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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、モバイル端末アンテナのための
制御方法およびモバイル端末を提供する。モバイル端末
アンテナのための制御方法およびモバイル端末によって
、モバイル端末は、特定のアプリケーションシナリオ、
例えば実行する必要があるサービスおよび検知された環
境などの情報に従って、通信可能とすべきアンテナの数
を判定でき、それによって、モバイル端末の無効化した
アンテナの数や通信可能としたアンテナの数を適切に制
御し、モバイル端末の性能に影響する不要なエネルギー
損失を防ぐ。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末アンテナのための制御方法であって、
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記開始コマンドに従って、前記サービスのために通信可
能とする必要があるアンテナの数を判定するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記サービスのために通信可能とする必要があるアンテナ
の前記数となるように前記モバイル端末の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む、モバイル端末アンテナのための制御方法。
【請求項２】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスのサービス信号を受信するステップであって
、前記サービス信号は、前記開始コマンドである、ステップ
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項３】
　前記モバイル端末によって、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すス
テップと、
　前記モバイル端末が、予め設定した時間内に前記ユーザが入力した操作指示を受信しな
い場合、または前記モバイル端末が、前記ユーザが入力し、予め設定した時間内に受信し
た操作指示が、前記サービスを開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　前記モバイル端末によって、前記サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記
モバイル端末の通信可能アンテナの前記数を制御するステップと、
　をさらに含む、請求項2に記載の制御方法。
【請求項４】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスのサービス信号を受信するステップと、
　前記モバイル端末によって、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すス
テップと、
　前記モバイル端末によって、前記ユーザが入力した操作指示を受信するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記操作指示が前記サービスを開始せよとの指示であると
判定し、次いで前記操作指示を前記開始コマンドとして使用する、ステップと、
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項５】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を
受信するステップであって、前記サービスに関連する前記操作指示は、前記開始コマンド
である、ステップ
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項６】
　前記モバイル端末によって、前記ユーザに続く操作指示の入力を促すステップと、
　前記モバイル端末が、予め設定した時間内に前記ユーザが入力した前記続く操作指示を
受信しない場合、または前記モバイル端末が、前記予め設定した時間内に受信した続く操
作指示が、前記サービスを開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　前記モバイル端末によって、サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記モバ
イル端末の通信可能アンテナの前記数を制御するステップと、
　をさらに含む、請求項5に記載の制御方法。
【請求項７】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を
受信するステップと、



(3) JP 2017-529808 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

　前記モバイル端末によって、前記サービスに関連する前記操作指示に従って、前記ユー
ザに続く操作指示の入力を促すステップと、
　前記モバイル端末によって、前記サービスを開始せよとの続く操作指示を受信し、次い
で、前記サービスを開始せよとの前記続く操作指示を前記開始コマンドとして使用する、
ステップと、
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項８】
　前記制御方法は、
　前記モバイル端末によって、前記サービスを終了するための情報を受信するステップと
、
　前記モバイル端末によって、前記サービスを終了し、前記開始コマンドを受信する前の
数に復帰するように前記モバイル端末の通信可能アンテナの前記数を制御する、ステップ
と、
　をさらに含む、請求項1から7のいずれか一項に記載の制御方法。
【請求項９】
　モバイル端末アンテナのための制御方法であって、
　モバイル端末によって、関連情報を取得するステップであって、前記関連情報は、以下
の情報、すなわち、前記モバイル端末に関連する環境情報と、前記モバイル端末の関連パ
ラメータと、前記モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである
、ステップと、
　前記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナ
の数を判定するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記関連情報に対応するアンテナの前記数となるように前
記モバイル端末の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む、モバイル端末アンテナのための制御方法。
【請求項１０】
　前記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナ
の数を判定する、前記ステップの前に、
　前記モバイル端末によって、前記関連情報を予め設定した条件と比較し、前記関連情報
が前記予め設定した条件を満たすかどうかを判定する、ステップであって、
　前記関連情報が、前記端末に関連する前記環境情報であり、前記環境情報が、前記モバ
イル端末の放射内のユーザである場合、前記予め設定した条件は、予め設定した生体情報
であり、
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれるシナリオである場合、前記予め設定した
条件は、予め設定した制限シナリオであり、
　前記関連情報が、前記端末の前記関連パラメータであり、前記関連パラメータが、前記
モバイル端末の放射強度である場合、前記予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よ
