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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間軸上で相関を有するデータ群を送信側から受信側へ伝送路を介して伝送する際に、
初期フレームタイミングでは前記データ群のうち独立して意味をなす自立情報を伝送し、
それ以後の各フレームタイミングではそれぞれ主として元のデータとの差分で構成される
従属情報を伝送するデータ伝送システムにおいて、
　前記受信側に設けられ、前記伝送路を介して伝送される情報の受信品質を監視する伝送
品質監視手段と、
　前記受信側に設けられ、前記伝送品質監視手段による受信品質の監視結果をもとに受信
品質の低下及びその回復を検出して、この受信品質の回復検出後に送信側へ自立情報の送
信要求を通知する手段と、
　前記送信側に設けられ、前記受信側から通知された送信要求に応じて受信側へ従属情報
に代えて自立情報を送信する手段と
を具備することを特徴とするデータ伝送システム。
【請求項２】
　前記送信側へ自立情報の送信要求を通知する手段は、受信品質の回復が所定時間以上継
続したことを検出した後に、前記送信側へ自立情報の送信要求を通知することを特徴とす
る請求項１記載のデータ伝送システム。
【請求項３】
　時間軸上で相関を有するデータ群を送信側から受信側へ伝送路を介して伝送する際に、
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初期フレームタイミングでは前記データ群のうち独立して意味をなす自立情報を伝送し、
それ以後の各フレームタイミングではそれぞれ主として元のデータとの差分で構成される
従属情報を伝送するデータ伝送システムにおいて、
　前記受信側に設けられ、前記伝送路を介して伝送される情報の受信品質を監視してこの
監視データを送信側へ通知する手段と、
　前記送信側に設けられ、前記受信側から通知される監視データをもとに当該受信側にお
ける受信品質の低下及びその回復を検出して、この受信品質の回復検出後に受信側へ従属
情報に代えて自立情報を送信する手段と
を具備することを特徴とするデータ伝送システム。
【請求項４】
　時間軸上で相関を有するデータ群を、送信側と受信側との間で伝送路を介して双方向に
伝送する際に、初期フレームタイミングでは前記データ群のうち独立して意味をなす自立
情報を伝送し、それ以後の各フレームタイミングではそれぞれ主として元のデータとの差
分で構成される従属情報を伝送するデータ伝送システムにおいて、
　前記送信側に設けられ、前記受信側から前記伝送路を介して伝送される情報の受信品質
をもとに当該受信側における情報の受信品質を推定する手段と、
　前記送信側に設けられ、前記受信品質の推定結果をもとに受信側における受信品質の低
下及びその回復を検出して、この受信品質の回復検出後に前記受信側へ従属情報に代えて
自立情報を送信する手段と
を具備することを特徴とするデータ伝送システム。
【請求項５】
　前記受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信する手段は、伝送品質の回復が所定時間
以上継続したことを検出した後に、送信側から受信側へ自立情報を伝送することを特徴と
する請求項３又は４に記載のデータ伝送システム。
【請求項６】
　送信側から伝送路を介して伝送される自立情報及び従属情報を順次受信し、この受信し
た自立情報及び従属情報を基に時間軸上で相関を有するデータ群を復元する通信装置にお
いて、
　前記伝送路を介して伝送される情報の受信品質を監視する伝送品質監視手段と、
　この伝送品質監視手段により受信品質が所定の状態に低下したことが検出された場合に
、当該受信品質の回復後に送信側へ自立情報の送信要求を通知して、送信側から従属情報
に代えて自立情報を送信させる受信制御手段と
を具備したことを特徴とする通信装置。
【請求項７】
　前記受信した自立情報及び従属情報もしくはこれらの情報を基に復元したデータ群を記
録する記録手段と、
　この記録手段に記録された前記情報もしくはデータ群のうち、前記受信品質が所定の状
態に低下している期間中に受信した情報もしくは当該情報を基に復元したデータ群を、前
記送信要求の通知に対し送信側から送信される自立情報の受信後に消去する記録制御手段
と
を、さらに具備したことを特徴とする請求項６記載の通信装置。
【請求項８】
　時間軸上で相関を有するデータ群を伝送路を介して受信側へ送信する際に、初期フレー
ムタイミングでは前記データ群のうち独立して意味をなす自立情報を送信し、それ以後の
各フレームタイミングではそれぞれ主として元のデータとの差分で構成される従属情報を
送信する通信装置において、
　前記伝送路を介して伝送される情報の前記受信側における受信品質を表す監視データを
、当該受信側から受信する手段と、
　前記受信された監視データをもとに前記受信側における受信品質の低下及びその回復を
検出して、当該受信品質の回復検出後に、前記受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信
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する手段と
を具備することを特徴とする通信装置。
【請求項９】
　時間軸上で相関を有するデータ群を伝送路を介して受信側との間で双方向に伝送する際
に、初期フレームタイミングでは前記データ群のうち独立して意味をなす自立情報を送信
し、それ以後の各フレームタイミングではそれぞれ主として元のデータとの差分で構成さ
れる従属情報を送信する通信装置において、
　前記受信側から前記伝送路を介して伝送される情報の受信品質をもとに受信側における
情報の受信品質を推定する手段と、
