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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声帯域の電話装置とで共用された通信ループを経て変調されたデータを通信するため
の送信器及び受信器を有する非対称的デジタル加入者ライン（ＡＤＳＬ）、対称的デジタ
ル加入者ライン（ＳＤＳＬ）、又はレート適応デジタル加入者ライン（ＲＡＤＳＬ）端末
ユニットにおいて電力を節約する方法であって、音声帯域サービスが変調されたデータの
送信と該ループを共用し、
　遮断状態を示す、明示的に送信された遮断信号を検出するために前記ループを監視する
段階と、
　遮断状態を検出したときに、前記端末ユニットにおける信号処理回路、変調されたデー
タを送信するための送信回路、及び変調されたデータを受信するための受信回路の電力消
費を減少させる段階と、
　前記ループの音声帯域周波数レンジ外の再開信号を、４ｋＨｚを超えるＡＣ信号の形式
で検出するために監視回路によって前記ループを監視する段階と、
　前記再開信号が検出されたときに、前記信号処理回路、前記送信回路、及び前記受信回
路の電力を回復させる段階と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　変調されたデータは、シグナリングビット及びデータビットを含むビットフレームを含
み、そして前記遮断信号を検出するための前記ループの監視は、該ビットフレームにおけ
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るシグナリングビットを監視することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記再開信号は１６ｋＨｚのＡＣ信号を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記遮断信号を受信した際にループ特性パラメータをメモリに記憶する段階と、
　前記受信回路に電力を回復させる際に前記メモリから前記ループ特性パラメータをリス
トアする段階と、
をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ループ特性を決定するためにハンドシェーキングする段階を更に含む、請求項４に記載
の方法。
【請求項６】
　変調されたデータを送信及び受信するユニットにおいて、
　前記ユニットを音声帯域の電話装置とで共用された通信ループに作動的に接続するコネ
クタと、
　前記コネクタに接続され、音声帯域より高い周波数レンジの変調されたデータ信号を送
信及び受信する第１回路と、
　前記第１回路に作動的に接続されて、低電力状態においてループ特性パラメータを記憶
し、パワーアップシーケンスの間にループ特性パラメータをリストアする、メモリ回路と
、
　前記コネクタに接続され、音声帯域より高い周波数レンジの再開信号を検出し、そして
前記第１回路に対するパワーアップシーケンスを開始する第２回路と
を備えたことを特徴とするユニット。
【請求項７】
　前記コネクタが２線のコネクタを含む、請求項６に記載の変調されたデータを送信及び
受信するユニット。
【請求項８】
　前記第１回路が、非対称デジタル加入者ラインデータ送信回路を含む、請求項６に記載
の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項９】
　前記第２回路が、１６ｋHｚ周波数検出回路を含む、請求項６に記載の変調されたデー
タを送信及び受信するユニット。
【請求項１０】
　前記ループがワイヤレス通信ループを含む、請求項６に記載の変調されたデータを送信
及び受信するユニット。
【請求項１１】
　前記再開信号が４ｋＨｚを超えるＡＣ信号を含む、請求項６に記載の変調されたデータ
を送信及び受信するユニット。
【請求項１２】
　前記再開信号が、第１周波数におけるＡＣ信号を送信と、それに続く、第２周波数にお
けるＡＣ信号の送信とを含む、請求項６に記載の変調されたデータを送信及び受信するユ
ニット。
【請求項１３】
　スタートアップ信号を受信するための制御信号インターフェイスと、
　前記コネクタに接続され、前記制御信号インターフェイスでスタートアップ信号を受信
した際に前記ループに再開信号を送信する第３回路と
を更に備えた請求項６に記載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項１４】
　ハンドシェーキングをして、前記ループと関連するループ特性パラメータを決定するよ
う構成された、請求項６に記載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
