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(54)【発明の名称】ＴＳ接続を用いた可変速度ＴＤＭ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

ＴＤＭ交換方式を提供する。
【解決手段】

スケジューラは、入力ＴＤＭフレームヘ

ッダの内容に基づいて、前記時分割時間スイッチにおけ
るタイムスロットの順序の入れ替えについての時間的ス
イッチングスケジュールを同一宛先のタイムスロットが
時間的に分散するように決定し、前記時分割空間スイッ
チにおける時分割ゲートの開閉についての空間的スイッ
チングスケジュールを同時刻に同一出線が宛先のタイム
スロットが１つだけ存在するように決定する。
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【特許請求の範囲】

空間スイッチが、前記空間的スイッチングスケジュール

【請求項１】

に従って、各タイムスロットを各々の宛先の出線にスイ

複数の入線と複数の出線との交点の各々

に時分割ゲートを配置し、これらの時分割ゲートを高速

ッチングすることを特徴とする可変速度ＴＤＭ交換方

で開閉することにより、多重化したままタイムスロット

式。

単位で入線出線間の交換を行う時分割空間スイッチの各

【請求項３】

入線の前段に、入力ＴＤＭフレーム内のタイムスロット

Ｍ交換方式において、前記空間的スイッチングスケジュ

の順序を入れ替える機能を有する時分割時間スイッチを

ールを、前記出線の各々のＴＤＭフレームに異なった前

接続し、前記時分割ゲートおよび時分割時間スイッチ

記入線のタイムスロットを順次に割り当てるようにして

に、これらを集中制御するスケジューラを接続し、
ＴＤＭフレームヘッダが入力すると、ＴＤＭフレームの

請求項１または２に記載の可変速度ＴＤ

決定することを特徴とする可変速度ＴＤＭ交換方式。
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【請求項４】