　前記受信品質の推定結果をもとに受信側における受信品質の低下及びその回復を検出し
て、この受信品質の回復検出後に、前記受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信する手
段と
を具備することを特徴とする通信装置。
【請求項１０】
　前記受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信する手段は、伝送品質の回復が所定時間
以上継続したことを検出した後に、受信側へ自立情報を送信することを特徴とする請求項
８又は９に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばＭＰＥＧ－４（Moving Picture Experts Group-4）のように初期フレ
ームで絶対値情報を送信し以後は前フレームとの差分情報を順次送信するデータ圧縮／伸
張方式を採用してデータ伝送を行うデータ伝送システムとその通信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話装置や携帯情報端末では、音声通信サービスのみならず、ＳＭＳ（Short 
Message Service）や電子メールサービス、無線インターネットを利用した情報配信サー
ビス等の種々伝送サービスを使用できるようになってきている。しかしこの種のシステム
において、動画像データのような情報量の大きいデータを伝送しようとすると、伝送路帯
域がネックとなりそのままでは伝送することができない。
【０００３】
そこで、動画像データを無線伝送する場合には動画像の圧縮／伸張処理が必要となり、そ
の実現手段の一つとしてＭＰＥＧ－４と呼ばれる画像圧縮／伸張方式の採用が検討されて
いる。ＭＰＥＧ－４は、動画像データのように時間軸上で関連性を有するデータを、静止
画として圧縮した１画面の全画像情報要素を含み画像データとして独立して意味をなす自
立情報としての画像フレーム（以後Ｉフレームと称する）と、１フレーム前の画像フレー
ムとの差分情報からなるフレーム（以後Ｐフレームと称する）とで表す。そして、伝送開
始後の最初のフレームタイミングではＩフレームを送信し、以後の各フレームタイミング
ではＰフレームを順次送信するようにしたもので、これにより例えば数Mbps 相当の情報
量を持つ動画像データを数十Kbps に圧縮して伝送することを可能としている。
【０００４】
一方、無線通信システムでは、移動局における受信電界強度が基地局との位置関係や周囲
の状況により大きく変動する。図１０はその一例を示すもので、受信電界強度が所定の誤
り率を確保するために必要な図中波線Ｈに示すレベル以下に低下すると、移動局では受信
データを正しく再生できなくなる。
【０００５】
例えば、ＭＰＥＧ－４を用いて動画像データを伝送する場合には、受信電界強度が低下し
ている期間が図中Ｔ１に示すように比較的短ければ再生画像に一時的にノイズが現れる程
度で済むが、Ｔ２に示すように長期間にわたって受信電界強度が低下すると、複数のＰフ
レームに発生した誤りが順次累積されて再生画像の品質劣化が激しくなる。そして、この
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様に一旦複数フレーム分にわたる多くの誤りが累積されると、その後受信電界強度が回復
して正しいＰフレームが受信されても、このＰフレームは前フレームデータとの差分情報
であるためすぐには良好な画面を再生できず、このため良好な画面を再生できるようにな
るまでにきわめて多くの時間がかかる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
以上述べたように、ＭＰＥＧ－４のような差分圧縮伝送方式を用いてデータ伝送を行う場
合、データ伝送中に伝送路の伝送品質が長期間にわたって劣化すると、受信側で複数のフ
レームにわたって差分情報を正しく受信できなくなり、この結果再生画像の品質が激しく
劣化する。そして、再生画像の品質が一旦劣化すると、その後伝送品質が回復して正しい
差分情報が受信されても、すぐには良好な画面を再生できず、良好な画面を再生できる状
態に回復するまでにきわめて多くの時間がかかると云う問題があった。
【０００７】
この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、伝送品質の低
下により受信再生データの品質が大幅に劣化しても、短時間のうちに受信再生データの品
質を回復できるようにしたデータ伝送システムとその通信装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するためにこの発明の第１の観点は、時間軸上で相関を有するデータ群
を送信側から受信側へ伝送路を介して伝送する際に、初期フレームタイミングでは上記デ
ータ群のうち独立して意味をなす自立情報を伝送し、それ以後の各フレームタイミングで
はそれぞれ主として元のデータとの差分で構成される従属情報を伝送するデータ伝送シス
テムにあって、受信側において、上記伝送路を介して伝送される情報の受信品質を監視す
ることにより当該受信品質の低下及びその回復を検出し、この受信品質の回復検出後に送
信側へ自立情報の送信要求を通知する。これに対し送信側は、上記受信側から通知された
送信要求に応じて、受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信するものである。
【００１０】
　この発明の第２の観点は、受信側において、伝送路を介して伝送される情報の受信品質
を監視してこの監視データを送信側へ通知する。これに対し送信側は、受信側から通知さ
れる監視データをもとに当該受信側における受信品質の低下及びその回復を検出して、こ
