
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
情報を伝送するために送受間でのリンクの確立を要する通信システムにおいて用いられる
通信装置であって、
所定量の情報を含む情報データを送信する送信手段と、
今回送信された情報データのためのリンク終結以前に次回情報データを送信するためのリ
ンクの確立を要求する要求手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
前記要求手段は、
リンクの確立を要求するためのリンク確立データを生成するリンク確立データ生成部と、
前記リンク確立データ生成部を制御して次回送信すべき情報データ伝送用のリンクを確立
するためのリンク確立データを生成させる制御部と、
生成されたリンク確立データを前記送信手段によって情報データが送信された直後に送信
する送信部と、
を有することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
前記要求手段は、
リンクの確立を要求するためのリンク確立データを生成するリンク確立データ生成部と、
前記リンク確立データ生成部を制御して次回送信すべき情報データ伝送用のリンクを確立
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するためのリンク確立データを生成させる制御部と、
生成されたリンク確立データと前記送信手段によって今回送信される情報データとを多重
する多重部と、
多重された情報データおよびリンク確立データを送信する送信部と、
を有することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項４】
前記多重部は、周波数分割多重、時分割多重、および符号分割多重のうち少なくともいず
れか１つを用いてリンク確立データおよび情報データを多重することを特徴とする請求項
３記載の通信装置。
【請求項５】
前記要求手段は、送受信を同時に行う全二重通信によってリンクの確立を要求することを
特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項６】
前記要求手段は、分割多元接続による両方向同時伝送によってリンクの確立を要求するこ
とを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項７】
情報を伝送するために送受間でのリンクの確立を要する通信システムにおいて用いられる
通信方法であって、
所定量の情報を含む情報データを送信するステップと、
送信した情報データのためのリンク終結以前に次回情報データを送信するためのリンクの
確立を要求するステップと、
を有することを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信装置および通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、データ通信においては、通信を行う端末やコンピュータ間で情報を交換するため
の取り決めとして通信規約がある。例えば、データ通信システムにおける情報の伝送に関
する通信規約としては、ＯＳＩ（ Open System Interconnection：開放型システム間相互
接続）プロトコルに基づいたベーシック手順やＨＤＬＣ（ High level Data Link Control
 procedure）手順などがある。
【０００３】
通信規約によっては、情報が伝送される物理的回線や通信規約上で定義される論理的回線
（以下、「リンク」という）をあらかじめ確保しておく必要がある。したがって、リンク
を確保するために、通信装置は、情報を伝送する前に受信側装置に対してリンクの確立を
要求し、受信側装置は、リンクを確立するとともに、このリンクの確立の要求に対する受
信確認を通信装置へ返信することがある。このようなリンクの確立を必要とする通信規約
の一例であるベーシック手順では、物理的回線の接続、リンクの確立、情報の転送、リン
クの終結、および物理的回線の切断からなる５つのフェーズによって情報が伝送される。
【０００４】
また、例えばベーシック手順などの通信規約においては、情報の伝送効率を向上させるた
めに、上記の一連のフェーズにおける情報の伝送量を増大させる技術が知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１０－２４７９４２号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、リンク確立に代表される情報の伝送前に行われる事前通信は、実際に伝送
すべき情報以外の情報を伝送するものであるため、一定量の情報を伝送するたびに事前通
信を行う場合には、例えばテレビ電話などでリアルタイム性が要求される情報を伝送する
際に、平均伝送速度を低減させてしまうという問題がある。なお、ここで事前通信とは、
リンク確立以外にも、例えば通信相手局の指定、通信速度、および伝送フォーマットなど
に関するやりとりを示している。
【０００７】
また、１回の事前通信の後に多量の情報を伝送すれば、情報の伝送時間に対する事前通信
