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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モバイル端末に適用され、
無線アクセス設備により送信されてくる無線ネットワークの運転パラメータを受信する
ステップと、
前記運転パラメータがオン条件及びオフ条件を含む所定のオンオフ条件を満たすか否か
を判断するステップと、
前記運転パラメータが前記所定のオン条件を満たすと判断した場合、前記無線アクセス
設備へ、前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス設備をトリガーする
ためのオン指令を送信し、前記運転パラメータが前記所定のオフ条件を満たすと判断した
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場合、前記無線アクセス設備へ、前記無線ネットワークをオフにするように前記無線アク
セス設備をトリガーするためのオフ指令を送信するステップと、を含み、
前記運転パラメータは、無線ネットワークの今回運転の時間の長さと、無線ネットワー
クの現在の運転時刻と、無線ネットワークの現在のオフ時刻と、無線ネットワークの所定
の期間内の総トラフィック量の値と、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値と
、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値のうちの少なくとも一つを
含むことを特徴とする無線ネットワークのオン・オフを制御するための方法。
【請求項２】
前記運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断するステップにおいて
、
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前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、前記今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、前記今
回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、前記現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、前記現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値で
ある場合、前記総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断し、
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又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である場合
、前記総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
である場合、前記瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記無線ネットワークをオフにするように前記無線アクセス設備を制御するステップに
おいて、
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前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判断した場
合、所定の時間間隔毎に、前記無線ネットワークを介して前記無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否かを検出し、
前記無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が存在しないと検出した場合、前記無
線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように前記無線アクセス設備を制御
する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
モバイル端末に適用され、
無線アクセス設備よって送信されてくる無線ネットワークの運転パラメータを受信する
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ためのパラメータ取得モジュールと、
前記運転パラメータがオン条件及びオフ条件を含む所定のオンオフ条件を満たすか否か
を判断するための条件判断モジュールと、
前記運転パラメータが前記所定のオン条件を満たすと判断した場合、前記無線アクセス
設備へ、前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス設備をトリガーする
ためのオン指令を送信し、前記運転パラメータが前記所定のオフ条件を満たすと判断した
場合、前記無線アクセス設備へ、前記無線ネットワークをオフにするように前記無線アク
セス設備をトリガーするためのオフ指令を送信するためのオンオフ制御モジュールと、を
備え、
前記運転パラメータは、無線ネットワークの今回運転の時間の長さと、無線ネットワー
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クの現在の運転時刻と、無線ネットワークの現在のオフ時刻と、無線ネットワークの所定
の期間内の総トラフィック量の値と、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値と
、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値のうちの少なくとも一つを
含むことを特徴とする無線ネットワークのオン・オフを制御するための装置。
【請求項５】
前記条件判断モジュールは、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、前記今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断するための
第１の判断ユニットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、前記今
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回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断するための
第２の判断ユニットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、前記現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断するための第３の判断ユニ
ットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、前記現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断するための第４の判断ユニ
ットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値で
ある場合、前記総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断する
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ための第５の判断ユニットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である場合
、前記総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断するための第６の判断ユ
ニットと、及び
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
である場合、前記瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断するための第７の判断ユニットと
のうちの少なくとも１つを備えることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記オンオフ制御モジュールは、
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前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判断した場
合、所定の時間間隔毎に、前記無線ネットワークを介して前記無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否か検出するための接続性検出ユニットと、
前記無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が存在しないと検出した場合、前記無
線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように前記無線アクセス設備を制御
するためのシャットダウン制御ユニットと、
を備えることを特徴とする請求項４または５に記載の装置。
【請求項７】
１つまたは複数のプロセッサと、
メモリと、
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前記メモリに記憶され、且つ前記１つまたは複数のプロセッサにより実行される１つま
たは複数のモジュールと、
を備え、
前記１つまたは複数のモジュールは、
無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得する機
能と、
前記運転パラメータがオン条件及びオフ条件を含む所定のオンオフ条件を満たすか否か
を判断する機能と、
前記運転パラメータが前記所定のオン条件を満たすと判断した場合、前記無線アクセス
設備へ、前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス設備をトリガーする
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ためのオン指令を送信し、前記運転パラメータが前記所定のオフ条件を満たすと判断した
場合、前記無線アクセス設備へ、前記無線ネットワークをオフにするように前記無線アク
セス設備をトリガーするためのオフ指令を送信する機能と、を有し、
前記運転パラメータは、無線ネットワークの今回運転の時間の長さと、無線ネットワー
クの現在の運転時刻と、無線ネットワークの現在のオフ時刻と、無線ネットワークの所定
の期間内の総トラフィック量の値と、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値と
、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値のうちの少なくとも一つを
含むことを特徴とするモバイル端末。
【請求項８】
少なくとも１つのモバイル端末と、少なくとも１つの無線アクセス設備を備え、前記少

50

(4)

JP 6076501 B2 2017.2.8

なくとも１つのモバイル端末と少なくとも１つの無線アクセス設備は、無線ネットワーク
を介して接続され、
前記モバイル端末は請求項７に記載のモバイル端末であり、
前記無線アクセス設備は、
１つまたは複数のプロセッサと、
メモリと、
前記メモリに記憶され、且つ前記１つまたは複数のプロセッサにより実行される１つま
たは複数のモジュールと、
を備え、
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前記１つまたは複数のモジュールは、
無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得する機
能と、
前記運転パラメータがオン条件及びオフ条件を含む所定のオンオフ条件を満たすか否か
を判断する機能と、
前記運転パラメータが前記所定のオン条件を満たすと判断した場合、前記無線アクセス
設備へ、前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス設備をトリガーする
ためのオン指令を送信し、前記運転パラメータが前記所定のオフ条件を満たすと判断した
場合、前記無線アクセス設備へ、前記無線ネットワークをオフにするように前記無線アク
セス設備をトリガーするためのオフ指令を送信する機能と、を有し、
前記運転パラメータは、無線ネットワークの今回運転の時間の長さと、無線ネットワー
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クの現在の運転時刻と、無線ネットワークの現在のオフ時刻と、無線ネットワークの所定
の期間内の総トラフィック量の値と、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値と
、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値のうちの少なくとも一つを
含むことを特徴とする無線ネットワークのオン・オフを制御するためのシステム。
【請求項９】
プロセッサに実行されることにより、請求項１乃至３のいずれかに記載の無線ネットワ
ークのオン・オフを制御するための方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
請求項９に記載のプログラムが記録された記録媒体。
30

【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
本願は、出願番号が２０１３１０６５６０９６．２であって、出願日が２０１３年１２
月６日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容を
本願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
本発明は、電子技術の分野に関し、特に無線ネットワークのオン・オフを制御するため
の方法、装置、設備、システム、プログラム及び記録媒体に関する。
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【背景技術】
【０００３】
スマートフォン、タブレットＰＣ、電子ブックリーダー、およびウルトラブックなどの
モバイル端末の発展に伴い、無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）も広く使用され
ている。無線ＬＡＮは、通常、ＷＩＦＩ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ

Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）を用い

て構成している。
【０００４】
ＷＩＦＩを用いて構成されている無線ＬＡＮでは、通常、無線アクセス設備として無線
ルータを使用されている。使用の便宜のために、無線アクセス設備は、一般的に長期にオ
ンにする状態である。無線アクセス設備をオフにする必要がある場合、ユーザは、無線ア
クセス設備における電源スイッチを、手動で制御してオフする必要がある。無線アクセス
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設備を再度オンにする必要がある場合、ユーザは、無線アクセス設備における電源スイッ
チを、手動で制御してオフする必要がある。
【０００５】
本発明の実現の過程において、発明者らは、背景技術において、少なくとも以下の問題
が存在することを見出した。即ち、無線アクセス設備が長期的にオンにする状態である場
合、多くのエネルギーを消費してしまい、しかしながら、ユーザ自身が手動のみで無線ア
クセス設備をオンにすれば、頻繁に手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにす
る必要となり、操作が複雑で無線アクセス設備の使用寿命が短くなる。
【発明の概要】
【０００６】
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無線アクセス設備が長期的にオンにする状態となり、多くのエネルギーを消費してしま
い、且つ頻繁に手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにし、操作が複雑で無線
アクセス設備の使用寿命が短くなる、という問題を解決するために、本発明の実施例では
、無線ネットワークのオン・オフを制御するための方法、装置、設備、システム、プログ
ラム及び記録媒体を提供する。前記技術案は、次の通りである。
【０００７】
本発明に係る実施例の第１の方面によれば、本発明は、無線ネットワークのオン・オフ
を制御するための方法を提供し、前記方法は、
無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得するス
テップと、
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前記運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断するステップと、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、前記無線ネッ
トワークをオンまたはオフにするように前記無線アクセス設備を制御するステップと、を
含む。
【０００８】
第１の方面の第１の可能な実施形態では、前記運転パラメータが所定のオンオフ条件を
満たすか否かを判断するステップにおいて、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、前記今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、前記今
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回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、前記現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、前記現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断し、又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値で
ある場合、前記総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断し、
又は
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である場合
、前記総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断し、又は
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前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
である場合、前記瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断する。
【０００９】
第１の方面または第１の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第２の可能な実施例
では、前記無線ネットワークをオフにするように前記無線アクセス設備を制御するステッ
プにおいて、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判断した場
合、所定の時間間隔毎に、前記無線ネットワークを介して前記無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否かを検出し、
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前記無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が存在しないと検出した場合、前記無
線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように前記無線アクセス設備を制御
する。
【００１０】
第１の方面または第１の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第３の可能な実施形
態では、前記方法がモバイル端末に適用される場合、前記無線アクセス設備によって提供
される前記無線ネットワークの運転パラメータを取得するステップにおいて、
前記無線アクセス設備によって送信されてくる前記無線ネットワークの運転パラメータ
を受信する。
【００１１】
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第１の方面または第１の方面の第１の可能な実施例に基づいて、第４の可能な実施形態
では、前記方法がモバイル端末に適用される場合、前記無線ネットワークをオンまたはオ
フにするように前記無線アクセス設備を制御するステップにおいて、
前記無線アクセス設備へ、前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス
設備をトリガーするためのオン指令、または前記無線ネットワークをオフにするように前
記無線アクセス設備をトリガーするためのオフ指令を送信する。
【００１２】
本発明に係る実施例の第２の方面によれば、本発明は無線ネットワークのオン・オフを
制御するための装置を提供し、前記装置は、
無線アクセス設備よって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得するため

20

のパラメータ取得モジュールと、
前記運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断するための条件判断モ
ジュールと、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、前記無線ネッ
トワークをオンまたはオフにするように前記無線アクセス設備を制御するためのオンオフ
制御モジュールと、を備える。
【００１３】
第２の方面の第１の可能な実施形態では、前記条件判断モジュールは、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、前記今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断するための
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第１の判断ユニットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、前記今
回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断するための
第２の判断ユニットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、前記現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断するための第３の判断ユニ
ットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、前記現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断するための第４の判断ユニ
ットと、
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前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値で
ある場合、前記総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断する
ための第５の判断ユニットと、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である場合
、前記総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断するための第６の判断ユ
ニットと、及び
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
である場合、前記瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断するための第７の判断ユニットと
のうちの少なくとも１つを備える。
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【００１４】
第２の方面または第２の方面の第１の可能な実施例に基づいて、第２の可能な実施形態
では、前記オンオフ制御モジュールは、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判断した場
合、所定の時間間隔毎に、前記無線ネットワークを介して前記無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否か検出するための接続性検出ユニットと、
前記無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が存在しないと検出した場合、前記無
線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように前記無線アクセス設備を制御
するためのシャットダウン制御ユニットと、を備える。
【００１５】

10

第２の方面または第２の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第３の可能な実施形
態では、前記装置がモバイル端末に適用される場合、前記パラメータ取得モジュールは、
前記無線アクセス設備によって送信されてくる前記無線ネットワークの運転パラメータを
受信する。
【００１６】
第２の方面または第２の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第４の可能な実施形
態では、前記装置がモバイル端末に適用される場合、前記オンオフ制御モジュールは、前
記無線アクセス設備へ前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス設備を
トリガーするためのオン指令、または前記無線ネットワークをオフにするように前記無線
アクセス設備をトリガーするためのものオフ指令を送信する。
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【００１７】
本発明の実施例の第３の様態によれば、本発明は、モバイル端末を提供し、前記モバイ
ル端末は、
１つまたは複数ののプロセッサと、
メモリと、
前記メモリに記憶され、且つ前記１つまたは複数ののプロセッサにより実行される１つ
または複数のモジュールと、
を備え、
前記１つまたは複数のモジュールは、
無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得する機
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能と、
前記運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、前記無線ネッ
トワークをオンまたはオフにするように前記無線アクセス設備を制御する機能と、
を有する。
【００１８】
第３の方面の第１の可能な実施形態では、前記１つまたは複数のモジュールは、さらに
、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、前記今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断する機能と

40

、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、前記今
回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断する機能と
、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、前記現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、前記現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値で
ある場合、前記総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断する
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機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である場合
、前記総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
である場合、前記瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断する機能とを有する。
【００１９】
第３の方面または第３の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第２の可能な実施形
態では、前記１つまたは複数のモジュールは、さらに、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判断した場

10

合、所定の時間間隔毎に、前記無線ネットワークを介して前記無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否かを検出する機能と、
前記無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が存在しないと検出した場合、前記無
線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように前記無線アクセス設備を制御
する機能とを有する。
【００２０】
第３の方面または第３の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第３の可能な実施例
では、前記１つまたは複数のモジュールは、さらに、
前記無線アクセス設備によって送信されてくる前記無線ネットワークの運転パラメータ
を受信する機能を有する。
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【００２１】
第３の方面または第３の方面の第１の可能な実施例に基づいて、第４の可能な実施形態
では、前記１つまたは複数のモジュールは、さらに、
前記無線アクセス設備へ、前記無線ネットワークをオンにするように前記無線アクセス
設備をトリガーするためのオン指令、または前記無線ネットワークをオフにするように前
記無線アクセス設備をトリガーするためのオフ指令を送信する機能を有する。
【００２２】
本発明の実施例の第４の方面によれば、本発明は、無線アクセス設備を提供し、前記無
線アクセス設備は、
１つまたは複数のプロセッサと、
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メモリと、
前記メモリに記憶され、且つ前記１つまたは複数ののプロセッサにより実行される１つ
または複数のモジュールと、
を備え、
前記１つまたは複数ののモジュールは、
無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得する機能
と、
前記運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、前記無線ネッ
トワークをオンまたはオフにするように前記無線アクセス設備を制御する機能と、
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を有する。
【００２３】
第４の方面の第１の可能な実施形態では、前記１つまたは複数のモジュールは、さらに
、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、前記今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断する機能と
、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、前記今
回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断する機能と
、
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前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、前記現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、前記現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値で
ある場合、前記総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断する
機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である場合
、前記総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断する機能と、
前記運転パラメータが前記無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
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である場合、前記瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断する機能とを有する。
【００２４】
第４の方面または第４の方面の第１の可能な実施形態に基づいて、第２の可能な実施形
態では、前記１つまたは複数のモジュールは、さらに、
前記運転パラメータが前記所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判断した場
合、所定の時間間隔毎に、前記無線ネットワークを介して前記無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否かを検出する機能と、
前記無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が存在しないと検出した場合、前記無
線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように前記無線アクセス設備を制御
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する機能とを有する。
【００２５】
本発明の実施例の第５の方面によれば、本発明は、無線ネットワークのオン・オフを制
御するためのシステムを提供し、前記無線ネットワークのオン・オフを制御するためのシ
ステムは、少なくとも１つのモバイル端末と、少なくとも１つの無線アクセス設備を備え
、前記少なくとも１つのモバイル端末と少なくとも１つの無線アクセス設備は、無線ネッ
トワークを介して接続され、
前記モバイル端末が第３の方面に記載のモバイル端末であり、
前記無線アクセス設備が第４の方面に記載の無線アクセス設備である。
【００２６】
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本発明の実施例の第６の方面によれば、本発明は、プログラムを提供し、該プログラム
は、プロセッサに実行されることにより、前記無線ネットワークのオン・オフを制御する
ための方法を実現する。
【００２７】
本発明の実施例の第７の方面によれば、本発明は、前記プログラムが記録された記録媒
体を提供する。
【００２８】
本発明の実施例で提供された技術案は、次のような効果をもたらすことができる。
【００２９】
無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメータを取得するス
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テップと、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断するステップと、
運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、無線ネットワークをオン
またはオフにするように無線アクセス設備を制御するステップを含む。これにより、無線
アクセス設備が長期的にオンにする状態となり、多くのエネルギーを消費してしまい、且
つ頻繁に手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにし、操作が複雑で且つ無線ア
クセス設備の使用寿命が短くなる、という問題を解决した。更に、エネルギーを節約し、
手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにする必要がなく、操作の複雑程度を低
下し、無線アクセス設備の使用寿命を延長させるという効果に達した。
【００３０】
上記の説明および後述の詳細な説明は、単なる例示のみであり、本発明を限定するもの
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ではないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
以下、本発明の実施例をより明瞭に説明するために、実施例において使用される図面を
簡単に説明し、以下説明された図面が、本発明のいくつかの実施例のみであり、当業者に
とって、創造的労力をしなくても、これらの図面から他の図面を得られることも明らかで
ある。
【００３２】
【図１】例示的な実施例に係る無線ネットワークのオン・オフを制御するための方法に関
10