請求項１または２に記載の可変速度ＴＤ

ヘッダが前記スケジューラに転送され、前記スケジュー

Ｍ交換方式において、前記空間的スイッチングスケジュ

ラは、前記ヘッダの内容に基づいて、前記時分割時間ス

ールを、前記出線入線対ごとに使用するタイムスロット

イッチにおけるタイムスロットの順序の入れ替えについ

の数を数え、多い順に選択するようにして決定すること

ての時間的スイッチングスケジュールを同一宛先のタイ

を特徴とする可変速度ＴＤＭ交換方式。

ムスロットが時間的に分散するように決定し、前記時分

【請求項５】

割空間スイッチにおける時分割ゲートの開閉についての

の可変速度ＴＤＭ交換方式において、前記ＴＤＭフレー

空間的スイッチングスケジュールを同時刻に同一出線が

ムのタイムスロット長を１６キロビットとし、フレーム

宛先のタイムスロットが１つだけ存在するように決定

周期を入力画像信号の画像フレーム周期の約数としたこ

し、前記時分割時間スイッチが、前記時間的スイッチン

とを特徴とする可変速度ＴＤＭ交換方式。

グスケジュールに従って前記ＴＤＭフレームを時間的ス

20

請求項１ないし４のいずれか１項に記載

【発明の詳細な説明】

イッチングして前記時分割空間スイッチに入力し、前記

【０００１】

時分割空間スイッチが、前記空間的スイッチングスケジ

【発明の属する技術分野】本発明は、ディジタル交換方

ュールに従って、各タイムスロットを各々の宛先の出線

式に関することであり、特に、動画像トラヒックのよう

にスイッチングすることを特徴とする可変速度ＴＤＭ交

な可変速度トラヒックを処理する可変速度ＴＤＭ交換方

換方式。

式に関することである。

【請求項２】

複数の入線と複数の出線との交点の各々

【０００２】

に時分割ゲートを配置し、これらの時分割ゲートを高速

【従来の技術】従来のディジタル交換方式としては、Ｔ

で開閉することにより、多重化したままタイムスロット

ＤＭ方式が広く用いられている。ＴＤＭ方式の交換機で

単位で入線出線間の交換を行う時分割空間スイッチの各

あるＳスイッチ（空間スイッチ）は、入線、出線の間に

入線の前段に、入力ＴＤＭフレーム内のタイムスロット

30

時分割ゲートを配列し、この時分割ゲートを高速で開閉

の順序を入れ替える機能を有する時分割時間スイッチを

することにより、多重化したまま、タイムスロット単位

接続し、前記時分割ゲートおよび時分割時間スイッチ

で入線出線間の交換を行うスイッチである。図１は、Ｓ

に、これらを集中制御するスケジューラを接続し、前記

スイッチの原理を説明する線図である。Ｓスイッチは時

スケジューラにＴＤＭフレームヘッダからの情報を通知

分割ゲートとそれらの開閉を制御する制御メモリとから

するコンテンツアナライザを接続し、

構成されており、入線の各タイムスロット内の情報は、

ＴＤＭフレームヘッダが入力すると、ＴＤＭフレームの

制御メモリで指定された時分割ゲートを通って希望する

ヘッダが前記コンテンツアナライザに転送され、前記コ

宛先に対応する出線上のタイムスロットに移る。このと

ンテンツアナライザは、このＴＤＭフレームヘッダの内

きタイムスロットの時間位置は保存され、入線出線の時

容からこのＴＤＭフレーム内の各タイムスロットについ
ての情報を前記スケジューラに通知し、前記スケジュー

間位置は同じになる。前記制御メモリは各出線ごとに用
40

意され、各タイムスロットごとにどの入線のゲートを開

ラは、これらの情報に基づいて、前記時分割時間スイッ

いてその情報を通すかが記憶されている。

チにおけるタイムスロットの順序の入れ替えについての

【０００３】Ｔスイッチ（時間スイッチ）は、入線上の

時間的スイッチングスケジュールを同一宛先のタイムス

タイムスロットを出線上の任意のタイムスロットに入れ

ロットが時間的に分散するように決定し、前記時分割空

替えるスイッチである。図２は、Ｔスイッチの原理を説

間スイッチにおける時分割ゲートの開閉についての空間

明する線図である。Ｔスイッチは、通話メモリ（ＳＰ

的スイッチングスケジュールを同時刻に同一出線が宛先

Ｍ）と、書き込み制御メモリ（ＳＣＭ）と、シーケンシ

のタイムスロットが１つだけ存在するように決定し、前

ャルアドレスカウンタとを具え、入線のタイムスロット

記時分割時間スイッチが、前記時間的スイッチングスケ

の情報を通話メモリの書き込む際に、希望の出線のタイ

ジュールに従って前記ＴＤＭフレームを時間的スイッチ

ムスロットに対応する通話メモリの番地を指定し、その

ングして前記時分割空間スイッチに入力し、前記時分割

50

書き込まれた情報を順番に読み出すことにより、タイム

( 3 )
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スロットの時間的位置を交換する。なお、この図２で