時間の割合が減少し、結果として平均伝送速度が向上するが、例えば無線通信など、伝搬
路環境の変化が大きい通信においては、各事前通信間の間隔が長くなることにより、伝搬
路環境の変化に追従することができず、情報の通信精度が劣化する。
【０００８】
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、情報の通信精度の劣化を防止しつつ、
平均伝送速度を向上することができる通信装置および通信方法を提供することを目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の通信装置は、情報を伝送するために送受間でのリンクの確立を要する通信システ
ムにおいて用いられる通信装置であって、所定量の情報を含む情報データを送信する送信
手段と、今回送信された情報データのためのリンク終結以前に次回情報データを送信する
ためのリンクの確立を要求する要求手段と、を有する構成を採る。
【００１０】
この構成によれば、所定量の情報を含む情報データを送信し、今回送信した情報データの
ためのリンク終結以前に次回情報データを送信するためのリンクの確立を要求するため、
リンク確立の回数を減少させることなく、リンクの確立のためだけに要する時間を短縮す
ることができ、情報の通信精度の劣化を防止しつつ、情報の平均伝送速度を向上すること
ができる。
【００１１】
本発明の通信装置は、前記要求手段は、リンクの確立を要求するためのリンク確立データ
を生成するリンク確立データ生成部と、前記リンク確立データ生成部を制御して次回送信
すべき情報データ伝送用のリンクを確立するためのリンク確立データを生成させる制御部
と、生成されたリンク確立データを前記送信手段によって情報データが送信された直後に
送信する送信部と、を有する構成を採る。
【００１２】
この構成によれば、次回送信すべき情報データ伝送用のリンクを確立するためのリンク確
立データを生成し、情報データが送信された直後に送信するため、次の情報データのため
のリンク確立を早めることができ、情報データごとの送信間隔を短縮することができ、平
均伝送速度を向上することができる。
【００１３】
本発明の通信装置は、前記要求手段は、リンクの確立を要求するためのリンク確立データ
を生成するリンク確立データ生成部と、前記リンク確立データ生成部を制御して次回送信
すべき情報データ伝送用のリンクを確立するためのリンク確立データを生成させる制御部
と、生成されたリンク確立データと前記送信手段によって今回送信される情報データとを
多重する多重部と、多重された情報データおよびリンク確立データを送信する送信部と、
を有する構成を採る。
【００１４】
この構成によれば、次回送信すべき情報データ伝送用のリンクを確立するためのリンク確
立データを生成し、情報データと多重して送信するため、次の情報データのためのリンク
確立をさらに早めることができ、情報データごとの送信間隔を短縮することができ、平均
伝送速度をさらに向上することができる。
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【００１５】
本発明の通信装置は、前記多重部は、周波数分割多重、時分割多重、および符号分割多重
のうち少なくともいずれか１つを用いてリンク確立データおよび情報データを多重する構
成を採る。
【００１６】
この構成によれば、周波数分割多重、時分割多重、および符号分割多重のうち少なくとも
いずれか１つを用いてリンク確立データおよび情報データを多重するため、リンク確立デ
ータおよび情報データを物理的に同一の伝送路で伝送できるとともに、受信側においてリ
ンク確立データおよび情報データを分離することができる。
【００１７】
本発明の通信装置は、前記要求手段は、送受信を同時に行う全二重通信によってリンクの
確立を要求する構成を採る。
【００１８】
本発明の通信装置は、前記要求手段は、分割多元接続による両方向同時伝送によってリン
クの確立を要求する構成を採る。
【００１９】
これらの構成によれば、リンクの確立を要求するタイミングが他の信号の送受信のタイミ
ングと重なる場合でも、リンクの確立の要求を独立して行うことができ、リンクの確立の
ためだけに要する時間をさらに短縮することができ、情報の通信精度の劣化を防止しつつ
、情報の平均伝送速度をさらに向上することができる。
【００２０】
本発明の通信方法は、情報を伝送するために送受間でのリンクの確立を要する通信システ
ムにおいて用いられる通信方法であって、所定量の情報を含む情報データを送信するステ
ップと、送信した情報データのためのリンク終結以前に次回情報データを送信するための
リンクの確立を要求するステップと、を有するようにした。
【００２１】
この方法によれば、所定量の情報を含む情報データを送信し、今回送信した情報データの
ためのリンク終結以前に次回情報データを送信するためのリンクの確立を要求するため、
リンク確立の回数を減少させることなく、リンクの確立のためだけに要する時間を短縮す
ることができ、情報の通信精度の劣化を防止しつつ、情報の平均伝送速度を向上すること
ができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
