
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する方法であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信するステッ
プであって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている
前記受信するステップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化するステップと、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化するステップと、
共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記データ・パケットと前記制御データとを
伝送するステップと、
非同期転送モード・セルのヘッダ部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ
前記制御データを伝送するステップと
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を含み、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法において、非同期転送モード・セルのヘッダ部分で前記共通電気通信
チャネルを通じて前記受信局へ前記制御データを前記伝送するステップが
非同期転送モード・セルのヘッダ部分内のペイロード型式標識フィールド内へ前記制御デ
ータを挿入するステップ
を含む方法。
【請求項３】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する方法であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信するステッ
プであって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている
前記受信するステップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化するステップと、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化するステップと、
共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記データ・パケットと前記制御データとを
伝送するステップと、
非同期転送モード・セルのペイロード部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信
局へ前記制御データを伝送するステップと
を含み、
前記非同期転送モード・セルが資源管理非同期転送モード・セルであり、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
方法。
【請求項４】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する方法であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信するステッ
プであって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている
前記受信するステップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化するステップと、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化するステップと、
共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記データ・パケットと前記制御データとを
伝送するステップと、
非同期転送モード・セルのペイロード部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信
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局へ前記制御データを伝送するステップと
を含み、
前記非同期転送モード・セルが少なくとも１つのマイクロセルを含み、及び前記制御デー
タがマイクロセル開始ポインタの拡張部分内へ挿入され、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
方法。
【請求項５】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する方法であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信するステッ
プであって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている
前記受信するステップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入するス
テップと、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化するステップと、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生するステップと、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化するステップと、
共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記データ・パケットと前記制御データとを
伝送するステップと、
マイクロセルのペイロード部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記制
御データを伝送するステップと
を含み、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
方法。
【請求項６】
請求項５記載の方法において、前記マイクロセルが資源管理マイクロセルである方法。
【請求項７】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する装置であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信する手段で
あって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている前記
受信する手段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化する手段と、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化する手段と、
