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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】改良されたデジタル加入者回線通信システムを
提供する。
【解決手段】デジタル加入者ライン通信において使用す
るためのモデムは、音声／データスプリッタの必要性を
排除しつつ、ローカル加入者ループ上で、このループ上
の音声情報と同じように、データの送信および受信を行
う。このモデムは、変動しつつある条件下においてルー
プ上の通信を規定する、予め格納されたチャネルパラメ
ータ制御セット間で高速に切り換えを行うことにより、
オンフックからオフフックへの遷移等の「妨害イベント
」に関連する破損に応答する。上記モデムは、妨害イベ
ントに応答してパラメータ変更セットを変更させること
に加えて、伝送パワーレベル、および周波数ドメインま
たはイコライザ特性等の他のシステムパラメータも変更
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライン上で同時に存在し得る複数の異なる周波数帯域においてデータを搬送するマルチ
搬送波ワイヤラインデータ通信システムに接続して用いる装置であって、 Ａ．該帯域の
うちの少なくとも第１の帯域に関連してシグナリングイベントを検出する手段と、 Ｂ．
該検出手段によるシグナリングイベントの検出に応答して、該シグナリングイベントに先
立って形成される第１のビットアロケーションテーブルと第２のビットアロケーションテ
ーブルとを切り換え、該システムの搬送波へのビットのアロケーションを制御し、該帯域
のうちの少なくとも第２の帯域において伝送される信号の処理を変更する手段と、 を含
む装置。
【請求項２】
　ライン上で同時に存在し得る複数の異なる周波数帯域においてデータを搬送するワイヤ
ラインデータ通信システムに接続して用いる装置であって、妨害イベントから生じた信号
に応答して該ライン上のデータの伝送を、妨害が存在しない状態で用いられるように設定
された予め規定された１次パラメータと、妨害が存在する状態で用いられるように設定さ
れた予め規定された２次パラメータとの間で、特定の通信セッションのためのパラメータ
セットの再計算なしに切り換えることにより、変更する手段を含む、装置。
【請求項３】
　前記信号が、ＰＳＫ変調トーンの収集体である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記妨害イベントが、オフフックからオンフックへの遷移である、請求項２に記載の装
置。
【請求項５】
　前記妨害イベントが、オフフックからオンフックへの遷移である、請求項２に記載の装
置。
【請求項６】
　前記妨害イベントが、クロストーク環境の変化によって引き起こされる、請求項２に記
載の装置。
【請求項７】
　伝送の前記変更が、一連のリファレンスフレームを送信する、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　伝送の前記変更が、迅速リトレインモードに入ることを含む、請求項２に記載の装置。
【請求項９】
　前記検出手段が、 （１）複数の異なる時刻に、前記ワイヤライン上において伝送され
る信号の特性を測定する手段と、 （２）該測定された特性のサンプルが、選択された異
なる時刻間で、規定された様式で異なるときに、前記変更手段を活性化する手段と、 を
含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記測定手段が、処理が変更されるべき信号に関連するエラー訂正符号でのエラーの度
合いを測定し、該エラーの度合いが少なくとも規定された回数だけ規定された閾値を越え
るときにのみ、前記変更手段を活性化する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記測定手段が、前記サンプルの各々におけるエラーの数が２以上のサンプルの各々に
おいて規定された数を超えるときにのみ、前記変更手段を活性化する、請求項１０に記載
の装置。
【請求項１２】
　前記測定手段が、複数の異なる周波数帯域に亘って伝送される信号の特性を測定し、該
測定された特性が該複数の周波数帯域の各々に関連する規定された閾値を越えるときにの
み、前記変更手段を活性化する、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記ワイヤラインデータ通信システムが、音声およびデータ信号の両方を搬送する電話
加入者ループを含み、前記シグナリングイベントがオフフックイベントを含む、請求項１
に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ワイヤラインデータ通信システムが、音声およびデータ信号の両方を搬送する電話
加入者ループを含み、前記シグナリングイベントがオンフックイベントを含む、請求項１
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記周波数帯域に亘って伝送されるリファレンス信号に従って該周波数帯域の各々の周
波数特性を均等化する周波数領域イコライザを含み、前記変更手段が該リファレンス信号
に関する測定値に従って該イコライザの特性を変化させる手段を含む、請求項１４に記載
の装置。
【請求項１６】
　前記測定手段が、前記リファレンス信号の信号対雑音比を測定し、該比が少なくとも規
定された回数だけ規定された閾値未満であるときにのみ、前記変更手段を活性化する、請
求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　前記データ通信システムが、パイロットトーンを伝送する手段を含み、前記装置が、異
なる時刻に該トーンの少なくとも一つの特性を測定する手段と、該特性が少なくとも規定
された回数だけ規定された閾値を越える変化を表したときにのみ、前記変更手段を活性化
する、請求項９に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ワイヤライン情報を該情報信号のソースに返送する手段を含み、該手段が、シグナ
リングイベントの検出が存在しないときに第１のパワーレベルで伝送を行い、シグナリン
グイベントの検出に応答して別のパワーレベルで伝送を行う、請求項９に記載の装置。
【請求項１９】
　前記システムが第１の状態にあるときに前記情報を処理するために用いられる第１の格
納パラメータセットを含む、請求項９に記載の装置。
【請求項２０】
　前記システムがシグナリングイベントの検出に応答して第２の状態に切り換わったとき
に前記情報を処理するために用いられる第２の格納パラメータセットを更に含む、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第２のセットが予め演算されている、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第２のセットが、シグナリングイベントの検出に続いてサブチャネル上で受信され
るリファレンス信号に応答して演算される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１および第２のセットが、通信セッションを初期化する際に演算される、請求項
２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記変更手段が前記信号を処理するデータレートを変化させる手段を含む、請求項１に
記載の装置。
【請求項２５】
　複数の離散したサブチャネルに亘ってデータを通信するモデムであって、該サブチャネ
ルの各々が、該サブチャネルにおいて通信を行うための対応するサブチャネルに亘るビッ
トのアロケーションを規定するビットアロケーションパラメータにより特徴づけられてお
り、改良が、 Ａ．第１の通信状態中に該サブチャネルへのビットをアロケートする第１
のチャネル制御テーブルをする手段と、 Ｂ．第２の通信状態中に該サブチャネルへのビ
ットをアロケートする第２のチャネル制御テーブルを規定する手段と、 を含み、 Ｃ．該
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第２のテーブルが、通信を破壊するイベントに対応しており、通信セッション中に該イベ
ントが起こる前に形成される、 モデム。
【請求項２６】
　規定されたイベントが検出されると複数の前記テーブル間で切り換える手段を含む、請
求項２５に記載のモデム。
【請求項２７】
　前記第１のテーブルが、通常動作中の前記モデムの通信能力を確立する、請求項２５に
記載のモデム。
【請求項２８】
　前記第２のテーブルが、減少動作中の前記モデムの通信能力を確立する、請求項２７に
記載のモデム。
【請求項２９】
　前記規定されたイベントが、オンフック状態とオフフック状態との間の遷移を含むシグ
ナリングイベントを含む、請求項２５に記載のモデム．
【請求項３０】
　前記第１のテーブルが、シグナリングイベントが存在しない状態の通信を規定する、請
求項２９に記載のモデム．
【請求項３１】
　前記第２のテーブルが、シグナリングイベントの検出に応答する通信を規定する、請求
項３０に記載のモデム．
【請求項３２】
　前記切り換え手段が、以前に検出されたシグナリングイベントの停止を示すシグナリン
グイベントが検出されると、前記第２のテーブルから前記第１のテーブルに切り換える、
請求項３１に記載のモデム．
【請求項３３】
　前記第１および第２のテーブルが、前記サブチャネルの通信能力が決定される初期化セ
ッション中に決定される、請求項２５に記載のモデム．
【請求項３４】
　前記第１のテーブルが、干渉シグナリング状態が存在しない状態で決定される、請求項
３３に記載のモデム。
【請求項３５】
　前記第２のテーブルが、前記第１のテーブルの関数として決定される、請求項３４に記
載のモデム。
【請求項３６】
　前記第２のテーブルのビットアロケーションが、前記第１のテーブルのビットアロケー
ションの百分率として決定される、請求項３５に記載のモデム。
【請求項３７】
　前記第２のテーブルのビットアロケーションが、前記第１のテーブルの対応するサブチ
ャネルのビットアロケーションの決定に、雑音マージンを加算することによって決定され
る、請求項２７に記載のモデム。
【請求項３８】
　前記第２のチャネル制御テーブルが、対応する複数のイベント生成ソースによって生成
される複数のシグナリングイベントに応答して決定され、該複数のイベント生成ソースの
各々が、与えられたソースに特定のチャネル制御テーブルを規定し、該第２のチャネル制
御テーブルが、サブ－サブチャネルの各々に対して、該複数のソースの各々に関連するテ
ーブルの対応する該サブ－サブチャネルに対する最小ビットアロケーションを選択するこ
とによって形成される複合テーブルを含む、請求項２５に記載のモデム。
【請求項３９】
　前記第２のチャネル制御テーブルが、対応する複数のイベント生成ソースによって生成
される複数のシグナリングイベントに応答して決定択された複数のテーブルから選択され
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、該複数のイベント生成ソースの各々が、与えられたソースに特定のチャネル制御テーブ
ルを規定する、請求項２５に記載のモデム。
【請求項４０】
　イベントを生成するソースに応じて前記第２のテーブルとして用いるために、前記複数
のテーブルから一つを選択する手段を含む、請求項２９に記載のモデム。
【請求項４１】
　Ｃ．前記モデムが前記通信状態のいずれかにあるときに、前記チャネル制御テーブルを
再決定する手段と、 Ｄ．該モデムとの通信状態にある第２のモデムに、再決定されたテ
ーブルを通信する手段と、 をさらに含む、請求項２５に記載のモデム。
【請求項４２】
　前記通信手段が、前記離散したサブ－サブチャネルから選択された専用サブチャネルに
おいて前記再決定されたテーブルと通信する、請求項４１に記載のモデム。
【請求項４３】
　前記通信手段がさらに、前記再決定されたテーブルのタイプを識別する情報を前記第２
のモデムに通信する、請求項４１に記載のモデム。
【請求項４４】
　複数のサブチャネルから形成される上流方向通信サブチャネルおよび下流方向通信サブ
チャネルの両方を有する、非対称的デジタル加入者ライン通信に用いられるモデムであっ
て、該ループは音声およびデータ通信の両方を運ぶように構成されており、 Ａ．第１の
通信状態における、該モデムと該ループに接続された第２のモデムとの間のデータ通信を
規定する、第１のテーブルを格納するための手段と、 Ｂ．第２の通信状態における、該
モデムと該第２のモデムとの間のデータ通信を規定する、第２のテーブルを格納するため
の手段と、を有し、 Ｃ．該第２のテーブルは、通信を断絶するイベントに対応し、通信
セッション中における該イベントの発生より前に形成される、 モデム。
【請求項４５】
　選択されたイベントの発生に応答して、前記テーブル間の切り替えを行う手段を有する
、請求項４４に記載のモデム。
【請求項４６】
　複数のサブチャネルから形成される上流通信サブチャネルおよび下流通信サブチャネル
の両方を有する、非対称的デジタル加入者ループ通信に用いられるモデムであって、該ル
ープは音声およびデータ通信の両方を運ぶように構成されており、 Ａ．第１の通信状態
における、該モデムと該ループに接続された第２のモデムとの間のデータ通信を規定する
、第１のテーブルを格納するための手段と、 Ｂ．第２の通信状態における、該モデムと
該第２のモデムとの間のデータ通信を規定する、第２のテーブルを格納するための手段と
、 Ｃ．該第２のモデムから受け取った信号に基づいて前記テーブル間の切り替えを行う
ための手段と、を有する、 モデム。
【請求項４７】
　Ｄ．前記選択されたイベントを検出するための手段であって、 （１）複数の通信区間
の間において前記通信サブチャネルのうち少なくとも１つの選択された特性をモニタする
ための手段と、 （２）複数の該区間において、該選択された特性の差を決定する手段と
、 （３）該差が規定されたパターンを示すときに、前記テーブルの切り替えを開始する
信号を発生するための手段と、 を有する手段を有する、請求項４４に記載のモデム。
【請求項４８】
　前記パターンは、第１のしきい量よりも大きい初期差の後に、第２のしきい量よりも小
さい少なくとも１つの後続差を含んでなる、請求項４７に記載のモデム。
【請求項４９】
　前記第１のしきい値は、前記第２のしきい値よりも大きい、請求項４８に記載のモデム
。
【請求項５０】
　前記パターンは、第１のしきい量よりも大きい初期差の後に、第２のしきい量よりも小
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さい複数の後続差を含んでなる、請求項４９に記載のモデム。
【請求項５１】
　前記選択された特性は、少なくとも１つのサブチャネル上において監視される、請求項
４８に記載のモデム。
【請求項５２】
　前記選択された特性は、複数のサブチャネル上において監視される、請求項４８に記載
のモデム。
【請求項５３】
　前記初期差を前記第１のしきい値に比較するために用いられる、前記サブ－サブチャネ
ル上において監視された前記選択された特性の値を平均するための手段を有する、請求項
５２に記載のモデム。
【請求項５４】
　前記後続差を前記第２のしきい値に比較するために用いられる、前記サブ－サブチャネ
ル上において監視された前記選択された特性の値を平均するための手段を有する、請求項
５２に記載のモデム。
【請求項５５】
　前記特性はエラーコードエラーを含む、請求項４９に記載のモデム。
【請求項５６】
　前記特性は、シグナル対ノイズ比を含む、請求項４９に記載のモデム。
【請求項５７】
　前記特性は、パイロットトーンのパラメータを含む、請求項に記載のモデム。
【請求項５８】
　前記第１のテーブルは、前記第２のテーブルよりも大きいデータレートを確立する、請
求項４４に記載のモデム。
【請求項５９】
　前記テーブルは、前記各サブ－サブチャネル上を送信されるビット数を規定する、請求
項５８に記載のモデム。
【請求項６０】
　前記イベントは、オフフック、オンフック、リンギング、およびビジーを含む群より選
択されるイベントを伝送することを含む、請求項５９に記載のモデム。
【請求項６１】
　前記切り替え手段は、前記切り替えを引き起こした前記イベントの終了に際して、前記
モデムを前記第１の通信状態に戻す、請求項４７に記載のモデム。
【請求項６２】
　Ｄ．前記ループ中に、前記モデムによる送信該ループへのの戻り特性を調査するための
テスト信号を発する手段と、 Ｅ．該測定された戻り特性に応じて前記送信の出力レベル
を制限するための手段と、 を有する、請求項４４に記載のモデム。
【請求項６３】
　前記調査は規定された振幅および周波数のトーンを含み、前記測定された戻り特性は、
前記トーンの発生に応答して前記モデムに返された信号の振幅および周波数を含む群より
選択される少なくとも１つの特性を含む、請求項６２に記載のモデム。
【請求項６４】
　前記調査は規定された振幅および周波数の複数のトーンを含み、前記測定された戻り特
性は、前記トーンの発生に応答して前記モデムに返された信号の振幅および周波数を含む
群より選択される少なくとも１つの特性を含む、請求項６２に記載のモデム。
【請求項６５】
　前記サブチャネルの送信特性をイコライズするためのイコライザを有し、前記テーブル
は、 （１）時間ドメインイコライザの係数または （２）周波数ドメインイコライザの係
数または （３）デジタルエコーキャンセラの係数を規定する、請求項４４に記載のモデ
ム。
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【請求項６６】
　前記第１のテーブルは、選択されたイベントの不在時における初期化プロセス中におい
て決定される、請求項４４に記載のモデム。
【請求項６７】
　前記第２のテーブルは、選択されたイベントの存在時における初期化プロセス中におい
て決定される、請求項６６に記載のモデム。
【請求項６８】
　前記第２のテーブルは、選択されたイベントの発生に応答して再決定される、請求項６
７に記載のモデム。
【請求項６９】
　再決定されたテーブルは、休止状態において、所与のモデムから該モデムが通信する他
のモデムへ通信される、請求項６８に記載のモデム。
【請求項７０】
　前記発生手段は、選択されたイベントの検出に応答して前記サブ－サブチャネルのうち
の１つ上において切り替え制御信号を送信させる、請求項４７に記載のモデム。
【請求項７１】
　前記発生手段は、選択されたイベントの検出に応答してトーンを送信させる、請求項４
７に記載のモデム。
【請求項７２】
　デジタル加入者ライン上において、該ライン上における音声通信と同時に、デジタルデ
ータを通信するために用いられる装置であって、 Ａ．デジタルデータを該ラインに通信
し、該ラインからデジタルデータを通信するための送受信器と、 Ｂ．第１の通信状態下
においてデータを通信するために用いられる第１の通信パラメータセットを格納するため
の、第１の格納素子と、 Ｃ．第２の通信状態下においてデータを通信するために用いら
れる第１の通信パラメータセットを格納するための、第２の格納素子と、 を有する、装
置。
【請求項７３】
　前記ライン上の通信状態を監視し、該通信条件間の変化に応答して、前記第１の通信パ
ラメータセットと前記第２の通信パラメータセットとを切り替える手段を有する、請求項
７２に記載の装置。
【請求項７４】
　前記装置に通信された信号に応答して、前記通信パラメータセットとを切り替える手段
を有する、請求項７２に記載の装置。
【請求項７５】
　異なる周波数および少なくとも潜在的に異なる情報搬送容量を有する複数のサブチャネ
ル上において前記データを通信し、前記通信パラメータは、前記各条件下における通信の
ための前記サブチャネルに割り当てられるビット数を規定する少なくとも１つのチャネル
制御テーブルを含む、請求項７２に記載の装置。
【請求項７６】
　前記装置は、異なる周波数および少なくとも潜在的に異なる情報搬送容量を有する複数
のサブチャネル上において前記データを通信し、前記通信パラメータは、前記各条件下に
おける通信のための前記サブチャネルのゲイン特性を規定するサブチャネルゲインテーブ
ルを含む、請求項７２に記載の装置。
【請求項７７】
　前記装置は、異なる周波数および少なくとも潜在的に異なる情報搬送容量を有する複数
のサブチャネル上において前記データを通信し、前記通信パラメータは、前記各条件下に
おける通信のための前記サブチャネルの周波数特性を規定する周波数ドメインイコライザ
を含む、請求項７２に記載の装置。
【請求項７８】