本発明の骨子は、一定量の情報を伝送するたびにリンク確立を行う通信において、一定量
の情報に対する受信応答が返信される前に、次の情報に対応するリンク確立を開始するこ
とである。
【００２３】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る通信装置の要部構成を示すブロック図である。同図
に示す通信装置は、送信部１００、情報データ生成部１１０、リンク確立データ生成部１
２０、制御部１３０、情報データ受信応答検出部１４０、リンク確立データ受信応答検出
部１５０、および受信部１６０を有している。
【００２５】
送信部１００は、情報データ生成部１１０によって生成される情報データ、およびリンク
確立データ生成部１２０によって生成されるリンク確立データを図示しない受信側装置へ
送信する。
【００２６】
情報データ生成部１１０は、例えば音声データや画像データなどの情報データを生成する
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。
【００２７】
リンク確立データ生成部１２０は、情報データの送信に先立って図示しない受信側装置と
の間のリンクを確立するためのリンク確立データを生成する。
【００２８】
制御部１３０は、情報データの送信タイミング、情報データ受信応答の受信タイミング、
およびリンク確立データ受信応答の受信タイミングに基づいて、情報データ生成部１１０
およびリンク確立データ生成部１２０を制御することにより、情報データおよびリンク確
立データをそれぞれ生成させ、各データの送信タイミングを制御する。具体的には、制御
部１３０は、リンク確立データに対する受信応答が受信されると、情報データ生成部１１
０を制御することにより、確立されたリンクで送信すべき情報データを生成させ、送信部
１００を介して送信させ、情報データを送信すると、当該情報データに対する受信応答が
受信される前に、リンク確立データ生成部１２０を制御することにより、次の情報データ
を送信するためのリンク確立データを生成させ、送信部１００を介して送信させる。各デ
ータの送受信タイミングについては、後に詳述する。
【００２９】
情報データ受信応答検出部１４０は、受信部１６０によって受信される受信データから情
報データに対する受信応答を検出する。
【００３０】
リンク確立データ受信応答検出部１５０は、受信部１６０によって受信される受信データ
からリンク確立データに対する受信応答を検出する。
【００３１】
受信部１６０は、図示しない受信側装置から送信された、情報データまたはリンク確立デ
ータに対する受信応答を含むデータを受信する。
【００３２】
次いで、上記のように構成された通信装置の動作について、図２に示すシーケンス図を参
照して具体的に説明する。
【００３３】
まず、一定量の情報データ＃１を送信する場合、制御部１３０によって、リンク確立デー
タ生成部１２０が制御されることにより、情報データ＃１を伝送するためのリンクを確立
するリンク確立データ＃１が生成され、時刻Ｔ１において、送信部１００によってリンク
確立データ＃１が送信される。リンク確立データ＃１が受信側装置によって受信されると
、本実施の形態に係る通信装置との間で情報データ＃１伝送のためのリンクが確立され、
受信側装置は、リンク確立データ＃１を受信したことを通信装置へ通知するためのリンク
確立データ＃１受信応答を送信する。
【００３４】
そして、リンク確立データ＃１受信応答は、時刻Ｔ２において、受信部１６０によって受
信され、リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ＃１受信応答
の受信が検出される。リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ
＃１受信応答の受信が検出されると、その旨が制御部１３０へ通知される。これにより、
制御部１３０は、情報データ＃１を伝送するためのリンクが確立されたことを検知し、情
報データ生成部１１０を制御することにより、情報データ＃１を生成させ、時刻Ｔ３にお
いて、送信部１００によって情報データ＃１が送信される。
【００３５】
情報データ＃１が送信部１００によって送信されると、その旨が制御部１３０へ通知され
る。制御部１３０は、次に送信すべき情報データ＃２を伝送するためのリンクを確立する
リンク確立データ＃２を、リンク確立データ生成部１２０を制御することにより生成させ
、時刻Ｔ４において、送信部１００を介して送信させる。
【００３６】
他方、送信部１００から送信された情報データ＃１が受信側装置によって受信されると、
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受信側装置は、情報データ＃１を受信したことを通信装置へ通知するための情報データ＃
１受信応答を送信する。情報データ＃１受信応答は、時刻Ｔ５において、受信部１６０に
よって受信され、情報データ受信応答検出部１４０によって情報データ＃１受信応答の受
信が検出される。
【００３７】
ここで、リンク確立データ＃２を送信する時刻Ｔ４と情報データ＃１受信応答を受信する
