＶシー
ケンスは前述の説明を参照されたい。
【００５７】
図１７では、Ａ局ＳＳＥからＳＶシーケンスが開始された場合に、Ａ局ＣＴからＶＤＣ（
Ｒ）の自動調整シーケンスの開始命令がＡ局ＳＭＰに通知された場合を示している。この
場合も、Ａ局ＳＭＰは、ＶＤＣ（Ｒ）の自動調整よりも優先度の高いＳＶシーケンスを実
行中であることを検出し、ＣＴに対して、ＶＤＣ（Ｒ）の自動調整が実行不可能であるこ
とを通知して、以下、ＳＶシーケンスを続行する。
【００５８】
図１８では、Ａ局ＳＳＥからＳＶシーケンスが開始された後、Ｂ局ＳＳＥからＳＶシーケ
ンスの開始命令が発せらようとしている場合を示している。この場合は、いずれもＳＶシ
ーケンスであるので、優先度は同じであるが、ＳＳＥ間通信により、Ａ局でＳＶシーケン
スを実行中であることをＢ局ＳＳＥが取得し、Ｂ局のＳＳＥは、Ｂ局からのＳＶシーケン
スの開始命令を発しないようにブロックする。そして、Ａ局ＳＳＥからの命令によるＳＶ
シーケンスを以下続行する。
【００５９】
図１９では、Ａ局ＳＳＥからの命令に基づくＳＶシーケンスが実行中の場合に、Ｂ局ＳＳ
ＥからＰＥ自動調整開始命令が発せられた場合を示している。この場合、Ｂ局ＳＭＰは、
Ａ局ＳＳＥからの命令により、ＳＶシーケンスが行われていることを知っているので、Ｂ
局ＳＭＰがＢ局ＳＳＥからＰＥ自動調整命令を受け取った時点で、ＰＥ自動調整命令を実
行不可能とし、Ｂ局ＳＳＥに通知する。その後は、Ａ局ＳＳＥの命令によるＳＶシーケン
スを続行する。
【００６０】
図２０では、Ａ局ＳＳＥの命令に基づくＳＶシーケンスが始まった後に、Ｂ局ＣＴから、
ＶＴＨ自動調整開始命令がＢ局ＳＭＰに発せられた場合を示している。この場合、Ｂ局の
ＳＳＥからＢ局のＳＭＰにＶＴＨ自動調整開始命令が発せられるが、Ｂ局ＳＭＰは、Ａ局
から始まったＳＶシーケンスが実行中であることを知っているので、ＶＴＨ自動調整シー
ケンスが実行不可能であるとして、Ｂ局ＣＴに実行不可能を通知する。Ａ局ＳＳＥの命令
から始まったＳＶシーケンスは、続行される。
【００６１】
図２１においては、Ａ局ＳＳＥからのＳＶシーケンスが行われている最中に、Ｂ局ＣＴか
らＶＤＣ（Ｔ）の自動設定命令がＢ局ＳＭＰに発せられた場合を示している。この場合も
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、Ｂ局ＳＭＰは、ＳＶシーケンスが実行中であるので、Ｂ局ＣＴからのＶＤＣ（Ｔ）の自
動調整は実行不可能であるとして、Ｂ局ＣＴに通知し、ＶＤＣ（Ｔ）の自動調整を行わな
いで、ＳＶシーケンスを続行する。
【００６２】
図２２においては、Ａ局ＳＳＥから始まるＳＶシーケンスが実行中に、Ｂ局ＣＴからＶＤ
Ｃ（Ｒ）自動調整シーケンスを始める命令がＢ局ＳＭＰに通知された場合を示している。
この場合も、Ｂ局ＳＭＰは、ＳＶシーケンスが行われている最中であることを知っている
ので、ＣＴからのＶＤＣ（Ｒ）の自動調整シーケンスが実行不可能であることをＢ局ＣＴ
に通知して、ＳＶシーケンスを続行する。
【００６３】
図２３～図２７に、プリエンファシス自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例を示
す。
本発明の実施形態に従って優先順位を付けることにより、プリエンファシスは２番目の優
先項目となる。したがって、図２３、図２５のように、途中で中継器監視制御命令（ＳＶ
問い合わせ要求）が割り込まれた場合は、一旦ビジー信号をＳＳＥに返し、その間プリエ
ンファシス自動調整シーケンスを停止し、全ＴＲＩＢ部のＴＰＡに対し調整開始前の設定
値に戻す。その後ＳＳＥより再度ＳＶ問い合わせが送られ、中継器監視制御動作が始まる
。その他の制御（閾値調整、分散値調整）命令が合ったときは、それらを拒否し、プリエ
ンファシス調整シーケンスを継続する。
【００６４】
ただし、信号の方向によっては、同時に実行できる制御もある。表２に示した●がそれで
ある。プリエンファシスは送信側の信号レベルを変える制御なので、同時に受信側の信号
を制御しても問題はない。従って、自局の受信機閾値調整や受信側分散値調整および対向
局のプリエンファシス調整、送信側分散値設定は同時に実行可能である。
【００６５】
図２３においては、Ａ局ＳＳＥからＰＥ自動調整開始命令がＡ局ＳＭＰに発せられ、前述
のシーケンスに基づいて、ＰＥ自動調整シーケンスが行われている最中に、Ａ局ＳＳＥか
ら、ＳＶシーケンスの実行開始が命令された場合を示している。Ａ局ＳＳＥからＳＶ問い
合わせを受け取ったＡ局ＳＭＰは、Ａ局ＳＳＥにビジー信号を通知する。また、Ａ局ＳＳ
ＥのＳＶ問い合わせは、Ｂ局のＳＭＰにも通知されているので、Ｂ局ＳＳＥにもビジー信
