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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチチャネル伝送における送信ビットレートをとぎれなく変更する方法であって、前
記方法は、
　おのおのがフォワードエラー訂正用の特定数のパリティビットを含み、特定のコードワ
ードサイズを有する複数のコードワードを提供するステップ；
　キャリア周波数サブチャネルに対し、コードワードを第一送信ビットレートで送信し、
前記キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定するための第一の
割り当てテーブルを用いて第一の複数コードワードのビットを割り当てるステップ；
　前記第一の複数コードワードを第一送信ビットレートで送信するステップ；
キャリア周波数サブチャネルに対し、コードワードを第二送信ビットレートで送信し、前
記キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定するための第二の割
り当てテーブルを用いて第二の複数コードワードのビットを割り当てるステップ；および
　前記第二の複数コードワードを送ることにより、送信を前記第一送信ビットレートから
前記第二送信ビットレートへと変更するステップ；を備えており、
　前記第一の複数コードワードのおのおのを送信する際に用いられる前記特定のコードワ
ードサイズおよびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリティビットは、送信ビット
レートをとぎれなく変更させるため、前記第二の複数コードワードのおのおのを送信する
際に用いられること、
を特徴とする方法。
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【請求項２】
　請求項１の方法において、前記方法は、さらに、特定のインターリーブパラメータに基
づいて前記第一および前記第二の複数コードワードをインターリーブするステップを備え
、前記第一の複数コードワードをインターリーブするために用いられる前記特定のインタ
ーリーブパラメータは、前記第二の複数コードワードをインターリーブするために用いら
れる前記特定インターリーブパラメータと同じであること、
を特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、前記第一送信ビットレートで送信するステップは、第一のビ
ット割り当てテーブルによって決定されるような第一のＤＭＴシンボルに第一のビット数
を割り当てるステップを備え；前記第二送信ビットレートで送信するステップは、第二の
ビット割り当てテーブルによって決定されるような第二のＤＭＴシンボルに第二のビット
数を割り当てるステップを備えたこと、
　を特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項３の方法において、第一および第二送信レートで送信されたＤＭＴシンボル用の
パリティビット率の平均値は一定であり、パリティビット率は、ＤＭＴシンボルにおける
パリティビットの数を、そのＤＭＴシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビ
ット総数で割ったものであること、
を特徴とする方法。
【請求項５】
　マルチチャネル伝送における送信ビットレートをとぎれなく変更する方法であって、前
記方法は、
　おのおのがフォワードエラー訂正用の特定数のパリティビットを含み、コードワードサ
イズを有する複数のコードワードを提供するステップ；
　第一受信ビットレートでキャリア周波数サブチャネルから第一の複数コードワードを受
信するステップ；
　前記キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定する第一の割り
当てテーブルを用いて、前記第一の複数コードワードのビットを復調するステップ；
　受信を前記第一受信ビットレートから前記第二受信ビットレートへと変更するステップ
；
　第二の受信ビットレートでキャリア周波数サブチャネルから第二の複数コードワードを
受信するステップ；
　前記キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定する第二の割り
当てテーブルを用いて、第二の複数コードワードのビットを復調するステップ；
　特定のインターリーブパラメータに基づいて前記第一および前記第二の複数コードワー
ドをインターリーブするステップを備えており、
　前記第一の複数コードワードのおのおのを復調する際に用いられる前記特定のインター
リーブパラメータ、前記特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前
記特定数のパリティビットは、受信ビットレートをとぎれなく変更させるため、前記第二
の複数コードワードのおのおのを復調する際に用いられること、
　を特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５の方法において、前記方法は、さらに、特定のデインターリーブパラメータに
基づき前記第一および前記第二の複数コードワードをデインターリーブするステップを備
えており、
　前記第一の複数コードワードをデインターリーブするために用いられる前記特定のデイ
ンターリーブパラメータは、前記第二の複数コードワードをデインターリーブするために
用いられる前記特定デインターリーブパラメータと同じであること、
　を特徴とする方法。
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【請求項７】
　請求項６の方法において、第一および第二受信レートで受信されたＤＭＴシンボル用の
パリティビット率の平均値は一定であり、パリティビット率は、ＤＭＴシンボルにおける
パリティビットの数を、そのＤＭＴシンボルに用いられるビット割り当てテーブル内のビ
ット総数で割ったものであること、
を特徴とする方法。
【請求項８】
　マルチキャリア通信システムにおいて送信レートをとぎれなく変更する方法であって、
前記方法は、
　(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定
数のパリティビットを含む複数のコードワードを提供するステップ；
　キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定する第一のアロケー
ションテーブルにしたがった第一の送信ビットレートにて、第一の複数コードワードを送
信するステップ；
　前記第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに変更するステップ；および
　前記キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定する第二のアロ
ケーションテーブルにしたがった前記第二の送信ビットレートにて、第二の複数コードワ
ードを送信するステップ；を備えており、
　前記第一の複数コードワードに用いられるフォワードエラー訂正用の前記特定のコード
ワードサイズおよび前記特定数のパリティビットは、送信ビットレートをとぎれ無く変更
するため前記第二の複数コードワード用に使用されること、
を特徴とする方法。
【請求項９】
　マルチキャリア通信システムにおいて受信レートをとぎれなく変更する方法であって、
前記方法は、
　(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定
数のパリティビットを含む複数のコードワードを提供するステップ；
　キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定する第一の割り当て
テーブルを用いて、第一の複数コードワードのビットを第一受信ビットレートで受信する
ステップ；
　前記キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定する第二の割り
当てテーブルを用いて、前記第一受信ビットレートを第二受信ビットレートに変更するス
テップ；および
　第二の複数コードワードのビットを前記第二受信ビットレートで受信するステップ；を
備えており、
　前記第一の複数コードワードに用いられる前記特定のコードワードサイズおよびフォワ
ードエラー訂正用の前記特定数のパリティビットは、前記第二の複数コードワードのため
に用いられ、前記第一の割り当てテーブル内のビット数は、受信レートをとぎれなく変更
するため、前記第二の割り当てテーブル内のビット数と異なること、
を特徴とする方法。
【請求項１０】
　送信ビットレートをとぎれなく変更することのできるマルチチャネルトランシーバであ
って、
　おのおのがフォワードエラー訂正用の特定数のパリティビットを含み、特定のコードワ
ードサイズを有する複数のコードワードを提供する手段；
　キャリア周波数サブチャネルに対し、コードワードを第一送信ビットレートで送信し、
前記キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定するための第一の
割り当てテーブルを用いて第一の複数コードワードのビットを割り当てる手段；
　前記第一の複数コードワードを第一送信ビットレートで送信する手段；
キャリア周波数サブチャネルに対し、コードワードを第二送信ビットレートで送信し、前
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記キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定するための第二の割
り当てテーブルを用いて第二の複数コードワードのビットを割り当てる手段；および
　前記第二の複数コードワードを送ることにより、送信を前記第一送信ビットレートから
前記第二送信ビットレートへと変更する手段；を備えており、
　前記第一の複数コードワードのおのおのを送信する際に用いられる前記特定のコードワ
ードサイズおよびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリティビットは、送信ビット
レートをとぎれなく変更させるため、前記第二の複数コードワードのおのおのを送信する
際に用いられること、
を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１１】
　請求項１０のマルチチャネルトランシーバにおいて、特定のインターリーブパラメータ
に基づいて前記第一および前記第二の複数コードワードをインターリーブする手段をさら
に備え、前記第一の複数コードワードをインターリーブするために用いられる前記特定の
インターリーブパラメータは、前記第二の複数コードワードをインターリーブするために
用いられる前記特定インターリーブパラメータと同じであること、
を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１２】
　請求項１０のマルチチャネルトランシーバにおいて、前記第一送信ビットレートで送信
する手段は、第一のビット割り当てテーブルによって決定されるような第一のＤＭＴシン
ボルに第一のビット数を割り当てる手段を備え；前記第二送信ビットレートで送信する手
段は、第二のビット割り当てテーブルによって決定されるような第二のＤＭＴシンボルに
第二のビット数を割り当てる手段を備えたこと、
　を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１３】
　請求項１２のマルチチャネルトランシーバにおいて、第一および第二送信レートで送信
されたＤＭＴシンボル用のパリティビット率の平均値は一定であり、パリティビット率は
、ＤＭＴシンボルにおけるパリティビットの数を、そのＤＭＴシンボルに用いられるビッ
ト割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１４】
　受信ビットレートをとぎれなく変更することのできるマルチチャネルトランシーバであ
って、
　おのおのがフォワードエラー訂正用の特定数のパリティビットを含み、コードワードサ
イズを有する複数のコードワードを提供する手段；
　第一受信ビットレートでキャリア周波数サブチャネルから第一の複数コードワードを受
信する手段；
　前記キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定する第一の割り
当てテーブルを用いて、前記第一の複数コードワードのビットを復調する手段；
　受信を前記第一受信ビットレートから前記第二受信ビットレートへと変更する手段；
　第二の受信ビットレートでキャリアサブチャネルから第二の複数コードワードを受信す
る手段；
　前記キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定する第二の割り
当てテーブルを用いて、第二の複数コードワードのビットを復調する手段；
　特定のインターリーブパラメータに基づいて前記第一および前記第二の複数コードワー
ドをインターリーブする手段を備えており、
　前記第一の複数コードワードのおのおのを復調する際に用いられる前記特定のインター
リーブパラメータ、前記特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前
記特定数のパリティビットは、受信ビットレートをとぎれなく変更させるため、前記第二
の複数コードワードのおのおのを復調する際に用いられること、
　を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
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【請求項１５】
