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(54)【発明の名称】可変速度ディジタル交換方式
(57)【要約】
【課題】

動画像トラヒックを扱うのに好適な可変速度

ディジタル交換方式を提供する。
【解決手段】

格子状に配置した入線および出線ＴＤＭ

バスの各格子点にクロスポイントバッファを設け、前記
クロスポイントバッファの各々が、入線ＴＤＭバス上の
入力ＴＤＭフレームのフレームヘッダを調べて自分が属
する出線ＴＤＭバス宛のタイムスロットのデータのみを
バッファリングすると共に前記フレームヘッダの内容を
スケジューラに転送し、前記スケジューラが、前記フレ
ームヘッダの内容に基づいて、出力ＴＤＭフレームにお
けるタイムスロットをどのように各クロスポイントバッ
ファに割り当てるかについてのスケジューリングを行
う。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

とする可変速度ディジタル交換方式。

【請求項１】

【請求項４】

各々複数の入線ＴＤＭバスおよび出線Ｔ

請求項１または２に記載の可変速度ディ

ＤＭバスを格子状に配置し、前記ＴＤＭバスの各格子点

ジタル交換方式において、前記スケジューリングを、前

にクロスポイントバッファを設け、各出線ＴＤＭバスに

記出線上のクロスポイントバッファに対し、最も待ち行

属するクロスポイントバッファを各々のスケジューラに

列長の短いクロスポイントバッファから順番にタイムス

接続し、

ロットを割り当てる最小待ち行列方式としたことを特徴

前記クロスポイントバッファの各々が、入線ＴＤＭバス

とする可変速度ディジタル交換方式。

上の入力ＴＤＭフレームのフレームヘッダを調べて自分

【請求項５】

が属する前記出線ＴＤＭバス宛のタイムスロットのデー
タのみをバッファリングすると共に前記フレームヘッダ

請求項１または２に記載の可変速度ディ

ジタル交換方式において、前記スケジューリングを、前
10

記出線上のクロスポイントバッファに対し、ラウンドロ

の内容を前記スケジューラに転送し、

ビン方式に基づいてタイムスロットを割り当てる方式と

前記スケジューラが、前記フレームヘッダの内容に基づ

したことを特徴とする可変速度ディジタル交換方式。

いて、出力ＴＤＭフレームにおけるタイムスロットをど

【請求項６】

のように各クロスポイントバッファに割り当てるかにつ

ジタル交換方式において、前記スケジューリングを、前

いてのスケジューリングを行い、

記出線上のクロスポイントバッファに対し、ランダムに

前記各々のクロスポイントバッファが、前記スケジュー

タイムスロットを割り当てる方式としたことを特徴とす

リングに従って前記出力ＴＤＭフレームの自分に割り当

る可変速度ディジタル交換方式。

てられたタイムスロットにバッファリングしている前記

【請求項７】

データを順次に入れていき、前記出線ＴＤＭバスから出

の可変速度ディジタル交換方式において、前記ＴＤＭフ

力することを特徴とする可変速度ディジタル交換方式。
【請求項２】

20

各々複数の入線ＴＤＭバスおよび出線Ｔ

請求項１または２に記載の可変速度ディ

請求項１ないし６のいずれか１項に記載

レームのタイムスロット長を１６キロビットとし、フレ
ーム周期を入力画像信号の画像フレーム周期の約数とし

ＤＭバスを格子状に配置し、前記ＴＤＭバスの各格子点

