
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

　

　

　
【請求項２】
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所定の局との間で双方向の第１の無線通信方式による無線通信を行い、少なくともユー
ザデータと制御データを送信する第１の無線通信処理と、

近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第２の無線通信方式による無線通信を行う第
２の無線通信処理と、

前記第１の無線通信処理で送信する前記ユーザデータを一時蓄積し、一定のデータ量の
ユーザデータを前記第１の無線送信処理に供給するバッファ処理と、

前記第１及び第２の無線通信処理と前記バッファ処理を制御し、強制輻輳モードが設定
された際に、前記制御データの送信処理は継続させて、前記ユーザデータの送信を停止さ
せる制御処理と、

前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の通信の開始を検出した場合に、前記
強制輻輳モードを設定するモード設定処理と、

前記第１の無線通信処理で送信するユーザデータを、そのユーザデータを扱う所定のレ
イヤで受信した場合に、動作モードを判断して、前記強制輻輳モードの設定を判断した場
合に、前記所定のレイヤの上位のレイヤに、前記ユーザデータの一時停止を要求し、前記
バッファ処理に使用する記憶手段へ前記ユーザデータを供給しない送信一時停止処理とを
行うことを特徴とする

無線通信方法。



　
　

　
【請求項３】
　
　

　
【請求項４】
　
　

　
【請求項５】
　

　

　

　

　

　

　
【請求項６】
　
　

　
【請求項７】
　
　

　
【請求項８】
　
　

　
【請求項９】
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請求項１記載の無線通信方法において、
前記強制輻輳モードの設定で、前記第１の無線通信処理で制御データだけを送信する際

には、可変設定される伝送レートの内の最も低い伝送レートで送信することを特徴とする
無線通信方法。

請求項１記載の無線通信方法において、
前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の終了を検出した場合に、前記強制輻

輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信方法。

請求項１記載の無線通信方法において、
前記モード設定処理で前記強制輻輳モードの設定を開始した場合に、設定開始から所定

時間後に、前記強制輻輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信方法。

所定の局との間で双方向の第１の無線通信方式による無線通信を行い、少なくともユー
ザデータと制御データを送信する第１の無線通信処理と、

近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第２の無線通信方式による無線通信を行う第
２の無線通信処理と、

前記第１の無線通信処理で送信する前記ユーザデータを一時蓄積し、一定のデータ量の
ユーザデータを前記第１の無線送信処理に供給するバッファ処理と、

前記第１及び第２の無線通信処理と前記バッファ処理を制御し、強制輻輳モードが設定
された際に、前記制御データの送信処理は継続させて、前記ユーザデータの送信を停止さ
せる制御処理と、

前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の通信の開始を検出した場合に、前記
強制輻輳モードを設定するモード設定処理と、

前記バッファ処理で記憶手段に記憶されたユーザデータを送信する際に、予め設定され
た送信タイミングになると動作モードを判断して、前記強制輻輳モードであると判断する
と、前記記憶手段に記憶されたユーザデータの送信処理を停止し、次の送信タイミングま
で待機する送信待機処理とを行うことを特徴とする

無線通信方法。

請求項５記載の無線通信方法において、
前記強制輻輳モードの設定で、前記第１の無線通信処理で制御データだけを送信する際

には、可変設定される伝送レートの内の最も低い伝送レートで送信することを特徴とする
無線通信方法。

請求項５記載の無線通信方法において、
前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の終了を検出した場合に、前記強制輻

輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信方法。

請求項５記載の無線通信方法において、
前記モード設定処理で前記強制輻輳モードの設定を開始した場合に、設定開始から所定

時間後に、前記強制輻輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信方法。

所定の局との間で双方向の第１の無線通信方式による無線通信を行い、少なくともユー
ザデータと制御データを送信する第１の無線通信部と、

近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第２の無線通信方式による無線通信を行う第



　

　

　

　

　
【請求項１０】
　
　

　
【請求項１１】
　
　

　
【請求項１２】
　
　

　
【請求項１３】
　

　

　

　

　

　

　
【請求項１４】
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２の無線通信部と、
前記第１の無線通信部で送信する前記ユーザデータを一時蓄積し、一定のデータ量のユ

ーザデータを前記第１の無線送信部に供給するバッファ部と、
前記第１及び第２の無線通信部と前記バッファ部を制御し、強制輻輳モードが設定され

た際に、前記制御データの送信処理は継続させて、前記ユーザデータの送信を停止させる
制御部と、

前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信部の通信の開始を検出した場合に、前記強
制輻輳モードを設定するモード設定部とを備え、