有する時分割時間スイッチを接続し、前記時分割ゲート

は、ランダム書き込み／シーケンシャル読み出しの制御

および時分割時間スイッチに、これらを集中制御するス

を行うＴスイッチの構成例を示したが、この逆に、シー

ケジューラを接続し、ＴＤＭフレームヘッダが入力する

ケンシャル書き込み／ランダム読み出しの制御を行うＴ

と、ＴＤＭフレームのヘッダが前記スケジューラに転送

スイッチも実現可能である。

され、前記スケジューラは、前記ヘッダの内容に基づい

【０００４】ＴＤＭ交換機は、一度コネクションセット

て、前記時分割時間スイッチにおけるタイムスロットの

アップが完了すると、その後はフロー制御、輻輳制御な

順序の入れ替えについての時間的スイッチングスケジュ

どの特別な制御を行わなくても、遅延保証、損失率保証

ールを同一宛先のタイムスロットが時間的に分散するよ

を確実に行うことができるという長所があり、現在、主
に遅延条件の厳しい音声通信に使われている。

うに決定し、前記時分割空間スイッチにおける時分割ゲ
10

ートの開閉についての空間的スイッチングスケジュール

【０００５】

を同時刻に同一出線が宛先のタイムスロットが１つだけ

【発明が解決しようとする課題】しかしながらＴＤＭ交

存在するように決定し、前記時分割時間スイッチが、前

換機には、以下に示すような問題点がある。第１の問題

記時間的スイッチングスケジュールに従って前記ＴＤＭ

点は、ＴＤＭ交換機はもともと同一速度のトラヒックを

フレームを時間的スイッチングして前記時分割空間スイ

効率的にスイッチングするための手段であるため、様々

ッチに入力し、前記時分割空間スイッチが、前記空間的

な要求速度を持つトラヒックが混在する状況ではＴＤＭ

スイッチングスケジュールに従って、各タイムスロット

スイッチは効率的に動作せず、すなわち、マルチレート

を各々の宛先の出線にスイッチングすることを特徴とす

トラヒックの取り扱いが困難なことである。

る

【０００６】第２の問題点は、現在のＴＤＭネットワー

【００１０】本発明による可変速度ＴＤＭ交換方式の他

クで可変速度を扱うためには、そのトラヒックの最大速

20

の実施形態は、複数の入線と複数の出線との交点の各々

度でタイムスロットの要求を行わなければならず、伝送

に時分割ゲートを配置し、これらの時分割ゲートを高速

効率が非常に悪くなるため、可変速度トラヒックを効率

で開閉することにより、多重化したままタイムスロット

的に扱うことが困難なことである。

単位で入線出線間の交換を行う時分割空間スイッチの各

【０００７】遅延条件の厳しいトラヒックには、上述し

入線の前段に、入力ＴＤＭフレーム内のタイムスロット

た音声トラヒックのほかにも動画像トラヒックがある。

の順序を入れ替える機能を有する時分割時間スイッチを

動画像符号化の代表的な方式にＭＰＥＧ２があるが、こ

接続し、前記時分割ゲートおよび時分割時間スイッチ

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

に、これらを集中制御するスケジューラを接続し、前記

れる。ＭＰＥＧ２ストリームの一例を図３に示す。この

スケジューラにＴＤＭフレームヘッダからの情報を通知

トラヒックの平均使用帯域を１Ｍｂｐｓ程度、最大使用

するコンテンツアナライザを接続し、ＴＤＭフレームヘ

帯域を５Ｍｂｐｓ程度とすると、従来のＴＤＭ交換方式

30

ッダが入力すると、ＴＤＭフレームのヘッダが前記コン

を用いる場合、最大使用帯域である５Ｍｂｐｓ程度でコ

テンツアナライザに転送され、前記コンテンツアナライ

ネクション設定をしなければならない。しかしながら、

ザは、このＴＤＭフレームヘッダの内容からこのＴＤＭ

このトラヒックの平均使用帯域は１Ｍｂｐｓ程度である

フレーム内の各タイムスロットについての情報を前記ス

ため、４Ｍｂｐｓ程度の伝送帯域が無駄になってしま

ケジューラに通知し、前記スケジューラは、これらの情

う。したがって、ＴＤＭスイッチを用いて動画像トラヒ