時刻Ｔ５とでは、時刻Ｔ４の方が時間的に早く、通信装置は、情報データ＃１が受信側装
置において正常に受信されたことを確認する前に、次の情報データ＃２のためのリンク確
立動作を開始していることになる。これは、次の情報データ＃２を伝送するためのリンク
を確立する際には、必ずしも前の情報データ＃１が受信側装置によって正常に受信されて
いる必要があるわけではないことによっている。
【００３８】
これにより、リンクの確立の要求を発生させる回数を減少させることなく、総伝送時間に
対するリンク確立のためだけに要する時間の割合を低減させ、時間的な伝送資源を節約す
ることができる。
【００３９】
したがって、例えば衛星無線通信などの伝搬遅延が大きな通信では、通信装置から受信側
装置へのデータ伝送に要する時間が大きいため、図２のように伝搬遅延以下のデータであ
れば、適切なタイミングにおいて送受信を切り替えるのみで半二重通信での運用が可能で
ある。
【００４０】
再度図２を参照して、時刻Ｔ４において送信されたリンク確立データ＃２が受信側装置に
よって受信されると、本実施の形態に係る通信装置との間で情報データ＃２伝送のための
リンクが確立され、受信側装置は、リンク確立データ＃２を受信したことを通信装置へ通
知するためのリンク確立データ＃２受信応答を送信する。
【００４１】
そして、リンク確立データ＃２受信応答は、時刻Ｔ６において、受信部１６０によって受
信され、リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ＃２受信応答
の受信が検出される。リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ
＃２受信応答の受信が検出されると、その旨が制御部１３０へ通知される。これにより、
制御部１３０は、情報データ＃２を伝送するためのリンクが確立されたことを検知し、以
下、情報データ＃１の伝送と同様に、時刻Ｔ７において情報データ＃２を送信し、時刻Ｔ
８において情報データ＃２受信応答を受信する。なお、ここで、図示しない次の情報デー
タ＃３を送信する場合には、時刻Ｔ７から時刻Ｔ８の間に図示しないリンク確立データ＃
３が送信される。
【００４２】
このように、本実施の形態によれば、前回の情報データ送信後にその情報データに対する
受信応答の受信を待機することなく、次の情報データを伝送するためのリンク確立を開始
するため、リンク確立の回数を減少させることがなく、情報の通信精度の劣化を防止しつ
つ、平均伝送速度を向上することができる。
【００４３】
なお、本実施の形態においては、受信側装置から情報データに対する受信応答が送信され
る構成としたが、リンク確立データに対する受信応答が送信されれば、情報データに対す
る受信応答はなくても良い。
【００４４】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２の特徴は、前回の情報データに次の情報データ伝送用のリンクを確
立するためのリンク確立データを多重して送信する点である。
【００４５】
図３は、本実施の形態に係る通信装置の要部構成を示すブロック図である。なお、図３に
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示す通信装置において、図１に示す通信装置と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を
省略する。同図に示す通信装置は、送信部１００、情報データ生成部１１０、リンク確立
データ生成部１２０、制御部１３０、リンク確立データ受信応答検出部１５０、受信部１
６０、および多重部２００を有している。
【００４６】
多重部２００は、情報データ生成部１１０によって生成される情報データ、およびリンク
確立データ生成部１２０によて生成されるリンク確立データを多重する。具体的には、多
重部２００は、例えば、情報データおよびリンク確立データの周波数を区別する周波数分
割多重、リンク確立データに所定の拡散符号を乗算する符号分割多重、またはリンク確立
データとして所定のビット列を用いる時分割多重などを行い、受信側装置において情報デ
ータからリンク確立データを分離できるように多重する。ここで、多重部２００は、前回
の情報データと次の情報データ伝送のためのリンク確立データとを多重する。
【００４７】
次いで、上記のように構成された通信装置の動作について、図４に示すシーケンス図を参
照して具体的に説明する。
【００４８】
まず、一定量の情報データ＃１を送信する場合、制御部１３０によって、リンク確立デー
タ生成部１２０が制御されることにより、情報データ＃１を伝送するためのリンクを確立
するリンク確立データ＃１が生成され、時刻Ｔ１において、送信部１００によってリンク
確立データ＃１が送信される。リンク確立データ＃１が受信側装置によって受信されると
、本実施の形態に係る通信装置との間で情報データ＃１伝送のためのリンクが確立され、
受信側装置は、リンク確立データ＃１を受信したことを通信装置へ通知するためのリンク
確立データ＃１受信応答を送信する。
【００４９】
そして、リンク確立データ＃１受信応答は、時刻Ｔ２において、受信部１６０によって受
