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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声端末装置と通信回線とに接続される通信装置において、
　前記音声端末装置からの音声信号にＤＴＭＦ信号が含まれているかどうかを検出する検
出手段と、
　該検出手段がＤＴＭＦ信号を検出した際に、該ＤＴＭＦ信号を所定の形式に符号化して
ＤＴＭＦ情報を生成し、無音信号の送出を行なうことを示す無音セルを送出した後で、こ
れを前記通信回線に送出するＤＴＭＦ符号化手段と、
　該ＤＴＭＦ符号化手段が前記通信回線に送出するＤＴＭＦ信号の終了を示すＤＴＭＦオ
フセルを、該ＤＴＭＦ情報の送出後に送信するＤＴＭＦ信号終了通知手段と、を備えるこ
とを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話端末装置又は構内電話交換機（以下「ＰＢＸ」という。）等の音声端末
装置からの音声信号を音声符号圧縮して伝送する通信システムにおいて、プッシュ・ボタ
ン（Push Button：以下「ＰＢ」という。）信号を含むデゥアル・トーン・マルチ・フリ
クエンシィー（Dual Tone Multi Frequency：以下「ＤＴＭＦ」という。）信号を正確に
伝送する通信装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、多重化装置等の通信装置により音声信号を音声符号圧縮して対向伝送する通信シ
ステムにおいては、通常の音声信号と同様に、電話端末装置から送出されたＰＢ信号等の
ＤＴＭＦ信号をも音声符号圧縮して対向する通信装置に伝送していた。すなわち、送信側
の通信装置においては、ＤＴＭＦ信号を特別に意識することなく音声符号圧縮して通常の
音声符号圧縮信号として送信し、一方、受信側の通信装置においては、受信した音声符号
圧縮信号を、音声符号伸張して音声信号（ＤＴＭＦ信号）に戻して、これをＰＢＸ等の音
声端末装置に送出し、音声端末装置でＤＴＭＦ信号のコードを判定／認識して所定の動作
を行うようにしていた。なお、本技術に関連するものとして、特許文献１および特許文献
２が挙げられる。
【特許文献１】特開平４－３５４４９５号公報
【特許文献２】特開昭６２－１２５７２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記従来技術のように、ＤＴＭＦ信号を音声信号の一つとして圧縮及び
伸張した場合、受信側の通信装置で伸張したＤＴＭＦ信号（音声信号）は受信規定外とな
り、ＰＢＸ等の音声端末装置側でＤＴＭＦ信号として認識されないことが生じるという問
題があった。
【０００４】
　また、ＤＴＭＦ信号を伝送する場合、ＤＴＭＦ信号を受信した通信装置側でＤＴＭＦ信
号を判定する判定時間が必要となり、その判定時間中は音声として対向の音声端末装置に
伝送されるため、ＤＴＭＦ信号再生側では音声符号圧縮信号を伸張したＤＴＭＦ音の後に
、ＤＴＭＦ信号を復号化したＤＴＭＦ信号を再生することになり、音声符号圧縮信号を伸
張したＤＴＭＦ音はＤＴＭＦ信号の受信規定外になる場合があり、ＰＢＸ等の音声端末装
置側でＤＴＭＦ信号として認識されない場合があるという問題があった。
【０００５】
　本発明の目的は、音声符号圧縮を行う通信装置を用いてＤＴＭＦ信号の伝送をする場合
でも、受信側の通信装置（音声端末装置）で誤りなくそのＤＴＭＦ信号を判定／認識する
ことができる通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、音声端末装置と通信回線とに接続される通信装置において、前記音声端末装
置からの音声信号にＤＴＭＦ信号が含まれているかどうかを検出する検出手段と、該検出
手段がＤＴＭＦ信号を検出した際に、該ＤＴＭＦ信号を所定の形式に符号化してＤＴＭＦ
情報を生成し、無音信号の送出を行なうことを示す無音セルを送出した後に、これを前記
通信回線に送出するＤＴＭＦ符号化手段と、該ＤＴＭＦ符号化手段が前記通信回線に送出
するＤＴＭＦ信号の終了を示すＤＴＭＦオフセルを、該ＤＴＭＦ情報の送出後に送信する
ＤＴＭＦ信号終了通知手段と、を備えることを特徴とする。

【発明の効果】
【０００７】
　以上、本発明によれば、音声符号圧縮を用いた通信システムにおいて、ＤＴＭＦ信号を
符号化して伝送すると共に、音声として伝送されるＤＴＭＦ信号を無音処理することによ
り、ＤＴＭＦ信号を規定値内で再生が可能となり、ＤＴＭＦ信号の伝送を誤りなく行うこ
とが可能となる。
【０００８】
　従って、ＡＴＭ多重化装置のような音声符号圧縮機能を有する通信装置を用いてＰＢＸ
等の音声端末装置間を接続しても、ＤＴＭＦ信号による音声メール装置の操作の他、転送
、音声ガイダンス機能などの付加通信サービス機能を使用することが可能となる。
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【０００９】
　また、ＤＴＭＦ信号監視部に、ＤＴＭＦガード機能を付加することより、音声入力をＤ
ＴＭＦ信号と誤って検出する頻度を低減する効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の全体構成を示すシステム構成図である。図１において、このシステム
は、一方のＡＴＭ多重化装置１と、他方のＡＴＭ多重化装置２と、ＡＴＭ多重化装置１と
ＡＴＭ多重化装置２とを接続するＡＴＭ回線３と、ＡＴＭ多重化装置１に接続されるＰＢ
Ｘ４と、ＡＴＭ多重化装置２に接続されるＰＢＸ５と、ＰＢＸ４が収容する複数の内線電
話機４４と、ＰＢＸ５が収容する複数の内線電話機５４と、ＰＢＸ５が収容する電子メー
ル装置５８と、ＡＴＭ多重化装置１とＡＴＭ多重化装置２とを接続する公衆回線６と、公
衆回線６に接続される集中管理端末装置７と、ＡＴＭ多重化装置１に接続される管理端末
装置８と、ＡＴＭ多重化装置２に接続される管理端末装置９とを備えている。
【００１２】
　ＡＴＭ多重化装置１は、ＰＢＸ４からの一連の音声信号を音声符号圧縮した後、これを
ＡＴＭセル化してＡＴＭ回線３に送信し、また、ＡＴＭ回線３から受信したＡＴＭセルを
デセル化した後、これを音声符号伸張して一連の音声信号に戻してＰＢＸ５に送信するも
のである。また同様に、ＡＴＭ多重化装置２は、ＰＢＸ５からの一連の音声信号を音声符
号圧縮した後、これをＡＴＭセル化してＡＴＭ回線３に送信し、また、ＡＴＭ回線３から
受信したＡＴＭセルをデセル化した後、これを音声符号伸張して一連の音声信号に戻して
ＰＢＸ４に送信するものである。
【００１３】
　ＰＢＸ４は、内線電話機４４相互間、又は内線電話機４４とＡＴＭ多重化装置１との間
を自在に交換接続するものであり、また同様に、ＰＢＸ５は、内線電話機５４間、内線電
話機５４とＡＴＭ多重化装置２との間、内線電話機５４と電子メール装置５８との間、又
はＡＴＭ多重化装置２と電子メール装置５８との間を自在に交換接続するものである。
【００１４】
　これを更に説明すると、ＰＢＸ４は、通話路スイッチ（ＳＷ）４１と、通話路スイッチ
４１に接続された内線回路（ＬＩＮ）４３と、通話路スイッチ４１に接続されたトランク
