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(57)【要約】
【課題】無線方式の増設に柔軟に対応しながら、異なる
無線方式相互間で通信タイミングを認識可能にする。
【解決手段】異なる無線方式毎に配置し、無線方式の通
信を制御する無線方式通信制御部１０と、無線方式毎に
配置し、無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレー
ムをカウントするカウンタ部１１と、無線方式共通の所
定周期でカウントする共通カウンタ部２１と、通信中の
無線方式に関わる通信停止区間のタイミングを通信中の
無線方式に対応するカウンタ部１１のカウント値で算出
し、この算出したカウント値を共通カウント値で換算す
る第１カウント値換算部４０と、通知先の無線方式通信
制御部１０側で通信停止区間のタイミングを認識させる
べく、第１カウント値換算部４０で換算した共通カウン
ト値を通知先の無線方式に対応するカウンタ部１１のカ
ウント値に換算する第２カウント値換算部５０とを有し
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる無線方式毎に配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制御部と、
　前記無線方式毎に配置し、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームをカウ
ントするカウンタ部と、
　無線方式共通の所定周期でカウントする共通カウンタ部と、
　通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式
に対応するカウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を前記共通カウン
タ部の共通カウント値で換算する第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に対応す
るカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算部と
を有することを特徴とするマルチ無線通信装置。
【請求項２】
　前記第１カウント値換算部は、
　前記カウンタ部のカウント値毎に、前記共通カウンタ部の共通カウント値に換算する換
算比率を保持する換算比率保持部を有し、前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部の
カウント値に対応する前記換算比率を前記換算比率保持部から読み出し、読み出した換算
比率に基づき、前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値を前記共通カウ
ンタ部の共通カウント値で換算すると共に、
　前記第２カウント値換算部は、
　前記通知先の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値に対応する前記換算比率を前
記換算比率保持部から読み出し、読み出した換算比率に基づき、前記第１カウント値換算
部で換算した前記共通カウント値を前記通知先の無線方式に対応するカウンタ部のカウン
ト値に換算することを特徴とする請求項１記載のマルチ無線通信装置。
【請求項３】
　前記無線方式毎の前記無線方式通信制御部を制御する通信制御部を有し、
　前記各無線方式通信制御部は、
　自己の無線方式のフレーム周期で通信フレームをカウントする前記カウンタ部と、
　前記通信中の無線方式の通信タイミングの内、前記特定通信タイミングを前記通信中の
無線方式に対応する前記カウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を前
記共通カウンタ部の共通カウント値で換算する前記第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を前記通信制御部に通知する
通知部と、
　前記通信制御部からの前記特定通信タイミングに関わる共通カウント値を検出すると、
この共通カウント値を自己の無線方式に対応する前記カウンタ部のカウント値に換算する
前記第２カウント値換算部と
を有し、
　前記通信制御部は、
　前記無線方式通信制御部側の前記通知部から前記共通カウント値を検出すると、この共
通カウント値を、前記通知先の前記無線方式通信制御部に前記特定通信タイミングに関わ
る共通カウント値として通知することを特徴とする請求項１又は２記載のマルチ無線通信
装置。
【請求項４】
　前記無線方式毎の前記無線方式通信制御部を制御する通信制御部を有し、
　前記各無線方式通信制御部は、
　自己の無線方式のフレーム周期で通信フレームをカウントする前記カウンタ部を有し、
　前記通信制御部は、
　前記無線方式毎に配置し、無線方式毎のフレーム周期で通信フレームをカウントするレ
プリカカウンタ部と、
　前記通信中の無線方式の通信タイミングの内、前記特定通信タイミングを前記通信中の
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無線方式に対応する前記レプリカカウンタ部のカウント値で算出し、このカウント値を前
記共通カウンタ部の共通カウント値で換算する前記第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を前記通知先の無線方式に対
応する前記レプリカカウンタ部のカウント値に換算する前記第２カウント値換算部と
を有することを特徴とする請求項１又は２記載のマルチ無線通信装置。
【請求項５】
　前記特定通信タイミングのカウント値は、この特定通信タイミングの開始タイミングを
示すカウント値及び、この特定通信タイミングの終了タイミングを示すカウント値を含む
ことを特徴とする請求項１～４の何れか一に記載のマルチ無線通信装置。
【請求項６】
　前記所定通信タイミングは、
　前記通信中の無線方式の通信タイミングの内、前記通知先の無線方式へ切替可能な通信
停止区間の通信タイミングに相当することを特徴とする請求項１～５の何れか一に記載の
マルチ無線通信装置。
【請求項７】
　前記第１カウント値換算部は、
　無線方式の通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを検出すると、この通信フレー
ム以降の通信フレームの通信タイミングを起点にして前記通信停止区間の通信タイミング
を前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値で算出することを特徴とする
請求項６記載のマルチ無線通信装置。
【請求項８】
　異なる無線方式毎に配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制御部と、前
記無線方式毎に配置し、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームをカウント
するカウンタ部とを備えたマルチ無線通信装置の通信タイミング通知方法であって、
　通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式
に対応するカウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を無線方式共通の
共通カウント値で換算する第１カウント値換算ステップと、
　前記第１カウント値換算ステップで換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に
対応するカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算ステップと
を含むことを特徴とする通信タイミング通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、複数の無線方式を切替可能にした携帯電話機等のマルチ無線通信装
置及び通信タイミング通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機での異なる無線方式間の切替制御、例えば、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂ
ａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式やＧＳＭ
（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
）方式のデュアルＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）環境の無
線方式間の切替制御では、無線方式間相互で通信タイミングを通知し、例えば、ＷＣＤＭ
Ａ方式で通信中にＧＳＭ方式のセル検出処理や切替処理等を実行するものが広く知られて
いる。
【０００３】
　図８は、ＷＣＤＭＡ方式の通信フレームを端的に示す説明図、図９は、ＧＳＭ方式の通
信フレームを端的に示す説明図である。
【０００４】
　図８に示すＷＣＤＭＡ方式の通信フレームは、１フレームのフレーム長を１０ｍｓとし
、１フレームは、０～１４の１５個のスロットで構成し、１スロットのスロット長を６６
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６．７μｓとしている。
【０００５】
　また、図９に示すＧＳＭ方式の通信フレームは、１フレームのフレーム長を４．６１５
ｍｓとし、１フレームは、０～７の８個のスロットで構成し、１スロットのスロット長を
０．５７７ｍｓとしている。
【０００６】
　このようにＷＣＤＭＡ方式及びＧＳＭ方式では通信フレームが異なるため、これらＷＣ
ＤＭＡ方式及びＧＳＭ方式間で切替可能なマルチ携帯電話機では、ＷＣＤＭＡ方式及びＧ
ＳＭ方式間相互で通信停止区間の通信タイミングを次のような方法で認識している。
【０００７】
　図１０は、従来のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。
【０００８】
　図１０に示すマルチ携帯電話機１００は、ＷＣＤＭＡ方式の通信を制御するＷＣＤＭＡ
通信制御部１１０Ａと、ＧＳＭ方式の通信を制御するＧＳＭ通信制御部１１０Ｂと、ＷＣ
ＤＭＡ通信制御部１１０Ａ及びＧＳＭ通信制御部１１０Ｂを制御する通信制御部１２０と
、これらＷＣＤＭＡ通信制御部１１０Ａ、ＧＳＭ通信制御部１１０Ｂ及び通信制御部１２
０間の通信経路である制御バス１３０とを有している。
【０００９】
　また、ＷＣＤＭＡ通信制御部１１０Ａは、ＷＣＤＭＡ方式の通信フレームをカウントす
るＷＣＤＭＡカウンタ部１１１Ａと、後述する保持タイミング信号生成部１１２Ａ、カウ
ント保持部１１３Ａ及びタイミング制御部１１４Ａとを有している。
【００１０】
　また、ＧＳＭ通信制御部１１０Ｂは、ＧＳＭ方式の通信フレームをカウントするＧＳＭ
カウンタ部１１１Ｂと、後述する保持タイミング信号生成部１１２Ｂ、カウント保持部１
１３Ｂ及びタイミング制御部１１４Ｂとを有している。
【００１１】
　更に、通信制御部１２０は、ＷＣＤＭＡ方式又はＧＳＭ方式を切替可能にする方式切替
制御部１２１を有している。
【００１２】
　図１１は、従来のマルチ携帯電話機１００に関わるＷＣＤＭＡ方式及びＧＳＭ方式間の
セル検出処理タイミングの動作を端的に示す説明図である。
【００１３】
　ＷＣＤＭＡ通信制御部１１０Ａ内のＷＣＤＭＡカウンタ部１１１Ａは、ＷＣＤＭＡ通信
中に、マルチ携帯電話機１００側での信号受信処理を不要とする通信停止区間Ｐの事前提
示を含む通信フレームＭ－１を受信する。尚、通信停止区間の事前提示は、通信停止区間
Ｐのタイミング、例えば、開始タイミング及び終了タイミングを含むものである。
【００１４】
　ＷＣＤＭＡ通信制御部１１０Ａは、通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを受信
すると、保持タイミング信号生成部１１２Ａを通じて、通信フレームＭ－１以降の次の通
信フレームＭの境界線タイミングで保持タイミング信号及び通信停止区間Ｐのタイミング
をＧＳＭ通信制御部１１０Ｂに通知する。
【００１５】
　ＧＳＭ通信制御部１１０Ｂは、保持タイミング信号及び通信停止区間Ｐのタイミングを
検出すると、その検出時点のＧＳＭ方式の通信フレームＮに相当するＧＳＭカウンタ部１
１１Ｂのカウント値及び通信停止区間Ｐのパラメータをカウント保持部１１３Ｂに保持す
る。
【００１６】
　ＧＳＭ通信制御部１１０Ｂ内のタイミング制御部１１４Ｂは、カウント保持部１１３Ｂ
の保持内容に基づき、ＧＳＭカウント値Ｎ＋開始タイミング（Ｐ－Ｍ）、すなわち、ＧＳ
Ｍカウンタ部１１１Ｂのカウント値Ｎから通信停止区間Ｐの開始タイミングまでをＧＳＭ
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カウンタ部１１１Ｂのカウント値で算出する。
【００１７】
　そして、ＧＳＭ通信制御部１１０Ｂは、ＧＳＭカウンタ部１１１Ｂの現在カウント値が
ＷＣＤＭＡ方式の通信停止区間Ｐの開始タイミングに相当するＧＳＭ方式のカウント値に
到達すると、ＷＣＤＭＡ方式の通信停止区間Ｐ内のＧＳＭ方式の通信フレームの区間内で
ＧＳＭ方式に切替えてＧＳＭ方式のセル検出処理を実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２００５－３９７６５号公報
【特許文献２】特開２００４－３１２６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　上記従来のマルチ携帯電話機１００では、例えば、ＷＣＤＭＡ通信中にＷＣＤＭＡ通信
制御部１１０Ａ側で通信停止区間の事前提示を検出すると、保持タイミング信号及び通信
停止区間ＰのタイミングをＧＳＭ通信制御部１１０Ｂに通知し、ＧＳＭ通信制御部１１０
Ｂ側で保持タイミング信号を検出すると、保持タイミング信号検出時点のＧＳＭ方式のカ
ウント値をカウント保持部１１３Ｂに保持し、このカウント値から通信停止区間Ｐの開始
タイミングに相当するカウント値をＧＳＭカウンタ部１１１Ｂのカウント値で算出し、こ
の算出したカウント値に基づき、ＷＣＤＭＡ方式の通信停止区間Ｐの開始タイミングをＧ
ＳＭ通信制御部１１０Ｂに通知する。
【００２０】
　しかしながら、上記従来のマルチ携帯電話機１００では、ＷＣＤＭＡ方式及びＧＳＭ方
式間で通信停止区間Ｐを認識できるようにするために、ＷＣＤＭＡ方式やＧＳＭ方式等の
無線方式毎に、無線方式間で相互に通知する仕組み、すなわち保持タイミング信号生成部
１１２及びカウント保持部１１３を備える必要があるが、例えば、将来的に無線方式が増
えた場合、その都度、無線方式分の保持タイミング信号生成部１１２及びカウント保持部
１１３を増設しなければならず、無線方式の増加に柔軟に対応できない。
【００２１】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、無線方式
の増設に柔軟に対応しながら、異なる無線方式相互間で通信タイミング（通信停止区間）
を認識可能にしたマルチ無線通信装置及び通信タイミング通知方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本願の開示するマルチ無線通信装置は、一つの態様において、異なる無線方式毎に配置
し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制御部と、前記無線方式毎に配置し、前
記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームをカウントするカウンタ部と、無線方
式共通の所定周期でカウントする共通カウンタ部と、通信中の無線方式の通信タイミング
の内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値で
算出し、この算出したカウント値を前記共通カウンタ部の共通カウント値で換算する第１
カウント値換算部と、前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を通知先
の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算部とを有す
る。
【００２３】
　本願の開示する通信タイミング通知方法は、一つの態様において、異なる無線方式毎に
配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制御部と、前記無線方式毎に配置し