号を通知する。今の場合、ＰＥ自動制御の前半の処理であるＶＴＨ調整シーケンス中であ
るので、Ａ局ＳＭＰは、Ｂ局ＳＭＰに、Ｂ局ＳＭＰは、Ａ局ＳＭＰにＶＴＨ異常終了ステ
ータスを渡して、ＶＴＨ調整シーケンスを終了させる。また、ＶＴＨ調整シーケンスが異
常終了するので、Ａ局あるいはＢ局のＲＸＦの閾値が中途半端な値に設定されないように
、これらの閾値をＶＴＨ調整シーケンス開始前の値にリカバリ処理する。リカバリ処理が
終了すると、Ａ局ＳＳＥからＳＶシーケンスの開始であるＳＶ問い合わせが行われ、前述
のＳＶシーケンスと同様のシーケンスによってＳＶ処理を行う。
【００６６】
図２４においては、Ａ局ＳＳＥから開始されたＰＥ自動調整シーケンスの途中で、Ａ局Ｃ
ＴからＶＤＣ（Ｔ）調整開始命令がＡ局ＳＭＰに入力された場合を示している。この場合
には、ＰＥ自動調整シーケンスがＶＤＣ（Ｔ）の調整シーケンスよりも優先的であるので
、Ａ局ＣＴには、ＶＤＣ（Ｔ）の調整シーケンスができない旨の通知を行い、ＰＥ自動調
整シーケンスを続行する。
【００６７】
図２５においては、Ａ局ＳＳＥから開始されたＰＥ自動調整シーケンスの途中で、Ｂ局の
ＳＳＥからＳＶシーケンス開始命令が行われた場合を示している。この場合には、ＳＶシ
ーケンスがＰＥ自動調整シーケンスよりも優先されるので、ＳＶ問い合わせがＳＳＥから
ＳＭＰに行われた時点で、ＳＭＰは、ビジー信号をＳＳＥに返し、Ａ局ＳＳＥから始まっ
たＰＥ自動調整シーケンスを中止し、ＰＥ自動調整シーケンスの開始前の状態に、閾値や
プリエンファシス量を戻して（リカバリ処理）、リカバリ処理が終了したら、ＳＶシーケ
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ンスを開始する。
【００６８】
図２６においては、Ａ局ＳＳＥから開始されたＰＥ自動調整シーケンスの実行中に、Ｂ局
ＣＴからＶＴＨ自動調整開始命令が発せられた場合を示している。この場合には、ＰＥ自
動調整シーケンスの方が、ＶＴＨ自動調整シーケンスより優先されるので、Ｂ局ＣＴが発
したＶＴＨ自動調整開始命令は、Ｂ局ＳＭＰにおいて拒絶され、Ｂ局ＣＴには、ＶＴＨ自
動調整シーケンスが行えないことを通知すると共に、ＰＥ自動調整シーケンスを継続する
。
【００６９】
図２７においては、Ａ局ＳＳＥから始まったＰＥ自動調整シーケンスの途中で、Ｂ局ＣＴ
からＶＤＣ（Ｒ）の調整開始命令がＢ局ＳＭＰに発せられた場合を示している。この場合
には、ＰＥ自動調整シーケンスが、ＶＤＣ（Ｒ）の調整シーケンスより優先されるので、
Ｂ局ＣＴからのＶＤＣ（Ｒ）の調整シーケンス開始要求は拒絶され、ＰＥ自動調整シーケ
ンスが続行される。
【００７０】
図２８～３２に、受信機閾値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例を示す。
優先順位を付けることにより、閾値自動調整は３番目の優先項目となる。従って、図２８
、図３０、図３１のように、途中で中継器監視制御命令（ＳＶ問い合わせ要求）や対向局
のプリエンファシス制御が割り込まれた場合は、一旦ビジー信号をＳＳＥに返し、その間
閾値自動調整シーケンスを停止し、全ＴＲＩＢ部のＲＸＦに対し調整開始前の設定値に戻
す。その後ＳＳＥより再度制御命令が送られ、割り込みした制御のシーケンスが始まる。
【００７１】
その他の制御（同時実行できない自局の受信側分散値調整及び対向局の送信側分散値設定
）命令があった時は、それらを拒否し、閾値自動調整シーケンスを継続する。
【００７２】
図２８においては、Ａ局のＳＳＥあるいはＣＴから始まるＶＴＨ自動調整シーケンスの実
行中に、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＳＶの実行が指示された場合を示している。この場
合、Ａ局及びＢ局のＳＭＰは、ＳＶ問い合わせ要求を受けると、それぞれのＳＳＥあるい
はＣＴにビジー信号を通知して、ＶＴＨ自動調整シーケンスを中止し、ＶＴＨ自動調整シ
ーケンスが始まる前の状態に閾値などをリカバリし、リカバリが完了した時点で、ＳＶシ
ーケンスを開始する。
【００７３】
図２９においては、Ａ局のＳＳＥまたはＣＴから始まったＶＴＨ自動調整シーケンスの途
中で、Ａ局ＳＳＥまたはＣＴからＶＤＣ（Ｒ）自動調整シーケンスの開始命令が発せられ
た場合を示してる。この場合には、ＶＴＨ自動調整シーケンスの方がＶＤＣ（Ｒ）自動調
整シーケンスよりも優先されるので、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからのＶＤＣ（Ｒ）の自動
調整シーケンス実行命令を実行不可能として拒絶し、ＶＴＨ自動調整シーケンスを続行す
る。