共通電気通信チャネルを通じて前記データ・パケットと前記制御データとを伝送する手段
と、
非同期転送モード・セルのヘッダ部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ
前記制御データを伝送する手段と
を含み、
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全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
装置。
【請求項８】
請求項７記載の装置において、非同期転送モード・セルのヘッダ部分で前記共通電気通信
チャネルを通じて前記受信局へ前記制御データを前記伝送する手段が
非同期転送モード・セルのヘッダ部分内のペイロード型式標識フィールド内へ前記制御デ
ータを挿入する手段
を含む装置。
【請求項９】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する装置であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信する手段で
あって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている前記
受信する手段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化する手段と、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化する手段と、
共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記データ・パケットと前記制御データとを
伝送する手段と、
非同期転送モード・セルのペイロード部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信
局へ前記制御データを伝送する手段と
を含み、
前記非同期転送モード・セルが資源管理非同期転送モード・セルであり、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
装置。
【請求項１０】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する装置であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信する手段で
あって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている前記
受信する手段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化する手段と、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化する手段と、
共通電気通信チャネルを通じて前記データ・パケットと前記制御データとを伝送する手段
と、
非同期転送モード・セルのペイロード部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信
局へ前記制御データを伝送する手段と
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を含み、
前記非同期転送モード・セルが少なくとも１つのマイクロセルを含み、及び前記制御デー
タがマイクロセル開始ポインタの拡張部分内へ挿入され、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
装置。
【請求項１１】
電気通信システムにおいて、受信局へデータ・パケットを伝送する装置であって、
少なくとも１つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信する手段で
あって、前記ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっている前記
受信する手段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入する手
段と、
単一データ・ストリーム内へ前記データ・パケットを多重化する手段と、
前記第１データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記第２データ転送書式を有するデータに相当する前記少なくとも１つのデータ・パケッ
トに対する制御データを発生する手段と、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを多重化する手段と、
共通電気通信チャネルを通じて前記データ・パケットと前記制御データとを伝送する手段
と、
マイクロセルのペイロード部分で前記共通電気通信チャネルを通じて前記受信局へ前記制
御データを伝送する手段と
を含み、
全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈する
装置。
【請求項１２】
請求項１１記載の装置において、前記マイクロセルが資源管理マイクロセルである装置。
【請求項１３】
受信局へデータ・パケットを輸送する電気通信システムであって、
複数の非同期転送モード・アダプテーション・レイヤ（ＡＡＬ）であって、各ＡＡＬが異
なるデータ転送書式を呈する通信データを受信しかつ非同期転送モード・セル内へ前記デ
ータを挿入するようになっている前記複数のＡＡＬと、
単一データ・ストリーム内へ前記非同期転送モード・セルを挿入するハイブリッドＡＡＬ
マルチプレックサと、
送信機と、
共通通信チャネルと
を含み、
前記送信機が前記共通通信チャネルを通じて前記受信局へ前記非同期転送モード・セルを
伝送する
システム。
【請求項１４】
請求項１３記載の電気通信システムにおいて、前記ハイブリッドＡＡＬマルチプレクサが
非同期転送モード・セルの列に対する制御データを発生する制御論理マルチプレクサと、
前記制御データを書式化する制御データ・パケッタイザと、
前記単一データ・ストリーム内へ前記制御データを挿入する手段と
を含み、
前記制御データが前記列内の各非同期転送モード・セルに含まれた前記データに相当する
前記受信局内のＡＡＬと前記列内のデータ・パケットの数とを表示する
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システム。
【請求項１５】
請求項１３記載の電気通信システムであって、
前記受信局に置かれたハイブリッドＡＡＬデマルチプレックサ
を更に含むシステム。
【請求項１６】
請求項１５記載のシステムにおいて、前記ハイブリッドＡＡＬデマルチプレクサが