前記制御部は、前記第１の無線通信部で送信するユーザデータを、そのユーザデータを
扱う所定のレイヤで受信した場合に、動作モードを判断して、前記強制輻輳モードの設定
を判断した場合に、前記所定のレイヤの上位のレイヤに、前記ユーザデータの一時停止を
要求し、前記バッファ部へ前記ユーザデータを供給しない送信一時停止処理を行うことを
特徴とする

無線通信端末。

請求項９記載の無線通信端末において、
前記強制輻輳モードの設定で、前記第１の無線通信部で制御データだけを送信する際に

は、可変設定される伝送レートの内の最も低い伝送レートで送信することを特徴とする
無線通信端末。

請求項９記載の無線通信端末において、
前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の終了を検出した場合に、前記強制輻

輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信端末。

請求項９記載の無線通信端末において、
前記モード設定処理で前記強制輻輳モードの設定を開始した場合に、設定開始から所定

時間後に、前記強制輻輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信端末。

所定の局との間で双方向の第１の無線通信方式による無線通信を行い、少なくともユー
ザデータと制御データを送信する第１の無線通信部と、

近接したリーダ／ライタとの間で双方向の第２の無線通信方式による無線通信を行う第
２の無線通信部と、

前記第１の無線通信部で送信する前記ユーザデータを一時蓄積し、一定のデータ量のユ
ーザデータを前記第１の無線送信部に供給するバッファ部と、

前記第１及び第２の無線通信部と前記バッファ部を制御し、強制輻輳モードが設定され
た際に、前記制御データの送信処理は継続させて、前記ユーザデータの送信を停止させる
制御部と、

前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信部の通信の開始を検出した場合に、前記強
制輻輳モードを設定するモード設定部とを備え、

前記制御部は、前記バッファ部で記憶されたユーザデータを送信する際に、予め設定さ
れた送信タイミングになると動作モードを判断して、前記強制輻輳モードであると判断す
ると、前記バッファ部に記憶されたユーザデータの送信処理を停止し、次の送信タイミン
グまで待機することを特徴とする

無線通信端末。

請求項１３記載の無線通信端末において、
前記強制輻輳モードの設定で、前記第１の無線通信処理で制御データだけを送信する際

には、可変設定される伝送レートの内の最も低い伝送レートで送信することを特徴とする



　
【請求項１５】
　
　

　
【請求項１６】
　
　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話端末に適用して好適な無線通信方法及び無線通信端末に関し、特に非
接触ＩＣカード用の通信を行う機能を組み込んだ場合の技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、非接触ＩＣカードを利用して、近距離でのデータ通信を行うことが各種実用化され
ている。例えば、鉄道等の乗車券として非接触ＩＣカードを使用することが行われている
。具体的には、改札口に非接触ＩＣカードのリーダ／ライタを設置し、改札口を通過する
ときに、非接触ＩＣカードをリーダ／ライタに近接させて、非接触ＩＣカードに記憶され
たデータを読み出して認証処理などを行うことが行われている。
【０００３】
このような非接触ＩＣカードとしては、バッテリを内蔵するタイプと、バッテリを内蔵し
ないタイプがあるが、取り扱いの容易性や寿命などの点から、バッテリを内蔵しないタイ
プが普及しつつある。バッテリを内蔵しない非接触ＩＣカードの場合には、リーダ／ライ
タ側から電力波を送り、ＩＣカード側のアンテナでその電力波を受信して、ＩＣカード内
のコンデンサに蓄えて、ＩＣカードの駆動電力として利用するものである。従って、ＩＣ
カードはリーダ／ライタに非常に近接させる必要がある。
【０００４】
上述した乗車券以外でも、電子マネー用のカード、社員証などの個人認証用のカードなど
に、非接触ＩＣカードが使われつつある。非特許文献１は、この非接触ＩＣカードについ
て説明したものである。なお、非接触ＩＣカードは必ずしもカード型の形状である必要は
ないが、本明細書では、この種の非接触で近距離通信を行う構成のものを、非接触ＩＣカ
ード或いはＩＣカードと称する。
【０００５】
【非特許文献１】
日経エレクトロニクス　ｎｏ．７９８　５５～６０頁　日経ＢＰ社　２００１年６月１８
日発行
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、非接触ＩＣカードは、ユーザが所持する携帯用の電子機器と一体化させたり、
或いは、携帯用の電子機器にＩＣカードを装着できるようにすれば、該当する電子機器と
ＩＣカードとを個別に所持する必要がなくなり、ユーザにとっては便利である。このよう
な一体化が想定される携帯用の電子機器の１つとして、携帯電話端末がある。
【０００７】
ところが、携帯電話端末は、電波を送受信する機器であり、携帯電話端末と非接触ＩＣカ
ードとを一体化させたことを想定すると、ＩＣカードとリーダ／ライタとの間でやり取り
される無線信号が、携帯電話端末が基地局などとの無線電話用通信に使用する信号に悪影
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無線通信端末。