　前記両通信パラメータセットは、作業データの通信の前の初期区間中に決定される、請
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求項７２に記載の装置。
【請求項７９】
　前記第１の通信パラメータセットは、作業データの通信の前の初期区間中に決定され、
前記第２の通信パラメータセットは、作業データの通信の後でありかつ第２の通信条件に
よって特徴付けられる後続区間中に決定される、請求項７２に記載の装置。
【請求項８０】
　前記第２の通信パラメータセットは、互いと通信する送受信器対のうちの第１の送受信
器において決定され、該送受信器が２次パラメータセットの前の方のセットにおいて動作
している時間中に該対のうちの第２の送受信器に通信される、請求項７９に記載の装置。
【請求項８１】
　通信が第１の通信条件に戻ることに応答して、前記送受信器が前記第１の通信パラメー
タセットに戻る、請求項８０に記載の装置。
【請求項８２】
　通信パラメータにおける所望の変化を、前記送受信器間において合図するための手段を
有する、請求項７２に記載の装置。
【請求項８３】
　前記合図する手段は、１つ以上のサブチャネル上においてメッセージを送信する手段を
含む、請求項８２に記載の装置。
【請求項８４】
　前記合図する手段は、上流方向通信および下流方向通信に用いられるサブチャネル間の
１つ以上のサブチャネル上においてメッセージを送信する手段を含む、請求項８２に記載
の装置。
【請求項８５】
　前記メッセージはトーンを含む、請求項８３に記載の装置。
【請求項８６】
　前記送受信器は規定された数のサブチャネル上においてデータを送信および受信し、前
記装置は、該送受信器が互いと通信するためのサブチャネルを識別する手段を有する、請
求項７２に記載の装置。
【請求項８７】
　前記識別手段は、前記格納された通信パラメータセットのうち、少なくとも通から除外
されているサブチャネルのビット容量を規定する部分を無効にする手段を含む、請求項８
６に記載の装置。
【請求項８８】
　前記第２のパラメータセットは、前記ライン上における音声通信のために接続された複
数のデバイスに対応する通信パラメータを含む、請求項７２に記載の装置。
【請求項８９】
　前記第２のパラメータセットは、選択されたデバイスがアクティブである際における通
信を規定する対応する複数の音声通信デバイスを特徴付ける、複数の通信パラメータサブ
セットを含む、請求項８０に記載の装置。
【請求項９０】
　前記複数のデバイスのうちのいずれがアクティブであるかを識別し、そのデバイスの対
応する通信パラメータセットを選択する手段を有する、請求項８９に記載の装置。
【請求項９１】
　前記識別手段は、前記音声通信デバイスを前記送受信器に相互接続する合図手段を含む
、請求項９０に記載の装置。
【請求項９２】
　離散マルチトーン変調を用いる通信システムにおいて、第１の通信状態下における通信
を規定するために用いられる第１のチャネル制御テーブルを格納することと、第２の通信
状態下における通信のための少なくとも１つの第２のチャネル制御テーブルを格納するこ
とを包含する、改良。
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【請求項９３】
　複数のサブチャネルから形成される上流方向通信サブチャネルおよび下流方向通信サブ
チャネルの両方を有する、対称的または非対称的デジタル加入者ループ通信に用いられる
モデムであって、 Ａ．第１の通信状態における、該モデムと該ループに接続された第２
のモデムとの間のデータ通信を規定する、第１のテーブルを格納するための手段と、 Ｂ
．第２の通信状態における、該モデムと該第２のモデムとの間のデータ通信を規定する、
第２のテーブルを格納するための手段と、 を有するモデム。
【請求項９４】
　選択されたイベントの発生に応答して、前記テーブル間の切り替えを行う手段を有する
、請求項９３に記載のモデム。
【請求項９５】
　前記選択されたイベントは、オンフックからオフフックへの遷移を含む、請求項９４に
記載のモデム。
【請求項９６】
　前記選択されたイベントは、オフフックからオンフックへの遷移を含む、請求項９４に
記載のモデム。
【請求項９７】
　前記選択されたイベントは、クロストーク環境における変化を含む、請求項９４に記載
のモデム。
【請求項９８】
　遠隔モデムからの信号の受信に基づいて前記テーブル間の切り替えを行う手段を有する
、請求項９３に記載のモデム。
【請求項９９】
　前記信号はメッセージを含む、請求項９８に記載のモデム。
【請求項１００】
　前記信号はトーンまたはトーンのセットを含む、請求項９８に記載のモデム。
【請求項１０１】
　前記信号はフラグを含む、請求項９８に記載のモデム。
【請求項１０２】
　フレームカウンタに依存する時刻において前記テーブル間の切り替えを行う手段を有す
る、請求項９３に記載のモデム。
【請求項１０３】
　フラグに依存する時刻において前記テーブル間の切り替えを行う手段を有する、請求項
９３に記載のモデム。
【請求項１０４】
　複数のサブチャネルから形成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの両方を有する対称または非対称デジタル加入者ループ通信において使用される
マルチキャリアモデムであって、遠隔モデムからの信号に基づいて通信に使用される該サ
ブチャネルの数を選択する手段を含む、マルチキャリアモデム。
【請求項１０５】
　前記信号が、モデム初期化前に受信される、請求項１０４に記載のモデム。
【請求項１０６】
　前記信号が、いくつのサブチャネルを使用するかを指令するメッセージである、請求項
１０４に記載のモデム。
【請求項１０７】
　前記信号が、複数の候補サブチャネル選択肢の集合から１つを選択するメッセージであ
る、請求項１０４に記載のモデム。
【請求項１０８】
　前記信号が、複数の候補サブチャネル選択肢の集合から１つを選択する１つのトーンま
たは複数のトーンの集合である、請求項１０４に記載のモデム。
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【請求項１０９】
　複数のサブチャネルから形成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの両方を有する対称または非対称デジタル加入者ループ通信において使用される
マルチキャリアモデムであって、通信に使用される該サブチャネルの数を遠隔モデムに対
して信号を発する手段を含む、マルチキャリアモデム。
【請求項１１０】
　前記信号が、モデム初期化前に受信される、請求項１０９に記載のモデム。
【請求項１１１】
　前記信号が、いくつのサブチャネルを使用するかを指令するメッセージである、請求項
１０９に記載のモデム。
【請求項１１２】
　前記信号が、複数の候補サブチャネル選択肢の集合から１つを選択するメッセージであ
る、請求項１０９に記載のモデム。
【請求項１１３】
　前記信号が、複数の候補サブチャネル選択肢の集合から１つを選択する１つのトーンま
たは複数のトーンの集合である、請求項１０９に記載のモデム。
【請求項１１４】
　複数のサブチャネルから形成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの両方を有する対称または非対称デジタル加入者ループ通信において使用される
マルチキャリアモデムであって、制限された周波数帯域しか受信できない遠隔モデムと通
信するために送信サブチャネルの数を制限する手段を備えた、マルチキャリアモデム。
【請求項１１５】
　複数のサブチャネルから形成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの両方を有する対称または非対称デジタル加入者ループ通信において使用される
マルチキャリアモデムであって、制限された周波数帯域しか送信できない遠隔モデムと通
信するために受信サブチャネルの数を制限する手段を備えた、マルチキャリアモデム。
【請求項１１６】
　複数のサブチャネルから形成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの両方を有する対称または非対称デジタル加入者ループ通信において使用される
マルチキャリアモデムであって、低域通過フィルタの使用が有利になるであろう電話の位
置を決定する手段を備えた、マルチキャリアモデム。
【請求項１１７】
　前記決定手段が、前記電話がオフフックになるときに信号対雑音比をモニタリングする
ことを含む、請求項１１６に記載のマルチキャリアモデム。
【請求項１１８】
　前記決定手段が、前記電話がオフフックになるときに送信信号のエコー応答をモニタリ
ングすることを含む、請求項１１６に記載のマルチキャリアモデム。
【請求項１１９】
　通信のために対応するサブチャネルへのビットの割当てを規定するビットローディング
仕様に従って複数の離散サブチャネルを介してワイヤライン上でデータを通信するモデム
であって、 Ａ．第１の通信条件において該ビットを割り当てるためのプライマリビット
割当てテーブルを格納する第１の手段と、 Ｂ．第２の通信条件において該ビットを割り
当てるためのセカンダリビット割当てテーブルを格納する第２の手段と、を特徴とする、
モデム。
【請求項１２０】
　前記テーブルによって規定されるビット割当て組を切り替える手段を含む、請求項１１
９に記載のモデム。
【請求項１２１】
　遠隔モデムからのメッセージ、トーンまたはフラグの受信を含む複数のイベントの少な
くとも１つに応答して前記切替え手段が起動される、請求項１２０に記載のモデム。
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【請求項１２２】
　前記切替え手段が、前記切替えがいつ起こるのかを指定するフレームカウンタの使用を
含む、請求項１２１に記載のモデム。
【請求項１２３】
　前記プライマリビット割当てテーブルが妨害イベントがない場合の通信を規定し、前記
セカンダリビット割当てテーブルが該妨害イベントに応答した通信を規定する、請求項１
１９に記載のモデム。
【請求項１２４】
　前記セカンダリビット割当てテーブルは、前記サブチャネルがボイス通信アクティビテ
ィによって影響されたときの該サブチャネル上での通信を規定する、請求項１２３に記載
のモデム。
【請求項１２５】
　前記セカンダリビット割当てテーブルは、前記サブチャネルが、オフフック状態に入っ
たボイス通信デバイスによって影響されたときの該サブチャネル上での通信を規定する、
請求項１２４に記載のモデム。
【請求項１２６】
　前記プライマリビット割当てテーブルは、前記サブチャネルが、オフフック状態から戻
ってきたボイス通信デバイスによって影響されたときの該サブチャネル上での通信を規定
する、請求項１２４に記載のモデム。
【請求項１２７】
　前記プライマリテーブルが、回線に接続された潜在的に干渉するボイス通信デバイスが
イナクティブである予備トレーニングセッションにおいて決定される、請求項１１９に記
載のモデム。
【請求項１２８】
　前記プライマリテーブルが、妨害イベントのない状態で決定される、請求項１１９に記
載のモデム。
【請求項１２９】
　前記プライマリビット割当てテーブルが、前記モデムの初期化の前に決定される、請求
項１１９に記載のモデム。
【請求項１３０】
　前記セカンダリテーブルが、前記ワイヤライン上での通信の測定に基づいて初期トレー
ニングセッションにおいて決定される、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１３１】
　前記セカンダリテーブルが、前記ラインに接続された潜在的に干渉するボイス通信デバ
イスを選択的にアクティブにした状態で、前記ワイヤライン上での通信の測定に基づいて
初期トレーニングセッションにおいて決定され、これにより、複数のアクティブにされた
デバイスに対応する複数のビット割当て組を含んだセカンダリテーブルを形成する、請求
項１１９に記載のモデム。
【請求項１３２】
　前記デバイスが１つずつアクティブにされ、これにより、各ビット割当て組が１つのデ
バイスに対応する、請求項１３１に記載のモデム。
【請求項１３３】
　前記デバイスが２つ以上のグループでアクティブにされ、これにより、各ビット割当て
組が該グループの１つに対応する、請求項１３１に記載のモデム。
【請求項１３４】
　前記セカンダリビット割当てテーブルが、前記プライマリビット割当てテーブルから決
定される、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１３５】
　前記セカンダリテーブルのビット割当てが、前記プライマリテーブルのビット割当ての
百分率として決定される、請求項１１９に記載のモデム。
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【請求項１３６】
　前記セカンダリテーブルのビット割当てが、前記プライマリテーブルのビット割当てを
決定した信号対雑音比の百分率に基づいて決定される、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１３７】
　前記セカンダリテーブルのビット割当てが、前記プライマリテーブルを規定する情報に
基づいて、但し異なるビットエラーレートを用いて決定される、請求項１１９に記載のモ
デム。
【請求項１３８】
　前記セカンダリビット割当てテーブルが、複数のボイス通信デバイスおよび／または妨
害のビットローディング組の複合物として形成される、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１３９】
　前記複合物内の各サブチャネルについてのビット割当て値が、前記デバイスおよび／ま
たは妨害を規定するビット割当て組内の対応するサブチャネルについての最悪ケース値で
ある、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１４０】
　前記セカンダリビット割当てテーブルが、前記プライマリテーブルの各エントリについ
ての計算値にパワーマージンを加算することによって決定される、請求項１１９に記載の
モデム。
【請求項１４１】
　前記セカンダリテーブルが、前記ワイヤラインに接続され得る対応する１組のデバイス
についてのビット割当てを規定する１組のビット割当てテーブルを含む、請求項１１９に
記載のモデム。
【請求項１４２】
　前記セカンダリテーブルが、前記ワイヤライン上の対応する１組の妨害についてのビッ
ト割当てを規定する１組のビット割当てテーブルを含む、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１４３】
　前記セカンダリテーブルが、前記ワイヤライン上の対応する１組のデバイスおよび妨害
についてのビット割当てを規定する１組のビット割当てテーブルを含む、請求項１１９に
記載のモデム。
【請求項１４４】
　複数のセカンダリビット割当てテーブルが、前記プライマリテーブルの各エントリにつ
いての計算値に対応する複数のパワーマージンを加算することによって決定され、このよ
うに決定された各セカンダリテーブルが異なる通信状態に対応する、請求項１１９に記載
のモデム。
【請求項１４５】
　前記パワーマージンが１つのテーブルの複数のエントリを通して実質的に均一である、
請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１４６】
　前記パワーマージンが１つのテーブルの複数のエントリを通して変化する、請求項１１
９に記載のモデム。
【請求項１４７】
　妨害イベントの発生に応答して、前記セカンダリビット割当てテーブルを通信に使用す
ることに対応するセカンダリ状態に切り替わるように構成された、請求項１１９に記載の
モデム。
【請求項１４８】
　妨害イベントの終止に応答して、前記プライマリビット割当てテーブルを通信に使用す
ることに対応するプライマリ状態に切り替わるように構成された、請求項１４７に記載の
モデム。
【請求項１４９】
　前記モデムが前記セカンダリ状態にある間に起こった、先行する妨害イベントとは異な
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るさらなる妨害イベントの発生に応答して、前記セカンダリビット割当てテーブル内の異
なるビット割当て組を通信に使用することに対応する異なるセカンダリ状態に切り替わる
ように構成された、請求項１４７に記載のモデム。
【請求項１５０】
　前記切替え手段が、妨害イベントに応答して前記複数のテーブル間の切替えを開始する
手段を含む、請求項１１９に記載のモデム。
【請求項１５１】
　妨害イベントの発生を前記モデムに信号を発するためにデバイスを該モデムに接続する
シグナリング回線を含む、請求項１５０に記載のモデム。
【請求項１５２】
　前記回線上での妨害イベントの発生を検出する手段を含む、請求項１５０に記載のモデ
ム。
【請求項１５３】
　前記検出手段が、前記回線の１つ以上のサブチャネル上の信号対雑音比をモニタリング
する手段と、該比に応答して通信に使用するビット割当て組を選択する手段とを含む、請
求項１５２に記載のモデム。
【請求項１５４】
　前記検出手段が、１つのトーンまたは複数のトーンの集合のパラメータをモニタリング
する手段と、該パラメータに応答して通信に使用するビット割当て組を選択する手段とを
含む、請求項１５２に記載のモデム。
【請求項１５５】
　前記パラメータが、前記１つまたは複数のトーンの振幅および／または位相を含む、請
求項１５２に記載のモデム。
【請求項１５６】
　通信のために対応するサブチャネルへのゲインの割当てを規定するゲイン仕様に従って
複数の離散サブチャネルを介してワイヤライン上でデータを通信するモデムであって、 
Ａ．第１の通信条件において該ゲインを割り当てるためのプライマリゲイン組を格納する
第１の手段と、 Ｂ．第２の通信条件において該ゲインを割り当てるためのセカンダリゲ
イン組を格納する第２の手段と、を備えた、モデム。
【請求項１５７】
　前記ゲイン組を切り替える手段を含む、請求項１５６に記載のモデム。
【請求項１５８】
　遠隔モデムからのメッセージ、トーンまたはフラグの受信を含む複数のイベントの少な
くとも１つに応答して前記切替え手段が起動される、請求項１５７に記載のモデム。
【請求項１５９】
　前記切替え手段が、妨害イベントの検出に応答して起動される、請求項１５７に記載の
モデム。
【請求項１６０】
　デジタル加入者回線上の特定の通信条件に関連付けられた複数のパワーレベルの１つに
おいて遠隔受信器に通信する送信器を含む離散マルチトーンモデムであって、 Ａ．該回
線上の通信条件を示す少なくとも１つのパラメータをモニタリングする手段と、 Ｂ．該
モデムがデータを送信、受信または送受信するパワーレベルを該パラメータに依存して選
択する手段と、を備えた、離散マルチトーンモデム。
【請求項１６１】
　デジタル加入者回線上の特定の通信条件に関連付けられた複数のパワーレベルの１つに
おいて遠隔受信器に通信し、かつ、以降の送信において使用するパワーレベルを示すパワ
ー選択信号を受信するように調節された送信器を含む離散マルチトーンモデム。
【請求項１６２】
　以降の送信において使用するパワーレベルを示すパワー選択信号を通信するための別の
モデムに通信する手段を含む、請求項１６０に記載の離散マルチトーンモデム。
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【請求項１６３】
　以降の送信において使用するパワーレベルを示すパワー選択信号を通信するための別の
モデムから受信する手段を含む、請求項１６０に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１６４】
　前記パワー選択信号が、前記別のモデムがデータを受信する特定のパワーレベルを特定
する、請求項１６０に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１６５】
　前記パワー選択信号が、前記別のモデムがデータを送信する特定のパワーレベルを特定
する、請求項１６２に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１６６】
　前記離散パワーレベルが、前記モデム間での通信用のいくつかの所定のパワーレベルの
１つを含む、請求項１６４または１６５のいずれかに記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１６７】
　前記パワー選択信号を通信する手段が、前記モデムが通信を行うアップストリームおよ
びダウンストリームデータサブチャネル組の間の少なくとも１つのサブチャネル上で該信
