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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した信号に対して高調波周波数からなる非線形ノイズを返信するようなフィルタさ
れていない装置を、通信信号を妨害する装置として検出する方法であって、
　基本周波数Ｓにおいて装置検出信号を送信し、
　前記装置検出信号の少なくとも２倍および３倍高調周波数にて受信信号を測定し、
　前記通信信号を妨害する１以上の装置の存在を検出すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１の方法であって、さらに、ユーザーに対し、通信を妨害する１以上の装置が検
出されたことを通知すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１の方法であって、さらに、ユーザーに対し、１以上のマイクロフィルターの取
り付けを指示すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１の方法であって、さらに、追加の信号を送信し、前記１以上の測定信号を、前
記送信信号の倍数の周波数および前記送信信号の和と差の倍数の周波数で受信すること、
　を備えたことを特徴とする方法。
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【請求項５】
　請求項１の方法であって、さらに、前記装置検出信号を送信する前に、送信モデムが静
かになるのを待つこと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１の方法であって、さらに、通信チャネル上の背景ノイズを測定し、および、
　前記受信信号を１以上のしきい値と比較すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１の方法において、前記装置検出信号は、正弦波であること、
　を特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１の方法において、前記１以上の装置は、電話、留守番電話、ファクシミリ装置
、家庭用セキュリテイーシステム、ケーブルＴＶのセットトップボックス、衛星ＴＶのセ
ットトップボックス、他のモデムであること、
　を特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１の方法であって、さらに、解釈装置に対し、前記測定された受信信号に対応す
る未処理データを送信するステップ、を備えたこと、
　を特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１の方法であって、さらに、背景ノイズが高調波より大きいかを判断すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１の方法であって、さらに、高調波が１以上の所定のしきい値より大きいかを判
断すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１の方法であって、さらに、ユーザーに対し、是正措置を取るよう指示するメッ
セージを生成すること
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１の方法において、本方法は、マルチキャリアモデムによって実行されること、
　を特徴とする方法。
【請求項１４】
　受信した信号に対して高調波周波数からなる非線形ノイズを返信するようなフィルタさ
れていない装置を、通信信号を妨害する装置として検出するよう構成されたシステムであ
って、
　基本周波数Ｓにおいて装置検出信号を送信するのに用いられる送信機、
　前記装置検出信号の少なくとも２倍および３倍高調周波数にて受信信号を測定するため
の信号解析モジュール、および
　前記通信信号を妨害する１以上の装置の存在を検出するのに用いられる解釈モジュール
、
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１４のシステムであって、さらに、ユーザーに対し、通信を妨害する１以上の装
置が検出されたことを通知するのに用いられるユーザーインターフェースモジュール、を
備えたこと、
　を特徴とするシステム。
【請求項１６】
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　請求項１５のシステムにおいて、前記ユーザーインターフェースモジュールは、ユーザ
ーに対し、１以上のマイクロフィルターの取り付けを指示すること、
　を特徴とするシステム。
【請求項１７】
　請求項１４のシステムにおいて、さらに信号解析モジュールを備え、前記送信機は、さ
らに、追加の信号を同時に送信し、前記信号解析モジュールと協力する受信機は、前記送
信信号の倍数の周波数および前記送信信号の和と差の倍数の周波数で１以上の測定受信信
号を受信するのに用いられること、
　を特徴とするシステム。
【請求項１８】
　請求項１４のシステムにおいて、前記送信機は、さらに、送信モデムが静かになるのを
待つのに用いられること、
　を特徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１４のシステムであって、さらに、通信チャネル上の背景ノイズを測定するノイ
ズ測定モジュール、を備えたこと、
　を特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１４のシステムにおいて、前記装置検出信号は、正弦波であること、　　を特徴
とするシステム。
【請求項２１】
　請求項１４のシステムにおいて、前記１以上の装置は、電話、留守番電話、ファクシミ
リ装置、家庭用セキュリテイーシステム、ケーブルＴＶのセットトップボックス、衛星Ｔ
Ｖのセットトップボックス、他のモデムであること、
　を特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項１４のシステムであって、さらに、測定された受信信号に対応する未処理データ
を収集し、１以上の離れた解釈モジュールに送信するのに用いられる未処理データ収集モ
ジュール、を備えたこと、
　を特徴とするシステム。
【請求項２３】