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【請求項１５】
　変調されたデータを送信及び受信するユニットにおいて、
　前記ユニットを音声帯域の電話装置とで共用された通信ループに作動的に接続するコネ
クタと、
　前記コネクタに接続され、音声帯域より高い周波数の変調されたデータ信号を送信及び
受信する第１回路と、
　スタートアップ信号を受信するための制御信号インターフェイスと、
　前記第１回路に作動的に接続されて、低電力状態においてループ特性パラメータを記憶
し、前記制御信号インターフェイス上で前記スタートアップ信号を受信した際にループ特
性パラメータをリストアする、メモリ回路と、
　前記コネクタに接続され、前記制御信号インターフェイス上でスタートアップ信号を受
信した際に、前記ループ上でパワーアップシーケンスを開始するよう再開信号を送信する
第２回路と
を備えたことを特徴とするユニット。
【請求項１６】
　前記通信ループが２線の通信ループを含む、請求項１５に記載の変調されたデータを送
信及び受信するユニット。
【請求項１７】
　前記通信ループはワイヤレス通信ループを含む、請求項１５に記載の変調されたデータ
を送信及び受信するユニット。
【請求項１８】
　前記制御信号インターフェイスはデータインターフェイスを含む、請求項１５に記載の
変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項１９】
　前記データインターフェイスは周辺要素相互接続（ＰＣＩ）インターフェイスを含む、
請求項１８に記載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項２０】
　前記制御信号インターフェイス上での前記スタートアップ信号の受信は、該制御信号イ
ンターフェイス上でのデータ受信を含む、請求項１８に記載の変調されたデータを送信及
び受信するユニット。
【請求項２１】
　前記制御信号インターフェイスは、前記変調されたデータを送信及び受信するユニット
と、顧客施設の装置との間でスタートアップ信号及びデータを交換する、請求項１５に記
載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項２２】
　ハンドシェーキングをして、前記ループと関連するループ特性パラメータを決定するよ
う構成された、請求項１５に記載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項２３】
　信号処理回路と、
　前記通信ループを介して変調されたデータを送信するための送信回路と、
　前記コネクタに接続された、前記通信ループを介して変調されたデータを受信するため
の受信回路と、
　前記信号処理回路、前記送信回路、及び前記受信回路に接続された電力制御回路と、
　前記ループ上の遮断信号を検出するよう構成された監視回路と、
　音声帯域周波数レンジの外にある再開信号を検出するよう構成された監視回路と、
　を備え、
　前記ユニットは、遮断信号を受信した際に、前記信号処理回路、前記送信回路、及び前
記受信回路を遮断するよう構成され、
　前記ユニットは、前記再開信号を検出した際に、前記信号処理回路、前記送信回路、及
び前記受信回路に対するパワーアップシーケンスを開始するよう構成された、
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請求項６に記載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【請求項２４】
　前記監視回路は、音声帯域よりも高い周波数の交流電流信号を検出する回路を含む、請
求項２３に記載の変調されたデータを送信及び受信するユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変調されたデータを通信するための電力保存システムに係り、より詳細には
、中央オフィス位置から顧客施設への通信ループを経てデータが変調される送信システム
のための電力保存システムに係る。
【背景技術】
【０００２】
　電話会社の中央オフィスから顧客の施設へ延びるワイヤループは、既存の通信基盤の遍
在的部分である。これらのワイヤループは、しばしば「通常の古い電話サービス（ＰＯＴ
Ｓ）」ネットワークと称される通信ネットワークを形成する。ＰＯＴＳネットワークは、
アナログ音声電話サービスをサポートするために生み出されたものである。
【０００３】
　ＰＯＴＳネットワークは、現在、アナログ音声電話コールに加えて、種々様々な通信サ
ービスをサポートしている。これらのサービスは、ファクシミリ（ＦＡＸ）マシン及びコ
ンピュータモデムからのデジタルデータ送信を含む。音声コール、ＦＡＸ接続及びコンピ