する実施環境を示す例示的な構成図である。
【図２】例示的な実施例に係る無線ネットワークのオン・オフを制御するための方法を示
す例示的な方法のフローチャートである。
【図３】例示的な実施例に係る無線ネットワークのオン・オフを制御するための方法を示
す例示的な方法のフローチャートである。
【図４】例示的な実施例に係る無線ネットワークのオン・オフを制御するための方法を示
す例示的な方法のフローチャートである。
【図５】例示的な実施例に係る無線ネットワークのオン・オフを制御するための装置を示
す例示的な構成図である。
【図６】例示的な実施例に係る無線ネットワークのオン・オフを制御するための装置を示
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す例示的な構成図である。
【図７】例示的な実施例に係るモバイル端末を示す例示的な構成図である。
【００３３】
上記図面を通じて本発明の明確な実施例を例示し、以下にさらに詳しく記述する。この
ような図面と文字記述は本発明の旨の範囲を制限するものではなく、特定の実施例を参照
することによって、本技術分野の当業者に本発明の概念を理解させるためのものである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
以下、本発明の目的、技術案、および利点をさらに明確にさせるために、添付図面に基
づいて本発明の実施形態について詳細に説明する。
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【００３５】
図１は、本発明の各実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフを制御す
るための方法に関する実施環境を示す構成図である。当該実施環境には、少なくとも１つ
のモバイル端末１２０および無線アクセス設備１４０を含む。
【００３６】
モバイル端末１２０は、例えば、スマートフォン、タブレットＰＣ、電子ブックリーダ
ー、ＭＰ３（Ｍｏｖｉｎｇ
Ｌａｙｅｒ
ｒｔｓ

Ｐｉｃｔｕｒｅ

Ｅｘｐｅｒｔｓ

ＩＩＩ）プレーヤー、ＭＰ４（Ｍｏｖｉｎｇ

Ｇｒｏｕｐ

Ａｕｄｉｏ

Ｌａｙｅｒ

Ｇｒｏｕｐ

Ａｕｄｉｏ

Ｐｉｃｔｕｒｅ

Ｅｘｐｅ

ＩＶ）プレーヤー、ノートブック型パソ

コンやデスクトップコンピュータ等である。
【００３７】
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無線アクセス設備１４０は、ルータ等であってもよい。
【００３８】
モバイル端末１２０と、無線アクセス設備１４０とは、無線ネットワークを介して接続
されてもよいし、インターネット等の他のネットワークを介して接続されてもよく、且つ
互に情報を送信することができる。無線アクセス設備１４０によって提供される無線ネッ
トワークがオンされると、モバイル端末１２０は、直接に当該無線ネットワークを介して
無線アクセス設備１４０と通信することができる。無線アクセス設備１４０によって提供
される無線ネットワークがオフされると、モバイル端末１２０は、当該無線ネットワーク
以外の他のネットワークを介して無線アクセス設備１４０と通信することができ、当該他
のネットワークは、２Ｇ／３Ｇ／４Ｇモバイル通信ネットワークおよびインターネット等
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であってもよい。
【００３９】
図２は、本発明の実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフを制御する
ための方法を示す方法のフローチャートである。本実施例では、主に、当該無線ネットワ
ークのオン・オフを制御するための方法が、図１に示すモバイル端末または無線アクセス
設備に適用されることを例として説明する。当該無線ネットワークのオン・オフを制御す
るための方法は、以下のステップ２０２、２０４、２０６を含んでもよい。
【００４０】
ステップ２０２では、無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パ
ラメータを取得する。

10

【００４１】
ステップ２０４では、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する
。
【００４２】
ステップ２０６では、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、
無線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス設備を制御する。
【００４３】
上記をまとめて言えば、本実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフを
制御するための方法は、無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パ
ラメータを取得するステップと、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを

20

判断するステップと、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、無
線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス設備を制御するステップを含
む。これにより、無線アクセス設備が長期的にオンにする状態となり、多くのエネルギー
を消費してしまい、且つ頻繁に手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにし、操
作が複雑で且つ無線アクセス設備の使用寿命が短くなる、という問題を解决した。更に、
エネルギーを節約し、手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにする必要がなく
、操作の複雑程度を低下し、無線アクセス設備の使用寿命を延長させるという効果に達し
た。
【００４４】
図３は、本発明のもう１つの実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフ

30

を制御するための方法を示す方法のフローチャートである。本実施例では、主に、当該無
線ネットワークのオン・オフを制御するための方法が、図１に示す無線アクセス設備に適
用されることを例として説明する。当該無線ネットワークのオン・オフを制御するための
方法は、以下のステップ３０１〜３０４を含んでもよい。
【００４５】
ステップ３０１では、無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パ
ラメータを取得する。
【００４６】
無線アクセス設備が無線ネットワークの運転パラメータを取得し、無線ネットワークの
運転パラメータは、無線ネットワークの今回運転の時間の長さと、無線ネットワークの現

40

在の運転時刻と、無線ネットワークの現在のオフ時刻と、無線ネットワークの所定の期間
内の総トラフィック量の値と、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値と、無線
ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値のうちの少なくとも一つを含む。
【００４７】
例えば、無線ネットワークの運転パラメータが無線ネットワークの現在の運転時刻であ
る場合、無線アクセス設備は、タイマー装置を介して無線ネットワークの現在の運転時刻
を取得する。
【００４８】
ステップ３０２では、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する
。
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【００４９】
無線アクセス設備は、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する
。
【００５０】
所定のオンオフ条件には、オン条件、およびオフ条件を含む。オン条件には、無線ネッ
トワークの今回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達することと、無
線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオン時刻と同じであることと、のうち
の何れかの一つを含む。
【００５１】
オフ条件には、無線ネットワークの今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間

10

の長さに達することと、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と
同じであることと、無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値がトラフィ
ックオフ閾値に達したことと、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値が消費電
力オフ閾値に達したことと、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
が持続的に瞬時オフ閾値より小さいことと、のうちのいずれかの一つを含む。
【００５２】
当該ステップは、次の７つのケースを含むが、これらに限定されるものではない。
【００５３】
ケース１は、運転パラメータが無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、今
回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを判断することで
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あり、
例えば、予め設定されたオフ待機時間の長さは、１２時間である。
【００５４】
ケース２は、運転パラメータが無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、今
回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを判断することで
あり、
例えば、予め設定されたオン待機時間の長さは、６時間である。
【００５５】
ケース３は、運転パラメータが無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、現在の
運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断することであり、
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例えば、タイマー装置により取得された無線ネットワークの現在の運転時刻が２４時で
あると仮定する場合、メモリに記憶された予め設定された時間リスト中に無線ネットワー
クの現在の運転時刻である２４時と同じである予め設定されたオフ時刻が存在するか否か
を判断する。
【００５６】
ケース４は、運転パラメータが無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、現在の
オフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断することであり、
例えば、タイマー装置により取得された無線ネットワークの現在の運転時刻が６時であ
ると仮定する場合、メモリに記憶された予め設定された時間リスト中に無線ネットワーク
の現在の運転時刻である６時と同じである予め設定されたオン時刻が存在するか否かを判

40

断する。
【００５７】
ケース５は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の
値である場合、総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達したか否かを判断する
ことであり、
例えば、トラフィックオフ閾値は、２００Ｍ／２４時間である。
【００５８】
ケース６は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である
場合、総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断することであり、
例えば、消費電力オフ閾値は、２００Ｗである。
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【００５９】
ケース７は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量
の値である場合、瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値より小さいか否かを
判断することであり、
例えば、瞬時オフ閾値は、１時間の間内において持続的に５０Ｋｂｐｓより小さいこと
である。
【００６０】
ステップ３０３では、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、
無線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス設備を制御する。
【００６１】