号を送信する手段を含む、請求項１６２に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１６８】
　前記パワー選択信号を通信する手段が、前記モデムが通信を行う１つ以上のデータサブ
チャネル上で該信号を送信する手段を含む、請求項１６７に記載の離散マルチトーンモデ
ム。
【請求項１６９】
　前記モデム内に格納され、前記回線上における複数の異なる通信条件を規定する複数の
パラメータ組を含む、請求項１６０に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７０】
　前記パラメータ組が、妨害イベントがない状態において通信を制御するプライマリパラ
メータ組と、妨害イベントに応答して通信を制御するセカンダリ組とを少なくとも含む、
請求項１６９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７１】
　前記モニタリング手段が、前記モデムが通信を行う１つ以上のサブチャネル上での信号
対雑音比をモニタリングし、以降の通信を制御するために該比に基づいてパラメータ組を
選択する、請求項１６９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７２】
　前記パラメータ組が、前記モデムが他のモデムに送信を行うパワーレベルを規定する１
組のパラメータを含む、請求項１６９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７３】
　前記パラメータ組が、前記モデムが他のモデムから通信を受信するパワーレベルを規定
する１組のパラメータを含む、請求項１６９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７４】
　前記モデムが、該モデムが通信状態にある別のモデムに対して、該モデム間における以
降の通信において使用するパラメータ組を示す信号を送信する手段を含む、請求項１７３
に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７５】
　前記モデムが、該モデムが通信状態にある別のモデムから、該モデム間における以降の
通信において使用するパラメータ組を示す信号を受信する手段を含む、請求項１７２に記
載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１７６】
　前記モデム自身が別のモデムに対して通信するパワーレベルを変化することによって、
該モデムが該別のモデムに対して所望のパワーレベルを通信する、請求項１６０に記載の
離散マルチトーンモデム。
【請求項１７７】
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　離散マルチトーンモデムであって、デジタル加入者ラインについての特定の通信条件に
関連する複数のパワーレベルのうちの１つのレベルで遠隔受信機へと通信を行い、そして
、該パワーレベルに対応するチャネル制御パラメータの複数のセットを格納する伝送器を
含む、離散マルチトーンモデムであって、該離散マルチトーンモデムは、 Ａ．妨害イベ
ントに応答して、該伝送器が該受信器へと伝送を行うパワーレベルを選択する手段と、 
Ｂ．選択されたパワーレベルを該受信器へと通信する手段と、を含む、離散マルチトーン
モデム。
【請求項１７８】
　デジタル加入者ラインについての特定の通信条件に関連する複数のパワーレベルのうち
の１つのレベルで遠隔受信機へと通信を行い、そして、該パワーレベルに対応し、且つ、
次の伝送のために使用されるパワーレベルを示すパワー選択信号を受け取るように調節さ
れたチャネル制御パラメータの複数のセットを格納する伝送器を含む、離散マルチトーン
モデム。
【請求項１７９】
　パワーレベルの変更を通信する前記手段は、パワーレベルの変更を示すパワー選択信号
を、該遠隔受信機へと伝送する、請求項１７７に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８０】
　前記伝送手段は、パワーレベルの所望の変更を示すトーンを、前記遠隔受信機に伝送す
る、請求項１７９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８１】
　前記伝送手段は、パワーレベルの所望の変更を示す複数のトーンを、前記遠隔受信機に
伝送する、請求項１７９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８２】
　前記複数のトーンは、前記遠隔受信機を切り換える先の、複数のパワーレベルのうちの
特定の１つのパワーレベルを指定する、請求項１８１に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８３】
　前記パワーレベルの変更を通信する前記手段は、前記遠隔受信機を切り換える先の、複
数のパワーレベルのうちの特定の１つのパワーレベルを指定する、請求項１７９に記載の
離散マルチトーンモデム。
【請求項１８４】
　前記パワーレベルの変更を前記遠隔受信器に通信する前記手段は、その上で前記モデム
が通信を行うデータサブチャネルのアップストリームセットおよびダウンストリームセッ
トの中間の少なくとも１つのサブチャネル上で、パワー選択信号を伝送する手段を含む、
請求項１７９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８５】
　前記パワーレベルの変更を前記遠隔受信器に通信する前記手段が、 （１）前記伝送器
に関連する、該伝送器における該パワーレベルの変更を実施する手段と、 （２）該伝送
器における該パワーレベルの変更に応答して、該パワーレベルの変更に応じて、受信のパ
ワーレベルを変更する、遠隔受信器内の手段と、を含む、請求項１７７に記載の離散マル
チトーンモデム。
【請求項１８６】
　前記パワーレベルの変更を前記遠隔受信器に通信する前記手段が、該遠隔受信器に、該
遠隔受信器が該パワーレベルの変更を実施するフレームカウントを伝送する、請求項１７
７に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８７】
　前記パワー選択信号を受信する前記手段が、前記モデムが前記パワーレベルの変更を実
施するフレームカウントを含む、請求項１７８に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８８】
　受信器であって、遠隔伝送器からのパワーレベル変更の通信に応答して （１）該パワ
ーレベルの変更に応答して前記ライン上での通信条件を示す少なくとも１つのパラメータ
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を測定し、 （２）該測定に基づいて、予め格納されたチャネル制御パラメータの複数の
セットから、新たなチャネル制御パラメータを選択する受信器、を含む請求項１７７に記
載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１８９】
　前記少なくとも１つのパラメータは、前記ライン上での通信の信号対雑音比を含む、請
求項１８８に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９０】
　前記少なくとも１つのパラメータは、前記ライン上を伝送されるモニタートーンの特性
を含む、請求項１８８に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９１】
　前記特性は、前記トーンの少なくとも振幅を含む、請求項１８８に記載の離散マルチト
ーンモデム。
【請求項１９２】
　前記特性は、前記トーンの少なくとも位相を含む、請求項１８８に記載の離散マルチト
ーンモデム。
【請求項１９３】
　前記特性は、前記トーンの少なくとも周波数を含む、請求項１８８に記載の離散マルチ
トーンモデム。
【請求項１９４】
　前記トーンは、その上でモデムが通信を行うデータサブチャネルのアップストリームセ
ットおよびダウンストリームセットの中間の、少なくとも１つのサブチャネル上で伝送さ
れる、請求項１８９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９５】
　前記信号対雑音比は、前記ライン上を伝送される基準フレームの測定に基づく、請求項
１８９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９６】
　前記信号対雑音比は、前記ライン上を伝送されるデータの測定に基づく、請求項２６に
記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９７】
　前記妨害イベントに応答する手段は、前記ライン上での通信を示す該ラインの少なくと
も１つの特性を測定する手段と、該測定に応答してパワーレベルを選択する手段とを含む
、請求項１７７に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９８】
　前記特性はＣＲＣエラーを含み、前記測定手段は、該ＣＲＣエラーが、選択された複数
の連続する測定について規定された閾値を超える場合にパワーレベルの変化を信号として
発する、請求項１９７に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項１９９】
　前記特性は、順方向エラー訂正係数を含み、前記測定手段は、エラーの数が規定された
閾値を超える場合にパワーレベルの変化を信号として発する、請求項１９７に記載の離散
マルチトーンモデム。
【請求項２００】
　前記測定手段は、修正されないエラーの数が規定された閾値を超える場合にパワーレベ
ルの変化を信号として発する、請求項１９９に記載の離散マルチトーンモデム。
【請求項２０１】
　前記パワーレベルの前記変化を通信する前記手段は、前記遠隔受信器が切り換えられる
先の単一の異なるパワーレベルを指定する、請求項１９９に記載の離散マルチトーンモデ
ム。
【請求項２０２】
　前記モデムにおける、通信を示す少なくとも１つのパラメータについての手段を含む、
請求項１７７に記載の離散マルチトーンモデム。
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【請求項２０３】
　第１および第２の、複数の離散周波数サブチャネルからの、アップストリームチャネル
およびダウンストリームチャネルをそれぞれ介してワイヤライン上でデータ伝送を行う方
法であって、 Ａ．少なくとも２つの異なる通信条件の下で、該チャネルを介して、デー
タ通信を規定する、第１および第２の予め規定されたパラメータセットを格納するステッ
プと、 Ｂ．優勢な通信条件に応じて、通信において使用されるパラメータセットを選択
するステップと、を含む方法。
【請求項２０４】
　前記選択ステップは、前記ライン上での通信を監視し、該監視に基づいて、該パラメー
タセットの伝送および選択を行うステップを含む、請求項２０３に記載の方法。
【請求項２０５】
　前記監視ステップは、前記少なくとも１つのサブチャネル上で少なくとも１つの通信指
標を測定するステップを含む、請求項２０４に記載の方法。
【請求項２０６】
　前記少なくとも１つの指標は、信号対雑音比、エラー率、ならびにトーンの振幅および
周波数を含む群より選択される、請求項２０５に記載の方法。
【請求項２０７】
　前記ライン上で、選択される前記パラメータセットを識別する信号を伝送するステップ
を含む、請求項２０３または２０６に記載の方法。
【請求項２０８】
　前記ライン上で、選択される前記パラメータセットを識別する信号を受け取るステップ
を含む、請求項２０３または２０６に記載の方法。
【請求項２０９】
　 前記信号は、前記アップストリームおよびダウンストリームチャネルの中間のサブチ
ャネル上を伝送される、請求項２０７に記載の方法。
【請求項２１０】
　前記信号が、前記アップストリームおよびダウンストリームチャネルの中間のサブチャ
ネル上で受け取られる、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１１】
　妨害イベントがない場合には、前記第１のパラメータセットが前記ライン上での通信を
規定し、妨害イベントがある場合には、前記第２のパラメータセットが該ライン上での通
信を規定する、請求項２０３、２０６、または２０７に記載の方法。
【請求項２１２】
　前記パラメータセットは、サブチャネルビット割り当てサブチャネルゲインを含む群か
らの少なくとも１つのパラメータセットを含む、請求項２０３または２１１に記載の方法
。
【請求項２１３】
　前記パラメータセットは、サブチャネル周波数ドメイン係数、時間ドメイン係数、およ
びエコーキャンセル係数を含む群からの少なくとも１つのパラメータセットを含む、請求
項２０３または２１１に記載の方法。
【請求項２１４】
　前記パラメータセットは、前記ライン上でデータを伝送するのに使用される第１の部分
と、該ライン上でデータを受け取る第２の部分を含む、請求項２１２または２１３に記載
の方法。
【請求項２１５】
　第１および第２の、複数の離散周波数サブチャネルから、それぞれアップストリームチ
ャネルおよびダウンストリームチャネルを介してワイヤライン上でデータを伝送する方法
であって、 Ａ．該ライン上で、遠隔受信器へと、複数の予め規定されたパワーレベルの
うちの選択された１つのレベルで、該ライン上でデータを伝送する意図を信号で送信する
ステップと、 Ｂ．該選択されたパワーレベルで該ライン上でデータを伝送するステップ
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と、を含む方法。
【請求項２１６】
　前記ライン上での通信条件を監視し、これに応じて前記パワーレベルを選択するステッ
プを含む、請求項２１４または２１９に記載の方法。
【請求項２１７】
　前記パワーレベルを選択するステップは、妨害イベントの不在を検出することに応答し
て第１のパワーレベルを選択し、妨害イベントの存在を検出することに応答して第２のパ
ワーレベルを選択するステップを含む、請求項２１５または２１９に記載の方法。
【請求項２１８】
　前記第２のパワーレベルは、少なくとも２つのパワーレベルからなる群より選択される
、請求項２１７に記載の方法。
【請求項２１９】
　第１および第２の、複数の離散周波数サブチャネルから、それぞれアップストリームチ
ャネルおよびダウンストリームチャネルを介してワイヤライン上でデータを伝送する方法
であって、該方法は、 Ａ．複数のパワーレベルのうちの１つのレベルで、遠隔受信器へ
と信号を送信するステップと、 Ｂ．該パワーレベルを判定する受信器から信号を受け取
るステップと、を含む方法。
【請求項２２０】
　前記パワーレベルは、対応する予め格納されたパラメータセットを有する複数の所定の
パワーレベルから選択される、請求項２１９に記載の方法。
【請求項２２１】
　前記パワーレベルは、前記遠隔受信器から前記信号を介して受け取られる、請求項２１
９に記載の方法。
【請求項２２２】
　前記信号は、メッセージ、トーン、トーンの集合体、またはフラグからなる群より選択
された少なくとも１つの信号を含む、請求項２１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
本願は、本願の発明者の１人以上によって出願された以下の出願に幾分か基づいている。
１９９７年１０月１０日出願の、「Ｓｐｌｉｔｔｅｒｌｅｓｓ Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅ
ｒ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｈｉｇｈ Ｓｐｅｅｄ Ｄａｔａ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 
Ｏｖｅｒ ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ Ｗｉｒｅｓ」と題された、Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｏｓｓ、
Ｊｏｈｎ Ｇｒｅｓｚｃｕｋ、Ｄａｖｅ Ｋｒｉｎｓｋｙ、Ｍａｒｃｏｓ Ｔｚａｎｎｅｓ
、およびＭｉｃｈａｅｌ Ｔｚａｎｎｅｓの米国仮特許出願シリアル番号第６０／０６１
，６８９号、 １９９８年１月１６日出願の、「Ｄｕａｌ Ｒａｔｅ Ｍｕｌｔｉｃａｒｒ
ｉｅｒ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎ Ａ Ｓｐｌｉｔｔｅｒｌｅｓｓ Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」と題された、Ｒｉｃｈａｒｄ ＧｒｏｓｓおよびＭｉｃｈａ
ｅｌ Ｔｚａｎｎｅｓの米国仮特許出願シリアル番号第６０／０７１，７０１号、 １９９
８年１月２１日出願の、「Ｄｕａｌ Ｒａｔｅ Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎ Ａ Ｓｐｌｉｔｔｅｒｌｅｓｓ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ」と題された、Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｏｓｓ、Ｍａｒｃｏｓ Ｔｚａｎｎｅｓ、およ
びＭｉｃｈａｅｌ Ｔｚａｎｎｅｓの米国仮特許出願シリアル番号第６０／０７２，９８
６号、 １９９８年１月２６日出願の、「Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ Ｗｉ
ｔｈ Ｄｙｎａｍｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｌｅｖｅｌｓ」と題された、Ｒｉｃｈａｒｄ Ｇｒｏｓ
ｓ、Ｍａｒｃｏｓ Ｔｚａｎｎｅｓ、およびＭｉｃｈａｅｌ Ｔｚａｎｎｅｓの米国仮特許
出願シリアル番号第６０／０７２，４５０号。
【０００２】
本明細書において、上記出願の開示全体を参考として援用する。
【発明の背景】
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【０００３】
Ａ．発明の分野 本発明は、電話通信システムに関し、具体的には、離散的マルチトーン
変調を用いてデジタル加入者回線を介してデータを伝送する電話通信システムに関する。
Ｂ．従来技術 公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）は、ほとんどの個人および企業に、最も広く
利用可能な形態の電子通信を提供する。ＰＳＴＮの容易な利用可能性と、代替の設備を提
供するのにかかるかなりのコストとのため、ＰＳＴＮは、かなりのデータ量を高いレート
で伝送することへの拡大する需要を受け入れることがますます求められている。ＰＴＳＮ
は、元々音声通信を提供するために構成され、その結果として狭いバンド幅の要求を有し
ており、サービス需要を満たすために、ますますデジタルシステムに頼っている。
【０００４】
高レートのデジタル伝送を実現する能力の主要な制限因子は、電話中央局（ＣＯ）と加入
者の家屋との間の加入者ループであった。このループは、最も一般的には、単一のより線
対を含む。このより線対は、０～４ｋＨｚのバンド幅がかなり適している低周波数音声通
信の搬送には非常に適しているが、通信のための新しい技術を採用しなければ、広帯域通
信（即ち、数百キロヘルツ以上のオーダのバンド幅）には容易に適応しない。
【０００５】
この問題点に対する１つのアプローチは、離散的マルチトーンデジタル加入者回線（ＤＭ
Ｔ ＤＳＬ）技術、およびその変形である離散的ウェーブレットマルチトーンデジタル加
入者回線（ＤＷＭＴ ＤＳＬ）技術の開発であった。以下、離散的マルチトーンデジタル
加入者回線技術（ＡＤＳＬ、ＨＤＳＬなど）の上記およびその他の形態を、一般に「ＤＳ
Ｌ技術」と総称するか、または、しばしば単に「ＤＳＬ」と呼ぶ。離散的マルチトーンシ
ステムの動作と、離散的マルチトーンシステムのＤＳＬ技術への適用とは、「Ｍｕｌｔｉ
ｃａｒｒｉｅｒ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｄａｔａ Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ： 
Ａｎ Ｉｄｅａ Ｗｈｏｓｅ Ｔｉｍｅ Ｈａｓ Ｃｏｍｅ」、ＩＥＥＥ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ Ｍａｇａｚｉｎｅ、Ｍａｙ，１９９０、ｐｐ．５－１４に、より完全に説明