たことを特徴とする可変速度ディジタル交換方式。

にクロスポイントバッファを設け、各出線ＴＤＭバスに

【発明の詳細な説明】

属するクロスポイントバッファを各々のスケジューラに

【０００１】

接続し、各々のスケジューラに各々のコンテンツアナラ

【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタル交換方

イザを接続し、

式に関することであり、特に、動画像トラヒックのよう

前記クロスポイントバッファの各々が、入線ＴＤＭバス

な可変速度トラヒックを処理する可変速度ディジタル交

上の入力ＴＤＭフレームのフレームヘッダを調べて自分

換方式に関することである。

が属する前記出線ＴＤＭバス宛のタイムスロットのデー

【０００２】

タのみをバッファリングすると共に前記フレームヘッダ

30

【従来の技術】従来のディジタル交換方式としては、Ｔ

の内容を前記コンテンツアナライザに転送し、

ＤＭ方式およびＡＴＭ方式が広く用いられている。ＴＤ

前記コンテンツアナライザが、前記フレームヘッダを調

Ｍ方式の交換機であるＳスイッチ（空間スイッチ）は、

べ、自分が属する出線ＴＤＭバス上の各クロスポイント

入線、出線の間に時分割ゲートを配列し、この時分割ゲ

バッファに格納されているデータの内容を判断し、その

ートを高速で開閉することにより、多重化したまま、タ

情報をスケジューラに通知し、

イムスロット単位で入線出線間の交換を行うスイッチで

前記スケジューラが、この情報と各クロスポイントバッ

ある。図１は、Ｓスイッチの原理を説明する線図であ

ファに格納されているデータ量とに基づいて、出力ＴＤ

る。Ｓスイッチは時分割ゲートとそれらの開閉を制御す

Ｍフレームにおけるタイムスロットをどのように各クロ

る制御メモリとから構成されており、入線の各タイムス

スポイントバッファに割り当てるかについてのスケジュ
ーリングを行い、

ロット内の情報は、制御メモリで指定された時分割ゲー
40

トを通って希望する宛先に対応する出線上のタイムスロ

前記各々のクロスポイントバッファが、前記スケジュー

ットに移る。このときタイムスロットの時間位置は保存

リングに従って前記出力ＴＤＭフレームの自分に割り当

され、入線出線の時間位置は同じになる。前記制御メモ

てられたタイムスロットにバッファリングしている前記

リは各出線ごとに用意され、各タイムスロットごとにど

データを順次に入れていき、前記出線ＴＤＭバスから出

の入線のゲートを開いてその情報を通すかが記憶されて

力することを特徴とする可変速度ディジタル交換方式。

いる。

【請求項３】

請求項１または２に記載の可変速度ディ

【０００３】ＡＴＭ方式の交換機であるクロスポイント

ジタル交換方式において、前記スケジューリングを、前

バッファは、入力ポートと出力ポートの交点にバッファ

記出線上のクロスポイントバッファに対し、最も待ち行

を配置する方式である。図２は、クロスポイントバッフ

列長の長いクロスポイントバッファから順番にタイムス

ァの原理を説明する線図である。図２を参照し、入力行

ロットを割り当てる最大待ち行列方式としたことを特徴

50

ｉ、出力行ｊに位置するバッファｉｊを用いてその動作

( 3 )
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を説明する。バッファｉｊは、アドレスフィルタの働き

