
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トランク回線を伝送されるデータストリームを監視して、前記トランク回線に設定された
任意のチャネルについて当該チャネルにより伝送される符号化信号に係るデータ圧縮が不
要であることを指示するクリアチャネル要求を検出するクリアチャネル要求検出手段と、
該クリアチャネル要求検出手段からクリアチャネル要求の有無に係る情報を入力するとと
もに、前記トランク回線から入力する符号化信号の種類を識別して、処理対象のチャネル
毎にクリアチャネル要求の有無に係る情報および信号識別情報を基にして符号化信号をそ
れぞれ異なる伝送経路に出力する伝送経路切り換え手段と、クリアチャネル要求の無い符
号化信号をそれぞれ入力して、当該符号化データをデータ圧縮するとともに圧縮された符
号化信号を出力する複数のデータ圧縮手段と、それぞれの前記データ圧縮手段から符号化
信号を入力してこれら符号化信号を多重化してベアラ回線に出力する多重化手段と、クリ
アチャネル要求のある符号化信号を入力して当該符号化データに対してパケット化を実施
してＩＰパケットを生成するＩＰパケット生成手段と、生成されたＩＰパケットをＩＰ網
に出力するＩＰインタフェース手段とを備えるデジタル回線多重化装置。
【請求項２】
トランク回線を伝送されるデータストリームを監視して、前記トランク回線に設定された
任意のチャネルについて当該チャネルにより伝送される符号化信号に係るデータ圧縮が不
要であることを指示するクリアチャネル要求を検出するクリアチャネル要求検出手段と、
該クリアチャネル要求検出手段からクリアチャネル要求の有無に係る情報を入力するとと
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もに、前記トランク回線から入力する符号化信号の種類を識別して、処理対象のチャネル
毎にクリアチャネル要求の有無に係る情報および信号識別情報を基にして符号化信号をそ
れぞれ異なる伝送経路に出力する伝送経路切り換え手段と、クリアチャネル要求の無い符
号化信号をそれぞれ入力して、当該符号化データをデータ圧縮するとともに圧縮された符
号化信号を出力する複数のデータ圧縮手段と、それぞれの前記データ圧縮手段から符号化
信号を入力してこれら符号化信号を多重化してベアラ回線に出力する多重化手段と、クリ
アチャネル要求のある符号化信号を入力して当該符号化データに対してセル化を実施して
ＡＴＭセルを生成するＡＴＭセル生成手段と、生成されたＡＴＭセルをＡＴＭ網に出力す
るＡＴＭインタフェース手段とを備えるデジタル回線多重化装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
この発明は、複数のトランク回線により伝送される音声信号、音声帯域信号等を１本のベ
アラ回線により伝送するために信号を多重化するデジタル回線多重化装置（ＤＣＭＥ： Di
gital Circuit Multiplication Equipment）に関するものである。
背景技術
第１図は、従来のデジタル回線多重化装置の構成を示すブロック図である。第１図におい
て、１０１はＰＣＭ（ pulse Code Modulation）信号が伝送されるトランク回線、１０２
はトランク回線１０１を伝送されるデータストリームから６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネ
ル要求を検出するクリアチャネル要求監視部、１０３はセレクタ、１０４は音声帯域信号
をデータ圧縮する４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ（ Voice Band Data）符号化部、１０５は音声
信号をデータ圧縮する８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部、１０６はファクシミリ信号を復調す
るＦａｘ復調部、１０７は信号を多重化する多重化部、１０８はベアラ回線である。
次に、第１図に示されるデジタル回線多重化装置に係る動作について説明する。セレクタ
１０３は、トランク回線１０１により伝送されるＰＣＭ信号をチャネル毎に、まず当該信
号が音声信号または音声帯域信号のいずれであるかを識別するとともに、音声帯域信号に
ついてはファクシミリ信号以外の音声帯域信号またはファクシミリ信号のいずれであるか
を識別する。また、セレクタ１０３は、チャネル毎の信号識別情報に基づいて、ファクシ
ミリ信号以外の音声帯域信号を４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部１０４へ出力し、音声信
号を８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部１０５へ出力し、ファクシミリ信号をＦａｘ復調部１０
６へ出力する。但し、デジタル電話回線に係る通信プロトコルとして与えられるＩＴＵ－
Ｔ勧告Ｑ．５０の規定に基づく手順（以下、Ｑ．５０シグナリングと称する）により付与
される６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求がクリアチャネル要求監視部により検出され
た場合には、６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の対象とされたチャネルについては、
セレクタ１０３はそのままの伝送速度（６４ｋｂｉｔ／ｓ）を維持して当該チャネルによ