の受信品質の回復検出後に受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信するものである。
【００１１】
　この発明の第３の観点は、時間軸上で相関を有するデータ群を、送信側と受信側との間
で伝送路を介して双方向に伝送する際に、初期フレームタイミングでは上記データ群のう
ち独立して意味をなす自立情報を伝送し、それ以後の各フレームタイミングではそれぞれ
主として元のデータとの差分で構成される従属情報を伝送するデータ伝送システムにあっ
て、送信側において、受信側から上記伝送路を介して伝送される情報の受信品質をもとに
当該受信側における情報の受信品質を推定し、この受信品質の推定結果をもとに受信側に
おける受信品質の低下及びその回復を検出して、この受信品質の回復検出後に受信側に従
属情報に代えて自立情報を送信するものである。
【００１２】
したがってこのような発明によれば、たとえ伝送路の伝送品質が長期間にわたり低下して
、これにより受信側で再生したデータの品質が大幅に劣化したとしても、上記伝送品質の
回復が検出された後に、送信側から受信側に対し従属情報に代えて自立情報が伝送される
。このため、受信側では、伝送品質の回復後は送信側から送られる自立情報を基にデータ
再生動作を再開することになり、これにより短時間のうちに受信再生データの品質を劣化
前の良好な品質に回復させるとが可能となる。
【００１３】
特に、無線通信回線を使用する無線データ伝送システムにおいては、移動局の移動等に伴
い移動局における受信電界強度は激しく変動し、その影響でデータ受信品質は頻繁に劣化
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する。しかしながら、上記したようにデータ伝送品質が劣化してこれが回復するごとに、
その都度自動的に送信側から受信側へ自立情報を伝送することで、伝送品質の回復後に常
に速やかに受信再生データの品質を回復させることができ、きわめて有効である。
【００１４】
また、有線ケーブル回線等を使用する有線データ伝送システムにおいても、有線ケーブル
回線のコネクタの接触不良や開放端子からの外来雑音の混入などによりデータ伝送品質が
一時的に著しく劣化した場合に、その修復後に自動的に速やかに受信再生データの品質を
回復させることができるので、保守上有効である。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明に係わるいくつかの実施形態を説明する。
【００１６】
（第１の実施形態）
この発明に係わるデータ伝送システムとその通信装置の第１の実施形態は、移動通信シス
テムにおいて、携帯電話端末間でＭＰＥＧ－４による画像圧縮方式を使用して無線テレビ
ジョン電話通信を行う場合に、受信側の携帯電話端末において、データ受信中に受信電界
強度が所定期間連続してしきい値未満に低下した場合にその回復を監視し、回復を検出し
た場合に受信側の携帯電話端末から送信側の携帯電話端末へＩフレームの送信要求を送信
する。そして、この送信要求を受信した送信側の携帯電話端末が、Ｐフレームに代えてＩ
フレームを送信するようにしたものである。
【００１７】
図１は、この第１の実施形態に係わる移動通信システムの概略構成図である。同図におい
て、システムがカバーするサービスエリアには複数の基地局ＢＳ１，ＢＳ２，…が分散し
て設置してあり、これらの基地局ＢＳ１，ＢＳ２，…は網ＮＷにそれぞれ接続されている
。携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…はそれぞれ、無線チャネルを介して最寄りの基地局Ｂ
Ｓ１，ＢＳ２に接続され、これらの基地局ＢＳ１，ＢＳ２からさらに網ＮＷに接続される
。網ＮＷでは、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…の発呼要求に応じて、該当する携帯電話
端末ＭＳ１，ＭＳ２間を交換接続するための処理が行われる。そして、この交換接続処理
により通信リンクが確立すると、以後携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２は相互にテレビジョン
電話通信が可能となる。
【００１８】
なお、上記無線チャネルのアクセス方式としては、例えばＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code 
Division Multiple Access）方式が使用されるが、他にもＦＤＭＡ方式やＴＤＭＡ方式、
さらには狭帯域のＣＤＭＡ方式を採用することも可能である。
【００１９】
ところで、上記各携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…は次のように構成される。図２はその
機能構成を示すブロック図である。
すなわち、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２，…は、無線部１と、ベースバンド部２Ａと、入
出力部３と、電源部４とから構成される。
【００２０】
同図において、基地局ＢＳ１，ＢＳ２，…から移動通信システム用の無線チャネルを介し
て到来した無線周波信号は、アンテナ１１で受信されたのちアンテナ共用器（ＤＵＰ）１
２を介して受信回路（ＲＸ）１３に入力される。受信回路１３は、高周波増幅器、周波数
変換器及び復調器を備える。そして、上記無線信号を低雑音増幅器で低雑音増幅したのち
、周波数変換器において周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）１４から発生された受信局部発振
信号とミキシングして受信中間周波信号又は受信ベースバンド信号に周波数変換し、その
出力信号を復調器でディジタル復調する。復調方式としては、例えばＱＰＳＫ方式に対応