回路（ＴＲＫ）４２と、中央制御装置（ＣＣ）４５と、主記憶装置（ＭＭ）４６とを備え
ている。
【００１５】
　通話路スイッチ４１は、内線回路４３相互間、又は内線回路４３とトランク回路４２間
を自在に接続し、通話路を設定するものであり、内線回路４３は内線電話機４４を接続制
御するインタフェース機能を有するものであり、また、トランク回路４２はＡＴＭ多重化
装置１との接続制御を行うインタフェース機能を有するものである。さらに、中央制御装
置４５は、通話路スイッチ４１、内線回路４３、及びトランク回路４２を含むＰＢＸ４の
全体を制御するものであり、主記憶装置４６は中央制御装置４５がＰＢＸ４の全体を制御
するために必要な局データ、テーブル、処理プログラム等を格納するものである。
【００１６】
　ＰＢＸ５は、通話路スイッチ（ＳＷ）５１と、通話路スイッチ５１に接続された内線回
路（ＬＩＮ）５３と、通話路スイッチ５１に接続されたトランク回路（ＴＲＫ）５２と、
通話路スイッチ５１に接続されたメールインタフェース回路（Ｉ／Ｆ）５７と、中央制御
装置（ＣＣ）５５と、主記憶装置（ＭＭ）５６とを備えている。
【００１７】
　通話路スイッチ５１は、内線回路４３相互間、内線回路４３とトランク回路４２間、内
線回路５４とメールインタフェース回路５７との間、又はトランク回路５２とメールイン
タフェース回路５７との間を自在に接続し、通話路を設定するものである。内線回路５３
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は、内線電話機５４を接続制御するインタフェース機能を有するものであり、トランク回
路５２は、ＡＴＭ多重化装置２との接続制御を行うインタフェース機能を有するものであ
り、また、メールインタフェース回路５７は、電子メール装置５８との接続制御を行うイ
ンタフェース機能を有するものである。さらに、中央制御装置５５は、通話路スイッチ５
１、内線回路５３、トランク回路５２及びメールインタフェース回路５７を含むＰＢＸ５
の全体を制御するものであり、主記憶装置５６は、中央制御装置５５がＰＢＸ５の全体を
制御するために必要な局データ、テーブル及び処理プログラム等を格納するものである。
【００１８】
　そして、このような構成によって、ＡＴＭ多重化装置１とＡＴＭ多重化装置２とはＡＴ
Ｍ回線３を介してＡＴＭ通信が行われる。従って、内線電話機４４と内線電話機５４との
間、又は内線電話機４４と電子メール装置５８との間は、ＰＢＸ４、ＡＴＭ多重化装置１
、ＡＴＭ回線３、ＡＴＭ多重化装置２、及びＰＢＸ５を介して音声信号の通信接続（通話
接続）が可能になっている。
【００１９】
　また、集中管理端末装置７は、ＡＴＭ多重化装置１及びＡＴＭ多重化装置２を遠隔地で
集中的に管理するものであって、公衆回線６を介してＡＴＭ多重化装置１及びＡＴＭ多重
化装置２に接続され、ＡＴＭ多重化装置１及びＡＴＭ多重化装置２の動作に必要な各種の
設定情報を設定し、また、ＡＴＭ多重化装置１及びＡＴＭ多重化装置２の通信状態（障害
情報）を監視するものである。
【００２０】
　さらに、管理端末装置８は、ＡＴＭ多重化装置１を管理するものであって、ＡＴＭ多重
化装置１の動作に必要な各種の設定情報を設定し、また、ＡＴＭ多重化装置１の通信状態
（障害情報）を監視するものであり、また同様に、管理端末装置９は、ＡＴＭ多重化装置
２を管理するものであって、ＡＴＭ多重化装置２の動作に必要な各種の設定情報を設定し
、また、ＡＴＭ多重化装置２の通信状態（障害情報）を監視するものである。
【００２１】
　図２は、本発明の実施の形態にかかるＡＴＭ多重化装置の内部構成を示すブロック図で
ある。
【００２２】
　図２において、ＡＴＭ多重化装置１及びＡＴＭ多重化装置２は同一の構成となっており
、ＡＴＭ多重化装置１及びＡＴＭ多重化装置２は、互いに、トランク回路インタフェース
部１０１，２０１と、ＤＴＭＦ信号検出部１０２，２０２と、ＤＴＭＦ信号監視部１０３
，２０３と、音声符号圧縮部１０４，２０４と、ＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５と、
音声セル生成部１０６，２０６と、セル多重部１０７，２０７と、ＡＴＭ回線インタフェ
ース部１０８，２０８と、セル分離部１０９，２０９と、ＤＴＭＦセル分解部１１０，２
１０と、音声セル分解部１１１，２１１と、出力情報切替部１１２，２１２と、ＤＴＭＦ
信号発生器１１３，２１３と、音声符号伸張部１１４，２１４と、無音発生部１１５，２
１５と、セレクタ（ａ）１１６，２１６と、セレクタ（ｂ）１１７，２１７とを有して構
成されている。
【００２３】
　トランク回路インタフェース部１０１，２０１は、ＰＢＸ４，５（トランク回路４２，
５２）と音声信号を通信接続するためのインタフェース部であり、ＰＢＸ４，５からの音
声信号を、ＤＴＭＦ信号検出部１０２，２０２及び音声符号圧縮部１０４，２０４に送出
し、かつ、セレクタ（ｂ）１１７，２１７からの音声信号を、ＰＢＸ４，５に送出するも
のである。
【００２４】
　ＤＴＭＦ信号検出部１０２，２０２は、トランク回路インタフェース部１０１，２０１
から得た音声信号にＤＴＭＦ信号が含まれているかどうかを検出し、この検出内容を第１
のＤＴＭＦ検出信号として、ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３とＤＴＭＦセル生成部１
０５，２０５とに送出しており、ＤＴＭＦ信号を検出しているときには、第１のＤＴＭＦ
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検出信号を継続的にオン状態にし、また、ＤＴＭＦ信号を検出していないときには、第１
のＤＴＭＦ検出信号を継続的にオフ状態にしている。
【００２５】
　ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３は、ＤＴＭＦ信号検出部１０２，２０２を透過して
きたＤＴＭＦ信号とＤＴＭＦ信号検出部１０２，２０２から得た第１のＤＴＭＦ検出信号
を受信している。そして、その得た第１のＤＴＭＦ検出信号をサンプリングして、直前の
信号変化点（オン状態からオフ状態に変化した時、又は、オフ状態からオン状態に変化し
た時）から、次の（新たな）信号変化点までの時間を測定し、これを信号変化検出時間情
報としてＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５に送出する。
【００２６】
　また、ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３は、常時、ＤＴＭＦ信号の検出と解析とを行
い、検出結果と解析結果とをＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５に送出する。すなわち、
ＤＴＭＦ信号の検出内容を第２のＤＴＭＦ検出信号として、ＤＴＭＦセル生成部１０５，
２０５に送出しており、ＤＴＭＦ信号を検出しているときには、第２のＤＴＭＦ検出信号
を継続的にオン状態にし、また、ＤＴＭＦ信号を検出していないときには、第２のＤＴＭ