　請求項１４のマルチチャネルトランシーバにおいて、特定のデインターリーブパラメー
タに基づき前記第一および前記第二の複数コードワードをデインターリーブする手段をさ
らに備えており、
　前記第一の複数コードワードをデインターリーブするために用いられる前記特定のデイ
ンターリーブパラメータは、前記第二の複数コードワードをデインターリーブするために
用いられる前記特定デインターリーブパラメータと同じであること、
　を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１６】
　請求項１５のマルチチャネルトランシーバにおいて、第一および第二受信レートで受信
されたＤＭＴシンボル用のパリティビット率の平均値は一定であり、パリティビット率は
、ＤＭＴシンボルにおけるパリティビットの数を、そのＤＭＴシンボルに用いられるビッ
ト割り当てテーブル内のビット総数で割ったものであること、
を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１７】
　送信レートをとぎれなく変更することのできるマルチチャネルトランシーバであって、
　(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定
数のパリティビットを含む複数のコードワードを提供する手段；
　キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定する第一の割り当て
テーブルにしたがった第一の送信ビットレートにて、第一の複数コードワードを送信する
手段；
　前記第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに変更する手段；および
　キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定する第一の割り当て
テーブルにしたがった前記第二の送信ビットレートにて、第二の複数コードワードを送信
する手段；を備えており、
　前記第一の複数コードワードに用いられるフォワードエラー訂正用の前記特定のコード
ワードサイズおよび前記特定数のパリティビットは、送信ビットレートをとぎれ無く変更
するため前記第二の複数コードワード用に使用されること、
を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【請求項１８】
　受信レートをとぎれなく変更することのできるマルチチャネルトランシーバであって、
　キャリア周波数サブチャネルに対する第一のビット割り当てを特定する第一の割り当て
テーブルを用いて、第一の複数コードワードのビットを第一受信ビットレートで受信する
手段であって、前記第一の複数コードワードは、(i)特定のコードワードサイズを有する
とともに、(ii)フォワードエラー訂正用の特定数のパリティビットを含むような手段；
　キャリア周波数サブチャネルに対する第二のビット割り当てを特定する第二の割り当て
テーブルを用いて、前記第一受信ビットレートを第二受信ビットレートに変更する手段；
および
　第二の複数コードワードのビットを前記第二受信ビットレートで受信する手段であって
、前記第二の複数コードワードは、(i)特定のコードワードサイズを有するとともに、(ii
)フォワードエラー訂正用の特定数のパリティビットを含むような手段；を備えており、
　前記第一の複数コードワードに用いられる前記特定のコードワードサイズおよびフォワ
ードエラー訂正用の前記特定数のパリティビットは、前記第二の複数コードワードのため
に用いられ、前記第一の割り当てテーブル内のビット数は、受信レートをとぎれなく変更
するため、前記第二の割り当てテーブル内のビット数と異なること、
を特徴とするマルチチャネルトランシーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【関連出願の表示】
本明細書は、同時係属の仮出願であってその全体が参照のために取り込まれる１９９９年
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３月１２日出願の米国仮特許出願番号６０／１２４，２２２、発明の名称”レートをとぎ
れなく適合させる(SRA)ADSLシステム”、１９９９年１０月２２日出願の米国仮特許出願
番号６０／１６１／１１５、発明の名称”アプリケーション履歴を記憶したマルチキャリ
アシステム”、および２０００年１月１９日出願の米国仮特許出願番号 ６０／１７１，
０８１、発明の名称”レートをとぎれなく適合させる(SRA)マルチキャリア変調システム
およびプロトコル”からの優先権を主張する。
【０００２】
【発明の分野】
本発明は、マルチキャリア変調を用いる通信システム及び方法に関し、特に、レートアダ
プテイブマルチキャリア変調を用いる通信マルチキャリアシステムおよび方法に関する。
【０００３】
【発明の背景】
マルチキャリア変調（又はディスクリートマルチトーン変調）は、通信が困難な媒体を介
して通信を行うのに広く用いられている通信方法である。マルチキャリア変調は、通信周
波数帯域を、各キャリアが独立してビット又はビットの集合を変調する複数のサブチャネ
ル（キャリア）に分割する。送信機は、一以上のキャリアを伴う情報ビットを含む入力デ
ータ列を変調し、変調後の情報を送信する。受信機は、送信された情報ビットを出力デー
タストリームとして復元するために全てのキャリアを復調する。
【０００４】
マルチキャリア変調には、単一キャリアを越える多くの利点がある。これらの利点には、
例えば、インパルス雑音に対する耐性が高いこと、マルチパスが存在しても複雑にならな
いこと、狭帯域干渉に対する耐性が高いこと、データレートおよび帯域柔軟性が高いこと
、が含まれる。マルチキャリア変調は、これらの利点を得るためだけでなく、他の理由か
ら多くの用途に用いられている。かかる用途には、非対称デジタル加入者回線(ADSL)シス
テム、ワイヤレスLANシステム、電力線通信システム(power line communications system
)、および他の用途も含まれる。ＩＴＵ規格Ｇ９９２．２およびＡＮＳＩ規格Ｔ１．４１
３は、マルチキャリア変調を用いるＡＤＳＬトランシバーの標準的な実施要項を規定して
いる。
【０００５】
図１に、従来から知られている規格に適合したＡＤＳＬ　ＤＭＴ送信機１００を示すブロ
ック図を示す。図１は、以下に説明する、変調レイヤ１１０、フレーマ／ＦＥＣレイヤ１
２０、およびＡＴＭ　ＴＣレイヤ１４０：の３つのレイヤを示している。
【０００６】
変調レイヤ１１０は、ＤＭＴ変調に関連する機能を提供する。ＤＭＴ変調は、反転ディス
クリートフーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform)（ＩＤＦＴ）１１２を用い
て実行される。ＩＤＦＴ　１１２は、直交振幅変調(QAM)エンコーダ１１４からのビット
を変調しマルチキャリアサブチャネルに送り出す。ＡＤＳＬマルチキャリアトランシーバ
ーは、各サブチャネル上の多数のビットを変調し、ビットの数は、そのサブチャネルのＳ
Ｎ比およびリンクのビットエラー(BER)要求によって決まる。例えば、要求されたBERが１
X１０－７(すなわち、平均して１０００万分の１のエラーしか検出されず）であり、特定
のサブチャネルのＳＮ比が２１．５ｄＢであれば、かかるサブチャネルは４ビットの変調
を行うことができる、なぜなら、２１．５ｄＢは、４ＱＡＭビットを１X１０－７ＢＥＲ
の状態で送信するために必要るＳＮ比だからである。他のサブチャネルは、異なるＳＮ比
であってもよいので、同じＢＥＲで異なったビット数がそれらに割り当てられる。ＩＴＵ
およびＡＮＳＩのＡＤＳＬ規格は、一のキャリア上で最高１５ビットまでの変調を可能と
している。
【０００７】
一つのＤＭＴシンボルにおいて変調を行うため、各サブチャネルにいくつのビットが割り
当てられているのかを規定するテーブルは、ビット割り当てテーブル(BAT)と呼ばれる。
ＤＭＴシンボルは、ＢＡＴに基づいてキャリアをビットで変調することによってＩＤＦＴ
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の出力側において生成されたアナログサンプル信号の集まりである。ＢＡＴは、図１の変
調レイヤ１１０においても用いられる主要なパラメータである。ＢＡＴは、ＱＡＭ１１４
およびＩＤＦＴ１１２のブロックによってエンコーデイングおよび変調のために用いられ
る。テーブル１は、１６のサブチャネルを有するＤＭＴシステム用のＢＡＴの一例を示す
。
【０００８】
【テーブル１】
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ＡＤＳＬシステムにおいて、ＤＭＴシンボルレートは約４ｋＨＺである。これは、変調Ｂ
ＡＴを用いて新たなビットのセットを変調するＤＭＴシンボルが２５０マイクロ秒毎に送
信されていることを意味する。８０ビットが一つのＤＭＴシンボルにおいて変調されるよ
う規定されているテーブル１のＢＡＴが、４ｋＨＺのＤＭＴシンボルレートで用いられる
場合、システムのビットレートは、４０００x８０の結果である毎秒３２０キロバイト(kb
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ps)となる。ＢＡＴは、システムのデータレートを決定し、それは、送信チャネル特性、
すなわち、マルチキャリアシステムの各サブチャネルのＳＮ比による。チャネルが低ノイ
ズ（各サブチャネルのＳＮ比が高い）であると,
各ＤＭＴキャリア上で多くのビットが変調されるので、ビットレートが高くなる。チャネ
ルの状態がよくない場合、ＳＮ比が低くなり、各ＤＭＴキャリア上で変調されるビット数
が少なくなるので、システムのビットレートが低くなる。テーブル１に見られるように、
いくつかのサブチャネルでは変調ビットはゼロである。一つの例としては、サブチャネル
の周波数に狭帯域干渉信号（ＡＭ放送電波等の）が存在し、かかるサブチャネルにおいて
ＳＮ比が余りにも低いために情報ビットを送れなくなってしまうといった場合である。
【０００９】
ＡＴＭ　ＴＣレイヤ１４０は、セル内のビットおよびバイトをフレームに変換する非対象
転送モード送信収束(Asynchronoous Transfer Mode Trasnmission Convergence)(ATM TC)
ブロック１４２を備えている。
【００１０】
ＡＤＳＬシステムの次のレイヤは、図１に示した変調用のビットストリームを準備するス
テップと機能的に関連するフレーム／ＦＥＣレイヤ１２０である。このレイヤは、インタ
ーリービング(INT)ブロック１２２、フォワードエラー訂正(FEC)ブロック１２４、スクラ
ンブラー(SCR)ブロック１２６、サイクリック・リダンダンシー・チェック(CRC)ブロック
１２８およびＡＤＳＬフレーマーブロック１３０を備えている。インターリービングおよ
びＦＥＣコーデイングを行うことにより、インパルス雑音に対する耐性が高くなり、コー
デイングゲインを得ることができる。標準的なＡＤＳＬシステム中のＦＥＣ１２４は、リ
ード-ソロモン(R-S)コードである。スクランブラー１２６は、データビットをランダム化
するために用いられる。ＣＲＣ１２８は、受信機でのエラー検出を提供するために用いら
れる。ＡＤＳＬフレーマー１３０は、ＡＴＭフレーマー１４２から受信したビットをフレ
ームする。また、ＡＤＳＬフレーマー１３０は、モデム同士のオーバーヘッド通信チャネ
ル（ＡＳＤＳＬ規格においてＥＯＣおよびＡＯＣチャネルとして知られている）用のモジ
ュール１３２からオーバーヘッドビットを挿入し、抽出する。
フレーム／ＦＥＣレイヤ１２０における主なパラメータには、Ｒ－Ｓコードワードのサイ
ズ、インターリーバーのサイズ（深さ）（Ｒ－Ｓコードワードの数で測定する）およびＡ
ＤＳＬフレームのサイズがある。例として、Ｒ－Ｓコードワードの典型的なサイズは２１
６バイトであり、インターリーバーの典型的なサイズ（深さ）は６４コードワードであり
、ＡＤＳＬフレームの典型的なサイズは、２００バイトである。インターリービング深さ
を、インターリーブがなされてないのと同じ、１とすることもできる。上述のように、本
来、送信機を用いた通信のために用意されたデジタル信号を復元するためには、前記のイ
ンターリーバーと逆の動作を行うデインターリーバーを用い、同じ深さのパラメータを使
用して前記コードワードをデインターリーブする必要がある。現在のＡＤＳＬ規格におい
ては、ＤＭＴシステムの全てのパラメータ間に一定の関係がある。特に、ＢＡＴのサイズ
、ＮＢＡＴ（ＤＭＴに記号におけるビットの総数）は,Ｒ－Ｓコードワードサイズを整数
で割った値に定められ、ＮＦＥＣ が式（１）に示すようになる：
【式１】
ＮＦＥＣ＝ＳｘＮＢＡＴ；ここで、Ｓは正の整数であり０より大きい。
【００１１】
かかる制限は、一のＲ－ＳコードワードがＤＭＴシンボルの整数値を含んでいると表現す
ることもできる。Ｒ－Ｓコードワードは、データバイトおよびパリテイー（チェックバイ
ト）を含んでいる。チェックバイトは、Ｒ－Ｓエンコーダーによって加えられたオーバー
ヘッドバイトであり、ビットエラーの検出および訂正のためＲ－Ｓデコーダーに用いられ
る。Ｒ－Ｓコードワードには、Ｒ個のチェックバイトがある。通常、チャックバイトの数
は、コードワードサイズ全体のわずかな割合、例えば、８％を占めるにすぎない。ほとん
どのチャネルコーデイング方法は、コード化されていないシステムと比べ、コードによっ
て与えられるシステムの性能の改良（ｄＢで示される）として定義されるそのコーデイン
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グゲインを特徴としている。Ｒ－Ｓコードワードのコーデイングゲインは、チェックバイ