した直交復調方式が用いられる。なお、上記周波数シンセサイザ１４から発生される受信
局部発振信号周波数は、ベースバンド部２Ａに設けられた主制御部２１から指示される。
【００２１】
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上記復調器から出力された復調信号はベースバンド部２Ａに入力される。ベースバンド部
２Ａは、主制御部２１と、多重分離部２２と、音声符号復号部（以後音声コーデックと呼
称する）２３と、マルチメディア処理部２４と、ＬＣＤ制御部２５と、受信データ記録用
のメモリ部２６とを備えている。
【００２２】
上記復調信号は、主制御部２１において制御情報であるかマルチメディア情報であるかが
識別され、マルチメディア情報であれば多重分離部２２に供給されてここで音声データと
画像データとに分離される。そして、音声データは音声コーデック２３に供給されてここ
で音声復号され、これにより再生された音声信号は入出力部３のスピーカ３２から拡声出
力される。これに対し画像データは、マルチメディア処理部２４に供給されてここで画像
復号処理され、これにより再生された画像信号はＬＣＤ制御部２５を介して入出力部３Ａ
のＬＣＤ３４に供給され表示される。
【００２３】
また、上記受信音声データ及び受信画像データは、キー入力部３５から録画指示が入力さ
れた場合に、主制御部２１の制御に従いメモリ部２６に記録される。またＬＣＤ３４には
、主制御部２１から出力された自装置の動作状態を表す種々情報、例えば電話帳や受信電
界強度検出値、バッテリの残量なども表示される。
【００２４】
一方、入出力部３のマイクロホン３１から出力された端末使用者の送話音声信号は、ベー
スバンド部２Ａの音声コーデック２３に入力され、ここで音声符号化されたのち多重分離
部２２に入力される。またカメラ（ＣＡＭ）３３から出力された画像信号は、ベースバン
ド部２Ａのマルチメディア処理部２４に入力され、ここで画像符号化処理が施されたのち
上記多重分離部２２に入力される。多重分離部２２では、上記符号化された音声データと
画像データとがH.223等で規定される所定のフォーマットにより多重化され、この多重化
された送信データは主制御部２１から無線部１の送信回路（ＴＸ）１５に入力される。
【００２５】
送信回路１５は、変調器、周波数変換器及び送信電力増幅器を備える。上記送信データは
、変調器でディジタル変調されたのち、周波数変換器により周波数シンセサイザ１４から
発生された送信局部発振信号とミキシングされて無線周波信号に周波数変換される。変調
方式としては、ＱＰＳＫ方式が用いられる。そして、この生成された送信無線周波信号は
、送信電力増幅器で所定の送信レベルに増幅されたのち、アンテナ共用器１２を介してア
ンテナ１１に供給され、このアンテナ１１から図示しない基地局に向け送信される。
【００２６】
なお、電源部４には、リチウムイオン電池等のバッテリ４１と、このバッテリ４１を充電
するための充電回路４２と、電圧生成回路（ＰＳ）４３とが設けられている。電圧生成回
路４３は、例えばＤＣ／ＤＣコンバータからなり、バッテリ４１の出力電圧をもとに所定
の電源電圧Ｖccを生成する。
【００２７】
また入出力部３には、操作時及び通信時にＬＣＤ３４及びキー入力部３５を照明するため
の照明器３６が設けられている。この照明器３６は、例えばバックライト又はイルミネー
ションと呼ばれる。
【００２８】
ところで主制御部２１は、マイクロプロセッサと、ＲＯＭ及びＲＡＭ等からなる内部メモ
リとを備えたもので、無線チャネルの接続制御や通信リンク確立後における通信制御等、
通常の制御機能に加え、この発明に係わる制御機能として、受信品質判定手段２１ａと、
送信要求手段２１ｂと、Ｉフレーム送信制御手段２１ｃとを備えている。
【００２９】
受信品質判定手段２１ａは、無線テレビジョン電話通信中に接続先の基地局ＢＳ１又はＢ
Ｓ２から到来する無線信号の受信電界強度を監視し、受信電界強度が所定期間連続してし
きい値Ｈ未満に低下したか否かと、この低下が検出された後に受信電界強度が一定時間以
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上連続して上記しきい値Ｈ以上に回復したか否かをそれぞれ検出する。
【００３０】
送信要求手段２１ｂは、上記受信品質判定手段２１ａにおいて、受信電界強度が所定期間
連続してしきい値Ｈ未満に低下し、しかる後受信電界強度が一定時間以上連続して上記し
きい値Ｈ以上に回復したことが検出された場合に、通信相手の携帯電話端末に対しＩフレ
ームの送信要求を送信する。
【００３１】
Ｉフレーム送信制御手段２１ｃは、無線テレビジョン電話通信中に、通信相手の携帯電話
端末から上記Ｉフレームの送信要求が到来した場合に、この要求に従いＩフレームを生成
し、このＩフレームをＰフレームに代わって送信する。
【００３２】
次に、以上のように構成されたシステム及び携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２の動作を説明す
る。図３は携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２の受信系の制御手順とその内容を、また図４は携
帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２の送信系の制御手順とその内容をそれぞれ示すフローチャート
である。
【００３３】
例えば、いま携帯電話端末ＭＳ１と携帯電話端末ＭＳ２との間で無線テレビジョン電話通
信が行われているものとする。この状態で各携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２の主制御部２１
は、受信品質判定手段２１ａにより受信電界強度の監視を行っている。この受信電界強度