【００７４】
図３０においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始まったＶＴＨ自動調整シーケンスの途
中で、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴから、ＳＶシーケンスの開始命令がでた場合を示している
。この場合、ＳＶシーケンスが優先されるので、両局のＳＭＰは、それぞれのＳＳＥある
いはＣＴにビジー信号を送出し、その間に、ＶＴＨ自動調整シーケンスを停止し、リカバ
リ処理を行う。リカバリ処理が終了すると、ＳＶシーケンスが開始される。
【００７５】
図３１においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始まったＶＴＨ自動調整シーケンスの途
中で、Ｂ局のＳＳＥあるいはＣＴから、ＰＥ自動調整シーケンスの開始命令が発せられた
場合を示している。この場合、ＰＥ自動調整シーケンスのほうが、ＶＴＨ自動調整シーケ
ンスよりも優先されるので、Ｂ局のＳＭＰは、Ｂ局のＳＳＥあるいはＣＴに対し、ビジー
信号を送出すると共に、ＶＴＨ自動調整シーケンスを終了し、ＶＴＨ自動調整シーケンス
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開始前の状態に戻すために、リカバリ処理を行う。リカバリ処理が終了すると、Ｂ局を起
点としたＰＥ自動調整シーケンスが開始される。図１０は、Ａ局を起点としたＰＥ自動調
整シーケンスであるが、いずれの局が起点となっても、シーケンスは基本的に同様なので
、説明は省略する。
【００７６】
図３２においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＴＨ自動調整シーケンスが開始され、
その途中で、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＤＣ（Ｔ）調整シーケンス開始命令が発せら
れた場合を示している。この場合、ＶＴＨ自動調整シーケンスのほうが、ＶＤＣ（Ｔ）調
整シーケンスよりも優先されるので、ＶＤＣ（Ｔ）自動調整シーケンス開始命令はＢ局Ｓ
ＭＰにより拒絶され、システムでは、ＶＴＨ自動調整シーケンスが継続される。
【００７７】
図３３～３７に、送信側分散値設定中の割り込み時の各動作シーケンス例を示す。
優先順位を付けることにより、自局分散値調整は４番目の優先項目となるが、本制御は自
動調整と違い、１つの命令で任意値に設定されるのみの制御なので、短時間（約２秒間程
度）で完了する。そのため途中で割り込みがあったからといって必ずしもリカバリ処理す
るメリットはない。したがって、本実施形態では、リカバリ処理は行わず、優先順位の高
い割り込み制御命令はそのまま受け付ける動作とする（図３３～３６）。優先順位の低い
受信側分散値制御のみについては、割り込まれても拒否することにする。
【００７８】
図３３においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＤＣ（Ｔ）の自動調整シーケンス実行
中にＡ局ＳＳＥあるいはＣＴからＳＶシーケンス開始命令が発せられた場合を示している
。この場合、ＶＤＣ（Ｔ）の自動調整シーケンスは、シーケンスが完了するまで実行し、
その後、ＳＶシーケンスを実行する。
【００７９】
図３４においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＤＣ（Ｔ）自動調整シーケンスの開始
命令が発せられ、このシーケンスの途中で、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＰＥ自動調整開
始命令が発せられた場合である。この場合も、ＰＥ自動調整開始命令をそのまま受け付け
、一方で、ＶＤＣ（Ｔ）の自動調整を最後までやってしまう。その後は、前述したＰＥ自
動調整シーケンスと同じなので、説明を省略する。
【００８０】
図３５においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始められたＶＤＣ（Ｔ）自動設定シーケ
ンスの途中で、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴからＳＶシーケンスが割り込みで始められた場合
を示している。この場合も、ＳＶシーケンスのの開始命令はそのまま受け付けられると共
に、ＶＤＣ（Ｔ）の自動設定シーケンスも同時に行われる。ＶＤＣ（Ｔ）の自動設定シー
ケンスが終了すると、ＳＶシーケンスが始められる。
【００８１】