ト数およびＲ－Ｓコードワードのサイズによって決まる。１６のチェックバイト（２００
バイトの８％）を伴う大きなＲ－Ｓコードワード（ＤＭＴ　ＡＤＳＬシステムにおいて、
２００バイトを超える）は、最大のコーデイングゲインに近い４ｄＢをもたらす。コード
ワードサイズが、小さく、および／又はチェックバイトのオーバヘッドの割合が大きけれ
ば（例えば、３０％を越えれば）、コーデイングゲインは非常に小さいか、マイナスにな
ってしまう。通常、ＡＤＳＬシステムは、Ｒ－Ｓコードワードを可能な限り大きく（可能
な最大値は、２５５バイト）し、リダンダンシーを約８％で動作させるのが最もよい。
【００１２】
また、ＡＤＳＬフレームであるＮＦＲＡＭＥとＲ－ＳコードワードのサイズであるＮＦＥ

Ｃとの間に、式（２）に示す特定の関係がある：
【式２】
ＮＦＥＣ＝ＳＸＮＦＲＡＭＥ＋Ｒ； ここで、Ｒはコードワードにおけるチェックバイト
の数であり、Ｓは、式（１）と同じ正の整数である。
【００１３】
式（１）および式（２）の右辺をイコールで結ぶと、式（３）が導かれるのは明らかであ
る；
【式３】
ＮＢＡＴ＝ＮＦＲＡＭＥ＋Ｒ／Ｓ。
【００１４】
ＡＤＳＬ規格は、整数値の率（Ｒ／Ｓ）を要求する、すなわち、ＤＭＴーシンボル（ＮＢ

ＡＴ）ごとに整数値のＲ－Ｓチェックバイトを要求する。上述のように、ＡＤＳＬフレー
ムは、モデム同士の通信に用いられるオーバーヘッドバイト（ペイロードの一部としてで
はなく）を含んでいる。オーバーヘッドチャネルに用いられるＡＤＳＬフレームにおける
バイトは、ユーザによる実際の通信に用いることはできないので、ユーザデータレートは
、それに従って減少する。情報の内容およびこれらのチャネルのフォーマットは、ＩＴＵ
およびＡＮＳＩ規格に説明されている。ＡＤＳＬ規格にはいくつかのフレーミングモード
が規定されている。フレーミングモードによって、一つのＡＤＳＬフレーム内のオーバヘ
ッドバイトは、多くも少なくもなる。例えば、標準フレーミングモード３は、ＡＤＳＬフ
レーム毎に一つのオ－バーヘッドを有する。
【００１５】
式（１）（２）および（３）は、規格により課されたパラメータの制限によって以下の条
件が必要となるということを示している。
【００１６】
１．　全てのＤＭＴシンボルは、ＡＤＳＬフレーマーにおいて加えられた固定数のオーバ
ーヘッドフレーミングバイトを有する。例えば、フレーミングモード＃３において、ＤＭ
Ｔシンボル毎に一つのオーバヘッドフレーミングバイトがある。
【００１７】
２．　ＤＭＴシンボル毎に、最低一つのＲ－Ｓチェックバイトがある。
【００１８】
３．　ＩＴＵ規格Ｇ．９９２．２（８）ならびにＩＴＵ規格Ｇ．９９２．２およびＴ１４
１３（１６）によると、チェックバイトの最大数は、コードワードのサイズの最大値に、
Ｇ．９９２．２用には８ｘＮＢＡＴに、Ｇ．９９２．１用には１６ｘＮＢＡＴに制限され
る。
【００１９】
４．　ＡＤＳＬモデムは、Ｒ－Ｓコードワード（ＮＦＥＣ）およびＡＤＳＬフレーム（Ｎ

ＦＲＡＭＥ）におけるバイト数を適切に変化させることなくＤＭＴシンボル（ＮＢＡＴ）
内のビット数を変更することができない。
【００２０】
上述の４つの制限により、既存のＡＤＳＬは性能面での制限をうける。
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【００２１】
特に、条件＃１により、ＤＭＴシンボルは、それぞれ固定数のオーバーヘッドフレーミン
グバイトを有する。かかる条件は、データレートが低く、オーバーヘッドフレーミングバ
イトが利用可能なスループットの多くの割合を占める場合に問題となり、ペイロードが小
さくなってしまう。例えば、ラインによって得られるデータレートが、６．１４４Ｍｂｐ
ｓの場合、これが、ＤＭＴシンボルではシンボル毎に約１９２バイト（１９２ｘ８ｘ４０
００＝６１４４００ｂｐｓ）となる。この場合、一つのオーバーヘッドフレーミングバイ
トは、利用可能なスループットの１９２分の１又は約０．５％を占める。しかし、データ
レートがシンボル当たり１２８ｋｂｐｓ又は４ｋｂｐｓである場合、オーバーヘッドフレ
ーミングバイトは、利用可能なスループットの４分の１又は２５％を占めることになる。
これは、明らかに好ましくない。
【００２２】
条件＃２は、条件＃１と同じ問題を引き起こす。この場合、Ｒ－Ｓチェックバイトがオー
バーヘッドフレーミングバイトと交換される。
【００２３】
　条件＃３により、データレートが低い場合、大きなコードワード構成を採ることができ
ない。ＡＤＳＬにおけるＲ－Ｓコードワードは、最大２５５ビットを有することが可能と
なる。コードゲインは、最大の２５５ビット付近になった場合の最大値が得られる。デー
タレートが低い場合、すなわち、１２８ｋｂｐｓ又は４バイトである場合、コードワード
サイズの最大値は、Ｇ．９９２．２のシステム用には８ｘ４＝３２バイト、Ｇ．９９２．
１およびＴ１．４１３のシステム用には１６ｘ４＝６４となる。この場合、コードゲイン
は、コードワードが２５５バイトに近づくものよりも実質的に低い。
【００２４】
通常、データレートが低い場合、例えば、１２８ｋｂｐｓ又はシンボル毎に４バイトであ
る場合、上述の条件によってオーバーヘッドフレーミング用に１バイトが用いられるとと
もに、１バイトがＲ－Ｓチェックバイトによって占められる。したがって、利用可能なス
ループットの５０％がペイロード用に用いられず、Ｒ－Ｓコードワードのサイズが最大６
４バイトとなる、これにより、コードゲインがほとんどなくなる。
【００２５】
条件＃４は、モデムの、その通信パラメーターをオンラインで動的方法で適合させる能力
に影響を与える。
【００２６】
　Ｇ．９９２．１およびＴ１．４１３は、ダイナミックレート適合(DRA)と呼ばれるオン
ラインレートでの適合メカニズムを規定しているが、これらの規格は、データレートの変
更がとぎれなく行われないことを明示している。通常、既存のＡＤＳＬ　ＤＭＴモデムは
、チャネル変更へのオンライン適合の方法としてビットスワッピング(bit swapping)およ
びダイナミックレート適合(DRA)を用いる。ビットスワッピングは、特定の対象(specific
)に割り当てられたビットの数を修正する方法としてＩＴＵおよびＡＮＳＩ規格に規定さ
れている。ビットスワッピングは、とぎれがなく、すなわち、この方法はデータの送受信
を中断させない。しかし、ビットスワッピングによっては、データレートの変更を行うこ
とができない。ビットスワッピングは、データレートを同じに維持するとともに、キャリ
アに割り当てられるビット数を変更することしかできない。このことは、ＢＡＴ内のビッ
トの総数（ＮＢＡＴ）を増減させることなしにＢＡＴテーブルの入力項目を変更すること
と同じことである。
【００２７】
ＤＲＡは、データレートの変更を可能にするが、とぎれなく行われなわれるものではない
。また、ＤＲＡは、データレートに関する最終的な決定を行うため、電話局（Central Of
ice、ＣＯ)内にモデムを設置する必要があるので非常に遅い。（ＣＯがマスタとなる）こ
の方法は、電話会社によりサービスが提供され、管理がなされるよう構成されるＡＤＳＬ
モデムにおいて一般的である。
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【００２８】
ビットスワッピングおよびＤＲＡの双方は、ＡＮＳＩ　Ｔ１．４１３ならびにＧ９９２．
１およびＧ．９９２．２で規定された変更を処理する特定のプロトコルを用いる。このプ
ロトコルは、組み込みチャネルである(embeded channel)ＡＯＣチャネルを通じて送られ
たメッセージを用いて前記パラメーターを処理する。このプロトコルは、パルスおよひ高
ノイズレベルに弱い。メッセージが壊れた場合、送信機および受信機は、異なったパラメ
ーター（すなわち、ＢＡＴ、データレート、Ｒ－Ｓコードワード長さ、インタリーバー深
さ等）を用いる状況になる。二つの通信モデムが、通信パラメーターの不一致を生じさせ
る状況になった場合、データはエラー信号を受け取り、復元エラーのない通信に戻すため
にモデムには、結局、（完全に再初期化する等の）抜本策を講じることが要求される。完
全に再初期化する等の抜本策を講じると、サービスが、規格に準拠したＡＤＳＬモデムが
再初期化に必要とされる時間である１０秒程度中断されてしまう。
【００２９】
トランシーバーは、送信機および受信機の両方を有している。受信機は、図１に示す送信
機と同じブロックを有している。この受信機は、デコーダー、デインターリーバーおよび
復調器を含むモジュールを有している。動作時、受信機は、送信機から送信されたアナロ
グ形式のデータを受け、必要に応じてかかる信号を増幅器で増幅し、ノイズ成分を除去し
、分離させるために信号をフィルタリングし、アナログ／デジタル変換器を用いてそのア
ナログ信号をデジタル信号に変換し、復調器を用いることにより、キャリアサブチャネル
から受信ビットストリームを取り出すために当該信号を復調し、デインターリーバーを用
いて前記ビットストリームをデインターリーブし、エラーを訂正するためにＦＥＣデコー
ダを用いてＦＥＣデコーデイングを実行し、デスクランブラを用いて前記ビットストリー
ムのスクランブルを解き、ＣＲＣも用いて前記ビットストリームのビットエラーを検出す
る。様々な半導体チップメーカーが、送信機又は受信機、又は、その両方の機能を実行す
るハードウエアおよびソフトウエアを供給している。
【００３０】
したがって、ＤＭＴ通信システムを改良するニーズがあることは、明らかである。従って
、本発明の主な目的は、上述の問題点を克服する、改良されたＤＭＴ通信システムを提供
することにある。
【００３１】
発明の概要
本発明の原理は、動作中に送信ビットレートをとぎれなく変更するＡＤＳＬ　ＤＭＴシス
テムおよび方法を提供する。このＡＤＳＬ　ＤＭＴシステムおよび方法は、送信機又は受
信のいずれかによって開始された動作の間、送信ビットレートをとぎなく変更することを
可能とするプロトコルによって動作する。また、本ＡＤＳＬ　ＤＭＴシステムおよび方法
は、運転中にフルパワーから低パワーまでパワーレベルが変化するのに合わせて送信ビッ
トレートを連続的に変化させることができる。
【００３２】
本発明の一つの側面は、マルチキャリア通信システムにおいて送信ビットレートをとぎれ
なく変更させる方法に関する。この方法は、特定のコードワードサイズを有するとともに
、フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを提供
するステップを有している。また、この方法は、前記複数のコードワードをインターリー
ブするためのインターリーブパラメータを提供するステップを含んでいる。さらに、この
方法は、第一の複数コードワードを第一の送信ビットレートで送信するステップと、前記
第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに変更するステップ、および　第二の
複数コードワードを第二の送信ビットレートで送信するステップ；を備えており、前記第
一の複数コードワードに用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコ
ードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、
送信ビットレートをとぎれ無く変更するため前記第二の複数コードワード用に使用される
ことを特徴としている。
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【００３３】
ある実施形態において、第一の送信ビットレートで送信するということは、第一のビット
割り当てテーブルによって決定されるような第一のＤＭＴシンボルに、第一のビット数を
割り当てることを含む。第二の送信ビットレートで送信するということは、第二のビット
割り当てテーブルによって決定されるような第二のＤＭＴシンボルに、第二のビット数を
割り当てることを含む。他の実施形態において、第一および第二送信レートで送信された
ＤＭＴシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定である。パリテイービット率
は、ＤＭＴシンボルにおけるパリテイービットの数を、そのＤＭＴシンボルに用いられる
ビット割り当てテーブル内のビット総数で割ったものである。
【００３４】
本発明の他の側面は、マルチキャリア通信システムにおいて送信ビットレートをとぎれな
く変更させる他の方法に関する。この方法は、各コードワードにフォワードエラー訂正用
の特定数のパリテイービットを含み、特定のコードワードサイズを有する複数のコードワ
ードを提供するステップを含んでいる。また、この方法は、キャリアサブチャネルに対し
、コードワードを第一送信ビットレートで送信するための第一の割り当てテーブルを用い
て第一の複数コードワードのビットを割り当てるステップと、前記第一の複数コードワー
ドを第一送信ビットレートで送信するステップを備えている。さらに、この方法は、キャ
リアサブチャネルに対し、コードワードを第二送信ビットレートで送信するための第二の
割り当てテーブルを用いて第二の複数コードワードのビットを割り当てるステップと、前
記第二複数コードワードを送ることにより、送信を前記第一送信ビットレートから前記第
二送信ビットレートへと変更するステップとを有している。前記第一の複数コードワード
のおのおのを送信する際に用いられる前記特定のコードワードサイズおよびフォワードエ
ラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、送信ビットレートをとぎれなく変更させ
るため、前記第二の複数コードワードのおのおのを送信する際に用いられる。
【００３５】
他の実施形態において、この方法は、特定のインターリーブパラメータに基づき前記第一
および前記第二の複数コードワードをインターリーブするステップを備えている。前記第