ュータモデム送信は、全て、従来のＰＯＴＳコールの周波数スペクトル内で動作し、した
がって、既存のワイヤループ基本的構造との適合性を確保すると共に、ＰＯＴＳ電話ネッ
トワークを経てこれらサービスを端から端まで搬送することができる。しかしながら、Ｐ
ＯＴＳ適合の送信周波数の使用は、ワイヤループの最大情報搬送容量を甚だしく制限する
。
【０００４】
　ある送信技術は、ワイヤループを経てのＰＯＴＳコールの情報容量限界を越えるために
、ＰＯＴＳサービスに必要なものより高い搬送波周波数を使用することができる。しかし
ながら、既存のＰＯＴＳループ基本的構造は、このような高い周波数信号を搬送するよう
に設計されていないために、このような送信に対して甚だ障害を及ぼす。特に、ワイヤル
ープ間の電磁結合により、電磁ノイズ信号がループに誘起される。この電磁結合は、中央
オフィスから種々の顧客分配点へと延びるワイヤ束の多数のループ間に発生し得る。
【０００５】
　電磁結合によりループに誘起されるノイズ信号は、ＰＯＴＳ音声コールには影響がない
。しかしながら、このような信号は、高い周波数信号を使用する広帯域巾の変調されたデ
ータ送信と著しく干渉する。この干渉問題を軽減するために、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）のような精巧な信号処理回路が変調データの受信及び送信ユニット内に使用され
、ノイズを除去し、所望の信号をエンコード及びデコードし、そしてエラー修正機能を遂
行する。
【０００６】
　顧客の施設をサービスするのに必要なワイヤループの数を最小にするために、ＰＯＴＳ
信号と、変調されたデータ送信信号を、単一のワイヤループ上で結合することができる。
ＰＯＴＳ信号と、広帯域巾の変調されたデータ送信信号を結合するために、広帯域巾の変
調されたデータは、ＰＯＴＳサービスより高い周波数（スペクトル）を用いて搬送される
。このスペクトルの使用は、ＰＯＴＳサービス接続を、従来割り当てられたスペクトルに
よってサポートできるようにすると同時に、高い周波数の変調されたデータ送信もサポー
トできるようにする。したがって、現在の技術は、ＰＯＴＳ及び広帯域巾データが単一の
ワイヤループを経て顧客施設の装置（ＣＰＥ）と中央オフィス（ＣＯ）との間で搬送され
るのを許す。中央オフィスでは、ＰＯＴＳ信号周波数が高周波数のデータ信号から分離さ
れ、即ちＰＯＴＳ信号は、既存のＰＯＴＳスイッチ及びネットワークにより処理される一
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方、高周波数のスペクトルは、別の処理要素へ向けられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような高周波数の変調されたデータ信号に対する信号処理、送信及び受信回路は、
通常、サービスされるループ当たり５ワットまでの相当量の電力を必要とする。潜在的に
数千ものこのようなデータ接続にサービスする大きな中央オフィスでは、この電力使用量
が多大なものとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一般に、本発明は、その１つの観点において、音声帯域の電話装置とで共用された通信
ループを経て変調されたデータを通信するための送信器及び受信器を有するターミナルユ
ニットにおいて電力を保存する方法を特徴とする。この方法は、上記ループを監視して遮
断状態を検出し、遮断状態を検出した際にターミナルユニットにおけるある電子回路の電
力消費を減少し、監視回路でループを監視して、ループの音声帯域周波数レンジから外れ
た再開信号を検出し、そしてこの再開信号が検出されたときに電子回路への電力を回復す
ることを含む。
【０００９】
　本発明の実施は、次の特徴の１つ以上を含む。変調されたデータは、フレーム情報を含
むビット流であり、そして遮断状態は、フレーム情報が失われることにより指示される。
変調されたデータは、シグナリングチャンネルを含み、そして遮断状態は、シグナリング
チャンネルにおいて送信されるビットによって指示される。再開信号は、音声帯域より高
い周波数のＡＣ信号、例えば、１６ｋＨｚのＡＣ信号である。
【００１０】
　一般に、本発明は、その別の特徴において、変調されたデータを送信及び受信するユニ
ットを特徴とする。このユニットは、このユニットを通信ループに接続するコネクタと、
音声帯域より高い周波数レンジの変調されたデータ信号を送信及び受信する回路と、音声
帯域より高い周波数レンジの再開信号を検出しそして上記送信及び受信回路に対するパワ
ーアップシーケンスを開始する回路とを備えている。
【００１１】
　本発明の実施は、次の特徴の１つ以上を含む。コネクタは、２線のコネクタである。送