り伝送されるＰＣＭ信号を多重化部１０７へ出力する。４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部
１０４は、音声帯域信号をデータ圧縮して音声帯域データ符号化信号を出力する。８ｋｂ
ｉｔ／ｓ音声符号化部１０５は、音声信号をデータ圧縮して音声符号化信号を出力する。
Ｆａｘ復調部１０６は、ファクシミリ信号を復調して復調信号を出力する。多重化部７は
、６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求に基づいてセレクタ１０３から直接的に出力され
るＰＣＭ信号、４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部１０４から出力される音声帯域データ符
号化信号、８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部１０５から出力される音声符号化信号およびＦａ
ｘ復調部１０６から出力される復調信号を入力するとともに、これら信号を多重化してベ
アラ回線１０８へ出力する。
従来のデジタル回線多重化装置は以上のように構成されているので、Ｑ．５０シグナリン
グに基づく６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の対象とされたチャネルにより伝送され
るＰＣＭ信号については、ベアラ回線１０８においても同じく伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓ
のチャネル設定がなされるので、効率のよいデータ伝送を実施することができないという
課題があった。
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、伝送効率を向上すること
ができるデジタル回線多重化装置を得ることを目的とする。
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発明の開示
この発明に係るデジタル回線多重化装置は、トランク回線を伝送されるデータストリーム
を監視して、トランク回線に設定された任意のチャネルについて当該チャネルにより伝送
される符号化信号に係るデータ圧縮が不要であることを指示するクリアチャネル要求を検
出するクリアチャネル要求検出手段と、クリアチャネル要求検出手段からクリアチャネル
要求の有無に係る情報を入力するとともに、トランク回線から入力する符号化信号の種類
を識別して、処理対象のチャネル毎にクリアチャネル要求の有無に係る情報および信号識
別情報を基にして符号化信号をそれぞれ異なる伝送経路に出力する伝送経路切り換え手段
と、クリアチャネル要求の無い符号化信号をそれぞれ入力して、当該符号化データをデー
タ圧縮するとともに圧縮された符号化信号を出力する複数のデータ圧縮手段と、それぞれ
のデータ圧縮手段から符号化信号を入力してこれら符号化信号を多重化してベアラ回線に
出力する多重化手段と、クリアチャネル要求のある符号化信号を入力して当該符号化デー
タに対してパケット化を実施してＩＰパケットを生成するＩＰパケット生成手段と、生成
されたＩＰパケットをＩＰ網に出力するＩＰインタフェース手段とを備えるようにしたも
のである。
このことによって、クリアチャネル要求の対象となるチャネルについてはＩＰ網を介して
符号化信号を伝送するので、ベアラ回線において対応するチャネルを設定する必要がなく
なるから、ベアラ回線ではデータ圧縮された符号化信号のみを伝送することができて、伝
送効率を向上することができるという効果を奏する。
この発明に係るデジタル回線多重化装置は、トランク回線を伝送されるデータストリーム
を監視して、トランク回線に設定された任意のチャネルについて当該チャネルにより伝送
される符号化信号に係るデータ圧縮が不要であることを指示するクリアチャネル要求を検
出するクリアチャネル要求検出手段と、クリアチャネル要求検出手段からクリアチャネル
要求の有無に係る情報を入力するとともに、トランク回線から入力する符号化信号の種類
を識別して、処理対象のチャネル毎にクリアチャネル要求の有無に係る情報および信号識
別情報を基にして符号化信号をそれぞれ異なる伝送経路に出力する伝送経路切り換え手段
と、クリアチャネル要求の無い符号化信号をそれぞれ入力して、当該符号化データをデー
タ圧縮するとともに圧縮された符号化信号を出力する複数のデータ圧縮手段と、それぞれ
のデータ圧縮手段から符号化信号を入力してこれら符号化信号を多重化してベアラ回線に
出力する多重化手段と、クリアチャネル要求のある符号化信号を入力して当該符号化デー
タに対してセル化を実施してＡＴＭセルを生成するＡＴＭセル生成手段と、生成されたＡ
ＴＭセルをＡＴＭ網に出力するＡＴＭインタフェース手段とを備えるようにしたものであ
る。
このことによって、クリアチャネル要求の対象となるチャネルについてはＡＴＭ網を介し
て符号化信号を伝送するので、ベアラ回線において対応するチャネルを設定する必要がな
くなるから、ベアラ回線ではデータ圧縮された符号化信号のみを伝送することができて、
伝送効率を向上することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
第１図は、従来のデジタル回線多重化装置の構成を示すブロック図である。
第２図は、この発明の実施の形態１によるデジタル回線多重化装置の構成を示すブロック
図である。
第３図は、この発明の実施の形態２によるデジタル回線多重化装置の構成を示すブロック