、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームをカウントするカウンタ部とを備
えたマルチ無線通信装置の通信タイミング通知方法であって、通信中の無線方式の通信タ
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イミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部のカウ
ント値で算出し、この算出したカウント値を無線方式共通の共通カウント値で換算する第
１カウント値換算ステップと、前記第１カウント値換算ステップで換算した前記共通カウ
ント値を通知先の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値
換算ステップとを含む。
【発明の効果】
【００２４】
　本願の開示するマルチ無線通信装置及び通信タイミング通知方法の一つの態様によれば
、無線方式間で相互にカウント値を通知する仕組みを不要とすることで、無線方式の増加
に対しても、部品個数を抑制しながら柔軟に対応し、かつ、異なる無線方式の通信タイミ
ングを異なる無線方式間で認識できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、実施例１のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施例２のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、第１通信停止区間通知処理に関わるマルチ携帯電話機内部の処理動作を
示すフローチャートである。
【図４】図４は、マルチ携帯電話機の通信停止区間の通信タイミングを示す説明図である
。
【図５】図５は、通信停止区間切替処理に関わる通信制御部の処理動作を示すフローチャ
ートである。
【図６】図６は、実施例３のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、第２通信停止区間通知処理に関わるマルチ携帯電話機内部の処理動作を
示すフローチャートである。
【図８】図８は、ＷＣＤＭＡ方式の通信フレームを端的に示す説明図である。
【図９】図９は、ＧＳＭ方式の通信フレームを端的に示す説明図である。
【図１０】図１０は、従来のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、従来のマルチ携帯電話機に関わるＷＣＤＭＡ方式及びＧＳＭ方式間
のセル検出処理タイミングの動作を端的に示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面に基づき本願の開示するマルチ無線通信装置及び通信タイミング通知方法の
実施例について説明する。
【実施例１】
【００２７】
　図１は、実施例１のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。
【００２８】
　図１に示すマルチ携帯電話機１は、異なる無線方式毎に配置し、無線方式の通信を制御
する複数の無線方式通信制御部１０と、これら複数の無線方式通信制御部１０を制御する
通信制御部２０と、これら無線方式通信制御部１０及び通信制御部２０間の通信経路であ
る制御バス３０とを有している。
【００２９】
　無線方式通信制御部１０は、無線方式毎に配置し、無線方式毎に異なるフレーム周期で
通信フレームをカウントするカウンタ部１１を有している。
【００３０】
　通信制御部２０は、無線方式共通の所定周期でカウントする共通カウンタ部２１と、無
線方式を切替制御する方式切替制御部２２とを有している。
【００３１】
　無線方式は、異なる無線方式Ａ、無線方式Ｂ及び無線方式Ｃに相当し、例えば、ＷＣＤ
ＭＡ方式やＧＳＭ方式等に相当するものである。
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【００３２】
　無線方式通信制御部１０は、無線方式Ａの通信を制御する無線方式Ａ通信制御部１０Ａ
、無線方式Ｂの通信を制御する無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂや、無線方式Ｃの通信を制御
する無線方式Ｃ通信制御部１０Ｃに相当するものである。
【００３３】
　カウンタ部１１は、無線方式Ａの通信フレームをカウントする無線方式Ａカウンタ部１
１Ａと、無線方式Ｂの通信フレームをカウントする無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂと、無線
方式Ｃの通信フレームをカウントする無線方式Ｃカウンタ部１１Ｃとを有している。
【００３４】
　更に、マルチ携帯電話機１は、通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイ
ミングを通信中の無線方式に対応するカウンタ部１１のカウント値で算出し、この算出し
たカウント値を共通カウンタ部２１の共通カウント値で換算する第１カウント値換算部４
０を有している。
【００３５】
　尚、特定通信タイミングは、無線方式の通信タイミングの内、例えば、通信停止区間等
に相当するものである。
【００３６】
　第１カウント値換算部４０は、例えば、通信中の無線方式Ａの通信タイミングの内、特
定通信タイミングを通信中の無線方式Ａの無線方式Ａカウンタ部１１Ａのカウント値で算
出するものである。
【００３７】
　更に、第１カウント値換算部４０は、特定通信タイミングを無線方式Ａのカウント値で
算出すると、この算出したカウント値を共通カウンタ部２１の共通カウント値で換算する
ものである。
【００３８】
　また、マルチ携帯電話機１は、通信中の無線方式以外の無線方式に関わる通知先の無線
方式通信制御部１０側で特定通信タイミングを認識させるべく、第１カウント値換算部４
０で換算した共通カウント値を通知先の無線方式に対応するカウンタ部１１のカウント値
に換算する第２カウント値換算部５０を有している。
【００３９】
　第２カウント値換算部５０は、例えば、通信中の無線方式Ａ以外の通知先の無線方式Ｂ
通信制御部１０Ｂ側で無線方式Ａの特定通信タイミングを認識させるべく、特定通信タイ
ミングの共通カウント値を通知先の無線方式Ｂの無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂのカウント
値に換算するものである。
【００４０】
　更に、第２カウント値換算部５０は、特定通信タイミング相当の共通カウント値を無線
方式Ｂのカウント値に換算して無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂに通知するものである。その
結果、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ａの特定通信タイミング相当の無線方式
Ａのカウント値を認識できなくても、第２カウント値換算部５０で換算した無線方式Ａの
特定通信タイミングを認識できるものである。
【００４１】
　次に、実施例１のマルチ携帯電話機１の動作について説明する。
【００４２】
　例えば、無線方式Ａ通信中に、無線方式Ａの通信タイミングの内、特定通信タイミング
の事前提示を含む通信フレームを検出した後、その特定通信タイミングを無線方式Ｂ通信
制御部１０Ｂに通知する場合の動作について説明する。
【００４３】
　通信制御部２０は、通信中の無線方式Ａの通信タイミングの内、特定通信タイミングの
事前提示を含む通信フレームを検出すると、無線方式Ａ通信制御部１０Ａに特定通信タイ
ミングの事前提示を通知する。
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【００４４】
　無線方式Ａ通信制御部１０Ａは、無線方式Ａの特定通信タイミングを無線方式Ａカウン
タ部１１Ａのカウント値で算出する。
【００４５】
　第１カウント値換算部４０は、無線方式Ａの特定通信タイミングを無線方式Ａカウンタ
部１１Ａのカウント値で算出すると、この算出したカウント値を共通カウンタ部２１の共
通カウント値で換算する。
【００４６】
　更に、第２カウント値換算部５０は、通知先の無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂ側で特定通
信タイミングを認識させるべく、第１カウント値換算部４０で換算した共通カウント値を