一の複数コードワードをインターリーブするために用いられる前記特定のインターリーブ
パラメータは、前記第二の複数コードワードをインターリーブするために用いられる前記
特定インターリーブパラメータと同じである。また、他の実施形態において、この方法は
、特定のインターリーブパラメータに基づいて前記第一および前記第二の複数コードワー
ドをインターリーブするステップを備えている。前記第一の複数コードワードをインター
リーブするために用いられる前記特定のインターリーブパラメータは、前記第二の複数コ
ードワードをインターリーブするために用いられる前記特定インターリーブパラメータと
同じである。他の実施形態において、前記第一送信ビットレートで送信するステップは、
第一のビット割り当てテーブルによって決定されるような第一のＤＭＴシンボルに第一の
ビット数を割り当てるステップを備えている。前記第二送信ビットレートで送信するステ
ップは、第二のビット割り当てテーブルによって決定されるような第二のＤＭＴシンボル
に第二のビット数を割り当てるステップを含む。また、他の実施形態において、第一およ
び第二送信レートで送信されたＤＭＴシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一
定である。
【００３６】
本発明の別の側面は、マルチキャリア通信システムにおいて受信ビットレートをとぎれな
く変更させる他の方法に関する。この方法は、おのおのがフォワードエラー訂正用の特定
数のパリテイービットを含み、コードワードサイズを有する複数のコードワードを提供す
るステップを有している。また、この方法は、第一受信ビットレートでキャリアサブチャ
ネルから第一の複数コードワードを受信するステップと、第一の割り当てテーブルを用い
て、前記第一の複数コードワードのビットを復調するステップを含んでいる。さらに、こ
の方法は、受信を前記第一受信ビットレートから前記第二受信ビットレートへと変更する
ステップと、第二の受信ビットレートでキャリアサブチャネルから第二の複数コードワー
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ドを受信するステップと、第二の割り当てテーブルを用いて、第二の複数コードワードの
ビットを復調するステップを含んでいる。前記第一の複数コードワードのおのおのを復調
する際に用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードサイ
ズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、受信ビットレー
トをとぎれなく変更させるため、前記第二の複数コードワードのおのおのを復調する際に
用いられる。ある実施形態において、第一および第二受信レートで受信されたＤＭＴシン
ボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定である。
【００３７】
本発明のさらに別の側面において、本発明は、マルチキャリアシステムにおいて送信ビッ
トレートをとぎれなく変更させる別の方法に関する。この方法は、特定のコードワードサ
イズを有するとともに、フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数
のコードワードを提供するステップを有している。また、この方法は、特定のデインター
リーブパラメータを提供するステップを含んでいる。さらに、この方法は、第一受信ビッ
トレートで第一の複数コードワードを受信するステップと、前記第一受信ビットレートを
第二受信ビットレートへ変更するステップと、第一の複数コードワードを第二受信ビット
レートで受信するステップを備えている。前記第一の複数コードワードに用いられる前記
特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードサイズ、およびフォワードエ
ラー訂正用の前記特定数のパリテイービットは、受信ビットレートをとぎれ無く変更する
ため前記第二の複数コードワード用に使用される。
【００３８】
ある実施形態において、前記第一受信ビットレートで受信するステップは、第一のビット
割り当てテーブルによって決定されるような第一のＤＭＴシンボルの第一のビット数を復
調するステップを含んでいる。また、前記第二受信ビットレートで受信するステップは、
第二のビット割り当てテーブルによって決定されたように第二のＤＭＴシンボルの第二の
ビット数を復調するステップを含む。さらに、他の実施形態において、第一および第二受
信レートで受信されたＤＭＴシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定である
。
【００３９】
また、さらに別の側面において、本発明は、送信ビットレートをとぎれなく変更させるマ
ルチキャリアシステムに関する。かかるマルチキャリアシステムは、特定のコードワード
サイズを有するとともに、フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複
数のコ－ドワードを作り出すエンコーダを含んでいる。また、このマルチキャリアシステ
ムは、前記エンコーダと関連するインターリーバーであって、特定のインターリーブパラ
メータに基づき前記複数のコ－ドワードをインターリーブするインターリーバーを含んで
いる。さらに、このマルチキャリアシステムは、前記インターリーバーと関連する変調器
を備えている。当該変調器は、第一送信ビットレートで送信を行うため、インターリーブ
された各コードワードをキャリアサブチャネルに割り当てるとともに、第二送信ビットレ
ートで送信を行うため、前記ビットの割り当てを変更する。前記特定のインターリーブパ
ラメータ、特定のコードワードサイズ、およびフォワードエラー訂正用の前記特定数のパ
リテイービットは、第二送信ビットレートで送信を行うために前記変調器がビットの割り
当てを変更した後でも変化せず、これにより、送信ビットレートをとぎれなく変更するこ
とができる。
【００４０】
ある実施形態において、前記変調器は、第一のビット割り当てテーブルによって決定され
る第一のビット数を有する第一ＤＭＴシンボルを、第一の送信ビットレートで送信すると
ともに、第二のビット割り当てテーブルによって決定される第二のビット数を有する第二
ＤＭＴシンボルを、第二の送信ビットレートで送信する。また、別の実施形態において、
前記変調器は、第一ＤＭＴシンボルを第一の送信ビットレートで、第二ＤＭＴシンボルを
第二の送信ビットレートで送信する。この実施形態において、前記第一および前記第二送
信レートで送信されたＤＭＴシンボル用のパリテイービット率の平均値はほぼ一定である
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【００４１】
また、別の側面において、本発明は、受信ビットレートをとぎれなく変更するマルチキャ
リア通信システムにおける受信機に関する。この受信機は、第一の複数のインターリーブ
済みコードワードを作り出すために第一受信ビットレートで動作するとともに、第二の複
数のインターリーブ済みコードワードを作り出すため、動作を第二受信ビットレートに変
更する復調器を備えている。各コードワードは、特定のコードワードサイズを有するとと
もに、エラー訂正用の特定数のパリテイービットを含んでいる。また、この受信機は、前
記復調器と関連するデインターリーバであって、特定のインターリーブパラメータに基づ
き、前記第一および前記第二の複数インターリーブ済みコードワードをデインターリーブ
するデインターリーバを含んでいる。さらに、かかる受信機は、前記第一および前記第二
の複数インターリーブ済みコードワードを受信しデコードするため、前記復調器と協働す
るデコーダを備えている。受信ビットレートをとぎれ無く変更するため、前記第一の複数
インターリーブ済みコードワードのデインターリーブに用いられる前記特定のインターリ
ーブパラメータは、前記第二の複数インターリーブ済みコードワードのデインターリーブ
に用いられる特定のインターリーブパラメータと同じであり、前記第一の複数デインター
リーブ済みコードワードをデコードするために用いられる前記特定のコードワードサイズ
および前記エラー訂正用の特定数のパリテイービットは、前記第二の複数デインターリー
ブ済みコードワードをデコードするために用いられる特定のコードワードサイズおよびエ
ラー訂正用の特定数のパリテイービットと同じである。
【００４２】
ある実施形態において、前記復調器は第一のＤＭＴシンボルを前記第一受信ビットレート
で受信するとともに、第二のＤＭＴシンボルを前記第二受信ビットレートで受信し、前記
第一ＤＭＴシンボルは、第一のビット割り当てテーブルにより決定される第一のビット数
を有しており、前記第二ＤＭＴシンボルは、第二のビット割り当てテーブルにより決定さ
れる第二のビット数を有している。他の実施形態において、前記復調器により前記第一お
よび前記第二受信レートで受信されたＤＭＴシンボル用のパリテイービット率の平均値は
ほぼ一定である。
【００４３】
他の側面において、本発明は、マルチキャリア通信システムにおいてデータを変調する方
法に関する。この方法は、受信機に対する送信のため、おのおのが特定数のビットを有す
るデジタル加入者線(DSL)コードワードの流れを供給するステップを有している。また、
この方法は、前記マルチキャリア通信システムの送信レート能力により決定される多数の
ビットを有するデイスクリートマルチトーン(discrete multitone)記号を形成するため、
コードワードの流れを変調するステップを備えている。この方法においては、前記ＤＳＬ
コードワードにおけるビット数は、前記ＤＭＴシンボルにおけるビット数の非整数倍(non
-integer multiple)である。
【００４４】
また、他の側面において、本発明は、マルチキャリア通信システムにおいて送信レートを
とぎれなく変更する方法に関する。前記方法は、特定のコードワードサイズを有するとと
もに、フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを
提供するステップを有している。この方法は、第一の複数コードワードを第一の送信ビッ
トレートで送信するステップ、前記第一の送信ビットレートを第二の送信ビットレートに
変更するステップ、および第二の複数コードワードを前記第二の送信ビットレートで送信
するステップを備えている。送信ビットレートをとぎれ無く変更するため、前記第一の複
数コードワードに用いられるフォワードエラー訂正用の前記特定のコードワードサイズお
よび前記特定数のパリテイービットは、前記第二の複数コードワード用に使用される。
【００４５】
また、さらに別の側面において、本発明は、マルチキャリア通信システムにおいて受信レ
ートをとぎれなく変更する方法に関する。この方法は、特定のコードワードサイズを有す
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るとともに、フォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワ
ードを提供するステップを有する。また、この方法は、第一の割り当てテーブルを用いて
、第一の複数コードワードのビットを第一受信ビットレートで受信するステップ、第二の
割り当てテーブルを用いて、前記第一受信ビットレートを第二受信ビットレートに変更す
るステップ、および　第二の複数コードワードのビットを前記第二受信ビットレートで受
信するステップを備えている。受信レートをとぎれなく変更するため、前記第一の複数コ
ードワードに用いられる前記特定のコードワードサイズおよびフォワードエラー訂正用の
前記特定数のパリテイービットは、前記第二の複数コードワードのために用いられ、前記
第一の割り当てテーブル内のビット数は、前記第二の割り当てテーブル内のビット数と異
なる。
【００４６】
ある側面において、本発明は、送信ビットレートをとぎれなく変更する方法に関する。こ
の方法は、送信機および受信機を含むマルチキャリア通信システムを用いる。前記送信機
および前記受信機は、特定のコードワードサイズを有するとともにフォワードエラー訂正
用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを第一送信レートで送信するた
めに第一ビット割り当てテーブル、および前記複数のコードワードをインターリーブする
ため特定のインターリーブパラメータを用いる。この方法は、送信ビットレートを第一送
信ビットレートから第二送信ビットレートに変更するためにメッセージを送信するステッ
プを有している。また、この方法は、前記第二送信ビットレートで送信を行うため、前記
受信機および前記送信機において第二のビット割り当てテーブルを用いるステップを有し
ている。さらに、この方法は、前記受信機および前記送信機間で同期させて前記第二のビ
ット割り当てテーブルを使用するステップを含んでいる。また、方法は、受信レートをと
ぎれなく変更するため、前記第一の送信ビットレートでコードワードを送信するために用
いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定のコードワードおよびフォワー
ドエラー訂正用の特定数のパリテイービットと同じものを用いて前記第二送信ビットレー
トでコードワードを送信するステップを備えている。
【００４７】
ある実施形態においては、前記メッセージは、前記第二のビットレート割り当てテーブル
を含んでいる。別の実施形態では、前記受信機は、前記メッセージを前記送信機に送信す
る。また、別の実施形態において、前記方法は、さらに、送信機および受信機にビット割
り当てテーブルを記憶するステップを備え、前記メッセージは、記憶されたどのビット割