りも大きく、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の信号強度である場合、前記予め設定した条
件は、予め設定した信号閾値未満であり、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記現在の作業モードである場合、前記予
め設定した条件は、予め設定した作業モードである、
　ステップをさらに含む、請求項9に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記環境情報が、前記モバイル端末の前記放射内の前記ユーザである場合、前記制御方
法は、
　前記モバイル端末によって、第三者装置が送信したユーザ特徴を前記予め設定した生体
情報と比較し、前記第三者装置が送信した前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報
を満たすかどうかを判定する、ステップ、または
　前記モバイル端末によって、前記ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報
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を解析して、ユーザ特徴を取得する、ステップと、
　前記モバイル端末によって、前記ユーザ特徴を前記予め設定した生体情報と比較し、前
記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定する、ステップであ
って、前記ユーザ情報が、前記ユーザによって入力される、または第三者装置によって送
信される、ステップと、
　前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たす場合、前記モバイル端末によっ
て、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定するステッ
プと、
　をさらに含む、請求項10に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれる前記シナリオである場合、前記制御方法
は、
　前記モバイル端末によって、シナリオ情報を前記予め設定した制限シナリオと比較し、
前記シナリオ情報が前記予め設定した制限シナリオを満たすかどうかを判定する、ステッ
プであって、
　前記シナリオ情報は、前記モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得される、
ステップと、
　前記シナリオ情報が、前記予め設定した制限シナリオを満たす場合、前記モバイル端末
によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定する
ステップと、
　を含む、請求項10に記載の制御方法。
【請求項１３】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記放射強度である場合、前記制御方法は
、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末の検出される放射強度を前記予め設定し
た放射閾値と比較し、前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よ
りも大きいかどうかを判定する、ステップと、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前
記数を判定するステップ
　をさらに含む、または
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記信号強度である場合、前記制御方法は
、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末の検出される信号強度を前記予め設定し
た信号閾値と比較し、前記モバイル端末の前記信号強度が、前記予め設定した信号閾値未
満であるかどうかを判定する、ステップと、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前
記数を判定するステップと、
　をさらに含む、請求項10に記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記現在の作業モードである場合、前記制
御方法は、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末の前記現在の作業モードを前記予め設定
した動作モードと比較し、前記現在の作業モードが前記予め設定した作業モードを満たす
かどうかを判定する、ステップであって、前記現在の作業モードは、前記ユーザによって
設定される、または前記モバイル端末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であ
ると前記モバイル端末が検出した場合に前記モバイル端末によって設定される、ステップ
と、
　前記モバイル端末の前記現在の作業モードが、前記予め設定した現在の作業モードを満
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たす場合、前記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべき
アンテナの前記数を判定するステップと、
　をさらに含む、請求項10に記載の制御方法。
【請求項１５】
　モバイル端末であって、
　サービスの開始コマンドを取得するように構成される取得モジュールと、
　前記開始コマンドに従って、前記サービスのために通信可能とする必要があるアンテナ
の数を判定するように構成される判定モジュールと、
　前記サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの前記数となるように前記モ
バイル端末の通信可能アンテナの数を制御するように構成される処理モジュールと、
　を備える、モバイル端末。
【請求項１６】
　前記取得モジュールが、前記サービスのサービス信号を受信するように特に構成され、
前記サービス信号は、前記開始コマンドである、請求項15に記載のモバイル端末。
【請求項１７】
　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記提示モジュールは、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すように
構成され、
　予め設定した時間内に前記ユーザが入力した操作指示を前記取得モジュールが受信して
いないと前記判断モジュールが判定した場合、または前記ユーザが入力し、前記予め設定
した時間内に前記取得モジュールが受信した操作指示が、前記サービスを開始せよとの指
示ではないと前記判断モジュールが判定した場合、
　前記処理モジュールは、前記サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記モバ
イル端末の通信可能アンテナの前記数を制御する、請求項16に記載のモバイル端末。
【請求項１８】
　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記取得モジュールは、前記サービスのサービス信号を受信するようにさらに構成され
、
　前記提示モジュールは、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すように
構成され、
　前記取得モジュールは、前記ユーザが入力した操作指示を受信するように構成され、
　前記判断モジュールは、前記操作指示が前記サービスを開始せよとの指示であるかどう
かを判定するように構成され、次いで、前記取得モジュールは、前記操作指示を前記開始
コマンドとして使用するように特に構成される、請求項15に記載のモバイル端末。