通知先の無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂ側の無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂのカウント値に換
算する。
【００４７】
　その結果、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、第２カウント値換算部５０にて換算した無
線方式Ｂのカウント値に基づき、無線方式Ａの特定通信タイミングを認識することになる
。
【００４８】
　実施例１では、例えば、無線方式Ａの通信タイミングの内、特定通信タイミングを無線
方式Ｂ通信制御部１０Ｂ側で認識させる場合、無線方式Ａカウンタ部１１Ａで特定通信タ
イミングのカウント値を算出し、この算出した無線方式Ａのカウント値を共通カウンタ部
２１の共通カウント値で換算し、この換算した共通カウント値を通知先である無線方式Ｂ
の無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂのカウント値で換算することで、無線方式Ｂ通信制御部１
０Ｂでも無線方式Ａの特定通信タイミングを認識できる。
【００４９】
　その結果、実施例１では、無線方式共通の共通カウント値を使用することで、異なる無
線方式相互間で特定通信タイミングを認識でき、しかも、無線方式間で相互にカウント値
を通知する仕組みを不要とすることで、将来、新たに無線方式を増設したとしても、部品
個数を抑制しながら、柔軟に対応できる。
【実施例２】
【００５０】
　次に、第１カウント値換算部４０及び第２カウント値換算部５０を無線方式通信制御部
１０内部に配置した場合の実施例につき、実施例２として、以下に説明する。図２は、実
施例２のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。尚、実施例１のマル
チ携帯電話機１と同一の構成については同一符号を付すことで、その重複する構成及び動
作の説明については省略する。
【００５１】
　図２に示すマルチ携帯電話機１Ａと図１に示すマルチ携帯電話機１とが主に異なるとこ
ろは、第１カウント値換算部４０及び第２カウント値換算部５０を、無線方式毎の無線方
式通信制御部１０内部に設けた点にある。　
【００５２】
　無線方式通信制御部１０は、カウンタ部１１の他に、第１カウント値換算部４０（４０
Ａ，４０Ｂ，４０Ｃ）と、第２カウント値換算部５０（５０Ａ，５０Ｂ，５０Ｃ）と、無
線方式のカウント値及び共通カウント値同士を換算する換算比率を保持する換算比率保持
部１２（１２Ａ，１２Ｂ，１２Ｃ）とを有している。
【００５３】
　無線方式Ａ通信制御部１０Ａの換算比率保持部１２Ａは、無線方式Ａのカウント値及び
共通カウント値同士を換算する換算比率を保持し、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂの換算比
率保持部１２Ｂは、無線方式Ｂのカウント値及び共通カウント値同士を換算する換算比率
を保持し、無線方式Ｃ通信制御部１０Ｃの換算比率保持部１２Ｃは、無線方式Ｃのカウン
ト値及び共通カウント値同士を換算する換算比率を保持するものである。
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【００５４】
　通信制御部２０は、共通カウンタ部２１及び方式切替制御部２２の他に、共通タイミン
グ演算部２３を有している。
【００５５】
　通信制御部２０は、通信中の無線方式に関わる網から通信停止区間等の特定通信タイミ
ングを提示する事前提示を含む通信フレームを受信すると、通信中の無線方式に関わる無
線方式通信制御部１０に対して特定通信タイミングの共通カウント値を要求するものであ
る。
【００５６】
　例えば、第１カウント値換算部４０Ａは、通信制御部２０から共通カウント値要求を検
出すると、通信中の無線方式Ａの通信タイミングの内、特定通信タイミング、例えば、通
信停止区間を無線方式Ａカウンタ部１１Ａのカウント値で算出し、換算比率保持部１２Ａ
に保持中の換算比率に基づき、通信停止区間の無線方式Ａのカウント値を共通カウント値
に換算し、その通信停止区間の共通カウント値を通信制御部２０に通知するものである。
【００５７】
　通信制御部２０内の共通タイミング演算部２３は、第１カウント値換算部４０Ａから通
信停止区間の共通カウント値を検出すると、共通カウンタ部２１の共通カウント値に基づ
き、通信停止区間の共通カウント値に到達したか否かを監視するものである。
【００５８】
　通信制御部２０内の方式切替制御部２２は、共通カウンタ部２１の現在の共通カウント
値が通信停止区間の共通カウント値に到達した場合、通信中の無線方式Ａを通知先の他の
無線方式に切替選択するものである。
【００５９】
　更に、通信制御部２０は、第１カウント値換算部４０Ａから通信停止区間の共通カウン
ト値を検出すると、通知先の無線方式通信制御部１０、例えば、無線方式Ｂ通信制御部１
０Ｂに通信停止区間の共通カウント値を通知するものである。
【００６０】
　無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂ内の第２カウント値換算部５０Ｂは、通信制御部２０から
の通信停止区間の共通カウント値を検出すると、換算比率保持部１２Ｂに保持中の換算比
率に基づき、通信停止区間の共通カウント値を無線方式Ｂのカウント値に換算するもので
ある。
【００６１】
　無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂの現在カウント値が通信
停止区間に関わるカウント値に到達したか否かを監視するものである。
【００６２】
　無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、現在カウント値が通信停止区間に関わるカウント値に
到達した場合、この無線方式Ａの通信停止区間を使用して無線方式Ｂのセル検出処理等の
各種処理を実行するものである。
【００６３】
　次に、実施例２のマルチ携帯電話機１Ａの動作について説明する。図３は、第１通信停
止区間通知処理に関わるマルチ携帯電話機１Ａ内部の処理動作を示すフローチャート、図
４は、マルチ携帯電話機１Ａの通信停止区間の通信タイミングを示す説明図である。
【００６４】
　図３に示す第１通信停止区間通知処理とは、通信中の無線方式に関わる通信停止区間の
通信タイミングを異なる無線方式の無線方式通信制御部１０に通知するための処理である
。尚、説明の便宜上、通信中の無線方式を無線方式Ａ、通信停止区間の通信タイミングを
通知する通知先を無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂとする。
【００６５】
　図３において通信制御部２０は、無線方式Ａとの通信中に（ステップＳ１１）、通信停
止区間の事前提示を含む通信フレームを受信したか否かを判定する（ステップＳ１２）。
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【００６６】
　通信制御部２０は、通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを受信した場合（ステ
ップＳ１２肯定）、現在通信中の無線方式Ａ通信制御部１０Ａに対して通信停止区間カウ
ント値を要求する（ステップＳ１３）。
【００６７】
　無線方式Ａ通信制御部１０Ａ内の無線方式Ａカウンタ部１１Ａは、通信停止区間カウン
ト値要求を検出すると、図４に示すように、無線方式Ａの現在の通信フレームの境界線に
相当する無線方式Ａのカウント値Ａ１を取得する（ステップＳ１４）。
【００６８】
　無線方式Ａ通信制御部１０Ａ内の第１カウント値換算部４０Ａは、現在フレーム境界線
に相当する無線方式Ａのカウント値Ａ１を取得すると、この無線方式Ａのカウント値Ａ１
を起点にして通信停止区間の通信タイミングのカウント値（Ａ２，Ａ３）を算出する（ス
テップＳ１５）。尚、通信停止区間の通信タイミングのカウント値とは、通信停止区間の
開始タイミングのカウント値Ａ２及び通信停止区間の終了タイミングのカウント値Ａ３に
相当するものである。
【００６９】
　第１カウント値換算部４０Ａは、換算比率保持部１２Ａから無線方式Ａの換算比率を読
