
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

特定の特徴を備えた 通信 に対応した通信端末であって、
　 ネットワークに対して、 自通信端末の在圏するセルにおい
て前記 通信が可能か否かを示す利用可否情報を送信するように要求する要求手段と
、
　前記要求手段による要求を受けた前記ネットワークから、前記利用可否情報を受信する
受信手段と、
　前記受信手段により受信された利用可否情報が、前記 通信が可能である旨を示す
ものである場合には、その旨をユーザに認識させる認識手段と
を備える通信端末。
【請求項２】
　前記要求手段は、前記ユーザによる所定の操作を検出した場合に前記利用可否情報を要
求する請求項１記載の通信端末。
【請求項３】
　前記要求手段は、所定の環境変化を検出した場合に前記利用可否情報を要求する請求項
１又は２記載の通信端末。
【請求項４】
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ネットワークに含まれる複数のセルの一つに在圏することによって通信を行う第１の通
信と、前記複数のセルのうちの１つ以上の所定のセルにおいて通信を行う第１の通信とは
異なる 第２の と

前記 前記第１の通信によって
第２の

第２の



　自通信端末の在圏するセルにおいて前記 通信が可能である場合に、当該セルを特
定するためのセル識別情報を格納する格納手段と、
　自通信端末の在圏するセルが変化したことを検知する検知手段と、
　前記検知手段による検知に応じて、変化後のセルのセル識別情報が前記格納手段に格納
されているか否かを判断する判断手段と
を更に備え、
　前記認識手段は、前記判断手段により変化後のセルのセル識別情報が前記格納手段に格
納されていると判断された場合に、当該セルにおいて前記 通信が可能である旨をユ
ーザに認識させる請求項１又は２記載の通信端末。
【請求項５】
　前記認識手段は、前記 通信が可能である旨を表示するための表示手段を有する請
求項１～４のいずれか一項記載の通信端末。
【請求項６】
前記 通信とは、高速データ通信である請求項１～５のいずれか一項記載の通信端末
。
【請求項７】
前記高速データ通信とは、ＨＳＤＰＡによる通信である請求項６記載の通信端末。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通常モードの通信と異なる特徴を備える複数の種類の通信が並存する環境に
対応した通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高速データ通信を利用してパケット通信を行う通信端末が知られている（例えば
、下記特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００４－１４７０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、パケット通信が可能なエリアが、高速データ通信に対応したエリア（以下、
高速データ通信エリアという）と、高速データ通信に非対応のエリア（以下、非高速デー
タ通信エリアという）とから形成される場合を考える。
【０００４】
　この場合には、高速データ通信と、高速データ通信以外のデータ通信と、の両方に対応
した通信端末が用いられることになる。しかしながら、このような通信端末では、例えば
データ量が多いファイルのダウンロードを非高速データ通信エリアで行ってしまう可能性
がある。したがって、ファイルのダウンロードを効率よく行うことができない、という問
題が生じる。
【０００５】
　そこで本発明は、ファイルのダウンロードを効率よく行うことが可能な通信端末を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の通信端末は、

特定の特徴を備えた 通信に対応した通信端末であって、（
１）ネットワークに対して、 自通信端末の在圏するセルにおいて

通信が可能か否かを示す利用可否情報を送信するように要求する要求手段と、（２）要
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第２の

第２の

第２の

ネットワークに含まれる複数のセルの一つに在圏することによっ
て通信を行う第１の通信と、複数のセルのうちの１つ以上の所定のセルにおいて通信を行
う第１の通信とは異なる 第２の

第１の通信によって 第２
の



求手段による要求を受けたネットワークから、利用可否情報を受信する受信手段と、（３
）受信手段により受信された利用可否情報が、 通信が可能である旨を示すものであ
る場合には、その旨をユーザに認識させる認識手段とを備える。
 
