
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時分割方向制御伝送方式－統合サービス・ディジタル網（ＴＣＭ－ＩＳＤＮ）下で動作
するディジタル加入者回線（ＤＳＬ）トランシーバであって、時間領域等化器及び複数の
周波数領域等化器を備えるプロセッサを含む前記トランシーバにより受信される干渉を防
止する方法において、
　ＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルを備える第１の複数の訓練シンボルが巡回プレフィック
スなしで前記トランシーバに送信される第１の訓練信号シークエンスの

間に前記トランシーバの時間領域等化器 ステップと、
　前記トランシーバの少なくとも１つの周波数領域等化器を第１の訓練信号シークエンス
の 間に ステップと、
　ＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルを備える第２の複数の訓練シンボルが巡回プレフィック
ス付きで前記トランシーバに送信される第２の訓練信号シークエンスの

間に前記トランシーバの少なくとも１つの周波数領域等化器
ステップと、

を備える方法。
【請求項２】
　前記第１の訓練信号シークエンスは、送信信号期間Ｃ－ＰＩＬＯＴ１から送信信号期間
Ｃ－ＳＥＧＵＥ１までの範囲にわたる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　時間領域等化器 する前に、ＴＣＭ－ＩＳＤＮのタイミング基準整列を実行するス
テップを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　第１の訓練信号シークエンスの間に前記トランシーバの自動利得制御を調整するステッ
プを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記調整するステップが、送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ１から送信信号期間Ｃ－ＥＣ
Ｔまでの間に実行される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記時間領域等化器 ステップが、送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２の間に実
行される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　第１の複数の訓練シンボルのシンボル境界を送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２の間に整
列するステップを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記時間領域等化器 ステップが、ＮＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸ
Ｔシンボルの下でのみ実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つ周波数領域等化器を第１の訓練信号シークエンスの間に ス
テップが、ＮＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸＴシンボルの下でのみ実行される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を第２の訓練信号シークエンスの間に
ステップが、ＮＥＸＴシンボルに隣接する複数のＦＥＸＴシンボルを含むＦＥＸＴシンボ
ルの下で実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の複数の訓練シンボルが更にハイパーフレームを備え、
　当該ハイパーフレームは、左から右に且つ上から下に順に番号付けされた３４５個のシ
ンボルを有し、
　その順の番号付けは、ハイパーフレームの上左部分のシンボル０で始まり、ハイパーフ
レームの下右部分のシンボル３４４で終わる、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　第１の訓練信号シークエンスの間に時間領域等化器 且つ少なくとも１つの周波
数領域等化器を 前記ステップは、ハイパーフレームに含まれるＦＥＸＴシンボル
のサブセットの任意の１つのシンボルの下で実行され、
　当該ＦＥＸＴシンボルのサブセットは、シンボル｛１、２、１２、１３、２３、２４、
３４、３５、４４、４５、５５、５６、６６、６７、７７、７８、８８、８９、９８、９
９、１０９、１１０、１２０、１２１、１３１、１３２、１４１、１４２、１４３、１５
２、１５３、１６３、１６４、１７４、１７５、１８５、１８６、１９５、１９６、２０
６、２０７、２１７、２１８、２２８、２２９、２３８、２３９、２４０、２４９、２５
０、２６０、２６１、２７１、２７２、２８２、２８３、２９２、２９３、３０３、３０
４、３１４、３１５、３２５、３２６、３３６、３３７｝を含む、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２の訓練信号シークエンスは、送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１から送信信号期間Ｓ
ＨＯＷＴＩＭＥまでの範囲にわたる、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記巡回プレフィックスは、送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１の間に導入される、請求項１
に記載の方法。
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【請求項１５】
　第２の複数の訓練シンボルのシンボル境界を送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１の間に整列す
るステップを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記システムは、ＦＥＸＴビットマップ・モードかデュアル・ビットマップ・モードか
のいずれかで動作する、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を第２の訓練信号シークエンスの間に
ステップは、ＮＥＸＴシンボルに隣接する複数のＦＥＸＴシンボルを含むＦＥＸＴシンボ
ルの下で、送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１から送信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥまでの間に実
行される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の複数の訓練シンボルは更にハイパーフレームを含み、
　当該ハイパーフレームは、左から右に且つ上から下に順に番号付けされた３４５個のシ
ンボルを有し、
　その順の番号付けは、ハイパーフレームの上左部分のシンボル０で始まり、ハイパーフ
レームの下右部分のシンボル３４４で終わる、
請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの周波数等化器を第２の訓練信号シークエンスの間に ステ
ップは、ハイパーフレームに含まれるＦＥＸＴシンボルの組の任意の１つのシンボルの下
で実行され、
　当該ＦＥＸＴの組は、シンボル｛０－３、１０－１３、２１－２３、３１－３４、４１
－４４、５１－５４、６１－６４、７１－７４、８１－８４、９２－９４、１０２－１０
５、１１２－１１５、１２２－１２５、１３２－１３５、１４２－１４５、１５３－１５
５、１６３－１６５、１７３－１７６、１８３－１８６、１９３－１９６、２０３－２０
６、２１３－２１６、２２４－２２６、２３４－２３６、２４４－２４７、２５４－２５
７、２６４－２６７、２７４－２７７、２８４－２８７、２９５－２９７、３０５－３０
７、３１５－３１８、３２５－３２８、３３５－３３８｝を含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を第１の訓練信号シークエンスの間に
ステップは更に、１組の周波数領域等化器係数を、当該周波数領域等化器により発生され
た誤り信号及びシンボル決定に基づいて選択的に更新するステップを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を第２の訓練信号シークエンスの間に
ステップは更に、１組の周波数領域等化器係数を、当該周波数領域等化器により発生され
た誤り信号及びシンボル決定に基づいて選択的に更新するステップを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記トランシーバの少なくとも１つ周波数領域等化器を第２の訓練信号シークエンスの
間に選択的に更新するステップを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を選択的に更新するステップは更に、１組の周
波数領域等化器係数を、当該周波数領域等化器により発生された誤り信号及びシンボル決
定に基づいて選択的に更新するステップを備える、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を選択的に更新するステップが、ＦＥＸＴ及び
ＮＥＸＴシンボルの下で送信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間に実行される、請求項２２に
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記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＦＥＸＴシンボルは、第１のビットマップと関連付けられ、
　前記ＮＥＸＴシンボルは、第２のビットマップと関連付けられ、
　第１および第２のビットマップの各々は、データを送信するため用いられる複数のサブ
チャネルから成り、
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を選択的に更新するステップは、データを送信
するため用いられるサブチャネルと関連付けられる周波数領域等化器を選択的に更新する
ステップを含む、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ＦＥＸＴシンボルが第１のビットマップと関連付けられ、