み出し（ステップＳ１６）、この無線方式Ａの換算比率に基づき、起点のカウント値Ａ１
及び通信停止区間のカウント値（Ａ２，Ａ３）を共通カウント値（Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３）に
換算する（ステップＳ１７）。
【００７０】
　そして、第１カウント値換算部４０Ａは、通信停止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３
）を通信制御部２０に通知する（ステップＳ１８）。
【００７１】
　通信制御部２０は、無線方式Ａに関わる通信停止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３）
を検出すると、通信停止区間の通信タイミングを通知する通知先である無線方式Ｂ通信制
御部１０Ｂに対して通信停止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３）を通知する（ステップ
Ｓ１９）。
【００７２】
　無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂ内の無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂは、無線方式Ａに関わる
通信停止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３）を検出すると、換算比率保持部１２Ｂに保
持中の無線方式Ｂの換算比率に基づき、通信停止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３）を
無線方式Ｂのカウント値（Ｂ２，Ｂ３）に換算し（ステップＳ２０）、図４に示す処理動
作を終了する。
【００７３】
　その結果、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ａの通信停止区間を無線方式Ｂの
カウント値で認識したことになる。
【００７４】
　尚、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂの現在カウント値が
ステップＳ２０の通信停止区間に関わる無線方式Ｂのカウント値Ｂ２に到達した場合、無
線方式Ａの通信停止区間が開始したものと判断し、同区間内で無線方式Ｂのセル検出処理
等を実行するものである。
【００７５】
　また、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂの現在カウント値
が通信停止区間に関わる無線方式Ｂのカウント値Ｂ３に到達した場合、無線方式Ａの通信
停止区間が終了したものと判断し、無線方式Ｂのセル検出処理等を終了するものである。
【００７６】
　また、通信制御部２０は、通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを受信しなかっ
た場合（ステップＳ１２否定）、無線方式Ａを通信中であるか否かを監視すべく、ステッ
プＳ１１に移行するものである。
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【００７７】
　図３に示す第１通信停止区間通知処理では、無線方式Ａ通信中に通信停止区間の事前提
示を受信した場合、無線方式Ａ通信制御部１０Ａ側で通信停止区間のカウント値を算出し
て同カウント値を共通カウント値で換算して通信制御部２０に通知すると共に、通信停止
区間の共通カウント値を通知先の無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂに通知し、無線方式Ｂ側通
信制御部１０Ｂ側で通信停止区間の共通カウント値を無線方式Ｂのカウント値に換算する
ことで、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂでは、共通カウント値で無線方式Ａの通信停止区間
の通信タイミングを認識できる。
【００７８】
　図５は、通信停止区間切替処理に関わる通信制御部２０内部の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【００７９】
　図５に示す通信停止区間切替処理とは、通信停止区間の通信タイミングで無線方式を切
替選択する処理である。尚、説明の便宜上、無線方式Ａの通信停止区間で無線方式Ｂに切
替選択するものとする。
【００８０】
　図５において通信制御部２０内の共通タイミング演算部２３は、共通カウンタ部２１の
現在の共通カウント値が通信停止区間の開始タイミングに相当する共通カウント値Ｘ２に
到達したか否かを判定する（ステップＳ３１）。
【００８１】
　通信制御部２０内の方式切替制御部２２は、現在の共通カウンタ値が通信停止区間の開
始タイミングに相当する共通カウント値Ｘ２に到達した場合（ステップＳ３１肯定）、無
線方式Ａの通信停止区間が開始したものと判断し、無線方式Ａを無線方式Ｂに切替選択す
る（ステップＳ３２）。尚、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ｂ切替選択後、こ
の無線方式Ｂの通信フレームを使用してセル検出処理等を実行するものである。
【００８２】
　通信制御部２０内の共通タイミング演算部２３は、共通カウンタ部２１の現在の共通カ
ウント値が通信停止区間の終了タイミングに相当する共通カウント値Ｘ３に到達したか否
かを判定する（ステップＳ３３）。
【００８３】
　通信制御部２０内の方式切替制御部２２は、現在の共通カウンタ値が通信停止区間の終
了タイミングに相当する共通カウント値Ｘ３に到達した場合（ステップＳ３３肯定）、無
線方式Ｂの通信停止区間が終了したものと判断し、無線方式Ｂを無線方式Ａに切替選択す
る（ステップＳ３４）。尚、無線方式Ａ通信制御部１０Ａは、無線方式Ａ切替選択後、通
信停止区間前の無線方式Ａの通信を再開するものである。
【００８４】
　共通タイミング演算部２３は、現在の共通カウント値が通信停止区間の開始タイミング
に相当する共通カウント値Ｘ２に到達していない場合（ステップＳ３１否定）、共通カウ
ント値の監視動作を継続すべく、ステップＳ３１に移行する。
【００８５】
　また、共通タイミング演算部２３は、現在の共通カウント値が通信停止区間の終了タイ
ミングに相当する共通カウント値Ｘ３に到達していない場合（ステップＳ３３否定）、共
通カウント値の監視動作を継続すべく、ステップＳ３３に移行する。
【００８６】
　図５に示す通信停止区間切替処理では、現在の共通カウント値が無線方式Ａの通信停止
区間の開始タイミングに相当する共通カウント値に到達した場合、無線方式Ａの通信停止
区間が開始したものと判断し、無線方式Ｂに切替選択し、現在の共通カウント値が無線方
式Ａの通信停止区間の終了タイミングに相当する共通カウント値に到達した場合、無線方
式Ｂの通信停止区間が終了したものと判断し、無線方式Ａに切替選択する。
【００８７】
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　実施例２では、無線方式の通信中に通信停止区間の事前提示を受信した場合、通信中の
無線方式通信制御部１０側で通信停止区間のカウント値を算出して同カウント値を共通カ
ウント値で換算し、通信停止区間の共通カウント値を通知先の無線方式通信制御部１０に
通知し、無線方式通信制御部１０側で通信停止区間の共通カウント値を通知先の無線方式
のカウント値に換算することで、通知先の無線方式通信制御部１０では、共通カウント値
で無線方式の通信停止区間の通信タイミングを認識できる。
【００８８】
　実施例２では、無線方式の通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを検出すると、
この通信フレーム以降の通信フレームのフレーム境界線を起点にして前記通信停止区間の
通信タイミング、すなわち開始タイミング及び終了タイミングを通信中の無線方式に対応
するカウンタ部のカウント値で算出するため、通信停止区間の通信タイミングを通信中の
無線方式のカウント値で得ることができる。
【００８９】
　実施例２では、無線方式共通の共通カウント値を使用することで、異なる無線方式相互
間で特定通信タイミングを認識でき、しかも、無線方式間で相互にカウント値を通知する
仕組みを不要とすることで、将来、新たに無線方式を増設したとしても、部品個数を抑制