の監視は、受信回路１３内に設けられた受信電界強度検出器の出力電圧（ＲＳＳＩ）をＡ
／Ｄ変換して主制御部２１に取り込み、このＲＳＳＩ値を予め設定したしきい値Ｈと比較
することにより行われる。
【００３４】
さて、この状態で例えば携帯電話端末ＭＳ２において受信電界強度の低下が検出されたと
する。そうすると、携帯電話端末ＭＳ２の主制御部２１は、図３に示すようにステップ３
ａでこの受信電界強度の低下を検出すると、ステップ３ｂに移行してここで上記受信電界
強度の低下が所定時間Ｔ３以上連続してしきい値Ｈ未満であるか否かを判定する。そして
、例えば図５に示す期間Ｔ１に生じた受信電界強度の低下のように、ごく短時間のうちに
しきい値Ｈ以上に復帰した場合には、上記受信電界強度の低下を無視してステップ３ａに
よる受信電界強度の低下監視に戻る。
【００３５】
これに対し、図５に示す期間Ｔ２に生じた受信電界強度の低下のように、連続低下期間が
Ｔ３を越えると、携帯電話端末ＭＳ２の主制御部２１はステップ３ｃに移行してここで受
信電界強度の回復を監視する。そして、図５に示すように受信電界強度がしきい値Ｈ以上
に戻り、かつこの状態が時間Ｔ４以上連続すると、受信電界強度は確実に回復したものと
判断してステップ３ｄからステップ３ｅに移行する。そして、ここでＩフレームの送信要
求を生成して、この送信要求を通信相手の携帯電話端末ＭＳ１に向け送信する。
【００３６】
また携帯電話端末ＭＳ２の主制御部２１は、この送信要求の送信後にステップ３ｆで通信
相手の携帯電話端末ＭＳ１からのＩフレームの到来を監視し、一定期間Ｔ５が経過しても
Ｉフレームを受信できない場合には、ステップ３ｇからステップ３ｅに戻って再度Ｉフレ
ーム送信要求を送信する。以後、このＩフレーム送信要求の送信は、携帯電話端末ＭＳ１
からのＩフレームの受信を確認できるまでＴ５おきに繰り返される。
【００３７】
一方、通信相手である携帯電話端末ＭＳ１の主制御部２１は、無線テレビジョン電話通信
を行いながら、図４に示すようにステップ４ａでＩフレーム送信要求の到来を監視してい
る。そして、Ｉフレーム送信要求が到来しないうちは、ステップ４ｂでＰフレームを生成
しこのＰフレームを送信する。このＰフレームの生成は、マルチメディア処理部２４にお
いて全フレームの画像データとの差分を求めることにより行われる。
【００３８】
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これに対し、いま例えば通信相手の携帯電話端末ＭＳ２からＩフレーム送信要求が到来し
たとする。そうすると携帯電話端末ＭＳ１の主制御部２１は、ステップ４ｃに移行してこ
こでＩフレームを作成し、このＩフレームをステップ４ｄで上記Ｐフレームに代えて通信
相手の携帯電話端末ＭＳ２に向け送信する。
【００３９】
上記Ｉフレームを受信すると携帯電話端末ＭＳ２は、それまでＰフレームをもとに行って
いた画像再生処理を中断し、上記受信したＩフレームの絶対値情報をもとに１画面データ
を再生する。
【００４０】
なお、以上の説明では携帯電話端末ＭＳ２において受信電界強度が劣化した場合を例にと
って説明したが、携帯電話端末ＭＳ１において受信電界強度が劣化した場合にも同様の制
御が行われる。
【００４１】
この様に第１の実施形態では、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２間でＭＰＥＧ－４を用いて無
線テレビジョン電話通信を行う場合に、一方の携帯電話端末ＭＳ２において、データ受信
中に受信電界強度が所定期間Ｔ３以上連続してしきい値Ｈ未満に低下した場合にその回復
を監視し、回復を検出した場合に携帯電話端末ＭＳ２から携帯電話端末ＭＳ１へＩフレー
ムの送信要求を送信する。そして、この送信要求を受信した携帯電話端末ＭＳ１が、Ｐフ
レームに代えてＩフレームを生成して送信するようにしている。
【００４２】
したがって、この移動通信システム及びその携帯電話端末であれば、携帯電話端末ＭＳ１
，ＭＳ２において受信電界強度が低下して一時的に受信再生画像の品質が劣化しても、こ
の受信電界強度の回復後即時Ｉフレームが伝送されるので、受信再生画像を速やかに品質
の良好な画像に復旧させることができる。例えば、受信電界強度の拡幅確認期間Ｔ４を０
．１秒程度、Ｉフレーム送信要求を送信してからＩフレームを受信して画像データを再生
するまでに要する時間を０．２秒とすれば、受信電界強度の回復時点から０．３秒程度で
、受信再生データの品質を回復することができる。
また、受信電界強度の拡幅確認期間Ｔ４を設定したことにより、受信電界強度の回復をよ
り確実に検出することができる利点がある。
【００４３】
（第２の実施形態）
この発明に係わる第２の実施形態は、移動通信システムにおいて、携帯電話端末間でＭＰ
ＥＧ－４による画像圧縮方式を使用して無線テレビジョン電話通信を行う場合に、データ
受信中に受信側の携帯電話端末において検出された受信電界強度の検出データを送信側の
携帯電話端末へ通知する。そして、送信側の携帯電話端末において、この通知された受信
電界強度検出データをもとに受信側の携帯電話端末における受信電界強度の低下とその回
復を監視し、回復を検出した場合に受信側の携帯電話端末へＰフレームに代えてＩフレー
ムを送信するようにしたものである。
【００４４】
図６は、この第２の実施形態における携帯電話端末の機能構成を示すブロック図である。
なお、同図において前記図２と同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略する。
【００４５】
ベースバンド部２Ｂの主制御部２１は、この発明に係わる制御機能として、受信品質検出
通知手段２２ａと、相手側受信品質判定手段２２ｂと、Ｉフレーム送信制御手段２２ｃと
を備えている。
【００４６】
