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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信リンクを確立する方法であって、
　ＣＤＭＡセルラネットワークとの通信リンクのためのタイミングインジケータと、前記
タイミングインジケータとコードの間の前記ＣＤＭＡセルラネットワークとの前記通信リ
ンクのためのオフセットとを含む通信要求を、無線端末において、前記無線端末中のＴＤ
ＭＡ送受信機を使用してＴＤＭＡセルラネットワークから受信するステップと、
　前記通信要求に応えて、前記ＴＤＭＡセルラネットワークと通信リンクを確立するステ
ップと、
　前記受信した通信要求に基づいて、前記無線端末中のＣＤＭＡ送受信機へ選択的に電力
を供給するステップと、
　前記ＣＤＭＡ送受信機と、前記受信した通信要求からの前記タイミングインジケータ及
び前記オフセットを使用して前記ＣＤＭＡセルラネットワークと通信リンクを確立するス
テップと、
　前記ＴＤＭＡセルラネットワークとの通信リンクから前記ＣＤＭＡセルラネットワーク
との通信リンクへと通信をハンドオフするステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記無線端末において、前記ＴＤＭＡ送受信機を使用して前記ＴＤＭＡセルラネットワ
ークから別の通信要求を受信するステップと、
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　前記受信した別の通信要求に基づいて、前記無線端末中の無線ローカルエリアネットワ
ーク送受信機へ選択的に電力を供給するステップと、
　前記受信した別の通信要求に基づいて、前記無線端末中の前記無線ローカルエリアネッ
トワーク送受信機を使用して無線ローカルエリアネットワークと別の通信リンクを確立す
るステップと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＴＤＭＡセルラネットワークから、データメッセージを受信するために使用可能な
少なくとも１つの無線ローカルエリアネットワークを識別するための補助情報を受信する
ステップと、
　前記補助情報を使用して前記無線ローカルエリアネットワークと前記別の通信リンクを
確立するステップと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＴＤＭＡセルラネットワークから、インターネットサービスプロバイダとアカウン
トを識別するための別の補助情報を受信するステップをさらに備え、前記インターネット
サービスプロバイダからデータメッセージを取得可能であり、
　前記無線ローカルエリアネットワークとの前記別の通信リンクを介して前記インターネ
ットサービスプロバイダから前記データメッセージを取得するステップをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　無線端末であって、
　ＴＤＭＡ無線インタフェースを介して通信するように構成されるＴＤＭＡ送受信機と、
　ＣＤＭＡ無線インタフェースを介して通信するように構成されるＣＤＭＡ送受信機と、
　前記ＴＤＭＡ送受信機によって受信される通信要求に応えて、前記ＴＤＭＡ送受信機を
使用して前記ＴＤＭＡ無線インタフェース上でＴＤＭＡセルラネットワークと通信リンク
を確立し、前記通信要求に基づいて、前記ＣＤＭＡ送受信機へ選択的に電力を供給するよ
うに構成されるプロセッサと、
　を備え、
　前記通信要求は、ＣＤＭＡセルラネットワークとの通信リンクのためのタイミングイン
ジケータと、前記タイミングインジケータとコードの間の前記ＣＤＭＡセルラネットワー
クとの通信リンクのためのオフセットとを識別し、
　前記プロセッサは、さらに、前記ＣＤＭＡ送受信機と、前記受信した通信要求からの前
記タイミングインジケータ及び前記オフセットとを使用して、前記ＣＤＭＡ無線インタフ
ェース上で前記ＣＤＭＡセルラネットワークとの通信リンクを確立し、前記ＴＤＭＡセル
ラネットワークとの通信リンクから前記ＣＤＭＡセルラネットワークとの通信リンクへと
通信をハンドオフするように構成される
　ことを特徴とする無線端末。
【請求項６】
　無線ローカルエリアネットワークインタフェースを介して通信するように構成される無
線ローカルエリアネットワーク送受信機をさらに備え、
　前記プロセッサは、さらに、前記ＴＤＭＡ送受信機によって受信される別の通信要求に
基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク送受信機へ選択的に電力を供給するよう
に構成され、
　前記プロセッサは、さらに、前記別の通信要求に基づいて、前記無線ローカルエリアネ
ットワーク送受信機を使用して前記無線ローカルエリアネットワークインタフェース上で
別の通信リンクを確立するように構成される
　ことを特徴とする請求項５に記載の無線端末。
【請求項７】