制御データ捕獲論理と、
制御データ・アドレス指定論理と、
アドレス・デコーダと、
デマルチプレクサと
を含み、
前記デマルチプレックサが前記制御データの関数として前記ハイブリッド・データを多重
分離しかつ前記受信局に置かれた相当するＡＡＬへ前記ハイブリッド・データを指向させ
る
システム。
【請求項１７】
請求項１記載の装置において、前記共通データ転送プロトコルが非同期転送モード・プロ
トコルでありかつ前記データ・パケットが非同期転送モード・セルである装置。
【請求項１８】
請求項１記載の方法において、前記制御データが第１データ転送書式を有するデータに相
当するデータ・パケットの数と第２データ転送書式を有するデータに相当するデータ・パ
ケットの数とを表示する方法。
【請求項１９】
請求項１７記載の装置において、前記制御データが前記第１データ転送書式を有するデー
タに相当するデータ・パケットの数と前記第２データ転送書式を有するデータに相当する
データ・パケットの数とを表示する装置。
【請求項２０】
請求項７記載の装置において、前記共通データ転送プロトコルが非同期転送モード・プロ
トコルでありかつ前記データ・パケットが非同期転送モード・セルである装置。
【発明の詳細な説明】
背景
本発明は、非同期転送モード（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ
；　ＡＴＭ）プロトコル及びＡＴＭアダプテーション・レイヤ（ＡＴＭ　ａｄａｐｔａｔ
ｉｏｎ　ｌａｙｅｒ；　ＡＡＬ）を使用して電気通信データを伝送することに関する。特
に、本発明は、種々の異なるＡＡＬプロトコルからのデータを多重化することによって電
気通信データを単一通信チャネルを通じて転送することに関する。
ＡＴＭは、１つ以上のアプリケーション（すなわち、電気通信データの１つ以上の発信源
）にサービスすることがある電気通信システム内で非同期電気通信データを転送すること
に応用されることがある標準プロトコルである。ＡＴＭプロトコルは、データをＡＴＭセ
ルとして知られた固定寸法セルで転送することに基づいている。各ＡＴＭセルに関するプ
ロトコルは同じであり、このプロトコルで各セルは４８オクテット・ペイロード及び５オ
クテット・ヘッダを含む。一般に、ＡＴＭは、技術上周知である。
各アプリケーションと関連した電気通信データは、そのアプリケーションに特定であるデ
ータ転送書式を初に取っている。もしこのデータを輸送するためにＡＴＭを使用しようと
するならば、そのデータ転送書式がＡＴＭプロトコルと両立するようにその書式を適合さ
せなければならない。これは、図１に示したような、ＡＴＭアダプテーション・レイヤ（
ＡＡＬ）１０１によって達成される。アプリケーション・レイヤ１０２が特定アプリケー
ションから到着する電気通信データを表す。次いで、ＡＡＬ１０１は、そのデータがＡＴ
Ｍプロトコルと両立するようにそのデータを再書式化する。特に、ＡＡＬ１０１は、デー
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タをＡＴＭセル・ペイロードに記憶する。次いで、ＡＴＭレイヤ１０３が再書式化された
電気通信データを含むＡＴＭセルを受信局（図１には示してない）へ伝送する。一般に、
各アプリケーションは、異なるＡＡＬを必要とする。
最も普通に知られたＡＡＬのうちの２つは、ＡＡＬ１及びＡＡＬ５で指示される。ＡＡＬ
１は同期データ伝送に使用され、及びＡＡＬ５はパケット・データ伝送に使用される。他
の周知のＡＡＬは、ＡＡＬｍで指示されている。ＡＡＬｍは、セルラ音声データのような
低ビット速度アプリケーション・データの輸送を支援するようにＡＴＭが使用されるとき
ＡＴＭをより効率的にするために、典型的に採用される。ＡＡＬｍは、マイクロセルと呼
ばれる（ミニセルとも呼ばれる）小さいデータ・パケットに低ビット速度データを記憶す
ることによって動作する。次いで、これらのマイクロセルがＡＴＭセルのペイロード内へ
多重化される。
電気通信システムが一度に２つ以上のアプリケーション、例えば、音声及びビデオにサー
ビス中であるか、又はこのシステムがハイブリッド・データを発生する（すなわち、２つ
以上のデータ転送書式を呈するデータを発生する）１つのアプリケーションにサービス中
であるとき、そのデータをＡＴＭプロトコルと両立させるようにそのデータを再書式化す
るために２つ以上の型式のＡＡＬが必要とされる。現在のシステムは、データの各型式毎
に個別ＡＴＭチャネルを専用することによって多数のＡＡＬからのデータを受信局へ伝送
する。これは低ビット速度アプリケーションに係わっているとき特に問題になり、その理
由はＡＴＭが低ビット速度データを効率的には伝送しない（すなわち、低ビット速度デー
タを搬送するＡＴＭセルの大きな部分が使用されないままである）ことにある。したがっ
て、多数のＡＴＭチャネルを通じて低ビット速度データを輸送することは非効率性をひど
くするのみであり、かつ帯域幅が非常に割高になる傾向がある。
要約
帯域幅利用を最大限にするために、本発明は、個別通信チャネルを通じてハイブリッド・
データを伝送することを回避する。代わりに、本発明は、単一通信チャネルを通じて多数
のＡＡＬからのデータを伝送するハイブリッドＡＡＬを提供する。
ＡＴＭプロトコルを使用して多数のＡＡＬからの電気通信データを輸送する能力を提供す
ることが、本発明の目的である。
帯域幅利用を最大限にするために多数のＡＡＬからの電気通信データを共通通信チャネル
を通じて輸送する能力を提供することが、本発明のなお他の目的である。
本発明の１態様に従えば、上述の目的及び他の目的は、受信局へデータ・パケットを伝送
する方法によって達成され、この方法は、次のステップを含む。すなわち、少なくとも１
つの電気通信アプリケーションからハイブリッド・データを受信するステップであって、
ハイブリッド・データが複数のデータ転送書式を含むようになっているステップ、少なく
とも１つのデータ・パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入するステップ
、少なくとも１つのデータ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入する
ステップ、単一データ・ストリーム内へデータ・パケットを多重化するステップ、及び共
通電気通信チャネルを通じて受信局へデータ・パケットを伝送するステップであって、全
てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈するようになっているステップ。
本発明の他の態様に従えば、上述の目的及び他の目的は、受信局へデータ・パケットを伝
送する装置によって達成され、この装置は次を含む。すなわち、少なくとも１つの電気通
信アプリケーションからハイブリッド・データを受信する手段であって、ハイブリッド・