り当てテーブルが前記第二のビットレート割り当てテーブルとして用いられるかを特定す
る。また、さらに別の実施形態において、前記送信機は、前記受信機に前記メッセージを
送信する。別の実施形態では、前記同期ステップは、フラグ信号を送るステップを含む。
また、別の実施形態では、前記フラグ信号は、所定信号である。さらに、別の実施形態で
は、前記所定信号は、所定の位相変位を伴う同期記号である。別の実施形態では、前記所
定信号は、反転同期記号(inverted sync signal)である。
【００４８】
また、別の実施形態において、前記方法は、さらに、複数のＤＭＴシンボルを前記第一送
信ビットレートで送信するために前記第一のビット割り当てテーブルを用いるステップ、
および前記複数のＤＭＴシンボルを前記第二送信ビットレートで送信するために前記第二
のビット割り当てテーブルに切り換えるステップを備えている。この実施形態において、
前記第二のビット割り当てテーブルは、前記フラグ信号送信後の所定のＤＭＴシンボルの
一つから始まる通信用に用いられる。また、他の実施形態において、前記所定のＤＭＴシ
ンボルは、前記フラグ信号送信後の最初のフラグ信号である。さらに、他の実施形態にお
いて、前記送信機は、前記受信機に前記フラグ信号を送信する。また、さらに他の実施形
態において、前記受信機は、前記送信機に前記フラグ信号を送信する。さらに、別の実施
形態において、各ビット割り当てテーブルは、各キャリアチャネルの送信パワーレベルを
特定する。また、さらに別の実施形態において、各ビット割り当てテーブルは、複数遅延
パス(multiple latency path)を有するマルチキャリアシステムにおいて、各遅延パス用
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のキャリアサブチャネルへのビットの割り当てを特定する。
【００４９】
ある側面において、本発明は、第一パワーモードから第二パワーモードにとぎれなく入る
方法に関する。この方法は、送信機および受信機を含むマルチキャリア通信システムを用
いる。前記送信機および前記受信機は、特定のコードワードサイズを有するとともにフォ
ワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを、第一パワ
ーモードにおいて第一送信レートで送信するために第一ビット割り当てテーブルを用いる
。前記複数のコードワードは、特定のコードワードサイズを有するとともにフォワードエ
ラー訂正用の特定数のパリテイービットを含む複数のコードワードを、第一パワーモード
において第一送信レートで送信するために第一ビット割り当てテーブル、および前記複数
のコードワードをインターリーブするため特定のインターリーブパラメータを有している
。かかる方法は、前記第二パワーモードにおいてコードワードを第二送信ビットレートで
送信するため、第二のビット割り当てテーブルを前記受信機および前記送信機に記憶する
ステップを有する。また、この方法は、前記受信機および前記送信機間で同期させて前記
第二のビット割り当てテーブルを使用するステップ、およびコードワードを送信するため
、前記第二のビット割り当てテーブルを用いて前記第二パワーモードに入るステップを備
えている。パワーモードをとぎれなく変更するため、前記第一パワーモードにおいてコー
ドワードを送信するために用いられる前記特定のインターリーブパラメータ、前記特定の
コードワード、およびフォワードエラー訂正用の特定数のパリテイービットは、前記第二
パワーモードにおいてコードワードを送信するためにも用いられる。
【００５０】
ある実施形態において、前記同期ステップは、フラグ信号を送るステップを含む。また、
別の実施形態において、前記フラグ信号は、所定信号である。さらに、別の実施形態にお
いて、前記所定信号は、所定の位相変位を伴う同期記号である。また、さらに別の実施形
態において、前記所定信号は、反転同期記号である。また、他の実施形態において、前記
送信機は、前記受信機に前記フラグ信号を送信する。さらに、他の実施形態において、前
記受信機は、前記送信機に前記フラグ信号を送信する。さらに、また他の実施形態におい
て、前記第二パワーモードは低パワーモードである。
【００５１】
他の実施形態において、前記方法は、さらに、前記低パワーモードにおいて送信ビットレ
ートが毎秒約ゼロキロビットとなるよう、キャリア信号に対してゼロビットを割り当てる
ステップを備える。また、他の実施形態において、前記方法は、さらに、前記低パワーモ
ードで動作している時、タイミングを回復するためパイロット・トーン(pilot tone)を送
信するステップを備えている。
【００５２】
さらに、他の実施形態において、前記方法は、さらに、複数のＤＭＴシンボルを前記第一
パワーモードにおいて送信するために前記第一のビット割り当てテーブルを用いるステッ
プ、および前記複数のＤＭＴシンボルを前記第二パワーモードにおいて送信するために前
記第二のビット割り当てテーブルに切り換えるステップを備えている。前記第二のビット
割り当てテーブルは、前記フラグ信号送信後の所定のＤＭＴシンボルの一つから始まる通
信用に用いられる。また、他の実施形態において、前記所定のＤＭＴシンボルは、前記フ
ラグ信号送信後の最初のフラグ信号である。
【００５３】
また、別の実施形態において、前記第二パワーモードは、フルパワーモードである。さら
に、別の実施形態において、前記第一パワーモードは、フルパワーモードであり、前記第
二パワーモードは低パワーモードである。さらに、また別の実施形態において、前記第一
パワーモードは、低パワーモードであり、前記第二パワーモードは、フルパワーモードで
ある。
【００５４】
【詳細な説明】
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本発明の原理によれば、上述の図１に示すような送信機、および受信機を含むトランシー
バーを用いるようにしてもよい。通常、ＡＤＳＬシステムは、特定方向における各通信用
に送信機および受信機の両方を備えている。以下の説明では、ＡＤＳＬ　ＤＭＴ送信機が
デジタル入力を受信して、ツイストペア(twisted wire pair)等の通信線を介してアナロ
グ信号を送信する。かかる送信は、他の種類の線、光ファイバーケーブル、および／また
は　ワイヤレス接続を含む媒体を介して行うことができる。送信された信号を用いるため
、通信線の遠隔側にある第二トランシーバーは、コンピュータ又はデジタルテレビ等の装
置に用いるため、受信したアナログ信号をデジタル信号のストリームに変換する受信機を
含んでいる。一対のトランシーバーを用いる双方向通信では、各トランシーバーは、送信
機と受信機を備えており、その通信機は相手の受信機に情報を送信し、その受信機は相手
の送信機から情報を受信する。
【００５５】
本発明は、そのシステムのビットレートをオンラインでとぎれなく適合させる能力を有す
るＤＭＴシステムについて説明する。かかるＤＭＴシステムは、前述のとぎれのない適合
を実行するための、丈夫で、しかも高速なプロトコルをも提供する。さらに、このＤＭＴ
システムは、従来のＤＭＴと比べてオーバーヘッドを減少させるフレーミングおよびエン
コーデイング方法を提供する。この新しいフレーミングおよびエンコーデイング方法は、
とぎれなくレート適合を行う能力を有するシステムを可能にする。
【００５６】
チャネル特性が変化し、又はＡＤＳＬ上で作動するアプリケーションが変わってしまうの
で、モデムのデータレートは、処理後に変更するのが好ましい。チャネル特性の変化の例
には、ラインのノイズの変化、同じ線又は束(bundle)における他のサービスとの混信の程
度の変化、レベルおよび無線周波数干渉信号の侵入に関する変化、温度変化による線のイ
ンピーダンスの変化、線に接続された機器の状態変化（電話がオンフックからオフフック
になる、又はその逆）等が含まれる。アプリケーションの変更の例には、ＰＣの停電モー
ド(power down mode)への変更、ユーザがインターネットのブラウジングから双方向のビ
デオ会議に変更したこと、ユーザがインターネットのブラウジングからインターネットブ
ラウジングを伴う又はそれを伴わないＤＳＬを介した音声通信(Voice)に変更したこと等
が含まれる。かかる場合のデータレートの変更が、とぎれのない方法、すなわち、データ
ビットエラーなしで又はサービスの中断なしで行われることが非常に好ましい。しかし、
従来技術の規格によって特定されたＤＭＴ　ＡＤＳＬモデムでは、データレートの適合を
とぎれなく行うことができない。
【００５７】
前述の条件＃４は、Ｒ－Ｓコーデイング、インターリービングおよびフレーミングパラメ
ーターを修正することなくＢＡＴのサイズを変更することはできない。ＢＡＴ、およびＮ

ＢＡＴが動作中に変更できる、すなわち、ＤＭＴシンボルにおけるキャリアにより多く又
は少ないビットが割り当てられるのであれば、データレートを変更することができる。条
件＃４は、ＢＡＴにおけるビット数ＮＢＡＴ が変更されると、Ｒ－Ｓコードワードのサ
イズ（これによりインターリービングパラメーター）も変更しなければならない。オンラ
インでインターリービングおよびコーデイングパラメーターを変更するには、インターリ
ーバーの再初期化を行うことが必要となる。インターリーバーを再初期化すると、インタ
ーリービングメモリを常に”消去”してしまうことになる。かかるメモリの消去がなされ
ると、データエラーを生じさせてしまうとともに、伝送がとぎれのないものでなくなって
しまう。
【００５８】
ＤＭＴ　ＡＤＳＬシステムに、データレート変更をとぎれなく行わせるため、本発明は、
以下に関する：
１．　ＤＭＴシンボル毎により小さいオーバーヘッドデータを割り当てる、より効率の高
いデータのフレーミングおよびエンコーデイング方法であって、これにより、ユーザのビ
ットレートを早くすること；



(19) JP 4608104 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

２．　オンラインで（すなわち、動作中に）データレートをとぎれのない方法で動的に適
合させる能力を有する新しいＡＤＳＬシステムを提供すること；および
３．　このようなとぎれのない適合を実行するための、丈夫で、しかも高速な新しいプロ
トコルを提供し、これにより、高いレベルのノイズが存在する場合であってもデータレー
トをうまく変更することのできること。
【００５９】
一定の割合のオーバーヘッドによるフレーミング
　一つの実施形態においては、ＤＭＴ　ＡＤＳＬシステムにおけるオーバーヘッド（ペイ
ロードではない）データを減少させるフレーミング方法を説明する。図２は、少なくとも
一のフレーミングオーバーヘッドバイト２０２、一以上のペイロードバイト２０４および
一以上のチェックバイト２０６を含むＡＤＳＬフレームおよびＲ－Ｓコードワードを表す
ダイアグラム２００を示す。このフレーミング方法は、とぎれのないデータレート適合を
も可能にする。上述のように、既存のＡＤＳＬシステムは、ＡＤＳＬフレーム、Ｒ－Ｓコ
ードワードおよびＤＭＴシンボルに対して、制限および要求事項を課している。本発明の
原理に基づいて構成されたシステムは、ＡＤＳＬフレームおよびＲ－ＳコードワードをＤ
ＭＴシンボルから分離させる。かかる分離によって、システムは、ＤＭＴシンボル毎に小
さいオーバーヘッドデータを有し、オンラインでレートの変更をとぎれなく実行できるよ
うになる。本発明の原理によれば、ＡＤＳＬフレームおよびＲ－Ｓコードワードは、同じ
長さを有するとともに、位置を合わせる(aligned)よう構成される（図２参照）。かかる
Ｒ－Ｓコードワードは、コーデイングゲインを最大化させるため十分な大きさに作られて
いる。Ｒ－Ｓコードワード（したがって、ＡＤＳＬフレーム）のサイズは、開始時又はあ
らかじめ設定することができる。ＡＤＳＬフレーム中には、固定値のＲ－Ｓチェックバイ
トおよびオーバーヘッドフレミングバイトが含まれている。これらのパラメーターも、開
始時に又はあらかじめ設定することができる。
【００６０】
　従来のＤＭＴシンボルと違い、本発明の原理に基づいて生成されたＤＭＴシンボルは、
ＡＤＳＬフレームおよびＲ－Ｓコードワードとは位置が揃っていない。また、ＤＭＴシン
ボル内のビット数もデータレート要求および構成のみによって決まり、Ｒ－Ｓコードワー
ドのサイズ、インターリーバー深さ、およびＡＤＳＬフレームのサイズとは無関係である
。ＤＭＴシンボル内のビット数が、他のフレーミング、コーデイング又はインターリービ
ング制限に関係なくモデムのデータレートを決定する。オーバーヘッドバイトは、ＡＤＳ
Ｌフレームレイヤにおいて加えられるので、ＤＭＴシンボルは、固定数のオーバーヘッド
バイトを含む必要がない。例えば、１２８ｋｂｐｓのようにデータレートが低くなると、
オーバーヘッドバイトも低いままである。特に、このフレーミング方法は、決まった数の
オーバーヘッドバイトではなく、決まった割合のオーバーヘッドデータをデータストリー
ムに割り当てる。かかる割合は、モデムのデータレートが変化してもこの割合は変化しな
い（既存のＡＤＳＬモデムと同様に）。従来の規格に準拠したフレーミング方法の例を以
下で考慮してみる。
【００６１】
従来技術の例＃１
ライン容量は、ＤＭＴシンボル当たり１９２バイト（６．１４４Ｍｂｐｓ）である。１６
のチェックバイトと１のオーバヘッドフレーミングバイト（ＡＮＳＩＴ１．４１３のフレ
ーミングモード＃３と仮定すると）を含むコードワードサイズは、１９２である。ＤＭＴ
シンボル当たりのフレーミングオーバーヘッド（すなわち、チェックバイト＋オーバーヘ
ッドフレーミングバイト）の総数は、１６＋１＝１７であり、したがって、フレーミング
オーバーヘッドは、１７／１９２の結果である利用可能なスループットの８．８％となる
。
【００６２】
従来技術の例＃２
ライン容量は、４バイト（１２８ｋｂｐｓ）である。コードワードは、１６個のＤＭＴシ