　前記ＴＤＭＡ送受信機は、前記ＴＤＭＡ無線インタフェースを介して、インターネット
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サービスプロバイダを識別するための補助情報を受信するように構成され、前記インター
ネットサービスプロバイダからデータメッセージを取得可能であり、
　前記プロセッサは、前記無線ローカルエリアネットワーク送受信機を使用して前記イン
ターネットサービスプロバイダから前記データメッセージを取得するように構成される
　ことを特徴とする請求項６に記載の無線端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末に関し、より詳細には、複数の無線通信インタフェース及びそ
の複数の無線通信インタフェースに関する方法により通信可能な無線通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、無線による音声通信及びデータ通信を提供するために、多種多様な無線通信技術
を使用することができる。例えば、汎欧州デジタル移動電話方式のシステム、ＡＮＳＩ－
１３６システム、アドバンスト・モバイル・フォン・サービスのシステム、符号分割多元
接続システム、ブルートゥース（登録商標）システム、及び、無線ローカルエリアネット
ワークシステムと通信可能な、マルチモード無線端末開発されてきた。地域によっては、
これら各々の無線通信システムが無線端末によって使用できる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、無線端末中の第１の送受信機が第１の無線ネッ
トワークから通信要求を受信する。受信した通信要求に基づいて、無線端末中の第２の送
受信機へ電力が選択的に供給され、第２の送受信機は、第２の無線端末と通信リンクを確
立するために使用される。
【０００４】
　第２の送受信機へ選択的に電力を供給することにより、無線端末において電力を節約す
ることができる。例えば、第１の送受信機（例えば、ＴＤＭＡ送受信機）は、通信要求を
待ち受けているスタンバイモードにおいて、第２の送受信機（例えば、ＷＣＤＭＡ送受信
機、無線ローカルエリアネットワーク送受信機、及び、デジタルテレビジョン受信のうち
少なくともいずれか）ほどは電力を消費しないかもしれない。通信要求が受信されると、
第２の送受信機が電源ＯＮにされ得る。そして、通信を完了するための第２の無線ネット
ワークとの通信リンクを確立するために使用され得る。
【０００５】
　本発明の多様な他の実施形態によれば、第１の送受信機は、ＴＤＭＡセルラネットワー
クから通信要求を受信するＴＤＭＡ受信機でよく、第２の送受信機は、ＣＤＭＡセルラネ
ットワークと通信リンクを確立するＣＤＭＡ受信機でよい。第１の送受信機は、セルラネ
ットワークから通信要求を受信するセルラ送受信機（例えば、ＴＤＭＡ送受信機及びＣＤ
ＭＡ送受信機のうち少なくとも一方）でよく、第２の送受信機は、無線ローカルエリアネ
ットワーク及びデジタルテレビジョンネットワークのうち少なくとも一方と通信リンクを
確立する、無線ローカルエリアネットワーク送受信機及びデジタルテレビジョン受信機の
うち少なくとも一方でよい。
【０００６】
　本発明の多様な他の実施形態によれば、第１の送受信機は、第１の無線ネットワークか
ら補助情報を受信し得る。補助情報は、第２の送受信機を介して第２の無線ネットワーク
と通信リンクを確立するために使用可能な情報を含み得る。例えば、補助情報は、ＣＤＭ
Ａセルラネットワークとの通信リンクのためのタイミングインジケータと、タイミングイ
ンジケータとコードの間のＣＤＭＡセルラネットワークとの通信リンクのためのオフセッ
トと、第２の無線ネットワークの識別情報と、第２の無線ネットワークと通信するために
使用され得る周波数とのうち、少なくともいずれかを含み得る。通信要求がデータ通信に
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関するものである場合、補助情報は、インターネットサービスプロバイダ及び加入者アカ
ウントのうち少なくとも一方を識別し得る。データは、第２の無線ネットワークを介して
通信する第２の送受信機を使用して、インターネットサービスプロバイダから取得され得
る。補助情報によって、無線端末は、第２の無線ネットワークの位置を確認すること、第
２の無線ネットワークと通信リンクを確立すること、及び、要求された通信を完了するこ
とのうち、少なくともいずれかをより迅速に行うことが可能になり得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照して、本発明を更に十分に説明する。
しかしながら、本発明は、ここで説明する実施形態に限定されるものとして解釈されては
ならない。むしろ、ここで説明する実施形態は、本願の開示が十分かつ完全になり、本発
明の範囲を当業者へ十分に伝達するように提供されるものである。全体を通して、同一の