　請求項１４のシステムであって、さらに、背景ノイズが高調波より大きいかを判断する
のに用いられるノイズ測定モジュール、を備えたこと、
　を特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項１４のシステムにおいて、前記信号解析モジュールは、さらに、高調波電力が１
以上のしきい値より大きいかを判断するのに用いられること、
　を特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項１４のシステムであって、さらに、ユーザーに対し、是正措置を取るよう指示す
るメッセージを生成するのに用いられるユーザーインターフェースモジュールを備えたこ
と、
　を特徴とするシステム。
【請求項２６】
　請求項１４のシステムにおいて、前記システムは、マルチキャリアモデムと関連するこ
と、
　を特徴とするシステム。
【請求項２７】
　通信装置であって、少なくとも１の非線形装置を検出するとともに、それに応じてメッ
セージを生成することが可能であり、請求項１４のシステムを備えた通信装置。
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【請求項２８】
　請求項２７の装置において、前記通信装置は、モデムであること、
　を特徴とする通信装置。
【請求項２９】
　請求項２７の装置において、前記通信装置は、マルチキャリアモデムであること、
　を特徴とする通信装置。
【請求項３０】
　受信した信号に対して高調波周波数からなる非線形ノイズを返信するようなフィルタさ
れていない装置を、通信信号を妨害する装置として検出する手段であって、
　基本周波数Ｓにおいて装置検出信号を送信する手段、
　前記装置検出信号の少なくとも２倍および３倍高調周波数にて受信信号を測定するため
の手段、および
　前記通信信号を妨害する１以上の装置の存在を検出する手段、を備えたこと、
　を特徴とする検出手段。
【請求項３１】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、ユーザーに対し、通信を妨害する１以上の装
置が検出されたことを通知する手段を備えたこと、
　を特徴とするシステム。
【請求項３２】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、ユーザーに対し、１以上のマイクロフィルタ
ーの取り付けを指示する手段を備えたこと、
　を特徴とする検出手段。
【請求項３３】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、追加の信号を送信し、前記１以上の測定信号
を、前記送信信号の倍数の周波数および前記送信信号の和と差の倍数の周波数で受信する
手段、
　を備えたことを特徴とする検出手段。
【請求項３４】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、送信モデムが静かになるのを待つ手段、を備
えたこと
　を特徴とする検出手段。
【請求項３５】
請求項３０の検出手段であって、さらに、通信チャネル上の背景ノイズを測定する手段、
を備えたこと
　を特徴とする検出手段。
【請求項３６】
　請求項３０の検出手段において、前記装置検出信号は、正弦波であること、　　を特徴
とする検出手段。
【請求項３７】
　請求項３０の検出手段において、前記１以上の装置は、電話、留守番電話、ファクシミ
リ装置、家庭用セキュリテイーシステム、ケーブルＴＶのセットトップボックス、衛星Ｔ
Ｖのセットトップボックス、他のモデムであること、
　を特徴とする検出手段。
【請求項３８】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、解釈装置に対し、前記測定された受信信号に
対応する未処理データを送信する手段、を備えたこと、
　を特徴とする検出手段。
【請求項３９】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、背景ノイズが高調波より大きいかを判断する
のに用いられる手段、を備えたこと、



(5) JP 4594309 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

　を特徴とする検出手段。
【請求項４０】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、高調波電力が１以上のしきい値より大きいか
を判断する手段、を備えたこと、
　を特徴とする検出手段。
【請求項４１】
　請求項３０の検出手段であって、さらに、ユーザーに対し、是正措置を取るよう指示す
るメッセージを生成する手段、を備えたこと、
　を特徴とする検出手段。
【請求項４２】
　請求項３０の検出手段において、前記手段は、マルチキャリアモデムと協働すること、
　を特徴とするシステム。
【請求項４３】
　マルチキャリアトランシーバーにおいて、受信した信号に対して高調波周波数からなる
非線形ノイズを返信するようなフィルタされていない装置を、通信信号を妨害する装置と
して検出する手段であって、
　少なくとも１のトーンを、トーンの基本周波数のための第１サブキャリアインデックス
SIDDで送信し、
　少なくともトーンの第２および第３の高調波のための、第２サブキャリアインデックス
における、少なくとも一つの受信トーンの計測を行い、
　妨害する装置のためにマイクロフィルターが必要かどうかを判断すること
　を備えたことを特徴とする装置検出方法。
【請求項４４】
　受信した信号に対して高調波周波数からなる非線形ノイズを返信するようなフィルタさ
れていない装置を、通信信号を妨害する装置として検出するマルチキャリア変調トランシ
ーバーであって、
　マルチキャリア変調トランシーバーであって、少なくとも１のトーンを、トーンの基本
周波数のための第１サブキャリアインデックスSIDDで送信するとともに、妨害する装置の
ためマイクロフィルターが必要かどうかを判断するため、トーンの少なくとも第２および
第３高調周波数のための第２サブキャリアインデックスSIDDにおいて、少なくとも１の受
信トーンの受信信号を測定するよう構成されたこと、
　を特徴とするマルチキャリア変調トランシーバー。
【発明の詳細な説明】
【関連発明の表示】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照のため本願に取り込まれる２００３年８月２１日出願の発明