請求項１３記載の無線通信端末において、
前記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の終了を検出した場合に、前記強制輻

輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信端末。

請求項１３記載の無線通信端末において、
前記モード設定処理で前記強制輻輳モードの設定を開始した場合に、設定開始から所定

時間後に、前記強制輻輳モードの設定を解除することを特徴とする
無線通信端末。



響を与える可能性が非常に高い。
【０００８】
一般には、携帯電話システムで使用されている無線信号の周波数帯域（例えば数百ＭＨｚ
から数ＧＨｚ）と、非接触ＩＣカードとリーダ／ライタとの間で伝送される無線信号の周
波数帯域（例えば数十ＭＨｚ）とは、異なる周波数帯域としてある。ところが、非接触Ｉ
Ｃカードとリーダ／ライタとの間で無線伝送される信号の高調波が、携帯電話システムで
使用されている無線信号の妨害波となる可能性は高い。
【０００９】
従って、携帯電話端末にこの種の非接触通信用のＩＣカードの機能を内蔵させる場合には
、ＩＣカードとしての無線通信周波数や制御部動作クロック周波数、携帯電話としての無
線通信周波数や制御部動作クロック周波数に応じて、干渉防止用の専用の回路を端末に付
加したり、或いは、携帯電話端末として機能する回路部分と、非接触ＩＣカードとして機
能する回路部分とが、相互に干渉しないように機器の内部でシールドさせる等の対処が必
要であり、機器構成が複雑化する問題があった。
【００１０】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、携帯電話端末に非接触ＩＣカード機能を
組み込んだ場合の、相互干渉を簡単に防止できるようにすることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、

【００１２】
　また本発明は、

【００１３】
このようにしたことで、リーダ／ライタとの通信により生じる信号で、所定の局に送信さ
れる信号に妨害を与えることがあっても、所定の局への送信データの出力が一時停止して
いるので、所定の局に届くデータに妨害波によるエラーなどが生じるのを阻止できる。
【００１４】

10

20

30

40

50

(5) JP 3993108 B2 2007.10.17

所定の局との間で双方向の第１の無線通信方式による無線通信を行い、少な
くともユーザデータと制御データを送信する第１の無線通信処理と、近接したリーダ／ラ
イタとの間で双方向の第２の無線通信方式による無線通信を行う第２の無線通信処理と、
前記第１の無線通信処理で送信する前記ユーザデータを一時蓄積し、一定のデータ量のユ
ーザデータを前記第１の無線送信処理に供給するバッファ処理と、前記第１及び第２の無
線通信処理と前記バッファ処理を制御し、強制輻輳モードが設定された際に、前記制御デ
ータの送信処理は継続させて、前記ユーザデータの送信を停止させる制御処理と、前記リ
ーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の通信の開始を検出した場合に、前記強制輻輳
モードを設定するモード設定処理と、前記第１の無線通信処理で送信するユーザデータを
、そのユーザデータを扱う所定のレイヤで受信した場合に、動作モードを判断して、前記
強制輻輳モードの設定を判断した場合に、前記所定のレイヤの上位のレイヤに、前記ユー
ザデータの一時停止を要求し、前記バッファ処理に使用する記憶手段へ前記ユーザデータ
を供給しない送信一時停止処理とを行うものである。

所定の局との間で双方向の第１の無線通信方式による無線通信を行い、
少なくともユーザデータと制御データを送信する第１の無線通信処理と、近接したリーダ
／ライタとの間で双方向の第２の無線通信方式による無線通信を行う第２の無線通信処理
と、前記第１の無線通信処理で送信する前記ユーザデータを一時蓄積し、一定のデータ量
のユーザデータを前記第１の無線送信処理に供給するバッファ処理と、前記第１及び第２
の無線通信処理と前記バッファ処理を制御し、強制輻輳モードが設定された際に、前記制
御データの送信処理は継続させて、前記ユーザデータの送信を停止させる制御処理と、前
記リーダ／ライタとの前記第２の無線通信処理の通信の開始を検出した場合に、前記強制
輻輳モードを設定するモード設定処理と、前記バッファ処理で記憶手段に記憶されたユー
ザデータを送信する際に、予め設定された送信タイミングになると動作モードを判断して
、前記強制輻輳モードであると判断すると、前記記憶手段に記憶されたユーザデータの送
信処理を停止し、次の送信タイミングまで待機する送信待機処理とを行うものである。