番号は同類の構成要素を意味する。
【０００８】
　ここで使用されているように、「含んでいる(comprising)」や「含む(comprises)」と
いう用語は、限定的ではないものであり、１以上の言及されている構成要素、ステップ、
及び、機能のうち少なくともいずれかを含むが、言及されていない１以上の構成要素、ス
テップ、及び、機能のうち少なくともいずれかを除外することはないということも理解で
きるであろう。
【０００９】
　以下、本発明の実施形態に従う方法及び無線端末に関するブロック図及び動作説明図の
うち少なくともいずれかを参照して、本発明を説明する。ブロック図及び動作説明図のう
ち少なくともいずれかにおける各々のブロック、及び、ブロック図及び動作説明図のうち
少なくともいずれかにおける複数のブロックの組み合わせは、ＲＦハードウェア、アナロ
グハードウェア、及び、デジタルハードウェアのうち少なくともいずれかのハードウェア
と、コンピュータプログラムの命令と、のうち、少なくともいずれかによって実現される
ということが理解される。これらのコンピュータプログラムの命令は、汎用コンピュータ
、特殊用途のコンピュータ、ＡＳＩＣ、及び、他のプログラム可能なデータ処理装置のう
ち、少なくともいずれかのプロセッサに対して提供され、コンピュータ及び他のプログラ
ム可能なデータ処理装置のうち少なくともいずれかのプロセッサによって実行される命令
は、ブロック図、及び、動作ブロック又は複数の動作ブロックのうち少なくともいずれか
において特定される、機能及び動作を実行する手段を生成する。いくつかの代替的な実施
形態においては、ブロックにおいて示される機能及び動作は、動作説明図において示され
る順序とは異なる順序で実行されてもよい。例えば、関係する機能及び動作によっては、
連続して示される２つのブロックは、実際には、実質的に同時に実行されてもよいし、連
続して示される２つのブロックが逆の順序で実行されてもよい。
【００１０】
　ここで使用されているように、「無線端末(wireless terminal)」という用語は、無線
インタフェースを介して通信するように構成された端末を含むが、これに限定されるわけ
ではない。無線インタフェースとは、例えば、セルラインタフェース、無線ローカルエリ
アネットワークインタフェース（ＷＬＡＮ）、ブルートゥース（登録商標）インタフェー
ス、デジタルテレビジョンネットワークインタフェース、他のＲＦ通信インタフェース、
及び、光インタフェースのうちの少なくともいずれかのようなものである。無線端末の例
としては、セルラ無線端末と、データ処理機能、ファクシミリ機能、及び、データ通信機
能のうち少なくともいずれかをセルラ無線端末に組み合わせてもよい個人通信端末と、無
線送受信機、ポケットベル、インターネットアクセス及びイントラネットアクセス、ロー
カルエリアネットワークインタフェース、広域ネットワークインタフェース、ウェブブラ
ウザ、システム手帳、及び、カレンダーのうち少なくともいずれかを含んでもよい携帯情
報端末（ＰＤＡ）と、無線送受信機を含むモバイル又は固定コンピュータ或いは他のデバ
イスとのうち、少なくともいずれかを含み得るものであるが、これに限定されるものでは
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ない。
【００１１】
　図１は、本発明の多様な実施形態に従う典型的な無線通信システム１００の機能ブロッ
ク図である。無線通信システム１００は、無線端末１１０と、セルラネットワーク１３８
と、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）１６０と、ブルートゥース（登録商標
）ネットワーク１７０と、デジタルテレビジョンネットワーク１８０とを含む。セルラネ
ットワーク１３８は、同一或いは異なる運用者によって、少なくとも所有されているか運
用されているかのいずれかであり得る、１以上の異なる種類のセルラネットワークを含み
得る。説明のためにのみ、セルラネットワーク１３８は、ＴＤＭＡセルラネットワーク１
４０と符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）セルラネットワーク１５０とを含むものとして図示
されている。しかしながら、セルラネットワーク１３８は、ＴＤＭＡセルラネットワーク
１４０とＣＤＭＡセルラネットワーク１５０のうち一方のみを含んでもよいし、他の種類
のセルラネットワークを含んでもよいし、或いは、ＴＤＭＡセルラネットワーク１４０と
ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０のうち一方のみと他の種類のセルラネットワークとを
含んでもよい。無線端末１１０は、無線通信リンク（例えば、チャネル）１８２上で通信
プロトコルを使用してＴＤＭＡセルラネットワーク１４０と通信する。通信プロトコルは
、ＡＮＳＩ－１３６、汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳＭ）、汎用パケット無線サービ
