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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車内無線ＬＡＮを介して音声データの非同期通信を行う車内のハンズフリー通話システム
であって、
　携帯電話基地局を介して他の電話機と通話することが可能でありかつ音声データの無線
通信機能を備えた音声通信端末と、
　少なくとも１つの携帯用電子機器と、
　前記音声通信端末および少なくとも１つの携帯用電子機器と非同期のデータ通信を可能
とする前記車内無線ＬＡＮを制御し、かつ前記音声通信端末との間でハンズフリー通話を
制御する電子装置とを有し、
　前記電子装置は、音声を出力する出力手段と、ユーザからの音声を入力する入力手段と
、前記音声通信端末から受け取った音声データを前記出力手段から出力させかつ前記入力
手段から入力された音声データを前記音声通信端末に送信するハンズフリー処理手段と、
ハンズフリー通話が検出されたとき、前記音声通信端末へのポーリングを前記少なくとも
１つの携帯用電子機器へのポーリングよりも優先させ、ハンズフリー通話が検出されない
とき、前記音声通信端末および前記少なくとも１つの携帯用電子機器を一定周期でポーリ
ングする通信制御手段とを有する、
ハンズフリー通話システム。
【請求項２】
前記通信制御手段は、前記音声通信端末による音声データの通信を検出する検出手段を含
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み、音声データの通信が検出されたとき、当該音声通信端末へのポーリングを前記少なく
とも１つの携帯用電子機器よりも優先させる、請求項１に記載のハンズフリー通話システ
ム。
【請求項３】
前記通信制御手段は、前記音声通信端末へのポーリングによるアクセス周期を前記少なく
とも１つの携帯用電子機器へのアクセス周期よりも多くする、請求項１または２に記載の
ハンズフリー通話システム。
【請求項４】
前記音声通信端末は、ハンズフリーを可能とする携帯端末を含む、請求項１ないし３いず
れか１つに記載のハンズフリー通話システム。
【請求項５】
前記少なくとも１つの携帯用電子機器は、オーディオ機能、ビデオ機能およびナビゲーシ
ョン機能の少なくとも１つの機能を有する、請求項１ないし４いずれか１つに記載のハン
ズフリー通話システム。
【請求項６】
前記通信制御手段は、前記音声通信端末および前記少なくとも１つの携帯用電子機器と無
線通信を可能とするアクセスポイントを含む、請求項１ないし５いずれか１つに記載のハ
ンズフリー通話システム。
【請求項７】
携帯電話基地局を介して他の電話機と通話することが可能でありかつ音声データの無線通
信機能を備えた音声通信端末と、少なくとも１つの携帯用電子機器と、前記音声通信端末
および前記少なくとも１つの携帯用電子機器と非同期のデータ通信を可能とする車内無線
ＬＡＮを制御しかつ前記音声通信端末から得られた音声データをスピーカから出力させ、
マイクから入力された音声データを前記音声通信端末へ送信するハンズフリー通話を制御
する電子装置とを含むシステムの車内のハンズフリー通話方法であって、
　前記電子装置において、前記音声通信端末によるハンズフリー通話を検出するステップ
と、
　ハンズフリー通話が検出されたとき、前記電子装置において、前記音声通信端末へのポ
ーリングを前記少なくとも１つの携帯用電子機器へのポーリングよりも優先させ、ハンズ
フリー通話が検出されないとき、前記音声通信端末および前記少なくとも１つの携帯用電
子機器を一定周期でポーリングするステップと、
を有する車内のハンズフリー通話方法。
【請求項８】
前記音声通信端末へのポーリングを優先させるステップは、前記音声通信端末へのポーリ
ングのアクセス頻度を前記少なくとも１つの携帯用電子機器よりも多くする、請求項７に
記載の車内のハンズフリー通話方法。
【請求項９】
前記通話方法はさらに、前記少なくとも１つの携帯用電子機器の通信すべきデータのパケ
ットサイズを制限させるステップを含む、請求項７または８に記載の車内のハンズフリー
通話方法。
【請求項１０】
前記音声通信端末は、ハンズフリー通話のための携帯電話機を含む、請求項７に記載の車
内のハンズフリー通話方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声データの非同期通信システムおよびその通信方法に関し、特に、車内に