報に基づいて、前記時分割時間スイッチにおけるタイム

ックを扱おうとする場合、上記２点の既存ＴＤＭ交換方

スロットの順序の入れ替えについての時間的スイッチン

式の問題点のうち、特に第２の問題点を解消することが

グスケジュールを同一宛先のタイムスロットが時間的に

重要である。

分散するように決定し、前記時分割空間スイッチにおけ

【０００８】本発明の目的は、上述した従来のＴＤＭ交
換方式の問題点を解消し、遅延条件の厳しいトラヒッ

る時分割ゲートの開閉についての空間的スイッチングス
40

ケジュールを同時刻に同一出線が宛先のタイムスロット

ク、特に動画像トラヒックを扱うのに好適な可変速度Ｔ

が１つだけ存在するように決定し、前記時分割時間スイ

ＤＭ交換方式を提供することである。

ッチが、前記時間的スイッチングスケジュールに従って

【０００９】

前記ＴＤＭフレームを時間的スイッチングして前記時分

【課題を解決するための手段】したがって、本発明によ

割空間スイッチに入力し、前記時分割空間スイッチが、

る可変速度ＴＤＭ交換方式の一実施形態は、複数の入線

前記空間的スイッチングスケジュールに従って、各タイ

と複数の出線との交点の各々に時分割ゲートを配置し、

ムスロットを各々の宛先の出線にスイッチングすること

これらの時分割ゲートを高速で開閉することにより、多

を特徴とする。このようにすれば、可変速度トラヒック

重化したままタイムスロット単位で入線出線間の交換を

を扱う場合において、例えば、コネクション設定を平均

行う時分割空間スイッチの各入線の前段に、入力ＴＤＭ

使用帯域に設定すれば、ある入力に送信すべきデータが

フレーム内のタイムスロットの順序を入れ替える機能を

50

この平均使用帯域より小さい場合にはこの伝送帯域を他

( 4 )
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6

の入力が使用することができ、ある入力が送信すべきデ

て、その最大数を含む行と列を除いた中で最大数を探し

ータがこの平均使用帯域より大きい場合には他の入力の

出す。以下同様の操作により、トラヒック行列の４成分

空いている伝送帯域を借りて送信できるため、可変速度

が選択されるが（図６）、これらのタイムスロットを各

トラヒックを効率的に扱うことができる。従来のＡＴＭ

ＴＤＭフレームの先頭に詰める。以下同様の操作を繰り

方式ではＡＴＭセルをスイッチングするが、本発明によ

返すことにより、各ＴＤＭフレームの２番目に詰めるタ

る方式ではＴＤＭフレームをスイッチングしている。こ

イムスロット、３番目に詰めるタイムスロットを選択し

のため、低負荷時にはＡＴＭ交換機よりもスイッチング

ていくことにより、同一時刻に同一宛先のタイムスロッ

遅延が大きくなる。しかし、高負荷時にはＡＴＭ交換機

トを１つだけにすることができる。

ではバッファリング遅延が大きくなるのに対し、本発明
方式では同一宛先のタイムスロットが時分割時間スイッ

【００１４】本発明による可変速度ＴＤＭ交換方式のさ
10

らに他の実施形態は、前記空間的スイッチングスケジュ

チによって時間的に分散して時分割空間スイッチに入力

ールを、前記出線の各々のＴＤＭフレームに異なった前

するため、時分割空間スイッチではバッファが不要とな

記入線のタイムスロットを順次に割り当てるようにして

り、遅延特性が大幅に改善される。また、従来のＡＴＭ

決定することを特徴とする。

方式の場合、入力するＡＴＭセル１つ１つにヘッダが付

【００１５】本発明による可変速度ＴＤＭ交換方式のさ

加されているために各交換機では高速なヘッダ処理が要

らに他の実施形態は、前記空間的スイッチングスケジュ

求される。本発明による方式では各タイムスロットのヘ

ールを、前記出線入線対ごとに使用するタイムスロット

ッダ情報がすべてＴＤＭフレームの先頭に付加されるた

の数を数え、多い順に選択するようにして決定すること

め、ヘッダ処理がＡＴＭ交換機と比較して容易になると

を特徴とする。

いう利点もある。

【００１６】図７は、本発明による可変速度ディジタル