受信品質検出通知手段２２ａは、データ受信中に受信回路１３の受信電界強度検出器にお
いて検出される受信電界強度の電圧値を取り込み、この電圧値をもとに受信電界強度検出
値の通知データを作成して通信相手の携帯電話端末へ送信する。
【００４７】
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相手側受信品質判定手段２２ｂは、データ伝送中に通信相手の携帯電話端末から到来する
受信電界強度検出値の通知データを受信し、この通知データをもとに、通信相手側の携帯
電話端末における受信品質を監視する。監視内容は、受信電界強度が所定期間連続してし
きい値Ｈ未満に低下したか否かと、この低下が検出された後に受信電界強度が一定時間以
上連続して上記しきい値Ｈ以上に回復したか否かである。
【００４８】
Ｉフレーム送信制御手段２２ｃは、上記相手側受信品質判定手段２２ｂにおいて、通信相
手側の携帯電話端末で受信電界強度が所定期間連続してしきい値Ｈ未満に低下し、しかる
後その受信電界強度が一定時間以上連続して上記しきい値Ｈ以上に回復したことが検出さ
れた場合に、Ｉフレームを生成してこのＩフレームをＰフレームに代わって通信相手側の
携帯電話端末へ向け送信する。
【００４９】
この様な構成であるから、例えば携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２が相互に無線テレビジョン
電話通信を行っている状態で、これらの携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２の主制御部２１は、
次のように通信相手側の受信電界強度監視とその監視結果に基づくＩフレームの送信制御
を行う。図７はその制御手順と制御内容を示すフローチャートである。
【００５０】
すなわち、無線テレビジョン電話通信中に携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２の主制御部２１は
、ステップ７ｂで通信相手側の携帯電話端末ＭＳ２，ＭＳ１から通知される受信電界強度
検出値をもとにその受信品質の劣化を監視している。そして、受信品質が良好に保たれて
いる期間では、ステップ７ａでフレーム周期でＰフレームを作成し送信する。
【００５１】
さて、この状態でいま仮に携帯電話端末ＭＳ２において受信電界強度が低下したとする。
そうするとその通信相手である携帯電話端末ＭＳ１の主制御部２１は、ステップ７ｃで上
記受信電界強度の低下が所定時間Ｔ３以上連続したか否かを監視する。そして、上記受信
電界強度の低下が所定時間Ｔ３以上連続すると、ステップ７ｄに移行してここで上記受信
電界強度がしきい値Ｈ以上に回復したか否かを監視し、しきい値Ｈ以上に回復するとステ
ップ７ｅにおいて上記受信電界強度の回復が所定時間Ｔ４以上連続する否かを判定する。
そして、その結果上記受信電界強度の回復が所定時間Ｔ４以上連続すると、受信電界強度
は確実に回復したものと判断してステップ７ｆに移行し、ここでＩフレームを作成し、こ
のＩフレームをステップ４ｄで上記Ｐフレームに代えて通信相手の携帯電話端末ＭＳ２に
向け送信する。
【００５２】
したがって第２の実施形態においても、前記第１の実施形態と同様に携帯電話端末ＭＳ１
，ＭＳ２において受信電界強度が低下して一時的に受信再生画像の品質が劣化しても、こ
の受信電界強度の回復後即時Ｉフレームが伝送されるので、受信再生画像を速やかに品質
の良好な画像に復旧させることができる。
【００５３】
また第２の実施形態では、受信側の携帯電話端末から送信側の携帯電話端末へは受信電界
強度検出値の通知データを転送するだけでよく、Ｉフレーム送信要求の送受信機能を不要
にすることができるので、その分制御シーケンスを簡略化することができる。
【００５４】
（第３の実施形態）
この発明に係わる第３の実施形態は、各携帯電話端末に、前記第１の実施形態で述べた機
能に加え、受信データの記憶制御機能を備え、この記録制御機能により、自己の端末で受
信電界強度の劣化が検出された場合に、その時点から受信電界強度回復後に通信相手側の
携帯電話端末からＩフレームが到来するまでの期間に受信し記録した画像データを識別し
て、これらの画像データを記録用のメモリから削除するようにしたものである。
【００５５】
図８は、この第３の実施形態における携帯電話端末の機能構成を示すブロック図である。
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なお、同図において前記図２と同一部分には同一符号を付して詳しい説明は省略する。
【００５６】
ベースバンド部２Ｃにはメモリ部２６が設けてある。このメモリ部２６は、例えばフラッ
シュＥＥＰＲＯＭからなり、受信画像データ及び受信音声データを記録するために使用さ
れる。
【００５７】
ベースバンド部２Ｃの主制御部２１は、この発明に係わる制御機能として、受信品質判定
手段２１ａ、送信要求手段２１ｂ及びＩフレーム送信制御手段２１ｃに加え、記録制御手
段２１ｄを備えている。
【００５８】
この記録制御手段２１ｄは、例えばキー入力部３５の操作により受信データの記録モード
が設定された場合に、マルチメディア処理部２４で各フレームごとに復号された再生画像
データをメモリ部２６に順次記憶する。なお、上記再生画像データの代わりに、復号前の
受信Ｉフレームデータ及びＰフレームデータをそれぞれ記憶するようにしてもよい。また
、画像データと共に音声コーデック２３で復号された音声データ又は復号前の音声データ
を記憶することも可能である。
【００５９】
また記録制御手段２１ｄは、上記受信データの記録中に受信電界強度の劣化が発生した場
合に、その開始時刻から受信電界強度回復後に通信相手側の携帯電話端末からＩフレーム
が受信されるまでの期間を記憶しておき、この期間にメモリ部２６に記録した受信データ