の名称”宅内装置の検出（ＩＤＤ）”と題する米国特許出願番号　６０／４９７、１４２
、ならびに、２００３年８月２１日出願の発明の名称”宅内装置の検出（ＩＤＤ）”と題
する米国特許出願番号　６０／４９７、０３６の両出願に対する米国特許法第１１９条(e
)規定の優先権の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、通信システムに関するものである。具体的には、本発明の例示的実施形態は
、通信信号に対し直接又は間接的に非線形効果(nonlinear effects)を生じさせる１以上
の装置の検出に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル加入者線による通信のもっとも大きな問題の一つは、宅内の環境である。宅内
環境のうちで最もやっかいなものの一つは、電話、留守番電話、ファクシミリ等の、電話
線に接続されたフィルタされていない装置が存在することである。これらの装置の多くが
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、送信信号に対して非線形動作(nonlieart behavior)を生じさせる。かかる非線形動作か
ら生じる高調波周波数(harmonic frequencies)は、データレートおよびループリーチを制
限する主要なノイズ源(dominant noise source)となる異常を生じさせる。
【０００４】
【特許文献１】なし
【０００５】
【非特許文献１】なし
【発明の開示】
【発明の概要】
【０００６】
　通信信号に対して直接又は間接的に非線形効果を生じさせる装置を非線形装置と呼ぶ。
装置は、多くの方法の１つとして通信信号に対して非線形動作を起こさせることも可能で
ある。例えば、非線形装置は、通信信号を受信し、その後、干渉を受ける線に対し、元の
通信信号が、非線形性で歪んだ前記通信信号又は自身の信号を動的に返信することもでき
る。このことは、例えば、ＤＳＬ信号により、電話を有するコンポーネントが、その線形
動作レンジ外にされた場合に生じる。
【０００７】
　非線形装置は、通信チャネルのインターフェースにおいてインピーダンスのミスマッチ
を生じさせる通信チャネルの出力インピーダンスを変更することもできる。このことは、
結果的に、インターフェースにおけるエコーの量を増加させ、通信装置のフロントエンド
を、その線形動作範囲外で駆動させることになる。
【０００８】
　本発明の典型的な特徴は、装置の検出に関するものである。具体的には、非線形装置を
検出することができ、それを検出すると、非線形装置と通信チャネル間にマイクロフィル
ターを挿入するような是正措置を採るよう勧めるメッセージを生成する。
【０００９】
　例えば、一般家庭の環境においては、ＤＳＬ通信チャネルは、送信されたＤＳＬ信号上
に非線形動作を生じさせる装置によって生じる障害を頻繁に経験する。これらの障害は、
非線形装置に起因する高調波周波数を検出することによって検出することができる。非線
形装置を検出すると、データレートならびにループリーチを大きくするため、非線形装置
と通信チャネルとの間にマイクロフィルターを挿入する等の是正措置を採ることができる
。
【００１０】
　例示的な実施形態によると、妨害する装置が存するかどうかの判断を行うため、データ
が集められ、解釈される。妨害装置が存する場合、例えば、マイクロフィルターを取り付
けることが好ましい旨のメッセージが生成され、ユーザーに示される。次に、かかるシス
テムは、通信を開始する等によってマイクロフィルターが正しく取り付けられているかど
うかを判断し、マイクロフィルターが問題を解決しない場合、技術者との通信を開始し、
あるいは、コンタクトをとる。
【００１１】
　本発明についての、これらおよび他の特徴、ならびに効果については、以下の実施形態
の説明において説明がなされ、あるいは、そこから明確である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態については、以下の図面を参照しつつその詳細を説明する。
【００１３】
　通信環境における、データ収集、転送、必要であれば、診断情報の分析に関する本発明
の例示的な実施形態を説明する。しかし、一般に、本発明のシステムおよび方法は、いず
れのタイプの通信システムのどのような環境下でも同様に機能することを理解すべきであ
る。
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【００１４】
　本発明の例示的なシステムおよび方法を、ＤＳＬモデム、関係するハードウエア、ソフ
トウエアならびに通信チャネルとの関係で説明する。しかし、本発明を明確にするため、
以下の説明では、ブロック図に示された周知の構成および装置についての説明を省略し、
又は、簡単な説明するにとどまる。
【００１５】
　ここでは、説明のため、本発明を完全に理解してもらうためのいくつかの詳細について
説明を行うが、本発明は、ここで説明される詳細以外の様々な方法により実施することが
可能であることを理解すべきである。例えば、本発明のシステムおよび方法は、一般に、
いずれのタイプの通信システムのどのような環境下でも、非線形装置を検出するために適
用可能である。
【００１６】
　また、ここで図示された例示的実施形態は、システムの様々な配置済みのコンポーネン
トを示しているが、かかるシステムのコンポーネントを、電気通信網および／またはイン
ターネット等の分散型ネットワークの離れた部分に位置することができ、あるいは、専用
のセキュア、非セキュアおよび／または暗号化システム内に配置可能であることを理解す
べきである。このように、前記システムのコンポーネントを、モデム等の１以上の装置に
組み込み、あるいは、電気通信網等の分散型ネットワークの特定のノード上に配置するこ
とが可能であることを理解すべきである。以下の説明から明らかであるとともに、計算効
率のため、システムの動作に影響を及ぼすことなく前記システムのコンポーネントを、分
散型ネットワーク内のどの場所にでも配置することが可能である。例えば、様々なコンポ
ーネントを電話局（ＣＯ又はＡＴＵ－Ｃ）のモデム、加入者宅内モデム（ＣＰＥ又はＡＴ
Ｕ－Ｒ）あるいは、これらを組み合わせて配置するようにしてもよい。同様に、前記シス
テムの機能を、モデムおよびそれに関連する演算装置の間に分散させることもできる。