　前記ＮＥＸＴシンボルが第２のビットマップと関連付けられる、
請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　各ビットマップが、データを送信するため用いられる複数のサブチャネルから成る、請
求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　データを送信するため用いられるサブチャネルの各々は、前記周波数領域等化器の１つ
と関連付けられる、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　データをＦＥＸＴ時間にではなくＮＥＸＴ時間に送信するため用いられるサブチャネル
の１つに応答して、前記少なくとも１つの周波数領域等化器を選択的に更新するステップ
は、当該サブチャネルと関連付けられた周波数領域等化器をＮＥＸＴシンボルにおいての
み更新するステップを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　データをＮＥＸＴ時間にではなくＦＥＸＴ時間に送信するため用いられるサブチャネル
の１つに応答して、前記少なくとも１つの周波数領域等化器を選択的に更新するステップ
は、当該サブチャネルと関連付けられた周波数領域等化器をＦＥＸＴシンボルにおいての
み更新するステップを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　データをＮＥＸＴ時間及びＦＥＸＴ時間に送信するため用いられるサブチャネルの１つ
に応答して、前記少なくとも１つの周波数領域等化器を選択的に更新するステップは、当
該サブチャネルと関連付けられた周波数領域等化器をＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルにお
いて更新するステップを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１の訓練信号シークエンスは、送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ１から送信信号期
間Ｒ－ＳＥＧＵＥ１までの範囲にわたる、請求項１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記時間領域等化器を ステップが、送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ１の間に実
行される、請求項１に記載の方法。
【請求項３４】
　第１の複数の訓練シンボルのシンボル境界を送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ１の間に整
列するステップを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
　第１の訓練信号シークエンスの間に時間領域等化器 且つ少なくとも１つの周波
数領域等化器 前記ステップは、ハイパーフレームに含まれるＦＥＸＴシンボル
のサブセットの任意の１つのシンボルの下で実行され、
　当該ＦＥＸＴのサブセットは、シンボル｛７、８、１７、１８、２８、２９、３９、４
０、５０、５１、６１、６２、７１、７２、８２、８３、９３、９４、１０４、１０５、
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１１４、１１５、１１６、１２５、１２６、１３６、１３７、１４７、１４８、１５８、
１５９、１６８、１６９、１７９、１８０、１９０、１９１、２０１、２０２、２１１、
２１２、２１３、２２２、２２３、２３３、２３４、２４４、２４５、２５５、２５６、
２６５、２６６、２７６、２７７、２７８、２８８、２９８、２９９、３０９、３１０、
３１９、３２０、３３０、３３１、３４１、３４２｝を含む、
請求項１１に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第２の訓練信号シークエンスは、送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ３から送信信号期
間ＳＨＯＷＴＩＭＥまでの範囲にわたる、請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
　前記巡回プレフィックスは、送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ３の間に導入される、請求
項１に記載の方法。
【請求項３８】
　第２の複数の訓練シンボルのシンボル境界を送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ３の間に整
列するステップを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を第２の訓練信号シークエンスの間に
ステップは、全てのＦＥＸＴシンボルの下で送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ３から送信信
号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥまでの間に実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つの周波数領域等化器を第２の訓練信号シークエンスの間に
ステップは、ハイパーフレームに含まれるＦＥＸＴシンボルの組の任意の１つのシンボル
の下で実行され、
　当該ＦＥＸＴシンボルの組は、シンボル｛５－８、１５－１８、２６－２８、３６－３
９、４６－４９、５６－５９、６６－６９、７６－７９、８７－８９、９７－９９、１０
７－１１０、１１７－１２０、１２７－１３０、１３７－１４０、１４７－１５０、１５
８－１６０、１６８－１７０、１７８－１８１、１８８－１９１、１９８－２０１、２０
８－２１１、２１８－２２１、２２９－２３１、２３９－２４１、２４９－２５２、２５
９－２６２、２６９－２７２、２７９－２８２、２８９－２９２、３００－３０２、３１
０－３１３、３２０－３２３、３３０－３３３、３４０－３４３｝を含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項４１】
　時分割方向制御伝送方式－統合サービス・ディジタル網（ＴＣＭ－ＩＳＤＮ）の干渉下
で動作するディジタル加入者回線（ＤＳＬ）システムであって、当該システムは第１のト
ランシーバ及び第２のトランシーバを含み、各トランシーバは時間領域等化器及び周波数
領域等化器を有する、前記ディジタル加入者回線（ＤＳＬ）システムのため等化器訓練を
実行する方法において、
　ハイパーフレームの中にＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルを巡回プレフィックスなしで備
える第１のシンボル・パターンを送信するステップと、
　前記第２のトランシーバの時間領域等化器を、第１のシンボル・パターンのいずれのＮ
ＥＸＴシンボルに隣接していない第１のシンボル・パターンのＦＥＸＴシンボルの間に訓
練するステップと、
　前記第２のトランシーバの周波数領域等化器を、第１のシンボル・パターンのいずれの
ＮＥＸＴシンボルに隣接していない第１のシンボル・パターンのＦＥＸＴシンボルの間に
訓練するステップと、
を備える方法。
【請求項４２】
　ハイパーフレームの中にＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルを巡回プレフィックス付きで備
える第２のシンボル・パターンを送信するステップと、
　前記第２のトランシーバの周波数領域等化器を第２のシンボル・パターンの
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ステップと、
を更に備える、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　ＴＣＭ－ＩＳＤＮ干渉下で動作するディジタル加入者回線トランシーバであって、
　時間領域におけるチャネル歪みを補償するための時間領域等化器と、
　周波数領域におけるチャネル歪みを補償するための周波数領域等化器と、
　巡回プレフィックスなしの第１のシンボル・パターンのＦＥＸＴシンボルの間に前記時
間領域等化器を訓練することであって、それらのＦＥＸＴシンボルは第１のシンボル・パ
ターンのいずれのＮＥＸＴシンボルに隣接していない、前記時間領域等化器を訓練するこ
と、及び
　第１のシンボル・パターンのいずれのＮＥＸＴシンボルに隣接していない第１のシンボ
ル・パターンのＦＥＸＴシンボルの間に前記周波数領域等化器を訓練することを備えるプ
ロセスを実行するディジタル信号プロセッサと、
を備えるディジタル加入者回線トランシーバ。
【請求項４４】
　 巡回プレフィックス付きの第２のシンボル・パターン

請
求項４３に記載の 。
【請求項４５】
　コンピュータ読取り可能な媒体に記憶された命令であって、ＴＣＭ－ＩＳＤＮ干渉の下
で動作するＤＳＬトランシーバに結合されたプロセッサにより実行されるとき、前記プロ
セッサに、
　巡回プレフィックスなしで送信されたＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルを含む第１の訓練
シークエンスの もって前記ＤＳＬトランシーバ

ステップと、
　巡回プレフィックスを有して送信されたＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルを含む第２の訓
練シークエンスの でもって前記ＤＳＬトランシーバ

ステップと
を実行させる命令を有するそのコンピュータ読取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電話加入者ループを介して通信するディジタル加入者回線トランシーバに関し
、特に、ＴＣＭ－ＩＳＤＮクロストーク環境下で非対称ディジタル加入者回線トランシー
バのための等化器の訓練を実行することに関する。
【０００２】
【従来の技術】
国際電気通信連合（時にはＩＴＵ－Ｔと示される）の通信標準部は、通信産業の標準化を
促進するための勧告を提供している。これらの２つの勧告は、Ｇ．９９２．１及びＧ．９
９２．２と呼ばれる。勧告Ｇ．９９２．１は、ダウンストリーム（加入者に向けて）の８
．１９２メガビット／秒（ｍｂｉｔ／ｓ）までの速度で、そしてアップストリーム（中央
局又はネットワーク管理者に向けて）の６４０キロ秒／秒（ｋｂｉｔ／ｓ）までの速度で
のネットワーク・アクセスのためのＡＤＳＬ産業基準である非対称ディジタル加入者回線
（ＡＤＳＬ）トランシーバに言及している。他方、勧告Ｇ．９９２．２は、Ｇ．９９２．