おいてハンズフリー通話を行うための通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　車内において音声通話を行う場合、その利便性からハンズフリー通話が実用化されてい
る。例えば、携帯電話を用いたハンズフリー通話を行う場合、ユーザは、車載オーディオ
やナビゲーション装置に取り付けられた音声入出力端末を利用したり、あるいはヘッドフ
ォンとマイクが装着されたハンズフリー用端末を利用し、その端末と携帯電話の本体との
間で音声データを無線により通信している。
【０００３】
　無線通信には、近距離無線データ通信技術として、ブルーツース（BlueTooth）が利用
されている。ブルーツースは、携帯電話をはじめ、ノートパソコンやＰＤＡ(携帯情報端
末)などの間で音声等のデータの送受信をワイヤレスで行う。使用する周波数帯域は２．
４５ＧＨｚのＲＦ（無線周波数）であり、使用可能なエリアは約１０ｍ以内、データの転
送レートは約１Ｍｂｐｓである。
【０００４】
　ブルーツースのデータ通信速度は、あまり高速ではないため、これに代わる技術として
、無線ＬＡＮ（Local Area Network）による通信が使用されつつある。
【０００５】
　例えば、特許文献１は、ある車両におけるＡＶ機器を、他の車両においても利用するこ
とができるようにするため、車内のＬＡＮシステムに無線ＬＡＮユニットを接続し、無線
ＬＡＮユニットを介して各車両間のＬＡＮシステムをリンクすることを開示している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－１３６１９０号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の無線を利用した車内ハンズフリー通話には次のような課題がある
。ブルーツースは、データ通信用の非同期データチャンネルと、音声通信用の同期チャン
ネルの双方を備えているため、ハンズフリーのような音声遅延にセンシティブなアプリケ
ーションであっても、問題なく使用することが可能である。しかし、これを無線ＬＡＮに
置き換えようとすると、無線ＬＡＮは非同期のデータ通信方式しか持たないため、ハンズ
フリーのような音声遅延にセンシティブなアプリケーションでは、その最大遅延時間を保
証する何らかの仕組みが必要となる。
【０００８】
　無線ＬＡＮにより音声データを送信する場合、音声データを音声符号化（ＰＣＭ）し、
符号化された音声データをパケット化し、これをアクセスポイントに送信する。また、無
線ＬＡＮのアクセス制御方式は、ＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier Sense Multiple Access/Coll
ision Avoidance）が用いられる。この方式では、他の端末が無線ＬＡＮと通信している
場合には、当該他の端末の通信が終了するまで、音声データの送信をまたねばならない。
すなわち、１つのデータフレーム（パケット）のサイズが大きくなればなるほど、最大待
ち時間は大きくなってしまう。
【０００９】
　図１０は、無線ＬＡＮ（直接拡散方式）に使用される物理レイヤのフレームフォーマッ
トであり、図１１はＭＰＤＵ（データ）の最大ビット数（６５５３６ビット）であるとき
の各ビットレートと、そのときの伝送時間との関係を示している。
【００１０】
　フレームフォーマットは、装置間の同期を取るためのプリアンブルと、宛先や送信元の
アドレスおよび長さに関するヘッダと、可変サイズのデータを含むデータユニット（ＭＰ
ＤＵ）とを有する。データの可変範囲は、４－８１９２バイト（３２―６５５３６ビット
）である。また、無線ＬＡＮのビットレートを１Ｍｂｐｓ～１１Ｍｂｐｓ（５４Ｍｂｐｓ
も実用化されている）としたとき、一番ビットレートが遅い１Ｍｂｐｓのときに、遅延時
間すなわち待ち時間が約６５ｍｓと最大となる。
【００１１】
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　さらに、送信待ちの端末が複数ある状況も想定されるため（この場合の待ち時間は、６
５ｍｓ×フレーム数）、音声データを、一つの端末からのフレームの待ち時間で送信でき
るという保証はない。例えば、図１２に示すように、車内無線ＬＡＮのアクセスポイント
とデータ通信を行う端末が複数ある場合、例えば、ＰＤＡ、携帯オーディオ、携帯電話が
ある場合、ＰＤＡや携帯オーディオがアクセスポイントにデータを送信している間は、携
帯電話機からアクセスポイントに対し音声データＶを送信することはできない。音声デー