【請求項１９】
　前記取得モジュールは、
　前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信するように特に構成され
、前記サービスに関連する前記操作指示は、前記開始コマンドである、請求項15に記載の
モバイル端末。
【請求項２０】
　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記提示モジュールは、前記ユーザに続く操作指示の入力を促すように構成され、
　予め設定した時間内に前記ユーザが入力した続く操作指示を前記取得モジュールが受信
していないと前記判断モジュールが判定した場合、または前記ユーザが入力し、前記予め
設定した時間内に続く前記取得モジュールが受信した操作指示が、前記サービスを開始せ
よとの指示ではないと前記判断モジュールが判定した場合、
　前記処理モジュールは、サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記モバイル
端末の通信可能アンテナの前記数を制御するように構成される、請求項19に記載のモバイ
ル端末。
【請求項２１】
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　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記取得モジュールは、前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信
し、
　前記提示モジュールは、前記サービスに関連する前記操作指示に従って、前記ユーザに
続く操作指示の入力を促し、
　前記判断モジュールは、前記サービスを開始せよとの続く操作指示を前記取得モジュー
ルが受信し、次いで、前記取得モジュールは、前記サービスを開始せよとの前記続く操作
指示を前記開始コマンドとして使用すると判定する、請求項15に記載のモバイル端末。
【請求項２２】
　前記取得モジュールは、前記サービスを終了するための情報を受信するようにさらに構
成され、
　前記処理モジュールは、前記サービスを終了し、前記開始コマンドを受信する前の数に
復帰するように前記モバイル端末の通信可能アンテナの前記数を制御する、請求項15から
21のいずれか一項に記載のモバイル端末。
【請求項２３】
　モバイル端末であって、
　関連情報を取得するように構成される取得モジュールであって、前記関連情報は、以下
の情報、すなわち、前記モバイル端末に関連する環境情報と、前記モバイル端末の関連パ
ラメータと、前記モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである
、取得モジュールと、
　前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成さ
れる判定モジュールと、
　前記関連情報に対応するアンテナの前記数となるように前記モバイル端末の通信可能ア
ンテナの数を制御するように構成される処理モジュールと、
　を備える、モバイル端末。
【請求項２４】
　前記判定モジュールは、前記関連情報を予め設定した条件と比較し、前記関連情報が、
前記予め設定した条件を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、
　前記関連情報が、前記端末に関連する前記環境情報であり、前記環境情報が、前記モバ
イル端末の放射内のユーザである場合、前記予め設定した条件は、予め設定した生体情報
であり、
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれるシナリオである場合、前記予め設定した
条件は、予め設定した制限シナリオであり、
　前記関連情報が、前記端末の前記関連パラメータであり、前記関連パラメータが、前記
モバイル端末の放射強度である場合、前記予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よ
りも大きく、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の信号強度である場合、前記予め設定した条
件は、予め設定した信号閾値未満であり、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の現在の前記作業モードである場合、前記予
め設定した条件は、予め設定した作業モードである、請求項23に記載のモバイル端末。
【請求項２５】
　前記環境情報が、前記モバイル端末の放射内のユーザである場合、前記判定モジュール
は、
　第三者装置が送信したユーザ特徴を前記予め設定した生体情報と比較し、前記第三者装
置が送信した前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定する
ように特に構成される、または
　前記取得モジュールは、前記ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解
析して、ユーザ特徴を取得するようにさらに構成され、
　前記判定モジュールは、前記ユーザ特徴を前記予め設定した生体情報と比較し、前記ユ
ーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するようにさらに構成さ
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れ、前記ユーザ情報が、前記ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信
され、
　前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たす場合、前記処理モジュールは、
前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定するように構成
される、請求項24に記載のモバイル端末。
【請求項２６】
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれる前記シナリオである場合、前記判定モジ
ュールは、シナリオ情報を前記予め設定した制限シナリオと比較し、前記シナリオ情報が
前記予め設定した制限シナリオを満たすかどうか判定するように特に構成され、
　前記シナリオ情報は、前記モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得され、
　前記シナリオ情報が、前記予め設定した制限シナリオを満たす場合、前記処理モジュー
ルは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定するよう
に構成される、請求項24に記載のモバイル端末。
【請求項２７】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記放射強度である場合、前記判定モジュ
ールは、前記モバイル端末の検出される放射強度を前記予め設定した放射閾値と比較し、
前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを
判定するように特に構成され、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記処理モジュールは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数
を判定するように構成され、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記信号強度である場合、前記判定モジュ
ールは、前記モバイル端末の検出される信号強度を前記予め設定した信号閾値と比較し、