【０００７】
　このように、通信端末からの要求に応じて利用可否情報が送信されるので、例えばファ
イルのダウンロードを開始する前に通信端末から要求を出せば、現在位置における利用可
否情報を取得することができる。受信した利用可否情報が、特定の特徴を備えた通信が可
能である旨を示すものである場合に、認識手段がユーザにこれを認識させるので、ユーザ
は、例えばディスプレイ表示によって、現在地にて特定の特徴を備えた通信が可能である
ことを知ることができる。これにより、ユーザは、ディスプレイ表示を見てからどの程度
の大きさのファイルをダウンロードすべきか決めることができる。したがって、ファイル
のダウンロードを効率よく行うことができる。
【０００８】
　本発明の通信端末では、要求手段は、ユーザによる所定の操作を検出した場合に利用可
否情報を要求することが好ましい。このようにすれば、例えばユーザによる番号入力に応
じて利用可否情報を取得する、ということが可能となる。
【０００９】
　本発明の通信端末では、要求手段は、所定の環境変化を検出した場合に利用可否情報を
要求することも好ましい。このようにすれば、例えば在圏セルの移動に応じて利用可否情
報を取得する、ということが可能となる。
【００１０】
　本発明の通信端末では、自通信端末の在圏するセルにおいて 通信が可能である場
合に、当該セルを特定するためのセル識別情報を格納する格納手段と、自通信端末の在圏
するセルが変化したことを検知する検知手段と、検知手段による検知に応じて、変化後の
セルのセル識別情報が格納手段に格納されているか否かを判断する判断手段とを更に備え
、認識手段は、判断手段により変化後のセルのセル識別情報が格納手段に格納されている
と判断された場合に、当該セルにおいて 通信が可能である旨をユーザに認識させる
ことも好ましい。
 
【００１１】
　このように、在圏するセルにおいて特定の特徴を備えた通信が可能である場合には、こ
のセルのセル識別情報を格納するので、特定の特徴を備えた通信が可能なセルに関する情
報を残しておくことができる。在圏するセルが変化すると、格納手段を検索し、格納手段
にこのセルのセル識別情報が格納されている場合には、このセルにおいて特定の特徴を備
えた通信が可能である旨をユーザに認識させるので、ネットワークに接続しなくとも、特
定の特徴を備えた通信が可能であることを判別することができる。
【００１２】
　本発明の通信端末は、認識手段は、 通信が可能である旨を表示するための表示手
段を有することが好ましい。このようにすれば、ユーザは、表示手段を見るだけで、現在
特定の特徴を備えた通信が可能であるか否かを知ることできる。
 
【００１３】
　また、本発明の通信端末において、 通信とは、高速データ通信であることが好ま
しい。高いデータ伝送速度を有する通信を用いれば、ファイルのダウンロードをスムーズ
に行うことができる。
 