【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。
【００１５】
本例においては、携帯電話用に用意された所定の局（基地局）と双方向の無線通信を行う
携帯電話端末に、非接触ＩＣカード機能を組み込む構成としたものである。即ち、図１に
示すように、本例の携帯電話端末１００は、携帯電話部１１０と非接触ＩＣカード機能部
１２０とを備える。携帯電話部１１０と非接触ＩＣカード機能部１２０との間は、携帯電
話・ＩＣカード間通信インターフェース１３０で接続してあり、相互にデータ転送が行え
る構成としてある。非接触ＩＣカード機能部１２０については、携帯電話端末１００に一
体的に組み込まれた構成としても良いが、例えば端末１００にカードスロットを設けて、
そのカードスロットに、非接触ＩＣカード機能部１２０として機能するＩＣカードを装着
させて、同様の構成としても良い。
【００１６】
携帯電話部１１０は、携帯電話用の基地局１４０などと双方向の無線通信を行うものであ
る。即ち、この基地局１４０と無線通信を行うためのアンテナ１１１を備え、アンテナ１
１１がアンテナ共用器１１２を介して変調器１１３及び復調器１１４と接続してあり、変
調器１１３で送信用に変調処理された信号を、アンテナ１１１から無線送信させ、アンテ
ナ１１１で受信した信号を、復調器１１４で復調処理する。変調器１１３での変調処理及
び復調器１１４での復調処理は、この携帯電話端末が適用される無線電話システムで決め
られた処理が実行される。具体的には、例えば、ＣＤＭＡ（ Code Division Multiple Acc
sess：符号分割多元接続）方式，ＴＤＭＡ（ Time Division Multiple Accsess：時分割多
元接続）方式などの、適用される無線電話システムで決められた処理方式に基づいた変調
及び復調が実行される。ここでは、ＣＤＭＡ方式を適用した無線電話システムの１つであ
る、Ｗ－ＣＤＭＡ（ Wideband-CDMA ）方式の電話端末としてある。
【００１７】
変調器１１３に供給する送信信号は、制御部１１５内で生成させる。また、復調器１１４
で復調された受信信号についても、制御部１１５に供給する。制御部１１５は、この携帯
電話端末の動作を制御する制御手段である中央制御ユニット（ＣＰＵ）１１７を備えて、
この制御部１１５に接続された入出力部１１６と、変調器１１３及び復調器１１４との間
のデータ転送を制御する。
【００１８】
入出力部１１６としては、例えばこの携帯電話端末１００が音声通話を行う端末である場
合には、マイクロホン及びスピーカを備える。各種データを扱う端末である場合には、そ
のデータの入力及び出力を行う回路を備える。マイクロホン及びスピーカを備えた入出力
部１１６の場合には、マイクロホンが拾って出力する音声データを制御部１１５に供給し
、ＣＰＵ１１７の制御に基づいて、その音声データに制御データなどを付加して、パケッ
ト構造化された送信信号とし、その送信信号を変調器１１３に供給する。また、制御部１
１５では、復調器１１４で復調されたパケット構造化された受信信号から、音声データや
制御データなどを抽出して、音声データについては、入出力部１１６が備えるスピーカに
供給して出力させ、制御データについては、ＣＰＵ１１７に供給する。
【００１９】
この場合、入出力部１１６から供給される送信用のデータについては、制御部１１５が備
える送信バッファ１１９に一時蓄積させ、その送信バッファ１１９に蓄積されたデータを
使用して、送信用のパケットを生成させて、変調器１１３に供給する構成としてある。な
お制御部１１５は、非接触ＩＣカード機能部１２０との間でデータ転送を行うための外部
インターフェース１１８を備える。
【００２０】
　ここで、送信バッファ１１９の出力データに制御データが付加される構成を、図２に示
すと、前段の回路（入出力部１１６）から送信バッファ１１９の入力端子１１９ａに供給
されるデータを、送信バッファ１１９内のメモリに蓄積させ、その送信バッファ１１９に
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蓄積されたデータを 乗算器１６１を介して直交変調器１６２に供給し、この直交変調器
１６２で制御データと重畳される。入力端子１６３に得られる制御データについては、乗
算器１６４及び１６５を介して直交変調器１６２に供給する。
【００２１】
送信バッファ１１９から出力される送信データについては、ユーザデータ送信チャンネル
（ Dedicated Physical Data Channel:DPDCH ）として出力され、乗算器１６１で送信電力