Ｆ検出信号を継続的にオフ状態にすると共に、ＤＴＭＦ信号の解析結果として、ＤＴＭＦ
信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）をＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５に通知するも
のである。
【００２７】
　なお、ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３は、予め定められた間隔（例えば１秒間隔）
で、定期的にＤＴＭＦ信号が検出されている状態か又は未検出の状態かを示すＤＴＭＦ信
号状態情報をＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５に通知する機能を有している。
【００２８】
　ＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５は、ＤＴＭＦ信号検出部１０２，２０２から得た第
１のＤＴＭＦ検出信号と、ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３から得た信号変化検出時間
情報、第２のＤＴＭＦ検出信号及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）とに基
づいてＡＴＭセルを生成するものであって、ＤＴＭＦセルを示す識別情報とＤＴＭＦ信号
の内容情報とを含むＡＴＭセルを、元のＤＴＭＦ信号を送出させる情報として送出するも
のである。なお、ＤＴＭＦ信号伝送用のＡＴＭセル（以下「ＤＴＭＦセル」という。）フ
ォーマットの詳細構成は後述する。
【００２９】
　音声符号圧縮部１０４，２０４は、トランク回路インタフェース部１０１，２０１から
得た音声信号を、所定の規則、アルゴリズムに従って音声符号圧縮し、これを音声セル生
成部１０６，２０６に送出するものである。
【００３０】
　音声セル生成部１０６，２０６は、音声符号圧縮部１０４，２０４からの音声符号圧縮
された音声信号を受信し、これに基づいてＡＴＭセルを生成するものであって、音声セル
を示す識別情報と音声符号圧縮された音声信号の内容情報とを含むＡＴＭセルを音声情報
として送出するものである。なお、音声信号伝送用のＡＴＭセル（以下「音声セル」とい
う。）フォーマットの詳細構成は後述する。
【００３１】
　セル多重部１０７，２０７は、ＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５及び音声セル生成部
１０６，２０６からのＡＴＭセルを発生順に多重し、これをＡＴＭ回線インタフェース部
１０８，２０８に送出するものである。
【００３２】
　ＡＴＭ回線インタフェース部１０８，２０８は、ＡＴＭ回線３と物理的、電気的及び論
理的に整合をとり、セル多重部１０７，２０７から受信したＡＴＭセルをＡＴＭ回線３に
送出して、対向装置としてのＡＴＭ多重化装置１又は２にそのＡＴＭセルを送信し、また
、対向装置としてのＡＴＭ多重化装置１又は２からＡＴＭ回線３を介して受信したＡＴＭ
セルを、セル分離部１０９，２０９に送出するものである。
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【００３３】
　セル分離部１０９，２０９は、ＡＴＭ回線インタフェース部１０８，２０８から受信し
たＡＴＭセルのセル種別を認識してこれを分別し、ＡＴＭセルがＤＴＭＦセルである場合
には、このＡＴＭセルをＤＴＭＦセル分解部１１０，２１０に送出し、また、ＡＴＭセル
が音声セルである場合には、このＡＴＭセルを音声セル分解部１１１，２１１に送出する
ものである。
【００３４】
　ＤＴＭＦセル分解部１１０，２１０は、ＤＴＭＦセルを受信すると、このＤＴＭＦセル
が自装置宛のセルかどうかの認識、セル抜け判定（エラー検出）を含むＡＴＭヘッダー処
理及びチャネル識別、シーケンス番号の判定（エラー検出）を含むＣＰＳ－ＰＨ処理を行
い、この後、受信したＤＴＭＦセルに含まれているＤＴＭＦ信号の内容情報を認識／解析
して、ＤＴＭＦ信号の信号変化検出時間及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報
）をＤＴＭＦ信号発生器１１３，２１３に通知すると共に、セレクタ（ａ）１１６，２１
６及びセレクタ（ｂ）１１７，２１７を制御するためのセレクタ制御信号を出力情報切替
部１１２，２１２に通知するものである。
【００３５】
　音声セル分解部１１１，２１１は、音声セルを受信すると、ＤＴＭＦセル分解部１１０
，２１０と同様にＡＴＭヘッダー処理及びＣＰＳ－ＰＨ処理を行い、その後、音声符号圧
縮されている音声信号を抽出し、これを音声符号伸張部１１４，２１４に送出するもので
ある。
【００３６】
　出力情報切替部１１２，２１２は、ＤＴＭＦ信号分解部１１０，２１０から受信した、
セレクタ制御信号により、セレクタ（ａ）１１６，２１６及びセレクタ（ｂ）１１７，２
１７の出力を制御するものであり、トランク回路インタフェース部１０１，２０１を介し
てＰＢＸ４，５に出力する音声信号の内容を切り替えるものである。
【００３７】
　ＤＴＭＦ信号発生部１１３，２１３は、ＤＴＭＦセル分解部１１０，２１０から信号変
化検出時間情報及びＤＴＭＦ値情報（ＤＴＭＦコード情報）を受信し、そのＤＴＭＦ値情
報（ＤＴＭＦコード情報）に対応するＤＴＭＦ信号を発生させ、このＤＴＭＦ信号を信号
変化検出時間情報として通知された時間と同一の時間の間、セレクタ（ｂ）１１７，２１
７に送出するものである。

　音声符号伸張部１１４，２１４は、音声セル分解部１１１，２１１から受信した音声符
号圧縮されている音声信号を音声符号伸張し、これをセレクタ（ａ）１１６，２１６に送
出するものである。
【００３８】
　無音発生部１１５，２１５は、常時、無音信号を発生しており、これをセレクタ（ａ）
１１６，２１６に送出するものである。なお、無音信号は人間が音声を聴取するときに、
違和感なく無音状態を感じることができる信号であり、一般的に低レベルの雑音信号が用
いられている。
【００３９】
　セレクタ（ａ）１１６，２１６は、出力情報切替部１１２，２１２からの制御に従い、
音声符号伸張部１１４，２１４からの音声信号若しくは無音発生部１１５，２１５からの
無音信号のいずれか一方をセレクタ（ｂ）１７７，２１７に送出するものである。
【００４０】
　そして、セレクタ（ｂ）１１７，２１７は、ＤＴＭＦ信号発生部１１３，２１３からの
ＤＴＭＦ信号、又はセレクタ（ｂ）１７７，２１７からの音声信号若しくは無音信号のい
ずれか一方をトランク回路インタフェース部１０１，２０１に送出するものである。
【００４１】
　次に、本発明で用いられるＡＴＭセルのフォーマット構成を説明する。
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【００４２】
　図３は、ＡＴＭ・アダプション・レイヤ２（ＡＡＬ２）セルフォーマットの基本構成を
示す図である。図３において、ＡＡＬ２セルは、５バイトのＡＴＭヘッダ部Ｆ３０１と、
１バイトのスタート・フィールド（ＳＴＦ）部Ｆ３０２と、転送する音声信号又はＤＴＭ