されている。
【０００６】
ＤＳＬ技術では、中央局と加入者の家屋との間のローカル加入者ループを介する通信は、
多数の離散的周波数搬送波上に伝送されるデータを変調することにより達成される。これ
らの離散的周波数搬送波は、一緒にまとめられ、そして次いで、加入者ループを介して伝
送される。これらの搬送波は、個々には、制限されたバンド幅の離散的な重ならない通信
サブチャネルを形成し、集合的には、これらの搬送波は、事実上広帯域通信チャネルであ
るものを形成する。受信器端で搬送波が復調され、そしてこれらの搬送波からデータが回
復される。
【０００７】
各サブチャネルを介して伝送されるデータ記号は、サブチャネルの信号対雑音比（ＳＮＲ
）に依存してサブチャネルごとに異なり得る多数のビットを有する。特定の通信条件下で
達成することができるビット数は、サブチャネルの「ビット割り当て」として知られてお
り、サブチャネルの測定ＳＮＲと、このＳＮＲに関連するビット誤り率との関数として、
各サブチャネルについて、公知の態様で計算される。
【０００８】
それぞれのサブチャネルのＳＮＲは、様々なサブチャネルを介して参照信号を伝送し、そ
して受け取られた信号のＳＮＲを測定することにより決定される。ローディング情報は、
典型的には、加入者回線の受信または「ローカル」端（即ち、中央電話局から加入者への
伝送の場合は加入者の家屋であり、加入者の家屋から中央局への伝送の場合は中央局）で
計算され、そして他方（送信または「リモート」）端に伝達され、そのため、互いに通信
している各送信器－受信器対は、同じ情報を用いて通信する。ビット割り当て情報は、通
信対リンクの両端で格納され、特定の受信器にデータを伝送する際にそれぞれのサブチャ
ネル上で使用されるビット数を規定する際に使用される。サブチャネルを規定する助けに
するために、サブチャネルゲイン、時間および周波数ドメイン等価器係数、ならびにその



(20) JP 2010-45823 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

他の特性、などのその他のサブチャネルパラメータもまた格納されてもよい。
【０００９】
言うまでもなく、情報は、加入者回線を介していずれの方向にも伝送され得る。加入者へ
のビデオ、インターネットサービスなどの送達、などの多くの応用の場合、中央局から加
入者への要求されるバンド幅は、加入者から中央局への要求されるバンド幅の何倍ものバ
ンド幅である。そのような能力を提供する最近開発された１つのサービスは、マルチトー
ン非対称デジタル加入者回線（ＤＭＴ ＡＤＳＬ）技術に基づいている。このサービスの
１つの形態では、各サブチャネルが４３１２．５Ｈｚのバンド幅である２５６個までのサ
ブチャネルが、下流への（中央局から加入者の家屋への）通信専用にされ、各サブチャネ
ルが同様に４３１２．５Ｈｚのバンド幅である３２個までのサブチャネルが、上流への（
加入者の家屋から中央局への）通信を提供する。通信は、データおよび制御情報の「フレ
ーム」による。ＡＤＳＬ通信の現在使用されている形態では、６８個のデータフレームと
、１つの同期フレームとが、伝送の間中繰り返される「スーパーフレーム」を形成する。
データフレームは、伝送されるデータを有する。同期または「ｓｙｎｃ」フレームは、送
信および受信モデムを同期するために使用される公知のビットシーケンスであって、さら
に、とりわけ信号対雑音比（「ＳＮＲ」）などの伝送サブチャネル特性の決定を容易にす
るビットシーケンスを提供する。
【００１０】
そのようなシステムは、実際に、データ通信のための大幅に増加されたバンド幅を提供す
るが、広帯域データが搬送されているときに同時に加入者回線を介して起こっている可能
性のある普通の音声通信および関連する信号伝達への干渉と、この普通の音声通信および
関連する信号伝達からの干渉とを避けるために、特別な予防策が必要とされる。信号伝達
アクティビティは、一般に、例えば、リンギング信号、ビジートーン、オフフック表示、
オンフック表示、ダイアリング信号、などの伝送と、例えば電話をオフフックでとる、電
話をオンフックに戻す、ダイアルするなどの、一般にそれらに伴う動作とを含む。これら
の音声通信と、音声通信に関連する信号伝達とは、一般に「プレーンオールドテレフォン
サービス」またはＰＯＴＳと呼ばれ、現在、データ通信をＰＯＴＳに使用される周波数よ
りも高い周波数に変調することにより、データ通信から分離されている。その後、データ
通信およびＰＯＴＳ信号は、適切な復調およびフィルタリングにより別個に取り出される
。データ通信とＰＯＴＳとを分離するフィルタは一般に、「ＰＯＴＳスプリッタ」と呼ば
れる。
【００１１】
音声とデータ通信とは、中央局および加入者の家屋の両方で分離されなければならず、従
って、ＰＯＴＳスプリッタは、両方の場所に設置されなければならない。中央局の単一の
モデムは多数の加入者を扱うことができ、そして技術者は通常中央局で利用できるため、
中央局での設置は概して重大な問題ではない。顧客の家屋での設置は問題である。典型的
には、訓練を受けた技術者が、必要な設置を行うために、この技術を使用したいと考える
すべての加入者の家屋を訪問しなければならない。これに関して、ＡＤＳＬ装置の所望の
場所に依存して、大規模な再配線を行わなければならない場合がある。これには費用がか
かり、ＤＳＬ技術の使用を広範囲にわたって妨げる。
【００１２】
ＤＳＬシステムはまた、隣接する電話回線上のその他のデータサービス（ＡＤＳＬ、ＨＤ
ＳＬ、ＩＳＤＮ、またはＴＩサービスなど）からの妨害を受ける。これらのサービスは、
対象のＡＤＳＬサービスがすでに開始された後に開始し得、インターネットアクセスのた
めのＤＳＬが、常時サービス中として想像されるため、これらの妨害の影響を、対象のＡ
ＤＳＬトランシーバによって改善しなければならない。
【発明の概要】
【００１３】
Ａ．発明の目的 従って、本発明の目的は、改良されたデジタル加入者回線通信システム
を提供することである。
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さらに、本発明の目的は、既存の音声通信サービスに適合し、且つ、ＰＯＴＳスプリッタ
の使用を必要としないデジタル加入者回線通信システムを提供することである。
【００１４】
本発明の別の目的は、音声通信の同時搬送に関連するランダムな中断、または、隣接する
電話回線上での同時のデータサービスから起こる妨害に拘わらず、データ通信を効率的に
扱う改良されたデジタル加入者回線通信システムを提供することである。
【００１５】
Ｂ．発明の概説 スプリッタレス動作 本明細書に記載される本発明は、離散的マルチトー
ンデジタル技術（ＤＭＴ）を用いて、音声通信およびその他の妨害の存在下でデジタル加
入者回線（ＤＳＬ）を介してデータを通信するシステムにおいて、通信の精度および信頼
性を高めることに向けられる。参照を簡単にするために、以下、本発明の装置および方法
を、まとめて単にモデムと呼ぶ。一方のそのようなモデムは、典型的には、家または会社
などの顧客の家屋に配置され、モデムが通信する中央局から「下流」にある。他方は、典
型的には中央局に配置され、顧客の家屋から「上流」にある。業界の慣習と一致して、モ
デムを、本明細書においてしばしば「ＡＴＵ－Ｒ」（「ＡＤＳＬトランシーバユニット、
リモート」、即ち、顧客の家屋に配置される）および「ＡＴＵ－Ｃ」（「ＡＤＳＬトラン
シーバユニット、中央局」）と呼ぶ。各モデムは、データを伝送するための送信器部と、
データを受け取るための受信部とを含み、そして各モデムは、離散的マルチトーンタイプ
である。即ち、各モデムは、制限されたバンド幅の多数のサブチャネルを介してデータを
伝送する。典型的には、上流またはＡＴＵ－Ｃモデムは、一般により高い周波数のサブチ
ャネルであるサブチャネルの第１の組を介して、下流またはＡＴＵ－Ｒモデムにデータを
伝送し、そして、一般により低いサブチャネルであるサブチャネルの第２の通常はより小
さい組を介して、下流またはＡＴＵ－Ｒモデムからデータを受け取る。
【００１６】
これまで、そのようなモデムは、音声およびデータの両方を搬送する回線上で使用される
場合、ＰＯＴＳスプリッタを必要としていた。本発明によれば、本出願人は、音声および
データ通信を同時に搬送し、且つ、ＰＯＴＳスプリッタにより提供される特別なフィルタ
リングなしで動作する離散的マルチトーン通信システムにおいて使用されるデータモデム
を提供する。従って、これらは、「スプリッタレス」モデムである。本明細書で「妨害事
象」と呼ばれ、以下により完全に説明されるある特定の妨害がない場合、本発明のモデム
は、そのような妨害を考慮せずにシステムの伝送能力によって決定されるレートでデータ
を伝送する。好ましくは、これは、その他の考慮事項により課され得る最大ビット誤り率
、最大信号電力などの予め規定された制約を条件として特定の通信サブチャネルに提供す
ることができる最大のデータレートである。しかし、通信チャネル上で妨害事象が起こる
と、本発明のモデムは、その事象を検出し、そしてすぐに、その後の通信動作を改変する
。その他の応答の中で、モデムは、サブチャネルの間でのビット割り当て（および従って
、おそらく、対応するビットレート）とサブチャネルゲインとを変えて、音声通信アクテ
ィビティへの干渉および音声通信アクティビティからの干渉を制限するか、または、干渉
信号を回線に結合するのに十分に対象の加入者回線に近いその他のサービスまたはソース
からの妨害を補償する。ビット割り当ておよびサブチャネルゲインは、いずれの方向の通
信の場合にも変更され得る。即ち、上流、下流、またはその両方の通信の場合に変更され
得る。事実上、これにより、サブチャネル能力が、選択されたデータレートと一致し、予
め特定されたビット誤り率を越えないことを確実にする。妨害事象が停止すると、システ
ムは、その初期状態である高レート状態に再調整される。
【００１７】
妨害事象 本発明にとって特に重要なのは、リンクを介するデータ伝送と同時にデータリ
ンクを介する音声通信アクティビティが起こることから生じる妨害事象である。これらの
アクティビティは、音声通信自体、または、そのような通信に関連する信号伝達などのア
クティビティを含むとともに、電話をオフフックでとる、または電話をオンフックにする
などの、そのようなアクティビティへの応答を含む。妨害事象はまた、例えばその他のＤ
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ＳＬサービス、ＩＳＤＮサービス、ＴＩサービスなどの存在により引き起こされる隣接す
る電話回線からの干渉、などのその他の破壊的妨害を含む。妨害事象の停止自体も、妨害
事象を含み得る。例えば、電話などの音声通信装置を「オンフック」から「オフフック」
状態に変えることは、本明細書に説明されるように補償されない限り、または、そうでな
ければ、これまで行われていたようにＰＯＴＳスプリッタによってモデムから分離されな
い限り、モデムでの通信をひどく混乱させ得る。従って、これは、対処しなければならな
い妨害事象である。しかし、そのような装置を「オンフック」状態に戻すこともまた、チ
ャネル特性を大幅に変え得るため、同様に、対処しなければならない妨害事象である。本
明細書に記載される本発明は、上記およびその他の妨害事象に効率的に取り組む。
【００１８】
チャネル制御パラメータセット 本発明によれば、ビット割り当ての変更は、モデムによ
るサブチャネルを介するデータ通信を規定する１つ以上のチャネル制御パラメータを含む
格納されたパラメータセットの間で切り換えることにより、迅速且つ効率的に達成される
。パラメータセットは、好ましくは、モデムの初期化時に決定され、そしてモデム自体の
レジスタまたはその他のメモリ（例えば、ＲＡＭまたはＲＯＭ）に格納されるが、その代
わりに、モデムの外部にあり且つモデムと通信している、例えばパーソナルコンピュータ
内、ディスクドライブ上、などの装置に格納されてもよい。
【００１９】
本発明の１つの実施形態によれば、チャネル制御パラメータセットは少なくとも、一次チ
ャネル制御テーブルに格納され、音声通信アクティビティまたはその他の妨害がない場合
に通信を規定するチャネル制御パラメータの一次セットと、二次チャネル制御テーブルに
格納され、１つ以上の妨害事象に応答してデータ通信を規定するチャネル制御パラメータ
の１つまたは複数の二次セットと、を含む。以下、一次チャネル制御テーブルの制御下で
通信しているとき、モデムは、「一次」状態であるとして記載される。以下、二次チャネ
ル制御テーブルの制御下で通信しているとき、モデムは、「二次」状態であるとして記載
される。モデムは、妨害事象の発生および停止に応答して、一次状態でのパラメータセッ
トと二次状態でのパラメータセットとの間で切り換えられるとともに、１つの妨害事象か
ら別の妨害事象への変化に応答して、二次テーブルのパラメータセットの間で切り換えら
れる。パラメータセットは、予め格納され、従って妨害事象時に交換する必要がないため
、切り換えは迅速に行われ、妨害事象が検出されそして典型的にはせいぜい第２のモデム
などの通信に参加している他方のモデムに信号伝達される速度によってのみ本質的に制限
される。これは、別の方法であれば典型的には６秒から１０秒にわたるモデムの完全な再
初期化と、それに関連する交換チャネル制御パラメータとによって必要とされるであろう
通信の中断を大きく減らす。
【００２０】
以前に述べたように、ＤＳＬ通信では、情報伝送は、典型的には両方向に起こる。即ち、
上流またはＡＴＵ－Ｃモデムは、サブチャネルの第１の組を介して、ＡＴＵ－Ｒモデムに
下流へ伝送し、そして下流またはＡＴＵ－Ｒモデムは、サブチャネルの第２の異なる組を
介して、ＡＴＵ－Ｃモデムに上流へ伝送する。従って、各モデムの送信器および受信器は
、そのモデムが通信対を形成する他方のモデムにデータを伝送する際および他方のモデム
からデータを受け取る際にこれらの送信器および受信器によって使用される対応するチャ
ネルテーブルを維持する。時間および周波数ドメイン等化器係数およびエコーキャンセラ
係数などのある特定のパラメータは、これらのパラメータが関連する受信器に対して「ロ
ーカル」であり、従って、その受信器でのみ維持されればよい。ビット割り当ておよびチ
ャネルゲインなどのその他のパラメータは、所与のモデムが通信している他方のモデム（
「モデム対」）と共有され、従って、両方のモデムに格納される。そのため、所与の通信
セッション中、一方のモデムの送信器は、他方のモデムの受信器と同じ共有パラメータの
値のセットを使用し、そしてその逆の場合も同様である。
【００２１】
具体的には、ＤＳＬ通信において、主要なパラメータは、様々なサブチャネルを介して伝



(23) JP 2010-45823 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

送されるビット数である。これは、それぞれのサブチャネルの「ビット割り当て」として
知られており、一次および二次パラメータセットの主要な要素である。これは、サブチャ
ネルのチャネルＳＮＲ、許容可能なビット誤り率、および雑音マージンに基づいて、各サ
ブチャネルについて公知の態様で計算される。別の重要な要素は、各サブチャネルのゲイ
ンであり、従って、この要素もまた、好ましくは、一次および二次パラメータセットに含
まれる。従って、各受信器は、一次チャネル制御テーブルと、二次チャネル制御テーブル
とを格納し、各テーブルは、その受信器と、その受信器と通信している他方のモデムの送
信器とによって使用されるサブチャネルビット割り当てを規定する１つ以上のパラメータ
セットを含む。そして各送信器もまた、一次チャネル制御テーブルと、二次チャネル制御
テーブルとを格納し、各テーブルは、その送信器により他方の受信器への送信とその受信
器での受信とのために使用されるサブチャネルビット割り当ておよびゲインを規定する。
それらが通信する実際の回線に最も厳密に一致させるために、各受信器の一次および二次
チャネル制御テーブルの部分であって、特定の受信器に伝送する際に使用されるパラメー
タを規定する部分は、好ましくは、本明細書に記載されるように、受信器が配置されるモ
デム（「ローカルモデム」）で決定されるが、そのようなテーブルがその他の方法で決定
されてもよいことが本明細書の詳細な説明から理解される。
【００２２】
加入者回線を介する通信が妨害事象によって損なわれないかぎり、モデムは、一次チャネ
ル制御テーブルを用いて、サブチャネルを介する通信を規定する。しかし、妨害事象が起
こると、事象を検出するモデム（本明細書では「ローカルモデム」として示され、典型的
には、これは、加入者による音声通信装置の活性化の場合は特に、加入者モデムＡＴＵ－
Ｒである）は、他方のモデムに、二次チャネル制御テーブルに変わる必要があることを通
知し、そして、１つよりも多くのビット割り当てセットおよび／またはゲインセットがあ
る場合、二次テーブル中の特定のビット割り当てセットおよび／またはゲインセットを識
別する。通知手順は、以下に、より詳細に説明される。その後、通信は、二次チャネル制
御テーブルからの適切なパラメータセット（即ち、ビット割り当て、サブチャネルゲイン
、およびおそらくその他のパラメータ）に従って続く。この状態は、新しい妨害事象が検
出されるまで続き、新しい妨害事象が検出されると、モデムは、一次チャネル制御テーブ
ルに戻る（妨害が、単に通信を混乱させる妨害または干渉の停止である場合）か、または
、異なるパラメータセット二次チャネル制御テーブルに戻る（妨害事象が、通信を混乱さ
せる別の妨害または干渉の発生である場合）。
【００２３】
サブチャネルの間でのビット割り当ての変更と、サブチャネルゲインの変更とに加えて、
時間ドメイン等化器係数、周波数ドメイン等化器係数、などの通信パラメータにさらなる
変更がなされてもよい。これらのパラメータはまた、通信を制御する際に使用されるチャ
ネル制御テーブルに格納されてもよく、別個のテーブルに格納されてもよい。さらに、上
流または下流方向またはその両方の通信のための電力レベルの変更（ならびに、ビット割
り当ておよびその他の通信パラメータの対応する変更）がなされてもよく、また、通信を
制御する際に使用するために、これらの電力レベルで、制御パラメータのセットもまた規
定されてもよい。これらの変更は、以下に、より十分に詳細に説明される。
【００２４】
現在企図されているように、ＤＳＬ回線の加入側の各モデムは、中央局側の対応する専用
モデムと通信する。従って、各中央局モデム（ＡＴＵ－Ｃ）は、特定の加入者だけの一次
および二次テーブルを格納する必要がある。しかし、効率は、各加入者にいつでもサービ
スを提供することが必要でないときにはいつでも達成され得る。これらの環境下で、中央
局モデムは、２人以上の加入者の間で共有され得るとともに、必要に応じて、これらの加
入者の間で切り換えられ得る。そのような場合、ＡＴＵ－Ｃは、ＡＴＵ－Ｃがサービスす
る各加入者モデムについてのチャネル制御テーブルのセットを格納するか、またはそのチ
ャネル制御テーブルのセットへのアクセスを有する。
【００２５】
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テーブル初期化 本発明の好適な実施形態では、一次および二次チャネル制御テーブルは
、初期「訓練」セッション（「モデム初期化」）で決定される。このセッションでは、公
知のデータが一方のモデムにより伝送され、他方のモデムによる受信時に測定され、そし
て、これらの測定値に基づいてテーブルが計算される。典型的には、訓練セッションは、
モデムが最初に加入者の家屋または中央局に設置されるときに起こり、従って、手順は、
モデムを、モデムが動作する環境に「特殊化」する。この環境は、対象のデータモデムに
加えて、電話ハンドセット、ファクシミリ機、および、典型的には０～４ｋＨｚの範囲の
音声周波数サブチャネルを介して通信するその他のそのような装置、などの１つ以上の音
声通信装置を含む。少なくともサブチャネルビット割り当てのセットを含むパラメータセ
ットであって、好ましくはサブチャネルゲインも含むパラメータセットを含む一次チャネ
ル制御テーブルは、各装置が非活性である状態で計算される。１つ以上のビット通信パラ
メータセット（ビット割り当て、ゲインなど）を含む二次チャネル制御テーブルは、各音
声通信装置を別個に活性化した状態で、および／または、装置のグループを同時に活性化
した状態で計算される。そのように決定されたテーブルは次いで、一方のモデムの受信器
で格納され、そしてさらに、他方のモデムの送信器に伝達され、そしてその送信器で格納
され、その後の通信において両方のモデムによって使用される。
【００２６】