に対応したゲイン係数βｄが乗算される。この乗算器１６１の出力が、Ｉチャンネルの信
号として直交変調器１６２に供給される。
【００２２】
　入力端子 に得られる制御データについては、制御データ送信チャンネル（Ｄｅｄ
ｉｃａｔｅｄ  Ｐｈｙｓｉｃａｌ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  Ｃｈａｎｎｅｌ：ＤＰＣＣＨ）として
出力され、乗算器１６４で送信電力に対応したゲイン係数βｃが乗算され、乗算器１６５
で直交するＱチャンネルとされて、直交変調器１６２に供給される。
【００２３】
直交変調器１６２では、Ｉチャンネル信号とＱチャンネル信号とが直交変調されて送信信
号（Ｉ＋ｊ・Ｑ）となり、その送信信号が変調器１１３に供給される。ここで、送信バッ
ファ１１９から出力される送信データ（ユーザデータ）のデータ量に応じて、乗算器１６
１で乗算するゲイン係数βｄを可変設定して、伝送レートを可変設定できるようにしてあ
る。例えば、送信すべきユーザデータが全くない状況では、ゲイン係数βｄを０に設定し
て、直交変調器１６２が出力する送信信号として、制御データ送信チャンネル（ DPCCH ）
の信号だけとなるようにしてあり、ユーザデータがある場合には、そのときの送信電力に
応じたゲイン係数βｄを設定する。このユーザデータのゲインを０に設定した状態が、こ
の携帯電話端末１００の送信電力を最低にした状態である。実際に送信処理を行う際には
、ＣＰＵ１１７などの制御に基づいて、送信バッファ１１９に一時蓄積されるデータ量が
ある一定の範囲内になるような制御を行う輻輳管理機能（フロー制御とも称される）を行
うようにしてある。このフロー制御の詳細については後述する。
【００２４】
なお、本例の携帯電話端末１００の携帯電話部１１０で通信を行う際の、ソフトウェア階
層モデルについては、例えば図３に示す構成となっている。即ち、ハードウェア部分２０
１の上に、ソフトウェアによる複数のレイヤが用意されている。具体的には、ハードウェ
ア部分２０１の上の層として物理レイヤ（ Layer1）２０２が用意されている。物理レイヤ
２０２は、ハードウェア部分２０１へのリード，ライト処理や割り込み処理（割り込みハ
ンドラ処理ともいう）を行い、データリンクレイヤ（ Layer2）２０３に機能提供する。デ
ータリンクレイヤ２０３は、送信するデータパケットの順序・優先度管理、再送管理、輻
輳管理を行い、ネットワークレイヤ（ Layer3）２０４に機能提供する。ネットワークレイ
ヤ２０４は、通信呼制御や端末移動管理や無線資源管理を行い、アプリケーションレイヤ
２０５に機能提供する。アプリケーションレイヤ２０５は、携帯電話のユーザインターフ
ェース、電話機能や各種アプリケーションを実現する。
【００２５】
データリンクレイヤ（ Layer2）２０３は、送信データパケット輻輳管理機能として、送信
バッファを管理している。具体的には、例えば送信要求増大に伴い、送信バッファに一定
量以上の未送信パケットが溜まると、データリンクレイヤ２０３は、上位レイヤに対して
送信一時停止要求（ X off ）を発行する。また、送信処理が追いついて、送信バッファの
一定量以下に未送信パケットが納まった場合には、データリンクレイヤ２０３は、上位レ
イヤに対して送信一時停止解除要求（ X on）を発行する。このようなデータリンクレイヤ
２０３での処理により、上述したフロー制御が実行される。
【００２６】
次に、図１に示した携帯電話端末１００の非接触ＩＣカード機能部１２０について説明す
る。非接触ＩＣカード機能部１２０の構成としては、近接通信ループアンテナ１２１が、
通信部１２２に接続してある。ここで、例えば近接通信ループアンテナ１２１が外部のカ
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ードリーダ／ライタ１５０と数 cmから数十 cm程度の距離に近接したとき、そのリーダ／ラ
イタ１５０から供給される電力波をアンテナ１２１が受信して、その電力波の受信信号を
、通信部１２２内のコンデンサ（図示せず）に供給して充電させて、その充電信号を通信
部１２２の駆動電源として使用する構成としてある。従って、非接触ＩＣカード機能部１
２０は、カードリーダ／ライタ１５０に近接したとき、自動的に通信が開始される。
【００２７】
そして、電力波に重畳されたデータを、通信部１２２内で取り出す受信処理を行うと共に
、通信部１２２で生成された送信信号を近接通信ループアンテナ１２１に送り、リーダ／