Ｆ信号の具体的内容情報を格納する４７バイトのコモン・パス・サブレイヤ・プロトコル
・データ・ユニット・ペイロード（ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ）部Ｆ３０３とで構
成されている。
【００４３】
　ＡＴＭヘッダ部Ｆ３０１は、ＩＴＵ－Ｔ勧告のＩ．３６１「公帯域ＩＳＤＮＡＴＭレイ
ヤ仕様」において規定されているように、４ビットのＧＦＣ領域と、８ビットのＶＰＩ領
域と、１６ビットのＶＣＩ領域と、３ビットのＰＴ領域と、１ビットのＣＬＰ領域と、８
ビットのＨＥＣ領域とから構成されている。
【００４４】
　また、ＳＴＦ部Ｆ３０２は、コモン・パス・サブレイヤ・プロトコル・データ・ユニッ
ト部の格納位置を指定する６ビットのＯＳＦ領域と、シーケンス・ナンバーを格納する１
ビットのＳＮ領域と、パリティピットを格納する１ビットのＰ領域とから構成されている
。なお、図３のコモン・パス・サブレイヤ・プロトコル・データ・ユニット・ペイロード
部Ｆ３０３の構成は図４により説明する。
【００４５】
　図４は、図３に示すコモン・パス・サブレイヤ・プロトコル・データ・ユニット・ペイ
ロード部Ｆ３０３のフォーマット構成を示す図である。図４において、（ａ）は音声及び
ファクシミリ信号等の音声信号を伝送するときに用いる音声セル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａ
ｙｌｏａｄ部のフォーマット構成を示す図であり、（ｂ）はＤＴＭＦ信号及びＳＳ／ＳＲ
信号を含むＤＴＭＦ信号を伝送するときに用いるＤＴＭＦセル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙ
ｌｏａｄ部のフォーマット構成を示す図である。
【００４６】
　図４（ａ）において、この音声セル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ部は、ＩＴＵ－
Ｔ勧告のＩ．３６３．２「Ｂ－ＩＳＤＮ ＡＴＭ アダプション・レイヤ・タイプ２」にほ
ぼ準拠しているものであり、コモン・パス・サブレイヤ・パケット・ヘッダ（ＣＰＳ－Ｐ
Ｈ）部Ｆ４０１と、コモン・パス・サブレイヤ・パケット・ペイロード（ＣＰＳ－ＰＰ）
部Ｆ４０２とから構成されている。
【００４７】
　ＣＰＳ－ＰＨ部Ｆ４０１は、セル種別を示すものであり、送信する音声信号の内容が通
常の音声信号のときは識別子「００」を格納し、音声信号の内容がファクシミリ信号のと
きは識別子「１０」を格納する２ビットのセル識別（ＶＦ）領域と、チャネル識別子を格
納する６ビットのチャネル・アイデンティフィー（ＣＩＤ）領域と、有効な情報の範囲を
示す情報を格納する６ビットのレングス・インディケーター（ＬＩ）領域と、音声のフレ
ーム番号情報を格納する４ビットのシーケンス・ナンバー（ＳＮ）領域と、エラー制御情
報を格納する５ビットのヘッダ・エラー・コントロール（ＨＥＣ）領域とから構成され、
また、コモン・パス・サブレイヤ・パケット・ペイロード部Ｆ４０２は、音声符号圧縮さ
れた音声信号を格納する音声符号情報格納領域として構成されている。なお、この音声セ
ル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ部を含む音声セルは、図２に示す音声セル生成部１
０６，２０６で生成されるものである。
【００４８】
　図４（ｂ）において、このＤＴＭＦセル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ部は、図４
（ａ）と同様に、ＣＰＳ－ＰＨ部Ｆ４０３と、ＣＰＳ－ＰＰ部Ｆ４０４とから構成されて
いる。
【００４９】
　ＣＰＳ－ＰＨ部Ｆ４０３は、図４（ａ）のＣＰＳ－ＰＨ部Ｆ４０１と同一の構成である
が、ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ部がＤＴＭＦセル用である場合、ＶＦ領域には、こ
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のＡＴＭセルがＤＴＭＦセルでありＣＰＳ－ＰＰ部Ｆ４０４には、ＤＴＭＦ音声信号に関
する情報又はＳＳ／ＳＲ信号の情報が格納されていることを示す識別子「１１」が格納さ
れる。また、ＣＰＳ－ＰＰ部Ｆ４０４は、ＳＳ／ＳＲ制御信号を格納するＳＳ／ＳＲ領域
と、ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３が測定した信号変化検出時間を格納する信号変化
検出時間（ＤＴＭＦ ＴＩＭＥ）領域と、ＤＴＭＦ信号の有り又は無し信号を格納するＤ
ＴＭＦ信号有無（ＤＶ）領域と、ＤＴＭＦ値情報（ＤＴＭＦコード情報）を格納するＤＴ
ＭＦコード（ＤＴＭＦ ＣＯＤＥ）領域とから構成されている。なお、このＤＴＭＦセル
用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ部を含むＤＴＭＦセルは、図２に示すＤＴＭＦセル生
成部１０５，２０５で生成されるものである。
【００５０】
　図５は、図４（ｂ）に示すＤＴＭＦセル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄ中のＣＰＳ
－ＰＰ部Ｆ４０４の具体的構成を示す図である。
【００５１】
　図５において、ＳＳ／ＳＲ領域Ｆ５０１は、トランク回路が用いる通信制御信号である
ＳＳ／ＳＲ制御信号を格納するＳＳ／ＳＲ領域である。ＤＴＭＦ ＴＩＭＥ領域Ｆ５０２
は、前記したようにＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３が測定した信号変化検出時間を格
納する領域であって、０から１２６ｍｓまでの時間情報を格納する領域である。ＤＶ領域
Ｆ５０３は、前記したようにＤＴＭＦ信号の有り又は無し信号を格納する領域であって、
信号無しのときは「０」が格納され、信号有りのときは「１」が格納される領域である。
【００５２】
　また、ＤＴＭＦ ＣＯＤＥ領域Ｆ５０４は、その上位４ビットをＤＴＭＦセルの種別情
報を通知するＤＴＭＦセル種領域Ｆ５０４ａとして用い、また、その下位４ビットをＤＴ
ＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）を通知するＤＴＭＦコード領域Ｆ５０４ｂとし
て用いられている。すなわち、ＤＴＭＦセル種領域Ｆ５０４ａによって、このＤＴＭＦセ
ルが、ＤＴＭＦ信号の送出又は停止の信号を送出するためのＤＴＭＦオン／オフセルか、
無音信号の送出を行うことを示す無音セルか又は無音信号の送出停止を示す無音解除セル
かを通知している。また、ＤＴＭＦコード領域Ｆ５０４ｂによって、ＤＴＭＦ信号のＤＴ
ＭＦコードである「０」～「９」、「＊」、「＃」又は「Ａ」～「Ｄ」の内の一つを通知
するようにしている。なお、無音セル、無音解除セル及びＤＴＭＦオン／オフセルについ
ての詳細説明は後述する。
【００５３】
　図１において、ＰＢＸ４が収容する内線電話機４４が、ＰＢＸ５が収容する電子メール
装置５８にアクセスし、ＰＢＸ４、ＡＴＭ多重化装置１、ＡＴＭ回線３、ＡＴＭ多重化装