タＶを送信するための待ち時間Ｔｍａｘは、上記したように、ＰＤＡや携帯オーディオか
らのデータサイズ、すなわちパケットサイズに比例し、その間、音声データの送信を待た
なければならない。音声データの遅延が一定以上になると、通話品質が劣化し、コミュニ
ケーションを行う相手に対して違和感を与えてしまう。
【００１２】
　そこで発明は、上記従来の課題を解決し、音声データの遅延時間を抑止することができ
る非同期通信システムおよび通信方法を提供することを目的とする。
　さらに本発明は、車内においてハンズフリー通話を違和感なく高速で行うことが可能な
音声データの非同期通信システムおよび通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る音声データの非同期通信システムは、音声データの通信機能を備えた音声
通信端末と、前記音声通信端末を含む他の電子装置と非同期のデータ通信を可能とし、前
記音声通信端末による音声データの通信がある場合、他の電子装置の通信すべきデータの
パケットサイズを制限させる通信制御手段と、を有する。
【００１４】
　さらに本発明に係る音声データの非同期通信システムは、音声データの通信機能を備え
た音声通信端末と、前記音声通信端末を含む他の電子装置と非同期のデータ通信を可能と
し、音声通信端末へのポーリングを他の電子装置よりも優先させる通信制御手段とを有す
る。
【００１５】
　さらに本発明に係る、音声データの通信機能を備えた音声通信端末および他の電子装置
との間でデータを非同期にて通信する方法は、前記音声通信端末による音声データの通信
の有無を検出する第１のステップと、音声データの通信があると検出されたとき、他の電
子装置の通信すべきデータのパケットサイズを制限させる第２のステップとを有する。
【００１６】
　さらに本発明に係る、音声データの通信機能を備えた音声通信端末および他の電子装置
との間でデータを非同期にて通信する方法は、前記音声通信端末へのポーリングを他の電
子装置へのポーリングよりも優先させるステップを有する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る音声データの非同期通信システムおよび通信方法によれば、他の電子装置
との間でデータ通信が存在する場合であっても、音声通信端末による音声データの通信の
待ち時間または遅延時間を抑制し、一定の通話品質を保つことができる。本発明を車内の
無線ＬＡＮシステムに応用すれば、車載用電子機器とともに使用できるハンズフリーシス
テムを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明に係る音声データの非同期通信システムは、好ましくは、車内無線ＬＡＮを利用
したハンズフリーシステムにおいて実施される。以下、車内ハンズフリーシステムの例を
図面を参照して説明する。
【実施例】
【００１９】
　図１は、本発明の実施例に係る車載ハンズフリーシステムの構成を示すブロック図であ
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る。本実施例による車載ハンズフリーシステム１は、無線ＬＡＮのアクセスポイント１０
、アクセスポイント１０に接続されたＡＶＮ（オーディオ・ビジュアル・ナビゲーション
）装置２０、ＡＶＮ装置２０に接続されたスピーカ３０、マイク３２、ディスプレイ３４
、アクセスポイント２０と無線によるデータ通信を行うＰＤＡ４０、携帯用オーディオ４
２、ハンズフリー用音声通信端末４４とを備えている。
【００２０】
　ハンズフリー用音声通信端末４４は、好ましくは、携帯電話を用いられる。但し、携帯
電話以外にも、音声データの通信機能を有する端末を用いることができる。例えば、ユー
ザからの音声を入力するマイクと音声を出力するスピーカまたはヘッドフォンとを備え、
アクセスポイント１０や他の電子機器と無線通信機能を備えるハンズフリー用端末であっ
てもよい。
【００２１】
　携帯電話をハンズフリー用音声通信端末４４として用いた場合、車外の携帯電話や一般
電話から音声用通信端末４４に受信された音声データは、アクセスポイント１０を介して
ＡＶＮ装置２０に供給され、スピーカ３０からその音声が出力される。また、マイク３２
から入力された音声は、ＡＶＮ装置２０によって音声データに処理され、その音声データ
はアクセスポイント１０を介してハンズフリー用音声通信端末４４に送信され、さらにそ
こから車外の携帯電話や一般電話に送信される。
【００２２】