【課題を解決するための手段】したがって、本発明によ

によって、入力ポートｉから入力されるＡＴＭセルのヘ

る可変速度ディジタル交換方式は、各々複数の入線ＴＤ

ッダを見て、その宛先がｊのもののみをバッファｉｊに

Ｍバスおよび出線ＴＤＭバスを格子状に配置し、前記Ｔ

入力する。バッファに送出すべきセルが蓄積されている

ＤＭバスの各格子点にクロスポイントバッファを設け、

と、出力行ｊの出力制御回路に送信要求を出し、要求が

各出線ＴＤＭバスに属するクロスポイントバッファを各

受け入れられると、出力ポートｊにセルを送出する。

々のスケジューラに接続し、前記クロスポイントバッフ

【０００４】ＴＤＭ交換機は、一度コネクションセット

ァの各々が、入線ＴＤＭバス上の入力ＴＤＭフレームの

アップが完了すると、その後はフロー制御、輻輳制御な

フレームヘッダを調べて自分が属する前記出線ＴＤＭバ

どの特別な制御を行わなくても、遅延保証、損失率保証
を確実に行うことができるという長所があり、現在、主

ス宛のタイムスロットのデータのみをバッファリングす
10

ると共に前記フレームヘッダの内容を前記スケジューラ

に遅延条件の厳しい音声通信に使われている。

に転送し、前記スケジューラが、前記フレームヘッダの

【０００５】

内容に基づいて、出力ＴＤＭフレームにおけるタイムス

【発明が解決しようとする課題】しかしながらＴＤＭ交

ロットをどのように各クロスポイントバッファに割り当

換機には、以下に示すような問題点がある。第１の問題

てるかについてのスケジューリングを行い、前記各々の

点は、ＴＤＭ交換機の大容量化は、ＴＤＭバスの速度限

クロスポイントバッファが、前記スケジューリングに従

界やＲＡＭの速度限界に依存し、さらに、ＴＤＭバスが

って前記出力ＴＤＭフレームの自分に割り当てられたタ

高速になればなるほど、入力数増えれば増えるほど、入

イムスロットにバッファリングしている前記データを順

力タイムスロットの同期確立が困難になるため、数１０

次に入れていき、前記出線ＴＤＭバスから出力すること

Ｇｂｐｓ以上の大容量化が困難なことである。

を特徴とする。

【０００６】第２の問題点は、ＴＤＭ交換機はもともと

20

【００１１】本発明による可変速度ディジタル交換方式

同一速度のトラヒックを効率的にスイッチングするため

の一実施形態は、各々複数の入線ＴＤＭバスおよび出線

の手段であるため、様々な要求速度を持つトラヒックが

ＴＤＭバスを格子状に配置し、前記ＴＤＭバスの各格子

混在する状況ではＴＤＭスイッチは効率的に動作せず、

点にクロスポイントバッファを設け、各出線ＴＤＭバス

タイムスロットの遅延が増大し、すなわち、マルチレー

に属するクロスポイントバッファを各々のスケジューラ

トトラヒックの取り扱いが困難なことである。

に接続し、各々のスケジューラに各々のコンテンツアナ

【０００７】第３の問題点は、現在のＴＤＭネットワー

ライザを接続し、前記クロスポイントバッファの各々

クで可変速度を扱うためには、そのトラヒックの最大速

が、入線ＴＤＭバス上の入力ＴＤＭフレームのフレーム

度でタイムスロットの要求を行わなければならず、伝送

ヘッダを調べて自分が属する前記出線ＴＤＭバス宛のタ

効率が非常に悪くなるため、可変速度トラヒックを効率

イムスロットのデータのみをバッファリングすると共に

的に扱うことが困難なことである。

30

前記フレームヘッダの内容を前記コンテンツアナライザ

【０００８】遅延条件の厳しいトラヒックには、上述し

に転送し、前記コンテンツアナライザが、前記フレーム

た音声トラヒックのほかにも動画像トラヒックがある。

ヘッダを調べ、自分が属する出線ＴＤＭバス上の各クロ

動画像符号化の代表的な方式にＭＰＥＧ２があるが、こ

スポイントバッファに格納されているデータの内容を判

の方式で符号化すると通常可変速度トラヒックが形成さ

断し、その情報をスケジューラに通知し、前記スケジュ

れる。ＭＰＥＧ２ストリームの一例を図３に示す。この

ーラが、この情報と各クロスポイントバッファに格納さ

トラヒックの平均使用帯域を１Ｍｂｐｓ程度、最大使用

れているデータ量とに基づいて、出力ＴＤＭフレームに

帯域を５Ｍｂｐｓ程度とすると、従来のＴＤＭ交換方式

おけるタイムスロットをどのように各クロスポイントバ

を用いる場合、最大使用帯域である５Ｍｂｐｓ程度でコ

ッファに割り当てるかについてのスケジューリングを行

ネクション設定をしなければならない。しかしながら、
このトラヒックの平均使用帯域は１Ｍｂｐｓ程度である

い、前記各々のクロスポイントバッファが、前記スケジ
40

ューリングに従って前記出力ＴＤＭフレームの自分に割

ため、４Ｍｂｐｓ程度の伝送帯域が無駄になってしま

り当てられたタイムスロットにバッファリングしている

う。したがって、ＴＤＭスイッチを用いて動画像トラヒ

前記データを順次に入れていき、前記出線ＴＤＭバスか

ックを扱おうとする場合、上記３点の既存ＴＤＭ交換方

ら出力することを特徴とする。このようにして、ＴＤＭ

式の問題点のうち、特に第３の問題点を解消することが

交換機の一種であるＳスイッチと、ＡＴＭ交換機の一種

重要である。

であるクロスポイントバッファ型スイッチとを組み合わ

【０００９】本発明の目的は、上述した従来のＴＤＭ交

せることにより、入力数を増加して大容量化を図って

換方式の問題点を解消し、遅延条件の厳しいトラヒッ

も、タイムスロット同士のわずかな入力のタイミングの

ク、特に動画像トラヒックを扱うのに好適な可変速度デ

ずれをバッファで吸収させることができるため、従来の

ィジタル交換方式を提供することである。

ＴＤＭ交換方式に比べて大容量化が容易になる。また、

【００１０】

50

可変速度トラヒックを扱う場合において、例えば、コネ

( 4 )
5
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クション設定を平均使用帯域に設定すれば、ある入力に