置２、及びＰＢＸ５を介してその通話接続が行われ、内線電話機４４からＤＴＭＦ信号の
一つとなるＰＢ信号が送出され、電子メール装置５８を制御する場合がある。
【００５４】
　以下、このような場合を例にして、ＰＢＸ４側からＰＢＸ５側に、ＤＴＭＦ信号を伝送
するＤＴＭＦ信号伝送方式について説明する。
【００５５】
　図６は、本発明のＤＴＭＦ伝送方式の動作にかかる第１の実施の形態を説明する動作シ
ーケンス図である。
【００５６】
　図２及び図６において、ＰＢＸ４のトランク４２を介して、内線電話機４４からの音声
信号がＡＴＭ多重化装置１に入力されると、ＡＴＭ多重化装置１は、トランク回路インタ
フェース部１０１を介してその音声信号が、入力音声信号として音声符号圧縮部１０４と
ＤＴＭＦ信号検出部１０２とに入力される。
【００５７】
　なお、本実施の形態においては、その入力音声信号が、図６に示すように「音声１」、
「ＤＴＭＦ信号（音声２）」、「音声３」という順序に送出された音声信号を例に説明す
る。



(9) JP 4715860 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【００５８】
　音声符号圧縮部１０４は、「音声１」、「ＤＴＭＦ信号（音声２）」、「音声３」の何
れも音声信号として音声符号圧縮を行う。従って、ＤＴＭＦ信号（音声２）も一つの音声
信号として処理されるため、図６に示すように、音声符号圧縮された音声信号が音声符号
圧縮部１０４から音声セル生成部１０６に送出される。ここで、音声符号圧縮部１０４は
、音声符号圧縮の処理に処理時間Ｖａを要するものとする。
【００５９】
　音声セル生成部１０６は、受信したその音声符号圧縮されている音声信号により、逐次
、図４（ａ）に示す音声セル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄを作成すると共に、これ
にＡＴＭヘッダとＳＴＦを付加して音声セルを生成し、これをセル多重化部１０７に送出
する。
【００６０】
　一方、ＤＴＭＦ信号検出部１０２は、音声信号（入力音声信号）を受信して、その信号
内容を常時監視している。そして、ＤＴＭＦ判定に要する判定時間ＤｔでＤＴＭＦ信号の
判定を行なっており、ＤＴＭＦ信号（音声２）を受信したとき、第１のＤＴＭＦ検出信号
をオン状態にしてこれを出力する。
【００６１】
　ＤＴＭＦセル生成部１０５は、ＤＴＭＦ信号検出部１０２から出力された第１のＤＴＭ
Ｆ検出信号のオン状態を認識すると、図４（ｂ）に示すＤＴＭＦセル用ＣＰＳ－ＰＤＵ 
Ｐａｙｌｏａｄを作成すると共に、図５に示すＤＴＭＦ ＣＯＤＥ領域Ｆ５０４のＤＴＭ
Ｆセル種領域Ｆ５０４ａに、無音セルのコードを格納し、これにＡＴＭヘッダとＳＴＦを
付加してＤＴＭＦセル（以下「無音セル」という。）を生成し、これをセル多重部１０７
に送出する。
【００６２】
　また、ＤＴＭＦ信号監視部１０３は、ＤＴＭＦ信号検出部１０２からの第１のＤＴＭＦ
検出信号を、例えば１ｍｓでサンプリングして第１のＤＴＭＦ検出信号のオン／オフ状態
の変化点検出を行い、その変化を検出したとき（オンからオフに変化したとき、又は、オ
フからオンに変化したとき）、ＤＴＭＦセル生成部１０５にＤＴＭＦセルの送出を要求を
する。なお、ＤＴＭＦ信号監視部１０３には、ＤＴＭＦガード機能が設定されており、予
め設定されているガード時間Ｇｔ以上のオン状態が継続しない場合は、第１のＤＴＭＦ検
出信号がオフ状態からオン状態に変化したと見なさない処理を行なっている。
【００６３】
　従って、ＤＴＭＦ信号検出部１０２が図６に示すようにＤＴＭＦ信号（音声２）を検出
し、ガード時間Ｇｔ以上、第１のＤＴＭＦ検出信号のオン状態を継続して出力した場合、
ＤＴＭＦ信号監視部１０３は、第２のＤＴＭＦ検出信号をオン状態として出力する。また
同時に、ＤＴＭＦ信号監視部１０３は、ＤＴＭＦ信号検出時点（第２のＤＴＭＦ検出信号
がオン状態になった時点）からＤＴＭＦ信号検出部１０２からの第１のＤＴＭＦ検出信号
がオン状態からオフ状態に変化した時点までの時間に、ガード時間Ｇｔを加算した信号変
化検出時間と、ＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）とをＤＴＭＦセル生成部１
０５に通知する。
【００６４】
　なお、ガード時間Ｇｔは、ＤＴＭＦ信号監視部１０３内に設けられたフラッシュＲＯＭ
に設定（記憶）されているものであって、これは管理端末装置８又は集中管理端末装置７
によって、適宜、設定できるものであるが、この設定に係る詳細な説明は後述する。
【００６５】
　ＤＴＭＦセル生成部１０５は、ＤＴＭＦ信号監視部１０３からの第２のＤＴＭＦ検出信
号がオン状態に変化したことを認識し、また、ＤＴＭＦ信号監視部１０３から信号変化検
出時間及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）を受信すると、図４（ｂ）に示
すＤＴＭＦセル用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄを作成すると共に、図５に示すＤＴＭ
Ｆ ＴＩＭＥ領域Ｆ５０２にその信号変化検出時間を、ＤＶ領域にＤＴＭＦ信号有りを意
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味する「１」を、ＤＴＭＦ ＣＯＤＥ領域Ｆ５０４のＤＴＭＦセル種領域Ｆ５０４ａにＤ
ＴＭＦオン／オフセルを示すコードを、更に、ＤＴＭＦコード領域Ｆ５０４ｂに受信した
ＤＴＭＦ信号の値を示すＤＴＭＦコードを格納し、これにＡＴＭヘッダとＳＴＦを付加し
てＤＴＭＦセル（以下「ＤＴＭＦオンセル」という。）を生成し、これをセル多重部１０
７に送出する。
【００６６】
　また、ＤＴＭＦ信号検出部１０２が、ＤＴＭＦ信号の未検出を認識し、第１のＤＴＭＦ
検出信号をオン状態からオフ状態に変化させ、ＤＴＭＦセル生成部１０５がその第１のＤ
ＴＭＦ検出信号がオフ状態に変化したことを検出すると、図４（ｂ）に示すＤＴＭＦセル
用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄを作成すると共に、図５に示すＤＴＭＦ ＣＯＤＥ領域
Ｆ５０４のＤＴＭＦセル種領域Ｆ５０４ａに、無音解除セルのコードを格納し、これにＡ
ＴＭヘッダとＳＴＦを付加してＤＴＭＦセル（以下「無音解除セル」という。）を生成し
、これをセル多重部１０７に送出する。
【００６７】
　更に、ＤＴＭＦ信号監視部１０３が、ＤＴＭＦ信号の未検出を認識し、第２のＤＴＭＦ
検出信号をオン状態からオフ状態に変化させ、ＤＴＭＦセル生成部１０５がその第２のＤ
ＴＭＦ検出信号がオフ状態に変化したことを検出すると、図４（ｂ）に示すＤＴＭＦセル
用ＣＰＳ－ＰＤＵ Ｐａｙｌｏａｄを作成すると共に、図５に示すＤＶ領域にＤＴＭＦ信
号無しを意味する「０」を、また、ＤＴＭＦＣＯＤＥ領域Ｆ５０４のＤＴＭＦセル種領域
Ｆ５０４ａにＤＴＭＦオン／オフセルを示すコードを格納し、これにＡＴＭヘッダとＳＴ
Ｆを付加してＤＴＭＦセル（以下「ＤＴＭＦオフセル」という。）を生成し、これをセル
多重部１０７に送出する。
【００６８】