図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形態につ
いて、添付の図面にしたがって説明する。
実施の形態１．
第２図は、この発明の実施の形態１によるデジタル回線多重化装置の構成を示すブロック
図である。第２図において、１は音声信号、音声帯域信号、ファクシミリ信号等のＰＣＭ
信号が伝送される伝送速度２Ｍｂｉｔ／ｓのトランク回線、２はトランク回線１に設定さ
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れた任意のチャネルについてＤＣＭＥにおけるデータ圧縮が当該チャネルについて不要で
あることを指示する６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求を検出するクリアチャネル要求
監視部（クリアチャネル要求検出手段）、３はトランク回線１に設定されたチャネル（伝
送速度６４ｋｂｉｔ／ｓ）毎にそれぞれ入力するＰＣＭ信号の種類を識別するとともに各
チャネルに係る信号識別情報並びにクリアチャネル要求監視部２から与えられる６４ｋｂ
ｉｔ／ｓクリアチャネル要求の有無に係る情報（以下、クリアチャネル要求有無情報と称
する）に基づいてＰＣＭ信号の伝送経路を切り換えるセレクタ（伝送経路切り換え手段）
、４は伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓの音声帯域信号をＡＤＰＣＭ符号化して伝送速度４０ｋ
ｂｉｔ／ｓの音声帯域データ符号化信号に圧縮して出力する４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号
化部（データ圧縮手段）、５は伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓの音声信号に対して高能率音声
符号化および無音圧縮を実施して伝送速度８ｋｂｉｔ／ｓの音声符号化信号を出力する８
ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部（データ圧縮手段）、６は伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのファク
シミリ信号を復調して各種伝送方式に応じて伝送速度１４．４ｋｂｉｔ／ｓまたは９．６
ｋｂｉｔ／ｓ等の復調信号を出力するＦＡＸ復調部（データ圧縮手段）、７は４０ｋｂｉ
ｔ／ｓＶＢＤ符号化部４から出力される音声帯域データ符号化信号、８ｋｂｉｔ／ｓ音声
符号化部５から出力される音声符号化信号およびＦａｘ復調部６から出力される復調信号
を入力してこれら符号化信号を多重化して出力する多重化部（多重化手段）、８は多重化
部７から出力される多重化された信号を伝送する伝送速度２Ｍｂｉｔ／ｓのベアラ回線、
９はクリアチャネル要求監視部２から与えられるクリアチャネル要求有無情報に基づいて
セレクタ３から出力される伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのＰＣＭ信号を入力して当該ＰＣＭ
データに対してパケット化を実施してＩＰパケットを生成するＩＰパケット組立て部（Ｉ
Ｐパケット生成手段）、１０はＩＰパケット組立て部９から入力するＩＰパケットをＩＰ
網に出力するＩＰインタフェース部（ＩＰインタフェース手段）、１１はＩＰ回線である
。
ここで、６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の検出について説明する。伝送速度２Ｍｂ
ｉｔ／ｓのデジタル電話回線に係るデータ伝送フォーマットによれば、データ伝送単位と
なる２ｍｓのマルチフレームが１６のフレームを有して構成されているとともに各フレー
ムが３２のタイムスロットを有して構成されている。６４ｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求
に係る情報は１７番目のタイムスロット（ＴＳ１６）に書き込まれるので、クリアチャネ
ル要求監視部２はこのＴＳ１６を監視して６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の有無を
判定する。
次に、第２図に示されるデジタル回線多重化装置に係る動作について説明する。クリアチ
ャネル要求監視部２は、トランク回線１を伝送されるデータストリーム内のＴＳ１６を監
視してＱ．５０シグナリングに基づく６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の有無を判定
し、判定結果に応じたクリアチャネル要求有無情報をセレクタ３およびＩＰパケット組立
て部９へ出力する。セレクタ３は、トランク回線１により伝送されるＰＣＭ信号をチャネ
ル毎に、まず当該信号が音声信号または音声帯域信号のいずれであるかを識別するととも
に、音声帯域信号についてはファクシミリ信号以外の音声帯域信号またはファクシミリ信
号のいずれであるかを識別する。
また、セレクタ３は、各チャネル毎にクリアチャネル要求有無情報に基づいて、処理対象
のチャネルについて６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求が有る場合には、そのままの伝
送速度を維持して当該チャネルにより伝送されるＰＣＭ信号をＩＰパケット組立て部９へ
出力する。また、処理対象のチャネルについて６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求が無