示す。通常、ＴＤＭフレームのタイムスロット長は１ｏ

送信すべきデータがこの平均使用帯域より小さい場合に

ｃｔｅｔ程度、ＴＤＭフレーム周期は１２５μｓ程度で

はこの伝送帯域を他の入力が使用することができ、ある

あるが、動画像トラヒックを取り扱う場合、より大きい

入力が送信すべきデータがこの平均使用帯域より大きい

タイムスロット長を用いたほうが効率が良く、また、大

場合には他の入力の空いている伝送帯域を借りて送信で

容量化が容易になる。特に、ＭＰＥＧ２等の多くのビデ

きるため、可変速度トラヒックを効率的に扱うことがで

オ信号符号化方式ではフレーム周期が３３ｍｓであるた

きる。さらに、マルチレートトラヒックを扱う場合で

め、例えば、タイムスロット長を１６ｋｂｉｔ、ＴＤＭ

も、タイムスロットの遅延を抑制できるため、有利であ

フレーム周期を３．３ｍｓ（伝送速度６２２．０８Ｍｂ

る。
【００１２】本発明の他の実施形態によれば、前記スケ

ｐｓの場合）とすれば、これらの符号化方式で用いられ
10

るフレーム周期の約数になり、ビデオフレームとＴＤＭ

ジューリングを、前記出線上のクロスポイントバッファ

フレームの対応付けを行うことができるようになる。こ

に対し、最も待ち行列長の長いクロスポイントバッファ

の対応付けにより、動画像品質を最適化するための制御

から順番にタイムスロットを割り当てる最大待ち行列方

が交換機において行えるようになり、従来の交換方式

式としたことを特徴とする。このようにすれば、バッフ

（ＴＤＭ交換方式、ＡＴＭ交換方式、パケット交換方式

ァ溢れによるタイムスロット損失を最も小さくすること

等）と比較して、ネットワーク品質が同一であっても、

ができる。

動画像品質を向上することができるという利点もある。

【００１３】本発明のさらに他の実施形態によれば、前

【００１９】ここで図４に戻り、本発明による可変速度

記スケジューリングを、前記出線上のクロスポイントバ

ディジタル交換方式の動作を例として説明する。図５に

ッファに対し、最も待ち行列長の短いクロスポイントバ

示すようなＴＤＭフレームを伝送する場合、入線および

ッファから順番にタイムスロットを割り当てる最小待ち

20

出線ＴＤＭバス２1 ，２2 ，．．．，２i および３1 ，

行列方式としたことを特徴とする。このようにすれば、

３2 ，．．．，３j を、伝送速度１５５Ｍｂｐｓ〜５０

タイムスロットの平均バッファリング遅延を最も少なく

Ｇｂｐｓ程度の高速ＴＤＭバスとする。

することができる。

【００２０】入線ＴＤＭバス２1 ，２2 ，．．．，２i

【００１４】本発明のさらに他の実施形態によれば、前

の各々に、図５に示すような入力ＴＤＭフレームが入力

記スケジューリングを、前記出線上のクロスポイントバ

すると、その入線ＴＤＭバス上の前記クロスポイントバ

ッファに対し、ラウンドロビン方式に基づいてタイムス

ッファの各々は、前記入力ＴＤＭフレームのヘッダを調

ロットを割り当てる方式としたことを特徴とする。この

べ、自分が属する出線ＴＤＭバスが宛先のタイムスロッ

ようにすれば、タイムスロットの最大遅延時間を保証す

トのデータのみをバッファリングし、前記ＴＤＭフレー

ることができる。

ムヘッダを自分が属する出線ＴＤＭバスに接続されたコ

【００１５】本発明のさらに他の実施形態によれば、前
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ンテンツアナライザに転送する。前記コンテンツアナラ