10

運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、無線アクセス設備が無
線ネットワークをオンまたはオフにする。
【００６２】
当該ステップは、次の７つのケースを含むが、これらに限定されるものではない。
【００６３】
ケース１は、無線ネットワークの今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の
長さに達すると判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオフにすることで
あり、
ケース２は、無線ネットワークの今回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の
長さに達すると判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオンにすることで

20

あり、
ケース３は、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであ
ると判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオフにすることであり、
例えば、無線アクセス設備のレジスタに予め設定される時間リストに予め設定されたオ
フ時刻である２４時が格納されていると仮定する場合、タイマー装置により取得された無
線ネットワークの現在の運転時刻が２４時であり、予め設定される時間リスト中に無線ネ
ットワークの現在の運転時刻である２４時と同じである予め設定されたオフ時刻が存在す
ると判断されると、無線アクセス設備が無線ネットワークをオフする。
【００６４】
ケース４は、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオン時刻と同じであ
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ると判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオンにすることであり、
例えば、無線アクセス設備のレジスタに予め設定された時間リストに予め設定されたオ
ン時刻である６時が格納されていると仮定する場合、タイマー装置により取得された無線
ネットワークの現在の運転時刻は６時であり、予め設定された時間リスト中に無線ネット
ワークの現在の運転時刻である６時と同じである予め設定されたオン時刻が存在すると判
断されたと、無線アクセス設備が無線ネットワークをオンにする。
【００６５】
ケース５は、無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値がトラフィック
オフ閾値に達すると判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオフにするこ
とであり、
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ケース６は、無線ネットワークの所定の期間内の消費電力値が消費電力オフ閾値に達す
ると判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオフにすることであり、
ケース７は、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値が持続的に瞬
時オフ閾値より小さいと判断した場合、無線アクセス設備が無線ネットワークをオフにす
ることである。
【００６６】
補足説明として、運転パラメータが所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判
断した場合、所定の時間間隔毎に、無線ネットワークを介して無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否かを検出し、無線アクセス設備と接続モバイル端末が存
在しないと検出した場合、無線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするように
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無線アクセス設備を制御する。
【００６７】
オフ条件には、無線ネットワークの今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間
の長さに達することと、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と
同じであることと、無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値がトラフィ
ックオフ閾値に達することと、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値が消費電
力オフ閾値に達することと、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
が持続的に瞬時オフ閾値より小さいことと、のうちのいずれかの一つを含む。
【００６８】
ステップ３０４では、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たさないと判断した場

10

合、無線アクセス設備が既存のオンまたはオフ状態に維持されている。
【００６９】
上記をまとめて言えば、本実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフを
制御するための方法は、無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パ
ラメータを取得するステップと、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを
判断するステップと、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、無
線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス設備を制御するステップを含
む。これにより、無線アクセス設備が長期的にオンにする状態となり、多くのエネルギー
を消費してしまい、且つ頻繁に手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにし、操
作が複雑で且つ無線アクセス設備の使用寿命が短くなる、という問題を解决した。更に、
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エネルギーを節約し、手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにする必要がなく
、操作の複雑程度を低下し、無線アクセス設備の使用寿命を延長させるという効果に達し
た。
【００７０】
また、所定の時間間隔毎に、無線ネットワークを介して無線アクセス設備と接続される
モバイル端末が存在するか否かを検出し、無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が
存在しないと検出する場合、無線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするよう
に無線アクセス設備を制御する。これにより、無線アクセス設備と接続されるモバイル端
末が存在しない場合、無線アクセス設備をオフにすることにより、エネルギーを節約し、
輻射を減少することができるという効果に達した。

30

【００７１】
図４は、本発明のもう１つの実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフ
を制御するための方法を示す方法のフローチャートである。本実施例では、主に、当該無
線ネットワークのオン・オフを制御するための方法が図１に示す実施環境に適用され、且
つ主にモバイル端末により当該方法を実施することを、例として説明する。当該無線ネッ
トワークのオン・オフを制御するための方法は、以下のステップ４０１〜４０６を含んで
もよい。
【００７２】
ステップ４０１では、バインディングを構築する。
【００７３】

40

モバイル端末と無線アクセス設備の間はバインディング関係を構築し、両者は、予めパ
スワードまたはその他の方法でバインディングを行い、モバイル端末には無線アクセス設
備の名称またはＩＰアドレス等の情報が記憶され、情報は、モバイル端末と無線アクセス
設備との間で無線ネットワークまたはインターネット等の他のネットワークを介して転送
されることができる。
【００７４】
即ち、モバイル端末または無線アクセス設備が受信したのは、それとバインディングし
た無線アクセス設備またはモバイル端末によって送信されてくる情報であり、当該情報は
、無線ネットワークの運転パラメータであってもよく、オン指令またはオフ指令であって
もよい。無線ネットワークをオンにする場合、モバイル端末は、直接に当該無線ネットワ
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ークを介して無線アクセス設備と通信することができる。無線ネットワークをオフにする
場合、モバイル端末は、他のネットワークを介して無線アクセス設備と通信することがで
き、例えば、モバイル端末は、無線アクセス設備へ、オン指令またはオフ指令付けのショ
ートメッセージを送信する。
【００７５】
ステップ４０２では、モバイル端末へ無線ネットワークの運転パラメータを送信する。
【００７６】
無線アクセス設備がモバイル端末へ無線ネットワークの運転パラメータを送信し、無線
ネットワークの運転パラメータは、無線ネットワークの今回運転時間の長さと、無線ネッ
トワークの現在の運転時刻と、無線ネットワークの現在のオフ時刻と、無線ネットワーク
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の所定の期間内の総トラフィック量の値と、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電
力値と、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値とのうちのいずれか
の一つを含む。
【００７７】
無線アクセス設備は、所定の時間間隔毎に、モバイル端末へ無線ネットワークの運転パ
ラメータを送信することができる。
【００７８】
ステップ４０３では、無線アクセス設備によって送信されてくる無線ネットワークの運
転パラメータを受信する。
【００７９】
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モバイル端末は、無線アクセス設備によって送信されてくる無線ネットワークの運転パ
ラメータを受信する。
【００８０】
ステップ４０４では、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する
。
【００８１】
モバイル端末は、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断する。
【００８２】
所定のオンオフ条件には、オン条件、およびオフ条件を含む。オン条件には、無線ネッ
トワークの今回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達することと、無
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線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオン時刻と同じであることと、のうち
の何れかの一つを含む。
【００８３】
オフ条件には、無線ネットワークの今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間
の長さに達することと、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と
同じであることと、無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値がトラフィ
ックオフ閾値に達することと、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値が消費電
力オフ閾値に達することと、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
が持続的に瞬時オフ閾値より小さいことと、のうちのいずれかの一つを含む。
【００８４】

40

当該ステップは、次の７つのケースを含むが、これらに限定されるものではない。
【００８５】
ケース１は、運転パラメータが無線ネットワークの今回運転時間の長さである場合、モ
バイル端末は今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否かを
判断することであり、
例えば、予め設定されたオフ待機時間の長さは、１２時間である。
【００８６】
ケース２は、運転パラメータが無線ネットワークの今回オフ時間の長さである場合、モ
バイル端末は今回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否かを
判断することであり、
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例えば、予め設定されたオン待機時間の長さは、６時間である。
【００８７】
ケース３は、運転パラメータが無線ネットワークの現在の運転時刻である場合、モバイ
ル端末は、現在の運転時刻が所定のオフ時刻と同じであるか否かを判断することであり、
例えば、無線アクセス設備のタイマー装置により取得された無線ネットワークの現在の
運転時刻が２４時であると仮定する場合、モバイル端末は、メモリに記憶された予め設定
された時間リスト中に、無線ネットワークの現在の運転時刻である２４時と同じである予
め設定されたオフ時刻が存在するか否かを判断する。
【００８８】
ケース４は、運転パラメータが無線ネットワークの現在のオフ時刻である場合、モバイ

10

ル端末は現在のオフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断することで
あり、
例えば、無線アクセス設備のタイマー装置により取得された無線ネットワークの現在の
運転時刻が６時であると仮定する場合、モバイル端末は、メモリに記憶された予め設定さ
れた時間リスト中に無線ネットワークの現在の運転時刻である６時と同じである予め設定
されたオン時刻が存在するか否かを判断する。
【００８９】
ケース５は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の
値である場合、モバイル端末は、総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達した
か否かを判断することであり、