図３６においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始まったＶＤＣ（Ｔ）の自動設定シーケ
ンスの途中で、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴがＶＴＨ自動調整シーケンス開始命令を発した場
合を示している。この場合も、ＶＴＨ自動調整シーケンスの開始命令は、そのまま受け付
けられる。一方で、ＶＤＣ（Ｔ）の自動設定シーケンスも続行され、これが終了した時点
で、ＶＴＨ自動調整シーケンスを実行する。
【００８２】
図３７においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始まったＶＤＣ（Ｔ）自動設定シーケン
スの途中で、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＤＣ（Ｒ）の自動設定シーケンス開始命令が
発せられた場合を示している。この場合には、ＶＤＣ（Ｔ）の自動設定シーケンスはＶＤ
Ｃ（Ｒ）の自動設定シーケンスよりも優先されるので、ＶＤＣ（Ｒ）自動設定シーケンス
の開始命令は拒絶される。そして、ＶＤＣ（Ｔ）自動設定シーケンスのみが実行され、終
了する。
【００８３】
図３８～４２に、受信側分散値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例を示す。
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優先順位を付けることにより、受信側分散値調整は５番目の優先項目となる。したがって
、図８の表２に示されているように、同時制御可能な自局プリエンファシス、自局送信側
分散値設定、対向局閾値調整および対向局受信側分散値調整の４つ以外については、全て
命令を受け付け、実行中の受信側分散値調整シーケンスは中止し、調整前の設定値に戻す
リカバリ処理を行う。その後に割り込み制御を実行する。
【００８４】
図３８においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＤＣ（Ｒ）の設定開始命令が発せられ
、シーケンスの実行中に、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＳＶシーケンスの開始命令が発せ
られた場合を示している。この場合には、両局のＳＭＰはそれぞれのＳＳＥあるいはＣＴ
に対してビジー信号を送信し、ＶＤＣ（Ｒ）設定処理のリカバリ処理を行う。そして、リ
カバリ処理が終了した後に、ＳＶシーケンスを開始する。
【００８５】
図３９においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始められたＶＤＣ（Ｒ）の設定シーケン
スの実行中に、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＴＨ自動調整開始命令が発せられた場合を
示している。Ａ局のＳＭＰは、ＶＴＨ自動調整開始命令に対し、ビジー信号をＡ局のＳＳ
ＥあるいはＣＴに送信し、ＶＤＣ（Ｒ）の設定シーケンスを中止し、リカバリ処理を行う
。リカバリ処理が終了すると、ＶＴＨ自動調整シーケンスを開始する。
【００８６】
図４０においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始められたＶＤＣ（Ｒ）の設定シーケン
スの実行中に、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴからＳＶシーケンスの開始命令が発せられた場合
を示している。両局のＳＭＰは、それぞれのＳＳＥあるいはＣＴにビジー信号を送信し、
ＶＤＣ（Ｒ）設定処理のリカバリ処理を実行し、リカバリ処理が終了すると、ＳＶシーケ
ンスを実行する。
【００８７】
図４１においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始められたＶＤＣ（Ｒ）の設定シーケン
スの実行中に、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴから、ＰＥ自動調整シーケンスの開始命令が発せ
られた場合を示している。この場合、ＰＥ自動調整シーケンス開始命令を受けたＢ局ＳＭ
Ｐは、ビジー信号をＢ局ＳＳＥあるいはＣＴに返し、Ａ局から始められたＶＤＣ（Ｒ）設
定シーケンスを中止し、リカバリ処理を行う。リカバリ処理が終了すると、ＰＥ自動調整
シーケンスが開始される。
【００８８】
図４２においては、Ａ局ＳＳＥあるいはＣＴから始められたＶＤＣ（Ｒ）の自動設定シー
ケンスの途中で、Ｂ局ＳＳＥあるいはＣＴからＶＤＣ（Ｔ）の設定開始命令が発せられた