別のアプローチは、一次チャネル制御テーブルからの計算により、二次チャネル制御テー
ブル（テーブルを含む１つ以上のパラメータセットを含む）を決定する。これは、最も単
純には、例えば、パラメータの１つ以上（例えば、それぞれのサブチャネルを介する通信
のために使用されるビット数を規定するビット割り当てパラメータ）を、対応する一次パ
ラメータのパーセンテージであって、サブチャネルにわたって一定のまたは変動するパー
センテージとして考慮することによって達成されるか、または、それぞれのサブチャネル
のＳＮＲのパーセンテージであって、サブチャネルにわたって一定のまたは変動するパー
センテージに従う決定に応じて達成されるか、または、一次チャネル制御テーブルにおい
て提供されるビット誤り率とは異なるビット誤り率に従う決定に応じて達成されるか、ま
たは、その他の技術によって達成される。
【００２７】
特定の実施例として、二次チャネル制御テーブルにおける多数の異なるビット割り当てセ
ットは、一次チャネル制御テーブルにおける対応するビット割り当てセットの異なるパー
センテージ（サブチャネルにわたって一定のまたは変動する）として決定され得る。各二
次ビット割り当てセットは、例えば電話ハンドセット、ファクシミリ機、などの特定の装
置または装置の分類によって一般にもたらされる影響であって、そのような装置での繰り
返しの測定により決定される影響に対応し、従って、例えば特定のタイプの加入者回線配
線を用いる、中央局からの所与の範囲にある、などの通信条件の範囲にわたるその装置の
予想される影響を表すと考えられ得る。次いで、サブチャネルゲインもまた、再決定され
たビット割り当てに基づいて調節され得る。そのようにして決定されたビット割り当てお
よびサブチャネルゲインは、新しい二次パラメータセットを形成する。これらの新しい二
次パラメータセットは、これらの新しい二次パラメータセットが特徴付ける妨害事象の検
出に応答して使用され得るとともに、補償されている実際の妨害の測定に基づく二次ビッ
ト割り当ておよびゲインの決定の代用になる。
【００２８】
あるいは、二次チャネル制御テーブルは、音声通信装置の活性化から、またはその他の妨
害からの干渉に適応するのに十分な大きさの一次テーブルの各エントリについて計算に電
力マージンを加えることにより決定され得る。これは、テーブルエントリのコンステレー
ションサイズを減らす効果を有する。そのアプローチが使用される場合のパーセンテージ
ファクタと同様に、このマージンは、テーブルエントリにわたって均一であってもよく、
テーブルエントリにわたって変化してもよい。各々が異なる電力マージンに基づく多数の
二次ビット割り当てセットが、このアプローチによって規定され得る。
【００２９】
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変動するマージンの使用の１つの実施例は、クロストーク（近くにいるｘＤＳＬユーザの
ために容量結合された雑音であり、ここで、「ｘ」は、ＡＤＳＬ、ＨＤＳＬなどのＤＳＬ
の可能な種類を示す）の変化に応答するものである。このクロストークは概して、音声通
信に関連する信号伝達事象よりも予測可能である。ｘＤＳＬソースのクロストークスペク
トルは、十分に特徴付けられる。例えば、Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｔａｎ
ｄａｒｄｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅにより刊行されたＴＩ．４１３ＡＤＳＬ標準を参照され
たい。一回の完全な初期化に関連する一次チャネル制御テーブルから、各ビット割り当て
セットが異なるクロストークレベルに対応するビット割り当てセットの族を含む二次テー
ブルを計算することができる。ｘＤＳＬシステム（および従って、クロストークレベル）
の数が変わると、ＡＤＳＬリンクは、これらの自動的に生成されたセットの１つに素早く
切り替わることができる。
【００３０】
本発明の二次チャネル制御テーブルはまた、例えばデータ通信中に各スーパーフレームの
伝送情報に対して測定を行い、そしてこれらの測定をモニタして、チャネル性能が大幅に
変わったときに、異なるビット割り当てセットおよびおそらく異なるゲインセットが使用
されるべきであると決定することにより、動的に適合され得る。本出願人は、ＳＮＲが、
必要とされるビット割り当ておよびゲインの容易に測定可能な信頼できるインジケータを
提供することを発見した。
【００３１】
具体的には、本出願人は、所与の通信条件または状態中の多数のサブチャネルにわたるＳ
ＮＲレベルの測定が、その状態中のその後の通信において使用されるビット割り当てのセ
ットまたはゲインのセットなどのパラメータセットを迅速に選択するために確実に使用さ
れ得る「指紋」を提供することを発見した。これらの測定は、例えば、各スーパーフレー
ムで起こるｓｙｎｃフレームであって、より一般的には、参照フレームの伝送中に起こる
ｓｙｎｃフレームに行われ得る。ＳＮＲが、通信中に規定量よりも多く変化すると、測定
が行われるモデムは、格納されたパラメータセットを検索して、対応するサブチャネル上
のＳＮＲが測定ＳＮＲに最も近いセットを探し、そして、そのセットを選択して、その後
の通信において使用する。規定された範囲内でパラメータセットが見つからなければ、シ
ステムは、デフォルト状態に切り換えられてもよく、あるいは、使用されるべきである、
サブチャネルの幾つかまたはすべてにわたる規定されたＳＮＲパターンに対応して、完全
な再初期化が要求されてもよい。ＳＮＲ測定はまた、信号自体を搬送するデータに行われ
得る。即ち、決定指向型ＳＮＲ測定である。
【００３２】
上記のように多数の二次サブチャネル制御パラメータセットを使用する代わりに、単純化
されたアプローチは、個々の装置のビット割り当てまたはその他の特性の複合物に基づい
て、単一の二次セットを構成してそれを使用してもよい。１つの実施形態では、複合物は
、各サブチャネルについて、そのサブチャネルの任意の装置により示される最小のビット
割り当てか、または、その他の任意の妨害の最も重大な特性を選択することにより形成さ
れ、それにより、実際に存在する特定の装置または妨害に拘わらず、任意の装置が活性化
されると使用され得る単一の「最悪の場合の」セットを形成する。あるいは、複合物は、
すべての装置が実際にもしくは理論上同時に作動されるとき、または、すべての妨害が存
在するとき、またはその両方が同時に起こるときの、回線の実際の容量または計算された
容量として決定されてもよい。ビット割り当てセットはまた、そのような装置および妨害
のサブセットの組み合わせについて決定されてもよい。同様のアプローチは、幾つかの装
置が同時に活性化される状況に対処するために使用されてもよく、そして、クロストーク
などのその他の妨害の影響もまた、複合セットに組み込まれてもよい。
【００３３】
二次チャネル制御テーブルの特定のパラメータセットは、音声装置が活性であるセッショ
ンの持続時間の間、または、例えば別の音声装置が活性化されるもしくはその他の幾つか
の妨害が起こるなど、別の状態変化が起こるまで、使用されたままである。これが起こる
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と、ローカルモデムは、その識別手順を再開して、新しい条件についての適切なパラメー
タセットの決定を可能にする。音声装置が活性であるセッションの終わりで、装置は、非
活性（即ち、「オンフック」）状態に戻り、そしてシステムは、最初の（「オンフック」
）状態に戻る。この状態では、一次チャネル制御テーブルが、中央局と加入者との間の通
信にもう一度使用される。
【００３４】
本発明によるサブチャネルパラメータセットの切り換えは非常に速い。この切り換えは、
数フレームという短い間隔に達成され、従って、そうでなければ新しく決定されたセット
の決定、通信および切り換えに伴うであろう長い（例えば、数秒の）遅延を回避する。さ
らに、この切り換えは、通信が損なわれており且つ誤り率が高いときに新しいパラメータ
セットの通信を回避する。従って、この切り換えは、妨害事象によって引き起こされる通
信プロセスの混乱を最小限にする。
【００３５】
妨害事象の検出 その後のデータ通信中、活性化される装置の識別は、多数の方法のうち
の１つで達成される。本発明の１つの実施形態では、装置が活性化されると、特定の活性
化信号が、装置から、加入者回線の装置と同じ側にあるモデム（本明細書では、「ローカ
ルモデム」と呼ばれる）に伝送される。この信号は、装置およびローカルモデムが接続さ
れる通信回線を介して伝送されてもよく、あるいは、この信号は、装置とローカルモデム
との間の専用接続を介して送られてもよい。
【００３６】
本発明の好適な実施形態では、ローカルモデムは、ローカルモデムおよび装置が接続され
る加入者回線をモニタし、そして、装置が活性化されると回線特性の変化を検出する。例
えば、様々なサブチャネルの信号対雑音比（ＳＮＲ）を、迅速に測定することができ、そ
して、活性化される特定の装置を識別するために使用することができる。装置またはその
他の干渉によって引き起こされる多数の通信条件に対応する初期化の多数の組の間、各サ
ブチャネルのＳＮＲ測定値は、追跡される条件（即ち、どの装置も活性化されていない、
装置が別個に活性化される、２つ以上の装置が同時に活性化される、隣接するチャネルの
干渉、など）の各々について決定され、そしてこれらの測定値は、これらの測定値が関連
する単数または複数の特定のパラメータセットの識別とともに格納される。装置が活性化
されると、ＳＮＲ測定を用いて、活性化されている単数または複数の特定の装置を迅速に
識別し、そしてその後、ローカルモデムが、適切な二次テーブルに切り替わることができ
る。
【００３７】
妨害事象はまた、これらの事象に依存する選択された伝送特性をモニタすることにより、
本発明に従って検出され得る。これらの妨害事象は、これらの妨害事象に伴う任意の特有
のＳＮＲに加えて、伝送に伴う巡回冗長符号（ＣＲＣ）中の誤りおよびこの符号の誤り率
の変化、サブチャネル上のパイロットトーンの振幅、周波数もしくは位相の変化、または
その他のそのような徴候、などの測定値を含み得る。順方向誤り訂正符号（ＦＥＣ）は、
典型的にはＡＤＳＬトランシーバにおいて使用され、そして、誤りがいくつ起こったか、
誤りがいくつ訂正されたか、誤りがいくつ訂正されていないかなどの、この符号の誤り率
特性の変化は、妨害事象を検出する際に特に有用であり得る。
【００３８】
これらの特性をモニタする際、本出願人は、電光またはその他のそのようなバースト雑音
妨害、などの瞬間的または過渡的事象によって引き起こされる変化と、妨害事象に関連す
る変化とを区別する。後者は、かなりの間隔の間（例えば、数秒以上のオーダ）続く。具
体的には、本発明に従ってＣＲＣ誤りまたは誤り率をモニタする実施形態では、１つのパ
ラメータセットから別のパラメータセットへの切り換えは、誤りが多数のフレームにわた
る場合、または、誤り率が、ある時間の間に、規定された最小値よりも多い規定された量
だけ変化する場合に提供される。例えば、加入者ループを介するデータ通信への妨害の重
大な形態であるオフフック事象が起こると、ＣＲＣ誤り数が突然増加し、対処されるまで



(27) JP 2010-45823 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

増加したレベルのままである。これは、システムが同期を失わなければ持続しないＣＲＣ
誤りの瞬間的な増加を引き起こす電光打撃などの過渡的な妨害の発生と区別される。
【００３９】
従って、本発明によれば、多数のフレームにわたる、規定されたしきい値を越えるＣＲＣ
誤り率の初期変化の検出は、パラメータセットの切り換えという結果につながる妨害事象
の検出の１つの実施例である。この特性に基づく妨害事象を検出するために、同様の手順
が、サブチャネルの信号対雑音比の測定に応答して着手され得る。妨害事象が起こったか
どうかについての決定は、単一のサブチャネルでの測定、多数のサブチャネルでの測定（
例えば、規定された数よりも多くのサブチャネルが妨害事象を検出すると、パラメータセ
ットを切り換える決定がなされる）、などに基づき得る。
【００４０】
本発明に従って妨害事象を検出する別の技術は、例えばデータ伝送中に振幅、周波数、位
相またはその他の特性がモニタされるパイロットトーン、などのモニタ信号の使用である
。モニタされた特性の１つまたはそれ以上のフレームから別のフレームで突然変化し、そ
の後に、その後のフレームで、より小さい変化が起こるか変化が全く起きない場合、これ
は、モデムが応答するべきである妨害事象を示す。モニタ信号は、サブチャネルの１つに
よって搬送される専用信号、別個の制御サブチャネル上で搬送される信号、妨害事象自体
（例えば、リンギングトーン、ダイアルトーンの存在、または、その他の共通の電話信号
）、またはその他の信号を含み得る。
【００４１】
妨害事象の発生の伝達 妨害事象が検出され、そして、その事象に対応する適切なパラメ
ータセットが識別されると、識別は、選択信号によりリモートモデムに伝達され、リモー
トモデムがまた、二次テーブルの対応するパラメータセットに切り替わることを可能にす
る。選択信号は、１つ以上のサブチャネルを介して伝送されるかまたは埋め込み動作チャ
ネルのための所定のプロトコルを用いて伝送されるメッセージの形態であってもよく、あ
るいは、選択信号は、特定のパラメータセットを識別する１つ以上のトーンを含んでいて
もよい。ＡＤＳＬシステムは、上流および下流伝送に使用されるサブチャネルの組の間に
、幾つかのサブチャネルの「防護帯域」を使用する。この防護帯域は、１つまたは複数の
選択トーンを伝送するために使用され得る。指定されるパラメータセットが１つしかない
場合、選択信号は、そのセットを選択するためにリモートモデムに送られる単純なフラグ
（２つの状態しか有していない、即ち、オン／オフ、有／無、などしか有していない要素
）を含み得る。
【００４２】
本発明の別の実施形態では、ＤＳＬシステムにおいて一般に提供される、ＡＴＵ－Ｒおよ
びＡＴＵ－Ｃモデムでのフレームカウンタが利用される。妨害事象を検出すると、ＡＴＵ
－Ｒモデムは、ＡＴＵ－Ｃモデムに事象を通知し、そして、パラメータセットの変更、ま
たは、電力レベルの変更、または、それに付随するその他のパラメータの任意の変更が起
こるフレームを特定する。この特定は、直接的であってもよく（即ち、通知は、二次テー
ブルへの変更がなされる特定のフレーム番号を指定する）、間接的であってもよい（即ち
、通知を受け取ると、所定数のフレームの１つ、例えば、「０」もしくは「００」などで
終わる次のフレーム番号、または、通知を受け取った後のｎ番目のフレームで、二次テー
ブルへの変更がなされ、ここで、ｎは、０よりも大きい何らかの数である）。指定された
フレームに達すると、両方のモデム（即ち、ＡＴＵ－ＲおよびＡＴＵ－Ｃ）が、新しいビ
ット割り当てセット、電力レベル、およびその他の指定されたパラメータに切り替わる。
【００４３】
あるいは、妨害事象を検出すると、モデムは、新しい動作条件下での通信を特徴付け且つ
通信に使用される電力および／またはビット割り当てセットを決定するために、「高速再
訓練」を行う。高速再訓練は、例えばビット割り当ておよびサブチャネルゲインの決定な
ど、完全初期化手順の制限されたサブセットだけを行う。再訓練モデム（典型的には、再
訓練を開始する、妨害に対してローカルであるモデム）は次いで、新しく決定されたパラ
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メータセットを、以前に格納されたセットと比較する。新しく決定されたセットが、以前
に格納されたセットと同じであれば、一方のモデムから他方のモデムにメッセージ、フラ
グ、またはトーンが伝達され、格納された二次割り当てセットのどれが使用されるかを指
定する。そうでなければ、新しく決定されたセットが、通信に使用される。後者の場合、
このセットは、通信対の他方のモデムに伝達されなければならず、そしてこれが起こって
いる間、通信は中断され得る。それにもかかわらず、パラメータセットの変更を必要とし
た事象が停止すると、システムは、そのセットを再伝達する必要なく、従って、通信をさ
らに中断せずに、単に一次パラメータセットに戻り得る。初期化において適切な注意がな
されると、ほとんどの場合、ほとんどの妨害に応答するその後の再初期化の必要性を回避
するのに十分なパラメータセットアレイが最初に規定されそして交換され得る。
【００４４】
電力レベルの変更 妨害事象に応答してモデム内の１つ以上のパラメータセットを変える
ことに加えて、本発明の好適な実施形態によれば、確実な通信をさらに高めるために、好
ましくは、上流または下流方向またはその両方の通信電力レベルを変える。典型的には、
この変更は、音声通信への干渉を最小限にするため、および、下流信号へのエコーを減ら
すために、上流方向の電力レベルを減らすことであり、この変更は、本明細書において、
そのように説明される。ただし、隣接するデータサービスからの干渉が、所望のデータレ
ートまたはビット誤りレベルを維持するために、より高い電力レベルを必要とする場合な
ど、電力レベルの増加が要求される場合もあり、そのような変更が、本発明により、減ら
す場合と同じ態様で達成されることが理解されるはずである。さらに、下流電力レベルを
変更しなければ過剰な電力が上流モデムから下流チャネルに供給されるであろう程度に回
線状態が変化すると、下流電力レベルの変更が要求され得る。
【００４５】
理論的には、および、完全に線形のシステムでは、上流通信アクティビティは、同時に起
こる音声通信に影響を及ぼしてはならない。なぜなら、２つのアクティビティが、別個の
重ならない周波数帯域で起こるからである。しかし、電話システムは実際に、線形システ
ムではなく、システムの非線形性は、上流サブチャネルから音声サブチャネルに、および
おそらく下流サブチャネルにも、画像信号を注入することができ、そして実際に注入し（
即ち、エコー）、それにより、検出可能な干渉を引き起こす。本発明の別の局面によれば
、この影響は、状態が指示するとき、例えば音声通信装置がオフフックであり、行われて
いるデータ通信からの漏洩が音声通信を干渉するときに、上流電力レベル（加入者または
下流モデムが中央局または上流モデムに伝送する電力レベル）を所与の量またはファクタ
だけ減らすことにより、好ましくないレベルよりも低いレベルに低減される。
【００４６】
電力低減量は、前もって設定されてもよい。例えば、本出願人は、（典型的には、スプリ
ッタを用いてデータとＰＯＴＳ信号とを分離するＡＤＳＬの応用で使用される電力に対し
て）この電力を９ｄｂ低減することが、ほとんどの一般的に重要な場合に十分であること
を発見した。これらの環境下で、システムは、いつでも２つの他の電力レベルの一方で動
作する。あるいは、下流モデムは、妨害事象の結果として起こる、そのとき支配的である
通信条件に基づいて、幾つかの異なる電力レベルのうち、使用される１つのレベルを選択
し得る。例えば、下流モデムは、１つ以上の上流サブチャネルにテスト信号を送るため、
および、例えばサブチャネル上のＳＮＲによる決定に応じて１つ以上の下流サブチャネル
へのこの信号の漏洩（即ち、エコー）をモニタするために、作動され得る。次いで、エコ
ーの影響を最小限にするために、下流モデムが上流に伝送する電力レベルが、それに応じ
て調節され得る。一般に、下流伝送電力は、ＡＴＵ－Ｒによって決定される。なぜなら、
ＡＴＵ－Ｒは、妨害事象の原因に最も近いからである。この場合、ＡＴＵ－Ｒは、メッセ
ージ、フラグ、またはトーンを用いて、ＡＴＵ－Ｃに、伝送に使用される所望の電力レベ
ルを知らせる。いずれの場合も、セッションの終わりで、電力レベルは、「オンフック」
状態で使用される電力レベルに戻る。
【００４７】
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所望の電力レベルを選択する際、送信モデムは、通信対の受信モデムに、所望の変更（適
切な場合には、幾つかの電力レベルの中からの特定の電力レベルの指定を含む）を信号で
知らせ、そしてその後、その電力レベルに関連する新しいパラメータセットへの切り換え
を含む、変更を実現する。本発明の別の実施形態では、受信モデムは、送信モデムでの電
力レベルの変更を検出し、そして、その電力レベルに関連するパラメータセットに切り替
わる。その後、妨害事象（例えば、オフフック状態など）が終了するまで、新しい電力レ
ベルで上流通信（即ち、ＡＴＵ－ＲからＡＴＵ－Ｃへ）が行われる。
【００４８】
上記のほとんどは、加入者モデムから中央局モデムへの上流通信の電力レベルの変更に関