20

例えば、トラフィックオフ閾値は、２００Ｍ／２４時間である。
【００９０】
ケース６は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値である
場合、モバイル端末は、総消費電力値が消費電力オフ閾値に達したか否かを判断すること
であり、
例えば、消費電力オフ閾値は、２００Ｗである。
【００９１】
ケース７は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量
の値である場合、モバイル端末は、瞬時トラフィック量の値が持続的に瞬時オフ閾値より
小さいか否かを判断することであり、

30

例えば、瞬時オフ閾値は、１時間の間において持続的に５０Ｋｂｐｓより小さいことで
ある。
【００９２】
ステップ４０５では、無線アクセス設備へオン指令またはオフ指令を送信する。
【００９３】
モバイル端末は、無線アクセス設備へ、無線ネットワークをオンにするように無線アク
セス設備をトリガーするためのオン指令、または無線ネットワークをオフにするように無
線アクセス設備をトリガーするためのオフ指令を送信する。無線アクセス設備によって提
供される無線ネットワークがオンされる場合、モバイル端末は、直接に当該無線ネットワ
ークを介して無線アクセス設備へオフ指令を送信する。無線アクセス設備によって提供さ

40

れる無線ネットワークがオフされる場合、モバイル端末は、当該無線ネットワーク以外の
他のネットワークを介して無線アクセス設備へオン指令を送信する。
【００９４】
当該ステップは、次の７つのケースを含むが、これらに限定されるものではない。
【００９５】
ケース１は、無線ネットワークの今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の
長さに達すると判断した場合、バイル端末は無線アクセス設備へオフ指令を送信すること
であり、
ケース２は、無線ネットワークの今回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の
長さに達すると判断した場合、バイル端末は無線アクセス設備へオン指令を送信すること
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であり、
ケース３は、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであ
ると判断した場合、バイル端末は無線アクセス設備へオフ指令を送信することであり、
例えば、モバイル端末のレジスタに予め設定された時間リストに予め設定されたオフ時
刻である２４時が格納されると仮定する場合、タイマー装置により取得された無線ネット
ワークの現在の運転時刻は２４時であり、予め設定された時間リスト中に無線ネットワー
クの現在の運転時刻である２４時と同じである予め設定されたオフ時刻が存在すると判断
されると、モバイル端末は無線アクセス設備へオフ指令を送信する。
【００９６】
ケース４は、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオン時刻と同じであ

10

ると判断した場合、モバイル端末は無線アクセス設備へオン指令を送信することであり、
例えば、モバイル端末のレジスタに予め設定された時間リストに予め設定されたオン時
刻である６時が格納されていると仮定する場合、タイマー装置により取得された無線ネッ
トワークの現在の運転時刻は６時であり、予め設定される時間リスト中に無線ネットワー
クの現在の運転時刻である６時と同じである予め設定されたオン時刻が存在すると判断さ
れると、モバイル端末は無線アクセス設備へオン指令を送信する。
【００９７】
ケース５は、無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値がトラフィック
オフ閾値に達すると判断した場合、モバイル端末は無線アクセス設備へオフ指令を送信す
ることであり、

20

ケース６は、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値が消費電力オフ閾値に達
すると判断した場合、モバイル端末は無線アクセス設備へオフ指令を送信することであり
、
ケース７は、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値が持続的に瞬
時オフ閾値より小さいと判断した場合、モバイル端末は無線アクセス設備へオフ指令を送
信することである。
【００９８】
ステップ４０６では、モバイル端末によって送信されてくるオン指令またはオフ指令を
受信し、且つオン指令またはオフ指令に応じて無線ネットワークをオンまたはオフにする
30

。
【００９９】
無線アクセス設備は、モバイル端末によって送信されてくるオン指令またはオフ指令を
受信し、且つオン指令またはオフ指令に応じて無線ネットワークをオンまたはオフにする
。
【０１００】
補足説明として、運転パラメータが所定のオンオフ条件におけるオフ条件を満たすと判
断した場合、所定の時間間隔毎に、無線ネットワークを介して無線アクセス設備と接続さ
れるモバイル端末が存在するか否かを検出し、無線アクセス設備と接続されるモバイル端
末が存在しないと検出した場合、無線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンする
ように無線アクセス設備を制御する。

40

【０１０１】
オフ条件には、無線ネットワークの今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間
の長さに達することと、無線ネットワークの現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と
同じであることと、無線ネットワークの所定の期間内の総トラフィック量の値がトラフィ
ックオフ閾値に達することと、無線ネットワークの所定の期間内の総消費電力値が消費電
力オフ閾値に達することと、無線ネットワークの所定の期間内の瞬時トラフィック量の値
が持続的に瞬時オフ閾値より小さいことと、のうちの何れかの一つを含む。
【０１０２】
上記をまとめて言えば、本実施例によって提供された無線ネットワークのオン・オフを
制御するための方法では、無線アクセス設備によって送信されてくる無線ネットワークの
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運転パラメータを受信するステップと、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか
否かを判断するステップと、無線アクセス設備へオン指令またはオフ指令を送信するステ
ップとを含む。これにより、無線アクセス設備が長期的にオンにする状態となり、多くの
エネルギーを消費してしまい、且つ頻繁に手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオ
フにし、操作が複雑で且つ無線アクセス設備の使用寿命が短くなる、という問題を解决し
た。更に、モバイル端末により無線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アク
セス設備を制御するので、、手動で無線アクセス設備の電源をオンまたはオフにする必要
がなく、操作の複雑程度を低下し、無線アクセス設備の使用寿命を延長させ、かつエネル
ギーも節約するという効果に達した。
【０１０３】

10

また、所定の時間間隔毎に、無線ネットワークを介して無線アクセス設備と接続される
モバイル端末が存在するか否かを検出し、無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が
存在しないと検出する場合、無線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするよう
に無線アクセス設備を制御する。これにより、無線アクセス設備と接続されるモバイル端
末が存在しない場合、無線アクセス設備をオフにすることにより、エネルギーを節約し、
輻射を減少することができるという効果に達した。
【０１０４】
以下は、本発明係る装置の実施例であり、その中に詳細に説明しなかった内容は、上記
対応の方法実施例を参照する。
【０１０５】

20

図５は、本発明の実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフを制御する
ための装置を示す構成図である。当該無線ネットワークのオン・オフを制御するための装
置は、ソフトウェア、ハードウェア、またはこの両方の組み合わせにより実現され、モバ
イル端末または無線アクセス設備の全部または一部となることができる。当該無線ネット
ワークのオン・オフを制御するための装置は、パラメータ取得モジュール５２０、条件判
断モジュール５４０、およびオンオフ制御モジュール５６０を備え、
パラメータ取得モジュール５２０は、無線アクセス設備によって提供される無線ネット
ワークの運転パラメータを取得するためのものであり、
条件判断モジュール５４０は、パラメータ取得モジュール５２０により取得された運転
パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断するためのものであり、

30

オンオフ制御モジュール５６０は、条件判断モジュール５４０により運転パラメータが
所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、無線ネットワークをオンまたはオフにする
ように無線アクセス設備を制御するためのものである。
【０１０６】
上記をまとめて言えば、本実施例で提供された無線ネットワークのオン・オフを制御す
るための装置は、無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パラメー
タを取得するパラメータ取得モジュール、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たす
か否かを判断する条件判断モジュール、運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすと
判断した場合、無線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス設備を制御
するオンオフ制御モジュールを備える。これにより、無線アクセス設備が長期的にオンに
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する状態となり、多くのエネルギーを消費してしまい、且つ頻繁に手動で無線アクセス設
備の電源をオンまたはオフにし、操作が複雑で且つ無線アクセス設備の使用寿命が短くな
る、という問題を解决した。更に、エネルギーを節約し、手動で無線アクセス設備の電源
をオンまたはオフにする必要がなく、操作の複雑程度を低下し、無線アクセス設備の使用
寿命を延長させるという効果に達した。
【０１０７】
図６は、本発明のもう１つの実施例によって提供される無線ネットワークのオン・オフ
を制御するための装置を示す構成図である。当該無線ネットワークのオン・オフを制御す
るための装置は、ソフトウェア、ハードウェア、またはこの両方の組み合わせにより実現
され、無線アクセス設備の全部または一部となることができる。当該無線ネットワークの
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オン・オフを制御するための装置は、パラメータ取得モジュール６２０、条件判断モジュ
ール６４０、およびオンオフ制御モジュール６６０を備え、
パラメータ取得モジュール６２０は、無線アクセス設備によって提供される無線ネット
ワークの運転パラメータを取得するためのものであり、
条件判断モジュール６４０は、パラメータ取得モジュール６２０により取得された運転
パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否かを判断するためのものであり、
オンオフ制御モジュール６６０は、条件判断モジュール６４０により運転パラメータが
所定のオンオフ条件を満たすと判断した場合、無線ネットワークをオンまたはオフにする
ように無線アクセス設備がを制御するためのものである。
【０１０８】