ス（ＧＰＲＳ）、エンハンストデータレート・フォー・ＧＳＭエボリューション（ＥＤＧ
Ｅ）、及び、ＡＭＰＳ（アドバンスト・モバイル・フォン・サービス）のうち少なくとも
いずれかのプロトコルを含み得るものであるが、これに限定されるものではない。無線端
末１１０は、無線通信リンク（例えば、チャネル）１８４上で通信プロトコルを使用して
ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０と通信する。通信プロトコルは、ＣＤＭＡ（例えば、
ＩＳ－９５）、広帯域ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２００、及び、汎用移動通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）のうち少なくともいずれかを含み得るものであるが、これに限定されるものではない
。無線端末１１０は、無線通信リンク１８６上で通信プロトコルを使用してＷＬＡＮネッ
トワーク１６０と通信する。通信プロトコルは、８０２．１１ｂ、８０２．１１ａ、８０
２．１１ｇ、８０２．１１ｅ、８０２．１１ｉ、及び、他のＷＬＡＮ標準のうち少なくと
もいずれかを含み得るものであるが、これに限定されるものではない。また、無線端末１
１０は、無線通信リンク１８８上でブルートゥース（登録商標）プロトコルを使用してブ
ルートゥース（登録商標）ネットワーク１７０と通信する。無線端末１１０はまた、無線
インタフェース１９０上で通信プロトコルを使用してデジタルテレビジョンネットワーク
１８０から情報を受信することもできる。通信プロトコルは、デジタルテレビジョンプロ
トコル、及び、例えばＤＶＢ－Ｔ、ＤＶＢ－Ｈ、又は、ＩＳＤＢなどのデジタルビデオ同
報（ＤＶＢ）プロトコルのうち、少なくとも一方を含み得るが、これに限定されるもので
はない。ここで使用されているように、通信プロトコルは、通信される情報、タイミング
、周波数、変調方式、及び、動作（２つの通信デバイスの一方からの通信、２つの通信デ
バイスの一方への通信、そして、２つの通信デバイスの間の通信のうち、少なくともいず
れかの通信を、開始するか、維持するか、或いは、開始及び維持する、動作）のうち少な
くともいずれかを特定することができる。ここで使用されているように、「通信(communi
cate)」という用語は、送信と、受信と、送信及び受信両方とのうち、少なくともいずれ
かを意味する。
【００１２】
　ＴＤＭＡセルラネットワーク１４０は、無線通信リンク１８２と移動通信交換局１４４
との間で情報を中継する、基地局送受信機１４２を含み得る。ＣＤＭＡセルラネットワー
ク１５０は、無線通信リンク１８４と移動通信交換局１５４との間で情報を中継する、基
地局送受信機１５２を含み得る。説明のために、ネットワーク１４０、１５０、１６０、
１７０、及び、１８０各々について１つのみ図示してきたが、地理的に分散した地域又は
セル上で無線通信サービスを提供するために、何百何千ものそのようなネットワークが使
用され得るということが理解されるであろう。
【００１３】
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　無線端末１１０は、プロセッサ１１２、ＴＤＭＡ送受信機１１６及びＣＤＭＡ送受信機
１１８のうち少なくとも一方を含み得るセルラ送受信機１１４、ブルートゥース（登録商
標）送受信機１２０、ＷＬＡＮ送受信機１２２、デジタルテレビジョン受信機１２４、メ
モリ１２６、スピーカ１２８、マイクロフォン１３０、ディスプレイ１３２、及び、キー
パッド１３４を含み得る。メモリ１２６は、プロセッサ１１２から分離していてもよいし
、少なくとも部分的にプロセッサ１１２の内部にあってもよい。プロセッサ１１２は、例
えば汎用プロセッサ及びデジタル信号プロセッサなどのような、１以上の処理コンポーネ
ントを含み得る。処理コンポーネントは、共通のパッケージに入れられていてもよいし、
相互に独立して分離していてもよい。ＴＤＭＡ送受信機１１６、ＣＤＭＡ送受信機１１８
、ブルートゥース（登録商標）送受信機１２０、及び、ＷＬＡＮ送受信機１２２は、それ
ぞれ、送信機及び受信機を含み、双方向通信が可能であるが、本発明はそのようなデバイ
スに限定されるものではなく、ここで使用されているように、「送受信機(transceiver)
」は、受信機及び送信機の両方を含んでいてもよいし、１つのみそのような通信回路を含
んでいてもよい。
【００１４】
　送受信機１１６、１１８、１２０、及び、１２２は、送信されるか、受信されるか、或
いは、送受信される情報に関する、ベースバンド処理を実行するように構成され得る。そ
のようなベースバンド処理は、情報を変調すること及び復調することのうち少なくとも一
方を含み得るものであること、情報をチャネル符号化すること及びチャネル復号化するこ
とのうち少なくとも一方を含み得るものであること、及び、１以上の通信プロトコルに従