【００１１】本発明方式では前記時分割空間スイッチを

20

交換方式で用いるＴＤＭフレームのフォーマットの一例

バッファレスとしたため、前記スケジューラは、同時刻

を示す。通常、ＴＤＭフレームのタイムスロット長は１

に同一宛先のタイムスロットが１つだけ存在するように

ｏｃｔｅｔ程度、ＴＤＭフレーム周期は１２５μｓ程度

前記空間的スイッチングスケジュールを決定しなければ

であるが、動画像トラヒックを取り扱う場合、より大き

ならない。具体的なスケジューリング方式としては、例

いタイムスロット長を用いたほうが効率が良く、また、

えば以下の２つが考えられる。

大容量化が容易になる。特に、ＭＰＥＧ２等の多くのビ

【００１２】第１の方式は、ＲＳＡ（Rotation Selecti

デオ信号符号化方式ではフレーム周期が３３ｍｓである

on Algorithm）方式である。図４は、ＲＳＡ方式の概念

ため、例えば、タイムスロット長を１６ｋｂｉｔ、フレ

を説明するための線図である。図４は本発明方式の入出

ーム周期を３．３ｍｓ（伝送速度６２２．０８Ｍｂｐｓ

力数が４×４の場合の概念図であり、各行は入力ポート

の場合）とすれば、これらの符号化方式で用いられるフ

番号を、各列は出力ポート番号（宛先）を示している。
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レーム周期の約数になり、ビデオフレームとＴＤＭフレ

このＲＳＡ方式は、図６に示す順序でタイムスロットの

ームの対応付けを行うことができるようになる。この対

入れ替えを行う方式である。つまり、まずはじめに図４

応付けにより、動画像品質を最適化するための制御が交

ａに示すように、入線１から出線１を希望するタイムス

換機において行えるようになり、従来の交換方式（ＴＤ

ロット、入線２から出線２を希望するタイムスロッ

Ｍ交換方式、ＡＴＭ交換方式、パケット交換方式等）と

ト．．．を選択し、ＴＤＭフレームの先頭に詰める。続

比較して、ネットワーク品質が同一であっても、動画像

いて、図４ｂに示すように入線１から出線２を希望する

品質を向上することができるという利点もある。

タイムスロット、入線２から出線３を希望するタイムス

【００１７】本発明のさらに他の実施形態によれば、前

ロット．．．を選択し、各ＴＤＭフレームの２番目に詰

記ＴＤＭフレームのタイムスロット長を１６キロビット

める。以下同様の操作によりタイムスロットを詰めてい
けば、同一時刻に同一宛先のタイムスロットを１つだけ

とし、フレーム周期を入力画像信号の画像フレーム周期
40

の約数としたことを特徴とする。

にすることができる。

【００１８】

【００１３】第２の方式は、ＧＬＱＡ（Global Longest

【発明の実施の形態】図８は、本発明による可変速度デ

Queue Algorithm）方式である。図５および６は、ＧＬ

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

ＱＡ方式の概念を説明するための線図である。スケジュ

ある。本発明の方式によるスイッチ１は、時分割時間ス

ーラではまずはじめに各入力タイムスロットの宛先をＴ

イッチ２1 ，２2 ，．．．，２i と、スケジューラ３

ＤＭフレームヘッダから調べ、その結果から図５のトラ

と、コンテンツアナライザ４と、時分割空間スイッチ５

ヒック行列を生成する。ただし、この行列のｉｊ成分は

と、この時分割空間スイッチ内に具わる時分割ゲート６

「入線ｉから出線（宛先）ｊに向かうタイムスロット

1 , 1

数」を表している。ＧＬＱＡ方式では、このトラヒック

７2 ，．．．，７j とを具える。時分割時間スイッチ２

行列のうち、まずはじめに最大の数を探し出す。続い
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1

，６1 , 2 ，．．．，６i , j と、出力バッファ７1 ，

，２2 ，．．．，２i は、従来のＴスイッチと同様に

( 5 )