信及び受信回路は、非対称的デジタル加入者ライン送信及び受信回路を備えている。再開
信号の検出回路は、１６ｋＨｚ周波数検出器である。通信ループは、ワイヤレス通信ルー
プである。再開信号は、４ｋＨｚ以上のＡＣ信号であるか又はマルチトーンのＡＣ信号で
ある。又、上記ユニットは、スタートアップ信号を受信するための制御信号インターフェ
イスと、スタートアップ信号を受信した際に再開信号を送信するための回路とを備えてい
る。
【００１２】
　一般に、本発明は、その別の特徴において、変調されたデータを送信及び受信するユニ
ットを特徴とする。このユニットは、このユニットを通信ループに接続するコネクタと、
スタートアップ信号を受信する制御信号インターフェイスと、音声帯域より高い周波数の
変調されたデータ信号を送信及び受信するための回路と、制御信号インターフェイスにス
タートアップ信号が受信された際にループに再開信号を送信するための回路とを備えてい
る。
【００１３】
　本発明の実施は、次の特徴の１つ以上を含む。通信ループは、ワイヤレスループである
。制御信号インターフェイスは、周辺要素相互接続（ＰＣＩ）インターフェイスのような
データインターフェイスである。スタートアップ信号は、制御信号インターフェイスにお
けるデータの受信によって指示される。制御信号インターフェイスは、変調されたデータ
を送信及び受信するユニットと、顧客施設の装置との間でスタートアップ信号及びデータ
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の両方を交換するのに使用される。
【００１４】
　本発明の効果は、とりわけ、次の通りである。変調されたデータ信号の処理、送信及び
受信回路は、非アクティブであるときに、低電力状態に入れることができ、次いで、必要
に応じて全電力動作を再開するように再付勢される。中央オフィスターミナル（ＣＯＴ）
及び顧客施設装置（ＣＰＥ）ユニットは、ワイヤループにおけるＰＯＴＳサービスに干渉
することなく、遮断信号及び再開信号を交換することができる。更に、ＣＰＥ又はＣＯＴ
のいずれのユニットも、低電力状態と、全電力状態への回復との両方を開始することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明によるＡＤＳＬユニットのブロック図である。
【図２】本発明により中央オフィスターミナル（ＣＯＴ）ＡＤＳＬユニットが２線ループ
により顧客施設装置（ＣＰＥ）ＡＤＳＬユニットに接続された中央オフィスを示す図であ
る。
【図３】本発明により２つの接続されたＡＤＳＬユニット間で行なわれるデータ交換を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　非対称的デジタル加入者ライン（ＡＤＳＬ）技術は、高周波数の搬送波信号を用いて２
線ループを経て広帯域巾の変調されたデータを送信するのに使用される。ＡＤＳＬは、２
線のループが、１８０００フィートまでのワイヤループを経てＰＯＴＳアナログ音声電話
サービスを高速変調デジタルデータと同時に搬送できるようにする。ＰＯＴＳ及び変調デ
ジタルサービスのこの同時サポートは、その従来割り当てられたスペクトルを用いてＰＯ
ＴＳサービスを搬送しながら、ＰＯＴＳレンジから外れたスペクトルを用いて変調された
デジタルデータを搬送することにより行なわれる。
【００１７】
　図１は、ＡＤＳＬユニットのブロック図である。変調されたデジタルデータを送信及び
受信するために、ＡＤＳＬユニット１００は、例えば、デジタル信号処理（ＤＳＰ）回路
を含む高速信号処理電子回路１１１を使用する。この信号処理電子回路１１１は、２線の
ループ１２０に誘起される漂遊電子ノイズを除去し、そして送信回路１１２及び受信回路
１１３と共に、変調されたデータを送信及び受信するのに使用される。更に、信号処理回
路１１１は、リード－ソロモンアルゴリズムのようなエラー修正アルゴリズムを実施して
、送信中に生じるデータエラーを更に減少する。信号処理、送信及び受信機能は、例えば
、モトローラ社のＣｏｐｐｅｒＧｏｌｄチップセット又はグローブスパンテクノロジーの
ＳＴＡＲ又はＳＬＡＤＥチップセットによって与えられる。制御回路１１７は、ＡＤＳＬ
ユニット１００の動作を制御し、ＡＤＳＬユニットの回路による電力使用量を制御し、そ
してＡＤＳＬユニットのパラメータを記憶するために設けられる。
【００１８】
　ＡＤＳＬサービスを提供するために、ＡＤＳＬユニット１００は、ワイヤループ１２０
の各端に配置される。図２を参照すれば、加入者の施設２４０に配置されたＡＤＳＬユニ
ット１００は、顧客施設装置（ＣＰＥ）ＡＤＳＬユニット２４２と称される。通常、電話
会社の中央オフィス２３０に配置される第２のＡＤＳＬユニット１００は、中央オフィス