データが複数のデータ転送書式を含むようになっている手段、少なくとも１つのデータ・
パケット内へ第１データ転送書式を有するデータを挿入する手段、少なくとも１つのデー
タ・パケット内へ第２データ転送書式を有するデータを挿入する手段、単一データ・スト
リーム内へデータ・パケットを多重化する手段、第１データ転送書式を有するデータに相
当する少なくとも１つのデータ・パケットに対する制御データを発生する手段、第２デー
タ転送書式を有するデータに相当する少なくとも１つのデータ・パケットに対する制御デ
ータを発生する手段、単一データ・ストリーム内へ制御データを多重化する手段、及び共
通電気通信チャネルを通じてデータ・パケットと制御データとを伝送する手段であって、
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全てのデータ・パケットが共通データ転送プロトコルを呈するようになっている手段。
本発明のなお他の態様に従えば、上述の目的及び他の目的は、受信局へデータ・パケット
を輸送するシステムによって達成され、このシステムは次を含む。すなわち、複数の非同
期転送モード・アダプテーション・レイヤ（ＡＡＬ）であって、各ＡＡＬが異なるデータ
書式を呈する通信データを受信しかつ非同期転送モード・セル内へデータを挿入するよう
になっている複数のＡＡＬ、単一データ・ストリーム内へ非同期転送モード・セルを挿入
するハイブリッドＡＡＬマルチプレクサ、送信機、及び共通通信チャネル。このシステム
において、前記送信機は、共通通信チャネルを通じて受信局へ非同期転送モード・セルを
伝送する。
【図面の簡単な説明】
本発明の目的及び利点は、添付図面と関連して次の詳細な説明を読むことによって理解さ
れる。これらの図面で、
図１は先行技術に従う非同期転送モードを使用して電気通信データを輸送する既知のレイ
ヤ化（ｌａｙｅｒｅｄ）プロセスの機能ブロック図である。
図２は本発明のハイブリッドＡＡＬの機能ブロック図である。
図３は送信局におけるＡＡＬマルチプレクサ及び受信局におけるＡＡＬデマルチプレクサ
を示す線図である。
図４は先行技術に従う標準ＡＴＭセルに関するプロトコルを示すブロック図である。
図５は先行技術に従う標準ＡＴＭセル・ヘッダ内のＰＴＩコードの目的を表示する表であ
る。
図６はいかに本発明が他の標準ＡＴＭセル・ヘッダ内のＰＴＩコードを利用するかを表示
する表である。
図７は先行技術に従う標準ＲＭ－ＡＴＭセルに関するプロトコルを示すブロック図である
。
図８は本発明に従うＲＭ－ＡＴＭセルに関するプロトコルを示すブロック図である。
図９はＣＦＩコードに関する模範的プロトコルを示す線図である。
図１０Ａ及び１０Ｂは、それぞれ、ＲＭ－ＡＴＭセル内の制御語に関する模範的プロトコ
ル、及び模範的ＡＴＭセル列を示す線図である。
図１１はＲＭ－ＡＴＭセル内の制御語に関する代替プロトコルを示す線図である。
図１２は先行技術に従うマイクロセルとＡＴＭセルとの間の関係を示す線図である。
図１３は先行技術に従うマイクロセル・ポインタに関する標準プロトコルを示す線図であ
る。
図１４は２オクテット・マイクロセル・ポインタを示す線図であり、このポインタで第２
オクテットが介在ＡＴＭセル列に対する制御データを含む制御語である。
図１５はマイクロセルを含む２つのＡＴＭセル間の介在ＡＴＭセル列を示す線図である。
図１６はＡＴＭセルの介在列に対する制御データを運搬するためのＲＭ－ＡＴＭセルの使
用を示す線図である。
図１７はＡＴＭ列に相当する制御語を含むＲＭ－ＡＴＭセルに関する模範的プロトコルを
示す線図である。
図１８はＲＭ－ＡＴＭセルに含まれた制御語に関する模範的プロトコルを示す線図である
。
図１９はＲＭ－ＡＴＭセルに含まれた制御語に関する代替模範的プロトコルを示す線図で
ある。
図２０は送信局におけるＡＡＬマルチプレクサ及び受信局におけるＡＡＬデマルチプレク
サの機能ブロック図である。
図２１は受信局におけるＡＡＬデマルチプレクサに関する状態図である。
詳細な説明
本発明を図面を参照して説明する。
図２は、本発明のハイブリッドＡＡＬを示す。図１に示したＡＡＬのように、ハイブリッ
ドＡＡＬ２０１は、アプリケーション・レイヤ２０２とＡＴＭレイヤ２０３との間に機能
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的に置かれている。しかしながら、図１のＡＡＬ１０１と異なり、ハイブリッドＡＡＬ２
０１は、２つ以上の標準ＡＡＬ、例えば、ＡＡＬ１・２０４、ＡＡＬ５・２０５、及びＡ
ＡＬｍ２０６を含む。ハイブリッドＡＡＬ２０１はまたＡＡＬマルチプレクサ（ＡＡＬ－
ｍｕｘ）２０７を含む。ハイブリッドＡＡＬ２０１を採用することによって、帯域幅がよ
り効率的に利用され、その理由はハイブリッド・データ（すなわち、異なるＡＬＬからの
通信データ）を個別通信チャネルではなく単一共用通信チャネルを通じて伝送することが
できることにある。
図３は、送信局３０５に置かれたＡＡＬ－ｍｕｘ２０７の基本的機能性及び受信局３１５
に置かれたＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０の基本的機能性を示す。ＡＡＬ－ｍｕｘ２０７は、
種々のレイヤの各々、例えば、ＡＡＬ１・３２０及びＡＡＬ５・３２５から通信データを
受信する。上に説明したように、そのデータは既に再書式化されているので、それはＡＴ
Ｍプロトコルと両立性である。特に、そのデータは、標準ＡＴＭセルのペイロード内へパ
ックされている。次いで、ＡＡＬ－ｍｕｘ２０７がそのデータを１つの共通ＡＴＭストリ
ーム内へ多重化する。次いで、ＡＴＭレイヤ１０３がＡＡＬ－ｍｕｘ２０７によって発生
された各ＡＴＭセル・ペイロードにヘッダを取り付け、かつ各ＡＴＭセルを受信局３１５
へ伝送する。
ＡＡＬ－ｍｕｘ２０７はまた制御データ３３０を発生し、この制御データはＡＡＬ－ｍｕ
ｘ２０７とＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０とを同期させるために使用される。制御データ３３
０によってＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は各着信ＡＴＭセルに記憶された通信データの発信
源及び宛先を識別することを可能にされ、それであるからＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は通
信データを受信局３１５内の適当なＡＡＬレイヤ、例えば、ＡＡＬ１・３３５及びＡＡＬ
５・３４０へ指向（ｄｉｒｅｃｔ）させることができる。ＡＡＬ－ｍｕｘ２０７及びＡＡ
Ｌ－ｄｅｍｕｘ３１０のより詳細な説明を下に掲げる。
制御データ３３０はハイブリッド通信データと同じ物理通信チャネルを通じて伝送される