【００１４】
　また、本発明の通信端末において、高速データ通信とは、ＨＳＤＰＡによる通信である
ことが好ましい。ＨＳＤＰＡによる通信はパケット通信に有用であるため、ＨＳＤＰＡに
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よる通信を用いた場合には、ファイルのダウンロードをよりスムーズに行うことができる
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の通信端末によれば、ファイルのダウンロードを効率よく行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の知見は、例示のみのために示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考
慮することによって、容易に理解することができる。引き続いて、添付図面を参照しなが
ら本発明の実施の形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して
、重複する説明を省略する。
【００１７】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る通信端末１の構成を示す図である。通信端末１
は、特定の特徴を備えた通信に対応した移動通信端末である。ここで、特定の特徴を備え
た通信とは、通常モードと異なる特徴を備えた通信である。このような通信の例としては
、高速データ通信が挙げられる。高速データ通信は、例えば、変調方式を変更したり、使
用するチャネル数を増加したりすることによって、通常モードと比べてデータ伝送速度を
高めた通信である。その他に通常モードと異なる特徴を備えた通信の例としては、マルチ
モード通信（複数の通信方式に対応した通信環境）において、通常モードを音声通信とし
た場合のパケット通信が挙げられる。本実施形態の通信端末１は、高速データ通信の一つ
であるＨＳＤＰＡ（ High Speed Downlink Packet Access）を用いた通信に対応した移動
通信端末である。なお、本実施形態の通信端末１はＨＳＤＰＡを用いた通信に対応したも
のであるが、ＥＶ－ＤＯやその他の方式を用いた高速ネットワーク通信に対応したもので
あってもよい。このような通信端末１は、ネットワーク６と接続されている。
【００１８】
　ネットワーク６は、無線ネットワーク４と、無線ネットワーク４に接続され、移動体通
信キャリアが運用するコアネットワーク５とを備えている。　
【００１９】
　無線ネットワーク４は、通信端末１の在圏セルの基地局４０ａを含む複数の基地局４０
と、無線制御装置４２とを有している。基地局４０は、ＨＳＤＰＡ対応基地局及びＨＳＤ
ＰＡ非対応基地局の２つのタイプに分けられる。ＨＳＤＰＡ対応基地局は、ＨＳＤＰＡを
用いたパケット通信を可能とするための設備を備える基地局である。一方、ＨＳＤＰＡ非
対応基地局は、従来のＷ－ＣＤＭＡを用いたパケット通信を可能とするための設備を備え
ているが、ＨＳＤＰＡを用いたパケット通信を可能とするための設備は備えていない基地
局である。
【００２０】
　これら複数の基地局４０は、無線制御装置４２と接続されている。無線制御装置４２は
、基地局４０がそれぞれＨＳＤＰＡ対応基地局又はＨＳＤＰＡ非対応基地局のいずれであ
るかについての情報を予め取得している。
【００２１】
　このようなネットワーク６においては、通信端末１から送信された利用可否情報の送信
要求を、無線ネットワーク４の基地局４０ａ及び無線制御装置４２を介してコアネットワ
ーク５が受信する。コアネットワーク５は、利用可否情報を生成し、かかる利用可否情報
を無線ネットワーク４の基地局４０ａ及び無線制御装置４２を介して通信端末１に送信す
る。
【００２２】
　通信端末１は、ＨＳＤＰＡによる通信に対応した通信端末である。通信端末１は、物理
的な構成要素として、ＣＰＵ（中央処理装置）、通信装置、プッシュボタンといった入力
装置、メモリといった記憶装置、ディスプレイといった表示装置等を有している。通信端
末１は、機能的な構成要素として、入力検知部１０と、要求部１２（要求手段）と、受信
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部１４（受信手段）と、認識部１６（認識手段）とを有している。
【００２３】
　入力検知部１０は、ユーザによる所定の操作を検知する部分である。ここで、所定の操
作とは、通話中又は待ち受け中に行われるＵＳＳＤ（ Unstructured Supplementary Servi
ces Data）の手順を用いた操作であり、その一つとして情報要求用番号の入力操作が挙げ