して説明されているが、反対方向の電力レベルの変更もときどき要求され得ることに注目
されたい。これは、例えば、短い加入者ループ（例えば、１マイル未満）の場合にあては
まり得る。この場合、より中央局に近接する結果として起こる低減された回線損失の結果
、中央局が最初に過剰な電力レベルで伝送し得る。そのような場合、中央局またはＡＴＵ
－Ｃモデムは、以前に加入者またはＡＴＵ－Ｒモデムが果たしていた役割を果たし、そし
てその逆の場合も同様である。そして、下流通信での電力レベルおよびその他のパラメー
タの変更は、上記のように行われ得る。さらに、電力変更は、最も一般的には、通信する
ために使用される電力レベルを低減する変更であると予想されるが、場合によっては、電
力変更は、電力レベルを増加するものであってもよいことも、理解されるはずである。こ
れは、例えば、隣接するサービスからのクロストークが、クロストークを補償するために
、対象のサービスの電力レベルの増加を必要とする場合に起こる。
【００４９】
その他のパラメータの変更 妨害事象の検出に応答して行われる別の重要な変更は、各サ
ブチャネルに関連する周波数ドメイン等化器（「ＦＤＱ」）の変更である。これらの等化
器は、サブチャネルを介する伝送中にデータが受ける様々な歪み（例えば、増幅器損失、
位相遅延、など）を補償する。典型的には、これらの等化器は、複素数の係数を有する有
限インパルス応答フィルタを含む。これらの係数は、モデムセットアップの「初期化」ま
たは「訓練」段階の間に設定される。これらの係数はその後、通信サブチャネルを介して
伝送される参照フレームまたはｓｙｎｃフレームの参照（既知の）データに基づいて調節
され得る。本発明によれば、これらのフィルタは、妨害事象が検出されると、伝送された
参照データに応答して調節される。係数の更新は、すべてのサブチャネルに対して行われ
てもよく、誤り率、信号対雑音比、またはその他の誤り徴候の変化が妨害事象を示すサブ
チャネルに対して選択的に行われてもよい。
【００５０】
本発明の１つの実施形態によれば、妨害事象または妨害が無い場合（「一次ＦＤＱ係数」
）と、そのような事象または妨害がある場合（「二次ＦＤＱ係数」）との両方の通信のた
めの周波数ドメイン等化器の係数が、初期化または訓練期間中に計算され、そして格納さ
れる。その後、チャネル制御テーブルの場合と同様に、これらの係数は、妨害事象に応答
して切り換えられ、そして、そのような事象が停止すると初期状態に戻される。
【００５１】
本発明の別の実施形態によれば、ＦＤＱ係数は、妨害事象の検出に応答して再計算され、
次いで、以前に格納された二次ＦＤＱテーブルの代わりに、通信セッションの残りの間中
使用される。再計算は、既知の参照データがＡＴＵ－ＲとＡＴＵ－Ｃとの間で伝送される
、短い「再訓練」セッションで達成される。受け取られたデータは既知のデータと比較さ
れ、そしてそれに応じて、新しいＦＤＱ係数が決定される。周波数ドメイン等化器係数に
加えて、時間ドメイン等化器係数およびエコーキャンセレーション係数もまた決定され得
、そして格納され得る。そのような係数は、特定の受信器に対してローカルであり、従っ
て、通信対の他方のモデムに伝達される必要がない。従って、いかなるそのような再訓練
も非常に高速であり、結果として起こるいかなる通信の混乱も制限される。
【００５２】
過剰な妨害 場合によっては、特定の装置は、本明細書に記載される方法によるその装置
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の補償が有用でないような、通信への妨害を引き起こし得る。これは、例えば、古い電話
または特に複雑な家庭内配線で起こり得る。そのような場合、装置と加入者回線との間に
単純なインラインフィルタを挿入することにより、そのような装置によって引き起こされ
る妨害を最小限にすることが望ましい。フィルタは、例えば、１立方インチ以下の体積の
単純なローパスフィルタと、フィルタの一方側を装置に接続し且つ他方側を加入者回線に
接続するＲＪ１１コネクタなどの標準のコネクタの対とを含み得る。ＰＯＴＳスプリッタ
とは異なり、そのようなコネクタは、コネクタを設置するために、訓練を受けた技術者を
必要とせず、従って、本明細書に記載されるようなＡＤＳＬモデムの受け入れに、障害、
コスト、またはその他を与えない。そのような装置は、装置が作動されるときに装置の非
線形歪みを測定することによって検出され得る。これは、その装置によって引き起こされ
る、回線上のエコーをモニタすることにより行われる。
【００５３】
低減されたレートの通信 本発明のモデムの動作のさらなる改良は、下流伝送のバンド幅
を、ＡＤＳＬ通信で通常提供されるバンド幅のサブセットに制限することにある。これは
、ローカル（即ち、中央局）およびリモート（加入者の家屋）モデムの両方に対する処理
要求を減らし、それにより、顧客の非事業用の使用にもっと受け入れられる価格で加入者
の家屋のモデムを提供することを容易にする。さらに、これは、データ伝送と音声通信と
の間の干渉をさらに最小限にする。例えば、モデムにより使用されるサブチャネルの数を
２５６個ではなく１２８個に制限することにより、下流バンド幅を１．１ＭＨｚから約５
５２ｋＨｚに減らす。モデムが、通常そのような通信のためにより多くの数のサブチャネ
ルを提供するモデムとともに使用される場合、１２８個よりも多いサブチャネルのビット
割り当ておよびゲインは、好ましくは、ゼロにされる。即ち、ゼロに設定される。
【００５４】
本発明は、好ましくは、本明細書に記載される能力を有していないモデムとともに動作可
能であるだけではなく、言うまでもなく、そのような能力を有するモデムとともに動作可
能である。従って、本発明のモデムは、別のモデムとのデータ交換に先だって、好ましく
は初期化中に、モデムの能力を識別する。本発明の好適な実施形態によれば、これは、好
ましくは、通信に参加するモデム間で信号伝達することにより行われる。この信号伝達は
、通信しているモデムのタイプと、通信セッションに対する重要なモデムの特性とを識別
する。例えば、ＡＤＳＬトランシーバの１つの形態は、低減された数のサブチャネル（典
型的には、上流に３２個のサブチャネルと、下流に１２８個のサブチャネル）を使用し、
そして、より低いバンド幅の通信を提供する。次いで、低減されたレートのモデムに遭遇
する、完全なＡＤＳＬ能力を有するモデムは、その低減されたレートのモデムと一致する
ように、その送信および受信パラメータを調節することができる。これは、例えば、その
ような目的のために取っておかれるトーンを一方のモデムから他方のモデムに伝送するこ
とにより行われ得る。
【００５５】
具体的には、本発明によれば、中央局のモデムと加入者の家屋のモデムとの間の通信が開
始されると、これらのモデムは、これらのモデム自体を、「完全なレート」（即ち、２５
６個のサブチャネルを介して通信している）または「低減されたレート」（例えば、幾ら
か少ない数のチャネル、例えば、１２８個のサブチャネル、を介して通信している）とし
て識別する。通信は、フラグ（２状態、例えば、「オン／オフ」、「有／無」）、１つも
しくは複数のトーン、メッセージ（ｎ状態、ｎ＞２）、またはその他の通信形態を介して
行われてもよく、そして、通信サブチャネルのいずれの端部で開始されてもよい。即ち、
中央局の端部で開始されても、顧客の家屋の端部で開始されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】従来技術に特有の、ＰＯＴＳスプリッタを用いる従来のデジタル加入者回線（Ｄ
ＳＬ）システムのブロック線図である。
【図２】図１の装置で使用される例示的なビット割り当ておよびゲインテーブルを示す。
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【図３】本発明によるスプリッタレスＤＳＬシステムのブロック線図である。
【図４】本発明によるスプリッタレストランシーバのブロック図である。
【図５Ａ】本発明に従って構成されそして使用されるチャネル制御テーブルを示す。
【図５Ｂ】本発明に従って構成されそして使用されるチャネル制御テーブルを示す。
【図５Ｃ】本発明に従って構成されそして使用されるチャネル制御テーブルを示す。
【図６】本発明による妨害事象検出器の１つの形態の図である。
【図７】リモートモデムに切り換え決定を伝達するためのフレームカウンタの使用を示す
。
【図８】本発明に従ってモデムの高速再訓練を行うために用いられる好適な手順を示す。
【図９Ａ】本発明による、チャネル制御テーブルが容易に選択され得る態様を示す。
【図９Ｂ】本発明による、チャネル制御テーブルが容易に選択され得る態様を示す。
【図１０】本発明のモデムの相互接続の別の構成を示す。
【例示的な実施形態の詳細な説明】
【００５７】
以下の本発明の説明は、添付の図面を参照する。
図１は、電話回線を介して伝送される音声通信とデータ通信とを分離するために「スプリ
ッタ」を組み込む、これまで使用されていたタイプのＡＤＳＬ通信システムを示す。図１
に示されるように、電話中央局（「ＣＯ」）１０は、加入者回線またはループ１４により
、リモート加入者１２（「ＣＰ：顧客の家屋」）に接続される。典型的には、加入者回線
１４は、より銅線対を含む。これは、電話加入者または顧客と中央局との間で音声通信を
搬送するための伝統的な媒体であった。約４ｋＨｚ（キロヘルツ）のバンド幅で音声通信
を搬送するように設計されており、その用途は、ＤＳＬ技術により大きく拡大されてきた
。
【００５８】
中央局は次に、デジタルデータを送受するためのデジタルデータ網（「ＤＤＮ」）１６に
接続されるとともに、音声およびその他の低周波数通信を送受するための公衆交換電話網
（「ＰＳＴＮ」）１８に接続される。デジタルデータ網は、デジタル加入者回線アクセス
マルチプレクサ（「ＤＳＬＡＭ」）２０を介して中央局に接続され、交換電話網は、ロー
カルスイッチバンク２２を介して中央局に接続される。ＤＳＬＡＭ２０（または、データ
イネーブル式スイッチラインカードなどのその等化物）は、ＡＤＳＬトランシーバユニッ
ト－中央局（「ＡＴＵ－Ｃ」）２６を介して、ＰＯＴＳ「スプリッタ」２４に接続する。
ローカルスイッチ２０もまた、スプリッタに接続する。
【００５９】
スプリッタ２４は、回線１４から受け取ったデータおよび音声（「ＰＯＴＳ」）信号を分
離する。回線１４の加入者端で、スプリッタ３０が、同じ機能を果たす。具体的には、ス
プリッタ３０は、回線１４から、電話ハンドセット３１、３２などの適切な装置にＰＯＴ
Ｓ信号を送り、そして、デジタルデータ信号をＡＤＳＬトランシーバユニット－加入者（
「ＡＴＵ－Ｒ」）３４に送り、パーソナルコンピュータ（「ＰＣ」）３６などのデータ利
用装置に付与する。トランシーバ３４は、好ましくは、ＰＣ自体のカードとして組み込ま
れてもよい。同様に、トランシーバ２６は、一般に、マルチプレクサ２０のラインカード
として実現される。
【００６０】
このアプローチでは、所与のバンド幅の通信チャネルは、多数のサブチャネルに分割され
る。各サブチャネルは、サブチャネルバンド幅の部分である。１つのトランシーバから別
のトランシーバに伝送されるデータは、特定のサブチャネルの情報搬送能力に従って変調
されて各サブチャネルに与えられる。サブチャネルの様々な信号対雑音（「ＳＮＲ」）特
性のため、サブチャネル上にロードされるデータ量は、サブチャネルごとに異なり得る。
従って、各トランシーバが、そのトランシーバが接続される受信器に対して各サブチャネ
ル上に伝送するビット数を規定するために、各トランシーバで「ビット割り当てテーブル
」（トランシーバ２６でテーブル４０として示され、トランシーバ３４でテーブル４２と
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して示される）が維持される。これらのテーブルは、初期化プロセス中に作成される。初
期化プロセスでは、各トランシーバによって他方のトランシーバにテスト信号が伝送され
、そして、それぞれのトランシーバで受け取られた信号を測定して、特定の回線上で一方
のトランシーバから他方のトランシーバに伝送することができる最大ビット数を決定する
。特定のトランシーバによって決定されたビット割り当てテーブルは次いで、デジタル加
入者回線１４を介して他方のトランシーバに伝送され、他方のトランシーバは、その特定
のトランシーバ、または、回線１４に接続される任意の同様のトランシーバにデータを伝
送する際にこれを使用する。言うまでもなく、伝送は、回線が、通信を干渉し得る妨害を
受けていないときに行われなければならない。これは、重大な制限であり、このアプロー
チの利用を限定する。
【００６１】
次に図２を参照して、顧客の家屋の機器において使用されるようなビット割り当てテーブ
ル４２が、さらに詳細に示される。中央局で使用されるテーブル４０は、構成および動作
が本質的に同じであるため、これ以上説明されない。テーブル４２は、２つの部分を有す
る。第１の部分４２ａは、それぞれのサブチャネルを特徴付ける、ビット割り当て能力な
どのある特定の通信パラメータと、サブチャネルゲインパラメータとを規定し、トランシ
ーバ３４の送信器部は、トランシーバ３４が通信している他方のトランシーバ（２６）に
信号を伝送する際に、第１の部分４２ａを使用する。第２の部分４２ｂは、トランシーバ
３４の受信器部が、他方のトランシーバから伝送される信号を受け取る際に使用するパラ
メータを規定する。通信は、複数のサブチャネルを介して起こり、ここでは、例示の目的
のためだけに、送信器部ではサブチャネル「９」、「１０」などとして示され、受信器部
ではサブチャネル「４０」、「４１」などとして示される。完全なレートのＡＤＳＬシス
テムでは、２５６個までのそのようなサブチャネルがあり、各サブチャネルのバンド幅は
４．１ｋＨｚである。例えば、本発明の１つの実施形態では、上流通信（即ち、顧客の家
屋から中央電話局へ）は、サブチャネル８～２９で行われ、下流通信（中央局から顧客の
家屋へ）は、サブチャネル３２～２５５で行われる。サブチャネル３０および３１は、以
下に説明されるような信号伝達のために使用され得る、上流通信と下流通信との間の防護
帯域を形成する。
【００６２】
各サブチャネル（「ＳＣ」）５０について、フィールド５２は、例えば測定された信号対
雑音比（ＳＮＲ）、所望の誤り率、などのサブチャネルの支配的な条件に従って、通信対
またはモデム対の送信器によりそのサブチャネルを介して伝送され、且つ、その対の受信
器によって受け取られるビット数（「Ｂ」）を規定する。カラム５４は、サブチャネルの
対応するゲイン（「Ｇ」）を規定する。テーブルの第１の部分４２ａは、トランシーバ３
４がトランシーバ２６に「上流」に伝送する際に使用するビット割り当ておよびゲインを
特定し、そして第２の部分４２ｂは、トランシーバ３４がトランシーバ２６からの伝送を
受け取る際に使用するビット割り当ておよびゲインを特定する。トランシーバ２６は、テ
ーブル４２の鏡像である対応するテーブル４０を有する。即ち、トランシーバ３４による
伝送について特定されるビット割り当ては、トランシーバ２６による受信について特定さ
れるビット割り当てと同じであり、トランシーバ３４による受信およびトランシーバ２６
による送信についても、それに対応する。テーブルはまた、典型的には、特定のサブチャ
ネルに関連するゲイン５４を特定するフィールドを含んでいてもよい。
【００６３】
上記のように、スプリッタ２４、３０は、スプリッタ２４、３０に付与されたデータおよ
び音声通信を結合して送信し、そして受信時にもう一度データおよび音声通信を互いに分
離する。これは、低周波数の音声通信を高周波数のデータから分離するハイパスフィルタ
およびローパスフィルタにより達成される。しかし、そのようなスプリッタを使用する必
要性は、顧客によるＤＳＬ技術の幅広い採用に深刻な障害を与える。具体的には、加入者
の家屋にスプリッタを設置するのに、訓練を受けた技術者が家屋まで行かなければならな
い。これにはかなりの費用がかかる可能性があり、ほとんどではないにしても多くの顧客
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がこの技術を利用することを思いとどまってしまう。通信装置自体にスプリッタを組み込
むことも、実行可能な選択肢ではない。なぜなら、これは、そのような装置のコストを増
大するだけでなく、すべての新しい装置の購入か、より古い装置の改造のいずれかを必要
とするからである。この改造にも、達成するのに熟練した助けが必要である。本発明によ
れば、少なくとも顧客の家屋のスプリッタを無くし、それにより、熟練した技術者の介入
なしで、エンドユーザによるＤＳＬモデムの採用および使用を可能にする。しかし、これ
には、ＤＳＬトランシーバまたはモデムの構造および動作に大幅な変更が必要であり、本
発明は、これらの変更に取り組んでいる。
【００６４】
具体的には、図３は、本発明によるＤＳＬ伝送システムを示す。このシステムでは、中央
局から加入者の家屋に伝送された複合音声－データ信号が、加入者の家屋のスプリッタを
介在させずに、加入者の音声機器３１、３２と、データトランシーバまたはモデム３４’
との両方に送られる。図３では、図１と変わっていない構成要素は、同じ番号を有してお
り、改変されている構成要素は、右上のプライム符号で示されている。図１のトランシー
バ２６の単一のテーブル３０の代わりに、図３のトランシーバ２６’は、一次チャネル制
御テーブル４１と、二次チャネル制御テーブル４３とを含む。同様に、図３のトランシー
バ３４’は、一次チャネル制御テーブル４５と、二次チャネル制御テーブル４７とを含む
。図３では加入者側のスプリッタが無くなっていることにも注目されたい。次に、本発明
でこれを行うことができる理由が詳細に説明される。図１の中央局スプリッタ２０が図３
の構成で保持されていることにも注目されたい。これは任意であり、強制的ではない。中
央局のスプリッタを保持すれば、一般にいかなる場合でも技術者が利用可能である中央局
自体での一回の設置しか必要とされないため、わずかなコストで性能を幾らか向上するこ
とができる。そうでない場合には、中央局でもスプリッタを無くしてもよい。
【００６５】
次に図４を参照して、トランシーバまたはモデム３４’が、より詳細に示される。モデム
２６’は、本発明の目的に対して本質的に同一であり、別途説明されない。示されるよう
に、モデム３４’は、送信器モジュール５０、受信器モジュール５２、制御モジュール５
４、一次チャネル制御テーブル４５、および二次チャネル制御テーブル４７を含む。一次
チャネル制御テーブルは、図５Ａに、より完全に示され、二次チャネル制御テーブルは、
図５Ｂに、より完全に示される。
【００６６】
図５Ａでは、一次チャネル制御テーブル４５は、ＤＳＬ回線を介してリモート受信器に伝
送する際に使用されるチャネル制御パラメータの一次セットを格納する送信器部４５ａと
、リモート送信器からＤＳＬ回線を介して通信を受け取る際に使用されるチャネル制御パ
ラメータの一次セットを格納する受信器部４５ｂと、を有する。パラメータが適用するサ
ブチャネルは、カラム４５ｃに示される。送信器部４５ａのチャネル制御パラメータは、
伝送中にそれぞれのサブチャネル上で使用される、ビット割り当て（「Ｂ」）４５ｄの特
定を少なくとも含み、好ましくは、ゲイン（「Ｇ」）４５ｅの特定も含む。受信器部も同
様に、ビット割り当ておよびゲインの特定を含み、好ましくは、とりわけ、周波数ドメイ
ン等化器係数（「ＦＤＱ」）４５ｆ、時間ドメイン等化器係数（「ＴＤＥＱ」）４５ｇ、
およびエコーキャンセラ係数（「ＦＥＣ」）４５ｈの特定も含む。
【００６７】
ビット割り当て、ゲイン、周波数ドメイン係数、時間ドメイン係数、などのパラメータは
、まとめてパラメータセットを形成し、このパラメータセットの各要素もまた、セットで
ある。例えば、各サブチャネルへのビットの割り当てを規定するビット割り当てセット、
サブチャネルのゲインを規定するゲイン設定セット、などである。本発明の好適な実施形
態によれば、一次チャネル制御テーブルは、少なくとも１つの要素、即ち、ビット割り当
てセット、を有する単一のパラメータセットであって、好ましくはゲイン割り当てセット
も有する単一のパラメータセットを格納する。このパラメータセットは、妨害事象が無い
場合にシステムが戻るデフォルト通信条件を規定する。しかし、二次チャネル制御テーブ
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ルは、それぞれのモデムによって加入者回線を介して行われる送信および受信を制御する
ためのパラメータセットを、少なくとも２つ有し、典型的には、２つよりも多く有する。
これらのセットは、デフォルト条件を変える様々な妨害事象の下での通信を規定する。