が、波線３４５によって示したように、制御データ３３０を異なる論理チャネル内へ挿入
してもよい。他の方法を採用してもよいことは技術の熟練者が容易に理解するところであ
るが、送信局３０５から受信局３１５へ制御データを輸送する４つの模範的方法を下に詳
細に説明する。
第１模範的方法を説明する。この方法では制御データ３３０を他の標準ＡＴＭセルのヘッ
ダで送信局３０５から受信局３１５へ輸送する。
標準ＡＴＭセル・ヘッダの書式を説明することから始めるのが都合良さそうである。図４
は、利用者網インタフェース（すなわち、ＵＮＩインタフェース）における標準ＡＴＭセ
ル４０１に関するプロトコルを示す。ＡＴＭセル４０１は、４８オクテット・ペイロード
４０５及び５オクテット・ヘッダ４１０を有する。ヘッダは、立ち代わって、次のような
いくつものセクションに分割される。すなわち、４ビット汎用フロー制御（Ｇｅｎｅｒｉ
ｃ　Ｆｌｏｗ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；　ＧＦＣ）コード４１２、８ビット仮想経路識別子（Ｖ
ｉｒｔｕａｌ　Ｐａｔｈ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；　ＶＰＩ）コード４１５、１６ビット
仮想チャネル識別子（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；　ＶＣ
Ｉ）コード４２０、３ビット・ペイロード型式標識（Ｐａｙｌｏａｄ　ＴｙｐｅＩｎｄｉ
ｃａｔｏｒ；　ＰＴＩ）コード４２５、１ビット・セル損失優先権（Ｃｅｌｌ　Ｌｏｓｓ
　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ；　ＣＬＰ）コード４３０、及び８ビット・ヘッダ誤り検査（Ｈｅａ
ｄｅｒ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｈｅｃｋ；　ＨＥＣ）コード４３５。
ＡＴＭセル４０１のＶＰＩコード４１５及びＶＣＩコード４２０は一緒に、ＡＴＭセル・
ペイロード４０５に記憶されたデータと関連した接続を表示する。例えば、もしアプリケ
ーションがセルラ電話システムであるならば、接続は特定セルラ電話呼び出しに相当する
。ＨＥＣコード４３５は、ＡＴＭセル４０５の伝送中そのヘッダに起こるビット誤りを識
別しかつ、或る場合には、これらを訂正するために使用される。ＰＴＩコード４２５は、
利用者データＡＴＭセルと非利用者データＡＴＭセル（例えば、資源管理ＡＴＭセル）と
の間を区別するために、排他的でないにせよ、典型的に、使用される。例えば、０、１、
２、又は３のＰＴＩ値は利用者ＡＴＭセルを表示する一方、４、５、６、又は７のＰＴＩ
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値は非利用者ＡＴＭセルを表示する。図５の表は、ＰＴＩコード４２５がサービス・デー
タ装置（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ；　ＳＤＵ）の異なる型式間を区別しかつ
相当する接続のふくそう状態を識別するためにまた利用されることがあることを示す。一
般に、ＰＴＩコードを含む、標準ＡＴＭセル及びＡＴＭセル・ヘッダのプロトコルは、技
術上周知である。
しかしながら、第１模範的実施例では制御データ３３０がＡＴＭセルのヘッダで輸送され
るが、この第１模範的実施例に従って、ＰＴＩコード４２５が、代わりに、制御データ３
３０をコード化するために使用されてよい。例えば、ふくそう状態は、多くの場合、不必
要な情報である。したがって、図５の表に示したように相当する接続のふくそう状態を識
別するためにＰＴＩコード４２５を使用する代わりに、図６の表に示したようにＡＴＭセ
ル・ヘッダ内のＰＴＩコード４２５が相当するＡＴＭセルのペイロードに含まれた通信デ
ータの発信源と宛先（例えば、ＡＡＬ１又はＡＡＬ５）を識別するために使用されてよい
。しかしながら、技術の熟練者が容易に理解するように、ＡＴＭセル・ヘッダに係わって
いる他のコーディング方式を制御データ３３０を輸送するめに採用してよい。
技術の熟練者によってまた周知のように、ＡＴＭプロトコルはセルラ音声データ及びビデ
オ・データのような低ビット速度アプリケーションの輸送を支援することができる。低ビ
ット速度アプリケーションに係わっているとき、上の第１模範的方法で説明されたように
制御データ３３０をことごとくのＡＴＭセル内へ挿入することは、帯域幅の効率的利用で
はないと云ってよい。代わりに、制御データ３３０を資源管理（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ；　ＲＭ）ＡＴＭセルと称される特殊ＡＴＭセル内へパックするのがよ
り効率的であると云ってよく、これらのセルでは単一ＲＭ－ＡＴＭセルが１つ以上のＡＡ
Ｌレイヤと関連した通信データを含むＡＴＭセルの列全体を同期させるために必要な制御
データを含むこともある。したがって、第２模範的方法を説明する。この方法では制御デ
ータ３３０がＲＭ－ＡＴＭセルで送信局３０５から受信局３１５へ輸送される。
第２模範的実施例の説明を始めるために、典型的ＲＭ－ＡＴＭセルの書式をまず説明する
のが都合良さそうである。一般に、ＲＭ－ＡＴＭセルは技術の熟練者に周知であり、かつ
これらのセルは利用可能なビット速度（ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｂｉｔ　ｒａｔｅ；　ＡＢ
Ｒ）データ・フローを制御するために、典型的に、利用される。図７は、標準ＲＭ－ＡＴ
Ｍセル７０１の書式を示す。ＲＭ－ＡＴＭセル７０１はヘッダ７０５を含み、このヘッダ
は、立ち代わって、３ビットＰＴＩコード７１０を含み、このコードはＲＭ－ＡＴＭセル
７０１を普通のＡＴＭセルから区別するために使用されることがある。更に、ＲＭ－ＡＴ
Ｍセル７０１はＲＭプロトコル識別子７１５及び巡回冗長検査コード（ＣＲＣ）７２０を
含み、このコードが誤り検出及び誤り訂正に使用される。
図８は、いかにＲＭ－ＡＴＭセル８０１を本発明に使用するためにコード化してよいかを
示す。第２模範的実施例では制御データ３３０がＲＭ－ＡＴＭセルによって輸送されるが
、この第２模範的に従って、ＲＭ－ＡＴＭセル８０１は、１つ以上のＡＴＭセルに対する
制御データ３３０を含む。図７を参照して上に説明された既知のＲＭ－ＡＴＭセルのよう
に、ＲＭ－ＡＴＭセル８０１はヘッダ８０５を含み、このヘッダは、立ち代わって、ＲＭ
－ＡＴＭセル８０１を普通のＡＴＭセルから区別するために３ビットＰＴＩコード８１０
を含む。ＲＭ－ＡＴＭセル８０１はまた、ＲＭプロトコル識別子８１５及びＣＲＣ８２０
を含む。上に説明した周知のＲＭ－ＡＴＭセル７０１プロトコルと異なり、ＲＭ－ＡＴＭ