　ＡＶＮ装置２０は、ナビゲーション装置とＡＶ機器を融合したものであり、ＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭあるいはハードディスク等の記憶装置に格納された音楽データや映像データを
スピーカ３０やディスプレイ３４において再生したり、ＧＰＳを用いたナビゲーションを
行う。ＡＶＮ装置は、ＡＶ機器とナビゲーション装置を一体に構成したものであっても良
いし、ＡＶ機器とナビゲーション装置とを接続したシステムであってもよい。
【００２３】
　アクセスポイント１０は、クライアント５０と無線ＬＡＮを構成する。クライアント５
０は、無線通信機能を備えたＰＤＡ４０、携帯用オーディオ４２、およびハンズフリー用
音声通信端末４４等を含む。これらは一例であって、他の電子機器であってもよい。アク
セスポイント１０は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａやＩＥＥＥ８０２．１１ｂによる
標準化仕様に従い無線通信を行う。
【００２４】
　フレームフォーマットは、例えば、図１０に示す構成を用いることができ、アクセス制
御方式は、ＣＳＭＡ／ＣＡを用いることができる。変調方式は、ＣＣＫ(Complementary C
ode keying)やＯＦＤＭ(orthogonal frequency division multiplexing)等を用い、２．
４ＧＨｚ帯の電波を用いて通信を行う。
【００２５】
　クライアント５０は、送信すべきデータをパケット化し、他の端末が送信中でないこと
を確認してパケット化されたフレームをアクセスポイント１０に送信する。アクセスポイ
ント１０は、クライアント５０からのフレームを受信したとき、クライアント５０に対し
確認応答（ＡＣＫ）を送信する。アクセスポイント１０で受信されたフレームは、ＡＶＮ
装置２０に供給され、ここで必要な処理が施される。一方、ＡＶＮ装置２０からアクセス
ポイント１０へ出力されたデータは、フレーム化されクライアント５０へ無線により送信
される。
【００２６】
　図２に、ＡＶＮ装置２０の内部構成を示す。ＡＶＮ装置２０は、アクセスポイント１０
とデータの送受を行うデータ入出力部１００、アクセスポイント１０の動作を制御する通
信制御部１０２、ハンズフリー用音声通信端末４４との間で送受される音声データの処理
を行うハンズフリー機能部１０４、音楽や映像の再生等を行うＡＶ機能部１０６、ナビゲ
ーション機能を行うナビゲーション機能部１０８、プログラム、アプリケーションファイ
ル、データベース等を記憶する大容量メモリ１１０、各部を制御する制御部１１２、およ
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び各部を接続するバス１１４を含んで構成される。
【００２７】
　ハンズフリー機能部１０４は、ハンズフリー用音声通信端末４４からの音声データをス
ピーカから出力したり、マイク３２から入力された音声を適切に処理（例えばエコーキャ
ンセラー等）する。処理された音声データは、アクセスポイント１０を介して音声通信端
末４４に送信される。
【００２８】
　次に、本実施例の車載ハンズフリーシステムの動作について説明する。好ましくは、ハ
ンズフリーシステムの動作は、大容量メモリ１１０に格納されたプログラムに従い制御部
１１２が各部の動作を制御する。
【００２９】
　図３は、ハンズフリーシステムの動作を説明するフローチャートである。通信制御部１
０２は、制御部１１２の制御下において、ハンズフリー通話の有無を検出する（ステップ
Ｓ１０１）。すなわち、通信制御部１０２は、アクセスポイント１０を介してデータが送
信されるとき、フレームのヘッダに含まれる宛先アドレスが音声通信端末４４と一致する
か否かを検出する。一致するときは、ハンズフリー通話があると判断する。一方、アクセ
スポイント１０を介してデータが受信されたとき、フレームのヘッダに含まれる送信元ア
ドレスが音声通信端末４４と一致するか否かを検出する。一致するときは、ハンズフリー
通話があると判断する。
【００３０】
　ハンズフリー通話がないと検出された場合（ステップＳ１０２）、アクセスポイント１
０と、ＰＤＡ４０および携帯用オーディオ４２との間では、通常通りの非同期通信が行わ
れる（ステップＳ１０３）。例えば、図４(ａ)に示すように、ＰＤＡ４０は、他の端末が
送信していないことを確認してから、アクセスポイント１０に対してフレームＡ１を送信
する。アクセスポイント１０は、フレームＡ１を受信すると、クライアント５０に対して