【００１７】
　また、エレメント同士を接続する通信チャネル１５を含むさまざまなリンクは、有線又
は無線リンクでもよく、又は、これらのいずれの組み合わせでも、あるいは、接続された
エレメントに対し、そこからデータを供給および／又は通信することが可能な、他の既知
又は将来開発されるいずれのエレメントであってもよいことを理解すべきである。ここで
用いられるモデムという文言は、既知のいずれの又は将来開発されるハードウエア、ソフ
トウエア、あるいは、エレメントに関連した機能を実行することが可能なハードウエアお
よびソフトウエアの組み合わせを意味している。
【００１８】
　図１は、装置検出システム１００の一実施形態を示している。具体的には、かかる装置
検出システム１００は、ＡＴＵ－Ｒモデム２００、非線形装置３００および非線形装置３
２０等の１以上の非線形装置、非線形装置と通信チャネル１５間に挿入された１以上のマ
イクロフィルター３１０、ＡＴＵーＣ４００、ならびに、ネットワーク１０およびリンク
５を介してＡＴＵーＣ４００接続された、解釈モジュール５００を備えている。ＡＴＵ－
Ｒモデム２００は、その全てがリンクを介して接続されている、送信機２１０、受信機２
２０、未処理データ収集モジュール２３０、ノイズ測定モジュール２４０、データ記憶部
２５０、ユーザーインターフェースモジュール２６０、解釈モジュール２７０、信号設定
モジュール２８０および信号解析モジュール２９０を備えている。
【００１９】
　マイクロフィルターを必要とする非線形装置の例は、電話、留守番電話、ファクシミリ
、家庭用セキュリテイーシステム、ケーブルＴＶのセットトップボックス、衛星ＴＶのセ
ットトップボックス、他のモデム、又は、通信チャネルを用いるいずれかの装置であって
、マイクロフィルターを必要とするもの、を含んでいるが、これらに限定されるものでは
ない。これに対して、技術者の注意が必要な装置の例としては、ネットワーク・インター
フェース・デバイス（ＮＩＤ）内の装置がある。ＮＩＤ回路は、電話会社のトラブルシュ
ーティング支援とともに、過渡および雷サージからの防護(transient and surge protect
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ion)を含む様々な目的で用いられる。
【００２０】
　一般に、装置がマイクロフィルターを必要としているか、あるいは、技術者の注意を必
要としているか、の例示的な基準は、データレートあるいはループリーチの１つに装置が
悪影響を及ぼすか否かで決まる。図１の例において、ループは、ＡＴＵーＲ２００とＡＴ
Ｕ－Ｃ４００間に伸びるリンクである。
【００２１】
　ＤＳＬ信号に強い非線形動作を生じさせる装置は、データレートおよび／又はループリ
ーチの１つに悪影響を及ぼす可能性が高い。非線形性がどこに生じるかに拘わらず、非線
形動作を検出することは有益であり、これにより、状態を補正し又は干渉を減少させるこ
とができる。
【００２２】
　一般に、装置検出システム１００は、未処理データの収集ならびに解釈プロセスを実行
する。例示的な実施形態において、未処理データは、未処理データ収集モジュール２３０
、あるいは、ＡＴＵ－Ｒに接続されたパーソナルコンピュータ等のモジュールのようなＡ
ＴＵ－Ｒ内で収集され解釈される。他の例示的な実施形態において、未処理データは、解
釈のため別の離れた場所に移転される。この未処理データ情報の移転は、参照のためその
全体が本願に取り込まれる”診断結果の送信モードを確立するためのシステムおよび方法
、ならびにそれを介する通信”と題する米国特許番号６、６５８、０５２に説明されてい
る診断結果送信モード(diagonosis transmission mode)内のものと置き換えることが可能
である。
【００２３】
　例示的な方法は、収集されたデータフォーマットを標準化することにより有益なものと
する２の独立したステージ、すなわち、未処理データ収集ステージおよび解釈ステージを
含むので、本方法は、収集されたデータフォーマットを標準化することにより、１のソー
スからの未処理データを多数の異なるエンティテイーによって解釈することも、多くの異
なるソースからの未処理データを単一のエンティテイーによって解釈することもできる。
未処理データの収集および未処理データの解釈の標準的なアプローチは、参照のためその
全体が本願に取り込まれる、２００３年８月２１日付けのカニングハムおよびツアナーに
よる”Ｇ９９２．３用の標準的なＲ－ラインプローブ状態(Standard R-LINEPROBE state)
のための提案”で述べられている。例えば、少なくとも未処理データ情報を含むメッセー
ジを生成することができる。このメッセージは、その後、遠く離れたエンテイテイーに転
送可能である。より具体的には、ＤＳＬモデムは、たとえば、他のモデムおよび／又は解
釈装置に対して、１以上の装置検出信号および／又は受信信号を表す情報を含むメッセー
ジを送信することが可能である。かかる情報は、装置検出信号に応じて受信した信号に対
応する未処理データであって、例えば、送信周波数の倍数の周波数における正弦波および
信号を含むこともできる。次に、かかるメッセージ内の情報が解釈され、モデムに他のメ
ッセージが返送される。返送されたメッセージは、マイクロフィルターが必要であること
を示し、あるいは、マイクロフィルターが必要であることを示すメッセージ生成するため
のきっかけとすることができる。
【００２４】
　装置検出システム１００の例示的実施形態は、宅内環境内に存する非線形を測定する。
例示的な実施形態は、信号を送信し、分析され、背景ノイズ等の他の多くの情報と比較さ
れる返送信号を受信するＡＴＵ－Ｒ２００を含んでいる。
【００２５】
　装置の検出は、本質的に、リンクの他方からの送信信号を要求することなしに、通信リ
ンクの片側において適用可能なシングルエンド方法である。一般に、リンクの他方にある
装置、すなわち、ＡＴＵ－Ｃ４００は、装置検出処理中に送信を行ってはならない。これ
により、ＡＴＵ－Ｃ４００からの干渉信号を受けずに、ＡＴＵ－Ｒ２００によりＡＴＵ－
Ｃ２００の付近を測定するという効果を得ることができる。
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【００２６】
　非線形性を数値化する効率的で簡単な方法の一つは、非線形装置が装置を動作させるた