場合を示している。この場合、Ｂ局ＳＭＰは、ビジー信号をＢ局ＳＳＥあるいはＣＴに送
信し、Ａ局から始まったＶＤＣ（Ｔ）の設定シーケンスを終了させ、リカバリ処理を行わ
せる。リカバリ処理が終わると、ＶＤＣ（Ｔ）設定処理が開始される。
【００８９】
図４３～４８に、各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例を示す。
障害発生のパターンについては数多く存在するため、本実施形態では代表的と思われる６
パターンについて示した。
【００９０】
図４３は、プリエンファシス調整中に送信側伝送路で障害が発生した場合であるが、この
場合は対向局通信が一部異常となり、対向局エラー訂正個数をもらえない状態になるので
、これ以上プリエンファシス調整シーケンスを実行することができない。したがって、処
理を中止し、リカバリ処理を実行する。この場合、対向局（Ｂ局）受信側で警報が発生し
、それを検出したＢ局ＳＭＰは、Ａ局に対しプリエンファシス強制終了コマンドを送信す
る。Ａ局ＳＭＰは、このステータスを受信することにより、プリエンファシス調整を中止
し、リカバリ処理を行う。
【００９１】
図４４は、プリエンファシス調整中に受信側伝送路で障害が発生した場合であるが、この
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場合は自局で警報が発生するので、自局ＳＭＰで検出することができ、即プリエンファシ
ス調整を中止してリカバリ処理に入る。そして、対向局に対してＰＥ異常終了ステータス
を送信し、リカバリ処理中であることを通知する。
【００９２】
図４５は、プリエンファシス調整中に受信側ユニットが抜けた場合であるが、この場合も
基本的には図４４と同様の動作となり、自局ＳＭＰの判断で自動調整シーケンスの中止・
リカバリ処理を行う。
【００９３】
図４６～４８は、受信機閾値調整中に障害が発生した場合の動作を示したものであるが、
これも基本的にはプリエンファシスの場合と同じで、送信側障害の場合は対向局からの強
制終了コマンドでシーケンス中止、受信側障害の場合は自局ＳＭＰの判断でシーケンス中
止・リカバリ処理を行う。
【００９４】
すなわち、図４６は、Ａ局ＣＴから始まったＶＴＨ自動調整シーケンスの途中で、Ｂ局Ｓ
ＭＰにおいて障害が検出された場合である。Ｂ局ＳＭＰは、Ａ局ＳＭＰにＶＴＨ自動調整
シーケンスの強制終了コマンドを送信し、Ａ局ＳＭＰは、ＶＴＨ異常終了ステータスＯＮ
の信号をＡ局ＣＴに渡すと共に、ＶＴＨ自動調整シーケンスを中止して、リカバリ処理を
開始する。リカバリ処理が終了した時点で、Ａ局ＳＭＰは、Ａ局ＣＴにＶＴＨ異常終了ス
テータスのＯＦＦと、ＶＴＨ調整中ステータスＯＦＦの通知をする。障害が復旧したら、
Ａ局ＳＭＰから、Ｂ局ＳＭＰに対して、ＶＴＨ調整終了ステータスを渡し、Ｂ局ＳＭＰは
、Ｂ局ＳＳＥに対し、リモートＶＴＨ調整中ステータスＯＦＦを通知する。
【００９５】
図４７は、Ａ局ＣＴから始まったＶＴＨ自動調整シーケンスの途中で、Ａ局ＳＭＰが障害
を検出した場合である。この場合、Ａ局ＳＭＰは、Ａ局ＣＴに対し、ＶＴＨ異常終了ステ
ータスＯＮを通知し、Ｂ局ＳＭＰには、ＶＴＨ異常終了ステータスを通知する。Ｂ局ＳＭ
Ｐは、Ｂ局ＳＳＥにリモートＶＴＨ異常終了ステータスＯＮを通知する。そして、リカバ
リ処理を行い、リカバリ処理が終了すると、Ａ局ＳＭＰは、Ａ局ＣＴにＶＴＨ調整中／異
常終了ステータスＯＦＦを通知し、Ｂ局ＳＭＰには、ＶＴＨ調整終了ステータスを通知す
る。Ｂ局ＳＭＰは、更に、Ｂ局ＳＳＥにリモートＶＴＨ異常終了ステータスＯＦＦを通知
する。
【００９６】
図４８は、Ａ局ＣＴから始まったＶＴＨ自動調整シーケンスの途中でＡ局のＭＰＴＲの抜
くなどの障害が生じた場合を示している。この場合には、アラーム発生と同時に、Ａ局Ｃ
ＴにＶＴＨ異常終了ステータスＯＮが通知される。また、Ｂ局ＳＭＰにはＶＴＨ異常終了
ステータスを通知する。Ｂ局ＳＭＰは、リモートＶＴＨ異常終了ステータスＯＮをＢ局Ｓ
ＳＥに通知する。そして、Ａ局でリカバリ処理を行い、リカバリ処理が終わると、Ａ局Ｓ
ＭＰは、Ｂ局ＳＭＰにＶＴＨ調整終了ステータスを通知し、Ｂ局ＳＭＰからＢ局ＳＳＥに
対して、リモートＶＴＨ異常終了ステータスＯＦＦを通知する。そして、障害が復旧する
と、Ａ局ＳＭＰからＡ局ＣＴにＶＴＨ調整中／異常終了ステータスＯＦＦが通知される。
【００９７】
受信側分散値調整についても、考え方は閾値調整時（ＶＴＨ調整時）と同様なので図示し
ていないが、障害発生時は即シーケンスを中止し、リカバリ処理を行う。
【００９８】
ただし、中継器監視制御については例外で、回線状態によらず最優先で実行される必要が