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ンボル、すなわち、１６ｘ４＝６４バイトから構成されている。また、１６個のＲ－Ｓチ
ェックバイト（ＤＭＴ毎に１チェックバイト）および１個のオーバーヘッドフレーミング
バイト（ＡＮＳＩＴ１．４１３のフレーミングモード＃３と仮定すると）がある。ＤＭＴ
シンボル当たりのフレーミングオーバーヘッド（チェックバイト＋オーバーヘッドフレー
ミングバイト）の総数は、１＋１＝２であり、したがって、フレーミングオーバーヘッド
は、２／４の結果である利用可能なスループットの５０％となる。これは、非常に効率が
悪い。
【００６３】
本発明のフレーミング方法の実施形態の例は、コンスタントパーセンテージオーバーヘッ
ド法(Constant Percentage Overhead Method)と呼ばれる次のような結果をもたらす：
例＃１
これは、規格に準拠した処理の例(従来技術の例＃１）とまったく同じである。コードワ
ードサイズ、ＤＭＴシンボルサイズおよびオーバーヘッドは、同じである。したがって、
フレーミングオーバーヘッドも、１７／１９２の結果である利用可能なスループットの８
．８％である。
【００６４】
例＃２
ライン容量は、４バイト（１２８ｋｂｐｓ）である。コードワードは、ＤＭＴシンボルと
関係なく構成されており、したがって、１９２バイト（一例として）に設定することもで
きる。これは、ＡＤＳＬフレームのサイズでもある。我々は、コードワードまたはＡＤＳ
Ｌフレーム毎に１６個のＲ－Ｓバイトおよび１のオーバーヘッドフレーミングバイトを用
いている。１個のコードワード内に１９２／４＝４８個のＤＭＴシンボルがある。４８個
のＤＭＴシンボル当たりのオーバーヘッドの総数（チェックバイト＋オーバーヘッドフレ
ーミングバイト）は、１＋１６＝１７バイト、すなわち、１個のＤＭＴシンボル当たり１
７／４８＝０．３５バイトである。フレーミングオーバーヘッドは、０．３５／４の結果
である利用可能なスループットの８．８％である。
【００６５】
例＃１および例＃２から、本発明の原理が、データレート又はライン能力に拘わらず、利
用可能なスループットの一定割合のフレーミングオーバーヘッドを達成する方法を提供す
ることは明らかである。これらの例において、フレーミングオーバーヘッドは、６Ｍｂｐ
ｓおよび１２８ｋｂｐｓの両方の８．８％であった。
【００６６】
シームレスレート適合（ＳＲＡ）を行うシステム
本発明で説明するフレーミング方法の他の利点としては、とぎれのないオンラインレート
適合を可能にすることが挙げられる。シームレスレート適合（ＳＲＡ）は、ＤＭＴシンボ
ルのＢＡＴ、すなわち、マルチキャリアシステム内の各サブチャネル毎に割り当てられる
ビット数を変更することにより、達成される。上述のように、ＢＡＴを変更することによ
り、ＤＭＴシンボル当たりのビット数が変化し、これによりシステムのデータビットレー
トが変化する。ある実施形態において、ＤＭＴシンボルのサイズは、ＲＳコーデイング、
インターリービングおよびフレーミングのパラメーターを変更させることなく変化する。
上述のコンスタントパーセンテージオーバーヘッドフレーミング法は、ＤＭＴシンボルと
ＲーＳコードワード又はＡＤＳＬフレームとの間の関係に関して従来技術によって課され
ていた制限を除去するので、このことが可能となる。Ｒ－Ｓコーデイングおよびインター
リービングパラメーターは変わらないので、これらの機能と関連するパラメーターの変更
に関連するインターリーバーの消去および他の問題は、生じない。トランシーバーは、エ
ラー又はサービスの中断なしにデータレートを適合させることができる。変更する必要の
あるパラメーターは、ＢＡＴだけである。
【００６７】
このＢＡＴは、送信機および受信機の両方において、まったく同時に、すなわち、まった
く同じＤＭＴシンボルに関して、変更しなければならない。受信機がそうする前に送信機
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が送信用に新しいＢＡＴの使用を開始すると、データは正確に復調されず、ビットエラー
が生じる。また、送信機がそうする前に受信機が新しいＢＡＴの使用を開始すると、同じ
エラーが生じる。このような理由から、送受信用の新しいＢＡＴを用いた通信は、送信機
および受信機において同期の必要がある。ある実施形態において、本発明の原理は、新た
なＢＡＴを用いることにより同期がとられた通信(synchronized transmission)を可能に
するプロトコルを提供する。
【００６８】
また、このプロトコルは、チャネルノイズが存在しても、とても丈夫であるということは
、非常に重要なことである。例えば、かかるプロトコルが破損(fails)し、受信機が送信
機と同時に新しいＢＡＴに切り換えることができない場合、ビットエラーが生じ、通信が
とぎれてしまう。さらに、送信機および受信機が異なるＢＡＴを使用している場合、最大
１０秒ものサービスの中断を引き起こす接続の再初期化を実行することなくエラーのない
リンクを再構築するのは非常に困難である。
【００６９】
新しいデータレートでの動作は、瞬間的に行われるので、ＢＡＴ間の伝送を高速で行うこ
とも非常に重要である。一例として、一定のデータレートにおいて、チャネルのＳＮ比が
突然低下すると、エラーになるビット数が増加する。多くのビットがエラー状態で受信さ
れるので、データレートの変更が必要となる。このような状況においては、ビットがエラ
ー状態で受信される状況から脱するため、できるだけ早くデータレートを変更することが
望ましい。他の例としては、ＡＤＳＬリンク上を伝送されているアプリケーションを変更
することにより、データレートを変更させることができる。例えば、あるユーザがインタ
ーネットをブラウジングし、次に、別のユーザが、ＡＤＳＬ接続のボイスオーバーＤＳＬ
能力(Voice over DSL capability)を用いてデータビットの流れにのせてボイスコールを
したい場合、既存のトラフィックとは別の通話に適応するためにシステムのデータレート
を瞬時に変更する必要がある。
【００７０】
このような要求事項から、ＳＲＡプロトコルが以下のことを提供する必要があるのは明ら
かである：
a. 　新しいＢＡＴに対する送信機と受信機の通信を同期させる方法；
b. 　新しいデータレートに対して丈夫な伝送(robust transition)を行えること；
c. 　新しいデータレートへの迅速な移行を行えること。
【００７１】
本発明の原理は、シームレスレート適合に関するこれらの要求を満たす二つのプロトコル
を提供する。このプロトコルは、ノーマルＳＲＡおよびファーストＳＲＡプロトコルと呼
ばれる。
【００７２】
ノーマルＳＲＡ（ＮＡＳＡＲ）プロトコル
送信機又は受信機のいずれかが、ノーマルＳＲＡ（ＮＡＳＡＲ）プロトコルを開始するこ
とができる。
【００７３】
受信機が開始したＮＡＳＡＲプロトコル
受信機が開始したＮＳＲＡは、以下のステップを含んでいる：
１．　初期化の間、送信機と受信機は、その最大および最小のデータレート能力を示す情
報を交換する。これは、ＤＭＴシンボル毎のビット数の最小値及び最大値と対応する。
【００７４】
２．　動作中、受信機は、データレートを早くするべきか、それとも遅くするべきかを決
定する。
【００７５】
３．　新しいデータレートが、送信機のレート能力の範囲内である場合、受信機はステッ
プ４に進む。
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【００７６】
４．　受信機は、ＡＯＣ又はＥＯＣチャネルを用いて新しいＢＡＴおよび新しいデータレ
ートを送信機に送る。これは、受信機による”ＮＳＡＲ要求”に対応する。
【００７７】
５．　送信機は、”ＮＳＡＲ要求”を受けとる。
【００７８】
６．　送信機は、受信機に対して新しいＢＡＴが用いられることを知らせるフラグとして
反転同期シンボル(inverted synchronization symbol)を用いる。新しいＢＡＴは、反転
同期シンボルの一定フレーム数後に、最初のフレーム上で送信用に使用される。この反転
同期シンボルは、送信機によって送られたレート適合メッセージ”ＳＲＡ　Ｇｏ”として
動作する。
【００７９】
７．　受信機は、反転同期シンボル（”ＳＲＡ　Ｇｏ”）を検出し、新しいＢＡＴは、反
転同期シンボルの一定フレーム数後に、最初のフレーム上で受信用に使用される。
【００８０】
図４は、本発明の原理に基づいて、受信機が開始したノーマルＳＲＡ（ＮＡＳＡＲ）通信
によるビットレート変更の処理の実施形態を表すフローチャート４００を示している。図
４において、実行ボックス４１０から４７０中に説明されているステップは、前述の説明
に対応している。
【００８１】
送信機が開始したＮＡＳＡＲプロトコル
送信機が開始したＮＳＲＡは、以下のステップを含んでいる：
１．　初期化の間、送信機と受信機は、データレートに関する最大および最小能力を示す
情報を交換する。これは、ＤＭＴシンボル毎のビット数の最小値及び最大値と対応する。
【００８２】
２．　送信機は、データレートを早くするべきか、それとも遅くするべきかを決定する。
【００８３】
３．　所望のデータレートが受信機のレート能力の範囲内である場合、送信機はステップ
４に進む。
【００８４】
４．　送信機は、ＥＯＣ又はＥＯＣチャネルを用いて新しい所望のデータレートを受信機
に送る。これが”ＮＳＡＲ　Ｒｅｑｕｅｓｔ(NSAR要求）”メッセージである。
【００８５】
５．　受信機は、そのＮＳＡＲ要求メッセージを受信する。チャネルが新しいデータレー
トを支えることができるのであれば、受信機はステップ６に進む。チャネルが新しいデー
タレートを支えることができるないのであれば、受信機は、ＥＯＣ又はＥＯＣチャネルを
用いて”ＳＲＡ　Ｄｅｎｙ　(SRA を拒絶)”メッセージを送信機に返送する。
【００８６】
６．　受信機は、新たなビットレートに基づき、ＥＯＣ又はＥＯＣチャネルを用いて新し
いＢＡＴを送信機に送る。これは、受信機による”ＮＳＲＡ　Ｇｒａｎｔ(NSRA 　許可）
”要求に対応する。
【００８７】
７．　送信機は、”ＮＳＲＡ　Ｇｒａｎｔ”要求を受信する。
【００８８】
８．　送信機は、受信機に対して新しいＢＡＴが用いられることを知らせるフラグとして
反転同期シンボルを用いる。新しいテーブルは、反転同期シンボルの一定フレーム数後に
、最初のフレーム上で送信用に用いられる。この反転同期シンボルは、送信機によって送
られたレート適合メッセージ”ＳＲＡ　Ｇｏ”として動作する。
【００８９】
９．　受信機は、反転同期シンボル（”ＳＲＡ　Ｇｏ”）を検出し、新しいテーブルは、
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反転同期シンボルの一定フレーム数後に、最初のフレーム上で受信用に使用される。
【００９０】
図５は、本発明の原理に基づいて、送信機が開始したノーマルＳＲＡ（ＮＡＳＡＲ）通信
によるビットレート変更の処理の実施形態を表すフローチャート５００を示している。図
５において、実行ボックス５１０から５９０中に説明されているステップは、前述の説明
に対応している。
【００９１】
レート適合は、ＢＡＴを変更することにより、ＤＭＴシンボル内のビット数を変更するだ
けでよく、Ｒ－Ｓコードワードサイズ、インターリーバー深さ、又はＡＤＳＬフレームサ
イズを変更する必要はない。かかる変更は、データフローの中断又はデータエラーを引き
起こすことなく、実行することができる。
【００９２】
本発明のこのプロトコルは、送信機と受信機との間で、新しい通信パラメーター及びレー
トの承認をするための長時間のハンドシェイクが必要ないので、従来のレート適合方法よ
りも高速である。データレート能力があらかじめ知られ、設定中に処理されるので、長時
間のハンドシェイクは不要である。また、他のパラメーター（Ｒ－Ｓコードワード長さ、
インターリーバー深さ等の）は、新しいフレーミング法を用いたデータレートの変更の間
、変化しない。
【００９３】
本発明のこのプロトコルは、新しいデータレートへの移行を同期させるため”ＳＲＡ　Ｇ
ｏ”のメッセージを送るのにＥＯＣ又はＡＯＣチャネルを用いないので、従来のレート適
合技術よりも丈夫である。従来のレート適合技術において、ＥＯＣ又はＡＯＣチャネルを
介して送られたメッセージは、ラインのノイズによって簡単に破壊されてしまう。これら
のオーバーヘッドチャネルは、フレーマーにおいてデータストリームに多重化され、直交
振幅変調(quadrature amplitude modulation)によって定められた数のＤＭＴサブチャネ
ル上に送信される。ラインで生じるパルスノイズ又は他のノイズは、ＡＯＣチャネルメッ
セージで容易にビットエラーを引き起し、かかるメッセージが失われるおそれがある。”
ＳＲＡ　Ｇｏ”メッセージが破壊され、受信機で受信されない場合、受信機はＳＲＡ要求
が許可されたかどうかが判らない。他方、送信機は、”ＳＲＡ　Ｇｏ”メッセージが受信
されたと推測し、新たなデータレートおよび送信パラメーターへの切り換えをおこなう。
許可メッセージを受信していない受信機は、いつ新しいレートに切り換えたらよいのか判
らない。こうして、モデムは同期せず、データエラーが生じる。
【００９４】
本発明のプロトコルは、従来のレート適合技術と違い、破壊されやすいＥＯＣ又はＡＯＣ
メッセージを介して”ＳＲＡ　Ｇｏ”メッセージを送らないので、丈夫である。
【００９５】
そうではなく、レート適合要求を反転同期シンボルを介してやりとりされる。同期信号は
、６９シンボル毎に送信される固定のデータを搬送しない(non-data carrying)ＤＭＴシ
ンボルとしてＡＮＳＩおよびＩＴＵ規格で規定されている。
【００９６】
この同期信号は、基本的なＡＱＰＳＫ（２ビットのＱＡＭ）変調を用いて所定のＰＮシー