信され、リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ＃１受信応答
の受信が検出される。リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ
＃１受信応答の受信が検出されると、その旨が制御部１３０へ通知される。これにより、
制御部１３０は、情報データ＃１を伝送するためのリンクが確立されたことを検知し、情
報データ生成部１１０を制御することにより、情報データ＃１を生成させる。また、同時
に制御部１３０は、リンク確立データ生成部１２０を制御することにより、次の情報デー
タ＃２を伝送するためのリンクを確立するリンク確立データ＃２を生成させる。そして、
多重部２００によって、情報データ＃１およびリンク確立データ＃２が多重され、時刻Ｔ
３において、送信部１００によって情報データ＃１およびリンク確立データ＃２が送信さ
れる。
【００５０】
そして、送信部１００から送信された情報データ＃１およびリンク確立データ＃２が受信
側装置によって受信されると、受信側装置は、情報データ＃１とリンク確立データ＃２と
を分離し、情報データ＃２を伝送するためのリンクを確立するとともに、リンク確立デー
タ＃２を受信したことを通信装置へ通知するためのリンク確立データ＃２受信応答を送信
する。リンク確立データ＃２受信応答は、時刻Ｔ４において、受信部１６０によって受信
され、リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ＃２受信応答の
受信が検出される。
【００５１】
ここで、リンク確立データ＃２は、前回の情報データ＃１に多重されて送信されるため、
リンク確立データ＃２受信応答の受信までに時間的な無駄がない。
【００５２】
これにより、リンクの確立の要求を発生させる回数を減少させることなく、総伝送時間に
対するリンク確立のためだけに要する時間の割合を低減させ、時間的な伝送資源を節約す
ることができる。
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【００５３】
再度図４を参照して、時刻Ｔ４においてリンク確立データ＃２受信応答が受信されると、
リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ＃２受信応答の受信が
検出される。リンク確立データ受信応答検出部１５０によってリンク確立データ＃２受信
応答の受信が検出されると、その旨が制御部１３０へ通知される。これにより、制御部１
３０は、情報データ＃２を伝送するためのリンクが確立されたことを検知し、以下、情報
データ＃１の伝送と同様に、多重部２００によって情報データ＃２とリンク確立データ＃
３とが多重され、時刻Ｔ５において情報データ＃２およびリンク確立データ＃３が送信さ
れる。
【００５４】
このように、本実施の形態によれば、前回の情報データに次の情報データのリンク確立デ
ータを多重して送信するため、リンク確立の回数を減少させることがなく、情報の通信精
度の劣化を防止しつつ、平均伝送速度をさらに向上することができる。
【００５５】
なお、上記各実施の形態において、リンク確立データと、その他の情報データ、情報デー
タ受信応答、およびリンク確立データ受信応答との送受信を全二重通信によって行うよう
にしても良い。これにより、リンクの確立と他の信号との送受信が時間的に重なった場合
でも、それぞれの送受信を個別の伝送路を用いて行うことができ、リンクの確立の要求を
より早く行うことができる。
【００５６】
また、上記各実施の形態において、リンク確立データと、その他の情報データ、情報デー
タ受信応答、およびリンク確立データ受信応答との送受信を、例えばＣＤＭ（ Code Divis
ion Multiple）方式などの分割多元接続を用いた両方向同時伝送によって行うようにして
も良い。この場合も、リンクの確立と他の信号との送受信が時間的に重なった場合でも、
それぞれの送受信を個別に行うことができ、リンクの確立の要求をより早く行うことがで
きる。
【００５７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、情報の通信精度の劣化を防止しつつ、平均伝送速
度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る通信装置の要部構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る通信装置の動作を示すシーケンス図
【図３】本発明の実施の形態２に係る通信装置の要部構成を示すブロック図
【図４】実施の形態２に係る通信装置の動作を示すシーケンス図
【符号の説明】
１００　送信部
１１０　情報データ生成部
１２０　リンク確立データ生成部
１３０　制御部
１４０　情報データ受信応答検出部
１５０　リンク確立データ受信応答検出部
１６０　受信部
２００　多重部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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