を削除する処理を行う機能も有する。
【００６０】
このような構成であるから、例えば無線テレビジョン電話通信中に、キー入力部３５の操
作により記録モードが設定されると、ベースバンド部２Ｃの主制御部２１は、メモリ部２
６に記録指示を与えることで、以後受信される各フレームごとに、マルチメディア処理部
２４で復号された受信画像データ及び音声コーデック２３で復号された受信音声データを
相互に対応づけてメモリ部２６に記憶させる。
【００６１】
さて、この状態で例えばフェージングなどの影響により受信電界強度がしきい値Ｈ未満に
劣化したとする。そうすると主制御部２１は、記録制御手段２１ｄにより先ず上記受信電
界強度の低下を検出した時刻（図５の例ではｔ１）を自身の内部メモリに保持する。そし
て、その後受信電界強度がしきい値Ｈ以上に回復し、Ｉフレームの送信要求に対し通信相
手側の携帯電話端末からＩフレームが伝送されると、この時点（図５の例ではｔ２）を内
部メモリに保持する。
【００６２】
すなわち、受信電界強度の劣化が検出されてからＩフレームが受信されるまでの期間、つ
まりＴ２＋Ｔ４を記憶する。そして、この受信品質劣化期間Ｔ２＋Ｔ４に受信されたＰフ
レームをもとに再生されてメモリ部２６に記録された受信画像データを、メモリ部２６か
ら削除する。
なお、この削除処理は通信終了後に行うようにしてもよく、またメモリ部２６の残り容量
が所定量を下回った場合に行うようにしてもよい。
【００６３】
したがって第３の実施形態であれば、受信電界強度が劣化している期間中に受信されてメ
モリ部２６に記録された、品質が著しく劣化した受信データを、主制御部２１ｄの内部メ
モリに記憶しておいた受信品質劣化期間を表す情報をもとに、後にメモリ部２６から選択
的に削除することができる。このため、メモリ部２６の記憶容量を有効に使用することが
可能となる。
【００６４】
特に、再生画像データは音声データに比べ情報量が格段に大きく、多くの記憶領域を必要
とする。したがって、受信電界強度の低下により画質が著しく劣化した再生画像データを
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メモリ部２６から削除することで、記憶容量に限りのあるメモリ部２６をより有効に利用
することができる。
【００６５】
（その他の実施形態）
前記第１乃至第３の各実施形態では、受信側の携帯電話端末ＭＳ２からＩフレーム送信要
求又は受信電界強度検出値の通知データを送信側の携帯電話端末ＭＳ１に送り、この送信
要求又は受信電界強度検出値の通知データに応じて、送信側の携帯電話端末ＭＳ１から受
信側の携帯電話端末ＭＳ２へＩフレームを送信するようにしている。
【００６６】
しかしこれに限らず次のような構成も考えられる。すなわち、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ
２が双方向通信行っている場合に、各携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２がそれぞれ、自身の受
信品質の検出結果から通信相手側の携帯電話端末ＭＳ２，ＭＳ１の受信品質の低下及びそ
の回復を推定する。そして、この推定により通信相手側の携帯電話端末ＭＳ２，ＭＳ１に
おける受信品質の低下とその後の回復を検出したときに、自主的にＩフレームを作成して
これをＰフレームに代えて受信側の携帯電話端末ＭＳ２へ送信する。
【００６７】
この様にすると、上りチャネルと下りチャネルの伝送品質は常に一致しているとは限らな
いため受信品質の判定精度は多少低下する。しかし、受信側の携帯電話端末ＭＳ２から送
信側の携帯電話端末ＭＳ１へは、Ｉフレーム送信要求又は受信電界強度検出値の通知デー
タを一切送る必要がなくなるため、その分携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２間の制御シーケン
スを簡略化することができる。
【００６８】
さらに、上記Ｉフレームの送信と共に、通信相手側の携帯電話端末ＭＳ２，ＭＳ１に対し
Ｉフレーム送信要求を送信するようにしてもよい。この様にすると、通信相手側の携帯電
話端末ＭＳ２，ＭＳ１からＩフレームを受信することが可能となり、これによりいち早く
受信再生画像の劣化を回復できる。
【００６９】
また、前記各実施形態では受信品質の判定を、受信電界強度をもとに行ったが、それ以外
に受信ビットエラーレートや受信フレームエラーレートを検出することでも行うことがで
きる。これらはいずれも受信回路１３のモデムにエラーレート測定回路を設け、その測定
データを主制御部２１に読み込んで判定することにより実現できる。
【００７０】
さらに、マルチメディア処理部２４に動画像の異常検出機能を持たせ、この異常検出機能
の検出データを主制御部２１に読み込んで解析することにより、受信品質の低下とその回
復を判定するようにしてもよい。動画像の異常検出は、例えばＰフレームであることを示
す制御データを検出できるか否かを判定することにより実現できる。
【００７１】
さらに、受信品質の劣化が検出された場合に、その旨のメッセージをＬＣＤ３４に表示さ
せるか或いはスピーカ３２から音声出力するようにしてもよい。この様にすると端末使用
者はこのメッセージにより受信品質劣化を認識できる。
【００７２】
また、この受信品質の劣化を認識した端末使用者がキー入力部３５の操作により受信品質
の回復要求を入力できるようにし、この回復要求を受けて主制御部２１がＩフレーム送信
要求を送信するように構成してもよい。このＩフレーム送信要求の送信タイミングは、受
信品質の回復を検出した時点に設定してもよいが、図５に示したように回復確認期間Ｔ４
が経過した時点に設定してもよい。
【００７３】
また、受信品質の劣化とその回復の検出は、固定のしきい値や時定数で行う必要はなく、