セル８０１は、制御書式識別子（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
；　ＣＦＩ）コード８２５及びいくつもの制御語０…ｎを含み、これらの制御語では各制
御語がｎ＋１のＡＴＭセル列の選択した１つに対する制御データ３３０を含み、及びこれ
らのセル列ではｎ＋１のＡＴＭセル列の各々が１つ以上のＡＬＬレイヤと関連したＡＴＭ
セルを含んでよい。
図９はＣＦＩコード８２５に関するプロトコルを示し、このプロトコルでは単語カウント
（ｗｏｒｄｃｏｕｎｔ）９０１がＲＭ－ＡＴＭセル８０１に含まれた制御語の数（すなわ
ち、ｎ＋１）を定義する一方、制御語構造（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｗｏｒｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ；　ＣＷＳ）コード９０５が制御語８３０をＲＭ－ＡＴＭセル８０１内へパックする
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方法を定義する。図８に戻って参照すると、制御語８３０を８ビット語（１オクテット）
、又は１６ビット語（２オクテット）、又はオクテット語と２オクテット語の組み合わせ
としてパックしてよい。
図１０Ａは、制御語８３０の各々に関する模範的プロトコルを示する。制御語プロトコル
１０００に従って、ＡＡＬ１００１が相当するＡＴＭセル列内の通信データと関連したＡ
ＡＬレイヤのアドレスを指示する。ＳＥＱＣＯＵＮＴ１００５が相当するＡＴＭセル列内
のＡＴＭセルの数を定義する。制御書式セレクタ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｓｅ
ｌｅｃｔｏｒ；　ＣＦＳ）コード１０１０が制御語プロトコルを定義する（例えば、ＣＦ
Ｓコード１０１０は、図１０Ａに示した又は図１１に示した制御語書式を表示する）。こ
の情報を用いて、ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は、ＡＴＭセルが受信されるに連れてそれら
をカウントすることによって各ＡＴＭセル内の通信データを適正に識別しかつ指向させる
。
例えば、図１０Ｂは、ＡＴＭセルの列１０２５を示す。各ＡＴＭセル１…ｍはＡＡＬレイ
ヤと関連した通信データを含み、このＡＡＬレイヤのアドレスはＡＴＭセル列１０２５に
相当する先に受信された制御語内に定義されたように０である。もし図１０Ａの制御語１
０００がＡＴＭセル列１０２５に相当する先に受信された制御語であるならば、ＡＡＬ１
００１がアドレス０を反映しなければならず、かつＳＥＱＣＯＵＮＴが数ｍを反映しなけ
ればならない。
図１１は、ＲＭ－ＡＴＭセル８０１内の制御語８３０に関する第２模範的プロトコルであ
る。この第２模範的プロトコルは、各ＡＡＬレイヤが列当たり同じ数のＡＴＭセルを発生
中である（すなわち、定義済みＳＥＱＣＯＵＮＴを有する）とき使用されるのに最も適し
ている。制御語プロトコル１１００に従って、制御データ３３０は、次の３つのＡＴＭセ
ル列に関するＡＡＬアドレス、例えば、ＡＡＬ１・１１１５、ＡＡＬ５・１１２０、及び
ＡＡＬｍ１１２５に相当するＡＡＬアドレス構成される。上述のように、ＣＦＳコード１
１３０は、ＡＬＬ－ｄｅｍｕｘ２０７に関する制御語プロトコルを識別し、かつその制御
語プロトコルを、例えば、図１０Ａに示した制御語プロトコルから区別する。
第３模範的実施例を説明する。この実施例では制御データ３３０が他の標準ＡＴＭセルの
ペイロードで送信局３０５から受信局３１５へ輸送される。
まず、マイクロセルの概念を紹介するのが都合良さそうである。上述のように、ＡＴＭが
低ビット速度アプリケーション・データを輸送するために使用されるとき、ＡＴＭは帯域
幅を効率的に普通は利用しない。先行の方法は、種々の通信チャネルからの低ビット速度
データをマイクロセルと呼ばれるデータ・パケット内へパッケージすることによってＡＴ
Ｍが低ビット速度データを輸送するために使用されるとき、帯域幅利用を改善してきた。
マイクロセルは長さが変動するが、マイクロセルは他の点ではＡＴＭセルに物理的に類似
している。例えば、マイクロセルもまた、ヘッダ部分及びペイロード部分を含む。図１２
に示したように、マイクロセル（ｍｃ）は、ＡＡＬｍ（図示してない）によって連続的に
発生されかつ受信局３１５へ輸送される前にＡＴＭセルのペイロード内へ多重化される。
可能な限り多くのマイクロセルを各ＡＴＭセル、例えば、ＡＴＭセル１２０５、１２１０
、及び１２１２内に嵌め込むことによって、帯域幅利用が劇的に改善される。しかしなが
ら、マイクロセル１２０１がその全体として第１ＡＴＭセル・ペイロードの残りの空き領
域（ｓｐａｃｅ）内へ他に嵌め込みようがないとき、例えば、マイクロセル１２０１を２
つの（又は２つ以上の）隣接ＡＴＭセル、例えば、ＡＴＭセル１２０５と１２１０との間
で分割することを許すことによって、帯域幅利用は更に改善されると云ってよい。
受信局３１５でマイクロセルを位置合わせ（すなわち、各マイクロセルの第１オクテット
及び最終オクテットを識別する能力）を維持するために、マイクロセル・ポインタ（ｐ）
１２１５、１２２０、及び１２２５によって示したように、マイクロセル・ポインタを、
典型的に、ヘッダの直後で各ＡＴＭセル・ペイロード内へ挿入する。特に、各ポインタは
長さが１オクテットでありかつ各ポインタは相当するＡＴＭセル・ペイロード内の次のマ
イクロセルの第１オクテットの位置を識別する。例えば、ポインタ１２２０は、マイクロ
セル１２３０の第１オクテットの位置を識別する。したがって、受信局３１５は、ＡＴＭ
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セル１２１０内のマイクロセル１２３０に先行するオクテットがマイクロセル１２０１と
関連していることを知ることになる。
図１３は、マイクロセル・ポインタ１２１５、１２２０、及び１２２５に関する標準プロ
トコル１３００を示す。図１３に示したように、各マイクロセル・ポインタ１２１５、１
２２０、及び１２２５は、６ビット・マイクロセル開始ポインタ（ＭＳＰ）１３０１及び
２つのパリティ・ビットＰ０及Ｐ１を含む。上に説明したように、ＭＳＰ１３０１が相当
するＡＴＭセル内の次のマイクロセルの第１オクテットの位置を識別する一方、２つのパ
リティ・ビットはＭＳＰ１３０１内のビット値の正確度を検証する。一般に、マイクロセ
ル・ポインタの使用は、技術の熟練者に周知である。
図１４を参照すると、第３模範的実施例では制御データ３３０がマイクロセルを含むＡＴ
Ｍセル・ペイロードで輸送されるが、この第３模範的実施例に従って、上に説明したマイ
クロセル・ポインタに外観及び機能が類似している１オクテット・ポインタ１４０１が第