めに用いられた周波数以外の周波数を生成する度合いを測定する方法である。単一できれ
いな正弦波が送信される場合、この方法が恐らく最も明確に観察できる方法である。メモ
リなしの非線形の場合、受信信号は、基本周波数の要素だけでなく、基本周波数の高調波
の要素も含んでいる。高調波は、基本周波数の整数倍で発生する。
【００２７】
　１以上の正弦波を同時に送信することも可能である。この例示的実施形態において、受
信信号は、基本周波数の要素だけでなく、基本要素および高調波、とともに、和と差の周
波数(sum-and-difference frequencies) と呼ばれる、相互変調要素(intermodulation pr
oducts)も含んでいる。
【００２８】
　高調波という文言は、シングルトーン高調波の周波数およびマルチプルトーン相互変調
要素の周波数の両方を指すために用いられている。装置検出信号を発信中のこれらの周波
数における電力は、高調波電力と呼ばれる。基本周波数という文言は、装置検出信号が送
信された周波数を表すために用いられる。
【００２９】
　送信された装置検出信号の電力は、データ搬送中のＤＳＬ信号にさらされた場合に、非
線形動作を生じさせる外部装置から非線形動作を引き出すよう信号設定モジュール２８０
により十分に高く設定しなければならないが、かかる電力は、外部装置が誘導する効果が
覆われる程度までＡＴＵ－Ｒ自体のフロントエンドにおいて非線形動作を生じさせるまで
高く設定してはいけない。ＡＴＵ－Ｒ受信機の利得は、同じことに配慮して設定しなけれ
ばならない。
【００３０】
　この装置検出システム１００は、外部装置が、上りおよび下りストリームのＤＳＬ信号
を持つという効果により特徴づけることができる。線上に存在する別のノイズからこれら
の効果を分けるため、信号解析モジュール２９０の協力の下、送信された装置検出信号に
対する受信済みの応答信号を特定の時間にわたって平均してもよい。
【００３１】
　送信されたプローブ信号への応答に加え、無線周波妨害（ＲＦＩ）のような外部ソース
からの受信済みの応答に対し、プローブ信号自体によってどれくらいの受信応答が生じた
のかを判断するため、同じ周波数における平均された背景ノイズを測定すべきである。
【００３２】
　全部又は一部のデータ収集プロセスが完了した後、結果を解釈するプロセスが開始され
る。具体的に言うと、解釈は、未処理データを、”マイクロフィルターが必要である”あ
るいは、”マイクロフィルターは不要である”および／または”技術者が必要である”等
の意味のある結果に変換するプロセスである。
【００３３】
　解釈プロセスは、それ自体、送信信号検出信号の入力についての知識、送信された装置
検出信号に対する受信済みの応答、同じ周波数における静かな背景ノイズ(quiet backgro
und nise)に関する受信済みの応答、および、前もって記憶されたしきい値を用いる。
【００３４】
　データは、通常、データ収集ルーチンを実行中にＡＴＵ－Ｒ２００によって収集される
。かかる動作は、データ収集プロセス中、一定のＡＴＵ－Ｒコンスタントのフロント・エ
ンド中に全てのプログラム可能なコンポーネントを保持しながら行われる。これにより、
データ収集ならびに解釈プロセスを簡素化することができる。これらの固定されたフロン
トエンドの設定は、データレートを低下させる外部装置が接続されていない場合に非線形
効果を最小化するとともに、データレートを低下させる有害な(deleterious)装置が接続
されている場合に、非線形効果を最大化するよう選択しなければならない。
【００３５】
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　動作中、ＤＳＬ通信システムのＡＴＵ－Ｃ４００側が、装置検出プロセスの間に送信し
ていないことを保証するため、1つ以上のメカニズムを採用すべきである。このことは、
ＡＴＵ－Ｒ２００が、ＡＴＵ－Ｃに対して積極的に通信を行う、すなわち、送信を中止す
る、あるいは、ＡＴＵ－Ｃ４００が静かになるのを待つ、ことを含んでもよい。
【００３６】
　ＡＴＵ－Ｃおよび送信機２１０が静かになると、ノイズ測定モジュール２４０は、背景
ノイズを測定する。次に、ノイズ測定モジュール２４０は、同じ周波数における背景ノイ
ズの現実および仮想コンポーネントを装置検出信号の高調波周波数として平均するが、こ
れらは、装置検出信号が送信されている場合ではなく、モデムが静かな場合に受信される
。ここでは、信号の振幅が平均されるのであって電力が平均されるのではないことを理解
すべきであり、平均値は、背景のノイズがゼロ・ミーン(zero mean)を有する場合、０に
向かう。このことは、タイムドメインにおいて達成され、あるいは、各周波数ごとに現実
又は仮想部分を別々に平均化することにより、周波数ドメインで行われる。
【００３７】
　次に、送信機２１０は、受信機２２０を介する受信中に、背景ノイズ受信と同じ周波数
で装置検出信号を送信する。ここでは、電力そのものでなく、受信信号の振幅を平均する
ことは、信号解析モジュール２９０にとって有益である。装置検出信号は、単周波数の単
正弦波あるいは複数周波数の複数正弦波から構成することができる。実際のいずれの波形
も、適切な振幅および位相を持った正弦波の組み合わせに分解可能であるので、特定用途
等による制約に適合するよう特定の装置検出信号を選択することが可能であることを理解
すべきである。
【００３８】
　背景ノイズの受信および測定は、高調波の受信前または後に行われることを理解すべき
である。
【００３９】
　例示的方法は、２つの独立したステージ、すなわち、未処理データ収集ならびに、デー
タ収集プロセスの平均化および未処理データをフォーマットする解釈ステージを含んでい
るので有益である。なぜなら、前記方法は、異なる多数のソースからの未処理データを１
つのエンティティによって解釈可能にするとともに、１つのソースからの未処理データを
、１以上の解釈モジュール５００等の異なる多数のエンティティによって解釈可能にする
からである。第１の例示的な実施形態において、未処理データは、送信機２１０および受
信機２２０とともに、未処理データ収集モジュール２３０、ノイズ測定モジュール２４０
、信号解析モジュール２９０の協力によって収集される。次に、かかる未処理データは、
解釈モジュール２７０の動作によって解釈され、データ記憶部２５０内に記憶される。
【００４０】
　第二の例示的な実施形態においては、送信機２１０の動作により、未処理データを、通