10

条件判断モジュール６４０は、第１の判断ユニット６４１、第２の判断ユニット６４２
、第３の判断ユニット６４３、第４の判断ユニット６４４、第５の判断ユニット６４５、
第６の判断ユニット６４６、および第７の判断ユニット６４７のうちの少なくとも１つを
備え、
第１の判断ユニット６４１は、運転パラメータが無線ネットワークの今回運転時間の長
さである場合、今回運転時間の長さが予め設定されたオフ待機時間の長さに達したか否か
を判断するためのものであり、
第２の判断ユニット６４２は、運転パラメータが無線ネットワークの今回オフ時間の長
さである場合、今回オフ時間の長さが予め設定されたオン待機時間の長さに達したか否か
を判断するためのものであり、

20

第３の判断ユニット６４３は、運転パラメータが無線ネットワークの現在の運転時刻で
ある場合、現在の運転時刻が予め設定されたオフ時刻と同じであるか否かを判断するため
のものであり、
第４の判断ユニット６４４は、運転パラメータが無線ネットワークの現在のオフ時刻で
ある場合、現在のオフ時刻が予め設定されたオン時刻と同じであるか否かを判断するため
のものであり、
第５の判断ユニット６４５は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の総
トラフィック量の値である場合、総トラフィック量の値がトラフィックオフ閾値に達した
か否かを判断するためのものであり、
第６の判断ユニット６４６は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の総

30

消費電力値である場合、総消費電力値が、消費電力オフ閾値に達したか否かを判断するた
めのものであり、
第７の判断ユニット６４７は、運転パラメータが無線ネットワークの所定の期間内の瞬
時トラフィック量の値である場合、瞬時トラフィック量の値が、持続的に瞬時オフ閾値よ
り小さいか否かを判断するためのものである。
【０１０９】
オンオフ制御モジュール６６０は、接続性検出ユニット６６１、およびシャットダウン
制御ユニット６６２を備え、
接続性検出ユニット６６１は、運転パラメータが所定のオンオフ条件におけるオフ条件
を満たすと判断した場合、所定の時間間隔毎に、無線ネットワークを介して無線アクセス

40

設備と接続されるモバイル端末が存在するか否か検出するためのものであり、
シャットダウン制御ユニット６６２は、無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が
存在しないと検出した場合、無線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするよう
に無線アクセス設備を制御するためのものである。
【０１１０】
当該無線ネットワークのオン・オフを制御するための装置がモバイル端末に適用される
場合、パラメータ取得モジュール６２０は、無線アクセス設備によって送信されてくる無
線ネットワークの運転パラメータを受信するために用いられる。
【０１１１】
当該無線ネットワークのオン・オフを制御するための装置がモバイル端末に適用される
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場合、オンオフ制御モジュール６６０は、無線アクセス設備へ無線ネットワークをオンに
するように無線アクセス設備をトリガーするためのオン指令、または無線ネットワークを
オフにするように無線アクセス設備をトリガーするためのオフ指令を送信する。
【０１１２】
上記をまとめて言えば、本実施例によって提供された無線ネットワークのオン・オフを
制御するための装置は、無線アクセス設備によって提供される無線ネットワークの運転パ
ラメータを取得するパラメータ取得モジュールと、運転パラメータが所定のオンオフ条件
を満たすか否かを判断する条件判断モジュールと、運転パラメータが所定のオンオフ条件
を満たすと判断した場合、無線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス
設備を制御するオンオフ制御モジュールを備える。これにより、無線アクセス設備が長期

10

的にオンにする状態となり、多くのエネルギーを消費してしまい、且つ頻繁に手動で無線
アクセス設備の電源をオンまたはオフにし、操作が複雑で且つ無線アクセス設備の使用寿
命が短くなる、という問題を解决した。更に、エネルギーを節約し、手動で無線アクセス
設備の電源をオンまたはオフにする必要がなく、操作の複雑程度を低下し、無線アクセス
設備の使用寿命を延長させるという効果に達した。
【０１１３】
また、所定の時間間隔毎に、無線ネットワークを介して無線アクセス設備と接続される
モバイル端末が存在するか否かを検出し、無線アクセス設備と接続されるモバイル端末が
存在しないと検出する場合、無線ネットワークをオフにし、且つシャットダウンするよう
に無線アクセス設備を制御する。これにより、無線アクセス設備と接続されるモバイル端

20

末が存在しない場合、無線アクセス設備をオフにすることにより、エネルギーを節約し、
輻射を減少することができるという効果に達した。
【０１１４】
図７は、本発明の実施例によって提供されるモバイル端末を示す構成図である。当該モ
バイル端末は、上記の実施例によって提供された無線ネットワークのオン・オフを制御す
るための方法を実施するために用いられる。
【０１１５】
モバイル端末７００は、例えば、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路７１０

、コンピューターが読み取り可能な記憶媒体を一つ以上含むメモリ７２０、入力ユニット
７３０、表示ユニット７４０、センサー７５０、オーディオ回路７６０、近距離無線伝送

30

ユニット７７０、一つ以上の処理コアを有するプロセッサ７８０、および電源７９０等の
部品を含む。当業者は、図７に示すモバイル端末の構成は、モバイル端末に対する限定で
はなく、当該端末が、図示した部品より多い数、または少ない数の部品を備えてもよく、
或いは、幾つかの部品の組み合わせ、または異なる部品配置を有してもよい、ことを理解
べきできる。
【０１１６】
ＲＦ回路７１０は、情報の送受信または通話中において信号を受信及び送信するための
ものである。特に、基地局からの下り情報を受信した後、１つ、或いは1つ以上のプロセ
ッサ７８０に渡して処理させる。また、上りデータを基地局に送信する。一般的に、ＲＦ
回路７１０は、アンテナ、少なくとも１つのアンプ、チューナー、１つ又は複数の発振器
、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、受発信機、カプラー、ＬＮＡ（Ｌｏｗ
ｉｓｅ

40

Ｎｏ

Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）、デュプレクサ等を含むが、これらに限らない。なお、Ｒ

Ｆ回路７１０は、無線通信でネットワーク、及び他の装置と通信することができる。無線
通信として、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ

Ｓｙｓｔｅｍ

ｉｃａｔｉｏｎ）、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ
ｃｅ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ

ｏｆ

Ｍｏｂｉｌｅ

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

Ｐａｃｋｅｔ

ｃｏｍｍｕｎ

Ｒａｄｉｏ

Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

Ｓｅｒｖｉ

Ａｃｃｅｓｓ）、

ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ

Ｃｏｄｅ

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

ｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、電子メール、ＳＭＳ

（Ｓｈｏｒｔ

Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ

Ｍｕｌｔｉｐｌｅ

Ａｃ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）等を含む任意の通信規格またはプ

ロトコルを利用してもよいが、これらに限らない。メモリ７２０は、ソフトウェアプログ
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ラム、およびモジュールを記憶するために用いてもよい。例えば、メモリ７２０は、予め
設定された時間リストに加えて、音声信号を収集するためのソフトウェアプログラム、キ
ーワードを識別するためのソフトウェアプログラム、連続的に音声を識別するためのソフ
トウェアプログラム、および通知事項を設置するためのソフトウェアプログラムなどを記
憶することができる。プロセッサ７８０は、メモリ７２０に記憶されたソフトウェアプロ
グラム及びモジュールを実行することにより、各種機能のアプリ及びデータ処理を実行し
、例えば、本発明の実施例における「運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすか否
かを検出する」という機能、「運転パラメータが所定のオンオフ条件を満たすという検出
結果である場合、無線ネットワークをオンまたはオフにするように無線アクセス設備がを
制御する」という機能などを実行する。メモリ７２０は、主に、プログラム記憶領域とデ

10

ータ記憶領域を有する。プログラム記憶領域には、ＯＳ、少なくとも１つの機能を実行す
るアプリ（例えば、音声再生機能、画像再生機能等）等が記憶される。データ記憶領域に
は、モバイル端末７００の使用により作成されたデータ（例えば、オーディオデータや、
電話帳等）等が記憶される。また、メモリ７２０は、高速ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
ｅｓｓ