られる。情報要求用番号とは、例えば４桁の番号である。入力検知部１０は、ユーザによ
る情報要求用番号の入力を検知すると、ユーザによる操作を検知した旨の通知を要求部１
２に出力する。
【００２４】
　また、その他の所定の操作としては、通信端末２が折りたたみ式の携帯電話である場合
には、通信端末２を開くといった操作が挙げられる。このような操作を入力検知部１０が
検知することで、ユーザが通信端末２を開いてディスプレイを見る度に、要求部１２に対
して通知が出力されることとなるため、わざわざ情報要求用番号を入力するといった作業
が不要となる。また、その他の所定の操作としては、通信端末２のプッシュボタンの一つ
である、パケット通信用ボタンの押下といった操作が挙げられる。このような操作を入力
検知部１０が検知することで、パケット通信を行う度に要求部１２に対して通知が出力さ
れることとなり、わざわざ情報要求用番号を入力するといった作業が不要となる。また、
通信端末２がパソコンに接続されるカード式通信端末である場合には、通信端末２をパソ
コンに差し込むという操作を所定の操作としてもよい。
【００２５】
　要求部１２は、ネットワーク６に対して、後述する利用可否情報の送信を要求する部分
である。より具体的には、要求部１２は、ユーザによる操作を検知した旨の通知を入力検
知部１０から受け取ると、利用可否情報の送信要求をネットワーク６に送信する。
【００２６】
　受信部１４は、ネットワーク６から利用可否情報を受信する部分である。受信部１４は
、受信した利用可否情報を認識部１６に出力する。
【００２７】
　ここで、利用可否情報について説明する。利用可否情報とは、通信端末１の在圏セルに
おいてＨＳＤＰＡによる通信が可能か否かを示す情報である。利用可否情報は、エリア情
報とリソース情報とからなっている。
【００２８】
　エリア情報は、通信端末１の在圏セルがＨＳＤＰＡサービスエリアに含まれているか否
かを示す情報である。ＨＳＤＰＡサービスエリアは、ＨＳＤＰＡ対応基地局が形成するセ
ルからなるエリアであり、通信端末１の在圏セルがＨＳＤＰＡサービスエリアに含まれて
いる場合には、エリア情報は「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示すものとなる。一方
、通信端末１の在圏セルがＨＳＤＰＡサービスエリアに含まれていない場合には、エリア
情報は「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏外」を示すものとなる。
【００２９】
　リソース情報とは、通信端末１の在圏セルがＨＳＤＰＡサービスエリアに含まれている
場合に、ＨＳＤＰＡの無線リソース（以下、ＨＤＳＰＡリソースとする）に通信を行うの
に必要な分の空きがあるか否か、すなわち、通信端末１にＨＳＤＰＡリソースの割り当て
が可能か否かを示す情報である。通信端末１にＨＳＤＰＡリソースの割り当てが可能であ
る場合には、リソース情報は「リソース割り当て可」を示すものとなる。一方、通信端末
１にＨＳＤＰＡリソースの割り当てが不可能である場合には、リソース情報は「リソース
割り当て不可」を示すものとなる。
【００３０】
　認識部１６は、受信部１４から受信した利用可否情報の内容を、ユーザに認識させる部
分である。認識部１６は、通信端末１のディスプレイ（図示せず）である表示部１８を有
している。より具体的には、認識部１６は、受信部１４から利用可否情報を受け取り、こ
の利用可否情報からエリア情報及びリソース情報を抽出する。そして、抽出したこれらの
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情報に基づいて、アンテナマークを表示部１８に表示させる。
【００３１】
　図２は、表示部１８におけるアンテナマーク１８０の表示の一例を示す図である。図２
に示す例によれば、アンテナマーク１８０の右側にある３本の縦棒１８０ａは、一般的な
通信端末と同様、電波状態を示している。そして、アンテナマーク１８０の左側にある縦
棒１８０ｂ，１８０ｃが、エリア情報及びリソース情報をそれぞれ示している。エリア情
報が「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示すものであるとき、縦棒１８０ｂが表示され
る。また、リソース情報が「リソース割り当て可」を示すものであるとき、縦棒１８０ｂ
の左側部分に縦棒１８０ｃが表示される。したがって、ＨＳＤＰＡの利用が可能なときに
は、縦棒１８０ｂ，１８０ｃがともに表示されることになる。なお、縦棒１８０ｂ，１８
０ｃは、それぞれを判別しやすいように，異なる色で表示されることが好ましい。
【００３２】
　続いて、本実施形態における通信端末１の動作について説明する。図３は、通信端末１
の処理を示すシーケンス図である。