２オクテット１４０２を含むように拡張される。制御データ３３０は、ここでは、介在Ａ
ＴＭセル列、例えば、介在ＡＴＭセル列１５２５（図１５参照）を識別するために使用さ
れ、ここでＡＴＭセル１…Ｎがマイクロセルに通信データをパッケージしないＡＡＬレイ
ヤからの通信データを含む。特に、制御語１４０２がＡＡＬ１４０５、ＳＥＱＣＯＵＮＴ
１４１０、及びＣＦＳ１４１５に分割される。ＡＡＬ１４０５は、介在ＡＴＭセル列１５
２５に記憶された通信データと関連したＡＡＬレイヤのアドレスを定義する。ＳＥＱＣＯ
ＵＮＴ１４１０は、介在ＡＴＭセルの数（例えば、ＡＴＭセルの数Ｎ）を定義し、及びＣ
ＦＳ１４１５は制御語１４０２の書式を定義する。
第３模範的実施例の概念をより良く示すために図１５を参照すると、ＡＴＭセル１５０１
及び１５０５がマイクロセルを含むのに反して、介在ＡＴＭセル１…Ｎはマイクロセルを
含まない。マイクロセル・ポインタ１４０１及び制御データを含む１オクテット拡張は、
ＡＴＭセル１５０１内のＡＴＭセル・ヘッダ１５２０の直後で、それぞれ、オクテット１
５１０及び１５１５によって示したように位置決めされる。なお更に、ＡＡＬ１４０５は
ＡＴＭセル列１５２５に記憶されたデータと関連したＡＡＬレイヤのアドレスを反映する
ことになり、及びＳＥＱＣＯＵＮＴ１４１０は値Ｎを反映することになる。
第４模範的実施例を説明する。この実施例では制御データ３３０が資源管理（ＲＭ）マイ
クロセルと称される特殊マイクロセルのペイロードで送信局３０５から受信局３１５へ輸
送される。この第４模範的実施例は、アプリケーションがデータの短い高速バーストを発
生中であるとき特に最も効率的に使用されると云ってよく、その理由はＡＴＭセルのペイ
ロード内のどの位置においてもＲＭマイクロセルを発生させかつ挿入することができるこ
とにある。対照的に、上の第３模範的実施例で説明した１オクテット・ポインタ及び１オ
クテット拡張は、ＡＴＭセル・ペイロード内の１つの位置（例えば、ＡＴＭセル・ヘッダ
の直後）にしか挿入することができない。図１６を参照すると、ＡＴＭセル１６０５内の
ＲＭマイクロセル１６０１が介在ＡＴＭセル列１６１０に対して受信局３１５でＡＡＬ－
ｍｕｘ３１０の位置合わせを維持するために必要な制御データ３３０を含み、この介在Ａ
ＴＭセル列ではＡＴＭセル１…ｎがマイクロセルを含まない。
図１７は、ＲＭマイクロセル１７０１用模範的書式を示す。図１７に示したように、各Ｒ
Ｍマイクロセルがヘッダ部分１７０５及びペイロード部分１７１０を含む。ヘッダ部分１
７０５は８ビット接続識別子（ＣＩＤ）コード１７１５を含む第１オクテットと第２オク
テットとに分割されてよく、第２オクテットは、なかでも、２つのパリティ・ビットＰ０
とＰ１、及び４ビット単語カウント（ＷＯＲＤＣＯＵＮＴ）１７２０を含み、これらのう
ちで単語カウント１７２０はＲＭマイクロセル１７１０のペイロード部分１７１０に含ま
れた制御語の数（すなわち、ｎ＋１）を定義する。
図１８は、制御語１８０１に関する模範的プロトコルを示す。このプロトコルは、図１０
Ａに関して上に説明した制御語プロトコルと同等である。図１０Ａにおけるように、ＡＡ
Ｌ１８０５は、相当するＡＴＭセル列に記憶されたデータと関連したＡＡＬレイヤのアド
レスを定義する２ビット・コードである。ＳＥＱＣＯＵＮＴ１８１０がＡＴＭセル列内の
ＡＴＭセルの数を定義し、及びＣＦＳが制御語１８０１の書式を定義する。
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図１９は、制御語１９０１用第２模範的書式を示す。このプロトコルは、図１１に関して
上に説明した制御語プロトコルと同等である。もし各ＡＡＬレイヤがＡＴＭセル列当たり
ＡＴＭセルの所定数を発生する（すなわち、各ＡＴＭセル列が同じＳＥＱＣＯＵＮＴを有
する）ならば、各ＡＴＭセル列内のＡＴＭセルに対するＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０の位置
合わせは、各列と関連したＡＡＬアドレスを単に与えることによって維持することができ
る。上に説明したように、ＣＦＳ１９０５は、制御語１９０１の書式を定義する。
ＡＡＬ－ｍｕｘ２０７及びＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０を詳細に説明する。上述のように、
ＡＡＬ－ｍｕｘ２０７が制御データを発生しかつ制御データをＡＴＭセル・ストリーム内
へ挿入する任に当たり、それであるからＡＴＭセルに記憶された通信データを受信局３１
５においてＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０によって回復しかつ適当なＡＡＬレイヤへ指向させ
ることができる。
図２０は、ハイブリッドＡＡＬ２００１の機能ブロック図であり、このＡＬＬはいくつも
のＡＴＭアダプテーション・レイヤ２０３０及び或る１つのＡＡＬ－ｍｕｘ２０７を含む
。ハイブリッドＡＡＬ２００１は、送信局３０５（図示してない）に置かれる。図２０は
また、受信局３１５（図示してない）に置かれたＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０及び相当する
ＡＴＭアダプテーション・レイヤを示す。
初めに、ハイブリッド・データが、アプリケーション・レイヤ１０２によって、ハイブリ
ッドＡＡＬ２００１内の適当なＡＡＬ２０３０へ指向させられる。上に説明したように、
ハイブリッド・データは異なるアプリケーション又は２つ以上の型式のデータ（例えば、
音声データ及びビデオ・データ）を発生する単一アプリケーションによって発生されたデ
ータを指し、ハイブリッド・データではデータの各型式が典型的に（必ずしもと云うわけ
ではないが）それ固有の一意データ転送書式を有する。各ＡＴＭアダプテーション・レイ
ヤ２０３０は明確に異なるデータ転送書式を有する特定型式のデータを１つ以上のＡＴＭ
セルのペイロード内へ挿入し、これらのＡＴＭセルでは各ＡＴＭセルが共通データ転送書
式を呈する。したがって、各ＡＬＬ２０３０は、１つ以上のＡＴＭセル・ペイロードを制
御論理マルチプレクサ２００５へ送る。ＡＴＭセルの各列毎に、制御論理マルチプレクサ
２００５は、相当するＡＡＬをそのアドレス及びそのＡＴＭセル列を作り上げているＡＴ
Ｍセルの数によって識別する。次いで、この制御情報がデータ線路２００６を経由して制
御情報パケッタイザ（ｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）２０１０へ送られ、パケッタイザはこの情
報を、それぞれ、ＡＡＬアドレス・レジスタ２０１１及びＡＡＬ列カウンタ２０１２に記
憶する。次いで、制御情報パケッタイザ２０１０は、上に説明した４つの模範的実施例の