う通信を制御するように構成され得るものであること、のうち、少なくともいずれかに当
てはまる。デジタルテレビジョン受信機１２４は、デジタルテレビジョンネットワーク１
８０から受信される情報に関するベースバンド処理を実行するように構成され得る。デジ
タルテレビジョン受信機１２４によるそのようなベースバンド処理は、情報を復調するこ
と、情報をチャネル復号化すること、及び、１以上の通信プロトコルに従う通信を制御す
ることのうち、少なくともいずれかである。
【００１５】
　プロセッサ１１２は、多様な通信と、メモリ１２６中のソフトウェアによって規定され
得る、無線端末１１０におけるアプリケーションに関係する機能と、を実行するように構
成され得る。例えば、プロセッサ１１２は、１以上の送受信機１１６、１１８、１２０、
１２２、及び、デジタルテレビジョン受信機１２４のうちの少なくとも１つによって送信
されるか、受信されるか、或いは、送受信される情報に関する、何らかのベースバンド処
理を実行することができる。上述したように、ベースバンド処理は、情報を変調すること
及び復調することのうち少なくとも一方、情報をチャネル符号化すること及びチャネル復
号化することのうち少なくとも一方、及び、１以上の通信プロトコルに従う通信を制御す
ることのうち、少なくともいずれかを含み得る。
【００１６】
　本発明の多様な実施形態によれば、無線端末１１０は、無線ネットワーク１４０、１５
０、１６０、１７０、及び、１８０のいずれかから通信要求を受信するように構成される
。また、無線端末１１０は、通信要求に基づいて、無線ネットワーク１４０、１５０、１
６０、１７０、及び、１８０のうち通信要求を行ったものとは別のいずれかと通信リンク
を確立するように構成される。例えば、無線端末１１０は、ＴＤＭＡセルラネットワーク
１４０から、音声の呼び出し及びデータメッセージの呼び出しのうち少なくとも一方を受
信し得る。そして、音声呼を確立すること及びデータ通信を完了させることのうち少なく
とも一方を行うために、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０又はＷＬＡＮネットワーク１
６０と通信リンクを確立することができる。無線端末１１０はまた、受信した通信要求に
基づき、１以上の送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デジタルテレビジョ
ン受信機１２４のうち少なくともいずれかに選択的に電力を供給する（例えば、電源ＯＮ
及び電源ＯＦＦのうち少なくともいずれかを行う）。
【００１７】
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　本発明のいくつかの実施形態においては、電力が供給されている（例えば、スイッチＯ
Ｎである）他の送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デジタルテレビジョン
受信機１２４のうち少なくともいずれかの中の１つによって通信要求が受信されるまでは
、送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デジタルテレビジョン受信機１２４
のうち少なくともいずれかの中で１以上のものは、電力が供給されない（例えば、スイッ
チＯＦＦ）状態であり得る。通信要求に応答して、プロセッサ１１２は、受信した通信要
求に関連する、送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デジタルテレビジョン
受信機１２４のうち少なくともいずれかの中で１以上のものに電力を供給し得る。そして
、電力が供給されたデバイスを介して通信リンクが確立され得る。
【００１８】
　送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デジタルテレビジョン受信機１２４
のうち少なくともいずれかに選択的に電力を供給することにより、無線端末において電力
を節約することができる。例えば、ＣＤＭＡ送受信機１１８、ＷＬＡＮ送受信機１２２、
及び、デジタルテレビジョン受信機１２４のうち少なくともいずれかは、スタンバイモー
ドで通信要求を待っている時に、ＴＤＭＡ送受信機１１６よりも極めて多くの電力を消費
し得るものである。ＣＤＭＡ符号化された信号の開始位置を確認して同期を取ることに関
連し得る複雑性と時間遅延のために、従来の無線端末は、一般に、ＣＤＭＡ送受信機が容
易に呼を処理することができるように、ＣＤＭＡ送受信機に継続的に電力を供給する（す
なわち、ＣＤＭＡ送受信機をスタンバイモードに切り替えることをしない）。その結果、
ＷＣＤＭＡタイプのＣＤＭＡ送受信機１１８及びＣＤＭＡタイプのＷＬＡＮ送受信機１１
２のうち少なくとも一方は、スタンバイモードに切り替えることのできるＴＤＭＡ送受信
機１１６に比べて、かなり多くの電力を消費し得る。本発明のいくつかの実施形態によれ