しながら、柔軟に対応できる。
【００９０】
　尚、上記実施例２では、無線方式通信制御部１０毎に、無線方式のカウント値及び共通
カウント値間の換算処理に使用する第１カウント値換算部４０Ａ（４０Ｂ，４０Ｃ）、第
２カウント値換算部５０Ａ（５０Ｂ，５０Ｃ）及び換算比率保持部１２Ａ（１２Ｂ，１２
Ｃ）を内蔵するようにしたが、これら共通カウント値の換算処理を通信制御部２０で実行
させるようにしても良く、この場合の実施例につき、実施例３として、以下に説明する。
【実施例３】
【００９１】
　図６は、実施例３のマルチ携帯電話機内部の概略構成を示すブロック図である。尚、図
１に示すマルチ携帯電話機１と同一の構成には同一符号を付すことで、その重複する構成
及び動作の説明については省略する。
【００９２】
　図６に示すマルチ携帯電話機１Ｂと図１に示すマルチ携帯電話機１とが主に異なるとこ
ろは、第１カウント値換算部４０及び第２カウント値換算部５０を通信制御部２０Ａ内部
に設けると共に、無線方式毎のカウンタ部１１と同一フレーム周期でカウントするレプリ
カカウンタ部２４を通信制御部２０Ａ内部に設けた点にある。
【００９３】
　通信制御部２０Ａは、共通カウンタ部２１及び方式切替制御部２２の他に、共通タイミ
ング演算部２３と、無線方式毎のカウンタ部１１と同一フレーム周期でカウントするレプ
リカカウンタ部２４と、無線方式毎のレプリカカウンタ部２４のカウント値を共通カウン
タ部２１の共通カウント値に換算する第１カウント値換算部４０Ｘと、共通カウンタ部２
１の共通カウント値を無線方式毎のカウント値に換算する第２カウント値換算部５０Ｘと
、無線方式毎のカウント値及び共通カウント値同士を換算する換算比率を保持する換算比
率保持部２５とを有している。
【００９４】
　レプリカカウンタ部２４は、無線方式Ａカウンタ部１１Ａと同一フレーム周期の無線方
式Ａレプリカカウンタ部２４Ａと、無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂと同一フレーム周期の無
線方式Ｂレプリカカウンタ部２４Ｂと、無線方式Ｃカウンタ部１１Ｃと同一フレーム周期
の無線方式Ｃレプリカカウンタ部２４Ｃとを有している。
【００９５】
　通信制御部２０Ａは、通信中の無線方式に関わる網から通信停止区間等の特定通信タイ
ミングを提示する事前提示を含む通信フレームを受信するものである。
【００９６】
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　第１カウント値換算部４０Ｘは、通信中の無線方式に関わる特定通信タイミング、例え
ば、通信停止区間を通信中の無線方式に関わるレプリカカウンタ部２４のカウント値で算
出し、換算比率保持部２５に保持中の通信中の無線方式の換算比率に基づき、通信停止区
間の無線方式のカウント値を共通カウント値に換算し、その通信停止区間の共通カウント
値を共通タイミング演算部２３に通知するものである。
【００９７】
　第２カウント値換算部５０Ｘは、通信停止区間の共通カウント値を検出すると、換算比
率保持部２５に保持中の通知先の無線方式の換算比率に基づき、通信停止区間の共通カウ
ント値を通知先の無線方式のカウント値に換算し、その通信停止区間のカウント値を通知
先の無線方式通信制御部１０に通知するものである。
【００９８】
　共通タイミング演算部２３は、第１カウント値換算部４０Ｘから通信停止区間の共通カ
ウント値を検出すると、共通カウンタ部２１の共通カウント値に基づき、通信停止区間の
共通カウント値に到達したか否かを監視するものである。
【００９９】
　また、方式切替制御部２２は、共通カウンタ部２１の現在の共通カウント値が通信停止
区間の共通カウント値に到達した場合、通信中の無線方式を通知先の他の無線方式に切替
選択するものである。
【０１００】
　通知先の無線方式通信制御部１０は、第２カウント値換算部５０Ｘにて換算した通信停
止区間に関わる無線方式のカウント値を検出すると、カウンタ部１１の現在カウント値が
通信停止区間のカウント値に到達したか否かを監視するものである。
【０１０１】
　無線方式通信制御部１０は、現在カウント値が通信停止区間に関わるカウント値に到達
した場合、この無線方式の通信停止区間を使用して自己の無線方式のセル検出処理等の各
種処理を実行するものである。
【０１０２】
　次に、実施例３のマルチ携帯電話機１Ｂの動作について説明する。図７は、第２通信停
止区間通知処理に関わるマルチ携帯電話機１Ｂ内部の処理動作を示すフローチャートであ
る。
【０１０３】
　図７に示す第２通信停止区間通知処理とは、通信中の無線方式に関わる通信停止区間の
通信タイミングを異なる無線方式の無線方式通信制御部１０に通知するための処理である
。尚、説明の便宜上、通信中の無線方式を無線方式Ａ、通信停止区間の通信タイミングを
通知する通知先を無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂとする。
【０１０４】
　図７において通信制御部２０Ａは、無線方式Ａとの通信中に（ステップＳ４１）、通信
停止区間の事前提示を含む通信フレームを受信したか否かを判定する（ステップＳ４２）
。
【０１０５】
　通信制御部２０Ａは、通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを受信した場合（ス
テップＳ４２肯定）、現在通信中の無線方式Ａの無線方式Ａレプリカカウンタ部２４Ａに
対して通信停止区間カウント値を要求する（ステップＳ４３）。
【０１０６】
　無線方式Ａレプリカカウンタ部２４Ａは、通信停止区間カウント値要求を検出すると、
図４に示すように、無線方式Ａの現在の通信フレームの境界線に相当する無線方式Ａのカ
ウント値Ａ１を取得する（ステップＳ４４）。
【０１０７】
　第１カウント値換算部４０Ｘは、現在フレーム境界線に相当する無線方式Ａのカウント
値Ａ１を取得すると、この無線方式Ａのカウント値Ａ１を起点にして通信停止区間の通信
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タイミングのカウント値（Ａ２，Ａ３）を算出する（ステップＳ４５）。尚、通信停止区
間の通信タイミングのカウント値とは、通信停止区間の開始タイミングのカウント値Ａ２
及び通信停止区間の終了タイミングのカウント値Ａ３に相当するものである。
【０１０８】
　第１カウント値換算部４０Ｘは、換算比率保持部２５から無線方式Ａの換算比率を読み
出し（ステップＳ４６）、この無線方式Ａの換算比率に基づき、起点のカウント値Ａ１及
び通信停止区間のカウント値（Ａ２，Ａ３）を共通カウント値（Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３）に換
算する（ステップＳ４７）。
【０１０９】
　更に、第２カウント値換算部５０Ｘは、第１カウント値換算部４０Ｘで換算した通信停
止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３）を検出すると、換算比率保持部２５から無線方式
Ｂの換算比率を読み出し（ステップＳ４８）、この無線方式Ｂの換算比率に基づき、通信
停止区間の共通カウント値（Ｘ２，Ｘ３）を無線方式Ｂレプリカカウンタ部２４Ｂの無線
方式Ｂのカウント値（Ｂ２，Ｂ３）に換算する（ステップＳ４９）。
【０１１０】
　第２カウント値換算部５０Ｘは、通信停止区間に関わる無線方式Ｂのカウント値（Ｂ２
，Ｂ３）を換算すると、無線方式Ｂのカウント値を無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂに通知し
（ステップＳ５０）、図７に示す処理動作を終了する。
【０１１１】
　その結果、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ａの通信停止区間を無線方式Ｂの
カウント値で認識することになる。
【０１１２】
　尚、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂの現在カウント値が
ステップＳ５０で得た通信停止区間に関わる無線方式Ｂのカウント値Ｂ２に到達した場合
、無線方式Ａの通信停止区間が開始したものと判断し、同区間内で無線方式Ｂのセル検出
処理等を実行するものである。
【０１１３】