い場合には、セレクタ３は処理対象のチャネルに係る信号識別情報に応じて、ファクシミ
リ信号以外の音声帯域信号を４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部４へ出力し、音声信号を８
ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部５へ出力し、ファクシミリ信号をＦａｘ復調部６へ出力する。
４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部４は、セレクタ３から入力する伝送速度６４ｋｂｉｔ／
ｓの例えばデータモデム信号のような音声帯域信号をＡＤＰＣＭ符号化することでデータ
圧縮を実施して、圧縮された伝送速度４０ｋｂｉｔ／ｓの音声帯域データ符号化信号を多
重化部７へ出力する。８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部５は、セレクタ３から入力する伝送速
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度６４ｋｂｉｔ／ｓの音声信号に対して高能率音声符号化および無音圧縮によりデータ圧
縮を実施して、圧縮された伝送速度８ｋｂｉｔ／ｓの音声符号化信号を多重化部７へ出力
する。Ｆａｘ復調部６は、セレクタ３から入力する６４ｋｂｉｔ／ｓのファクシミリ信号
を各種伝送方式に応じて復調して、伝送速度１４．４ｋｂｉｔ／ｓまたは９．６ｋｂｉｔ
／ｓ等の復調信号を多重化部７へ出力する。
多重化部７は、４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部４から出力される音声帯域データ符号化
信号、８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部５から出力される音声符号化信号およびＦａｘ復調部
６から出力される復調信号を入力して、これら符号化信号を多重化して伝送速度２Ｍｂｉ
ｔ／ｓのベアラ回線８へ出力する。
Ｑ．５０ジクナリングに基づく６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の対象とされたチャ
ネルについては、ＩＰパケット組立て部９は、クリアチャネル要求監視部２から与えられ
るクリアチャネル要求有無情報に基づいてセレクタ３から伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのＰ
ＣＭ信号を入力し、当該ＰＣＭデータに対してパケット化を実施してＩＰパケットを生成
するとともに生成されたＩＰパケットをＩＰインタフェース部１０へ出力する。ＩＰイン
タフェース部１０は、ＩＰ網を介して対象チャネルに係る符号化データを伝送するように
、入力されたＩＰパケットをＩＰ回線１１へ出力する。
以上のように、この実施の形態１によれば、トランク回線１を伝送されるデータストリー
ム内のＴＳ１６を監視してＱ．５０シグナリングに基づく６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネ
ル要求を検出するクリアチャネル要求監視部２と、クリアチャネル要求有無情報および信
号識別情報に基づいて、６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の有るＰＣＭ信号をＩＰパ
ケット組立て部９へ出力するとともに、６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の無いＰＣ
Ｍ信号を４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部４、８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部５またはＦａ
ｘ復調部６へそれぞれ出力するセレクタ３と、４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部４、８ｋ
ｂｉｔ／ｓ音声符号化部５およびＦａｘ復調部６からそれぞれ出力される符号化信号を入
力して、これら符号化信号を多重化してベアラ回線８へ出力する多重化部７と、クリアチ
ャネル要求の有るＰＣＭ信号を入力して当該ＰＣＭデータに対してパケット化を実施して
ＩＰパケットを生成するＩＰパケット組立て部９と、生成されたＩＰパケットをＩＰ網に
出力するＩＰインタフェース部１０とを備えるように構成したので、ベアラ回線８におい
て伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのチャネルを設定する必要がなくなるから、ベアラ回線８で
はデータ圧縮された符号化信号のみを伝送することができて、伝送効率を向上することが
できるという効果を奏する。
実施の形態２．
第３図は、この発明の実施の形態２によるデジタル回線多重化装置の構成を示すブロック
図である。第３図において、第２図と同一符号は同一または相当部分を示すのでその説明
を省略する。２１はクリアチャネル要求監視部２から与えられるクリアチャネル要求有無
情報に基づいてセレクタ３から出力される伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのＰＣＭ信号を入力
して当該ＰＣＭデータに対してセル化を実施してＡＴＭセルを生成するＡＴＭセル組立て
部（ＡＴＭセル生成手段）、２２はＡＴＭセル組立て部２１から出力されるＡＴＭセルを