ば、送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デジタルテレビジョン受信機１２
４のうち少なくともいずれかの中で、比較的電力消費量の少ない１つのものが、通信要求
を待ち受けるために使用され得る一方、１以上の他のものは、電源ＯＦＦにされる。そし
て、受信した通信要求に基づいて、送受信機１１６、１１８、１２０、１２２、及び、デ
ジタルテレビジョン受信機１２４のうち少なくともいずれかの中で、比較的電力消費量の
多い１つのものが、要求された通信を行うために電源ＯＮにされ得る。
【００１９】
　図２は、ＴＤＭＡセルラネットワーク１４０から通信要求を受信し、受信した通信要求
に基づいてＣＤＭＡセルラネットワーク１５０と通信リンクを確立するために使用され得
る動作を示す図である。ブロック２０２で、ＣＤＭＡ送受信機１１８は、電源ＯＦＦであ
る。これにより、無線端末１１０において電力を節約することができる。ブロック２０４
で、ＴＤＭＡ送受信機１１６が使用され、ＴＤＭＡセルラネットワーク１４０から通信要
求を受信する。例えば、制御チャネル及びトラフィックチャネルのうち少なくとも一方に
おける、呼の呼び出し及びデータの呼び出しのうち少なくとも一方として、通信要求は、
無線通信リンク１８２を介して通信されてもよい。或いは、例えばショートメッセージサ
ービス（ＳＭＳ）データメッセージ、エンハンストメッセージングサービス（ＥＭＳ）デ
ータメッセージ、及び、Ｅメールメッセージのうち、少なくともいずれかなどのデータメ
ッセージとして、通信要求が通信されてもよい。ブロック２０６で、ＴＤＭＡ送受信機１
１６とＴＤＭＡセルラネットワーク１４０との間で最初の通信リンクが確立される。最初
の通信リンクは、例えば、音声呼及びデータ通信のうち少なくとも一方を開始するために
使用され得る。
【００２０】
　ブロック２０８で、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０に関する補助情報が、ＴＤＭＡ
セルラネットワーク１４０から受信される。補助情報は、例えば、最初の通信リンクを介
して受信されてもよいし、ブロック２０４において通信要求の一部として又は通信要求に
加えて受信されてもよいし、その両方であってもよい。補助情報は、ＣＤＭＡセルラネッ
トワーク１５０と通信リンクを確立するために使用され得る情報を含む。例えば、補助情
報は、以下に列挙するもののうち少なくともいずれかを含み得る。すなわち、ＣＤＭＡセ
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ルラネットワーク１５０との通信リンクのためのタイミングインジケータ、タイミングイ
ンジケータとコードの間のＣＤＭＡセルラネットワーク１５０との通信リンクのためのオ
フセット、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０の識別情報、ＣＤＭＡセルラネットワーク
１５０と通信するために使用され得る周波数のうち少なくともいずれかである。従って、
補助情報によって、無線端末１１０は、より迅速にＣＤＭＡセルラネットワーク１５０と
通信リンクを確立することが可能になり得る。通信要求がデータ通信に関するものである
場合、補助情報は、さらに（或いは代替的に）、インターネットサービスプロバイダ及び
加入者アカウントのうち少なくとも一方を識別してもよい。データは、ＣＤＭＡセルラネ
ットワーク１５０を介して、インターネットサービスプロバイダから取得され得る。
【００２１】
　ブロック２１０で、ＣＤＭＡ送受信機１１８は、電源ＯＮにされる。ブロック２１２で
、ＣＤＭＡ送受信機１１８、及び、ブロック２０８で取得されていたであろう補助情報を
使用して、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０と通信リンクが確立される。ブロック２１
４で、ＴＤＭＡ送受信機１１６からＣＤＭＡ送受信機１１８へ通信がハンドオフされ、Ｔ
ＤＭＡセルラネットワーク１４０との通信は、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０におい
て継続することができる。ブロック２１６で、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０との通
信が完了し、ブロック２１８で、ＣＤＭＡ送受信機１１８は、電源ＯＦＦにされる。
【００２２】
　図３は、本発明のいくつかの実施形態に従って、ＴＤＭＡセルラネットワーク１４０か
ら通信要求を受信し、ＣＤＭＡセルラネットワーク１５０と通信リンクを確立するために
使用され得る動作を示す図である。図３に示される動作は、図２に示されるものと実質的
に同じでよいが、図３においては、ＴＤＭＡセルラネットワーク１４０との最初の通信リ
ンクは確立されず（図２のブロック２０６参照）、従って、ＣＤＭＡセルラネットワーク
１５０へハンドオフされる訳ではない（図２のブロック２１４参照）点が異なる。従って