特開２０００−５０３７４

7

8

入力ＴＤＭフレーム内のタイムスロットの順番を入れ替

出力バッファ７1 ，７2 ，．．．，７j を経て出力する

える機能を有するが、タイムスロットの入れ替えをスケ

ことができる。

ジューラ３の命令に従って行うことと、従来のように時

【００２１】上述した実施形態においては、コンテンツ

間的スイッチングそのものが目的ではなく、後段の時分

アナライザがフレームヘッダを調べ、その情報に基づい

割空間スイッチ５に入力するトラヒックの分散を目的と

てスケジューラがスケジューリングを行っているが、コ

することとが、従来のものと異なっている。時分割空間

ンテンツアナライザを省き、スケジューラが直接フレー

スイッチ５は、従来のＳスイッチと同様に入力ＴＤＭフ

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

レームを空間的にスイッチングす機能を有するが、時分

することも可能である。

割ゲート６1 , 1 ，６1 , 2 ，．．．，６i , j の各々の開閉
をスケジューラ３が制御することが従来のものと異なっ

【００２２】
10

【発明の効果】本発明によれば、遅延条件の厳しいトラ

ている。

ヒック、特に動画像トラヒックを扱うのに好適な可変速

【００１９】ここで図８を参照し、本発明による可変速

度ＴＤＭ交換方式が提供される。

度ディジタル交換方式の動作を例として説明する。図７

【図面の簡単な説明】

に示すようなＴＤＭフレームを伝送する場合、コンテン

【図１】従来のＳスイッチの原理を説明する線図であ

ツアナライザ４がＴＤＭフレームのヘッダを読み、ＴＤ

る。

Ｍフレーム内の各タイムスロットの宛先、優先度などの

【図２】ａおよびｂは、従来のＴスイッチの原理を説明

情報をスケジューラ３に転送する。スケジューラ３で

する線図である。

は、これらの情報から時分割時間スイッチ２1 ，

【図３】ＭＰＥＧ２ストリームの一例を示すグラフであ

２2 ，．．．，２i でどのようにタイムスロットのスイ

る。

ッチング（時間的スイッチング）を行うのかを決定し、
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【図４】ＲＳＡ方式の概念を説明するための線図であ

そのスケジューリング情報を時分割時間スイッチ２1 ，

る。

２2 ，．．．，２i に通知する。時分割時間スイッチ２

【図５】ＧＬＱＡ方式の概念を説明するための線図であ

1

，２2 ，．．．，２i では、スケジューラ３からのス

る。

ケジューリング情報に基づいて実際に時間的スイッチン

【図６】ＧＬＱＡ方式の概念を説明するための線図であ

グ（タイムスロットの入れ替え）を実行する。この時間

る。

的スイッチングは、時分割空間スイッチ５に入力するタ

【図７】本発明による可変速度ディジタル交換方式に用

イムスロットを時間的に分散する働きを持つ。

いるＴＤＭフレームのフォーマットの一例を示す線図で

【００２０】時分割時間スイッチ２1 ，２2 ，．．．，

ある。

２i で時間的スイッチングされたＴＤＭフレームは引き

【図８】本発明による可変速度ディジタル交換方式の一

続き時分割空間スイッチ５に入力する。時分割空間スイ

30

実施形態の原理を説明する線図である。

ッチ５はバッファレスであるため、同時刻に同一宛先の

【符号の説明】

タイムスロットが１つだけ存在するようにしなければな

１ スイッチ

らない。このためスケジューラ３は、時分割空間スイッ

２1 〜２i

チ内の各時分割ゲートの開閉についての空間的スイッチ

３ スケジューラ

ングスケジューリングを行う。このスケジューリングを

４ コンテンツアナライザ

行うための実際のスケジューリング方式としては、例え

５ 時分割空間スイッチ

ば上述したようなＲＳＡ方式およびＧＬＱＡ方式があ

６1 , 1 〜６i , j

る。このスケジューリング情報に基づいて各時分割ゲー

７1 〜７j

トの開閉を行うことにより、各タイムスロットを宛先の
【図４】

時分割時間スイッチ

時分割ゲート

出力バッファ

( 6 )

【図１】

特開２０００−５０３７４

【図２】

【図３】

【図６】

【図７】

( 7 )

特開２０００−５０３７４

【図５】

【図８】
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