確認応答（ＡＣＫ）を送信する。同様に、携帯用オーディオ４２は、確認応答（ＡＣＫ）
を受信後に、フレームＢ１をアクセスポイント１０に送信する。この通信では、フレーム
サイズを３２ビットから６５５３６ビットの範囲で可変することでき、好ましくは、デー
タ通信効率を上げるために最大のパケットサイズ（６５５３６ビット）で通信を行うこと
ができる。
【００３１】
　一方、ハンズフリー通話ありと検出された場合（ステップＳ１０２）、通信制御部１０
２は、ハンズフリー通話の最大遅延時間を保証し、音声データの遅延を最小にするため以
下のような制御を行う。
【００３２】
　従来技術において説明したように、パケットサイズ（データフレーム長）が最大となる
とき、音声通信端末４４の最大待ち時間は約６５ｍｓとなる。これを回避するために、各
端末が連続して通信することができるパケットサイズを制限させ、ハンズフリー通話の最
大待ち時間を短縮させる。アクセスポイント１０は、通信制御部１０２の制御に従い、Ｐ
ＤＡ４０、携帯用オーディオ４２に対し、１パケット当たりで送信することが許される最
大パケットサイズを規定するパラメータを送信する（ステップＳ１０４）。
【００３３】
　ＰＤＡ４０および携帯用オーディオ４２は、パラメータを受信し、このパラメータに規
定されたパケットサイズ以下のパケットでフレームを送信すう（ステップＳ１０５）。
【００３４】
　図４（ｂ）は、ハンズフリー通話があるときのデータ通信例を示している。音声通信端
末４４は、音声データＶ１を送信しようとするとき（図中の破線のタイミング）、仮に、
ＰＤＡ４０によるフレームＡ１の送信があるときは、これの終了を待たなければならない
。アクセスポイント１０がＰＤＡ４０からのフレームＡ１の受信を確認する確認応答（Ａ
ＣＫ）をクライアント５０に送信すると、音声通信端末４４は、音声データＶ１をアクセ
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スポイント１０へ送信する。このとき、ＰＤＡ４０によるフレームＡ１のパケットサイズ
が、例えば、最大パケットサイズ（６５５３６ビット）の１／１０であれば、音声データ
Ｖ１の最大遅延時間Ｔｍａｘを約６．５ｍｓに保証することができる。
【００３５】
　アクセスポイント１０は、音声データＶ１を受信すると、クライアント５０に対して確
認応答（ＡＣＫ）を送信する。仮に、携帯用オーディオ４２がフレームＢ１を送信しよう
とするときは、この確認応答の受信後にフレームＢ１をアクセスポイント１０へ送信する
。フレームＢ１の送信が行われている間、音声通信端末４４は、音声データＶ２を送信す
ることができない。音声データＶ２の待ち時間Ｔ１は、データＢ１のパケットサイズに依
存する。仮に、フレームＢ１のパケットサイズがフレームＡ１よりも小さければ、Ｔ１＜
Ｔｍａｘとなる。
【００３６】
　このように、ハンズフリー通話が有る場合には、他の端末のパケットサイズを制限させ
ることで、音声データの待ち時間をできるだけ短縮し、音声通話の品質の劣化を抑制しつ
つ、音声データを高速で通信できるようにする。
【００３７】
　次に、ハンズフリー通話において許容される音声データの遅延時間について説明する。
図５は音声遅延量と通話品質との関係を示すグラフである。このグラフは、Jan Janssen 
et. Al, DELAY AND DISTORTION BOUNDS FOR PACKETIZED VOICE CALLS OF TRADITIONAL PE
TN QUALITY, proceedings of the 1st IP-Telephony Workshop, GMD Report 95, pp105-1
10 Berlin, Germany, 12-13 April 2000の文献の図２に開示されている。横軸は、口から
耳までの遅延時間（ｍｓ）、縦軸は通話品質を示す評価指標（rating R）である。また、
ＥＬは、エコーロスであり、話手から相手へ音声を送ったときの戻り分の損失（ｄＢ）で
ある。
【００３８】
　図６は、上記文献の表１に記載された評価指標（R-value range）である。これによれ
ば、評価指標が６０以下では非常に通話品質が悪く、公衆回線を用いた通話であれば、少
なくとも評価指標が７０以上であることが望ましいことが報告されている。車室内で携帯
電話機をハンズフリーで用いた場合のエコーロスは約４０ｄＢ程度である。このことから
、遅延時間を２００ｍｓ以下にしなければならないことが理解される（図５のＥＬが４１