、図３におけるブロック３０２、３０４、３０６、３０８、３１２、及び、３１４の動作
は、対応する図２におけるブロック２０２、２０４、２０８、２１０、２１６、及び、２
１８に示されるものと同一又は同様の方法で動作し得る。ブロック３１０で、ＣＤＭＡ送
受信機１１８、及び、ブロック３０６で取得されていたであろう補助情報を使用して、Ｃ
ＤＭＡセルラネットワーク１５０と通信リンクが確立される。図２のブロック２１２とは
対照的に、ブロック３１０で確立される通信リンクは、継続している通信がＴＤＭＡセル
ラネットワーク１４０からＣＤＭＡセルラネットワーク１５０へハンドオフされるものと
は無関係である。
【００２３】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態に従って、セルラネットワーク１３８から通信要
求を受信し、ＷＬＡＮネットワーク１６０と通信リンクを確立するために使用され得る動
作を示す図である。ブロック４０２で、ＷＬＡＮ送受信機は、電源ＯＦＦである。これに
より、無線端末１１０において電力を節約することができる。ブロック４０４で、セルラ
送受信機１１４が使用され、セルラネットワーク１３８から通信要求を受信する。通信要
求は、制御チャネル及びトラフィックチャネルのうち少なくとも一方における、呼の呼び
出し及びデータの呼び出しのうち少なくとも一方として通信されてもよい。或いは、通信
要求は、例えばショートメッセージサービス（ＳＭＳ）データメッセージ、エンハンスト
メッセージングサービス（ＥＭＳ）データメッセージ、及び、Ｅメールメッセージのうち
、少なくともいずれかなどのデータメッセージとして、通信されてもよい。
【００２４】
　ブロック４０６で、ＷＬＡＮネットワーク１６０に関する補助情報が、ブロック４０４
における通信要求の一部として又は通信要求に加えて、セルラネットワーク１３８から受
信される。補助情報は、ＷＬＡＮネットワーク１６０と通信リンクを確立するために使用
され得る情報を含む。例えば、ＷＬＡＮネットワーク１６０、無線端末１１０の全地球測
位システム（ＧＰＳ）受信機、及び、セルラネットワーク１３８のうち少なくともいずれ
かは、無線端末１１０の位置を決定することができる。無線端末１１０の位置は、無線端
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末１１０の近くにあるかもしれない複数のＷＬＡＮの利用可能性及び識別情報を決定する
ために使用され得る。近くにある複数のＷＬＡＮの識別情報は、ブロック４０６で、補助
情報として、セルラネットワーク１３８から無線端末１１０へ送信され得る。補助情報は
、さらに（或いは代替的に）、タイミングインジケータ、タイミングインジケータとコー
ドの間のＷＬＡＮネットワーク１６０との通信リンクのためのオフセット、周波数、及び
、ＷＬＡＮネットワーク１６０と通信するために使用され得る他の情報のうち、少なくと
もいずれかを含み得る。従って、補助情報によって、無線端末１１０は、より迅速にＷＬ
ＡＮネットワーク１６０と通信リンクを確立することが可能になり得る。補助情報は、さ
らに（或いは代替的に）、インターネットサービスプロバイダ及び加入者アカウントのう
ち少なくとも一方を識別してもよい。データは、ＷＬＡＮネットワーク１６０を介して、
インターネットサービスプロバイダから取得され得る。
【００２５】
　ブロック４０８で、ＷＬＡＮ送受信機１２２は、電源ＯＮにされる。ブロック４１０で
、ＷＬＡＮ送受信機１２２、及び、ブロック４０６で取得されていたであろう補助情報を
使用して、ＷＬＡＮネットワーク１６０と通信リンクが確立される。ＷＬＡＮネットワー
ク１６０とのデータ通信がブロック４１２において完了し、ＷＬＡＮ送受信機１２２はブ
ロック４１４において電源ＯＦＦにされる。
【００２６】
　当業者に理解されるように、本発明のいくつかの実施形態に従って、セルラネットワー
ク１３８から通信要求を受信し、ブルートゥース（登録商標）ネットワーク１７０と通信
リンクを確立するために、図４に関して上述したものと同一又は同様な動作が、代替的に
、使用され得る。ブルートゥース（登録商標）ネットワーク１７０と通信リンクを確立す
るためのこれらの動作は、説明を簡潔にするために、ここでは繰り返さない。
【００２７】
　図５は、本発明のいくつかの実施形態に従って、セルラネットワーク１３８から通信要
求を受信し、デジタルテレビジョンネットワーク１８０と通信リンクを確立するために使
用され得る動作を示す図である。ブロック５０２で、デジタルテレビジョン受信機１２４
は、電源ＯＦＦである。これにより、無線端末１１０において電力を節約することができ
る。ブロック５０４で、セルラ送受信機１１４が使用され、セルラネットワーク１３８か
ら通信要求を受信する。通信要求は、制御チャネル及びトラフィックチャネルのうち少な
くとも一方における、呼の呼び出し及びデータの呼び出しのうち少なくとも一方として通