あるため、障害発生時もシーケンスはそのまま続行させるようにする。
【００９９】
以上のように、障害発生時においては設定値を以前の値に戻すことにより、障害がより複
雑化することを防止する。
（付記１）ＷＤＭ光通信システムの端局における主信号制御装置であって、該ＷＤＭ通信
システムの伝送路に設けられる中継器の監視制御をする中継器監視制御手段と、
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該端局から送信するＷＤＭ光信号の波長間のレベル差を調整するプリエンファシスを行う
プリエンファシス制御手段と、
光信号の受信装置が信号検出するために使用する閾値を設定制御する閾値設定制御手段と
、
送信端あるいは受信端での波長分散補償量を調節する波長分散補償制御手段と、
中継器の監視制御、プリエンファシス制御、閾値設定制御、及び波長分散補償制御を、こ
の順序で優先的に行うことにより、これらの制御の内少なくとも２つが同時に起こったと
きに、該ＷＤＭ通信システムが送受する主信号の信号品質に悪影響を与えることなく該制
御を実現する優先制御手段と、
を備えることを特徴とする主信号制御装置。
【０１００】
（付記２）前記波長分散量の調整は、送信端における調整が受信端における調整よりも優
先することを特徴とする付記１に記載の主信号制御装置。
（付記３）対向する端局からの中継器の監視制御と自端局からの中継器の監視制御が同時
に生じた場合には、両端局の前記優先制御手段を接続する専用の回線によって情報を交換
し、先に行っていた制御を優先して行うことを特徴とする付記１に記載の主信号制御装置
。
【０１０１】
（付記４）前記各制御の内、対向端局と自端局を接続する前記ＷＤＭ通信システムの異な
る伝送路に関連した制御は、同時に実行することを特徴とする付記１に記載の主信号制御
装置。
【０１０２】
（付記５）前記閾値制御は、受信信号の振幅方向の閾値と位相方向の閾値を制御すること
を特徴とする付記１に記載の主信号制御装置。
（付記６）優先順位の低い制御が優先順位の高い制御によって割り込まれた場合、該優先
順位の低い制御は、制御を中止すると共に、前記ＷＤＭ通信システムの状態を該優先順位
の低い制御が始まる前の状態に戻すリカバリ処理を行うことを特徴とする付記１に記載の
主信号制御装置。
【０１０３】
（付記７）前記優先順位の低い制御が自端局の波長分散補償制御である場合には、リカバ
リ処理を行わないことを特徴とする付記６に記載の主信号制御装置。
【０１０４】
（付記８）前記いずれかの制御の実行中に障害が発生した場合には、該制御を中止し、前
記ＷＤＭ通信システムを該制御が行われる前の状態に戻すリカバリ処理を行うことを特徴
とする付記１に記載の主信号制御装置。
【０１０５】
（付記９）ＷＤＭ光通信システムの端局における主信号制御方法であって、
該ＷＤＭ通信システムの伝送路に設けられる中継器の監視制御をする中継器監視制御ステ
ップと、
該端局から送信するＷＤＭ光信号の波長間のレベル差を調整するプリエンファシスを行う
プリエンファシス制御ステップと、
光信号の受信装置が信号検出するために使用する閾値を設定制御する閾値設定制御ステッ
プと、
送信端あるいは受信端での波長分散補償量を調節する波長分散補償制御ステップと、
中継器の監視制御、プリエンファシス制御、閾値設定制御、及び波長分散補償制御を、こ
の順序で優先的に行うことにより、これらの制御の内少なくとも２つが同時に起こったと
きに、該ＷＤＭ通信システムが送受する主信号の信号品質に悪影響を与えることなく該制
御を実現する優先制御ステップと、
を備えることを特徴とする主信号制御方法。
【０１０６】
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（付記１０）前記波長分散量の調整は、送信端における調整が受信端における調整よりも
優先することを特徴とする付記９に記載の主信号制御方法。
（付記１１）対向する端局からの中継器の監視制御と自端局からの中継器の監視制御が同
時に生じた場合には、両端局の前記優先制御ステップにおいて専用に使用する回線によっ
て情報を交換し、先に行っていた制御を優先して行うことを特徴とする付記９に記載の主
信号制御方法。
【０１０７】
（付記１２）前記各制御の内、対向端局と自端局を接続する前記ＷＤＭ通信システムの異
なる伝送路に関連した制御は、同時に実行することを特徴とする付記９に記載の主信号制
御方法。
【０１０８】
（付記１３）前記閾値制御は、受信信号の振幅方向の閾値と位相方向の閾値を制御するこ
とを特徴とする付記９に記載の主信号制御方法。
（付記１４）優先順位の低い制御が優先順位の高い制御によって割り込まれた場合、該優