記スケジューリングを、前記出線上のクロスポイントバ

イザは、前記ＴＤＭフレームヘッダを調べ、自分が属す

ッファに対し、ランダムにタイムスロットを割り当てる

る出線ＴＤＭバス上の各クロスポイントバッファにバッ

方式としたことを特徴とする。このようにすれば、スケ

ファリングされているデータの内容、例えば、ＭＰＥＧ

ジューリング処理を最も簡単にすることができる。

データの場合、ピクチャの種類（Ｉピクチャ、Ｐピクチ

【００１６】本発明のさらに他の実施形態によれば、前

ャまたはＢピクチャ）等を判断し、その情報を前記スケ

記ＴＤＭフレームのタイムスロット長を１６キロビット

ジューラに通知する。前記スケジューラは、この情報と

とし、フレーム周期を入力画像信号の画像フレーム周期

各クロスポイントバッファに格納されているデータ量と

の約数としたことを特徴とする。

に基づいて、出力ＴＤＭフレームにおけるタイムスロッ

【００１７】
【発明の実施の形態】図４は、本発明による可変速度デ

トをどのように自分が属する出線ＴＤＭバス上の各クロ
40

スポイントバッファに割り当てるかについてのスケジュ

ィジタル交換方式の一実施形態の原理を説明する線図で

ーリングを行う。前記各々のクロスポイントバッファ

ある。本方式によるスイッチ１は、格子状に配置された

は、前記スケジューリングに従って前記出力ＴＤＭフレ

入線および出線ＴＤＭバス２1 ，２2 ，．．．，２i お

ームの自分に割り当てられたタイムスロットに、バッフ

よび３1 ，３2 ，．．．，３j と、前記入線および出線

ァリングしている前記データを順次に入れていき、前記

ＴＤＭバスの各格子点に設けたクロスポイントバッファ

出線ＴＤＭバスから出力する。

４1 , 1 ，４1 , 2 ，．．．，４i , j と、コンテンツアナラ

【００２１】上記出力ＴＤＭフレームにおけるタイムス

イザ５1 ，５2 ，．．．，５j と、スケジューラ６1 ，

ロットを各クロスポイントバッファに割り当てるスケジ

６2 ，．．．，６j とを具える。

ューリングの方式としては、例えば、以下のようなもの

【００１８】図５は、図４に示す可変速度ディジタル交

がある。第１のスケジューリング方式は、前記出線上の

換方式で用いるＴＤＭフレームのフォーマットの一例を

50

クロスポイントバッファに対し、最も待ち行列長の長い

( 5 )

特開２０００−５０３７３

7

8

クロスポイントバッファから順番にタイムスロットを割

することも可能である。

り当てる最大待ち行列方式である。この方式の利点は、

【００２６】

バッファ溢れによるタイムスロット損失を最も小さくす

【発明の効果】本発明によれば、ＴＤＭ交換機の一種で

ることができることである。

あるＳスイッチと、ＡＴＭ交換機の一種であるクロスポ

【００２２】第２のスケジューリング方式は、前記出線

イントバッファ型スイッチとを組み合わせることによ

上のクロスポイントバッファに対し、最も待ち行列長の

り、従来のＴＤＭ交換方式の問題点を解消し、遅延条件

短いクロスポイントバッファから順番にタイムスロット

の厳しいトラヒック、特に動画像トラヒックを扱うのに

を割り当てる最小待ち行列方式である。この方式の利点

好適な可変速度ディジタル交換方式が提供される。

は、タイムスロットの平均バッファリング遅延を最も少
なくすることができることである。

【図面の簡単な説明】
10

【図１】Ｓスイッチの原理を説明する線図である。

【００２３】第３のスケジューリング方式は、前記出線

【図２】クロスポイントバッファスイッチの原理を説明

上のクロスポイントバッファに対し、ラウンドロビン方

する線図である。

式に基づいてタイムスロットを割り当てる方式である。

【図３】ＭＰＥＧ２ストリームの一例を示すグラフであ

この方式の利点は、タイムスロットの最大遅延時間を保

る。

証することができることである。

【図４】本発明による可変速度ディジタル交換方式の一

【００２４】第３のスケジューリング方式は、前記出線

実施形態の原理を説明する線図である。

上のクロスポイントバッファに対し、ランダムにタイム

【図５】ＴＤＭフレームのフォーマットの一例を示す線

スロットを割り当てる方式である。この方式の利点は、

図である。

スケジューリング処理を最も簡単にすることができるこ

【符号の説明】

とである。

20

１ スイッチ

【００２５】上述した実施形態においては、コンテンツ

２1 〜２i

入線ＴＤＭバス

アナライザがフレームヘッダを調べ、その情報に基づい

３1 〜３2

出線ＴＤＭバス

てスケジューラがスケジューリングを行っているが、コ

４1 , 1 〜４i , j

ンテンツアナライザを省き、スケジューラが直接フレー

５1 〜５j

コンテンツアナライザ

ムヘッダの内容からスケジューリングを行うように構成

６1 〜６j

スケジューラ

【図１】

クロスポイントバッファ

【図２】

【図５】

( 6 )

【図３】

特開２０００−５０３７３

【図４】
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