前記モバイル端末の前記信号強度が、前記予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判
定するように特に構成され、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記処理モジュールは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数
を判定するように構成される、請求項24に記載のモバイル端末。
【請求項２８】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記現在の作業モードである場合、前記判
定モジュールは、前記モバイル端末の前記現在の作業モードを前記作業モードと比較し、
前記現在の作業モードが前記予め設定した作業モードを満たすかどうかを判定し、前記現
在の作業モードは、前記ユーザによって設定される、または前記モバイル端末の残りの電
気量が予め設定した電気量閾値未満であると前記モバイル端末が検出した場合に前記モバ
イル端末によって設定され、
　前記モバイル端末の前記現在の作業モードが、前記予め設定した現在の作業モードを満
たす場合、前記処理モジュールは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアン
テナの前記数を判定するように構成される、請求項24に記載のモバイル端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、詳細には、モバイル端末アンテナのため
の制御方法およびモバイル端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　2Gおよび3G技術では、モバイル端末には1本のアンテナが構成されるが、4G LTE（Long 
Term Evolution）では、モバイル端末には2本のアンテナが構成される。さらに、LTE－Ad
vancedでは、モバイル端末に4本ものアンテナが構成されることもある。通信技術の開発
および発展に伴って、将来、モバイル端末に8本またはさらにそれ以上のアンテナ、例え
ば12本のアンテナまたは16本のアンテナが構成される可能性がある。MIMO（Multiple Inp
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ut Multiple Output、マルチプル・インプット・マルチプル・アウトプット）技術では、
モバイル端末のアンテナの数の増加によって、伝送容量および伝送レートを改善できる。
しかしながら、アンテナが多くなると、端末と通信ネットワークエレメントとの間の通信
の計算の複雑さもまた増大し、ひいては、より高い電力消費につながる。
【０００３】
　具体的には、モバイル端末上で実行される一部のタスクやサービスなどは、多くのアン
テナの関与を必要とせず、例えば、セッションサービスを正常に実行するためには、2本
のアンテナのみを通信可能とするだけでよい。この場合、モバイル端末上の4本のアンテ
ナを通信可能とすると、モバイル端末の電力消費が過度に高くなる。特に、電力供給をバ
ッテリに頼る電子デバイスであるモバイル端末の場合、不要なアンテナを通信可能とする
ことで、バッテリの電気が無駄に使われ、ユーザの使用に影響する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、モバイル端末アンテナのための制御方法およびモバイル端末を提
供するものであり、これらは、モバイル端末の無効化したアンテナの数や通信可能とした
アンテナの数を適切に制御するために使われる。
【０００５】
　第1の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末アンテナのための制御
方法を提供し、
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得するステップと、
　モバイル端末によって、開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要
があるアンテナの数を判定するステップと、
　モバイル端末によって、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む。
【０００６】
　第1の実施態様に関連して、第1の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスのサービス信号を受信するステップであって、サービ
ス信号は、開始コマンドである、ステップ
　を含む。
【０００７】
　第1の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、本方法は、
　モバイル端末によって、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すステップと
、
　モバイル端末が、予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を受信しない場合、
またはモバイル端末が、ユーザが入力し、予め設定した時間内に受信した操作指示が、サ
ービスを開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　モバイル端末によって、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　をさらに含む。
【０００８】
　第1の実施態様に関連して、第3の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスのサービス信号を受信するステップと、
　モバイル端末によって、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すステップと
、
　モバイル端末によって、ユーザが入力した操作指示を受信するステップと、
　モバイル端末によって、操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどうかを判定
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し、操作指示を開始コマンドとして使用する、ステップと、
　を含む。
【０００９】
　第1の実施態様に関連して、第4の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
ステップであって、サービスに関連する操作指示は、開始コマンドである、ステップ
　を含む。
【００１０】
　第1の実施態様の第4の実施方式に関連して、第5の実施方式では、本方法は、
　モバイル端末によって、ユーザに続く操作指示の入力を促すステップと、
　モバイル端末が、予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を受信しない場
合、またはモバイル端末が、予め設定した時間内に受信した続く操作指示が、サービスを
開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　モバイル端末によって、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　をさらに含む。
【００１１】
　第1の実施態様に関連して、第6の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
ステップと、
　モバイル端末によって、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示
の入力を促すステップと、
　モバイル端末によって、サービスを開始せよとの続く操作指示を受信し、次いで、続く
操作指示を開始コマンドとして使用するステップと、