ライタ１５０側に無線通信で送信することもできる。この送信処理についても、リーダ／
ライタ１５０から送られた電力波に基づいた電源を使用して実行される。通信部１２２に
は、制御部１２３が接続してあり、リーダ／ライタ１５０側から無線伝送されたデータの
判別処理や、リーダ／ライタ１５０側に無線伝送するデータの生成処理などが行われる。
【００２８】
ここでは非接触ＩＣカード機能部１２０の具体的な用途については特に示さないが、少な
くとも非接触ＩＣカードとして機能するための識別データが制御部１２３にはセットして
あり、その識別データを直接又は暗号化して、リーダ／ライタ１５０に送るようにしてあ
る。また、リーダ／ライタ１５０から送られたデータの内の必要なデータを、制御部１２
３が記憶するようにしてある。
【００２９】
制御部１２３は、外部インターフェース１２４を備え、携帯電話・ＩＣカード間通信イン
ターフェース１３０を介して、携帯電話部１１０側の制御部１１５内の外部インターフェ
ース１１８とデータ転送を行う構成としてあり、非接触ＩＣカード機能部１２０と携帯電
話部１１０との間で相互にデータ転送が行える。
【００３０】
次に、本例の携帯電話端末１００が、カードリーダ／ライタ１５０に近接して、このカー
ドリーダ／ライタ１５０と通信を行う際の処理を、図４以降のフローチャートを参照して
説明する。
【００３１】
まず、携帯電話端末１００の非接触ＩＣカード機能部１２０での通信が開始する際の処理
を、図４のフローチャートに基づいて説明する。非接触ＩＣカード機能部１２０の通信部
１２２で、リーダ／ライタからの信号を受信すると（ステップＳ１１）、非接触ＩＣカー
ド機能部１２０内の制御部１２３より、外部インターフェース１２４を経由して、携帯電
話部１１０側の制御部１１５に、割り込み開始要求を送る（ステップＳ１２）。
【００３２】
この割り込み開始要求が携帯電話部１１０側の制御部１１５に届くと、ＣＰＵ１１７に割
り込み通知が届く（ステップＳ１３）。ＣＰＵ１１７で割り込みが発生すると、割り込み
ハンドラが起動されて、割り込み要因（ここではＩＣカード通信開始）が認定され（ステ
ップＳ１４）、データリンクレイヤを制御するパラメータとして、強制輻輳モード開始を
設定して（ステップＳ１５）、非接触ＩＣカード機能の通信開始時の処理を終了する。な
お、強制輻輳モードは通常時には設定されていないモードである。
【００３３】
次に、非接触ＩＣカード機能部１２０での通信が終了する際の処理を、図５のフローチャ
ートに基づいて説明する。非接触ＩＣカード機能部１２０の通信部１２２で、リーダ／ラ
イタとの通信が終了すると（ステップＳ２１）、非接触ＩＣカード機能部１２０内の制御
部１２３より、外部インターフェース１２４を経由して、携帯電話部１１０側の制御部１
１５に、割り込み終了要求を送る（ステップＳ２２）。
【００３４】
この割り込み終了要求が携帯電話部１１０側の制御部１１５に届くと、ＣＰＵ１１７に割
り込み通知が届く（ステップＳ２３）。ＣＰＵ１１７で割り込みが発生すると、割り込み
ハンドラが起動されて、割り込み要因（ここではＩＣカード通信終了）が認定され（ステ
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ップＳ２４）、データリンクレイヤを制御するパラメータとして、強制輻輳モード終了を
設定して（ステップＳ２５）、非接触ＩＣカード機能の通信終了時の処理を終了する。
【００３５】
次に、携帯電話部１１０側のデータリンクレイヤ（ Layer2）２０３での、送信パケットの
送信バッファ１１９への受信処理を、図６のフローチャートを参照して説明する。データ
リンクレイヤで送信パケット（パケット化された送信データ：例えば音声パケット，デー
タパケットなど）を上位レイヤから受信したことを検出すると（ステップＳ３１）、現在
の動作モードで強制輻輳モードが設定されているか否か判断する（ステップＳ３２）。こ
の判断で、強制輻輳モードが設定されている場合には、送信一時停止を上位レイヤに要求
する（ステップＳ３３）。ステップＳ３２で強制輻輳モードが設定されていると判断する
場合としては、例えば、図４のフローチャートのステップＳ１５で設定した非接触ＩＣカ
ード通信が開始された場合が想定される。
【００３６】
ステップＳ３２の判断で、強制輻輳モードが設定されていない場合には、送信バッファの
データ蓄積量が、送信停止開始閾値を上回ったか否か判断し（ステップＳ３４）、送信停
止開始閾値を上回った場合にも、ステップＳ３３に移って、送信一時停止を上位レイヤに