１　ＡＤＳＬトランシーバのより低いデータ速度バージョンであるＡＤＳＬトランシーバ
に言及している。ダウンストリーム方向の１．５ｍｂｉｔ／ｓまで及びアップストリーム
方向の５１２ｋｂｉｔ／ｓまでのビット・レートは、この基準を用いて可能である。顧客
の設備の電気的特性、加入者と中央局との距離、及び許容されるエラー・レートのような
要素は、全てＧ．９９２．１及びＧ．９９２．２トランシーバのビット・レートの一因と
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れた期間の間に訓練する

ディジタル信号プロセッサは、 の
間にＦＥＸＴシンボルの下で前記周波数領域等化器を訓練するプロセスを更に備え、それ
らのＦＥＸＴシンボルはＮＥＸＴシンボルに隣接する複数のＦＥＸＴシンボルを含む、

ディジタル加入者回線トランシーバ

少なくとも第１の予め選択された期間で を
訓練する

少なくとも第２の予め選択された期間
を訓練する



なる。
【０００３】
Ｇ．９９２．１及びＧ．９９２．２基準は、これら両方が離散的マルチトーン（ＤＭＴ）
変調技術を用いる点で互いに似ている。ＤＭＴ変調は、アップストリーム及びダウンスト
リームの両方の通信に対して複数の搬送波を採用する。周波数分割多重が多くの場合用い
られ、それではアップストリーム及びダウンストリーム通信は、異なる周波数帯域の複数
の搬送波を用い、スペクトルの重なりはエコー・キャンセラーを用いることにより可能で
ある。単一の搬送波とは異なり非常に多くの搬送波を用いて動作することにより、使用可
能なチャネル容量が最大化され、それにより送信の性能を最適化する。一旦中央局側と顧
客側との間の接続が確立してしまうと、トランシーバは、回線上の変化する信号対雑音比
をモニタするのを継続し、そしてシステムの性能を維持するため１つの搬送波から別の搬
送波にビットを交換する。両方の標準間の主要な相違の１つは、Ｇ．９９２．１のダウン
ストリーム通信はインデックス２５５までの搬送波を用いるのに対し、Ｇ．９９２．２ダ
ウンストリーム通信はインデックス１２７までのみの搬送波を用いる点である。従って、
基準Ｇ．９９２．２は、基準Ｇ．９９２．１より使用可能なダウンストリーム帯域幅が小
さい。
【０００４】
Ｇ．９９２．１及びＧ．９９２．２の両方は、時分割方向制御伝送方式－統合サービス・
ディジタル網（ＴＣＭ－ＩＳＤＮ）の雑音環境下のＡＤＳＬトランシーバに対する特別勧
告を規定する付録Ｃを有する。これらのそれぞれの付録の各々は本明細書に全部援用され
る。「付録Ｃ」への言及は、Ｇ．９９２．１及びＧ．９９２．２のいずれか又は両方に対
してあり得る。ＴＣＭ－ＩＳＤＮは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｇ．９６１、付録ＩＩＩに規定され
ている。この勧告も全部本明細書に援用される。勧告Ｇ．９６１付録ＩＩＩは、ＴＣＭ－
ＩＳＤＮタイミング基準（ＴＴＲ）と呼ばれる４００Ｈｚクロックの制御下で２方向にお
いてデータ・ストリームを交互に送信するピンポン・スキームを用いる。Ｇ．９９２．１
及びＧ．９９２．２付録Ｃトランシーバもまた、信号をこのＴＴＲ信号に基づいて送信す
る。例えば、ＡＴＵ－Ｃ（中央局トランシーバ）はデータ・ストリームをＴＴＲ期間の第
１半分で送信し、そしてＡＴＵ－Ｒ（顧客トランシーバ）は基本的にＴＴＲ期間の第２半
分で送信する。
【０００５】
勧告Ｇ．９９２．１及びＧ．９９２．２は、中央局側のＡＤＳＬトランシーバ装置（「Ａ
ＴＵ－Ｃ」と呼ばれる。）、及び遠隔端末又は顧客構内側のＡＤＳＬトランシーバ装置（
「ＡＴＵ－Ｒ」と呼ばれる。）を規定する。各勧告がトランシーバの送信器部分を規定す
るにも拘わらず、トランシーバの受信器部分は規定されていないままである。従って、ト
ランシーバ設計者は、この受信器部分を設計するのに著しい自由裁量を有する。
【０００６】
トランシーバの受信器部分の設計においては、チャネル歪み及びタイミング・エラーを訂
正する方法を考慮しなければならない。通常の銅伝送線で一緒に束ねられている種々のワ
イヤ対間のクロストーク干渉は、チャネル障害に対する主要な一因である。一般的に、ク
ロストーク雑音は、２つのグループ、即ち近端クロストーク（ＮＥＸＴ）及び遠端クロス
トーク（ＦＥＸＴ）のうちの１つに属する。ＮＥＸＴは、ケーブルの同じ端部から送信さ
れた隣接回線の信号により生じるクロストークであり、一方ＦＥＸＴは、ケーブルの遠隔
端部から送信された隣接回線の信号により生じるクロストークである。ＮＥＸＴは通常Ｆ
ＥＸＴより非常に強い。付録Ｃトランシーバは、送信及び受信をＴＣＭ－ＩＳＤＮタイミ
ング基準へ同期化し、それにより受信器は、信号対雑音比がより高いＦＥＸＴ時間にデー
タ信号を受信する一方、受信器は、信号対雑音比が低いＮＥＸＴ時間にデータ信号を受信
しないか又はデータ信号をより低いデータ速度で受信する。
【０００７】
ＦＥＸＴ雑音下のＡＤＳＬシンボルはＦＥＸＴシンボルと呼ばれ、一方他の全てのシンボ
ルはＮＥＸＴシンボルと呼ばれる。そういうものとして、ＡＤＳＬトランシーバは、周期
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的に変化するレベルを有するＴＣＭ－ＩＳＤＮクロストーク雑音環境下で機能する。ＦＥ
ＸＴシンボル中のクロストーク雑音レベルは極めて低く、そのためデータをより高い速度
で送信することができる。しかしながら、ＮＥＸＴシンボル中のクロストーク雑音レベル
は高い。従って、ＮＥＸＴシンボルの下で機能する間には、データ送信は、より低い速度
で（例えば、デュアル・ビットマップ・モードで）あり、又は休止され（例えば、ＦＥＸ
Ｔビットマップ・モード（これはまた単一ビットマップ・モードと呼ばれる。）であり）
得る。
【０００８】
等化器は、チャネル歪みを訂正することができる。典型的には、トランシーバの受信器部
分は、とりわけ構成要素のうちの等化器から成る。典型的には、そのような等化器は、（
１）時間領域等化器（ＴＥＱ）、及び（２）複数の周波数領域等化器（ＦＥＱ）から成る
。ＴＥＱは、信号が高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を介して周波数領域に変換される前に、
時間領域におけるチャネル歪みを補償し、符号間干渉を排除する。ＦＦＴの後に、ＤＭＴ
変調スキームで採用されている各搬送波（サブチャネル）に対して１つのＦＥＱが存在す
る。勧告はトランシーバの受信器部分に関して言及していないので、勧告はまた等化器の
実現及び訓練（ｔｒａｉｎｉｎｇ）に言及していない。そういうわけで、ＡＤＳＬ付録Ｃ
トランシーバにおける等化器訓練を実行するための既知の技術はない。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従って、必要とされるものは、ＡＤＳＬ付録Ｃトランシーバの等化器を訓練する技術であ
る。等化器は、最適な通信チャネル性能を達成するように訓練されねばならない。その技
術は、送信シークエンスの間のどの期間に等化器が訓練されるべきかを規定しなければな
らない。更に、技術は、どのシンボルが訓練のため用いられるべきかを規定しなければな
らない。技術は、実質的に符号間干渉を排除し、そして強いクロストーク雑音（例えば、
ＮＥＸＴ）の影響を中和しなければならない。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ＡＤＳＬ付録Ｃトランシーバの等化器を訓練する技術を提供する。等化器は、
最適な通信チャネル性能を達成するように訓練される。該技術は、等化器訓練が行われる
送信シークエンスにおける期間を規定する。更に、技術は、送信を構成するどのシンボル
が訓練のため用いられるかを規定する。技術は、強いクロストーク雑音の効果を中和し、
実質的に符号間干渉を排除する。
【００１１】
一旦通信リンクが２つのＡＤＳＬ付録Ｃトランシーバ間で確立されると、そのリンクと関
連したチャネル歪みは、双方のトランシーバの受信器部分における等化器訓練を実行する
ことにより補償される。この等化器訓練は、一部、ＲＥＶＥＲＢ信号を１つのトランシー
バの送信器から遠隔のトランシーバの受信器へ送信することにより達成される。ＴＥＱ訓
練フェーズの間、巡回プレフィックスは導入されない。本発明に従って、ＴＥＱは、ＮＥ
ＸＴシンボルに隣接したＦＥＸＴシンボルを除くＦＥＸＴシンボルについてのみ訓練され
る。従って、ＮＥＸＴシンボル及びＮＥＸＴシンボルに隣接のＦＥＸＴシンボルの間受信
された信号は、ＴＥＱ訓練のため用いられない。ＦＥＱ訓練の早期フェーズにおいて、巡
回プレフィックスは導入されない。ＦＥＱもまた、ＮＥＸＴシンボルに隣接したＦＥＸＴ
シンボルを除くＦＥＸＴシンボルについてのみ訓練される。
【００１２】
巡回プレフィックスが導入された後の後期の訓練フェーズの間、ＦＥＱの訓練は、全ての
ＦＥＸＴシンボル上のみに受信された信号を用いることにより継続される。巡回プレフィ
ックス及び時間領域等化器の導入に起因して、符号間干渉が基本的に排除される。従って
、ＮＥＸＴシンボルに隣接したＦＥＸＴシンボルは、ＮＥＸＴシンボルのみに存在するＴ
ＣＭ－ＩＳＤＮ雑音により影響されない。その結果、それらのシンボル上の受信された信
号を用いて、ＦＥＱを訓練することもできる。
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【００１３】
ＳＨＯＷＴＩＭＥフェーズにおいては、ＦＥＱは、１シンボル当たりのビット数が非ゼロ
であるチャネルに対するＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルについて更新されることができる
。それらのチャネルがデータ送信のため用いることができるので、それらのそれぞれのＦ
ＥＱを更新することが必要であり、それによりそれらのＦＥＱは、チャネル変化の追跡を
続けることができる。ＳＨＯＷＴＩＭＥフェーズにおいてもまた、それらのチャネルでの
信号対雑音比が十分であるので、ＦＥＱの適合が実行される。さもなければ、それらのチ
ャネルは、データ送信のため選択されなかったであろう。１通信サブチャネル当たり１つ
のみのＦＥＱが、ＦＥＸＴビットマップ（ＦＢＭ）・モードにおいて又はデュアル・ビッ
トマップ（ＤＢＭ）・モードにおいて動作するとき用いられる。
【００１４】
本発明を用いることにより、ＴＥＱ並びに訓練の性能、及びＦＥＱのより後期の適合は、
ＴＣＭ－ＩＳＤＮに存在する強いＮＥＸＴ干渉により影響されない。本明細書に記載され
る特徴及び利点は全てを含んでいるわけではなく、特に、多くの追加の特徴及び利点は、
図面、明細書及び特許請求の範囲を考慮すれば当業者に明らかであろう。更に、本明細書
に用いられる用語は、読み易さ及び教示的な目的のため主に選択され、発明的首題事項の