【００６８】
具体的には、図５Ｂでは、二次チャネル制御テーブル４７は、複数のパラメータセット４
７ａ、４７ｂ、４７ｃなどを含む。例示の目的のために、これらのパラメータセットのう
ち３つのセットだけが示されている。各パラメータセットは、送信部４７ｄおよび受信部
４７ｅを含む。各部分において、１つ以上のパラメータが特定される。例えば、送信部４
７ｄではビット割り当て４７ｆおよびゲイン４７ｇであり、受信部４７ｅでは周波数ドメ
イン係数４７ｈ、時間ドメイン係数４７ｉ、およびエコーキャンセレーション係数４７ｊ
である。係数の実際の値は、典型的には複素数であり、従って、これらの値は、図５Ａお
よび図５Ｂのチャネル制御テーブルでは、単に、例えば「ａ」、「ｂ」などの文字で表さ
れる。パラメータセット４７ｂ、４７ｃおよび残りのパラメータセットも、同様に構成さ
れる。一次チャネル制御テーブルの場合と同様に、各パラメータ（例えば、ビット割り当
て）自体が、サブチャネルの少なくとも幾らかにわたる通信条件を規定する要素の集合で
あり、これらの要素は、これらのサブチャネルに適用するとともに、これらのサブチャネ
ルを特徴付ける助けとなる。
【００６９】
ビット割り当てパラメータセットを含む一次チャネル制御テーブルは、通常の態様で、即
ち、初期化中に（典型的には、テストデータではなく「作業データ」の伝送よりも前の期
間）生成され、対象のモデムがモデムのデフォルト条件を含むべき条件下で通信している
リモートモデムと、既知のデータが送受される。典型的には、これは、妨害する装置がす
べて非活性化されている状態であり、そのため、最も高いデータレートを達成することが
できるが、実際の条件は、ユーザにより選択される。各モデムで受け取られたデータは、
伝送されたことが分かっているデータと照合され、そしてそれに応じて、ビット割り当て
、サブチャネルゲイン、などの一次チャネル制御パラメータが計算される。その後、回線
を介する通信を混乱させる妨害事象によってシステムが妨害されないままである限り、こ
のテーブルが使用される。
【００７０】
二次チャネル制御テーブルは、一次テーブルと同じ態様で、初期化中に決定され得るが、
この決定は、新しい条件下での通信に必要とされるチャネル制御パラメータを再決定する
ために、妨害事象を引き起こし得る装置を作動させて行われ得る。これらの装置が１つず
つ作動され、二次パラメータ制御セットが、各装置について決定され、そして二次チャネ
ル制御テーブルに格納されてもよく、あるいは、これらの装置が２つ以上の装置からなる
グループ単位で作動され、そしてそれに応じてパラメータセットが決定されてもよく、あ
るいは、単一作動およびグループ作動の様々な組み合わせが行われて、そして対応するパ
ラメータセットが決定されてもよい。二次パラメータセットも同様に、該当するモデムと
の共通バインダでのｘＤＳＬ伝送などの干渉源を用いた実際の測定から決定され、そして
結果として得られたセットが二次テーブルに格納されてもよい。
【００７１】
その他の二次テーブル決定方法が使用されてもよい。例えば、１つ以上の二次パラメータ
セットが、一次テーブルから得られてもよい。従って、二次テーブルの各サブチャネルの
ビット割り当ては、一次テーブルで規定される各サブチャネルのビット割り当てのパーセ
ンテージであって、サブチャネルにわたって一定のまたは変動するパーセンテージとして
考慮され得る。あるいは、ビット割り当ては、一次テーブルのデータと同じデータから計
算され得るが、より大きいマージンを用いて計算される。一次テーブルを計算する際に使
用される信号対雑音比のパーセンテージであって、サブチャネルにわたって一定のまたは
変動するパーセンテージを用いるか、一次テーブルで考慮されたビット誤り率とは異なる
ビット誤り率を考慮するか、または、以前に説明された技術を含むその他の技術によって
計算され得る。一次および二次の部分は、通信セッション中に再計算または改良され得、
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そして、後で使用するために格納され得る。計算または再計算は、一回の事象であっても
よく、通信セッションの間中、周期的に起こるなど、繰り返して起こってもよい。
【００７２】
さらに、二次チャネル制御テーブル中の多数のパラメータセットの使用は概して、実際の
チャネル条件との最良の一致を提供し、従って、最適な通信条件にもっと近づくが、単一
の複合パラメータセットを含む単純化された第２のテーブルが使用されてもよい。従って
、図５Ｃは、サブチャネル４９ｅの多数のビット割り当てセット４９ａ～４９ｄを示す。
これは、これらのサブチャネルを介する通信に関連する対応する数の異なる通信装置また
は条件を表し得る。単一の複合パラメータセット４９ｆは、例えば、サブチャネル４９ｅ
の各々についてのセット４９ａ～４９ｄの中で最小のビット割り当てを各サブチャネルに
ついて選択することにより、パラメータセット４９ａ～４９ｄの関数として形成され得る
。そのようなセットは、セット４９ａ～４９ｄに関連する装置のいずれかの活性化のため
の「最悪の場合」の条件を表す。その他の最悪の場合のパラメータセットが、例えば選択
された装置グループに対して形成されてもよく、それにより、幾つかの装置または妨害が
同時に動作している場合に備える。
【００７３】
妨害事象が無い場合、トランシーバ２６’、３４’は、一次チャネル制御テーブル４１、
４５を用いて通信する。しかし、妨害事象の検出に応答して、トランシーバ２６’、３４
’は、二次チャネル制御テーブル４３、４７のパラメータセットの１つに切り替わり、特
定のパラメータテーブルによって特定される条件下で通信を続ける。これらの条件は、一
次チャネル制御テーブルで提供されるビット誤り率と同じビット誤り率を維持しながら、
低減されたビットレートを特定してもよく、あるいは、誤り率はより高いが、同じビット
レートを特定してもよく、あるいは、対応して低減された電力レベルまたはマージンで、
低減されたビットレートを特定してもよく、あるいは、特定のチャネル制御テーブルによ
って決定されるその他の条件であってもよい。切り換えを引き起こした妨害状態が終わる
と、トランシーバ２６’、３４’は、一次テーブル４１、４５の使用に戻る。
【００７４】
典型的には、一次テーブルは、回線１４を介して、通信チャネルの容量での通信または通
信チャネルの容量に近い通信を提供する。二次テーブルは、低減されたレートでチャネル
を介する通信を提供する。本発明による一次テーブルと二次テーブルとの間の切り換え（
即ち、一次パラメータセットから二次パラメータセットへの切り換え）は高速である。こ
の切り換えは、数フレームという短い間隔に達成することができ（現在のＡＤＳＬシステ
ムでは、各フレームは約２５０マイクロ秒である）、従って、そうでなければ決定、加入
者回線を介する通信、および新しく決定されたビット割り当てテーブルの切り換え、に必
要とされるであろう長い遅延（例えば、数秒のオーダ）を回避する。さらに、これは、通
信が損なわれており、従って誤り率が高いときに、加入者回線を介するそのようなテーブ
ルの通信を回避する。従って、本発明による予め格納されたパラメータセットの使用は、
妨害事象によって引き起こされる通信プロセスの混乱を最小限にする。
【００７５】
チャネル制御テーブルは、高速のアクセスおよび取り出しのために、記憶装置またはメモ
リに格納される。好ましくは、この記憶装置は、モデム自体に組み込まれるランダムアク
セスメモリ（「ＲＡＭ」）であるが、例えばスタンドアロンメモリ内、パーソナルコンピ
ュータ（「ＰＣ」）などのコンピュータ内、ディスクドライブ内、またはその他のエレメ
ント内など、モデムにアクセス可能なその他の構成要素内に配置されるそのようなメモリ
も含む。さらに、この記憶装置は、リードオンリメモリ（「ＲＯＭ」）など、メモリのそ
の他の形態の部分を含み得る。
【００７６】
チャネル制御テーブル４５および４７へのアクセスに加えて、図４の制御モジュール５４
はまた、好ましくは、二次制御テーブルが一次チャネル制御テーブルに基づいて計算され
る場合、二次制御テーブルの形成を制御する。さらに、最も一般的な場合にそうであるよ
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うに、モジュール５４は、加入者回線１４上のＳＮＲをモニタし、そして、一次および二
次チャネル制御パラメータセットが回線の実際の条件の測定に基づく場合、これらのセッ
トを計算する。この目的で、制御モジュールは、本明細書に記載される機能に特殊化され
た専用デジタルコンピュータまたは「ＤＳＰ」チップとして実現されると有利である。あ
るいは、当業者に理解されるように、制御モジュールは、言うまでもなく、汎用コンピュ
ータとして、または、その他の態様で実現されてもよい。
【００７７】
本発明によれば、加入者回線上の妨害事象は、その結果によって、電光インパルスなどの
過渡的な事象から区別される。具体的には、オフフック信号またはオンフック信号などの
信号伝達事象は、典型的には、再初期化せずにさらに通信することを妨げるように十分な
混乱を引き起こす。この事象には、この混乱の間中ずっと持続するエラーコード表示、デ
ータを搬送する物理的信号またはパイロットトーンの振幅および位相の変化、回線へのか
なりの電圧の印加、ならびに、その他の徴候が伴う。事象を検出するために、加入者回線
をモニタして、これらの特性の１つ以上の発生があるかどうかを調べる。
【００７８】
図６は、本発明に従って妨害事象を検出する１つの態様を示す。好ましくは制御モジュー
ル５４に含まれる検出器７０は、回線１４から信号を受け取り、そして信号に関連するエ
ラーコード（例えば、ＣＲＣ誤りまたはＦＥＣ誤りカウント）をモニタして（ステップ７
２）、誤りを示すものの発生があるかどうかを調べる。誤りが検出されなければ（ステッ
プ７４）、検出器は、それ以上活動せずに、モニタリングモードのままである。エラーコ
ードによって誤りが示されると、カウンタが増分され（ステップ７６）、次いで、カウン
トが所定のしきい値と比較される（ステップ７８）。カウントがしきい値を越えていなけ
れば（ステップ７８、「＞Ｎ？」）、システムは、モニタリングモードのままであり、検
出されたいかなる誤りをも蓄積し続ける。カウントがしきい値を越えると（ステップ７８
、Ｙ）、検出器は、「妨害事象」検出信号を出す（ステップ８０）。この検出信号は、検
出器７０が配置されるトランシーバに、二次テーブルの適切なパラメータセットに切り替
わるプロセスを開始させる。これが起こると、カウントがリセットされる（ライン８１）
。
【００７９】
エラーコードをモニタして特性挙動（即ち、連続するフレームにわたって繰り返される誤
り）があるかどうかを調べる代わりに、本発明によれば、サブチャネルを介してデータを
伝送する物理的信号の振幅および位相、または、モデム間で伝送されるパイロットトーン
の振幅および位相をモニタしてもよい。妨害事象が発生すると、物理的信号の振幅および
位相は、大幅な変化を受ける。即ち、振幅は突然減少し、そして位相は突然新しい値に変
わる。その後、振幅および位相は、連続するフレームの間、ほぼその新しい値を維持する
。この挙動は、図７に示されるようにモニタされ得る。ここでは、モニタ１００は、例え
ば、回線１４上のデータ信号またはパイロットトーンの振幅をモニタし、そして、所定の
しきい値よりも大きい振幅の変化を検出すると、フリップフロップ１０２を「活性」状態
（「Ｑ」）に設定する。フリップフロップ１０２は、新しいフレームがモデムに送られる
かまたはモデムによって受け取られるときにはいつでも、フレームカウンタ１０６からカ
ウントパルスを受け取るように接続されるカウンタ１０４をイネーブルする（入力「Ｅ」
）。これらのカウントパルスはまた、しきい値カウンタ１０８にも付与される。しきい値
カウンタ１０８は、カウントが規定されたカウントに達するまで、しきい値カウンタ１０
８に付与されたカウントを蓄積し、次いで、結果として得られたカウントを比較器１１０
に付与する。比較器１１０で、このカウントが、カウンタ１０４のカウントと比較される
。カウンタ１０４および１０８の内容が等しければ、比較器１１０は、出力（「Ｙ」）を
提供する。この出力は、トランシーバに、適切なテーブルに切り替わるプロセスを開始さ
せる。これはまた、カウンタ１０４、１０８およびフリップフロップ１０２をリセットす
る。カウンタ１０４、１０８、およびフリップフロップ１０２はまた、カウンタ１０４お
よび１０８のカウントが一致しない場合にも（比較器１１０の「Ｎ」出力）リセットされ
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る（入力「Ｒ」）。
【００８０】
上記のようなデータ信号またはパイロットトーンの位相変化のモニタリングに基づいてテ
ーブル切り換え信号を生成するために、同様の手順が使用され得る。さらに、図８の事象
検出器の動作は、大部分はハードウェアに関して説明されているが、本明細書に記載され
るエレメントのほとんどがそうであるように、この事象検出器の動作が、ソフトウェアで
も、または、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせでも容易に実現され得ることが
理解される。
【００８１】
妨害事象を検出するさらに他のアプローチは、妨害事象を直接モニタすることである。例
えば、オフフックまたはオンフック信号の場合、４８ボルトのｄｃステップ電圧が加入者
回線に印加される。この信号は、単に回線をモニタしてこの大きさのステップ電圧がある
かどうかを調べ、そしてその後その電圧の検出に応答してテーブル切り換え信号を生成す
るだけで容易に直接検出可能になるよう、その他の信号とは十分に異なっている。別のア
プローチは、「ｓｙｎｃ」フレームをモニタすることにより、１つ以上のサブチャネル上
のＳＮＲをモニタすることである。隣接する電話回線上のデータソースからの妨害の存在
は、サブチャネルＳＮＲの変化として現れる。通信を妨害する装置の活性化または非活性
化によって引き起こされる妨害事象をモニタする直接的な方法は、これらの事象のいずれ
かが発生すると、装置とローカルモデムとの間で直接信号を伝達することである。図３に
示されるように、例えば、信号伝達線３５、３７は、ローカルモデム３４’と、それに関
連する装置３１、３２との間に直接延ばされて、これらの装置の活性化（「オフフック」
）または非活性化（「オンフック」）などの、これらの装置の変化を直接信号で伝達する
ようにしてもよい。
【００８２】
妨害事象に応答して制御テーブルを変えることに加えて、上流伝送によって引き起こされ
る音声通信への干渉を最小限にするため、および、これらの伝送が下流信号に漏れること
（「エコー」）を減らすために、上流送信電力レベルを低減することが望ましい。これら
の干渉は、回線に結合される電話などの装置によって引き起こされる非線形性であって、
電話がオフフックであるときに特に引き起こされる非線形性から起こる。干渉を許容可能
にするために必要とされる電力低減量は、電話ごとに変わる。本発明の好適な実施形態で
は、必要とされる上流送信電力の低減を決定するためにプローブ信号が使用される。具体
的には、電話の活性化もしくは非活性化、または、通信を混乱させ得るその他のソースか
らの干渉、などの妨害事象を検出した後、ＡＴＵ－Ｒの送信器部（「上流送信器」）は、
変化する電力レベルで加入者回線を介してテスト信号を伝送し、そして、ＡＴＵ－Ｒの受
信器部（「下流受信器」）でエコーを測定する。結果として得られる測定は、下流受信器
でのエコーを最小限にする上流送信電力レベル、または、エコーを少なくとも許容可能に
する上流送信電力レベルを決定するために使用される。新しい電力レベルは、言うまでも
なく、典型的には、チャネル制御パラメータの対応する新しいパラメータセットに関連す
る。
【００８３】
妨害事象に応答してビット割り当ておよびゲインパラメータを変えることに加えて、サブ
チャネル等化器（即ち、時間ドメイン等化器または周波数ドメイン等化器）およびエコー
キャンセラの一方または両方を変えることが概して必要である。これらのパラメータの適
切なセットは、ビット割り当ておよびチャネルゲインと同じ態様で前もって形成され得（
即ち、予備訓練セッションにおいて、加入者回線に接続された様々な装置を活性化させた
状態で、回線を介してテスト通信を送り、結果として得られた通信条件を測定し、そして
測定に基づいて様々なパラメータを決定する）、そして、必要に応じて呼び戻すまたは使
用するために二次チャネル制御テーブルに格納され得る。あるいは、これらのパラメータ
の適切なセットは、妨害事象の検出後の再訓練動作中に、通信を過度に混乱させることな
く迅速に再決定され得る。なぜなら、これらのパラメータは、受信器に対してローカルで
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あり、従って、通信対の他方のモデムに伝送される必要がないからである。
【００８４】
具体的には、本発明の好適な実施形態によれば、妨害事象を検出すると、トランシーバは
、図８にさらに詳細に示されるように、「高速再訓練」段階に入る。一般的な妨害事象は
、電話をオフフックでとること、または、電話をオンフックに戻すことであり、これは一
般に、ＡＴＵ－Ｒで検出される。高速再訓練プロセスは、そのような事象について示され
ているが、高速再訓練プロセスはこれに限定されず、再訓練は、通信のいずれの端部にお
いても、いかなるタイプの妨害事象についても開始され得ることが理解される。従って、
そのような事象（図８、事象２００）を検出すると、ＡＴＵ－Ｒは、ＡＴＵ－Ｃに、高速
再訓練モードに入るよう通知する（ステップ２０２）。通知は、好ましくは、特定のトー
ンをＡＴＵ－Ｃに伝送することにより行われるが、メッセージ、または、その他の通信形
態も含み得る。この通知を受け取ると（ステップ２０４）、ＡＴＵ－Ｃは、その後の通信
に使用される電力レベルについてのＡＴＵ－Ｒからの通知を待つ。これは、少なくとも上
流電力レベルを含み、そして、下流電力レベルも含み得る。なぜなら、上流電力レベルを
変えると、下流通信にある程度影響を及ぼし得るからである。完全さの目的のために、こ
れらの電力レベルの両方が変えられると仮定するが、多くの場合、上流電力レベルだけが
変えられることが理解される。
【００８５】
使用される新しい電力レベルは、ＡＴＵ－Ｒによって決定される（ステップ２０８）。Ａ
ＴＵ－Ｒは、上流トランシーバにチャネルプローブテスト信号を送り、そして下流受信器
で、結果として得られたエコーを測定する。次いで、ＡＴＵ－Ｒは、下流信号へのエコー
を最小限にするように上流電力レベルを設定し、そしてまた、上流送信器で上流伝送が下
流伝送に漏れることの影響を最小限にするように下流電力レベルを設定し得る。次いで、
ＡＴＵ－Ｒは、例えば電力レベルのロバスト伝達を確実にするために２値ＰＳＫ（位相シ
フトキーイング）信号によって変調された１つ以上のトーンを上流トランシーバに伝送す
ることによって、選択された上流および下流伝送レベルをＡＴＵ－Ｃに伝達する（ステッ
プ２１０、２１２）。電力レベルは、直接特定されてもよく（例えば「－３０ｄｂｍ」と
して）、間接的に特定されてもよい（例えば、所定のレベルグループの「レベル３」とし
て）。この特定は、電力レベルの実際の値を識別してもよく、単に、実施される電力レベ
ルの変化を識別するだけでもよい。
【００８６】
ＡＴＵ－Ｒ（ステップ２１４）およびＡＴＵ－Ｃ（ステップ２１６）は次に、等化器およ
びエコーキャンセラを再訓練する目的で、新しい電力レベルでの伝送を開始する。好まし
くは、新しい電力レベルへの変更は、送信器と受信器とを整合させるためにＤＳＬシステ
ムで使用されるフレームカウンタの使用により同期されるが、同期は、その他の手段によ
って（例えば、トーンまたはメッセージを伝送することによって、または、単にフラグを
送ることによって）達成されてもよく、あるいは、同期されないままにされてもよい。訓
練伝送に基づいて、ＡＴＵ－ＲおよびＡＴＵ－Ｃは、新しい電力レベルに適した時間およ
び周波数ドメイン等化器パラメータと、適切なエコーキャンセラ係数とを決定する（ステ
ップ２１８、２２０）。決定は、係数を決定するために、これらの測定に基づく計算を含
んでいてもよく、測定は、ＡＴＵ－ＲおよびＡＴＵ－Ｃでそれぞれ格納された１つ以上の
予め計算されたセットから、係数の特定の単数または複数のセットを選択するために使用
されてもよい。
【００８７】
例えば、妨害事象に応答して電力レベルを決定する場合と同様に、様々なサブチャネル上
のＳＮＲは、事象に関連する特定の１つまたは複数の装置を識別するため、および従って
、単にその後の通信に使用されるパラメータセットの番号を特定するメッセージまたはト