Ａｃｃ

Ｍｅｍｏｒｙ）を含んでもよく、さらに、例えば少なくとも１つの磁気ディスク

メモリ、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリ、または他の揮発性のＳＳＤ（ｓｏｌｉ
ｄ

ｓｔａｔｅ

ｄｒｉｖｅ）メモリを含んでもよい。また、メモリ７２０は、プロセッ

サ７８０及び入力ユニット７３０がメモリ７２０にアクセスできるように、メモリ制御器
をさらに含んでもよい。
20

【０１１７】
入力ユニット７３０は、数字或いはキャラクター情報の入力の受け付け、及び、ユーザ
設定及び機能制御に関するキーボード、ジョイスティック、光学ボールやトラックボール
により信号入力を発生させるためのものである。例えば、入力ユニット７３０は、タッチ
センシティブ表面７３１及び他の入力装置７３２を含んでもよい。タッチセンシティブ表
面７３１は、タッチパネルやタッチパッドとも呼ばれ、ユーザがその表面上や付近に対す
るタッチ操作（例えば、ユーザが指やタッチペンなどの任意の適した物や付属品を使用し
て、タッチセンシティブ表面７３１上やタッチセンシティブ表面７３１付近に対して行う
操作）を収集するとともに、予め設定されたプログラムにしたがって、関連する接続装置
を駆動する。タッチセンシティブ表面７３１は、選択的に、タッチ検出手段及びタッチ制
御器の２つの部分を含んでもよい。ここで、タッチ検出手段は、ユーザのタッチ位置を検

30

出するとともに、タッチ操作による信号を検出し、そのタッチ情報をタッチ制御器に送信
する。タッチ制御器は、タッチ検出手段からタッチ情報を受信し、当該情報を接触点座標
に変換してプロセッサ７８０に送信するとともに、プロセッサ７８０からの命令を受信し
て実行する。なお、抵抗式、容量式、赤外線式及び表面弾性波式などの様々な方式により
タッチセンシティブ表面７３１を実現することができる。入力ユニット７３０は、タッチ
センシティブ表面７３１に加えて、他の入力装置７３２をさらに含んでもよい。例えば、
他の入力装置７３２は、物理的なキーボード、ファンクションキー（例えば、ボリューム
ボタン、スイッチボタン等）、トラックボール、マウス、ジョイスティック等の中の一つ
又は複数を含んでもよいが、これらに限らない。
40

【０１１８】
表示ユニット７４０は、ユーザが入力した情報やユーザに提供する情報、及びモバイル
端末７００の各種のグラフィカル・ユーザ・インターフェース（ＧＵＩ）を表示するため
のものであり、これらのグラフィカル・ユーザ・インターフェースは、図形、テキスト、
アイコン、ビデオ及びそれらの任意の組合せで構成されることができる。表示ユニット７
４０は、表示パネル７４１を含む。表示パネル７４１は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ
ｓｔａｌ
ｇ

Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ

Ｃｒｙ

Ｌｉｇｈｔ−Ｅｍｉｔｔｉｎ

Ｄｉｏｄｅ）等の形態で構成されてもよい。さらに、タッチセンシティブ表面７３１

は、表示パネル７４１の上を覆うように設けられ、タッチセンシティブ表面７３１がその
表面または付近に対するタッチ操作を検出すると、その検出結果をプロセッサ７８０に転
送してタッチ・イベントのタイプを確認させ、その後、プロセッサ７８０は、タッチ・イ
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ベントのタイプに基づいて、表示パネル７４１上に対応する視覚的出力を提供するように
構成されてもよい。図７において、タッチセンシティブ表面７３１と表示パネル７４１と
が２つの独立した部品として出力及び入力の機能を実現するように構成されているが、タ
ッチセンシティブ表面７３１と表示パネル７４１とを集積して入力及び出力の機能を実現
する実施例もあり得る。
【０１１９】
モバイル端末７００は、さらに、例えば光センサー、運動センサー及び他のセンサーな
どの、少なくとも１つのセンサー７５０を含んでもよい。例えば、光センサーは、環境光
センサーと近接センサーを含んでもよいが、環境光センサーは、環境光の明るさに基づい
て、表示パネル７４１の輝度を調整することができ、近接センサーは、モバイル端末７０

10

０が耳元まで移動すると、表示パネル７４１及び／又はバックライトをオフする。運動セ
ンサーの一種としての重力加速度センサーは、各方向（一般的には、３軸）における加速
度の大きさを検出することができ、静止の状態では、重力の大きさ及びその方向を検出す
ることができるので、携帯電話の姿勢を認識するアプリ（例えば、画面の横縦向きの切り
替え、ゲーム、磁力計の姿勢校正）、振動認識に関する機能（例えば、歩数計、パーカッ
ション）等に使用される。モバイル端末７００には、さらに、ジャイロスコープ、気圧計
、湿度計、温度計、赤外線センサー等のほかのセンサーが備えられるが、ここで、その具
体的な説明は省略する。
【０１２０】
オーディオ回路７６０、スピーカ７６１、マイク７６２は、ユーザとモバイル端末７０

20

０との間のオーディオインタフェースを提供する。オーディオ回路７６０は、受信したオ
ーディオデータから変換された電気信号をスピーカ７６１に転送し、スピーカ７６１によ
り音声信号に変換して出力する。一方、マイク７６２は、収集した音声信号を電気信号に
変換し、オーディオ回路７６０が当該電気信号を受信した後オーディオデータに変換し、
オーディオデータをプロセッサ７８０に転送して処理してから、ＲＦ回路７１０を介して
他の端末に送信するか、またはオーディオデータをメモリ７２０に送信して更に処理を行
うようにする。オーディオ回路７６０は、モバイル端末７００が外部のイヤホンと通信で
きるように、イヤホン挿入孔を含んでもよい。
【０１２１】
近距離無線伝送モジュール７７０は、ＷｉＦｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ

ｆｉｄｅｌｉｔｙ

30

）モジュール、またはブルートゥース・モジュールなどであってもよい。モバイル端末７
００は、近距離無線伝達モジュール７７０を介して、ユーザに無線のブロードバンド・イ
ンターネット・アクセスを提供するので、ユーザは、近距離無線伝達モジュール７７０を
利用して、電子メールの送受信、ウェブの閲覧、およびストリーミング・メディアのアク
セス等を行なうことができる。図７において、近距離無線伝送モジュール７７０を示して
いるが、当該無線通信ユニット１７０は、モバイル端末７００にとって不可欠な構成では
なく、必要に応じて本発明の趣旨を変更しない範囲内で省略することができる、ことを理
解すべきである。
【０１２２】
プロセッサ７８０は、モバイル端末７００の制御センターであり、各種のインタフェー

40

ス及び回路を介して端末全体の各部と接続され、メモリ７２０内に記憶されたソフトウェ
アプログラム及び／又はモジュールを実行または作動させるとともに、メモリ７２０内に
記憶されたデータを呼び出すことによって、モバイル端末７００の各種機能の実行及びデ
ータの処理を実現することで、電子機器全体をコントロールする。プロセッサ７８０は、
１つ又は複数のの処理コアを含んでもよく、アプリ・プロセッサとモデム・プロセッサを
集積して構成されてもよい。ここで、アプリ・プロセッサは、主に、ＯＳ、ユーザインタ
フェース、およびアプリなどを処理し、モデム・プロセッサは、主に、無線通信を処理す
る。上記のモデム・プロセッサは、プロセッサ７８０に集積されていなくてもよい、こと
を理解すべきである。
【０１２３】
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モバイル端末７００は、さらに、各の部品に電力を提供する電源７９０（例えば、電池
）を含み、一つの実施例において、電源は、電源管理システムを介してプロセッサ７８０
とをロジック的に接続されることにより、電源管理システムを介して充電・放電管理、お
よび電力管理等の機能を実現する。電源７９０は、１つ或いは１つ以上の直流電源または
交流電源、再充電システム、電源故障検出回路、電源コンバータまたはインバーター、電
源状態インジケーター等の任意のアセンブリを含んでもよい。
【０１２４】
図示していないが、モバイル端末７００は、カメラ、ブルートゥースモジュール等をさ
らに含んでもよいが、ここで具体的な説明を省略する。
【０１２５】