先順位の低い制御は、制御を中止すると共に、前記ＷＤＭ通信システムの状態を該優先順
位の低い制御が始まる前の状態に戻すリカバリ処理を行うことを特徴とする付記９に記載
の主信号制御方法。
【０１０９】
（付記１５）前記優先順位の低い制御が自端局の波長分散補償制御である場合には、リカ
バリ処理を行わないことを特徴とする付記１４に記載の主信号制御方法。
【０１１０】
（付記１６）前記いずれかの制御の実行中に障害が発生した場合には、該制御を中止し、
前記ＷＤＭ通信システムを該制御が行われる前の状態に戻すリカバリ処理を行うことを特
徴とする付記９に記載の主信号制御方法。
【０１１１】
【発明の効果】
本発明により、ＷＤＭ海底端局装置に要求されている海底中継器／利得等化器の監視制御
機能、プリエンファシス制御機能、受信機閾値制御機能及び分散値制御機能の各種主信号
制御機能を、より安全に、主信号への影響を防ぎながら、それぞれ確実に動作させること
が可能になり、またオペレータにとって制御の順番などを考慮すること必要なく、安心し
て保守できる装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に従った装置構成例を示す図である。
【図２】各制御機能の手順を示すブロック図（その１）である。
【図３】各制御機能の手順を示すブロック図（その２）である。
【図４】各制御機能の手順を示すブロック図（その３）である。
【図５】各制御機能の手順を示すブロック図（その４）である。
【図６】各制御機能の手順を示すブロック図（その５）である。
【図７】各制御機能の手順を示すブロック図（その６）である。
【図８】本発明の実施形態に従った各制御機能の優先順位を示す図である。
【図９】本発明の実施形態の基本動作を示し、局間で行われる各情報のやりとりを説明す
る図（その１）である。
【図１０】本発明の実施形態の基本動作を示し、局間で行われる各情報のやりとりを説明
する図（その２）である。
【図１１】本発明の実施形態の基本動作を示し、局間で行われる各情報のやりとりを説明
する図（その３）である。
【図１２】本発明の実施形態の基本動作を示し、局間で行われる各情報のやりとりを説明
する図（その４）である。
【図１３】本発明の実施形態の基本動作を示し、局間で行われる各情報のやりとりを説明
した図（その５）である。
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【図１４】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その１）を示す図であ
る。
【図１５】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その２）を示す図であ
る。
【図１６】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その３）を示す図であ
る。
【図１７】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その４）を示す図であ
る。
【図１８】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その５）を示す図であ
る。
【図１９】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その６）を示す図であ
る。
【図２０】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その７）を示す図であ
る。
【図２１】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その８）を示す図であ
る。
【図２２】中継器監視制御中の割り込み時の各動作シーケンス例（その９）を示す図であ
る。
【図２３】プリエンファシス自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その１）を
示す図である。
【図２４】プリエンファシス自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その２）を
示す図である。
【図２５】プリエンファシス自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その３）を
示す図である。
【図２６】プリエンファシス自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その４）を
示す図である。