要求する。さらに、ステップＳ３４の判断で、送信停止開始閾値を上回ってない場合には
、受信した送信パケットを、送信バッファ１１９に蓄積させる（ステップＳ３５）。
【００３７】
次に、このようにして送信バッファ１１９に蓄積されたデータについての、データリンク
レイヤでの送信処理を、図７のフローチャートを参照して説明する。パケットを送信設定
するタイミングは、一般には一定の周期で設定するようにしてあり、そのパケットを送信
するタイミングになると（ステップＳ４１）、現在の動作モードが強制輻輳モードか否か
判断する（ステップＳ４２）。ここで、強制輻輳モードが設定されている場合には、ここ
での送信処理を終了し、次のパケット送信タイミングになるまで待機する。そして、ステ
ップＳ４２で強制輻輳モードでないと判断した場合には、送信バッファにデータの残りが
あるか否か判断する（ステップＳ４３）。ここで、送信バッファにデータの残りがない場
合にも、ここでの送信処理を終了し、次のパケット送信タイミングになるまで待機する。
【００３８】
そして、ステップＳ４３で送信バッファにデータの残りがあると判断した場合、送信バッ
ファに蓄積されたデータをバッファから出力させて、その出力させたデータを送信処理さ
せる（ステップＳ４４）。その後、送信バッファの送信停止解除閾値を下回ったか否か判
断し（ステップＳ４５）、送信解除閾値を下回るまでステップＳ４４での送信処理を行い
、送信解除閾値を下回った場合には、データリンクレイヤ２０３は送信一時停止解除要求
を、上位レイヤに通知し（ステップＳ４６）、このタイミングでの送信処理を終了する。
なお、ここでは送信パケットの受付処理（図６）と送信処理（図７）とを、非同期の個別
の処理として記載したが、これら２つの処理を一例の処理として実行するようにしても良
い。
【００３９】
以上説明したように、本例の携帯電話端末１００の携帯電話部１１０での送信処理を実行
することで、この端末１００に組み込まれた非接触ＩＣカード機能部１２０での通信が開
始されると、直ちに強制輻輳モードが設定されて、携帯電話部１１０内の送信バッファへ
の送信データの入力処理が停止し、この端末１００から基地局へのユーザデータの送信が
停止するようになる。従って、非接触ＩＣカード機能部１２０での通信と、携帯電話部１
１０での通信とが干渉しなくなり、両通信部が同時に作動することによる電波干渉を著し
く低減させることができる。
【００４０】
そして、非接触ＩＣカード機能部１２０での通信が終了すると、直ちに強制輻輳モードが
解除されて、携帯電話部１１０内の送信バッファへの送信データの入力処理が再開されて
、端末１００から基地局へのユーザデータの送信が再開されるようになる。通常、非接触
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ＩＣカード機能部１２０とカードリーダ／ライタとの通信は、１秒前後の非常に短時間で
完了する通信であり、例えば音声パケットを送る場合には、リーダ／ライタとの通信中の
僅かな時間だけ無音状態となるだけであり、データパケットを送る場合にも、僅かな遅延
が生じるだけであり、無線電話通信を行う上で大きな障害になることはない。
【００４１】
また、非接触ＩＣカード機能部１２０での通信時に送信が停止するのは、音声パケットや
データパケットなどのユーザデータだけであり、図２を参照して説明したように、制御デ
ータについては、継続して送信が実行されるので、基地局と端末１００との無線電話回線
の接続状態は維持され、通信一時停止による回線切断などの事故を防止できる。さらに、
ユーザデータの送信を停止させた状態では、送信電力が最低になる状態で送信することに
なり、最低の伝送レートで送信する状態となり、非接触ＩＣカード機能部１２０とリーダ
／ライタとの通信に与える干渉を最低限に抑えることにも貢献する。
【００４２】
そして本例においては、干渉防止処理として、携帯電話端末内の携帯電話用の通信処理部
が元々持つ、送信バッファのフロー制御機能を利用して、送信の一時停止処理を行うよう
にしたので、回路的には全く新規の回路が必要ないと共に、通信を制御するソフトウェア
的にも、元々のレイヤが持つ強制輻輳モードの機能を若干修正するだけで良く、非常に簡
単に実現でき、携帯電話端末の低コスト化や小型化に貢献する。
【００４３】
また、上述した実施の形態では、非接触ＩＣカード機能部での通信が開始したとき、送信
を停止させる処理を行い、非接触ＩＣカード機能部での通信が終了したとき、送信を再開
させる処理を行うようにしたが、非接触ＩＣカード機能部での通信に要する時間はほぼ一