【００３３】
　まず、ユーザにより情報要求用番号が入力されると、これを通信端末１の入力検知部１
０が検知する（ステップＳ１）。入力検知部１０は、ユーザによる操作を検知した旨の通
知を要求部１２に出力する。かかる通知を受け取った要求部１２は、利用可否情報の送信
要求をネットワーク６に送信する（ステップＳ２）。
【００３４】
　無線ネットワーク４の無線制御装置４２は、基地局４０ａを介して送信要求を受信する
。送信要求の通信経路に基づいて、無線制御装置４２は、通信端末１の在圏基地局が基地
局４０ａであることを認識する（ステップＳ３）。そして、送信要求をコアネットワーク
５に送信する（ステップＳ４）。
【００３５】
　コアネットワーク５は、無線ネットワーク４から送信要求を受信すると、無線制御装置
４２に対してエリア情報を要求する（ステップＳ５）。エリア情報の要求を受けた無線制
御装置４２は、送信要求を受信した際に認識した基地局４０ａがＨＳＤＰＡ対応基地局又
はＨＳＤＰＡ非対応基地局のいずれのタイプであるかを判断する（ステップＳ６）。判断
の結果、ＨＳＤＰＡ対応基地局である場合には「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示す
エリア情報を、ＨＳＤＰＡ非対応基地局である場合には「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏外
」を示すエリア情報を、コアネットワーク５に返す（ステップＳ７）。
【００３６】
　コアネットワーク５は、無線制御装置４２からエリア情報を受信する。コアネットワー
ク５は、エリア情報が「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏外」を示すものである場合には、か
かるエリア情報と「リソース割り当て不可」を示すリソース情報とを含む利用可否情報を
生成し（ステップＳ１１）、これを通信端末１に送信する（ステップＳ１２）。一方、受
信したエリア情報が「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示すものである場合には、無線
制御装置４２にリソース情報を要求する（ステップＳ８）。
【００３７】
　無線制御装置４２は、基地局４０ａに対してリソース情報を要求する。リソース情報の
要求を受けた基地局４０ａは、通信端末１にＨＳＤＰＡリソースの割り当てが可能か否か
を判断する（ステップＳ９）。判断の結果、可能である場合には「リソース割り当て可」
を示すリソース情報を、不可能である場合には「リソース割り当て不可」を示すリソース
情報を、無線制御装置４２を介してコアネットワーク５に送信する（ステップＳ１０）。
【００３８】
　コアネットワーク５は、さきに受信した「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示すエリ
ア情報と、無線制御装置４２から受信したリソース情報とを含む利用可否情報を生成し（
ステップＳ１１）、生成した利用可否情報を無線ネットワーク４を介して通信端末１に送
信する（ステップＳ１２）。
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【００３９】
　通信端末１の受信部１４は、コアネットワーク５により送信された利用可否情報を、無
線ネットワーク４を介して受信する。そして、受信した利用可否情報を認識部１６に出力
する。認識部１６は、利用可否情報に含まれるエリア情報及びリソース情報を基に、表示
部１８にアンテナマーク１８０を表示させる（ステップＳ１３）。認識部１６は、エリア
情報が「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示すものである場合には、アンテナマーク１
８０の縦棒１８０ｂを表示させる。リソース情報が「リソース割り当て可」を示すもので
ある場合には、アンテナマーク１８０の縦棒１８０ｃを表示させる。
【００４０】
　本実施形態の作用効果について説明する。上述のように、通信端末１の入力検知部１０
がユーザによる情報要求用番号の入力を検知すると、要求部１２が利用可否情報の送信要
求をネットワーク６に送信する。これにより、ユーザは、現在位置における利用可否情報
を必要なときに取得することができる。ネットワーク６から送信された利用可否情報を受
信部１４が受信し、この利用可否情報に含まれるエリア情報及びリソース情報を基に、認
識部１６がアンテナマーク１８０を表示させる。これにより、ユーザは、アンテナマーク
１８０の縦棒１８０ｂ，１８０ｃを見ればＨＳＤＰＡによる通信が可能であるか否かを知
ることができる。ＨＳＤＰＡによる通信が可能であるか否かを知ることができれば、ユー