　を含む。
【００１２】
　第1の実施態様から第1の実施態様の第6の実施方式のうちの任意の実施方式に関連して
、第7の実施方式では、本制御方法は、
　モバイル端末によって、サービスを終了するための情報を受信するステップと、
　モバイル端末によって、サービスを終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰する
ようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する、ステップと、
　をさらに含む。
【００１３】
　第2の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末アンテナのための制御
方法を提供し、
　モバイル端末によって、関連情報を取得するステップであって、関連情報は、以下の情
報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端末の関連パラメータと、
モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである、ステップと、
　モバイル端末によって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判
定するステップと、
　モバイル端末によって、関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む。
【００１４】
　第2の実施態様に関連して、第1の実施方式では、モバイル端末によって、関連情報に従
って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップの前に、本制御方法は、
　モバイル端末によって、関連情報を予め設定した条件と比較し、関連情報が予め設定し
た条件を満たすかどうかを判定する、ステップであって、
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　関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端末の放射内のユ
ーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報であり、
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した条件は、予め
設定した制限シナリオであり、
　関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイル端末の放射強
度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きく、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した条件は、予め設
定した信号閾値未満であり、
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め設定した条件は
、予め設定した作業モードである、ステップ
　をさらに含む。
【００１５】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末の放射内のユーザである場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、第三者装置が送信したユーザ特徴を予め設定した生体情報と比
較し、第三者装置が送信したユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たすかどうかを判
定する、ステップ、または
　モバイル端末によって、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析し
て、ユーザ特徴を取得する、ステップと、
　モバイル端末によって、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が、
予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定する、ステップであって、ユーザ情報が、
ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信される、ステップと、
　ユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たす場合、モバイル端末によって、関連情報
に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと、
　をさらに含む。
【００１６】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第3の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末が置かれるシナリオである場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、シナリオ情報を予め設定した制限シナリオと比較し、シナリオ
情報が予め設定した制限シナリオを満たすかどうかを判定する、ステップであって、
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得される、ステップ
と、
　シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオを満たす場合、モバイル端末によって、関
連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと、
　を含む。
【００１７】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第4の実施方式では、関連パラメータが、
モバイル端末の放射強度である場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、モバイル端末の検出される放射強度を予め設定した放射閾値と
比較し、モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを判定
する、ステップと、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、モバイル端末に
よって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと
、
　をさらに含み、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、モバイル端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と
比較し、モバイル端末の信号強度が、予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判定す
る、ステップと、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、モバイル端末に
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よって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと
、
　をさらに含む。
【００１８】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第5の実施方式では、モバイル端末の関連
パラメータが、現在の作業モードである場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、モバイル端末の現在の作業モードを作業モードと比較し、現在