輪郭を描く又はその境界を定めるため選択されたのではないことに注目すべきである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に従った代表的なＡＤＳＬトランシーバのブロック図である。トランシー
バ１０は、送信器９０、アナログ・フロントエンド４４、ハイブリッド回路９１、クロッ
ク制御ユニット５８及び受信器９２から成る。図１に示される１つ又はそれより多い機能
は、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）により実現され得る。例えば、送信器９０は、
代わりに、送信器の機能を有するプロセッサ９０であってよい。同様に、受信器９２は、
代わりに、受信器の機能を有するプロセッサ９２であってよい。更に、図１に示される１
つ又はそれより多い機能は、ソフトウエア、ハードウエア、ファームウエア又はそれらの
いずれの組合わせで実現され得る。当業者は、トランシーバ１０を構成する構成要素が個
々のユニットとして示されているが、それらの構成要素のいずれの組合わせもまた単一の
個別のユニットで実現され得ることを認めるであろう。例えば、送信器９０及び受信器９
２は、単一のＤＳＰチップで実現されることができる。トランシーバ１０は、顧客構内又
は中央局のいずれかで用いることができる。中央局の実現が事例に示されている。
【００１６】
ハイブリッド回路９１は２対４ワイヤ（２－ｔｏ－４－ｗｉｒｅ）変換を実行し、それは
、電話回線からの双方向２線（ｔｗｏ－ｗｉｒｅ）信号を２対の一方向伝送に変換する。
１つの対は受信用であり、他方の対は送信用である。ハイブリッド回路９１は、典型的な
ＤＳＬ伝送帯域の外側の望ましくない信号をフィルタリングで除くためスプリッタを含ん
でよい。例えば、低周波数プレイン・オールド電話サービス（ｐｌａｉｎ　ｏｌｄ　ｔｅ
ｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）（ＰＯＴＳ）はスプリッタによりブロックされ、それ
によりＰＯＴＳは、当該分野で周知のように、高周波数ＡＤＳＬ信号に干渉しないであろ
う。
【００１７】
アナログ・フロントエンド４４は、アナログ／ディジタル（Ａ／Ｄ）コンバータ及びディ
ジタル／アナログ（Ｄ／Ａ）コンバータ（図示せず）を含む。ハイブリッド回路９１から
アナログ・フロントエンド４４により受け取られ、分離され、フィルタリングされた信号
は、Ａ／Ｄコンバータによりアナログからディジタルに変換され、そして受信器９２に送
られる。アナログ・フロントエンド４４は更に、受信器９２に送られる信号を最適化する
ための利得調整モジュールを備え得る。他方、送信器９０からの出力は、アナログ・フロ
ントエンド４４の中のＤ／Ａコンバータによりディジタルからアナログに変換され、そし
てフィルタリングされ、ハイブリッド回路９１へ送られる。
【００１８】
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送信器９０は、送信バッファ９６、スクランブラ１００、送信器レート・コンバータ１０
１、ビット対シンボル・エンコーダ１０２、全てのサブチャネルを組み合わせるためのＩ
ＦＦＴ変調器１０３、送信器フィルタ１０４及びバッファ１０６から成る。送信準備済み
のデータは、顧客のデータ端末装置から、又は電話会社のネットワークから受信され、そ
して送信バッファ９６によりバッファされる。
【００１９】
スクランブラ１００は、データ・パターンをランダム化するため、入力データ・ビットを
処理する。そのようなランダム化は、送信性能を最適化するためである。スクランブリン
グはまた、繰り返し型データ・パターンの可能性を最小化する。一実施形態において、ス
クランブラ１００は更に、順方向誤り訂正（ＦＥＣ）エンコーダ・モジュール及びインタ
ーリーバ（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｒ）・モジュールと組み合わされる。当業者に周知のよ
うに、そのようなモジュールを実現して、強固で且つ効率的な送信を更に保証することが
できる。
【００２０】
送信器レート・コンバータ１０１を用いて、ダミー・ビットを、スクランブルされたデー
タ・ストリームの中に挿入して、ユーザ・データ転送速度と物理層データ転送速度との差
を等化する。なお、ユーザ・データ転送速度は典型的には３２キロビット／秒（ｋｂｐｓ
）の倍数であり、そして物理層データ転送速度は必ずしも３２ｋｉｂｐｓの倍数ではない
。
【００２１】
ビット対シンボル・エンコーダ１０２は、ビットのシークエンスを送信器レート・コンバ
ータ１０１から受け取り、そしてそれらを信号集合体（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）の
中の信号点として符号化する。ＱＡＭ変調（直交振幅変調）が用いられので、二次元集合
体が用いられ、そこにおいて集合体の中の各信号点は、同相成分及び直交成分を有する。
各サブチャネルの集合体サイズに応じて、各シンボルは複数のビットを搬送する。例えば
、６４－ＱＡＭは、６４点を集合体の中に有し、各シンボルにおいて、サブチャネルは６
個の２進ビットを搬送することができる。なお一層大きい集合体を用いて、１シンボル当
たりより多いビットを搬送することができる。送信されるビットの合計数は、各サブチャ
ネルにより送信されるビット数の和である。
【００２２】
一実施形態において、ビット対シンボル・エンコーダ１０２は更に、
コーディング利得を得るための畳み込みエンコーダ・モジュールを備える。集合体（例え
ば、ＱＡＭ集合体）を使用可能な送信サブチャネル上へ変調し且つ送信のため全てのサブ
チャネルを一緒に組み合わせるＩＦＦＴ変調器１０３が、ビット対シンボル・エンコーダ
１０２に続く。
【００２３】
送信器９０の送信レートは、１シンボル当たりのビットの合計数及びシンボル・レートの
関数である。例えば、９６のサブチャネルを用い、各サブチャネルは８ビット／シンボル
を、４Ｋボー・シンボル・レートで搬送すると、４×９６×８＝３０７２ｋｂｉｔ／秒の
送信レートが達成される。ＴＣＭ－ＩＳＤＮ雑音に起因して、ＦＢＭモードが用いられる
場合、各送信方向は、データを、時間の１２６／３４０＝３７％のみで送信する。従って
、上記の代表的なケースにおける平均送信レートは、１１３８ｋｂｐｓ≒１１２０ｋｂｐ
ｓ（３２ｋｂｐｓの倍数）である。こうして、１１２０ｋｂｐｓのユーザ・データ転送速
度が達成されることができる一方、物理層データ転送速度は１１３８ｋｂｐｓである。送
信器レート・コンバータ１０１により挿入されたダミー・ビットは、２つの転送速度（レ
ート）間の差を補償する。
【００２４】
送信フィルタ１０４は、送信される信号を整形し、そして帯域外の信号成分を低減する。
巡回プレフィックスが送信フィルタ１０４の前に加えられることができ、受信器が符号間
干渉を排除するのを助けるためシンボル間の分離を追加する。バッファ１０６は、送信の
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ためのフィルタリングされたサンプルを格納する。アナログ・フロントエンド４４のＤ／
Ａコンバータは、そのサンプルをアナログ信号に変換する。それらのアナログ信号は、フ
ィルタリングされ、増幅され、そしてハイブリッド回路９１を介して電話回線に結合され
る。
【００２５】
中央局で、クロック制御ユニット５８は、バースト・クロック５６（ＴＣＭ－ＩＳＤＮタ
イミング基準又はＴＴＲとも呼ばれる）を中央局ＴＣＭ－ＩＳＤＮバースト・タイミング
制御回路から受け取る。ＴＴＲを用いて、ＡＴＵ－Ｃローカル・クロック周波数をロック
し、該ＡＴＵ－Ｃローカル・クロック周波数はＡＴＵ－ＣのＡ／Ｄ及びＤ／Ａサンプリン
グ速度、及び送信器及び受信器シンボル・レートを制御する。ＡＴＵ－Ｃ送信器はまた、
システムＴＴＲの位相をチェックし、そしてそのハイパーフレーム・ウインドウをＴＴＲ
にロックする。ＡＴＵ－Ｒで、受信器は、ＡＴＵ－Ｃ送信器から受信された信号を追跡し
、そしてローカル・クロックをＡＴＵ－Ｃのクロック周波数にロックする。ＡＴＵ－Ｒは
また、ＡＴＵ－Ｃから受信された信号からハイパーフレーム・パターンを検出し、そして
そのシンボル・カウンタをハイパーフレーム・パターンに対して整列する（ハイパーフレ
ーム整列）。シンボル・カウンタは、シンボル・インデックスを追跡するため用いられ、
そして各シンボルに対して１だけ増分される。
【００２６】
受信器９２は、Ａ／Ｄバッファ１０７、時間領域等化器（ＴＥＱ）１０８、高速フーリエ
変換（ＦＦＴ）復調器１１０、周波数領域等化器（ＦＥＱ）１１３、シンボル決定ブロッ
ク１１４、シンボル対ビット・デコーダ１１６、受信器レート・コンバータ１１８、デス
クランブラ（スクランブル解除器）１２０及び受信器バッファ１２２を含む。Ａ／Ｄバッ
ファ１０７は、ディジタル信号をアナログ・フロントエンド４４のＡ／Ｄコンバータから
受け取る。ＴＥＱ　１０８は、時間領域におけるチャネル歪みを補償し、それにより通信
チャネル及びＴＥＱ　１０８の組み合わされたインパルス応答は、巡回プレフィックスの
長さ内にある。ＦＦＴ復調器１１０はＴＥＱ　１０８に結合されているが、該ＦＦＴ復調
器１１０は、全てのサブチャネルを分離し且つ復調する。巡回プレフィックスは、ＴＥＱ
　１０８の後で取り去られる。
【００２７】
ＦＦＴ復調器１１０の後ろで、ＦＥＱ　１１３は更に、各搬送波に対する振幅及び位相の
歪みの補償を行う（搬送波はまたビン（ｂｉｎ）又はサブチャネルと呼ばれる）。従って
、通信の各サブチャネルに対して１つのＦＥＱ　１１３が存在する。一実施形態において
、ＴＥＱ　１０８及びＦＥＱ　１１３は、ディジタル信号プロセッサで実行されるソフト
ウエア命令により実現される。代替として、ＴＥＱ　１０８及びＦＥＱ　１１３は、ファ
ームウエア、ハードウエア、又はソフトウエア、ファームウエア及びハードウエアのいず
れの組合わせで実現してもよい。等化器係数は、関連のチャネルの歪みを特徴付け、そし
て補償するため、又はむしろその歪みを等化するため用いられることができる。
【００２８】
シンボル決定ブロック１１４は、信号集合体からのどの信号点が各サブチャネルで受信さ
れた信号を表すかを決定する。シンボル決定ブロック１１４の実際の構造は、遠隔送信器
により用いられる符号化スキームに応じて変わり得る。コード化しないシステムに対して
は、シンボル決定ブロック１１４は、正にスライサー（ｓｌｉｃｅｒ）であり得る。トレ
リス・コード（Ｔｒｅｌｌｉｓ－ｃｏｄｅ）変調システムに対して、ヴィテルビ・エンコ
ーダ（Ｖｉｔｅｒｂｉ　ｅｎｃｏｄｅｒ）が多くの場合判断の信頼性を向上させるため、
シンボル決定ブロック１１４用に用いられる。ＦＥＱ出力と決定との差は、ＦＥＱ係数を