ターミナル（ＣＯＴ）ユニット２３２として知られている。ＣＰＥユニット及びＣＯＴユ
ニットは、１８０００フィートまでの２線ループ２２０により接続される。
【００１９】
　中央オフィス及び顧客施設装置は、データインターフェイス１１６（図１）を経てＡＤ
ＳＬユニットに接続される。ループ２３０の中央オフィス端では、ＣＯＴユニット２３２
のデータインターフェイスが中央オフィスのデータ交換装置２３４に接続される。ループ
２４０の加入者端では、ＣＰＥユニット２４２のデータインターフェイスが、パーソナル
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コンピュータ２４４のような顧客施設装置に接続される。
【００２０】
　ＡＤＳＬユニットにより送信されるべきデータは、送信の前に「フレーム」として知ら
れている構造に配列される。フレームとは、ユーザデータと、ＡＤＳＬユニットに必要と
されるシグナリング情報との両方を含むビットの配列である。ＡＤＳＬユニット間に送信
すべきものがないときには、フレームのユーザデータ部分に、アイドルパケットが満たさ
れる。ＡＤＳＬフレーム構造内には低ビットレートのシグナリングチャンネルがあり、こ
れを経てＡＤＳＬユニット間でハンドシェーク情報を交換することができる。このシグナ
リングチャンネルは、例えば、ワイヤループ送信経路をテストしそしてＡＤＳＬ装置状態
情報を送信するのに使用される。
【００２１】
　各ＡＤＳＬユニット２３２及び２４２内の回路は、ノイズを除去し、エラー修正を実行
し、データをマルチプレクシし、そしてデータを送信及び受信するのに使用される。これ
は、４ｋＨｚより低いスペクトルを使用する２線ループ２２０を経て行なわれるＰＯＴＳ
音声及びシグナリング送信に干渉することなく行なわれる。ＡＤＳＬユニット２３２及び
２４２からの変調されたデータは、４ｋＨｚより高いスペクトル、通常、４０ｋＨｚ以上
の周波数レンジを使用して送信される。信号フィルタ２３３及び２４３（「スプリッタ」
として知られている）は、１つの位置、例えば、中央オフィス２３０から送信される信号
を合成し、そして信号が離れた位置、例えば顧客施設２４０に受信されたときにその信号
を分離するのに使用される。
【００２２】
　中央オフィス２３０内では、スプリッタ２３３は、ＰＯＴＳスイッチング装置２３１及
びＣＯＴ　ＡＤＳＬユニット２３２から出て来る信号を合成して、ループ２２０に送信す
る。又、スプリッタ２３３は、２線ループ２２０を経て受信した信号をＰＯＴＳスイッチ
ング装置２３１及びＣＯＴ　ＡＤＳＬユニット２３２の両方に供給する。ＰＯＴＳスイッ
チング装置２３１へ送信されるべき信号は、音声帯域より高い周波数を除去するためにス
プリッタ２３３によってフィルタされる。これにより得られるフィルタされた信号は、あ
たかもそれが従来のアナログＰＯＴＳ接続において発生されたかのように、ＰＯＴＳスイ
ッチ２３１により処理される。スプリッタ２３３からＣＯＴ　ＡＤＳＬユニット２３２へ
送られる信号は、ワイヤループ２２０を経て到着するときに全周波数のスペクトルを含む
か、又は音声帯域周波数を除去するようにフィルタされる。
【００２３】
　顧客施設２４０において、電話会社のネットワークインターフェイス（ＮＩ）装置とし
て働くスプリッタ２４３は、顧客施設のＰＯＴＳ適合装置２４１及びＣＰＥ　ＡＤＳＬユ
ニット２４２から出て来る信号を合成して、ループ２２０上に送信するのに使用される。
又、スプリッタ２４３は、２線ループ２２０を経て受信した信号を、アナログ電話又はＦ
ＡＸマシンのような顧客施設のＰＯＴＳ装置２４１と、ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２
の両方に向けるのにも使用される。
【００２４】
　顧客施設のＰＯＴＳ装置２４１へ送信されるべき信号は、音声帯域より高い周波数を除
去するためにフィルタされる。これにより得られるフィルタされた信号は、あたかもそれ
が従来のアナログＰＯＴＳ接続において発生されたかのように顧客施設のＰＯＴＳ装置２
４１によって処理される。スプリッタ２４３からＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２へ送ら
れる信号は、ワイヤループ２２０を経て到着するときに全周波数のスペクトルを含むか、
又は音声帯域周波数を除去するようにフィルタされる。ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２
は、例えば、ＡＤＳＬ接続を経て送信及び受信するようにプログラムされたパーソナルコ
ンピュータ２４４に接続されたＡＤＳＬモデムに組み込まれる。ＰＯＴＳ及びＡＤＳＬデ