の作業モードが予め設定した作業モードを満たすかどうかを判定する、ステップであって
、現在の作業モードは、ユーザによって設定される、またはモバイル端末の残りの電気量
が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイル端末が検出した場合にモバイル端末によ
って設定される、ステップと、
　モバイル端末の現在の作業モードが、予め設定した現在の作業モードを満たす場合、モ
バイル端末によって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定す
るステップと、
　をさらに含む。
【００１９】
　第3の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末を提供し、
　サービスの開始コマンドを取得するように構成される取得モジュールと、
　開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数を判
定するように構成される判定モジュールと、
　サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するように構成される処理モジュールと、
　を含む。
【００２０】
　第3の実施態様に関連して、第1の実施方式では、取得モジュールは、サービスのサービ
ス信号を受信するように特に構成され、サービスのサービス信号は、開始コマンドである
。
【００２１】
　第3の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、本モバイル端末は、
提示モジュールと判断モジュールとをさらに含み、
　提示モジュールは、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成され
、
　予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を取得モジュールが受信していないと
判断モジュールが判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に取得モジ
ュールが受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判断モジュールが
判定した場合、
　処理モジュールは、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通
信可能アンテナの数を制御する。
【００２２】
　第3の実施態様に関連して、第3の実施方式では、本モバイル端末は、提示モジュールと
判断モジュールとをさらに含み、
　取得モジュールは、サービスのサービス信号を受信するようにさらに構成され、
　提示モジュールは、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成され
、
　取得モジュールは、ユーザが入力した操作指示を受信するように構成され、
　判断モジュールは、操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどうかを判定する
ように構成され、次いで、取得モジュールは、操作指示を開始コマンドとして使用するよ
うに特に構成される。
【００２３】
　第3の実施態様に関連して、第4の可能な実施方式では、取得モジュールは、
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　サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信するように特に構成され、サ
ービスに関連する操作指示は、開始コマンドである。
【００２４】
　第3の実施態様の第4の実施方式に関連して、第5の実施方式では、本モバイル端末は、
提示モジュールと判断モジュールとをさらに含み、
　提示モジュールは、ユーザに続く操作指示の入力を促すように構成され、
　予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を取得モジュールが受信していな
いと判断モジュールが判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に続く
取得モジュールが受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判断モジ
ュールが判定した場合、
　処理モジュールは、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通
信可能アンテナの数を制御するように構成される。
【００２５】
　第3の実施態様に関連して、第6の実施方式では、本モバイル端末は、提示モジュールと
判断モジュールとをさらに含み、
　取得モジュールは、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信し、
　提示モジュールは、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示の入
力を促し、
　判断モジュールは、サービスを開始せよとの続く操作指示を取得モジュールが受信し、
次いで、取得モジュールは、サービスを開始せよとの続く操作指示を開始コマンドとして
使用すると判定する。
【００２６】
　第3の実施態様から第3の実施態様の第6の実施方式のうちの任意の実施方式に関連して
、第7の実施方式では、取得モジュールは、サービスを終了するための情報を受信するよ
うにさらに構成され、
　処理モジュールは、サービスを終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰するよう
にモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００２７】
　第4の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末を提供し、
　関連情報を取得するように構成される取得モジュールであって、関連情報は、以下の情
報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端末の関連パラメータと、
モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである、取得モジュール
と、
　関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される
判定モジュールと、
　関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を
制御するように構成される処理モジュールと、
　を含む。
【００２８】
　第4の実施態様に関連して、第1の実施方式では、判定モジュールは、関連情報を予め設
定した条件と比較し、関連情報が、予め設定した条件を満たすかどうかを判定するように
さらに構成され、
　関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端末の放射内のユ
ーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報であり、
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した条件は、予め
設定した制限シナリオであり、
　関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイル端末の放射強
度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きく、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した条件は、予め設