【図２７】プリエンファシス自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その５）を
示す図である。
【図２８】受信機閾値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その１）を示す図
である。
【図２９】受信機閾値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その２）を示す図
である。
【図３０】受信機閾値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その３）を示す図
である。
【図３１】受信機閾値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その４）を示す図
である。
【図３２】受信機閾値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その５）を示す図
である。
【図３３】送信側分散値設定中の割り込み時の各動作シーケンス例（その１）を示す図で
ある。
【図３４】送信側分散値設定中の割り込み時の各動作シーケンス例（その２）を示す図で
ある。
【図３５】送信側分散値設定中の割り込み時の各動作シーケンス例（その３）を示す図で
ある。
【図３６】送信側分散値設定中の割り込み時の各動作シーケンス例（その４）を示す図で
ある。
【図３７】送信側分散値設定中の割り込み時の各動作シーケンス例（その５）を示す図で
ある。
【図３８】受信側分散値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その１）を示す
図である。
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【図３９】受信側分散値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その２）を示す
図である。
【図４０】受信側分散値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その３）を示す
図である。
【図４１】受信側分散値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その４）を示す
図である。
【図４２】受信側分散値自動調整中の割り込み時の各動作シーケンス例（その５）を示す
図である。
【図４３】各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例（その１）を示す図
である。
【図４４】各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例（その２）を示す図
である。
【図４５】各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例（その３）を示す図
である。
【図４６】各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例（その４）を示す図
である。
【図４７】各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例（その５）を示す図
である。
【図４８】各制御実行中に障害が発生した場合の各動作シーケンス例（その６）を示す図
である。
【図４９】従来のＷＤＭ光海底端局装置の一構成例を示す図である。
【符号の説明】
１０、１１　　　端局
１２、１４　　　ＴＲＩＢ
１３、１５　　　ＣＯＭ
１６、４０　　　ＴＰＡ
１８、３７　　　ＴＸＦ
１９、３６　　　ＦＯＩ
２０、３５　　　ＲＸＦ
２３、４１　　　ＭＰＴＲ
２４、４２　　　ＳＩＰ
２５、４３　　　ＰＣＰ
２６、４４　　　ＲＳＰ
２７、４５　　　ＳＭＰ
２８、４６　　　ＳＳＥ
２９、４７　　　ＣＴ
３０、３２　　　ＷＤＭ部
３１―１、３１－２　　　海底中継器
３１－３、３１－４　　　利得等化器
６０、６１、６２、６２　　　可変分散補償器
６５、６６　　　閾値可変回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】 【 図 ４ ４ 】
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【 図 ４ ５ 】 【 図 ４ ６ 】

【 図 ４ ７ 】 【 図 ４ ８ 】
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【 図 ４ ９ 】
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