信チャネル、ＡＴＵーＣ４００、および、リンク５を通じて１以上のネットワーク１０を
介して、解釈モジュール５００等の他の場所に転送することができる。
【００４１】
　解釈モジュール２７０は、送信機２１０によって送信された信号に基づく環境での非線
形の範囲を判断する。具体的には、解釈モジュール２７０は、高調波周波数における高調
波の電力と背景ノイズの電力を比較する。背景ノイズの電力が、与えられた周波数におい
て十分に大きい場合、かかる周波数での測定結果を廃棄し、あるいは、適宜補正すること
ができる。しかし、一般的に、背景ノイズが大きいと、装置検出プロセスの精度は低下す
る。
【００４２】
　また、解釈モジュール２７０は、高調波の電力と与えられたタイプのＡＴＵ－Ｒ用の既
定のしきい値とを比較する。かかる比較は、全ての高調波電力を全周波数にわたって積分
することにより一斉に行っても、あるいは、周波数ごとに、一種の多数又は重み付け戦略
(voting or weighting strategy)を行ってもよい。高調波電力がしきい値より大きい場合
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、装置検出システム１００は、ユーザーインターフェースモジュール２６０の協力により
非線形が存在するので、マイクロフィルターが必要、あるいは、技術者の注意が必要、で
ある旨の表示を出力することができる。例えば、ユーザーインターフェースモジュール２
６０は、表示装置（図示せず）の協力により、マイクロフイルターが必要である旨のユー
ザーに対するメッセージを生成し表示することが可能である。しかし、一般に、ユーザー
インターフェースモジュール２６０は、ユーザーに対してマイクロフィルターの必要性に
ついて知らせる、表示ランプ(status lights)、グラフィカル・ユーザー・インターフェ
ース、１以上の可聴音等のいずれの手段を用いることが可能である。なおユーザーインタ
ーフェースモジュール２６０は、これに代え、ユーザーおよび／又は技術者に対し、技術
的なアシスタンスが必要であることを報知することが可能である。
【００４３】
　本装置検出システム１００は、テストされ評価されてきた。かかる例示システムのある
実施形態において、プロービング信号は、同時に送信された３つの周波数を有する３つの
正弦波を含んでいる。他の実施形態においては、たった１つの正弦波が送信される。両方
の実施形態において、背景ノイズおよび送信された信号に対する受信応答の両方が測定さ
れ、記憶され、分析される。以下の説明は、単一正弦波の実施形態に適用されるが、複数
の正弦波の実施形態にも同様に適用可能である。
【００４４】
　具体的には、装置検出信号の送信中、ＡＴＵ－Ｃは送信を行わず、受信信号は、背景ノ
イズを十分に低下させることが可能な期間だけ平均される。この例は、約３０ｄＢのノイ
ズ低減ファクターのため平均を行う１０２４のＡＤＳＬフレーム（第２の約四分の一）で
ある。
【００４５】
　異なる期間においては、ＡＴＵ－ＲおよびＡＴＵ－Ｃの両方が静かであり、受信信号は
、背景ノイズを十分に低下させることが可能な期間だけ平均される。その例は、約３０ｄ
Ｂのノイズ低減ファクターのため平均を行う１０２４のＡＤＳＬフレーム（第２の約四分
の一）である。
【００４６】
　装置検出のための送信信号の応答信号ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)は、送信された装置
検出信号に応じて高調波周波数で受信された平均信号である。装置検出静音応答信号ＩＤ
Ｄ＿ＲＸ＿ＱＵＩＥＴ(f)は、ＡＴＵ－ＲおよびＡＴＵ－Ｃの両方が静かな場合に、ＩＤ
Ｄ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)と同じ周波数で受信された平均信号である。
【００４７】
　周波数SIDDで単一正弦波の装置検出信号を送信する間、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)を
得るため、ＡＴＵ－Ｒの受信機は受信した信号を、周波数SIDD の整数倍の周波数NIDDで
平均する。NIDDは、受信された高調波の数である。実際には、少なくとも第２の高調波（
基本周波数の倍）および第３の高調波（基本周波数の３倍）で受信信号を受信し、記憶す
ることは有益である。
【００４８】
　各送信周波数の現実および仮想コンポーネントは、別々に平均される。現実および仮想
コンポーネントを別々に平均することにより、ゼロ・ミーン、それぞれの受信周波数にお
ける非同期ノイズを減少させ、これにより、装置検知に対する非線形の応答に貢献可能な
受信信号へ良好な視界(better visibility)を提供する。ＡＴＵ－Ｒの送信機が静かであ
る間、ＡＴＵ－Ｒの受信機は、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＱＵＩＥＴ(f)を得るためNIDDと同じ周波
数で背景ノイズを平均する。各周波数の現実および仮想コンポーネントは、別々に平均さ
れる。
【００４９】
　符号間およびキャリア間の干渉の影響を緩和するため、受信機は、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯ
ＮＥ(f)およびＩＤＤ＿ＲＸ＿ＱＵＩＥＴ(f)の計算に用いられている受信したシンボルか
ら大きな過渡現象(significanttransients)を全て除去するよう、サンプルを組み立てる
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。　
　ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)が、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＱＵＩＥＴ(f)として測定された場合、
ＡＴＵ－Ｒの受信機のフロントエンドを同じ構成に設定する。受信機に課せられた負荷に
関係なく、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)およびＩＤＤ＿ＲＸ＿ＱＵＩＥＴ(f)が測定される
たびに、ＡＴＵ－Ｒの受信機のフロントエンドは常に同じ構成に設定される。この固定受
信機の構成を決定する場合、ラインへ付けられた外部装置によって引き起こされるであろ