　また、無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂは、無線方式Ｂカウンタ部１１Ｂの現在カウント値
が通信停止区間に関わる無線方式Ｂのカウント値Ｂ３に到達した場合、無線方式Ａの通信
停止区間が終了したものと判断し、無線方式Ｂのセル検出処理等を完全に終了するもので
ある。
【０１１４】
　また、通信制御部２０Ａは、通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを受信しなか
った場合（ステップＳ４２否定）、無線方式Ａを通信中であるか否かを監視すべく、ステ
ップＳ４１に移行するものである。
【０１１５】
　図７に示す第２通信停止区間通知処理では、無線方式Ａ通信中に通信停止区間の事前提
示を受信した場合、無線方式Ａレプリカカウンタ部２４Ａ側で通信停止区間のカウント値
を算出して同カウント値を共通カウント値に換算し、更に、共通カウント値を通知先であ
る無線方式Ｂレプリカカウンタ部２４Ｂ側で無線方式Ｂのカウント値で換算し、この無線
方式Ｂのカウント値を無線方式Ｂ通信制御部１０Ｂに通知することで、無線方式Ｂ通信制
御部１０Ｂでは、共通カウント値で無線方式Ａの通信停止区間の通信タイミングを認識で
きる。
【０１１６】
　実施例３では、無線方式の通信中に通信停止区間の事前提示を受信した場合、通信中の
無線方式のレプリカカウンタ部２４側で通信停止区間のカウント値を算出して同カウント
値を共通カウント値で換算し、通信停止区間の共通カウント値を通知先の無線方式通信制
御部１０に通知し、無線方式通信制御部１０側で通信停止区間の共通カウント値を通知先
の無線方式のカウント値に換算することで、通知先の無線方式通信制御部１０では、共通
カウント値で無線方式の通信停止区間の通信タイミングを認識できる。
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【０１１７】
　実施例３では、無線方式共通の共通カウント値を使用することで、異なる無線方式相互
間で通信停止区間を認識でき、しかも、無線方式間で相互にカウント値を通知する仕組み
を不要とすることで、将来、新たに無線方式を増設したとしても、部品個数を抑制しなが
ら、柔軟に対応できる。
【０１１８】
　尚、上記実施例１～３では、無線方式の特定通信タイミングとして通信停止区間を例に
あげて説明したが、他の通信タイミングであっても、同様の効果が得られることは言うま
でもない。
【０１１９】
　また、上記実施例１～３では、無線方式の特定通信タイミングとしての通信停止区間中
に他の無線方式のセル検出処理を実行する例について説明したが、セル検出処理に限定す
るものではなく、各種処理が実行可能であることは言うまでもない。
【０１２０】
　また、上記実施例２及び３では、通信中の無線方式Ａの通信停止区間に関わる無線方式
Ａのカウント値を共通カウント値で換算し、この換算した共通カウント値を通知先の無線
方式Ｂのカウント値に換算する例（図３及び図７参照）で説明したが、通信中の無線方式
の通信停止区間に関わる無線方式のカウント値を共通カウント値で換算し、この換算した
共通カウント値を通知先である無線方式のカウント値に換算するようにしても良く、同様
の効果が得られることは言うまでもない。
【０１２１】
　また、上記実施例１～３では、無線方式Ａ、Ｂ及びＣの３種類の無線方式を切替可能に
したが、例えば、４種類の無線方式でも良く、すなわち、２種類以上の無線方式であれば
、同様の効果が得られることは言うまでもない。
【０１２２】
　以上、上記実施例について説明したが、本実施例によって本願の技術的思想の範囲が限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲を逸脱しない限り、
各種様々な実施例が実施可能であることは言うまでもない。また、本実施例に記載した効
果は、これに限定されるものではない。
【０１２３】
　また、本実施例で説明した各種処理の内、自動的に行われるものとして説明した処理の
全部又は一部を手動で行うことも可能であることは勿論のこと、その逆に、手動で行われ
るものとして説明した処理の全部又は一部を自動で行うことも可能であることは言うまで
もない。また、本実施例で説明した処理手順、制御手順、具体的名称、各種データやパラ
メータを含む情報についても、特記した場合を除き、適宜変更可能であることは言うまで
もない。
【０１２４】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的に記載したものであって、必ずしも物
理的に図示のように構成されるものではなく、その各装置の具体的な態様は図示のものに
限縮されるものでは到底ないことは言うまでもない。
【０１２５】
　さらに、各装置で行われる各種処理機能は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、（又はＭＰＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、
ＭＣＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ）等のマイクロ・コンピュータ）
上、又は同ＣＰＵ（又はＭＰＵ、ＭＣＵ等のマイクロ・コンピュータ）で解析実行するプ
ログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部
を実行するようにしても良いことは言うまでもない。
【０１２６】
　以上の各実施例を含む実施形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１２７】
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（付記１）異なる無線方式毎に配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制御
部と、
　前記無線方式毎に配置し、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームをカウ
ントするカウンタ部と、
　無線方式共通の所定周期でカウントする共通カウンタ部と、
　通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式
に対応するカウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を前記共通カウン
タ部の共通カウント値で換算する第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に対応す
るカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算部と
を有することを特徴とするマルチ無線通信装置。
【０１２８】
（付記２）前記第１カウント値換算部は、
　前記カウンタ部のカウント値毎に、前記共通カウンタ部の共通カウント値に換算する換
算比率を保持する換算比率保持部を有し、前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部の
カウント値に対応する前記換算比率を前記換算比率保持部から読み出し、読み出した換算
比率に基づき、前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値を前記共通カウ
ンタ部の共通カウント値で換算すると共に、
　前記第２カウント値換算部は、
　前記通知先の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値に対応する前記換算比率を前
記換算比率保持部から読み出し、読み出した換算比率に基づき、前記第１カウント値換算
部で換算した前記共通カウント値を前記通知先の無線方式に対応するカウンタ部のカウン
ト値に換算することを特徴とする付記１記載のマルチ無線通信装置。
【０１２９】
（付記３）前記無線方式毎の前記無線方式通信制御部を制御する通信制御部を有し、
　前記各無線方式通信制御部は、
　自己の無線方式のフレーム周期で通信フレームをカウントする前記カウンタ部と、
　前記通信中の無線方式の通信タイミングの内、前記特定通信タイミングを前記通信中の