10

モバイル端末７００は、さらに、メモリおよび１つ又は１つ以上のプログラムを備え、
１つ又は一つ以上のプログラムは、メモリに記憶され、且つ１つ又は一つ以上のプロセッ
サにより実行され、上記のいずれか一つの実施例に記載の無線ネットワークのオン・オフ
を制御するための方法を実現する。
【０１２６】
補足説明として、別の一実施例において、無線アクセス設備が、図7に示す部品より多
い数、または少ない数の部品を備えてもよく、或いは、幾つかの部品の組み合わせ、また
は異なる部品配置を有することにより、全部または一部の機能を実現してもよい。
【０１２７】
なお、本発明に係る方法は、ＣＰＵにより実行されるコンピュータ・プログラムとして

20

も実現されることができる。当該コンピュータ・プログラムは、コンピュータが読み取り
可能な読記憶媒体に記憶されてもよい。当該コンピュータ・プログラムがＣＰＵにより実
行されると、本発明の方法において限定される上記の機能が実行される。
【０１２８】
なお、上記の方法の各ステップ及びシステム要素は、コントローラ、及びコントローラ
に上記のステップ又は要素の機能を実現させるコンピュータプログラムを記録するための
コンピュータが読取り可能な記録媒体によりも実現されることができる。
【０１２９】
なお、当業者であれば、本発明に記載のコンピュータ読取り可能な記録媒体（例えば、
メモリ）は、揮発性メモリまたは不揮発性メモリのいずれかであってもよく、あるいは、

30

揮発性メモリ及び不揮発性メモリの両方を備えてもよいことを理解すべきである。例えば
、不揮発性メモリには、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒ
ａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ−Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、又はフ
ラッシュメモリが含まれてもよく、揮発性メモリには、外部のキャッシュメモリとして機
能するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）が含まれてもよいが、両方と
もこれに限定されないものではない。例えば、ＲＡＭは、ＳＲＡＭ(ｓｙｎｃｈｒｏｎｏ
ｕｓ ＲＡＭ）、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ ＲＡＭ）、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏ
ｕｓ Ｄｙｎａｍｉｃ ＲＡＭ）、ＤＤＲ ＳＤＲＡＭ（Ｄｏｕｂｌｅ−Ｄａｔａ−Ｒａｔ
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ｅ ＳＤＲＡＭ）、ＥＳＤＲＡＭ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ ＳＤＲＡＭ）、ＳＬＤＲＡＭ（Ｓｙ
ｎｃｈｒｏｎｏｕｓ ｌｉｎｋ ＲＡＭ）及びＤＲＲＡＭ（Ｄｉｒｅｃｔ Ｒａｍｂｕｓ Ｒ
ＡＭ）などの多くの形式により実現可能であるが、これに限定されないものではない。こ
こで上記の記録媒体を開示するのは、本発明の保護範囲にこれらの記録媒体及び他の適し
たタイプの記録媒体を含ませるためであって、これらのみに限定されないことを意図する
。
【０１３０】
当業者は、更に、本発明に記載の種々の例示的な論理ブロック、モジュール、回路、及
びアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又は両者の
組み合わせにより実現され得る、ことを理解すべきである。ハードウェアとソフトウェア
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の間のこのような互換性を明確に説明するために、種々の例示的なコンポーネント、ブロ
ック、モジュール、回路、及びステップの機能について、以上において通常的な説明を行
っている。このような機能が、ソフトウェアにより実現されるか、又は、ハードウェアに
より実現されるかは、具体的なアプリ、及びシステム全体に課される設計上の制約により
選択される。当業者は、具体的なアプリそれぞれにおいて、様々な方式を選択して前記機
能を実現してもよく、このような選択は、本発明の範囲を逸脱したものとして解釈される
べきではない。
【０１３１】
以上の開示内容に結び付けられて説明される種々の例示的な論理ブロック、モジュール
、及び回路は、上述の機能を行なうように設計された汎用プロセッサ、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉ
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ｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｏｃｅｓｓｏｒ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ＦＰＧ
Ａ（Ｆｉｅｌｄ−ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ）または他のプログラ
ム可能な論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリ
ートハードウェアコンポーネント、或いは、これら部材の任意の組み合わせによって、実
現又は実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよい
が、マイクロプロセッサの代わりに、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントロー
ラ、マイクロコントローラ、又は状態機械であってもよい。プロセッサは、例えば、ＤＳ
Ｐとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと１つ又
は複数のマイクロプロセッサの組み合わせ、或いは任意のこのような他の構成といった、
コンピューティングデバイスの組み合わせとして実現されてもよい。
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【０１３２】
以上の開示内容に結び付けられて説明される方法、又は、アルゴリズムのステップは、
ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、又はこの両者の
組合せに直接的に含まれる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモ
リ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク
、リムーバブルディスク、ＣＤ−ＲＯＭ、又は当該分野において公知の他の形態で存在す
る任意の記憶媒体に格納されてもよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から
情報を読み出すことができ、且つ、プロセッサが記憶媒体に情報を書き込むことができる
ように、プロセッサに結合される。代案として、前記記憶媒体はプロセッサと一体的に集
積されてもよい。プロセッサと記憶媒体はＡＳＩＣに格納されてもよい。ＡＳＩＣはユー
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ザ端末に格納されてもよい。代案として、プロセッサと記憶媒体は別個のコンポーネント
としてユーザ端末に格納されてもよい。
【０１３３】
１つ又は複数の例示的な設計として、前記機能はハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェア又はこれらの任意の組み合わせによって実現されることができる。ソフトウェア
により実現される場合、前記機能を１つ又は複数の指令、又はコードとしてコンピュータ
読取り可能な媒体に記憶するか、又は、コンピュータ読取り可能な媒体を用いて伝送する
。コンピュータ読取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体及び通信媒体を含み、該通信
媒体には、コンピュータプログラムを１つの位置から他の位置へ伝送するための任意の媒
体が含まれる。記憶媒体は、汎用又は専用コンピュータによりアクセス可能な任意の使用
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可能媒体であり得る。例として、当該コンピュータ読取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ又は他の光ディスク記憶デバイス、ディスク記憶デバイス
又は他の磁性記憶デバイスを含んでもよく、或いは、携帯できるもの、又は記憶形態が指
令又はデータ構造である必要なプログラムコードを記憶するためのもので、且つ、汎用又
は専用コンピュータ或いは汎用又は専用プロセッサアクセスによりアクセス可能な任意の
他の媒体であり得るが、これに限定されるものではない。なお、任意の接続であっても、
コンピュータ読取り可能な媒体として称されることができる。例えば、同軸ケーブル、光
ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、又は、赤外線、ワイ
ヤレス及びマイクロ波のような無線技術を用いて、ウェブサイト、サーバ又は他のリモー
トソースからソフトウェアを送信する場合、上記の同軸ケーブル、光ファイバケーブル、
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ツイストペア、ＤＳＬ、又は、赤外線、ワイヤレス及びマイクロ波のような無線技術の何
れもが媒体の定義に含まれる。以上の磁気ディスク及び光ディスクは、ＣＤ（ｃａｍｐａ
ｃｔ ｄｉｓｋ）、レーザーディスク、光ディスク、ＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ ｖｅｒｓａ
ｔｉｌｅ ｄｉｓｃ）、フロッピー・ディスク、ブルーレイディスクを含み、磁気ディス
クは、通常磁性を利用してデータの再生を行なうものであり、光ディスクは、レーザ光を
用いて光学的にデータの再生を行なうものである。また、以上の構成の組合わせもコンピ
ュータ読取り可能な媒体の範囲に含まれるべきである。
【０１３４】
以上の開示内容により、本発明の実施例を例示的に示しているが、請求項により限定さ
れる本発明の範囲を逸脱しない限り、多種の変更及び修正を行うことができる。以上に開
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示された実施例に基づく方法請求項の機能、ステップ及び／又はジェスチャーは、ある特
定の手順で実行する必要はない。なお、本発明に係る要素は、個体として記載又は要求さ
れているが、単数であると明確に限定されていない限り、複数であってもよい。
【０１３５】
当業者にとって、上記実施例の全て或いは一部のステップをを実現できるために、ハー
ドウェアで、又はプログラムによって関連するハードウェアを指令して完成できる。前記
プログラムはコンピュータが読み取り可能な記憶媒体に格納でき、上記の記憶媒体として
、読み取り専用メモリ、磁気ディスク或いは光ディスク等を使用できる。
【０１３６】
以上は、本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明はこれらに限定されるものではない
。本発明の要旨を逸脱しない範囲内で行なった任意の変更・同等の入替・改良などは、す
べて本発明の保護範囲に含まれるべきである。
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