信されてもよい。或いは、通信要求は、例えばショートメッセージサービス（ＳＭＳ）デ
ータメッセージ、エンハンストメッセージングサービス（ＥＭＳ）データメッセージ、及
び、Ｅメールメッセージのうち、少なくともいずれかなどのデータメッセージとして、通
信されてもよい。
【００２８】
　ブロック５０６で、デジタルテレビジョンネットワーク１８０に関する補助情報が、ブ
ロック５０４における通信要求の一部として又は通信要求に加えて、セルラネットワーク
１３８から受信される。補助情報は、デジタルテレビジョンネットワーク１８０と通信リ
ンクを確立するために使用され得る情報を含む。例えば、補助情報は、タイミングインジ
ケータ、タイミングインジケータとコードの間のデジタルテレビジョンネットワーク１８
０との通信リンクのためのオフセット、周波数、及び、デジタルテレビジョンネットワー
ク１８０から情報を受信するために使用され得る他の情報のうち、少なくともいずれかを
含み得る。従って、補助情報によって、無線端末１１０は、より迅速にデジタルテレビジ
ョンネットワーク１８０と通信リンクを確立し、情報を受信することが可能になり得る。
【００２９】
　ブロック５０８で、デジタルテレビジョン受信機１２４は、電源ＯＮにされる。ブロッ
ク５１０で、デジタルテレビジョン受信機１２４、及び、ブロック５０６で取得されてい
たであろう補助情報を使用して、デジタルテレビジョンネットワーク１８０と通信リンク
が確立される。ブロック５１２で、例えばメッセージ、写真、及び、ビデオのうち少なく
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ともいずれかなどのようなデータが、デジタルテレビジョンネットワーク１８０から受信
される。ブロック５１４で、デジタルテレビジョン受信機１２４は、電源ＯＦＦにされる
。
【００３０】
　図６は、第１の無線ネットワーク（例えば、ネットワーク１４０、１５０、１６０、１
７０、及び、１８０のうちの１つ）を介して無線端末１１０に対する通信要求を行うため
、そして、別の第２の無線ネットワーク（例えば、ネットワーク１４０、１５０、１６０
、１７０、及び、１８０のうちの別の１つ）上で無線端末１１０と通信リンクを確立する
ために使用され得る動作を示す図である。ブロック６０２で、第１の無線ネットワークに
より、通信要求が無線端末１１０へ通信される。例えばデータメッセージ（例えば、ＳＭ
Ｓ、ＥＭＳ、及び、Ｅメールのうち少なくともいずれか）を送信することにより、第２の
無線ネットワークは、第１の無線ネットワークに、第１のネットワークを介して通信要求
を無線端末１１０へ通信させることができる。ブロック６０４で、無線端末１１０の位置
が決定され得る。そして、無線端末１１０の位置は、他の近くの無線ネットワークの識別
情報を決定するために使用され得る。ブロック６０６で、無線端末１１０と第２の無線ネ
ットワークとの間の通信リンクを確立するために使用され得る情報を含む補助情報が生成
され得る。補助情報は、（図２に示される）ブロック２０８、（図３に示される）ブロッ
ク３０６、（図４に示される）ブロック４０６、及び、（図５に示される）ブロック５０
６のうち少なくともいずれかに関して上述した情報を含んでもよいし、位置及びブロック
６０４で決定された近くの無線ネットワークの識別情報のうち少なくとも一方を含んでも
よい。補助情報は、第２の無線ネットワーク及び第１の無線ネットワークのうち少なくと
も一方によって生成され得る。ブロック６０８で、第１の無線ネットワークにより、補助
情報が無線端末１１０へ通信される。ブロック６１０で、第２の無線ネットワークを介し
て、無線端末１１０への通信リンクが確立される。
【００３１】
　図面及び明細書において、本発明の実施形態が開示されてきた。そして、特定の用語が
使用されているが、特定の用語は、一般的かつ説明的な意味でのみ使用されているに過ぎ
ず、限定の目的で使用されているわけではない。本発明の範囲は、以下の請求の範囲に記
載されている。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の多様な実施形態に従う無線通信システムを示す図である。
【図２】本発明の多様な実施形態に従う、無線端末から通信リンクを確立するための動作
を示す図である。
【図３】本発明の多様な他の実施形態に従う、無線端末から通信リンクを確立するための
動作を示す図である。
【図４】本発明の多様な実施形態に従う、無線ローカルエリアネットワークを介して無線
端末から通信リンクを確立するための動作を示す図である。
【図５】本発明の多様な実施形態に従う、デジタルテレビジョンネットワークを介して無
線端末から通信リンクを確立するための動作を示す図である。
【図６】本発明の多様な実施形態に従う、ある無線ネットワークから通信要求を行って他
の無線ネットワークとの通信リンクを確立するための動作を示す図である。
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