調整するため用いられる誤り信号である。
【００２９】
各シンボルにおいて、各サブチャネルは一連のビットを符号化することができるので、シ
ンボル対ビット・デコーダ１１６は、シンボルを２進ビットに変換する。一実施形態にお
いては、シンボル対ビット・デコーダ１１６を用いて、送信された集合体からビット・ス
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トリームを回復する。受信器レート・コンバータ１１８は、遠隔送信器レート・コンバー
タ１０１により挿入されたダミー・ビットを取り去り、そしてユーザ・データ・ビットの
みをデスクランブラ１２０に通す。デスクランブラ１２０は、ビットを、そのビットが送
信するトランシーバのスクランブラ１００によりスクランブルされる前の元の値に復元す
る。スクランブル解除されたビット・ストリームは、中央局で高速データ・ネットワーク
へ、又は顧客のデータ端末装置へ送られる前に、受信器バッファ１２２によりバッファさ
れる。一実施形態においては、デスクランブラ１２０は更に、順方向誤り訂正（ＦＥＣ）
デコーダ・モジュール及びデインターリーバ（インターリーブ解除器）・モジュールと組
合わされて、強固で効率的な伝送を保証する。
【００３０】
当業者は、図１に示されているトランシーバ１０がトランシーバの１つの有り得る実施形
態のほんの一例であることを認めるであろう。他のトランシーバは、図面に特に表されて
いない構成要素（例えば、トーン順序付け（ｔｏｎｅ　ｏｒｄｅｒｉｎｇ）モジュール、
ＣＲＣユニット）から構成してもよい。また、他のトランシーバは、図１に示される構成
要素を含まなくてもよい。トランシーバの構成は、特定の用途に依存する。従って、本発
明は、トランシーバの種々の構成の全部をカバーすることを意図し、図示の実施形態によ
り制限されることを意図するものではない。
【００３１】
図２は、本発明に従ったＴＣＭ－ＩＳＤＮ回線のための代表的なタイミング図を示す。時
間期間又はウインドウ２２の間に、データは、中央局のＴＣＭ－ＩＳＤＮトランシーバか
ら顧客構内の遠隔ＩＳＤＮトランシーバに出力される。このデータは、遠隔トランシーバ
に受信ウインドウ２４の間に到達する。データが送信されないとき、休止が生じる。この
休止は、時にはターンアラウンド期間と呼ばれる。期間２６の間において、アップストリ
ームデータが遠隔トランシーバから中央局トランシーバへウインドウ２８の間に送信され
る。いずれの特定の時間には、ＴＣＭ－ＩＳＤＮ回線の一方の端のみが送信しつつあり、
一方他方の端は受信しつつある。送信された信号のエコー（反響）を取り去る必要がない
ので、反響消去器は必要でない。そのようなＴＣＭ－ＩＳＤＮシステムは、ＴＣＭ－ＩＳ
ＤＮシステム自体においてクロストークを低減するため有効であるが、ＩＳＤＮ回線から
のクロストークの故に同じケーブル束に一層新しいＡＤＳＬシステムを加えることは難し
い。
【００３２】
図３は、同期して送信している幾つかのＩＳＤＮ回線からの中央局での干渉の代表的な図
を示す。一般的に、中央局のトランシーバは、ＴＴＲ期間の第１半分にＩＳＤＮからのＮ
ＥＸＴ雑音を、そしてＴＴＲ期間の第２半分にＩＳＤＮからのＦＥＸＴ雑音をそれぞれ受
け取る。他方、顧客構内の遠隔トランシーバは、ＴＴＲ期間の第１半分にＩＳＤＮからの
ＦＥＸＴ雑音を、そしてＴＴＲ期間の第２半分にＩＳＤＮからのＮＥＸＴ雑音をそれぞれ
受け取る。図２及び図３に示されるように、データのバーストは、中央局から遠隔サイト
へ送信ウインドウ２２の間に送られる。中央局のＩＳＤＮ装置が全て送信しつつあるので
、ＮＥＸＴは、特に中央局側で送信ウインドウ２２の間強い。受信時間ウインドウ２８の
間、中央局のこれらのＩＳＤＮ装置は送信していない状態にある。干渉は主にＦＥＸＴで
あり、ＦＥＸＴが電話回線の長さにより減衰するので、該ＦＥＸＴはＮＥＸＴより弱い。
【００３３】
付録Ｃは、デュアル・ビット・レートを有するデータ・ストリームを与えるためＴＴＲに
対して同期化されているハイパーフレーム・パターンと同期して切り替えられるデュアル
・ビットマップを提供するためのデュアル・ビットマップ（ＤＢＭ）符号化方法を規定す
る。この方法は、短いローカル・ループ（例えば、約２キロメートルより短い）に対して
、チャネル信号対雑音比（ＳＮＲ）がＮＥＸＴ干渉の間十分に高く、データを低ビット・
レートで送信することができるという観察に基づいている。従って、ある一定の条件下で
、ＤＢＭは、ＮＥＸＴ及びＦＥＸＴ干渉のそれぞれの下で異なるビット・レートを採用す
ることによりＴＣＭ－ＤＳＬトランシーバの全二重動作を可能にする。
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【００３４】
より長いローカル・ループに対して、ＮＥＸＴ時間の間のＳＮＲは、典型的には、トラン
シーバがいずれのデータを送るには余りに低過ぎる。そのケースにおいては、データ送信
は、ＦＥＸＴ時間においてのみ生じる。これは、ＦＥＸＴビットマップ（ＦＢＭ）符号化
と呼ばれ（また単一ビットマップ（ＳＢＭ）符号化とも呼ばれ）、それはＤＢＭ符号化の
特別なケースである。ＦＢＭを用いて、中央局及び遠隔のトランシーバは、データをＦＥ
ＸＴ時間にのみ送信しつつあり、そしてデータを同時に送信しない（即ち、半二重モード
）。
【００３５】
ＤＢＭ符号化において、ビット・レートは、送信されるべきシンボルを符号化するため用
いられるビットマップを変えることにより変えることができる。当業者に理解されるよう
に、「ビットマップ」は、１つのシンボルにおいて各サブチャネルの中に符号化されるこ
とができるビット数を決定する。１つの「シンボル」は、トランシーバにより送信される
情報の基本単位である。１シンボルにおいて各サブチャネルの中に符号化されるビット数
は、通信チャネルの品質により制限される。通信チャネルの品質は、そのＳＮＲにより表
される。従って、ＤＢＭを採用するシステムは、ＮＥＸＴ時間及びＦＥＸＴ時間のそれぞ
れに対して異なるデータ転送速度を与えるための２つのビットマップを含む。他方、ＦＢ
Ｍを採用するシステムは、データ信号がＮＥＸＴ時間に送信されないので、１つのビット
マップのみを必要とする。
【００３６】
図４及び図５は、本発明に従ったＡＴＵ－Ｃ送信シークエンス（図面の左側）及びＡＴＵ
－Ｒ送信シークエンス（図面の右側）の代表的なタイミング図を示す。ＡＴＵ－Ｃ送信シ
ークエンスは、中央局から遠隔顧客構内への送信を規定する。このシークエンスを最初に
説明する。勧告Ｇ．９９４．１は、予備情報がＡＴＵ－ＣとＡＴＵ－Ｒとの間で交換され
るＧ．ｈｓハンドシェーキング・スキームを規定する。初期訓練フェーズの間、ＡＴＵ－
Ｒは、訓練シンボルが巡回プレフィックスなしである訓練信号期間のＣ－ＰＩＬＯＴ１か
らＣ－ＳＥＧＵＥ１を受け取る。
【００３７】
送信信号期間Ｃ－ＰＩＬＯＴ１の間、ＡＴＵ－Ｒは、ＡＴＵ－Ｃから送信された信号から
ハイパーフレーム・パターンを、専用トーン（インデックス４８）の中の位相情報に基づ
いて検出する。これは、ＴＴＲ整列（ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）、又はハイパーフレーム整列
と呼ばれる。この整列は、ＡＴＵ－Ｒがその訓練信号をＴＴＲと整列して送信することを
保証する。Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ１の間、ＡＴＵ－Ｒの受信器は、シンボル境界を予備的に整
列する。しかしながら、シンボル境界は、ＴＥＱ　１０８が訓練されるまで正確でないこ
とがある。従って、一旦ＴＥＱ　１０８が訓練されると、シンボル境界を再整列させるこ
とができる。パイロット追跡は、同様にＣ－ＰＩＬＯＴ１で開始する。ＡＴＵ－Ｒは、そ
の自動利得制御（ＡＧＣ）を適切なレベルに送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ１の間に調整
し、そして送信信号期間Ｃ－ＥＣＴを通じてそうするのを継続してもよい。
【００３８】
送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２の間、ＴＥＱ　１０８は選択的に訓練される。送信シー
クエンスのこの点で、符号間干渉は、巡回プレフィックスがまだ導入されてないので、排
除されない。そういうことで、ＮＥＸＴシンボルの雑音が多いばかりでなく、ＮＥＸＴシ
ンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルの雑音も多い。従って、ＴＥＱ　１０８は、送信信号
期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２にＮＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸＴシンボルについて
のみ訓練される。しかしながら、ＴＥＱ　１０８は、送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ３ま
で用いられないであろう。一旦ＴＥＱ　１０８が訓練されると、シンボル境界は再整列さ
れる。
【００３９】
送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ３の間、ＡＴＵ－Ｒにより受信された信号は、ＴＥＱ　１
０８及びＦＦＴ復調器１１０の中を伝えられる。ＦＦＴ復調器１１０の出力である周波数
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領域信号を用いて、ＦＥＱ　１１３を訓練する。このＦＥＱ１１３の訓練は、選択的ＦＥ
Ｑ基準訓練と呼ばれる。ＴＥＱが用いられるにも拘わらず、符号間干渉は、巡回プレフィ
ックスがまだ導入されていないので、まだ排除されない。従って、ＮＥＸＴシンボルの雑
音が多いばかりでなく、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルの雑音も符号間干
渉のため多い。従って、ＦＥＱ　１１３の基準訓練は、送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２
にＮＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸＴシンボルについてのみ実行される。従って
、ＦＥＱ　１１３の基準訓練は選択的である。巡回プレフィックスなしのハイパーフレー
ム内のダウンストリーム訓練シンボル・パターンが図６に示されている。受信された信号
は、もっと後に、訓練されたＴＥＱ　１０８に通される（従って、ＴＥＱが用いられる。
）。当業者は、ＴＥＱ　１０８及びＦＥＱ　１１３が有限インパルス応答（ＦＩＲ）フィ