　セル多重部１０７では、ＤＴＭＦセル生成部１０５、音声セル生成部１０６にて生成さ
れたＡＴＭセル（ＤＴＭＦセル又は音声セル）をセル送出要求順に、ＡＴＭ回線インタフ
ェース部１０８及びＡＴＭ回線３を介して対向するＡＴＭ多重化装置２に伝送する。なお
、ＤＴＭＦセル生成部１０５及び音声セル生成部１０６からセル送出要求が同時に発生し
た場合は、ＤＴＭＦセル生成部１０５からのＤＴＭＦセルを優先して処理する。従って、
ＡＴＭ多重化装置１からは、図６の（イ）から継続的に音声セルが送出されるが、その送
出中における時点（ロ）で無音セル、時点（ハ）でＤＴＭＦオンセル、時点（二）で無音
解除セル、時点（ホ）でＤＴＭＦオフセルが送出されることになる。
【００６９】
　次に、ＡＴＭセル受信側のＡＴＭ多重化装置２側の動作を説明する。
【００７０】
　ＡＴＭ多重化装置２には、中継回線等による伝送遅延時間Ｄを経て、ＡＴＭセル（音声
セル又はＤＴＭＦセル）を受信する。
【００７１】
　セル分離部２０９は、ＡＴＭ回線インタフェース部２０８を介してＡＴＭセルを受信す
ると、図４（ａ）又は（ｂ）に示すＡＴＭセルのＣＰＳ－ＰＨ部Ｆ４０１内のＶＦ領域に
格納されている情報を読み取り、受信したＡＴＭセルが音声セルか又はＤＴＭＦセルかを
判別して、音声セルである場合にはこの受信したＡＴＭセルを音声セル分解部２１１送出
し、また、ＤＴＭＦセルである場合にはこの受信したＡＴＭセルをＤＴＭＦセル分解部２
１０送出する。
【００７２】
　音声セル分解部２１１は、音声セルを受信すると（受信音声セル）、ＡＴＭヘッダー処
理、ＣＰＳ－ＰＨ処理等を行い、音声符号圧縮されている音声信号を抽出し、これを音声
符号伸張部２１４に送出する。
【００７３】
　音声符号伸長部２１４は、音声符号圧縮されている音声信号を受信すると、これを復号
化／伸張し、音声符号伸張部出力として、セレクタ（ａ）２１６に送信する。ここで、復
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号化／伸張には復号処理時間Ｖｂを要している。
【００７４】
　一方、ＤＴＭＦセル分解部２１０が、図６における時点（ロ）で送信されたＤＴＭＦセ
ルを受信し、これが無音セルであることを認識すると、出力情報切替部２１２にセレクタ
（ａ）２１６の切り替え指示を行う。すなわち、出力情報切替部２１２は、無音セルが到
達したことを認識し、セレクタ（ａ）２１６の出力が無音発生部２１５から送出される無
音信号になるように、セレクタ（ａ）２１６を切り替える。
【００７５】
　次に、ＤＴＭＦセル分解部２１０が、図６における時点（ハ）で送信されたＤＴＭＦセ
ルを受信し、これがＤＴＭＦオンセルであることを認識すると、出力情報切替部２１２に
セレクタ（ｂ）２１７の切り替え指示を行う。すなわち、出力情報切替部２１２は、ＤＴ
ＭＦオンセルが到達したことを認識し、セレクタ（ｂ）２１７の出力がＤＴＭＦ信号発生
部２１３から送出されるＤＴＭＦ信号になるように、セレクタ（ｂ）２１７を切り替える
。
【００７６】
　また、これと同時に、ＤＴＭＦセル分解部２１０は、受信したＤＴＭＦオンセルに含ま
れる信号変化検出時間及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）をＤＴＭＦ信号
発生部２１３に通知し、これらの情報内容に対応するＤＴＭＦコードを発生し、ＤＴＭＦ
信号発生部出力として送出するように指示する。従って、このとき、セレクタ（ｂ）２１
７からは、受信したＤＴＭＦオンセルに含まれる信号変化検出時間及びＤＴＭＦ信号の値
情報（ＤＴＭＦコード情報）に応じたＤＴＭＦ信号が再生、出力される。
【００７７】
　次に、ＤＴＭＦセル分解部２１０が、図６における時点（二）で送信されたＤＴＭＦセ
ルを受信し、これが無音解除セルであることを認識すると、出力情報切替部２１２にセレ
クタ（ａ）２１６の切り替え指示を行う。すなわち、出力情報切替部２１２は、無音解除
セルが到達したことを認識し、セレクタ（ａ）２１６の出力が音声符号伸張部２１４から
送出される音声信号になるように、セレクタ（ａ）２１７を切り替える。
【００７８】
　そして、ＤＴＭＦセル分解部２１０が、図６における時点（ホ）で送信されたＤＴＭＦ
セルを受信し、これがＤＴＭＦオフセルであることを認識すると、出力情報切替部２１２
にセレクタ（ａ）２１６及びセレクタ（ｂ）２１７の切り替え指示を行う。すなわち、出
力情報切替部２１２はＤＴＭＦオフセルが到達したことを認識し、セレクタ（ａ）２１６
の出力が無音発生部２１５が発生する無音信号になるようにし、また、セレクタ（ｂ）２
１７の出力がセレクタ（ａ）２１６からの出力になるようにして、セレクタ（ｂ）２１７
から無音信号が出力されるようにする。そして、出力情報切替部２１２は、セレクタ（ｂ
）２１７から無音信号を一定時間Ｅｔ送出させたことをタイマでカウントし、この後、セ
レクタ（ａ）２１６を切り替えて、セレクタ（ｂ）２１７からの出力がセレクタ（ａ）２
１６からの出力（音声符号伸張部２１４からの音声信号出力）になるように、セレクタ（
ｂ）２１７を切り替える。
【００７９】
　なお、一定時間Ｅｔは、ＤＴＭＦ信号発生器２１３が送出したＤＴＭＦ信号の回り込み
によるエコーを防止するためのものである。
【００８０】
　以上の動作により、セレクタ（ｂ）２１７からの出力は、図６に示す出力音声信号とな
り、この出力音声信号が、トランク回路インタフェース部２０１を介してＰＢＸに送信さ
れる。従って、音声圧縮／伸長されたＤＴＭＦ信号がＰＢＸ等の音声端末装置に入力され
ることなく、正確にＤＴＭＦ信号が伝送できるようになる。
【００８１】
　次に、ＤＴＭＦ信号監視部１０３にガード時間Ｇｔを設定するための構成とその方法に
ついて説明する。
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【００８２】
　図８は、ガード時間Ｇｔを任意に設定可能にするシステム構成及びＡＴＭ多重化装置の
構成を示す図である。
【００８３】
　図８において、ＡＴＭ多重化装置１には、前記したようにＤＴＭＦ信号監視部１０３が
備えられており、このＤＴＭＦ信号監視部１０３内には、ガード時間Ｇｔを記憶するフラ
ッシュＲＯＭ（Ｆ－ＲＯＭ）１０３ａが設けられている。またこの他に、ＡＴＭ多重化装
置１には、ＡＴＭ多重化装置管理部１１８と、管理端末装置８とのインタフェースをとる
管理端末インタフェース部１１９と、ＩＳＤＮ等の公衆回線６とのインタフェースをとる
公衆回線インタフェース部１２０とが備えられている。
【００８４】
　ＡＴＭ多重化装置管理部１１８は、ＤＴＭＦ信号監視部１０３内のフラッシュＲＯＭ１
０３ａに内容（データ）を書き込む（又は内容を書き換える）機能を有しているものであ
って、これは管理端末インタフェース部１１９に接続された管理端末装置８又は公衆回線
インタフェース部１２０及び公衆回線６を介して接続された集中管理端末装置７からによ
る設定操作に応じて動作する。即ち、人為的に、集中管理端末装置７又は管理端末装置８
を操作することで、そのフラッシュＲＯＭ１０３ａに、システム全体の構成に最も適する
ガード時間Ｇｔを設定（記憶）可能にしている。
【００８５】