ータ機能を取り扱う回路は、信号分割及びフィルタリング、ＰＯＴＳコール処理、並びに
変調されたデータの処理、送信及び受信を取り扱う単一の物理的装置内に結合することが
できる。或いは又、これらの機能は、多数の物理的に個別の装置を用いて達成することも
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できる。
【００２５】
　ループ２２０を経て変調されたデータの搬送を開始する前に、ＣＯＴユニット２３２と
ＣＰＥユニット２４２との間でループ２２０を経て信号が交換されて、ＡＤＳＬユニット
が特定のワイヤループ２２０の電子的特性に適応される。例えば、ループ長さ、ワイヤゲ
ージ、ワイヤ組成及び他のファクタに基づくループの損失特性が交換される。この情報交
換は、しばしば、ハンドシェーキングと称される。ハンドシェーキングが完了すると、ユ
ーザデータの送信を開始することができる。
【００２６】
　所要電力を減少するために、ＡＤＳＬユニット２３２及び２４２は、ユーザデータ送信
が完了したときに低電力モードに入る。いずれのユニットも、低電力モードを開始するこ
とができる。例えば、ＣＰＥユニット２４２が低電力モードを開始する場合には、ＣＯＴ
ユニット２３２へ遮断信号を送信することによって行う。この遮断信号は、ＡＤＳＬ低ビ
ットレートのシグナリングチャンネルにおいて搬送され、或いは、ループにおける帯域外
れ信号、例えば、１６ｋＨｚのＡＣ信号を使用してもよい。更に別の形態は、ＣＰＥユニ
ットがＡＤＳＬフレーム情報の送信を停止することである（ＣＰＥユニットがパワーダウ
ンされた場合に生じるような）。
【００２７】
　遮断信号を受信すると、ＣＯＴユニット２３２は、ＣＰＥからＣＯＴへのハンドシェー
キングによって決定されたループ２２０の特性をメモリ１１７に任意に記憶する。同様に
、遮断信号を送信する際に、ＣＰＥユニット２４２も、ＣＰＥからＣＯＴへのハンドシェ
ーキングによって得たループ特性を任意に記憶することができる。ループ特性を記憶する
と、ユニットが全電力モードに戻されるときに、ユーザデータの送信を迅速に再開するこ
とができる。各ユニット２３２及び２４２は、次いで、信号処理回路１１１、送信回路１
１２及び受信回路１１３の現在不必要な区分を遮断することにより低電力モードへ入るこ
とができる。ループ２２０は、次いで、非アクティブ状態となる。再開信号を検出する回
路１１５は、低電力動作中に信号の検出を行えるままでなければならない。ＣＯＴユニッ
ト２３２が低電力モードを開始すべき場合には、信号が同様の形態でＣＰＥユニット２４
２と交換される。
【００２８】
　別の実施形態では、ＣＰＥ２４２及びＣＯＴ２３２の両ユニットが、減少電力動作を行
うことができる。或いは又、ＣＯＴユニット２３２のみがその電力消費を減少してもよい
し、又はＣＰＥユニット２４２のみがその電力消費を減少してもよい。ＣＯＴユニット２
３２のみがその電力消費を減少すべき場合には、ＣＯＴユニット２３２は再開信号発生回
路１１４を必要とせず、又、ＣＰＥユニット２４２は再開信号検出回路１１５を必要とし
ない。同様に、ＣＰＥユニット２４２のみが電力消費を減少すべき場合には、ＣＰＥユニ
ット２４２は再開信号発生回路１１４を必要とせず、又、ＣＯＴユニット２３２は再開信
号検出回路を必要としない。したがって、低電力モードに入れることのできる特定の回路
要素は、ＡＤＳＬユニットの異なるブランド、モデル及びバージョンの間で変化し得る。
【００２９】
　低電力モードにあるユニットを全電力動作に戻すために、そのユニットに再開信号が送
信される。１つの実施形態においては、ＣＯＴ　ＡＤＳＬユニットは、ＣＰＥ　ＡＤＳＬ
ユニットによりワイヤループを経て送信された１６ｋＨｚＡＣ信号を受信した際に全電力
動作を再開する。この再開信号は、従来の周波数検出技術を使用する１６ｋＨｚＡＣ信号
検出器１１５を用いてＣＯＴユニットにより検出することができる。この検出器１１５は
、ユニット２３２が低電力モードにあるときに動作状態に保たれる。ＣＰＥユニット２４
２が減少電力動作を行える場合には、ＣＯＴユニット２３２からＣＰＥユニット２４２へ
送信された再開信号が顧客の施設に同様に受信され、そしてＣＰＥユニット２４２により
検出される。
【００３０】
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　再開信号を受信すると、受信側ＡＤＳＬユニットは、信号処理回路１１１、送信回路１
１２及び受信回路１１３を全電力モードに戻す。ループ送信特性が記憶された場合には、
これらのパラメータがメモリ１１７から検索され、これを使用して、ループ送信特性を決
定するのに必要な時間を短縮することにより、データ送信を迅速に再開できるようにする