ルタとして実現されることができることを認めるであろう。
【００４０】
送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１の間に、巡回プレフィックスが導入される。次いで、シンボ
ル境界が再整列され、そしてＦＥＱ　１１３は、シークエンスＣ－ＲＡＴＥ１からＳＨＯ
ＷＴＩＭＥまでのＦＥＸＴシンボルについて訓練される。このＦＥＱ　１１３の訓練は、
より後期の選択的ＦＥＱ訓練と呼ばれる。ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間は、２つのトラ
ンシーバ間の接続が維持される限り継続する。これが、図５に示される送信シークエンス
のためのＳＨＯＷＴＩＭＥ期間を表す箱が開いたままの理由である。巡回プレフィックス
を有するハイパーフレーム内のダウンストリーム訓練シンボル・パターンが図７に示され
ている。
【００４１】
ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間が継続するにつれ、通信チャネルの変化が生じ得る。そう
いうことで、ＦＥＱ　１１３は、ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間全体を通して選択的に更
新される。このプロセス（ＦＥＱ適合とも呼ばれる。）は、１組のＦＥＱ係数を、変化す
るチャネル状態に対して適合させ続ける。送信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間に実行され
るＦＥＱ　１１３のこの選択的更新は、そこで実行されるＦＥＱ訓練とは異なる。上記で
説明したように、ＦＥＱ　１１３は、シークエンスＣ－ＲＡＴＥ１からＳＨＯＷＴＩＭＥ
までの全てのＦＥＸＴシンボルについて訓練される。他方、ＦＥＱ　１１３は、送信信号
期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間ＮＥＸＴ及びＦＥＸＴの両方のシンボルについて更新され得る
。
【００４２】
しかしながら、ＦＥＱ　１１３のこの選択的更新は、ＮＥＸＴシンボルとＦＥＸＴシンボ
ルとの間で異なる。１つのトランシーバから他方のトランシーバへの送信を構成する２つ
のビットマップが存在する。１つのビットマップはＮＥＸＴシンボルのためであり、そし
てもう１つのビットマップはＦＥＸＴシンボルのためである。各ビットマップにおいて、
ビン（サブチャネルとも呼ばれる）の数を用いて、データを送る。それらの用いられたビ
ンに対するＦＥＱ　１１３が更新されるであろう。各ビンに対して１つのＦＥＱ　１１３
が存在する。ビンがＦＥＸＴ時間ではなくＮＥＸＴ時間に用いられる場合、このビンに対
するＦＥＱ　１１３は、ＮＥＸＴシンボルにおいてのみ更新される。このビンがＮＥＸＴ
時間ではなくＦＥＸＴ時間に用いられる場合、このビンに対するＦＥＱ　１１３は、ＦＥ
ＸＴシンボルにおいてのみ更新される。このビンがＮＥＸＴ時間及びＦＥＸＴ時間におい
て用いられる場合、このビンに対するＦＥＱ　１１３は、全てのシンボルで更新される。
このビンがＮＥＸＴ時間とＦＥＸＴ時間のいずれでも用いられない場合、このビンに対す
るＦＥＱ　１１３は、更新されない。ＦＢＭモードにおいて、ＮＥＸＴシンボルは、ＳＨ
ＯＷＴＩＭＥにおけるデータ送信のため用いられない。従って、ＦＥＱ　１１３はＮＥＸ
Ｔ時間に更新されない。
【００４３】
適合は、それらのチャネルに対する信号対雑音比が十分であるので１シンボル当たりのビ
ット数が非ゼロであるＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルの間に選択的に実行されることがで
きる。さもなければ、それらのチャネルは、データ送信のため選択されなかったであろう
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。
【００４４】
（図４及び図５の右側の）ＡＴＵ－Ｒ送信シークエンスは、遠隔の顧客構内から中央局へ
の送信を規定する。このシークエンスをここで説明する。送信信号期間Ｇ．９９４．１，
Ｒ－ＱＵＩＥＴ２からＲ－ＳＥＧＵＥ１までは、ハンドシェーキング及び初期訓練信号で
ある。上記で説明したように、勧告Ｇ．９９４．１は、予備情報がＡＴＵ－ＣとＡＴＵ－
Ｒとの間で交換されるＧ．ｈｓハンドシェーキング・スキームを規定する。ＡＴＵ－Ｒ送
信シークエンスの初期訓練フェーズの間、ＡＴＵ－Ｃは、訓練シンボルが巡回プレフィッ
クスなしである初期信号期間のＲ－ＲＥＶＥＲＢ１からＲ－ＳＥＧＵＥ１までを受け取る
。
【００４５】
送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ１の間、ＴＥＱ　１０８は選択的に訓練される。送信シー
クエンスにおけるこの点で、符号間干渉は、巡回プレフィックスがまだ導入されていない
ので、排除されない。そういうことで、ＮＥＸＴシンボルの雑音が多いばかりでなく、Ｎ
ＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルの雑音も多い。従って、ＴＥＱ　１０８は、
送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ１にＮＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸＴシンボル
についてのみ訓練される。従って、ＴＥＱ　１０８の訓練は選択的である。しかしながら
、ＴＥＱ　１０８は、送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ２まで用いられないであろう。一旦
ＴＥＱ　１０８が訓練されると、シンボル境界は整列される。
【００４６】
送信信号期間Ｒ－ＱＵＩＥＴ３からＲ－ＥＣＴまでの間には、等化器訓練はない。送信信
号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ２の間、ＡＴＵ－Ｃにより受信された信号は、ＴＥＱ　１０８及
びＦＦＴ復調器１１０の中を伝えられる。ＦＦＴ復調器の出力である周波数領域信号が、
ＦＥＱ　１１３を訓練するため用いられる。このＦＥＱ　１１３の訓練は、選択的ＦＥＱ
基準訓練と呼ばれる。ＴＥＱ　１０８が用いられるにも拘わらず、符号間干渉は、巡回プ
レフィックスがまだ導入されていないので、まだ排除されない。従って、ＮＥＸＴシンボ
ルの雑音が多いばかりでなく、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＱシンボルの雑音も符号
間干渉のため多い。従って、ＦＥＱ　１１３の基準訓練は、ＮＥＸＴシンボルに隣接して
いないＦＥＸＴシンボルについてのみ実行され、従って選択的である。巡回プレフィック
スなしのハイパーフレーム内のアップストリーム訓練シンボルが図８に示されている。
【００４７】
送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ３の間に、巡回プレフィックスが導入され、そしてシンボ
ル境界が再整列される。ＦＥＱ　１１３は、送信信号期間のＲ－ＲＥＶＥＲＢ３からＳＨ
ＯＷＴＩＭＥまでの全てのＦＥＸＴシンボルについて訓練する。このＦＥＱ　１１３の訓
練は、より後期の選択的ＦＥＱ訓練と呼ばれる。ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間は、２つ
のトランシーバ間の接続が維持される限り継続する。巡回プレフィックスを有するハイパ
ーフレームのアップストリーム訓練シンボル・パターンが図９に示されている。
【００４８】
ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間が継続するにつれ、通信チャネルの変化が生じ得る。そう
いうことで、ＦＥＱ　１１３は、ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間全体を通して更新される
。この選択的更新プロセスは、ダウンストリーム通信を参照して上記で説明したように、
１組のＦＥＱ係数を、変化するチャネル状態に対して適合させ続ける。理解し易いように
、この選択的更新プロセスを、ここでアップストリーム通信を参照して説明する。
【００４９】
送信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間に実行されるＦＥＱ　１１３（ＡＴＵ－ＣＦＥＱ　１
１３とも呼ばれる）の選択的更新は、そこで実行されるＦＥＱ訓練とは異なる。上記で説
明したように、ＦＥＱ　１１３は、送信信号期間のＲ－ＲＥＶＥＲＢ３からＳＨＯＷＴＩ
ＭＥまでの全てのＦＥＸＴシンボルについて訓練する。他方、ＦＥＱ　１１３は、送信信
号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間ＮＥＸＴ及びＦＥＸＴの両方のシンボルについて更新され得
る。しかしながら、ＦＥＱ　１１３のこの選択的更新は、ＮＥＸＴシンボルとＦＥＸＴシ
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ンボルとの間で異なる。１つのトランシーバから他方のトランシーバへの送信を構成する
２つのビットマップが存在する。１つのビットマップはＮＥＸＴシンボルのためであり、
そしてもう１つのビットマップはＦＥＸＴシンボルのためである。各ビットマップにおい
て、複数のビン（サブチャネルとも呼ばれる。）が、データを送るため用いられる。それ
らの用いられたビンに対するＦＥＱ　１１３は更新されるであろう。各ビンに対して１つ
のＦＥＱ　１１３が存在する。ビンがＦＥＸＴ時間ではなくＮＥＸＴ時間に用いられる場
合、このビンに対するＦＥＱ　１１３は、ＮＥＸＴシンボルについてのみ更新される。こ
のビンがＮＥＸＴ時間ではなくＦＥＸＴ時間に用いられる場合、このビンに対するＦＥＱ
　１１３は、ＦＥＸＴシンボルにおいてのみ更新される。このビンがＮＥＸＴ時間及びＦ
ＥＸＴ時間において用いられる場合、このビンに対するＦＥＱ　１１３は、全てのシンボ
ルにおいて更新される。このビンがＮＥＸＴ時間とＦＥＸＴ時間のいずれでも用いられな
い場合、このビンに対するＦＥＱ　１１３は、更新されない。ＦＢＭモードにおいて、Ｎ
ＥＸＴシンボルは、ＳＨＯＷＴＩＭＥにおけるデータ送信のため用いられない。従って、
ＦＥＱ　１１３は、ＮＥＸＴ時間に更新されない。
【００５０】
適合は、それらのサブチャネルに対する信号対雑音比が十分であるので１シンボル当たり
のビット数が非ゼロであるＦＥＸＴ及びＮＥＸＴシンボルの間に実行されることができる
。さもなければ、それらのチャネルは、データ送信のため選択されなかったであろう。
【００５１】