無線方式に対応する前記カウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を前
記共通カウンタ部の共通カウント値で換算する前記第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を前記通信制御部に通知する
通知部と、
　前記通信制御部からの前記特定通信タイミングに関わる共通カウント値を検出すると、
この共通カウント値を自己の無線方式に対応する前記カウンタ部のカウント値に換算する
前記第２カウント値換算部と
を有し、
　前記通信制御部は、
　前記無線方式通信制御部側の前記通知部から前記共通カウント値を検出すると、この共
通カウント値を、前記通知先の前記無線方式通信制御部に前記特定通信タイミングに関わ
る共通カウント値として通知することを特徴とする付記１又は２記載のマルチ無線通信装
置。
【０１３０】
（付記４）前記無線方式毎の前記無線方式通信制御部を制御する通信制御部を有し、
　前記各無線方式通信制御部は、
　自己の無線方式のフレーム周期で通信フレームをカウントする前記カウンタ部を有し、
　前記通信制御部は、
　前記無線方式毎に配置し、無線方式毎のフレーム周期で通信フレームをカウントするレ
プリカカウンタ部と、
　前記通信中の無線方式の通信タイミングの内、前記特定通信タイミングを前記通信中の
無線方式に対応する前記レプリカカウンタ部のカウント値で算出し、このカウント値を前
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記共通カウンタ部の共通カウント値で換算する前記第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に対応す
る前記レプリカカウンタ部のカウント値に換算する前記第２カウント値換算部と
を有することを特徴とする付記１又は２記載のマルチ無線通信装置。
【０１３１】
（付記５）前記特定通信タイミングのカウント値は、この特定通信タイミングの開始タイ
ミングを示すカウント値及び、この特定通信タイミングの終了タイミングを示すカウント
値を含むことを特徴とする付記１～４の何れか一に記載のマルチ無線通信装置。
【０１３２】
（付記６）前記所定通信タイミングは、
　前記通信中の無線方式の通信タイミングの内、前記通知先の無線方式へ切替可能な通信
停止区間の通信タイミングに相当することを特徴とする付記１～５の何れか一に記載のマ
ルチ無線通信装置。
【０１３３】
（付記７）前記第１カウント値換算部は、
　無線方式の通信停止区間の事前提示を含む通信フレームを検出すると、この通信フレー
ム以降の通信フレームの通信タイミングを起点にして前記通信停止区間の通信タイミング
を前記通信中の無線方式に対応するカウンタ部のカウント値で算出することを特徴とする
付記６記載のマルチ無線通信装置。
【０１３４】
（付記８）前記通知先の前記無線方式通信制御部は、
　前記第２カウント値換算部で換算したカウント値を検出すると、このカウント値に基づ
く、前記通信停止区間の通信タイミング内で自己の無線方式に切替選択することを特徴と
する付記６又は７記載のマルチ無線通信装置。
【０１３５】
（付記９）異なる無線方式毎に配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制御
部と、前記無線方式毎に配置し、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームを
カウントするカウンタ部とを備えたマルチ無線通信装置の通信タイミング通知プログラム
であって、
　通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式
に対応するカウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を無線方式共通の
共通カウント値で換算する第１カウント値換算手順と、
　前記第１カウント値換算手順で換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に対応
するカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算手順と
を含むプログラムを前記マルチ無線通信装置に実行させることを特徴とする切替タイミン
グ通知プログラム。
【０１３６】
（付記１０）異なる無線方式毎に配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制
御部と、前記無線方式毎に配置し、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレーム
をカウントするカウンタ部とを備えたマルチ無線通信装置の通信タイミング通知方法であ
って、
　通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式
に対応するカウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を無線方式共通の
共通カウント値で換算する第１カウント値換算ステップと、
　前記第１カウント値換算ステップで換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に
対応するカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算ステップと
を含むことを特徴とする通信タイミング通知方法。
【０１３７】
（付記１１）異なる無線方式毎に配置し、前記無線方式の通信を制御する無線方式通信制
御部と、
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　前記無線方式毎に配置し、前記無線方式毎に異なるフレーム周期で通信フレームをカウ
ントするカウンタ部と、
　無線方式共通の所定周期でカウントする共通カウンタ部と、
　通信中の無線方式の通信タイミングの内、特定通信タイミングを前記通信中の無線方式
に対応するカウンタ部のカウント値で算出し、この算出したカウント値を前記共通カウン
タ部の共通カウント値で換算する第１カウント値換算部と、
　前記第１カウント値換算部で換算した前記共通カウント値を通知先の無線方式に対応す
るカウンタ部のカウント値に換算する第２カウント値換算部と
を有することを特徴とする制御回路。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　マルチ携帯電話機
　１Ａ　マルチ携帯電話機
　１Ｂ　マルチ携帯電話機
　１０　無線方式通信制御部
　１０Ａ　無線方式Ａ通信制御部
　１０Ｂ　無線方式Ｂ通信制御部
　１０Ｃ　無線方式Ｃ通信制御部
　１１　カウンタ部
　１１Ａ　無線方式Ａカウンタ部
　１１Ｂ　無線方式Ｂカウンタ部
　１１Ｃ　無線方式Ｃカウンタ部
　１２Ａ　換算比率保持部
　１２Ｂ　換算比率保持部
　１２Ｃ　換算比率保持部
　２０　通信制御部
　２０Ａ　通信制御部
　２１　共通カウンタ部
　２２　方式切替制御部
　２３　共通タイミング演算部
　２４　レプリカカウンタ部
　２４Ａ　無線方式Ａレプリカカウンタ部
　２４Ｂ　無線方式Ｂレプリカカウンタ部
　２４Ｃ　無線方式Ｃレプリカカウンタ部
　２５　換算比率保持部
　３０　制御バス
　４０　第１カウント値換算部
　４０Ａ　第１カウント値換算部
　４０Ｂ　第１カウント値換算部
　４０Ｃ　第１カウント値換算部
　４０Ｘ　第１カウント値換算部
　５０　第２カウント値換算部
　５０Ａ　第２カウント値換算部
　５０Ｂ　第２カウント値換算部
　５０Ｃ　第２カウント値換算部
　５０Ｘ　第２カウント値換算部
　１００　マルチ携帯電話機
　１１０Ａ　ＷＣＤＭ通信制御部
　１１０Ｂ　ＧＳＭ通信制御部
　１１１Ａ　ＷＣＤＭカウンタ部
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　１１１Ｂ　ＧＳＭカウンタ部
　１１２Ａ　保持タイミング信号生成部
　１１２Ｂ　保持タイミング信号生成部
　１１３Ａ　カウント保持部
　１１３Ｂ　カウント保持部
　１１４Ａ　タイミング制御部
　１１４Ｂ　タイミング制御部
　１２０　通信制御部
　１２１　方式切替制御部
　１３０　制御バス

【図１】 【図２】
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