う非線形を解決するために十分なダイナミック・レンジを提供している間、ＡＴＵ－Ｒ受
信機内の非線形効果を最小化するため、好ましい動作条件下で最善の努力が払われる。ま
た、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)に線形および非線形エコーが含まれるよう、エコーキャ
ンセラーがオフにされる。さらに、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)用にダイナミックレンジ
を用いるため最善の努力が払われる。
【００５０】
　ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)およびＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)は、それぞれ、受信周波
数NIDDの現実および仮想部分の平均を含む(2*NIDD）値を表している。
【００５１】
　受信信号をデジタル値に符号化する方法の例として、ＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)およ
びＩＤＤ＿ＲＸ＿ＴＯＮＥ(f)における各受信周波数の現実および仮想部分は、１６ビッ
トの2の補足符号付き整数(complement signed integers)として表わすことができる。
【００５２】
　解釈の出力は、マイクロフィルター又は技術者が”必要”、”不要”、または、その中
間であるか、ラインの状態が好ましくない場合には、判らないという表示となる。例えば
、解釈モジュール２７０は、ユーザーインターフェースモジュールの協力により、マイク
ロフィルター又は技術者が”必要”、”多分必要”、”不要”あるいは”不明”を報告す
ることができる。また、その他の表示を行うことも可能である。
【００５３】
　まず、平均された背景ノイズデータ、送信信号に対する平均受信応答に関して、受信周
波数での各受信周波数の電力を演算する。
【００５４】
　次に、全受信トーンにわたって背景ノイズ電力を積分する。これにより、”数フレーム
平均後の高調波トーンにおける背景ノイズの累積電力(aggregate power)”を表す１つの
スカラーが生じる。このスカラーをβとする。
【００５５】
　高調波トーン電力は、全受信トーンにわたって積分される。これにより、”数フレーム
平均後における高調波トーン中に非線形性によって生じた累積電力”を表す１つのスカラ
ーが生じる。このスカラーをΝとする。前記結果は、トーンごとの多数戦略(tone-by-ton
e basis with some sort of voting strategy)等の別の方法によって評価することができ
るが、これは、非線形性によって生じた電力を数値化する方法の一例にすぎない。
【００５６】
　βの値がかなり大きい場合、背景ノイズは、データレートを低下させるかもしれない外
部装置が接続されているか判断する能力を覆ってしまう。この場合、解釈結果は、”不明
”又は”不確実”という答えとなってしまう場合がある。例えば、フィルターなしで既知
の非線形装置が接続されていた場合に、累積受信電力が値Ｔ０ として知られているとす
る；ここで、βの値がＴ０よりも著しく大きい場合であって、そこでは装置が存在するか
フィルターが必要かどうか判らない場合、この非線形装置の効果を測定するのは非現実的
である。Ｔ０等のしきい値を測定し、検出されるタイプの装置用に前もって記憶させるこ
とが可能である。
【００５７】
　値Νが、βの値とほぼ等しい場合、フィルターなしで非線形装置が接続されていること
はまずない。この場合、解釈の答えは”装置は接続されていない”である。値Νが、βの
値よりもかなり大きい場合、おそらく外部装置が接続されており、これによってデータレ
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ートが低下しているであろう。この場合の解釈の答えは、”有害な(harmful)装置が接続
されている”となるであろう。前述の結果では３つの出力しか含まれなかったが、βとΝ
の相対値によっては、さらなる検出の度合いおよび／又は見通しを報告してもよいことを
理解すべきである。検出される装置に対し、これらの異なる成果を区別するためのしきい
値を測定し、前もって記憶させることができる。
【００５８】
　図２は、本発明の一実施形態に基づいて未処理データを収集する例示的な方法の概要を
表す。具体的には、制御は、ステップＳ１００で始まり、ステップＳ１１０へと続く。ス
テップＳ１１０では、ＡＴＵ－Ｃが静かであるかどうかの判断がなされる。ＡＴＵ－Ｃが
静かでない場合、ステップＳ１１０に戻る。静かであると判断された場合は、ステップＳ
１２０に進む。
【００５９】
　ステップＳ１２０においては、背景ノイズが受信され測定される。次に、ステップＳ１
３０では、１以上の装置検出信号が発せられる。装置検出信号が発せされている間、ステ
ップＳ１４０では、返送されてきた装置検出信号が同じ周波数で受信される。しかし、ス
テップＳ１２０での背景ノイズの検出は、装置検出信号送信後に行ってもよいことを理解
すべきである。
【００６０】
　ステップＳ１５０では、未処理データが記憶され、そこで制御が終了となるステップＳ
１６０に進む。
【００６１】
　図３は、本発明の一実施形態に基づいて行われる例示的な未処理データの解釈方法であ
る。具体的には、制御は、ステップＳ２００で開始され、ステップＳ２１０に進む。ステ
ップＳ２１０では、未処理データが収集される。次に、ステップＳ２２０では、未処理デ
ータを近くで解釈すべきかどうかの判断が行われる。未処理データが近くで解釈された場
合はステップＳ２４０に進む。そうでない場合には、解釈のために未処理データを遠くの
場所に送るステップＳ２３０に進む。次に、制御はステップＳ２４０に進む。
【００６２】
　ステップＳ２４０では、未処理データの解釈が行われる。次に、ステップＳ２５０にお
いて、前記解釈に基づいて妨害する装置が存在するかどうかの判断が行われる。妨害する
装置が存在しない場合、そこで制御が終了するステップＳ２６０へと続く。妨害装置が存
在する場合、ステップＳ２７０にジャンプする。
【００６３】
　ステップＳ２７０においては、妨害装置が存在すると表示されるメッセージが生成され
、ユーザーに送られる。かかるメッセージは、マイクロフィルターの取り付け方法につい