劣化と回復とでしきい値を変えたり、通信条件（例えばビットレートの変化）により変え
るなど、アダプティブとすることができる。
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【００７４】
さらに、前記各実施形態では、携帯電話端末ＭＳ１，ＭＳ２間で無線テレビジョン電話通
信を行う場合を例にとって説明した。しかし、それに限らず例えば図９に示すように、携
帯電話端末又はそれに代わる携帯情報端末を網ＮＷを介してインターネット上のＷＷＷサ
ーバＳＶ等に接続し、このサーバＳＶからホームページの情報等をダウンロードするよう
な場合にもこの発明を適用できる。
【００７５】
また前記各実施形態では、携帯用の移動通信システムを例にとって説明したが、この発明
は無線ＬＡＮやＢＴ（Bluetooth）に代表される近距離無線データ通信方式を使用する機
器間無線伝送システム等にも適用することができ、さらには有線伝送システムに適用して
もよい。
【００７６】
その他、通信装置の種類やその構成、伝送品質判定手段及びＩフレームの送信制御手段の
制御手順とその内容、伝送データの種類などについても、この発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形して実施できる。
【００７７】
【発明の効果】
　以上詳述したようにこの発明の第１の観点は、時間軸上で相関を有するデータ群を送信
側から受信側へ伝送路を介して伝送する際に、初期フレームタイミングでは上記データ群
のうち独立して意味をなす自立情報を伝送し、それ以後の各フレームタイミングではそれ
ぞれ主として元のデータとの差分で構成される従属情報を伝送するデータ伝送システムに
あって、受信側において、上記伝送路を介して伝送される情報の受信品質を監視すること
により当該受信品質の低下及びその回復を検出し、この受信品質の回復検出後に送信側へ
自立情報の送信要求を通知する。これに対し送信側は、上記受信側から通知された送信要
求に応じて、受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信するものである。
　また、この発明の第２の観点は、受信側において、伝送路を介して伝送される情報の受
信品質を監視してこの監視データを送信側へ通知する。これに対し送信側は、受信側から
通知される監視データをもとに当該受信側における受信品質の低下及びその回復を検出し
て、この受信品質の回復検出後に受信側へ従属情報に代えて自立情報を送信するものであ
る。
　さらに、この発明の第３の観点は、時間軸上で相関を有するデータ群を、送信側と受信
側との間で伝送路を介して双方向に伝送する際に、初期フレームタイミングでは上記デー
タ群のうち独立して意味をなす自立情報を伝送し、それ以後の各フレームタイミングでは
それぞれ主として元のデータとの差分で構成される従属情報を伝送するデータ伝送システ
ムにあって、送信側において、受信側から上記伝送路を介して伝送される情報の受信品質
をもとに当該受信側における情報の受信品質を推定し、この受信品質の推定結果をもとに
受信側における受信品質の低下及びその回復を検出して、この受信品質の回復検出後に受
信側に従属情報に代えて自立情報を送信するものである。
【００７８】
したがってこの発明によれば、伝送品質の低下により受信再生データの品質が大幅に劣化
しても、短時間のうちに受信再生データの品質を回復することが可能なデータ伝送システ
ムとその通信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明に係わるデータ伝送システムの第１の実施形態である移動通信システ
ムの概略構成を示す図。
【図２】　図１に示したシステムの携帯電話端末の機能構成を示すブロック図。
【図３】　図２に示した携帯電話端末の受信系の制御手順とその内容を示すフローチャー
ト。
【図４】　図２に示した携帯電話端末の送信系の制御手順とその内容を示すフローチャー
ト。
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【図５】　受信電界強度の変化の一例を示す図。
【図６】　この発明の第２の実施形態に係わる携帯電話端末の機能構成を示すブロック図
。
【図７】　図６に示した携帯電話端末の送信系の制御手順とその内容を示すフローチャー
ト。
【図８】　この発明の第３の実施形態に係わる携帯電話端末の機能構成を示すブロック図
。
【図９】　この発明に係わるデータ伝送システムのその他の実施形態である情報ダウンロ
ードシステムの概略構成を示す図。
【図１０】　従来技術の説明に使用する受信電界強度の変化の一例を示す図。
【符号の説明】
ＮＷ…網
ＢＳ１，ＢＳ２…基地局
ＭＳ１，ＭＳ２…携帯電話端末
ＳＶ…サーバ
１…携帯電話端末の無線部
２Ａ，２Ｂ，２Ｃ…携帯電話端末のベースバンド部
３…携帯電話端末の入出力部
４…携帯電話端末の電源部
１１…アンテナ
１２…アンテナ共用器（ＤＰＸ）
１３…受信回路（ＲＸ）
１４…周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）
１５…送信回路（ＴＸ）
２１…携帯電話機の主制御部
２１ａ…受信品質判定手段
２１ｂ…送信要求手段
２１ｃ，２２ｃ…Ｉフレーム送信制御手段
２１ｄ…記録制御手段
２２…多重分離部
２２ａ…受信品質検出通知手段
２２ｂ…相手側受信品質判定手段
２３…音声コーデック
２４…マルチメディア処理部
２５…ＬＣＤ制御部
２６…メモリ部
３１…マイクロホン
３２…スピーカ
３３…カメラ
３４…液晶表示器（ＬＣＤ）
３５…キー入力部
３６…照明器
４１…バッテリ
４２…充電回路（ＣＨＧ）
４３…電圧生成回路（ＰＳ）
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