定の時間（例えば１秒程度の時間ｔ）であるとみなして、非接触ＩＣカード機能部での通
信が開始してから、その時間ｔが経過するまでの時間だけ、送信を停止させるように構成
しても良い。このようにすることで、非接触ＩＣカード機能部での通信が終了したときの
制御処理が必要なくなる。
【００４４】
また、上述した実施の形態では、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の携帯電話端末に非接触ＩＣカード機
能部を組み込んだ例について説明したが、その他の方式の携帯電話端末に、非接触ＩＣカ
ード機能部を組み込む構成のものにも適用可能であることは勿論である。
【００４５】
【発明の効果】
本発明によると、リーダ／ライタとの通信により生じる信号で、所定の局に送信される信
号に妨害を与えることがあっても、所定の局への送信データの出力が一時停止しているの
で、所定の局に届くデータに妨害波によるエラーなどが生じるのを阻止でき、１台の携帯
電話端末内に非接触ＩＣカード機能を組み込んだ場合における干渉防止を、専用の回路や
シールド機構などを設けることなく簡単な構成や処理で効果的に実現できる。
【００４６】
この場合、一時停止の処理は、送信データを一時蓄積させるバッファへの送信データ入力
を停止させる処理としたことで、送信データの出力だけを簡単に一時停止させることがで
きる。
【００４７】
また、バッファに蓄えられたデータがなくなった場合でも、第１の通信によるパケットの
送信は継続して行うことで、所定の局との無線通信の接続が維持され、送信データの出力
が再開したときの処理が簡単になる。
【００４８】
また、データがない状態で送信させるパケットは、最も低い伝送レートで送信することで
、データ出力一時停止時の無線伝送路の使用効率を向上させることが可能になる。
【００４９】
また、非接触ＩＣカード機能による無線通信の終了を検出した場合に、送信データの一時
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停止処理を解除することで、直ちに所定の局との通信によるデータ転送を再開できるよう
になる。
【００５０】
さらに、非接触ＩＣカード機能による無線通信は、リーダ／ライタからの電力波による電
力で作動するようにしたことで、例えばリーダ／ライタからの電力波の検出を、そのリー
ダ／ライタとの無線通信の開始と判断することができ、容易に無線通信の開始を判断でき
るできるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態による携帯電話端末の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態による送信データの処理構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施の形態による通信レイヤ構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施の形態によるＩＣカード通信開始の処理例を示すフローチャート
である。
【図５】本発明の一実施の形態によるＩＣカード通信終了の処理例を示すフローチャート
である。
【図６】本発明の一実施の形態によるレイヤ２での送信パケット受信処理例を示すフロー
チャートである。
【図７】本発明の一実施の形態によるレイヤ２での送信パケット送信処理例を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
１００…携帯電話端末、１１０…携帯電話部、１１１…アンテナ、１１２…アンテナ共用
器、１１３…変調器、１１４…復調器、１１５…制御部、１１６…入出力部、１１７…中
央制御ユニット（ＣＰＵ）、１１８…外部インターフェース、１１９…送信バッファ、１
１９ａ…送信データ入力端子、１２０…非接触ＩＣカード機能部、１２１…近接通信ルー
プアンテナ、１２２…通信部、１２３…制御部、１２４…外部インターフェース、１３０
…携帯電話・ＩＣカード間通信インターフェース、１４０…携帯電話基地局、１５０…カ
ードリーダ／ライタ、１６１…乗算器、１６２…加算器、１６３…制御データ入力端子、
１６４，１６５…乗算器、２０１…ハードウェア部分、２０２…物理レイヤ、２０３…デ
ータリンクレイヤ、２０４…ネットワークレイヤ、２０５…アプリケーションレイヤ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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