ｄＢの曲線を参照）。
【００３９】
　図１のハンズフリーシステム１において携帯電話機を利用する場合、すなわち、図７（
ａ）に示すように携帯電話機２００（図１のハンズフリー用音声通信端末４４）から携帯
電話基地局２２０を介して他の電話機２４０と通話する場合、無線ＬＡＮ側における遅延
時間と携帯電話側における遅延時間の合計を２００ｍｓ以内になければならない。
【００４０】
　携帯電話機２００の遅延時間は、図７（ｂ）に示すように、無線ＬＡＮモジュール２０
２で受信された音声データを音声符号化２０４で要する時間が約２０ｍｓ、符号化された
音声データをインターリーブ２０６で要する時間が２０ｍｓ、合計が４０ｍｓとなる。同
様に、無線部２０８から受信した音声データをディインターリーブ２１０で要する時間が
２０ｍｓ、音声復号化２１２で要する時間が２０ｍｓ、合計が４０ｍｓとなる。
【００４１】
　携帯電話基地局２２０による遅延時間は、図７（ｂ）に示すように、無線部２２２から
の音声データをディインターリーブ２２４で要する時間が２０ｍｓ、音声復号化２２６で
要する時間が２０ｍｓ、合計が４０ｍｓとなる。同様に、公衆回線インターフェース２２
８から受信した音声データを、音声符号化２３０、インターリーブ２３２で要するのに合
計で４０ｍｓを要する。
【００４２】
　携帯電話基地局２２０から公衆回線網（ＰＳＴＮ）を通じて他の電話機２４０までの遅
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延時間が約２０ｍｓとなる。この結果、携帯電話機２００から他の電話機２４０間の通話
に要する遅延時間は合計で約１００ｍｓとなる。
【００４３】
　無線ＬＡＮ側の遅延時間は、図１に示すハンズフリー内蔵ＡＶＮ装置２０による入力音
声のエコーをキャンセルするためのエコーキャンセラーによる処理に約３０ｍｓを必要と
する。従って、無線ＬＡＮの通信において許容される遅延時間は、約７０ｍｓとなる（７
０ｍｓ＝２００ｍｓ－１００ｍｓ－３０ｍｓ）。従来の無線ＬＡＮでの最大待ち時間は約
６５ｍｓであるが、これは１つのデータフレームまたはパケットの待ち時間であって、連
続したデータ通信がある場合には、６５ｍｓ×フレーム数の遅延時間となってしまう。こ
れに対して、本実施例では、ハンズフリー通話があるときに、許容できる最大パケットサ
イズを１／１０程度に制限させることで、仮に連続したフレームの通信が行われた場合で
も、非常に高い頻度で、許容遅延時間７０ｍｓ以内で音声データを通信することができ、
通話品質の劣化の抑制を期待することができる。
【００４４】
　次に、本発明の第２の実施例の動作について説明する。第２の実施例は、無線ＬＡＮを
利用したハンズフリーシステムにポーリング機能を組み合わせたものである。図８にその
動作を説明するためのフローチャート示す。
【００４５】
　アクセスポイント１０は、ＰＤＡ４０および携帯用オーディオ４２よりも優先的にハン
ズフリー用音声通信端末４４に対し、送信すべきデータがあるか否かの送信要求を送る（
ステップＳ２０１）。
【００４６】
　音声通信端末４４は、アクセスポイント１０に対して、送信要求に対する回答を送信す
る（ステップＳ２０２）。通信制御部１０２は、音声通信端末４４からの回答をチェック
し、音声通信用端末４４が送信データを有しているか否かをチェックする（ステップＳ２
０３）。音声通信用端末４４が送信すべき音声データを有している場合には、通信制御部
１０２はアクセスポイント１０から音声通信端末４４に対し、要求確認を送信する（ステ
ップＳ２０４）。要求確認を受信した音声通信端末４４は、アクセスポイント１０に対し
て音声データを送信する（ステップＳ２０５）。他の端末は、アクセスポイント１０から
要求確認を受信していないのでデータを送信することはできない。
【００４７】
　一方、音声通信用端末４４が送信データを有していない場合には（ステップＳ２０３）
、通信制御部１０２は、他の端末（ＰＤＡ４０または携帯用オーディオ４２）に対し送信
要求を送る（ステップＳ２０６）。他の端末から送信要求に対する回答を受信し（ステッ
プＳ２０７）、他の端末が送信データを有しているか否かをチェックする（ステップＳ２
０８）。他の端末が送信データを有している場合、アクセスポイント１０は、他の端末に
対して要求確認を送信し（ステップＳ２０９）、他の端末はアクセスポイント１０に対し
データを送信する（ステップＳ２１０）。なお、以上のステップは、ＰＤＡ４０と携帯用
オーディオ４２のそれぞれについて実行されるが、いずれを優先するかは予め定めておく