ケンスを有する全てのＤＭＴキャリアを変調することにより構成されている。モデムの初
期化プロセスを通じて用いられているこの信号は、非常にノイズの多い環境下であっても
同期信号および反転同期信号の検出を可能にする特殊な自己相関特性(special autocorre
ction properties)を有する。反転同期信号は、ＱＡＭ信号の位相情報が１８０度変位さ
れた同期信号である。ＳＲＡに進むメッセージ用には、他の位相変位（１８０度以外）の
同期信号も用いることができる。かかる同期信号を”ＳＲＡ　Ｇｏ”メッセージ用に用い
ることで、ノイズの激しい環境においてもレート適合プロトコルを耐性のあるものにする
。
【００９７】
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記憶したＢＡＴｓを用いる高速ＳＲＡ（ＦＳＲＡ）プロトコル
高速ＳＲＡ（ＦＳＲＡ）プロトコルは、ＮＳＲＡプロトコルよりも高速にライン上のデー
タレートをとぎれなく変更する。このことは、起動・停止が瞬間的に行われたり、突然チ
ャネルの変更が行われる特定のアプリケーションにとって重要なことである。ＦＳＲＡプ
ロトコルにおいて、”Ｓｔｏｒｅｄ　ＢＡＴｓ（記憶したＢＡＴｓ)”は、ＳＲＡハンド
シェイク高速化のため、およびデータレートの迅速な切り換えを可能にするため用いられ
る。Ｇ９９２．２で用いられたプロファイルとは違い、記憶されたＢＡＴは、Ｒ－Ｓコー
デイングおよびインタリービングパラメーターを含んでいない。これは、一定割合のオー
バーヘッドフレーミングを用いるレートの変更が行われた場合にこれらのパラメーターが
有効でなくなってしまうからである。
【００９８】
ＢＡＴｓは、前のセクションで説明したＮＳＲＡを用いて交換される。ワンタイム(one t
ime)ＮＳＲＡが終了し、その特定のチャネル条件又はアプリーション条件に基づくＢＡＴ
がトランシーバーの両側に記憶されると、ＦＳＲＡプロトコルは、オンラインで高速にレ
ート適合を実行するため、記憶されたＢＡＴを用いることができる。記憶されたＢＡＴｓ
は、送信機および受信機の双方が、実際に情報を再度送ることなしに、相手に対してどの
テーブルが用いられるかを知らせるためだけにラベル付けされる。例えば、記憶されたＢ
ＡＴｓに番号を付してもよい。送信機又は受信機は、トランシーバーの相手側に対し、次
の通信にどのＢＡＴテーブル番号が用いられるのかを知らせる必要がある。送信機又は受
信機のいずれでもＦＳＲＡを開始することができる。
【００９９】
受信機が開始したＦＳＡＲ
受信機が開始したＦＳＡＲは、以下のステップを含んでいる：
１．　受信機は、データレートを早くするべきか、それとも遅くするべきかを決定する。
【０１００】
２．　記憶されたＢＡＴが新しいチャネルおよび／又はアプリケーション条件に合致して
いれば、受信機は、ステップ３に進む。条件に合致する記憶ＢＡＴがない場合、ＮＳＲＡ
が開始される（上述のように）。
【０１０１】
３．受信機は、送信機に対し、新しいチャネルおよび／又はアプリケーション条件に基づ
き、通信用にどの記憶ＢＡＴが用いられるのか特定するためのメッセージを送る。これは
、受信機による”ＦＳＲＡ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＦＳＲＡ　要求）”に対応する。
【０１０２】
４．　送信機は、”ＦＳＲＡ　要求”を受けとる。
【０１０３】
５．　送信機は、受信機に対し、送信用に要求された記憶ＢＡＴが用いられることを知ら
せるフラグとして反転同期シンボルを用いる。当該記憶ＢＡＴは、反転同期シンボルの一
定フレーム数後に、最初のフレーム上で送信用に使用される。この反転同期シンボルは、
送信機によって送られたレート適合メッセージ”ＳＲＡ　Ｇｏ”に相当する。
【０１０４】
６．　受信機は、反転同期シンボル（”ＳＲＡ　Ｇｏ”）を検出し、新たなＢＡＴは、反
転同期シンボルの一定フレーム数後に、最初のフレーム上で受信用に使用される。
【０１０５】
図６は、本発明の原理に基づいて、送信機が開始した高速ＳＲＡ（ＦＡＳＡＲ）通信によ
るビットレート変更の処理の実施形態を表すフローチャート6００を示している。図６に
おいて、実行ボックス６１０から６６０中に説明されているステップは、前述の説明に対
応している。
【０１０６】
送信機が開始したＦＳＡＲ
送信機が開始したＦＳＡＲは、以下のステップを含んでいる：
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１．　送信機は、データレートを早くするべきか、それとも遅くするべきかを決定する。
【０１０７】
２．　記憶されたＢＡＴが新しいチャネルおよび／又はアプリケーション条件に合致して
いれば、送信機は、ステップ３に進む。条件に合致する記憶ＢＡＴがない場合、ＮＳＲＡ
が開始される（上述のように）。
【０１０８】
３．　送信機は、受信機に対し、新しい新しいチャネルおよび／又はアプリケーション条
件に基づき、通信用にどの記憶ＢＡＴが用いられるのか特定するためのメッセージを送る
。これは、送信機による”ＦＳＲＡ　要求”に対応する。
【０１０９】
４．　受信機は、”ＦＳＲＡ　要求”を受けとる。
【０１１０】
５．　受信機は、”ＦＳＲＡ　要求”に許可を与えるため、送信機に対して”ＦＳＲＡ　
Ｇｒａｎｔ”メッセージを返送する
６．　送信機は、”ＦＳＲＡ　Ｇｒａｎｔ”を受けとる。
【０１１１】
７．　送信機は、受信機に対し、送信用に要求された記憶ＢＡＴが用いられることを知ら
せるフラグとして反転同期シンボルを用いる。特定されたＢＡＴは、反転同期シンボルの
一定フレーム数後に、最初のフレーム上で送信用に使用される。この反転同期シンボルは
、送信機によって送られたレート適合メッセージ”ＳＲＡ　Ｇｏ”に相当する。
【０１１２】
８．　受信機は、反転同期シンボル（”ＳＲＡ　Ｇｏ”）を検出し、新たなＢＡＴは、反
転同期シンボルの一定フレーム数後に、最初のフレーム上で受信用に使用される。
【０１１３】
図７は、本発明の原理に基づいて、送信機が開始した高速ＳＲＡ（ＦＡＳＡＲ）通信によ
るビットレート変更の処理の実施形態を表すフローチャート７００を示している。図７に
おいて、実行ボックス７１０から７８０中に説明されているステップは、前述の説明に対
応している。
【０１１４】
ＦＡＳＡＲプロトコルは、非常に高速で実行することができる。かかるプロトコルは、二
つのメッセージ（ＦＳＲＡ許可およびＦＳＲＡ要求）と反転同期シンボルの交換だけを必
要とする。ＢＡＴが記憶されており、交換する必要がないので、ＦＳＲＡは、ＮＳＲＡよ
りも高速である。ＦＳＲＡプロトコルは、ＮＳＲＡプロトコルのように、”ＳＲＡ　Ｇｏ
”用に反転同期信号を用いているので、雑音の多い環境においても丈夫である。
【０１１５】
ＳＲＡプロトコルをパワーの管理（低パワーモードへの出入り）に使用する
フルパワーモードは、トランシーバーの通常の動作中に用いられる。低パワー通信モード
は、ライン上にデータを送信する必要がない場合に、トランシーバーの電力を節約するた
めに用いられる。多くのモデムが、通信の要求が少ない場合にトランシーバーを非常に低
いパワーレベルで動作させるための低パワーモード又は”スリープモード”を有している
。また、多くのモデムは、それらが高速で低パワーモードに出入りすることを可能にする
プロトコルを有しているので、モデムが低パワーモードへ移行することでユーザーに不便
をかけることはない。本発明により提供されるＳＲＡプロトコルは、高速、かつ、とぎれ
なく低パワーモードに出入りするために用いられる。
【０１１６】
低パワーモード(LPM)には、二つの基本的なタイプがある：
低データレートＬＰＭ
これは、非常に低いデータレートを有する低パワーモードである（例えば、３２ｋｂｐｓ
）。サブチャネルのいくつかが使用されているにすぎない。ループのタイミングを維持す
るために、パイロット・トーンを発信してもよい。
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【０１１７】
ゼロデータレートＬＰＭ
この低パワーモードは、実質的に０ｋｂｐｓのデータレートを有する、すなわち、どのサ
ブチャネルもデータを変調していない。データ接続も維持されていない。この場合にも、
ループのタイミングを維持するために、パイロット・トーンを発信してもよい。
【０１１８】
低データレートＬＰＭおよびゼロデータレートＬＰＭの双方において、通常のフルパワー
モードにおいて６９シンボル毎に送られる同期シンボルは、オン又はオフでもよい。低パ
ワーモード中にも同期シンボルが送られている場合、受信機は、その同期シンボルを、チ
ャネル変更およびライン上の他の変動を監視するために用いることができる。しかし、同
期シンボルを６９シンボル毎に送ると、非定常的な混信(non-stationary crosstalk)を起
こし、同じ電話線上又は同じワイヤ束中の他の信号に有害となり得る。低パワーモード中
に同期シンボルが送られていなければ、電話線上又はワイヤ束に定常的な混信は発生しな
い。しかし、この場合、同期シグナルによってチャネルを監視することができなくなる。
【０１１９】
ＦＲＳＡを用いて低パワーモードに入る
１．　受信機が開始した低パワーモードへの移行
受信機は、受信機が開始したＦＳＲＡプロトコルを用いて低パワーモ－ドへの移行を開始
する。低パワーモ－ドへの移行を開始した受信機は、当該低パワーモ－ドに対応する記憶
ＢＡＴを用いる。当該低パワーモ－ド用の記憶ＢＡＴテーブルは、低データレートＬＰＭ
又はゼロデータレートＬＰＭのいずれかをイネーブルにする。この低パワーモ－ド用ＢＡ
Ｔは、システムによってあらかじめ定義することもでき、または、ＮＳＲＡプロセスを用
いて置換し、記憶させるようにしてもよい。いずれの場合でも、受信機は、低パワーモー
ドＢＡＴを指定し、通信用の当該ＢＡＴの使用に同期的に切り換えるため、受信機が開始
したＦＳＲＡプロトコルを用いる。
【０１２０】
２．　送信機が開始した低パワーモードへの移行
送信機が開始したＦＳＲＡプロトコルを用いて低パワーモ－ドへ移行するには、二つの方
法がある。一つの実施形態としては、送信機が送信機が開始したＦＳＲＡプロセス全体を
用いるとともに、移行を要求する。受信機が開始した低パワーモードへの移行の場合のよ
うに、低パワーモードへ移行する送信機は、当該低パワーモード用の記憶ＢＡＴを用いる
。当該低パワーモード用の記憶ＢＡＴテーブルは、低データレートＬＰＭ又はゼロデータ
レートＬＰＭのいずれでもイネーブルすることができる。この低パワーモ－ド用ＢＡＴは
、システムによってあらかじめ定義することもでき、または、ＮＳＲＡプロセスを用いて
交換し、記憶させるようにもできる。いずれの場合でも、送信機は、低パワーモードＢＡ
Ｔを指定し、通信用として同時に当該ＢＡＴへ切り換えるため、送信機が開始したＦＳＲ
Ａプロトコルを用いる。
【０１２１】
　第二の実施形態としては、送信機が、上述の送信機が開始したＦＳＲＡプロトコルのス
テップ７に直接移行し、低パワーモードへの移行を示す反転同期シンボルを送信する方法
がある。受信機は、反転同期を検出し、低パワーモードへ移行する。この場合、ＦＲＳＡ
要求が送信機によって送信されていないので、受信機は、ＦＳＲＡ要求なしで受信した同
期シンボルが、送信機が低パワーモードに移行しつつあることを示すものとして認識する
。送信機および受信機の双方がＢＡＴを用いるよう、低パワーモードＢＡＴが（システム
により予め定義され）、又は識別されて、予め記憶される。第二の実施形態において、ス
テップ７では、送信機は、送信機と受信機によってＦＳＲＡなしに低パワーモ－ドへ移行
するために使用される信号であると予め定義されている信号とは別の信号を送信する。例
えば、送信機は、反転（１８０度）した同期シンボルでなく、位相が４５度回転した同期
シンボルを送信してもよい。位相を４５度回転させた同期シンボルは、送信機が、反転シ
ンボルの４５度回転後一定フレーム数後に、最初のフレーム上で当該低パワーモードに対
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応する記憶ＢＡＴを用いて低パワーモードに移行しつつあることを示す。
　第二の実施形態において説明した送信機が開始した低パワーモードへの移行は、移行の
ために反転チャネルを作る必要がないという利点を有する。反転チャネルは、反対方向の
通信チャネルとして定義される、すなわち、ここでは、受信機から送信機にＦＲＳＡメッ
セージを送るのに用いられる通信チャネルがこれにあたる。反転チャネルは、データ接続
なしでも既に低パワーモードなので好都合である。送信データの準備が整っていない場合
、送信機は、単に低パワーモ－ドに移行すればよい。ラインを介して信号を送信するのに
必要となるために送信機が電力の大部分を消費するので、このことは重要なパワー節約技
術である。送信機が開始した低パワーモードへの移行は、”ソフトモデム(soft modem)”
（ＰＣホストベース）を実行する場合にも、有用である。ソフトモデムを実行する場合、
ホストプロセッサーは、モデムトランシーバー機能および他の多くのＰＣアプリケーショ
ンを同時に実行する。ホストプロセッサーが、ＡＤＳＬ送信機の動作を許容しない他のタ
スクを実行しなければならない場合、当該プロセサーは、反転同期シンボル又は４５度回
転させた同期シンボルを送信することにより送信機を速やかに低パワーレートに移行させ
る。この後、前記他のタスクによりホストプロセッサー資源が使用可能となる。ＡＤＳＬ
送信機は、信号をラインに送り出さない（０ｋｂｐｓ）。
【０１２２】
上記で説明した送信機および受信機が開始したプロトコルは、通信システムが各方向（上
流方向および下流方向）別々に又は両方向一緒に、低パワーモードに入ることを可能とす
る。上述の場合は、一方向の場合について説明していた。このプトロコルは、両方向への