図６は、本発明に従って挿入された巡回プレフィックスなしのハイパーフレーム内の代表
的なダウンストリームシンボル・パターンである。前述したように、ＮＥＸＴシンボルの
間のＴＣＭ－ＩＳＤＮからの符号間干渉は非常に強いことがある。従って、前述したよう
に、ＮＥＸＴシンボル、及びＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルの間のＴＥＱ
　１０８及びＦＥＱ　１１３の訓練は、ＴＥＱ及びＦＥＱ等化器の安定性におおいに影響
を及ぼす場合があり、そして著しい性能劣化を生じることがある。従って、以下の組の中
のシンボルのみが、ＴＥＱ　１０８及びＦＥＱ　１１３を、挿入される巡回プレフィック
スなしで訓練するとき、用いられる。その組とは、｛１、２、１２、１３、２３、２４、
３４、３５、４４、４５、５５、５６、６６、６７、７７、７８、８８、８９、９８、９
９、１０９、１１０、１２０、１２１、１３１、１３２、１４１、１４２、１４３、１５
２、１５３、１６３、１６４、１７４、１７５、１８５、１８６、１９５、１９６、２０
６、２０７、２１７、２１８、２２８、２２９、２３８、２３９、２４０、２４９、２５
０、２６０、２６１、２７１、２７２、２８２、２８３、２９２、２９３、３０３、３０
４、３１４、３１５、３２５、３２６、３３６、３３７｝である。
【００５２】
誤り信号が、１組のＦＥＱ係数を更新するため用いられる。シンボル決定ブロック１１４
は、右信号点を集合体から選択する。シンボル決定ブロック１１４の出力とＦＥＱ　１１
３の出力との差は、ＦＥＱ　１１３の適合のため用いられる誤り信号である。これらの誤
り信号は、ＮＥＸＴシンボル、及びＮＥＸＴシンボルに隣接しているＦＥＸＴシンボルの
全てについてゼロにセットされる。誤り信号が強制的にゼロにされるとき、ＦＥＱ更新は
実際に使用不能にされる。ゼロ誤り信号は、上記でリストされた組にない全てのシンボル
、即ち｛０、３－１１、１４－２２、２５、２６－３３……３２７－３３５、３３８－３
４４｝である。
【００５３】
図７は、本発明に従って挿入された巡回プレフィックスを有するハイパーフレーム内の代
表的なダウンストリームシンボル・パターンである。上記で説明したように、巡回プレフ
ィックスは送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１の間に導入され、そしてシンボル境界が再整列さ
れる。次いで、ＦＥＱ　１１３は、送信信号期間のＣ－ＲＡＴＥ１からＳＨＯＷＴＩＭＥ
までの全てのＦＥＸＴシンボルについて訓練される。特に、そして図７を参照して、ＦＥ
Ｑ　１１３は、以下のＦＥＸＴシンボル、即ち｛０－３、１０－１３、２１－２３、３１
－３４、４１－４４、５１－５４、６１－６４、７１－７４、８１－８４、９２－９４、
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１０２－１０５、１１２－１１５、１２２－１２５、１３２－１３５、１４２－１４５、
１５３－１５５、１６３－１６５、１７３－１７６、１８３－１８６、１９３－１９６、
２０３－２０６、２１３－２１６、２２４－２２６、２３４－２３６、２４４－２４７、
２５４－２５７、２６４－２６７、２７４－２７７、２８４－２８７、２９５－２９７、
３０５－３０７、３１５－３１８、３２５－３２８、３３５－３３８｝について訓練され
る。
【００５４】
符号間干渉は、基本的にＴＥＱ　１０８及び巡回プレフィックスにより排除される。従っ
て、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルは、ＴＣＭ－ＩＳＤＮクロストーク雑
音により影響を及ぼされ、そのＴＣＭ－ＩＳＤＮクロストーク雑音はＮＥＸＴシンボルの
みに存在する。ＦＥＱ更新のための誤りは、全てのＮＥＸＴシンボルについてゼロにセッ
トされ、その全てのＮＥＸＴシンボルは、上記にリストされてないシンボルである。特に
、これらのゼロ誤りＮＥＸＴシンボルは、図７の陰を付けないシンボルである。
【００５５】
ただ１組のＦＥＱ係数が、ＦＥＸＴ期間及びＮＥＸＴ期間の両方に対して用いられる。送
信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間に、この組のＦＥＱ係数は、チャネルの変化を追跡し続
けるため選択的に更新される。サブセットのチャネルは、ＦＥＸＴ期間におけるデータ送
信のため用いられ、一方別のサブセット（同じであってもなくてもよい。）は、ＮＥＸＴ
期間におけるデータ送信のため用いられることができる。送信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥ
の間のダウンストリームＦＥＱ　１１３の選択的更新は、図４及び図５の左側を参照して
上記で説明されている。
【００５６】
図８は、本発明に従って挿入される巡回プレフィックスなしのハイパーフレーム内の代表
的なアップストリームシンボル・パターンである。上記で説明したように、ＮＥＸＴシン
ボルの送信の間のＴＣＭ－ＩＳＤＮからの干渉は、非常に強いことがある。ＮＥＸＴシン
ボル、及びＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルの間のＴＥＱ　１０８及びＦＥ
Ｑ　１１３の訓練は、等化器の正確さに著しく影響を及ぼし、そして著しい性能劣化を生
じさせることがある。従って、以下の組の中のシンボルのみが、加えられる巡回プレフィ
ックスなしのＴＥＱ　１０８及びＦＥＱ　１１３の訓練に用いられる。その組とは、｛７
、８、１７、１８、２８、２９、３９、４０、５０、５１、６１、６２、７１、７２、８
２、８３、９３、９４、１０４、１０５、１１４、１１５、１１６、１２５、１２６、１
３６、１３７、１４７、１４８、１５８、１５９、１６８、１６９、１７９、１８０、１
９０、１９１、２０１、２０２、２１１、２１２、２１３、２２２、２２３、２３３、２
３４、２４４、２４５、２５５、２５６、２６５、２６６、２７６、２７７、２７８、２
８８、２９８、２９９、３０９、３１０、３１９、３２０、３３０、３３１、３４１、３
４２｝である。
【００５７】
図９は、本発明に従って挿入される巡回プレフィックスを有するハイパーフレーム内の代
表的なアップストリームシンボル・パターンである。上記で説明したように、巡回プレフ
ィックスは、送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＥＲＢ３の間に導入され、そしてシンボル境界は再
整列される。次いで、ＦＥＱ　１１３は、送信信号期間のＲ－ＲＥＶＥＲＢ３からＳＨＯ
ＷＴＩＭＥまで全てのＦＥＸＴシンボルについて訓練される。特に、そして図９を参照し
て、ＦＥＱ　１１３は、以下のＦＥＸＴシンボル、即ち｛５－８、１５－１８、２６－２
８、３６－３９、４６－４９、５６－５９、６６－６９、７６－７９、８７－８９、９７
－９９、１０７－１１０、１１７－１２０、１２７－１３０、１３７－１４０、１４７－
１５０、１５８－１６０、１６８－１７０、１７８－１８１、１８８－１９１、１９８－
２０１、２０８－２１１、２１８－２２１、２２９－２３１、２３９－２４１、２４９－
２５２、２５９－２６２、２６９－２７２、２７９－２８２、２８９－２９２、３００－
３０２、３１０－３１３、３２０－３２３、３３０－３３３、３４０－３４３｝について
訓練される。
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【００５８】
符号間干渉は、基本的にＴＥＱ　１０８及び巡回プレフィックスにより排除される。従っ
て、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルは、ＴＣＭ－ＩＳＤＮ雑音により影響
を及ぼされず、そのＴＣＭ－ＩＳＤＮ雑音はＮＥＸＴシンボルのみに存在する。ＦＥＱ更
新のため用いられる誤り信号（シンボル決定ブロック１１４の出力とＦＥＱ　１１３の出
力との差）は、全てのＮＥＸＴシンボルについてゼロにセットされ、その全てのＮＥＸＴ
シンボルは、図９に関して上記でリストされなかったシンボルである。特に、これらのゼ
ロ誤りＮＥＸＴシンボルは、図９の陰を付けないシンボルである。ただ１組のＦＥＱ係数
が、ＦＥＸＴ期間及びＮＥＸＴ期間の両方に対して用いられる。送信信号期間ＳＨＯＷＴ
ＩＭＥの間に、この組のＦＥＱ係数は、チャネルの変化を追跡し続けるため選択的に更新
される。サブセットのチャネルは、ＮＥＸＴ期間におけるデータ送信のため用いられてよ
く、一方別のサブセット（同じであってもなくてもよい。）は、ＮＥＸＴ期間におけるデ
ータ送信のため用いられることができる。送信信号期間ＳＨＯＷＴＩＭＥの間のアップス
トリームＦＥＱ　１１３の選択的更新は、図４及び図５の右側を参照して上記に説明され
ている。
【００５９】
図１０は、本発明に従ってＴＣＭ－ＩＳＤＮ環境で動作するＡＴＵ－Ｒの等化器を訓練す
る方法の一実施形態を示す。方法全体は、全体的にプロセス６００と呼ぶ。プロセス６０
０は、ＡＴＵ－Ｃ送信シークエンスを開始する（６０１）ことにより始まる。この送信シ
ークエンスは、図４及び図５の左側に示され、そして中央局トランシーバから遠隔の顧客
トランシーバへの送信シークエンスを規定する。プロセス６００は、ハンドシェーキング
・シークエンスをＡＴＵ－ＣとＡＴＵ－Ｒとの間に実現する（６０３）ことにより継続す
る。このハンドシェーキング・シークエンスは、勧告Ｇ．９９４．１により規定され、そ
して中央局のトランシーバと顧客構内のトランシーバとの間の有効な接続を確立する。
【００６０】
一旦この有効な接続が確立されると、プロセス６００は、送信信号期間のＣ－ＰＩＬＯＴ
１からＣ－ＳＥＧＵＥ１まで訓練シークエンスを開始すること（６０５）により継続する
。巡回プレフィックスは、訓練シンボルの中にこれらの期間の間に挿入されない。訓練シ
ークエンスは、遠隔ＡＴＵ－Ｒがその受信器をタイミング回復及び等化器訓練を含む訓練
を行うため送信される。タイミング回復（パイロット追跡）は、ＡＴＵ－Ｒ受信器がその
クロック周波数を遠隔のＡＴＵ－Ｃのクロック周波数に対してロックするためである。等
化器は、チャネル歪みを補償するため用いられる。送信信号期間Ｃ－ＰＩＬＯＴ１の間に
、プロセス６００は、シンボル境界及びハイパーフレーム境界の初期整列を実行する（６
０７）ことを含む。しかしながら、このシンボル境界は、ＡＴＵ－ＲのＴＥＱが訓練され
ていないので、正確でないことがある。一旦ＴＥＱが訓練されると、シンボル境界は、以
下で説明されるように再整列されることができる。パイロット追跡はまた、期間Ｃ－ＰＩ
ＬＯＴ１の間に始まる。
【００６１】
送信信号期間のＣ－ＲＥＶＥＲＢ１からＣ－ＥＣＴまでの間に、プロセス６００は、ＡＴ