　また、ＡＴＭ多重化装置２についてもＡＴＭ多重化装置１と同様に、ＤＴＭＦ信号監視
部２０３内には、ガード時間Ｇｔを記憶するフラッシュＲＯＭ（Ｆ－ＲＯＭ）２０３ａが
設けられており、更に、ＡＴＭ多重化装置管理部２１８と、管理端末装置９とのインタフ
ェースをとる管理端末インタフェース部２１９と、ＩＳＤＮ等の公衆回線６とのインタフ
ェースをとる公衆回線インタフェース部２２０とを備えることによって、フラッシュＲＯ
Ｍ２０３ａに、システム全体の構成に最も適するガード時間Ｇｔを設定（記憶）可能にし
ている。

　本実施の形態においては、ガード時間Ｇｔとして、３０ｍｓ（ミリ秒）、４０ｍｓ、５
０ｍｓ、６０ｍｓ、８０ｍｓ、１００ｍｓ、１２０ｍｓ、１５０ｍｓ、１８０ｍｓ、２０
０ｍｓ、又は２５０ｍｓの内のいずれか一つが選択的に設定できるように構成している。
このように、ガード時間Ｇｔを適宜設定可能にすることで、各種通信規格に適合させるこ
とができ、ＤＴＭＦ信号の送受信時間規定が４５ｍｓ以上と規定されている通信規格の場
合には、処理に要する遅延時間を考慮に入れて、ガード時間Ｇｔを４０ｍｓに設定してお
けば、その通信規格に適合させることができる。
【００８６】
　また、接続される音声端末のＤＴＭＦ信号送出時間として、例えば１００ｍｓ以上を保
証している場合には、ガード時間Ｇｔを１００ｍｓというような大きな値にすることもで
きようになるため、音声入力（例えば、肉声の入力）にＤＴＭＦ信号の周波数成分が含ま
れている場合又はＤＴＭＦ信号の周波数成分に近似する周波数成分が含まれている場合で
あっても、誤ってこれをＤＴＭＦ信号として検出する確率が極めて小さくなり、動作の信
頼性を向上させることができる。
【００８７】
　さらに、このガード時間Ｇｔは、遠隔地に設置された集中管理装置７によって設定可能
であるため、システムが運用状態に入った後でも容易にその値を変更することができ、音
声入力にも拘わらずＤＴＭＦ信号と誤った検出してしまう現象が発生しても、集中管理装
置７を用いて遠隔地から迅速にガード時間Ｇｔの値をより大きく変更して、音声入力を誤
ってＤＴＭＦ信号として検出しないようにすることができるためサービス性が向上する。
【００８８】
　なお、ガード時間Ｇｔは呼接続の際に使用される値（基本値）と、通話中に使用される
値との両方を切り替えて使用することもできる。従って、呼接続の際には、呼接続処理を
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迅速に行うために、ＤＴＭＦ信号の送受信時間規定が４５ｍｓ以上と規定されている通信
規格においては、ＤＴＭＦ信号の送出時間が４５ｍｓ以上であって、その通信規格に適合
する最小の時間になるように、ガード時間Ｇｔを４０ｍｓとし、通話中は、音声信号を誤
ってＤＴＭＦ信号として検出してしまうことを防止するために、ガード時間Ｇｔの値を大
きくして１００ｍｓとすることもできる。
【００８９】
　さらに、ＤＴＭＦ信号監視部１０３において、フラッシュＲＯＭ１０３ａにガード時間
Ｇｔが設定されていない場合又は呼接続の場合は、ＤＴＭＦ信号の送受信時間が通信規格
に適合する最小の値（例えば４０ｍｓ）をガード時間Ｇｔとして固定的に使用するように
構成することもでき、このようにすることで、集中管理端末装置７又は管理端末装置８か
らのシステム設定を効率良く行えるようになる。
【００９０】
　次に、ＡＴＭ多重化装置１のＤＴＭＦ信号監視部１０３にＤＴＭＦガード機能が設定さ
れていない場合の第２の実施の形態の動作を説明する。
【００９１】
　図７は、本発明のＤＴＭＦ伝送方式の動作にかかる第２の実施の形態を説明する動作シ
ーケンス図である。
【００９２】
　以下、図２及び図７において、音声符号圧縮部１０４は、「音声１」、「ＤＴＭＦ信号
（音声２）」、「音声３」の何れも音声信号として音声符号圧縮を行い、図７に示すよう
に、音声符号圧縮された音声信号が音声符号圧縮部１０４から音声セル生成部１０６に送
出される。ここで、音声符号圧縮部１０４は、音声符号圧縮の処理に処理時間Ｖａを要す
るものとする。
【００９３】
　ＤＴＭＦ信号検出部１０２は、音声信号（入力音声信号）を受信して、その信号内容を
常時監視している。そして、ＤＴＭＦ判定に要する判定時間ＤｔでＤＴＭＦ信号の判定を
行なっており、ＤＴＭＦ信号（音声２）を受信したとき、第１のＤＴＭＦ検出信号をオン
状態にする。
【００９４】
　一方、ＤＴＭＦセル生成部１０５は、ＤＴＭＦ信号検出部１０２から第１のＤＴＭＦ検
出信号がオン状態に変化したことを認識すると無音セルを生成し、これをセル多重部１０
７に送出する。
【００９５】
　また、ＤＴＭＦ信号検出部１０２が図７に示すようにＤＴＭＦ信号（音声２）を検出し
たとき、ＤＴＭＦ信号監視部１０３も、ほぼ同時に、ＤＴＭＦ信号（音声２）を検出する
ので、第２のＤＴＭＦ検出信号をオン状態からオフ状態に変化させると共に、信号変化検
出時間とＤＴＭＦの値情報（ＤＴＭＦコード情報）とをＤＴＭＦセル生成部１０５に通知
する。
【００９６】
　ＤＴＭＦセル生成部１０５は、ＤＴＭＦ信号監視部１０３からの第２のＤＴＭＦ検出信
号がオン状態に変化したことを認識し、また、ＤＴＭＦ信号監視部１０３から信号変化検
出時間及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）を受信すると、図５に示すＤＴ
ＭＦ ＴＩＭＥ領域Ｆ５０２にその信号変化検出時間を、ＤＶ領域にＤＴＭＦ信号有りを
意味する「１」を、ＤＴＭＦ ＣＯＤＥ領域Ｆ５０４のＤＴＭＦセル種領域Ｆ５０４ａに
ＤＴＭＦオン／オフセルを示すコードを、更に、ＤＴＭＦコード領域Ｆ５０４ｂに受信し
たＤＴＭＦ信号の値を示すＤＴＭＦコードを格納したＤＴＭＦオンセルを生成し、これを
セル多重部１０７に送出する。
【００９７】
　また、ＤＴＭＦ信号検出部１０２が、ＤＴＭＦ信号の未検出を認識し、第１のＤＴＭＦ
検出信号をオン状態からオフ状態に変化させ、ＤＴＭＦセル生成部１０５がその第１のＤ
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ＴＭＦ検出信号のオフ状態を検出すると、無音解除セルを生成し、これをセル多重部１０
７に送出する。
【００９８】
　更に、ＤＴＭＦ信号監視部１０３が、ＤＴＭＦ信号の未検出を認識し、第２のＤＴＭＦ
検出信号をオン状態からオフ状態に変化させ、ＤＴＭＦセル生成部１０５がその第２のＤ
ＴＭＦ検出信号のオフ状態を検出すると、ＤＴＭＦオフセルを生成し、これをセル多重部
１０７に送出する。
【００９９】
　セル多重部１０７では、前述したようにＤＴＭＦセル生成部１０５、音声セル生成部１
０６にて生成されたＡＴＭセル（ＤＴＭＦセル又は音声セル）をセル送出要求順に、ＡＴ
Ｍ回線インタフェース部１０８及びＡＴＭ回線３を介して対向するＡＴＭ多重化装置２に
伝送する。なお、ＤＴＭＦセル生成部１０５及び音声セル生成部１０６からセル送出要求
が同時に発生した場合は、ＤＴＭＦセル生成部１０５からのＤＴＭＦセルを優先して処理
する。従って、ＡＴＭ多重化装置１からは、図７の（へ）から継続的に音声セルが送出さ
れるが、その送出中における時点（ト）で無音セル及びＤＴＭＦオンセルが送出され、時