１つに従って制御データをパッケージする。
例えば、もし第１模範的転送実施例に従って制御データをＡＴＭセルのヘッダで転送しよ
うとするならば、ＡＡＬアドレス・レジスタ２０１１に記憶されたＡＡＬアドレス情報が
コード化されかつデータ線路２０２０を経由してＡＴＭ制御装置２０１５へ転送される。
一般に、ＡＴＭ制御装置２０１５は、ＡＴＭセル・ヘッダを発生し、かつこれらを制御論
理マルチプレクサ２００５によって供給される相当するＡＴＭセル・ペイロードに取り付
ける。特に、ＡＴＭ制御装置２０１５は、ＡＡＬアドレス・レジスタ２０１１に先に記憶
されたＡＡＬアドレスを、適当なＡＴＭセル・ヘッダに、ＰＴＩコード４２５の代わりに
、挿入する。
もし第２模範的転送実施例に従って制御データを個別ＲＭ－ＡＴセルで転送しようとする
ならば、それぞれ、ＡＡＬアドレス・レジスタ２０１１及びＡＡＬ列カウンタ２０１２に
先に記憶されたＡＡＬアドレス及びＡＴＭセル列カウント情報が、上に説明したように、
ＲＭ－ＡＴＭセル・ペイロード内の制御語へ転送され、かつＲＭ－ＡＴＭセル・ペイロー
ドが制御データ線路２０２５によって示したＡＴＭセル・ストリーム内へ挿入される。次
いで、ＡＴＭ制御装置２０１５が、そのＡＴＭセルをＲＭ－ＡＴＭセルとして識別しなけ
ればならない適当なＡＴＭセル・ヘッダを取り付ける。
もし第３模範的転送実施例に従って制御データをマイクロセルを含むＡＴＭセルのペイロ
ードで転送しようとするならば、それぞれ、ＡＡＬアドレス・レジスタ２０１１及びＡＡ
Ｌ列カウンタ２０１２に先に記憶されたＡＡＬ情報及びＡＴＭセル列カウント情報が、先
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に説明したように、単一オクテットに記憶され、かつ制御データ線路２０３５を経由して
ＡＡＬｍ２０３０へ転送される。ＡＡＬｍ２０３０は、上に説明したように、マイクロセ
ルを含むＡＴＭセル・ペイロードを発生するものであって、次いで、制御データを適当な
ＡＴＭセル・ペイロード内へ挿入する。
もし第４模範的転送実施例に従って制御情報をＲＭマイクロセルで転送しようとするなら
ば、それぞれ、ＡＡＬアドレス・レジスタ２０１１及びＡＡＬ列カウンタ２０１２に先に
記憶されたＡＡＬアドレス情報及びＡＴＭセル列カウント情報が制御データ線路２０４０
を経由してＡＡＬｍ２０３０へ転送され、ＡＡＬｍ２０３０は制御データをＲＭマイクロ
セルのペイロード内に置かれた制御語内へ挿入する。次いで、ＡＡＬｍ２０３０は、ＲＭ
マイクロセルを他のマイクロセルを含む他の標準ＡＴＭセルのペイロード内へ多重化する
。次いで、ＡＡＬｍ２０３０は、ＲＭマイクロセルを含むＡＴＭセル・ペイロードを制御
論理マルチプレクサ２００５へ送る。次いで、制御論理マルチプレクサは、ＡＴＭセル・
ペイロードを他のＡＡＬによって発生されたＡＴＭセル・ペイロードと一緒に単一ＡＴＭ
ストリーム内へ挿入する。
送信局３０５は、種々のＡＴＭアダプテーション・レイヤ２０３０からのデータを含むＡ
ＴＭセルの単一ストリームを受信局３１５へ連続的に伝送し、受信局は、立ち代わって、
ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０を含む。ＡＴＭセルがＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ２０５０へ到着する
に従って、制御情報捕捉論理２０５５が、使用された模範的転送実施例次第で、ＡＴＭセ
ル・ヘッダから、ＡＴＭセル・ペイロードから、ＲＭ－ＡＴＭセルから、又はＲＭマイク
ロセルから制御データを抽出する。次いで、ＡＡＬアドレス情報及びＡＴＭセル列数情報
が制御情報アドレス指定論理２０６０及びアドレス・デコーダ２０６５へ転送され、この
論理及びこのデコーダがこれらの情報を使用してデマルチプレクサ２０７０を制御する。
デマルチプレクサ２０７０は、制御データに従って、種々のＡＴＭセルに記憶された通信
データを受信局３１５に置かれた適当なＡＡＬレイヤ（例えば、ＡＡＬ１、ＡＡＬ５、Ａ
ＡＬｍ）へ指向させる。
図２１は、ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０に関する状態図を示す。もし着信ＡＴＭセルの列に
対する制御データがないならば、ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は、ＮＯ　ＣＯＮＴＲＯＬ状
態２１０５にセットされる。ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０がＮＯ　ＣＯＮＴＲＯＬ状態２１
０５にセットされているとき、着信ＡＴＭセルは省略時ＡＡＬレイヤへ転送される。省略
時ＡＡＬレイヤは、立ち上げ（ｓｔａｒｔ－ｕｐ）動作中に登録された（ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒｅｄ）現在ＡＡＬレイヤのどの１つ（例えば、ＡＡＬ１、ＡＡＬ５、ＡＡＬｍ）であっ
てもよい。ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は、制御データが上に説明した４つの模範的制御デ
ータ転送実施例の１つに従って受信されるや否かや、矢印２１１５によって示したように
、ＮＯ　ＣＯＮＴＲＯＬ状態２１０５からＲＥＣＥＩＶＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ状態２１１０
へ遷移することになる。ＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は、追加の制御データが受信されてい
ないと仮定すると、いったん制御データが消耗（すなわち、使用）されてしまうと、矢印
２１２１によって示したように、ＮＯ　ＣＯＮＴＲＯＬ状態２１０５へ戻り遷移すること
になる。
指摘しておくべきであるのは、ＡＡＬ－ｍｕｘ２００１及びＡＡＬ－ｄｅｍｕｘ３１０は
、技術の熟練者が容易に理解する制御論理装置を使用して構成されてよいことである。更
に、好適実施例のみを特に図示しかつ上に説明したが、承知のように、本発明の多くの修
正実施例及び変形実施例が本発明の精神及び意図した範囲に反することなく上の教示に照
らしてかつ添付の請求の範囲の限界内で可能である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ Ａ 】
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【 図 １ ０ Ｂ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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