ての指示、および、疑わしい装置のリストをユーザーに提供することを含んでもよい。次
に、ステップＳ２８０へと続く。
【００６４】
　ステップＳ２８０においては、マイクロフィルターが正しく取り付けられたかどうかの
判断が行われる。マイクロフィルターが正しく取り付けられたと判断されると、ステップ
Ｓ３００に進む。そうでない場合、ユーザーに対して再取り付け、あるいは、現在取り付
けられているマイクロフィルターのチェックを要求する補足メッセージが生成されるステ
ップＳ２９０へと進む。次に、ステップＳ２１０に戻る。
【００６５】
　ステップＳ３００では、技術者に通知を行うかどうかの判断がなされる。技術者に通知
すべきと判断されると、技術者に通知を行うステップＳ３２０に進み、ステップＳ２１０
に戻る。技術者に通知を行わないと判断された場合は、終了となる。
【００６６】
　図４は、本発明に基づいた、例示的な解釈方法を示している。具体的には、制御はステ
ップＳ４００で始まり、ステップＳ４１０へと続く。ステップＳ４１０においては、背景
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ノイズの電力が高調波電力に対して大きいかどうかの判断が行われる。背景ノイズの電力
が大きい場合、ユーザーに対し、測定結果が不確実であるおそれがあると通知するステッ
プＳ４５０にジャンプする。その後、終了となるステップＳ４６０に進む。
【００６７】
　背景ノイズの電力が大きくない場合は、高調波電力が１以上のしきい値に対して大きい
かどうかの判断がなされるステップＳ４２０に進む。かかる比較の結果がＹＥＳの場合、
ユーザーに対し、妨害する装置が検出されたと通知するステップＳ４４０に進み、その後
、終了となるステップＳ４６０に進む。
【００６８】
　比較の結果がＮＯの場合、ユーザーに対し、妨害装置が検出されなかったと通知するス
テップＳ４３０に進む。次に、終了となるステップＳ４６０に進む。
【００６９】
　上述のシステムは、モデム、マルチキャリアモデム、ＤＳＬモデム、ＡＤＳＬモデム、
ＸＤＳＬモデム、ＶＤＳＬモデム、マルチキャリアトランシーバー、有線および／又は無
線の広域／ローカルエリアネットワークシステム、衛星通信システム等、の有線および／
又は無線の電気通信装置、あるいは、通信装置を有する独立したプログラム済の汎用コン
ピュータにより実現可能である。また、本発明のシステム、方法およびプロトコルは、専
用コンピュータ、プログラム済のマイクロプロセッサ又はマイクロコントローラおよび周
辺集積回路エレメント、ＡＳＩＣ又は他の集積回路、デジタル信号プロセッサ、固定シー
ケンス(hard-wired)電子部品、あるいは、個別素子回路、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、Ｐ
ＡＬ、モデム、送信／受信機等のプログラマブル論理回路等の論理回路により実現可能で
ある。一般に、ここで述べた方法を順次実行できる状態機械を実現可能ないずれの装置も
、本発明に基づく様々な通信方法、プロトコルおよび技術を実現するために用いることが
可能である。
【００７０】
　さらに、開示された方法は、様々なコンピュータあるいはワークステーションプラット
ホームに用いることができるポータブル・ソースコードを提供する、オブジェクト又はオ
ブジェクト指向ソフトウエア開発環境を用い、ソフトウエアによって直ちに実現すること
ができる。なお、開示されたシステムは、標準的な論理回路又はＶＬＳＩ設計を用いるこ
とにより、その一部又は全部をハードウエアによって実現可能である。本発明に基づくシ
ステムを実現するために、ソフトウエア又はハードウエアのいずれを用いるかについては
、システムの速度および／又は効率に関する要求、特定の機能、および、用いられる特定
のソフトウエア又はハードウエアシステムあるいはマイクロプロセッサ又はマイクロコン
ピュータシステムに依る。しかし、上述の通信システム、方法およびプロトコルは、ここ
で述べられた機能についての説明ならびにコンピュータおよび電気通信技術についての一
般的な知識から、ハードウエアおよび／又はソフトウエアによって直ちに実現することが
できる。かかるハードウエアおよび／又はソフトウエアは、適用可能な技術分野の当業者
にとって周知又は後に開発されるいずれのシステムあるいは構成、装置および／又はソフ
トウエアを用いるものとする。
【００７１】
　また、開示された方法は、プログラムされた汎用コンピュータ、専用コンピュータ等の
上で実行されるソフトウエアによって直ちに実行することができる。これらの例において
、本発明の方法ならびに方法は、ＪＡＶＡ　（商標）又はＣＧＩスクリプトとしてパーソ
ナルコンピュータに組み込まれ、リソースとしてサーバー又はコンピュータワークステー
ションに存し、専用の通信システム又はシステムコンポーネントにルーチンとして組み込
まれる、プログラムとして実現可能である。かかるシステムは、システムおよび／又は方
法を、通信トランシーバーのソフトウエアシステムおよび動作サポートシステム等のソフ
トウエアおよび／又はハードウエアシステム内に物理的に組み込むことによっても実現可
能である。
【００７２】
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　したがって、本発明によると、通信パラメーターを交換するシステムおよび方法を提供
することは明らかである。本発明は、いくつかの実施形態とともに説明されているが、多
くの代替、変更、修正ならびにバリエーションがあることは、適用される技術の当業者に
とっては明らかである。したがって、かかる代替、変更、修正、均等物ならびにバリエー
ションが、本発明の精神および範囲内に包含されることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】図１は、本発明に基づいた、例示的な装置検出システムを表す機能ブロック図で
ある。
【図２】図２は、本発明に基づいた、例示的なデータ収集方法の概要を表すフローチャー
トである。
【図３】図３は、本発明に基づいた、例示的な、妨害装置の存在を判断する方法の概要を
表すフローチャートである。
【図４】図４は、本発明に基づいた、例示的な、収集データ解釈方法の概要を表すフロー
チャートである。

【図１】 【図２】
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