点（チ）で無音解除セル及びＤＴＭＦオフセルが送出されることになる。
【０１００】
　次に、ＡＴＭセル受信側のＡＴＭ多重化装置２側の動作を説明する。
【０１０１】
　ＡＴＭ多重化装置２には、中継回線等による伝送遅延時間Ｄを経て、ＡＴＭセル（音声
セル又はＤＴＭＦセル）を受信する。
【０１０２】
　セル分離部２０９は、ＡＴＭ回線インタフェース部２０８を介してＡＴＭセルを受信す
ると、受信したＡＴＭセルが音声セルか又はＤＴＭＦセルかを判別して、音声セルである
場合にはこの受信したＡＴＭセルを音声セル分解部２１１に送出し、また、ＤＴＭＦセル
である場合にはこの受信したＡＴＭセルをＤＴＭＦセル分解部２１０に送出する。
【０１０３】
　音声セル分解部２１１は、音声セルを受信すると（受信音声セル）、ＡＴＭヘッダー処
理、ＣＰＳ－ＰＨ処理等を行い、音声符号圧縮されている音声信号を抽出し、これを音声
符号伸張部２１４に送出する。
【０１０４】
　音声符号伸長部２１４は、音声符号圧縮されている音声信号を受信すると、これを復号
化し、これを音声符号伸張部出力として、セレクタ（ａ）２１６に送信する。ここで、復
号化には復号処理時間Ｖｂを要している。
【０１０５】
　一方、ＤＴＭＦセル分解部２１０が、図７における時点（ト）で送信された無音セルと
ＤＴＭＦオンセルとを認識すると、出力情報切替部２１２にセレクタ（ａ）２１６及びセ
レクタ（ｂ）２１７の切り替え指示を行い、セレクタ（ａ）２１６からの出力が無音発生
部２１５から送出される無音信号になるようにすると共に、セレクタ（ｂ）２１７からの
出力がＤＴＭＦ信号発生部２１３から送出されるＤＴＭＦ信号になるようにする。
【０１０６】
　また、これと同時に、ＤＴＭＦセル分解部２１０は、ＤＴＭＦ信号発生器２１３に受信
したＤＴＭＦオンセルに含まれる信号変化検出時間及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦ
コード情報）をＤＴＭＦ信号発生部２１３に通知し、これらの情報内容に対応するＤＴＭ
Ｆコードを発生し、ＤＴＭＦ信号発生部出力として送出するように指示する。従って、こ
のとき、セレクタ（ｂ）２１７からは、受信したＤＴＭＦオンセルに含まれる信号変化検
出時間及びＤＴＭＦ信号の値情報（ＤＴＭＦコード情報）に応じたＤＴＭＦ信号が出力さ
れる。
【０１０７】
　次に、ＤＴＭＦセル分解部２１０が、図７における時点（チ）で送信された無音解除セ
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ルとＤＴＭＦオフセルとを認識すると、出力情報切替部２１２にセレクタ（ｂ）２１７の
切り替え指示を行い、セレクタ（ｂ）２１７の出力がセレクタ（ａ）２１６からの出力に
なるようして、セレクタ（ｂ）２１７から無音信号が送出されるようにする。
【０１０８】
　また、出力情報切替部２１２は、ＤＴＭＦオフセルの受信を認識してから一定時間Ｅｔ
経過したことをタイマでカウントし、この後、セレクタ（ａ）２１６を切り替えて、セレ
クタ（ｂ）２１７の出力がセレクタ（ａ）２１６からの出力（音声符号伸張部２１４から
の音声信号出力）になるように、セレクタ（ｂ）２１７を切り替える。
【０１０９】
　以上の動作により、セレクタ（ｂ）２１７からの出力は、図７に示す出力音声信号とな
り、この出力音声信号が、トランク回路インタフェース部２０１を介してＰＢＸに送信さ
れる。従って、音声圧縮／伸長されたＤＴＭＦ信号がＰＢＸ等の音声端末装置に入力され
ることなく、短時間で、正確にＤＴＭＦ信号が伝送できるようになる。
【０１１０】
　このようにして、ＰＢＸ４の内線電話機４４から音声信号のみならず、ＤＴＭＦ信号を
も音声メール装置５８に正確に伝達することができる。
【０１１１】
　なお、前述したように、ＤＴＭＦ信号監視部１０３，２０３は、予め定められた間隔（
例えば１秒間隔）で、定期的にＤＴＭＦ信号が検出されている状態か又は未検出の状態か
を示すＤＴＭＦ信号状態情報をＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５に通知する機能を有し
ている。そして、ＤＴＭＦセル生成部１０５，２０５は、この通知に基づいて、ＤＴＭＦ
オンセル又はＤＴＭＦオフセルを送出している。
【０１１２】
　この機能は、本発明の実施の形態において、ＤＴＭＦオンセルを受信したＡＴＭ多重化
装置がＤＴＭＦ信号を送出した後、ＤＴＭＦオフセルを受信してＤＴＭＦ信号を停止する
ように構成されているために必要なものである。すなわち、ＡＴＭ回線の障害や誤動作に
より、ＡＴＭ回線でＤＴＭＦオフセルを紛失し、ＡＴＭ多重化装置がＤＴＭＦオフセルを
受信することができず、ＤＴＭＦ信号を送出し続ける状態を防ぐものである。

【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の全体構成を示すシステム構成図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかるＡＴＭ多重化装置の内部構成を示すブロック図であ
る。
【図３】ＡＴＭセルＡＡＬ２フォーマットの基本構成を示す図である。
【図４】図３に示すコモン・パス・サブレイヤ・プロトコル・データ・ユニット・ペイロ
ード部の構成を示す図である。
【図５】ＤＴＭＦセル用コモン・パス・サブレイヤ・パケット・ペイロード部の具体的構
成を示す図である。
【図６】本発明のＤＴＭＦ伝送方式の動作にかかる第１の実施の形態を説明する動作シー
ケンス図である。
【図７】本発明のＤＴＭＦ伝送方式の動作にかかる第２の実施の形態を説明する動作シー
ケンス図である。
【図８】ＤＴＭＦ信号監視部のガード時間を任意に設定可能にするシステム構成及びＡＴ
Ｍ多重化装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１，２：ＡＴＭ多重化装置
　３：ＡＴＭ回線
　４，５：ＰＢＸ
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　６：公衆回線
　７：集中管理端末装置
　８，９：管理端末装置
　１０１，２０１：トランク回路インタフェース部
　１０２，２０２：ＤＴＭＦ信号検出部
　１０３，２０３：ＤＴＭＦ信号監視部
　１０４，２０４：音声符号圧縮部
　１０５，２０５：ＤＴＭＦセル生成部
　１０６，２０６：音声セル生成部
　１０７，２０７：セル多重部
　１０８，２０８：ＡＴＭ回線インタフェース部
　１０９，２０９：セル分離部
　１１０，２１０：ＤＴＭＦセル分解部
　１１１，２１１：音声セル分解部
　１１２，２１２：出力情報切替部
　１１３，２１３：ＤＴＭＦ発生部
　１１４，２１４：音声符号伸長部
　１１５，２１５：無音発生部
　１１６，２１６：セレクタ（ａ）
　１１７，２１７：セレクタ（ｂ）

【図１】 【図２】



(17) JP 4715860 B2 2011.7.6

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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