ザは、通信速度等を考慮しつつ、ファイルのダウンロードやウェブアクセスを行うことが
できる。また、ＨＳＤＰＡによる通信が他の方式の通信と課金体系が異なる場合には、通
信速度だけでなく料金も考慮しながら、ファイルのダウンロード等を行うことができる。
【００４１】
　図４は、本発明の第２の実施形態に係る通信端末２の構成を示す図である。通信端末２
は、第１の実施形態における通信端末２の入力検知部１０の代わりに、トリガ検知部２０
を備えている。また、通信端末２は、受信部２４、認識部２６、及び表示部２８を備えて
いるが、これらは、通信端末１における受信部１４、認識部１６、及び表示部１８とそれ
ぞれ同様の機能を有している。
【００４２】
　トリガ検知部２０は、所定の環境変化を検知する部分である。所定の環境変化とは、本
実施形態では通信端末２の移動による在圏セルの変化を指す。なお、その他の環境変化と
しては、ネットワーク６側の輻輳を避けるため行われていた呼の制限が解除された時など
が挙げられる。トリガ検知部２０は、在圏セルの変化を検知すると、その旨を要求部２２
に通知する。
【００４３】
　要求部２２は、環境変化を検知した旨の通知をトリガ検知部２０から受け取る部分であ
る。要求部２２は、かかる通知を受け取ると、ネットワーク６に対して利用可否情報の送
信要求を送信する。利用可否情報の送信要求を受け取ったネットワーク６における処理は
、第１の実施形態にて述べたとおりである。
【００４４】
　本実施形態における通信端末２の動作について説明する。通信端末２では、トリガ検知
部２０が在圏セルの変化を検知する。トリガ検知部２０は、在圏セルの変化を検知した旨
を要求部２２に通知し、かかる通知を受け取った要求部２２は利用可否情報の送信要求を
ネットワーク６に送信する。送信要求をネットワーク６に送信した後の動作は、図３のス
テップＳ３～Ｓ１３に示す動作と同様である。
【００４５】
　本実施形態の作用効果について説明する。上述のように、トリガ検知部２０は、在圏セ
ルの変化を検知すると、要求部２２にその旨を通知する。この通知を受けた要求部２２か
らの要求に応じて、ネットワーク６から利用可否情報が送られる。これにより、ユーザは
、特別な操作を行わなくても、移動後の各場所にてＨＳＤＰＡによる通信が可能か否かを
知ることができる。
【００４６】
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　図５は、本発明の第３の実施形態に係る通信端末３の構成を示す図である。通信端末３
は、通信検知部３４、格納部３５（格納手段）、移動検知部３６（検知手段）、及び判断
部３７（判断手段）を備えている点で、第１の実施形態における通信端末１と異なる。ま
た、通信端末３は、入力検知部３０、要求部３１、及び受信部３２を備えているが、これ
らは通信端末１における入力検知部１０、要求部１２、及び受信部１４と同様の機能を有
している。
【００４７】
　通信検知部３４は、通信端末３にてＨＳＤＰＡによる通信が行われている場合に、この
通信の終了を検知する部分である。より具体的には、通信検知部３４は、ＨＳＤＰＡによ
る通信の終了を検知すると、ネットワーク６から受信した報知情報に基づいて、通信端末
３の在圏セルのセルＩＤ（セル識別情報）を特定する。そして、特定したセルＩＤを格納
部３５に格納する。
【００４８】
　移動検知部３６は、通信端末３の在圏セルが変化したことを検知する部分である。より
具体的には、移動検知部３６は、ネットワーク６から通信端末３に対して報知情報が送信
される度に、報知情報に含まれるセルＩＤを抽出している。移動検知部３６は、抽出した
セルＩＤが、その前に抽出したセルＩＤと異なる場合に、在圏セルが変化したと判断する
。在圏セルが変化したと判断した場合に、移動検知部３６は、在圏セルが変化した旨の通
知を変化後のセルＩＤとともに判断部３７に出力する。
【００４９】
　判断部３７は、変化後のセルＩＤが格納部３５に格納されているか否かを判断する部分
である。より具体的には、判断部３７は、在圏セルが変化した旨の通知を移動検知部３６
から受け取る。そして、かかる通知とともに受け取ったセルＩＤを、格納部３５に格納さ
れたセルＩＤの中から検索する。判断部３７は、移動検知部３６から受け取ったセルＩＤ
が格納部３５に格納されていた場合には、「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示すエリ
ア情報を認識部３８に出力する。
【００５０】
　認識部３８は、通信端末３のディスプレイ（図示せず）である表示部３９を有している
。認識部３８及び表示部３９は、通信端末１における認識部１６及び表示部１８と同様の