移行を同時に達成できるよう組み合わせることもできる。例えば、顧客構内トランシーバ
ー(customer premise transceiver)（ＣＰＴ）は、ＰＣが低パワーモードになるとＣＰＴ
もそうなるように設計されている。このＣＰＴは、下流方向（電話局（ＣＯ）からＣＰＴ
への方向）を低パワーモードにするため、最初に受信機が開始した低パワーモードへの移
行を用いる。次に、ＣＰＴは、上流方向（ＣＰＴから電話局（ＣＯ）への方向）を低パワ
ーモードにするため、送信機が開始した低パワーモードへの移行を用いる。
【０１２３】
低パワーモードからの脱出
１．　受信機が開始した低パワーモードからの脱出
　ＳＲＡプロトコルによれば、低パワーモ－ドから脱するために受信機が用いることので
きるものには、二つの実施形態がある。一つ目の実施形態において、低パワーモードが逆
方向において少なくともゆっくりしたデータ接続を未だに有している（低データレートの
ＬＰＭの）場合、受信機が開始した低パワーモードからの脱出は、受信機が開始したＮＳ
ＲＡ又はＦＳＲＡプロトコルを用いて実行することができる。受信機は、用いられるＢＡ
ＴとともにＳＲＡ要求を送信機に返送可能でなければならないので、このことが必要とな
る。送信機が低パワーモードにおいて同期シンボルをオフにしなかった場合、上述のよう
に、ＮＳＲＡ又はＦＳＲＡプロトコルが用いられる。送信機が低パワーモード中に同期シ
ンボルをオフにすると、同期シンボルをオンに戻すことにより送信機によって”ＳＲＡ　
Ｇｏ”が送信される。受信機は、データレートの変更を同期させるためのフラグとして同
期シンボルの存在（反転を伴うか、伴わないか）を検出する。
【０１２４】
第二の実施形態において、逆方向ではデータ接続がない（ゼロデータレート　ＬＰＭ）。
受信機は、最初に、逆方向において”送信機が開始した低パワーモ－ドからの脱出”（以
下で説明するを実行することにより脱出）をはじめる。これにより、逆方向でのデータ接
続が可能となる。受信機は、低パワーモードから自身の方向へと脱するために、受信機が
開始したＮＳＰＡ又はＦＳＲＡプロトコルを用いる。上述のように、送信機が低パワーモ
ード中に同期シンボルをオフにすると、同期シンボルをオンに戻すことにより送信機によ
って”ＳＲＡ　Ｇｏ”が送信される。受信機は、データレートの変更を同期させるための
フラグとして同期シンボルの存在（反転を伴うか、伴わないか）を検出する。
【０１２５】
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２．送信機が開始した低パワーモードからの脱出
ＳＲＡプロトコルによれば、低パワーモ－ドから脱するために送信機が用いることのでき
るものには、二つの実施形態がある。一つめの実施形態において、送信機は、送信機が開
始したＦＳＲＡ又はＮＳＲＡプロセス全体を用いるとともに、移行を要求する。これによ
り、両方向においてデータ接続（低データレートのＬＰＭ）が必要となり、プロトコルメ
ッセージが交換可能となる。受信機が開始した低パワーモードからの脱出のように、送信
機が低パワーモードにおいて同期シンボルをオフにしなかった場合、上述のように、ＮＳ
ＲＡ又はＦＳＲＡプロトコルが用いられる。送信機が低パワーモード中に同期シンボルを
オフにすると、同期シンボルをオンに戻すことにより、送信機によって”ＳＲＡ　Ｇｏ”
が送信される。受信機は、データレートの変更を同期させるためのフラグとして同期シン
ボルの存在（反転を伴うか、伴わないか）を検出する。
【０１２６】
第二の実施形態において、送信機は、送信機が開始したＦＳＲＡプロトコルのステップ７
に直接移行することにより、低パワーモ－ドから脱することができる。送信機は、低パワ
ーモ－ドから脱したことを示すために反転同期シンボルを送る。これには、低パワーモ－
ド中に同期シンボルを送ることが必要となる。このプロトコルは、低データレートＬＰＭ
を必要としない。受信機は、反転同期シンボルを検出して、低パワーモードを脱する。受
信機は、ＦＳＲＡ要求なしで受信した反転同期シンボルが、送信機が低パワーモ－ドから
脱したことを示すことを認識するよう構成されている。フルパワーモードのＢＡＴは、接
続内で送信機と受信機のいずれもがＢＡＴをもつように、前もって識別され、記憶されて
いる。例えば、低パワーモードからの脱出時に使用されるＢＡＴは、最後フルパワー接続
(last full power connection)ＢＡＴに初期設定されるようシステムによって定義される
。これに代えて、送信機は、送信機と受信機によってＦＳＲＡなしに低パワーモ－ドへ移
行するために使用される信号であると予め定義されている信号とは別の信号を送信する。
送信機は、反転（１８０度）した同期シンボルでなく、位相が４５度回転した同期シンボ
ルを送信してもよい。受信機が、同期シンボルの位相が４５度回転していることを検出す
ると、受信機は、反転シンボルの４５度回転後一定フレーム数後に、最初のフレーム上で
フルパワーモードに対応する記憶ＢＡＴを用いて送信機が低パワーモードから移行しつつ
あることを検出する。送信機が低パワーモード中に同期シンボルをオフにすると、同期シ
ンボルをオンに戻すことにより送信機によって”ＳＲＡ　Ｇｏ”が送信される。受信機は
、データレートの変更を同期させるためのフラグとして同期シンボルの存在（反転を伴う
か、伴わないか）を検出する。
【０１２７】
ＢＡＴは、本説明を通じて、各サブチャネルに割り当てられたビットの数を特定するため
のテーブルとして定義されているが、ＢＡＴは、マルチキャリアシステムのサブチャネル
にビット割り当てに関連する他のパラメーターを含んでいてもよい。追加パラメーターの
例としては、ＡＮＳＩおよびＩＴＵ規格に定義されているサブチャネル毎のファインゲイ
ン(Fine Gain)がある。この場合、ＢＡＴがＮＳＲＡプロトコル中で交換されるか、ＦＳ
ＲＡプロトコル中に保存される場合、ＢＡＴは、また、各サブチャネル毎にファインゲイ
ン値を有する。
【０１２８】
シームレスレート適合システムおよび関連するプロトコルが、二重（又は複数）遅延パス
を実現するＤＭＴシステムに適用される。二重遅延システムは、ＩＴＵおよびＡＮＳＩ規
格に、フレーマー／ＦＥＣブロックにおいて異なる仕様を有する二つのデータストリーム
を指示するＤＭＴシステムとして規定されている。図３は、複数の遅延を有するシステム
の一例として二重遅延パスを実現する標準的なＡＤＳＬ　ＤＭＴシステム３００を示して
いる。システム３００は上述の図１で説明されている三つのレイヤと似てはいるが、同じ
でない、変調レイヤ３１０，フレーマーＦＥＣレイヤ３２０、およびＡＴＭ　ＴＣレイヤ
３４０の：３つのレイヤを含んでいる。
【０１２９】
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変調レイヤ３１０は、ＤＭＴ変調に関連する機能を提供する。このＤＭＴ変調は、反転デ
イスクリートフリエ変換器(Inverse Dsicrete Fourier Transform)(IDFT)１１２を用いて
実行される。このＩＤＦＴ１１２は、直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation)
エンコーダ３１４からのビットをマルチキャリアサブチャネル内に変調する。変調レイヤ
３１０の機能は、図１の変調レイヤ１１０と似ているが、変調レイヤ３１０が複数入力を
有するのに対し、単一の入力しかないという点で相違している。
【０１３０】
図３に示すフレーマー／ＦＥＣレイヤ３２０は、二つのパスを有している。このレイヤは
、図１のフレーマー／ＦＥＣレイヤ１２０に示すものと同じブロック、すなわち、インタ
ーリービング（ＩＮＴ）ブロック１２２，フォワードエラー訂正（ＦＥＣ）ブロック１２
４、スクランバー（ＳＣＲ）ブロック１２６、サイクリック・リダンダンシー・チェック
（ＣＲＣ）ブロック１２８およびＡＤＳＬフレーマーブロック１３０を含んでいる。さら
に、このレイヤは、第二のフォワードエラー訂正（ＦＥＣ）ブロック１２４’、スクラン
バー（ＳＣＲ）ブロック１２６’、サイクリック・リダンダンシー・チェック（ＣＲＣ）
ブロック１２８’およびＡＤＳＬフレーマーブロック１３０’のそれぞれを含む第二パス
を備えている。フレーマー／ＦＥＣレイヤ３２０は、変調用のビットストリームの準備と
関連する機能を提供する。
【０１３１】
　下方のパスは、データストリームのインターリービングを行わないので、レーマー／Ｆ
ＥＣレイヤ３２０を通過する新しい下方のパスは、図１のそれに相当する元々ある上方の
パスとは違った遅延値を有する。異なる遅延要件を有する異なるアプリケーションビット
ストリームをＡＤＳＬ　ＤＭＴモデムを介して送るために二重遅延が用いられる。例えば
、遅延が大きくてもよいアプリケーション（例えば、ビデオオンデマンド）の場合、上方
の遅延の大きいパスを介してインターリービングを伴う送信をしてもよいが、遅延が小さ
いことが要求されるアプリケーション（例えば、音声）の場合、下方の遅延の小さいパス
を介しインターリービングを行わないで送信すべきである。
【０１３２】
ＡＴＭ　ＴＣレイヤ３４０は、セル内のビットおよびバイトをそれぞれのパス用にフレー
ムに変換する複数の入出力端を有するＡＴＭ　ＴＣブロック３４２を備えている。
【０１３３】
本発明のシームレスレート適合システムおよび方法は、二重遅延、又は、複数遅延を有す
るシステムであっても適用される。二重遅延の場合、両方のパスのためのＦＥＣおよびイ
ンターリービングパラメーターは、ＤＭＴシンボルサイズとは関係がない。ＢＡＴは、各
サブチャネルに割り当てられるビット数とは別に各遅延パス用のデータレートを含んでい
る。ＦＳＲＡおよびＮＳＲＡプロトコルを用いてシームレスレート適合がなされた場合、
ＢＡＴは、各遅延パス用のデータレートをも示す。例えば、二重遅延システムが、インタ
ーリーブパス（遅延の大きい上方のパス）上で１．５３６Ｍｂｐｓで、インターリーブが
なされないパス（遅延の小さい下方のパス）上で２５６ｋｂｐｓで作動しており、ＳＲＡ
が開始されている場合、ＳＲＡプロトコルは、サブチャネル毎のビット数および各遅延パ
ス毎の新しいデータレートを含む新たなＢＡＴを特定する。ＤＭＴシンボルレートが４ｋ
ＨＺの場合、システムは１．５３６Ｍｂｐｓ＋２５６ｋｂｐｓ＝１．７９２Ｍｐｓで動作
し、シンボル毎の総ビット数は、１７９２０００／４０００＝４４８個となる。ＢＡＴは
、シンボルごとに１５３６０００／４０００＝３８６ビットが、インターリーブパスに割
り当てられ、２５６０００／４０００＝６４ビットが、非インターリーブパスに割り当て
られるということを示す。例えば、ＳＲＡが実行されると、インターリーブパスの新たな
データレートを、１．０４８Ｍｂｐｓ（１０４８０００／４０００＝シンボル毎に２６２
ビット）、非インターリーブパスの新しいデータレートを、１２８ｋｂｐｓ（１２８００
０／４０００＝ＤＭＴシンボル毎に３２ビット）とすることができる、これにより、総ス
ループットレートを１．１７６ｋｂｐｓ（又はＤＭＴシンボルごとの総ビット数を２９４
個）にすることが可能となる。本明細書内で説明したフレーミング方法と組み合わされた
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ＮＳＲＡおよびＦＳＲＡプロトコルは、このようなデータレート変更を両方の遅延パスで
とぎれなく行うことができる。また、両方のパスのデータレートを変更しないようにする
こともできる。例えば、２５６ｋｂｐｓの遅延の小さいパスは、低いレートでは動作でき
ない音声データ（複数の通話）を搬送しているで、データレートを一定に維持しておくこ
とが好ましいが、１．５３６Ｍｂｐｓのパスは、低いデータレートでも動作することので
きるインターネットアクセスデータを搬送することができる。
【０１３４】
この例では、ＳＲＡ中、遅延の小さいパスのデータレートが２５６ｋｂｐｓに維持される
が、遅延の大きいパスのデータレートは変更される。
【０１３５】
ＡＤＳＬシステムと関連させて本発明を開示したが、マルチキャリア変調を用いるシステ
ムであれば、どのようなものにも適用できる。
【０１３６】
特定の好ましい実施形態を参照しながら本発明を開示し、説明したが、当業者であれば、
添付クレームによって定められた本発明の精神および範囲から外れることなく、形態およ
び細部に関して様々な変更をなす事ができるということを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
本発明の目的及び特徴は、以下に説明する図面を参照すれば、より明確に理解することが
できる。図面は、本発明の原理を表すために、その縮尺を変えたり、強調したりする必要
はない。
【図１】　図１は、基準に準拠している既知のADSL DMT 送信機のブロック図である。
【図２】　図２は、ADSL フレームおよびR-Sコードワードの代表的な実施形態である。
【図３】　図３は、二重遅延ADSL DMT 送信機のブロック図である
【図４】　図４は、本発明の原理に基づき、ノーマルシームレスレート適合(NSRA)通信ビ
ットレート変更を受信機が開始する場合の処理プロセスの一実施形態を示すフローチャー
トである。
【図５】　図５は、本発明の原理に基づき、ノーマルシームレスレート適合(NSRA)通信ビ
ットレート変更を送信機が開始する場合の処理プロセスの一実施形態を示すフローチャー
トである。
【図６】　図６は、本発明の原理に基づき、高速シームレスレート適合(FSRA)通信ビット
レート変更を受信機が開始する場合の処理プロセスの一実施形態を示すフローチャートで
ある。
【図７】　図７は、本発明の原理に基づき、高速シームレスレート適合(FSRA)通信ビット
レート変更を送信機が開始する場合の処理プロセスの一実施形態を示すフローチャートで
ある。
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