ＡＴＭ網に出力するＡＴＭインタフェース部（ＡＴＭインタフェース手段）、２３はＡＴ
Ｍ回線である。
次に、第３図に示されるデジタル回線多重化装置に係る動作について説明する。なお、基
本的動作については実施の形態１によるデジタル回線多重化装置と同様であるので、ここ
ではこの実施の形態２によるデジタル回線多重化装置の特徴部分であるＡＴＭセル組立て
部２１、ＡＴＭインタフェース部２２等に係る動作について説明する。
セレクタ３は、各チャネル毎にクリアチャネル要求有無情報に基づいて、処理対象のチャ
ネルについて６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求が有る場合には、そのままの伝送速度
を維持して当該チャネルにより伝送されるＰＣＭ信号をＡＴＭセル組立て部２１へ出力す
る。
Ｑ．５０シグナリングに基づく６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求の対象とされたチャ
ネルについては、ＡＴＭセル組立て部２１は、クリアチャネル要求監視部２から与えられ
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るクリアチャネル要求有無情報に基づいてセレクタ３から伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのＰ
ＣＭ信号を入力し、当該ＰＣＭデータに対してセル化を実施してＡＴＭセルを生成すると
ともに生成されたＡＴＭセルをＡＴＭインタフェース部２２へ出力する。ＡＴＭインタフ
ェース部２２は、ＡＴＭ網を介して対象チャネルに係る符号化データを伝送するように、
入力されたＡＴＭセルをＡＴＭ回線２３へ出力する。
以上のように、この実施の形態２によれば、クリアチャネル要求監視部２と、クリアチャ
ネル要求有無情報および信号識別情報に基づいて、６４ｋｂｉｔ／ｓクリアチャネル要求
の有るＰＣＭ信号をＡＴＭセル組立て部２１へ出力するとともに、６４ｋｂｉｔ／ｓクリ
アチャネル要求の無いＰＣＭ信号を４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ符号化部４、８ｋｂｉｔ／ｓ
音声符号化部５またはＦａｘ復調部６へ出力するセレクタ３と、４０ｋｂｉｔ／ｓＶＢＤ
符号化部４、８ｋｂｉｔ／ｓ音声符号化部５およびＦａｘ復調部６からそれぞれ出力され
る符号化信号を入力して、これら符号化信号を多重化してベアラ回線８へ出力する多重化
部７と、クリアチャネル要求の有るＰＣＭ信号を入力して当該ＰＣＭデータに対してセル
化を実施してＡＴＭセルを生成するＡＴＭセル組立て部２１と、生成されたＡＴＭセルを
ＡＴＭ網に出力するＡＴＭインタフェース部２２とを備えるように構成したので、ベアラ
回線８において伝送速度６４ｋｂｉｔ／ｓのチャネルを設定する必要がなくなるから、ベ
アラ回線８ではデータ圧縮された符号化信号のみを伝送することができて、伝送効率を向
上することができるという効果を奏する。
なお、上記の実施の形態１および実施の形態２により開示されたデジタル回線多重化装置
は本願発明を例示するものであり、その技術的範囲を限定するものではないことに留意さ
れたい。本願発明の技術的範囲は請求の範囲の記載に基づいて定められ、請求の範囲と均
等な技術的思想および請求の範囲内における種々の設計的変更が本願発明に含まれるもの
である。
産業上の利用可能性
以上のように、この発明に係るデジタル回線多重化装置は、効率のよいデータ伝送を実施
するのに適している。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(7) JP 3638934 B2 2005.4.13



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０９－１３９７２４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３０８１６７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２０２７９８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２８６９００（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２２４０８６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１１８５５９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２４７０９８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－００９９９３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２３０８０７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３１８６９３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H04J 3/00-3/26
              H04L 5/22-5/26
              H04L 12/00-12/64

(8) JP 3638934 B2 2005.4.13


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