ーンセットを通信対の他方のモデムに伝送するだけで、ＡＴＵ－ＲおよびＡＴＵ－Ｃでそ
れぞれ格納された適切な予め格納されたパラメータセットを選択するために、使用され得
る。従って、ＳＮＲ測定は、妨害事象に関連する１つまたは複数の装置の「シグネチャ」
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としての役割を果たし、そして、これらの装置の迅速な識別を可能にする。このアプロー
チは、等化器およびエコーキャンセラを再訓練するために必要とされる時間を大幅に減ら
すことができる。そして、特定の環境下で訓練が必要とされる場合であっても、予め格納
された係数を開始点として用いることにより、訓練時間を有意義に減らすことができる。
【００８８】
対応するパラメータセットを取り出す際のＳＮＲ測定の使用を容易にするために、格納さ
れている様々なパラメータセットがＳＮＲのセットにインデックス付けされて、特定の通
信条件に関連する１つ以上のパラメータセットが迅速に識別されて取り出され得るように
することが望ましい。これが達成され得る１つの方法は、図９Ａに示される。ここでは、
第１のセット２５０、第２のセット２５２、などのそれぞれのパラメータセットが、サブ
チャネル（ＳＣ）番号２５４と、対応するビット割り当て（ＢＡ）およびゲイン（Ｇ）エ
ントリとに加えて、「オンフック」（テーブル２５０）、「オフフック」（テーブル２５
２）、などの所与の通信条件に適したパラメータセットに特有のＳＮＲエントリ２６０を
有する。モデムの受信器部に適切であるように、周波数ドメイン等化器係数、時間ドメイ
ン等化器係数、およびエコーキャンセレーション係数、などの追加のパラメータセットも
また、テーブルに格納されてもよい。送信器部については、これらの係数は、適用可能で
なく、従って格納されない。
【００８９】
サブチャネルＳＮＲおよび対応するパラメータセットをリンクする別の手段が、図９Ｂに
示される。図９Ｂに示されるように、単純なリスト構造２７０は、パラメータセット識別
子２７２、および多数のＳＮＲ測定値２７４、２７６などを含む。サブチャネルの幾つか
またはすべてについてのＳＮＲが含まれていてもよい。リストは、格納されたパラメータ
セットに最も近い一致を識別するための基準のための検索される手段であってもよく、次
いでそのセットは取り出され、その後に使用される。図９Ａまたは図９Ｂのいずれかにお
いて、ＳＮＲにインデックス付けされたパラメータセットは、とりわけビット割り当てお
よびゲインなどの多数のパラメータからなるセットであってもよく、あるいは、ビット割
り当てだけ、またはゲインだけ、などの単一のセットを含んでいてもよい。
【００９０】
その後の通信に使用されるチャネル制御パラメータセットの識別は、トランシーバ間で交
換される（ステップ２２６～２３２）。次いで、これらのトランシーバは、これらのパラ
メータセットに切り替わり（２３４、２３６）、そして新しい条件下で通信を開始する。
チャネル制御パラメータを含むメッセージは、好ましくは、「電力レベル」メッセージと
同様の態様で変調される。即ち、ＢＰＳＫ信号伝達とともに幾つかの変調トーンを用いて
変調される。従って、メッセージは、短く、そして非常にロバストである。高速再訓練時
間が最小限にされるように、メッセージが短いことが重要である。なぜなら、例えばモデ
ムがビデオ伝送またはインターネットアクセスなどに使用されているときにそうであるよ
うに、モデムは、この時間中データを送信または受信しておらず、従って、その一時的な
利用不可能性が、非常に顕著であり得るからである。同様に、メッセージ伝送がロバスト
であることが重要である。なぜなら、低減されたＳＮＲ、リンギングまたはダイアリング
などからのインパルス雑音のため、妨害事象中の誤りのない通信は非常に困難であるから
である。従って、予め格納されたパラメータセットの提供および使用は、モデムの少なく
とも１つでスプリッタがないにもかかわらず、そして、データ通信と同時に起こる妨害事
象が存在するにもかかわらず、通信の信頼性を大幅に高める。
【００９１】
本明細書に記載されるモデムが、最も一般的には、専用の対で使用されることが予想され
る。即ち、各加入者（ＡＴＵ－Ｒ）モデムは、専用の中央局（ＡＴＵ－Ｃ）モデムと通信
する。しかし、ある特定の場合、２つ以上の加入者モデムをサービスするために、単一の
マスタ中央局モデムを提供することが十分であり得る。本発明は、その起こり得る事態も
収容する。従って、図１０では、中央局モデム２８０は、スイッチ２８２を通して、加入
者回線２９０、２９２、２９４を介して複数の加入者モデム２８４、２８６、２８８と通



(40) JP 2010-45823 A 2010.2.25

10

信する。これらのモデムは、中央局から異なる距離に、そして、異なる通信環境に配置さ
れ得、従って、各モデムのチャネル制御テーブルは、それら自体の間で一意である。従っ
て、中央局モデムは、各加入者モデムにつき１セット（送信および受信の両方）である個
々のチャネル制御パラメータセット２９８、３００、３０２などからなるマスタセット２
９６を格納する。特定の加入者への通信を開始すると、中央局モデムは、加入者について
の適切な伝送パラメータセットを取り出し、そしてそれを、その後の通信で使用する。同
様に、中央局への通信を開始すると、所与の加入者モデムは、その加入者モデム自体を識
別し、中央局モデムが、その加入者についての適切な受信パラメータセットを取り出すこ
とを可能にする。
【００９２】
結論 以上から、本出願人が、普通の住宅用電話回線などの制限されたバンド幅のサブチ
ャネルを介する通信のための、改良された通信システムを提供したことが分かる。このシ
ステムは、回線を介する音声およびデータ通信の両方を同時に受け入れ、そして、「スプ
リッタ」の設置および使用を不要にする。即ち、ＤＳＬシステムによって提供される高い
通信能力の採用および使用を妨げ得る費用を不要にする。従って、このシステムは、従来
のモデムが今日実現され使用されているのと同じ程度に広く実現され使用され得るが、そ
のようなモデムで現在達成可能なバンド幅よりも大幅に大きいバンド幅を提供する。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図１０】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信方法であって、前記
ループはその上で音声およびデータ通信の双方を行うように適合された通信方法であって
、
　前記ループに接続されたモデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態における、
データ通信を定義する第１のテーブルを記録し、
　前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状態に
おける、データ通信を定義する第２のテーブルを記録することを備えた方法。
【請求項２】
　請求項１の方法において、
　複数の通信インターバルの間に、前記通信サブチャネルの少なくとも一つの選択された
特徴をモニタすることを含めて、１以上の選択されたイベントを検出し、
　前記複数のインターバルにわたる前記選択された特徴の違いを検出し、
　前記違いが予め定められたパターンを示すとき、前記テーブルの切り換えを開始する信
号を生成することを含む方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、
　前記テーブルは、各サブチャネルによる送信ビットの数を定義するものである方法。
【請求項４】
　請求項２の方法において、
　前記イベントは、オフフック、オンフック、リンギングおよびビジーを含むグループか
ら選択されたシグナリング・イベントを含む方法。
【請求項５】
　請求項１の方法において、前記生成処理は、選択されたイベントの検出に対応して、前
記切換制御信号を前記サブチャネルを介して送信することを含む方法。
【請求項６】
　請求項１の方法において、前記生成処理は、選択されたイベントの検出に対応して、ト
ーンを送信することを含む方法。
【請求項７】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信方法であって、　
　ループに接続されたモデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態における、デー
タ通信を定義する第１のテーブルを記録し、
　前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状態に
おける、データ通信を定義する第２のテーブルを記録する方法。
【請求項８】
　請求項７の方法において、選択されたイベントの発生に応じて、前記テーブルを切り換
えることをさらに含む方法。
【請求項９】
　請求項８の方法において、前記選択されたイベントは、オンフックからオフフックへの
遷移を含む方法。
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【請求項１０】
　請求項８の方法において、前記選択されたイベントは、オフフックからオンフックへの
遷移を含む方法。
【請求項１１】
　請求項８の方法において、前記選択されたイベントは、クロストーク環境の変化を含む
方法。
【請求項１２】
　請求項７の方法において、
　遠隔モデムからの信号の受信に基づいて、テーブル間の切り換えを行うことをさらに備
えた方法。
【請求項１３】
　請求項１２の方法において、
　前記信号は、トーンまたはトーンのセットを含む方法。
【請求項１４】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信に用いるためのモデ
ムであって、前記非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信のループは、その上で音声
およびデータ通信の双方を行うように適合されたモデムであって、
　Ａ．前記ループに接続されたモデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態におけ
る、データ通信を定義する第１のテーブルを記録する手段、
　Ｂ．前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状
態における、データ通信を定義する第２のテーブルを記録する手段を備えたモデム。
【請求項１５】
　請求項１４のモデムにおいて、
　Ｃ．１以上の選択されたイベントを検出する手段を備え、
　当該手段は、(1)複数の通信インターバルにおける前記通信サブチャネルの少なくとも
一つの選択された特徴をモニタする手段と；(2)前記複数のインターバルにわたる前記選
択された特徴の違いを検出する手段と；(3)前記違いが予め定められたパターンを示すと
き、前記テーブルの切り換えを開始する信号を生成する手段とを備えたモデム。
【請求項１６】
　請求項１４のモデムにおいて、
　前記テーブルは、各サブチャネルによる送信ビットの数を定義するものであるモデム。
【請求項１７】
　請求項１６のモデムにおいて、
　前記イベントは、オフフック、オンフック、リンギングおよびビジーを含むグループか
ら選択されたシグナリング・イベントを含むモデム。
【請求項１８】
　請求項１５のモデムにおいて、
　前記生成手段は、選択されたイベントの検出に対応して、前記切換制御信号を前記サブ
チャネルを介して送信することを引き起こすモデム。
【請求項１９】
　請求項１５のモデムにおいて、
　前記生成手段は、選択されたイベントの検出に対応して、トーンを送信することを引き
起こすモデム。
【請求項２０】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する対称または非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信のために
用いるモデムであって、　
　Ａ．前記対称または非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信のループに接続された
モデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態における、データ通信を定義する第１
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のテーブルを記録する手段と、
　Ｂ．前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状
態における、データ通信を定義する第２のテーブルを記録する手段とを備えたモデム。
【請求項２１】
　請求項２０のモデムにおいて、選択されたイベントの発生に応じて、前記テーブルを切
り換える手段をさらに含むモデム。
【請求項２２】
　請求項２１のモデムにおいて、前記選択されたイベントは、オンフックからオフフック
への遷移を含むモデム。
【請求項２３】
　請求項２１のモデムにおいて、前記選択されたイベントは、オフフックからオンフック
への遷移を含むモデム。
【請求項２４】
　請求項２１のモデムにおいて、前記選択されたイベントは、クロストーク環境の変化を
含むモデム。
【請求項２５】
　請求項２０のモデムにおいて、
　遠隔モデムからの信号の受信に基づいて、テーブル間の切り換えを行う手段をさらに備
えたモデム。
【請求項２６】
　請求項２５のモデムにおいて、
　前記信号は、トーンまたはトーンのセットを含むモデム。
【手続補正書】
【提出日】平成21年11月20日(2009.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信方法であって、前記
ループはその上で音声およびデータ通信の双方を行うように適合された通信方法であって
、
　前記ループに接続されたモデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態における、
データ通信を定義する第１のテーブルを記録し、
　前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状態に
おける、データ通信を定義する第２のテーブルを記録することを備えた方法。
【請求項２】
　請求項１の方法において、
　複数の通信インターバルの間に、前記通信サブチャネルの少なくとも一つの選択された
特徴をモニタすることを含めて、１以上の選択されたイベントを検出し、
　前記複数のインターバルにわたる前記選択された特徴の違いを検出し、
　前記違いが予め定められたパターンを示すとき、前記テーブルの切り換えを開始する信
号を生成することを含む方法。
【請求項３】
　請求項１の方法において、
　前記テーブルは、各サブチャネルによる送信ビットの数を定義するものである方法。
【請求項４】
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　請求項２の方法において、
　前記イベントは、オフフック、オンフック、リンギングおよびビジーを含むグループか
ら選択されたシグナリング・イベントを含む方法。
【請求項５】
　請求項１の方法において、前記生成処理は、選択されたイベントの検出に対応して、前
記切換制御信号を前記サブチャネルを介して送信することを含む方法。
【請求項６】
　請求項１の方法において、前記生成処理は、選択されたイベントの検出に対応して、ト
ーンを送信することを含む方法。
【請求項７】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信方法であって、　
　ループに接続されたモデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態における、デー
タ通信を定義する第１のテーブルを記録し、
　前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状態に
おける、データ通信を定義する第２のテーブルを記録する方法。
【請求項８】
　請求項７の方法において、選択されたイベントの発生に応じて、前記テーブルを切り換
えることをさらに含む方法。
【請求項９】
　請求項８の方法において、前記選択されたイベントは、オンフックからオフフックへの
遷移を含む方法。
【請求項１０】
　請求項８の方法において、前記選択されたイベントは、オフフックからオンフックへの
遷移を含む方法。
【請求項１１】
　請求項８の方法において、前記選択されたイベントは、クロストーク環境の変化を含む
方法。
【請求項１２】
　請求項７の方法において、
　遠隔モデムからの信号の受信に基づいて、テーブル間の切り換えを行うことをさらに備
えた方法。
【請求項１３】
　請求項１２の方法において、
　前記信号は、トーンまたはトーンのセットを含む方法。
【請求項１４】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信に用いるためのモデ
ムであって、前記非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信はその上で音声およびデー
タ通信の双方を行うように適合されたモデムであって、
　Ａ．前記ループに接続されたモデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態におけ
る、データ通信を定義する第１のテーブルを記録する手段、
　Ｂ．前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状
態における、データ通信を定義する第２のテーブルを記録する手段を備えたモデム。
【請求項１５】
　請求項１４のモデムにおいて、
　Ｃ．１以上の選択されたイベントを検出する手段を備え、
　当該手段は、(1)複数の通信インターバルにおける前記通信サブチャネルの少なくとも
一つの選択された特徴をモニタする手段と；(2)前記複数のインターバルにわたる前記選
択された特徴の違いを検出する手段と；(3)前記違いが予め定められたパターンを示すと
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き、前記テーブルの切り換えを開始する信号を生成する手段とを備えたモデム。
【請求項１６】
　請求項１４のモデムにおいて、
　前記テーブルは、各サブチャネルによる送信ビットの数を定義するものであるモデム。
【請求項１７】
　請求項１６のモデムにおいて、
　前記イベントは、オフフック、オンフック、リンギングおよびビジーを含むグループか
ら選択されたシグナリング・イベントを含むモデム。
【請求項１８】
　請求項１５のモデムにおいて、
　前記生成手段は、選択されたイベントの検出に対応して、前記切換制御信号を前記サブ
チャネルを介して送信することを引き起こすモデム。
【請求項１９】
　請求項１５のモデムにおいて、
　前記生成手段は、選択されたイベントの検出に対応して、トーンを送信することを引き
起こすモデム。
【請求項２０】
　複数のサブチャネルから構成されるアップストリームおよびダウンストリーム通信サブ
チャネルの双方を有する対称または非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信のために
用いるモデムであって、　
　Ａ．前記対称または非対称デジタル・サブキャリア・ループ通信のループに接続された
モデムおよび第２のモデムの間の、第１の通信状態における、データ通信を定義する第１
のテーブルを記録する手段と、
　Ｂ．前記ループに接続された前記モデムおよび前記第２のモデムの間の、第２の通信状
態における、データ通信を定義する第２のテーブルを記録する手段とを備えたモデム。
【請求項２１】
　請求項２０のモデムにおいて、選択されたイベントの発生に応じて、前記テーブルを切
り換える手段をさらに含むモデム。
【請求項２２】
　請求項２１のモデムにおいて、前記選択されたイベントは、オンフックからオフフック
への遷移を含むモデム。
【請求項２３】
　請求項２１のモデムにおいて、前記選択されたイベントは、オフフックからオンフック
への遷移を含むモデム。
【請求項２４】
　請求項２１のモデムにおいて、前記選択されたイベントは、クロストーク環境の変化を
含むモデム。
【請求項２５】
　請求項２０のモデムにおいて、
　遠隔モデムからの信号の受信に基づいて、テーブル間の切り換えを行う手段をさらに備
えたモデム。
【請求項２６】
　請求項２５のモデムにおいて、
　前記信号は、トーンまたはトーンのセットを含むモデム。
【請求項２７】
　スプリッタレス多搬送波モデム
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