。全電力モードが再開された後に、ＡＤＳＬユニット２３２と２４２との間の付加的なハ
ンドシェーキングを行うことができる。全動作状態に到達すると、ユーザデータの送信を
再開することができる。
【００３１】
　図２及び３を参照すれば、本発明の１つの例示的な適用は、パーソナルコンピュータ（
ＰＣ）２４４と、リモートデータソース２５０との間のリンクを維持するに必要な所要電
力を減少することである。リモートデータソース２５０は、例えば、インターネットサー
ビスプロバイダー（ＩＳＰ）又はオンラインサービスプロバイダー（ＯＳＰ）である。例
示的な構成においては、ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２は、ＡＤＳＬユニット２４２を
経てデータを送信及び受信するようにプログラムされたパーソナルコンピュータ２４４に
デジタルインターフェイス２４７により接続される。ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２は
、ＰＣ２４４にインストールされるか又は接続されたＡＤＳＬモデムに組み込むことがで
きる。ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２は、リモードデータソース２５０へのリンクが存
在する中央オフィス２３０のＣＯＴ　ＡＤＳＬユニット２３２へワイヤループ２２０によ
り接続される。
【００３２】
　例示的な構成では、ワイヤループ２２０は、最初に非アクティブであり、したがって、
ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２と、ＣＯＴ　ＡＤＳＬユニット２３２との間の情報の流
れを阻止する。ループ２２０をアクティブな状態に戻すために、スタートアップ信号がＣ
ＰＥ　ＡＤＳＬユニットへ送信される（ステップ３０１）。スタートアップ信号は、例え
ば、ＰＣ２４４で動作している装置ドライバ又は他のプログラムモジュールからデジタル
インターフェイス２４７を経て送信されるコマンドであるか、又はターンオンされるＣＰ
Ｅ　ＡＤＳＬユニットへの電力により表わされてもよい。スタートアップ信号を受信する
と、ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニットは、セーブされたループ特性パラメータを再記憶すること
ができる（ステップ３０２）。ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニットは、次いで、１６ｋＨｚ再開信
号をループに送信する（ステップ３０３）。この再開信号は、その後、ＣＯＴユニットの
ループ監視回路によって検出される（ステップ３０４）。ＣＯＴユニットが低電力状態に
ある場合には、ＣＰＥユニットからの再開信号を検出した際に全電力動作に戻り、これは
ループ特性パラメータを回復することを含む（ステップ３０５）。ＣＯＴユニットが低電
力状態になかった場合には、再開信号がＣＯＴユニットによって無視される。ＣＰＥ及び
ＣＯＴ　ＡＤＳＬユニットは、次いで、それらユニット間に信頼性の高いデータ通信を確
立するためにハンドシェーキング情報を交換することができる（ステップ３０６）。ハン
ドシェーキング情報は、例えば、ループ抵抗の温度従属変化によってループ特性が変化す
る場合に必要となる。又、ハンドシェーキング情報は、他の装置初期化の目的で交換する
こともできる。
【００３３】
　ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニットからＣＯＴ　ＡＤＳＬユニットへの信頼性のあるデータ送信
が確立されると、その確立されたデータ経路を経て情報を交換することができる（ステッ
プ３０７）。図２を参照すれば、パーソナルコンピュータ２４４は、ＡＤＳＬユニット間
のデータ経路を使用し、デジタルインターフェイス２４７を経てＣＰＥ　ＡＤＳＬユニッ
ト２４２へ情報を送信することによりリモートデータソースと通信することができる。こ
のデジタルインターフェイスは、工業規格のコンピュータインターフェイス、例えば、小
型コンピュータシステムインターフェイス（ＳＣＳＩ）、イーサネット（登録商標）イン
ターフェイス又は周辺要素相互接続（ＰＣＩ）インターフェイス、或いは２方向データ交
換を行うことのできる他の工業規格又は売主所有のインターフェイスでよい。ＰＣからＣ
ＰＥユニットへの情報は、ユーザデータと、ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニットの動作を制御する
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ためのシグナリング情報、或いはＡＤＳＬ－ＡＤＳＬユニットシグナリングチャンネルを