機能を有している。認識部３８は、判断部３７から「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を
示すエリア情報を受け取ると、「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示す縦棒が入ったア
ンテナマークを表示部３９に表示させる。
【００５１】
　本実施形態における通信端末３の動作について説明する。図６は、通信端末３の処理を
示すシーケンス図である。
【００５２】
　通信端末３においてＨＳＤＰＡによる通信が行われているとき、かかる通信が終了する
と、通信検知部３４がこれを検知する（ステップＳ６１）。ＨＳＤＰＡによる通信の終了
を検知した通信検知部３４は、ネットワーク６から受信した報知情報から通信端末３の在
圏セルのセルＩＤを取得する（ステップＳ６２）。そして、取得したセルＩＤを格納部３
５に出力する（ステップＳ６３）。格納部３５は、通信検知部３４から出力されたセルＩ
Ｄを格納する（ステップＳ６４）。
【００５３】
　移動検知部３６は、ネットワーク６により送信された報知情報からセルＩＤを抽出して
いる。移動検知部３６は、抽出したセルＩＤの変化に基づいて、在圏セルが変化したこと
を検知する（ステップＳ６５）。移動検知部３６は、在圏セルが変化した旨の通知を、変
化後のセルＩＤとともに判断部３７に出力する（ステップＳ６６）。
【００５４】
　判断部３７は、移動検知部３６から在圏セルが変化した旨の通知を受けると、この通知
とともに受け取ったセルＩＤを基にして格納部３５を検索する（ステップＳ６７）。移動
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検知部３６から受け取ったセルＩＤが格納部３５に格納されていた場合には、「ＨＳＤＰ
Ａサービスエリア圏内」を示すエリア情報を生成し（ステップＳ６８）、このエリア情報
を認識部３８に出力する（ステップＳ６９）。認識部３８は、判断部３７からエリア情報
を受け取ると、表示部３９に、「ＨＳＤＰＡサービスエリア圏内」を示す縦棒が入ったア
ンテナマーク１８０を表示させる（ステップＳ７０）。
【００５５】
　本実施形態の作用効果について説明する。上述のように、ＨＳＤＰＡによる通信を行っ
たときのセルＩＤは、格納部３５に格納される。これにより、ＨＳＤＰＡサービスエリア
内に位置するセルの情報を通信端末３の内部に残しておくことができる。在圏セルが変化
したときに、変化後の在圏セルのセルＩＤが格納部３５に格納されている場合には、認識
部３８がＨＳＤＰＡサービスエリア圏内である旨を示すアンテナマーク１８０を表示部３
９に表示させる。これにより、一度ＨＳＤＰＡによる通信を行ったことがある基地局のセ
ルに関しては、ネットワークに接続しなくとも、ＨＳＤＰＡによる通信が可能であること
を判別することができる。
【００５６】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されることなく、種々の変形が可能である。
【００５７】
　例えば、利用可否情報は、エリア情報及びリソース情報を含むとしたが、エリア情報及
びリソース情報のいずれか一方を含むとしてもよい。
【００５８】
　また、通信検知部は、ＨＳＤＰＡによる通信の終了を検知するとしたが、ＨＳＤＰＡに
よる通信が行われている最中であることを検知するとしてもよい。
【００５９】
　また、エリア情報及びリソース情報を表示するのにアンテナマークを用いたが、アンテ
ナマーク以外のシンボルを用いてもよい。また、アンテナマークを表示する代わりに、エ
リア情報及びリソース情報に応じた音声を出力するとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】第１の実施形態に係る通信端末の構成を示す図である。
【図２】表示部における表示の一例を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る通信端末の処理を示すシーケンス図である。
【図４】第２の実施形態に係る通信端末の構成を示す図である。
【図５】第３の実施形態に係る通信端末の構成を示す図である。
【図６】第３の実施形態に係る通信端末の処理を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１，２，３…通信端末、６…ネットワーク、１２，２２，３１…要求部、１４，２４，
３２…受信部、１６，２６，３８…認識部、１８，２８，３９…表示部、３５…格納部、
３６…移動検知部、３７…判断部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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