必要がある。
【００４８】
　第２の実施例によれば、音声通信端末４４へのポーリングを他の端末よりも優先するこ
とで、音声通信端末４４による音声データの通信を優先し、待ち時間を短縮することがで
きる。
【００４９】
　次に、本発明の第３の実施例による動作を図９のフローチャートを用いて説明する。通
信制御部１０２は、第１の実施例と同様に、音声通信端末４４によるハンズフリー通話の
検出を行う（ステップＳ３０１）。ハンズフリー通話がありと検出された場合（ステップ
Ｓ３０２）、音声通信端末４４へのポーリングを他の端末よりも優先させる（ステップＳ
３０３）。例えば、音声通信端末４４へのポーリングを、他の端末へのポーリングよりも
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頻繁に行うようにする。
【００５０】
　ハンズフリー通話が検出されない場合には、すべての端末に対し一定周期でポーリング
を行うようにする（ステップＳ３０４）。この場合にも、第２の実施例のように、音声通
信端末４４へのポーリングを優先させて行うことができる。
【００５１】
　第３の実施例によれば、ハンズフリー通話がある場合に、他の端末よりも音声通信端末
４４へのポーリングを優先させることで、音声データの待ち時間を短縮することができる
。
【００５２】
　上記第２および第３の実施例を、最大パケットサイズを制限する第１の実施例と組み合
わせることも可能である。つまり、音声通信端末のポーリングを優先させ、かつ、他の端
末のデータのパケットサイズを制限するようにしてもよい。
【００５３】
　上記実施例では、無線ＬＡＮを利用したハンズフリーシステムを示したが、これに限ら
ず、有線ＬＡＮを利用したハンズフリーシステムであってもよい。この場合、音声通信端
末４４は、ＬＡＮケーブルや車載バス（ＣＡＮ－ＢＵＳ等）などによりＡＶＮ装置２０に
接続される。
【００５４】
　さらに上記実施例では、車内ハンズフリーシステムを示したがこれに限定されるもので
はない。例えば、企業におけるコールセンターでハンズフリーシステムを用いてもよい。
また上記実施例では、ＡＶＮ装置にハンズフリー機能を内蔵させたが、これ以外にもパー
ソナルコンピュータ等の電子装置であってもよい。また、携帯電話による通信例を示した
がこれ以外にも、例えば、ＴＶ電話やＩＰ電話などの音声通信を用いることも可能である
。
【００５５】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明に係る音声データの非同期通信システムおよびその通信方法は、データをパケッ
ト化して非同期通信を行うようなネットワークシステムにおいて利用することができる。
好ましくは、無線ＬＡＮを用いた車内ハンズフリーシステムにおいてＡＶＮ装置と併せて
利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施例に係るハンズフリーシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】ＡＶＮ装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施例のハンズフリー動作を説明するフローチャートである。
【図４】第１の実施例のハンズフリーシステムにおけるデータの送信例を示す図である。
【図５】音声遅延量と通話品質との関係を示すグラフである。
【図６】音声品質と評価指標との関係を示す表である。
【図７】携帯電話側の遅延時間を説明する図である。
【図８】本発明の第２の実施例に係るハンズフリー動作を説明するフローチャートである
。
【図９】本発明の第３の実施例に係るハンズフリー動作を説明するフローチャートである
。
【図１０】物理レイヤのフレームフォーマットを示す図である。
【図１１】最大ビット数と伝送時間との関係を示す表である。
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【図１２】従来の音声データを非同期通信するときの課題を説明する図である。
【符号の説明】
【００５８】
１：車載ハンズフリーシステム
１０：アクセスポイント
２０：ＡＶＮ装置
３０：スピーカ
３２：マイクロフォン
３４：ディスプレイ
４０：ＰＤＡ
４２：携帯用オーディオ
４４：ハンズフリー用音声通信端末
５０：クライアント

【図１】

【図２】

【図３】
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