経てこのようなシグナリングを中継することによりＣＯＴ　ＡＤＳＬユニットの動作を制
御する情報との両方を含むことができる。ＰＣによりＣＰＥユニットへ与えられるユーザ
データは、確立されたＣＰＥ－ＣＯＴデータ送信経路を経てＣＯＴユニットへ送信される
。
【００３４】
　ＣＯＴユニットに受け取られたデータは、標準的な電話会社のスイッチング装置に適合
するデータ信号フォーマット、例えば、１．５４４百万ビット／秒（Ｍｂｐｓ）のＴ１デ
ータ信号に変換されてもよいし、或いは光学的搬送波レベル３（ＯＣ－３）の同期光学ネ
ットワーク（ＳＯＮＥＴ）インターフェイスを経て非同期転送モード（ＡＴＭ）セルに変
換されてもよい。受信されたデータは、今や中央オフィス装置に適合するフォーマットで
あり、標準的な電話インターフェイス２３６を経て電話会社の高速データスイッチング装
置２３４、例えば、デジタル交差接続スイッチ又はマルチプレクス装置へ供給され、更に
、リモートデータソース２５０に接続された第２インターフェイス２５１へ供給される。
或いは、データは、中間のスイッチング装置２３４によって処理せずに、ＣＯＴ　ＡＤＳ
Ｌユニット２３２からリモードデータソース２５０へ直接流れるようにしてもよい。リモ
ートデータソース２５０とＰＣ２４４との間の２方向データ転送は、ＰＣ２４４からＣＰ
Ｅユニット２４２へ、更に、ＣＯＴユニット２３２へ、更に、スイッチング装置２３４へ
そしてリモートデータ装置２５０へと形成される経路を経て行なわれる。
【００３５】
　図３を再度参照すれば、ＣＯＴユニットは、ＣＰＥユニットからＣＯＴユニットへ遮断
信号を送信することにより低電力モードに戻ることができる（ステップ３０８）。遮断信
号は、高速で送信される信号であってもよいし、又は赤外線であってもよい。例えば、遮
断信号は、ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニットとＣＯＴ　ＡＤＳＬユニットとの間で送信される一
連のシグナリングビットとして高速で送信することができる。或いは、ＰＣ及びＣＯＴ　
ＡＤＳＬユニットが遮断された場合に、ＣＰＥユニットとＣＯＴユニットとの間で送信さ
れるフレーム情報が失われることから遮断を推測することができる。遮断信号は、その後
、ＣＯＴ　ＡＤＳＬユニットの監視回路によって検出される（ステップ３０９）。遮断信
号が検出されると、ＣＯＴユニットは、ループ特性をセーブし（ステップ３１０）、そし
てそのとき不要な回路への電力を減少することにより低電力モードに入る（ステップ３１
１）。ここに述べる手順３００を繰り返して、データ送信を再開することができる。本質
的に、その同じシーケンスを実行して、ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニット２４２の電力を減少す
ることができる。ＣＰＥ　ＡＤＳＬユニットは、例えば、データ経路上にユーザアクティ
ビティを何ら伴わずにプリセット又はプログラムされた時間周期が経過したとき、又はＣ
ＯＴ　ＡＤＳＬユニットから適当な信号が送信されたときに、低電力モードに入ることが
できる。
【００３６】
　請求の範囲内で他の実施形態も考えられる。例えば、本発明は、非対称的データチャン
ネルを備えたＡＤＳＬユニットについて説明したが、音声帯域サービスが変調データ送信
とループを共用する他のターミナルユニット、例えば、対称的デジタル加入者ライン（Ｓ
ＤＳＬ）及びレート適応デジタル加入者ライン（ＲＡＤＳＬ）ターミナルユニットに適用
することもできる。同様に、２線ループをもつシステムについて説明したが、本発明は、
ワイヤレスループ及びループセグメントを含むシステムに使用することもできる。ウェー
クアップ信号は、マルチトーン信号、及びＰＯＴＳスペクトルから外れた他の信号を含む
ことができる。ターミナルユニットの回路は、デジタル回路、アナログ回路、ソフトウェ
ア、ファームウェア、又はそれら要素の組み合わせを含むことができる。したがって、本
発明の範囲は、請求の範囲のみによって限定されるものとする。
【符号の説明】
【００３７】
　１００　ＡＤＳＬユニット
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　１１１　信号処理電子回路
　１１２　変調データ送信回路
　１１３　変調データ受信回路
　１１４　再開信号発生器
　１１５　再開信号検出器
　１１６　データインターフェイス
　１１７　制御回路（メモリ）

【図１】 【図２】
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【図３】
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