Ｕ－Ｒがその自動利得制御（ＡＧＣ）を適切なレベルにＣ－ＲＥＶＥＲＢ１の間に調整す
る（６０９）ことを含む。この調整は、ＡＴＵ－Ｒの受信器の性能を最適化することであ
る。送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２の間に、プロセス６００は、ＡＴＵ－ＲのＴＥＱを
選択的に訓練する（６１１）ことを含む。ＴＥＱは、ＮＥＸＴシンボルに隣接していない
ＦＥＸＴシンボルについてのみ訓練される。しかしながら、訓練されたＴＥＱは、実際に
は、期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ３まで用いられない。一旦ＴＥＱが期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２の
間に訓練されると、プロセス６００は、シンボル境界を期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ２の間に再
整列する（６１３）ことを含む。
【００６２】
送信信号期間Ｃ－ＲＥＶＥＲＢ３の間に、ＡＴＵ－Ｒにより受信された信号は、そのＡＴ
Ｕ－Ｒの受信器のＴＥＱ及びＦＦＴ復調器に通すよう伝えられる。ＦＦＴ復調器は、上記
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で説明したように、周波数領域信号を出力する。プロセス６００は、ＦＦＴから結果とし
て生じるそれらの周波数領域信号に基づいて選択的なＦＥＱ基準訓練を実行する（６１５
）ことにより継続する。ＦＥＱは、ＡＴＵ－Ｒの受信器の構成要素である。訓練されたＴ
ＥＱが、この期間の間に用いられるが、しかし符号間干渉は、巡回プレフィックスがまだ
導入されていないので、まだ排除されない。従って、ＮＥＸＴシンボルの雑音が多いばか
りでなく、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルの雑音もまた符号間干渉に起因
して多い。従って、プロセス６００は、ＮＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸＴシン
ボルについてのみ選択的なＦＥＱ基準訓練を実行する（６１５）ことを含む。
【００６３】
送信信号期間Ｃ－ＲＡＴＥ１の間に、プロセス６００は、巡回プレフィックスを挿入する
（６１７）ことを含む。一旦巡回プレフィックスが挿入されると、プロセス６００は、シ
ンボル境界を期間Ｃ－ＲＡＴＥ１の始めに再整列する（６１９）ことにより継続する。プ
ロセス６００は、シークエンスＣ－ＲＡＴＥ１からＳＨＯＷＴＩＭＥまで全てのＦＥＸＴ
シンボルについてより後期の選択的ＦＥＱ訓練を実行する（６２１）ことにより継続する
。ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間は、２つのトランシーバ間の接続が維持される限り継続
する。ＳＨＯＷＴＩＭＥ期間が継続する間、プロセス６００は、１組のＦＥＱ係数を選択
的に更新する（６２３）により継続する。そのような更新は、上記で説明したようにＳＨ
ＯＷＴＩＭＥ期間全体を通して最適な通信チャネル性能を維持する。プロセス６００の１
つの結果は、符号間干渉がＴＥＱ及び巡回プレフィックスにより排除されることである。
従って、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルは、もはやＴＣＭ－ＩＳＤＮクロ
ストーク雑音により影響を及ぼされない。そのような雑音は、今やＮＥＸＴシンボルの中
にのみ存在する。
【００６４】
図１１は、本発明に従ってＴＣＭ－ＩＳＤＮ環境で動作するＡＴＵ－Ｃの等化器を訓練す
る方法の一実施形態を示す。方法全体は、全体的にプロセス６５０と呼ばれる。プロセス
６５０は、ＡＴＵ－Ｒ送信シークエンスを開始する（６５１）ことにより始まる。この送
信シークエンスは、図４及び図５の右側に示され、そして遠隔の顧客トランシーバから中
央局トランシーバへの送信シークエンスを規定する。プロセス６５０は、ハンドシェーキ
ング・シークエンスをＡＴＵ－ＲとＡＴＵ－Ｃとの間に実現する（６５３）により継続す
る。このハンドシェーキング・シークエンスは、勧告Ｇ．９９４．１により規定され、そ
して顧客構内のトランシーバと中央局のトランシーバとの間の有効な接続を確立する。
【００６５】
一旦この有効な接続が確立すると、プロセス６５０は、送信信号期間のＲ－ＱＵＩＥＴ２
からＲ－ＳＥＧＵＥ１まで訓練シークエンスを開始する（６５５）ことにより継続する。
この初期訓練フェーズの間に、ＡＴＵ－Ｃは、挿入される巡回プレフィックスなしで訓練
シンボルを受信する。上記で説明したように、そのような訓練は、通信リンクの信頼性を
改善する。送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＲＥＢ１の間に、プロセス６５０は、ＡＴＵ－ＣのＴ
ＥＱを選択的に訓練する（６５７）ことを含む。ＴＥＱは、ＮＥＸＴシンボルに隣接して
いないＦＥＸＴシンボルについてのみ訓練される。一旦ＴＥＱが期間Ｒ－ＲＥＶＲＥＢ１
の間に訓練されると、プロセス６５０は、シンボル境界を期間Ｒ－ＲＥＶＲＥＢ１の間に
整列する（６５９）ことを含む。送信信号期間のＲ－ＱＵＩＥＴ３からＲ－ＥＣＴまでの
間には、等化器の訓練はない。
【００６６】
送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＲＥＢ２の間に、ＡＴＵ－Ｃの受信器により受信された信号は、
その受信器のＴＥＱ及びＦＦＴ復調器に通すよう伝えられる。ＦＦＴ復調器は、周波数領
域信号を出力する。プロセス６５０は、ＦＦＴの出力でのそれらの周波数領域信号に基づ
いて選択的なＦＥＱ基準訓練を実行する（６６１）ことにより継続する。ＦＥＱは、ＡＴ
Ｕ－Ｃの受信器の構成要素である。訓練されたＴＥＱがこの期間の間に用いられるが、し
かし符号間干渉は、巡回プレフィックスがまだ導入されていないので、まだ排除されない
。従って、ＮＥＸＴシンボルの雑音が多いばかりでなく、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦ
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ＥＸＴシンボルの雑音もまた符号間干渉に起因して多い。従って、プロセス６５０は、Ｎ
ＥＸＴシンボルに隣接していないＦＥＸＴシンボルについてのみ選択的なＦＥＱ基準訓練
を実行する（６６１）ことを含む。
【００６７】
送信信号期間Ｒ－ＲＥＶＲＥＢ３の間に、プロセス６５０は、巡回プレフィックスを挿入
する（６６３）ことを含む。一旦巡回プレフィックスが挿入されると、プロセス６５０は
、シンボル境界を期間Ｒ－ＲＥＶＲＥＢ３の間に再整列する（６６５）により継続する。
プロセス６５０は、シークエンスＲ－ＲＥＶＲＥＢ３からＳＨＯＷＴＩＭＥまで全てのＦ
ＥＸＴシンボルについてより後期の選択的なＦＥＱ訓練を実行する（６６７）ことにより
継続する。ＳＨＯＷＴＩＭＥ送信信号期間は、２つのトランシーバ間の接続が維持される
限り継続する。ＳＨＯＷＴＩＭＥ期間が継続する間、プロセス６５０は、１組のＦＥＱ係
数を選択的に更新する（６６９）することにより継続する。そのような更新は、上記で説
明したようにＳＨＯＷＴＩＭＥ期間全体を通して最適な通信チャネル性能を維持する。プ
ロセス６５０の１つの結果は、符号間干渉がＴＥＱにより排除されることである。従って
、ＮＥＸＴシンボルに隣接するＦＥＸＴシンボルは、もはやＴＣＭ－ＩＳＤＮクロストー
ク雑音により影響を及ぼされない。そのような雑音は、今やＮＥＸＴシンボルの中にのみ
存在する。
【００６８】
本発明の実施形態の前述の記載は、例示及び説明の目的のために提供されている。それは
、網羅的であることを意図せず、また本発明を開示された正確な形式に限定することを意
図するものではない。多くの変更及び変形が、上記の教示に照らして可能である。本発明
の範囲は、この詳細な説明により限定されるのではなく特許請求の範囲により限定される
ことを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明に従った代表的なＡＤＳＬトランシーバのブロック図である。
【図２】図２は、本発明に従ったＴＣＭ－ＩＳＤＮ回線のための代表的なタイミング図を
図示する。
【図３】図３は、同期して送信している幾つかのＩＳＤＮ回線からの中央局における干渉
の代表的な図を示す。
【図４】図４は、本発明に従ったＡＴＵ－Ｃ送信シークエンス（図面の左側）及びＡＴＵ
－Ｒ送信シークエンス（図面の右側）の代表的なタイミング図を示す。
【図５】図５は、本発明に従ったＡＴＵ－Ｃ送信シークエンス（図面の左側）及びＡＴＵ
－Ｒ送信シークエンス（図面の右側）の代表的なタイミング図を示す。
【図６】図６は、本発明に従って挿入される巡回プレフィックスなしのハイパーフレーム
における代表的なダウンストリームシンボル・パターンである。
【図７】図７は、本発明に従って挿入される巡回プレフィックスを有するハイパーフレー
ムにおけるダウンストリームシンボル・パターンである。
【図８】図８は、本発明に従って挿入される巡回プレフィックスなしのハイパーフレーム
における代表的なアップストリームシンボル・パターンである。
【図９】図９は、本発明に従って挿入される巡回プレフィックスを有するハイパーフレー
ムにおける代表的なアップストリームシンボル・パターンである。
【図１０】図１０は、本発明に従ってＴＣＭ－ＩＳＤＮ環境において動作するＡＴＵ－Ｒ
の等化器を訓練する方法の一実施形態を示す。
【図１１】図１１は、本発明に従ってＴＣＭ－ＩＳＤＮ環境において動作するＡＴＵ－Ｃ
の等化器を訓練する方法の一実施形態を示す。
【符号の説明】
１０　トランシーバ
４４　アナログ・フロントエンド
５８　クロック制御ユニット
９０　送信器
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９１　ハイブリッド回路
９２　受信器
９６　送信バッファ
１００　スクランブラ
１０１　送信器レート・コンバータ
１０２　ビット対シンボル・エンコーダ
１０３　ＩＦＦＴ変調器
１０４　送信フィルタ
１０６　バッファ
１０７　Ａ／Ｄバッファ
１０８　時間領域等化器（ＴＥＱ）
１１０　高速フーリエ変換（ＦＦＴ）復調器
１１３　周波数領域等化器（ＦＥＱ）
１１４　シンボル決定ブロック
１１６　シンボル対ビット・デコーダ
１１８　受信器レート・コンバータ
１２０　デスクランブラ
１２２　受信器バッファ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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