定した信号閾値未満であり、
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　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め設定した条件は
、予め設定した作業モードである。
【００２９】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末の放射内のユーザである場合、次いで、判定モジュールは、
　第三者装置が送信したユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、第三者装置が送信
したユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するように特に構成さ
れる、または
　取得モジュールは、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析して、
ユーザ特徴を取得するようにさらに構成され、
　判定モジュールは、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が、予め
設定した生体情報を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、ユーザ情報が、ユ
ーザによって入力される、または第三者装置によって送信され、
　ユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たす場合、処理モジュールは、関連情報に従
って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【００３０】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第3の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末が置かれるシナリオであり、判定モジュールが、シナリオ情報を予め設定した制限
シナリオと比較し、シナリオ情報が予め設定した制限シナリオを満たすかどうか判定する
ように特に構成される場合、
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得され、
　シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオを満たす場合、処理モジュールは、関連情
報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【００３１】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第4の実施方式では、関連パラメータが、
モバイル端末の放射強度である場合、判定モジュールは、モバイル端末の検出される放射
強度を予め設定した放射閾値と比較し、モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾
値よりも大きいかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成され
、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、判定モジュールは、モバイル
端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と比較し、モバイル端末の信号強度が
、予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成され
る。
【００３２】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第5の実施方式では、関連パラメータが、
モバイル端末の現在の作業モードである場合、判定モジュールは、モバイル端末の現在の
作業モードを作業モードと比較し、現在の作業モードが予め設定した作業モードを満たす
かどうかを判定し、現在の作業モードは、ユーザによって設定される、またはモバイル端
末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイル端末が検出した場合に
モバイル端末によって設定され、
　モバイル端末の現在の作業モードが、予め設定した現在の作業モードを満たす場合、処
理モジュールは、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するよ
うに構成される。
【００３３】
　本発明の実施形態において提供されるモバイル端末アンテナを制御するための方法およ
びモバイル端末によって、サービスの開始コマンドまたは関連情報を受信すると、モバイ
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ル端末が通信可能とすべきアンテナの数が判定され、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数が柔軟に変更され、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービ
スを実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引
き起こす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過度となる事態も防ぎ、さらにモバ
イル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端末の電気を
過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたりするのをさらに防ぐことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオの概略図である。
【図２】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態1の流れ図で
ある。
【図３】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態2の流れ図で
ある。
【図４】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態3の流れ図で
ある。
【図５】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態4の流れ図で
ある。
【図６】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態5の流れ図で
ある。
【図７】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態6の流れ図で
ある。
【図８】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態7の流れ図で
ある。
【図９】本発明によるモバイル端末の実施形態1の構造図である。
【図１０】本発明によるモバイル端末の実施形態2の構造図である。
【図１１】本発明によるモバイル端末の実施形態3の構造図である。
【図１２】本発明によるモバイル端末の実施形態4の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の実施形態の目的、解決策、および利点をより明確にするために、以下、本発明
の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態における技術的解決策
を明確かつ十分に説明する。当然のことながら、説明される実施形態は、本発明の実施形
態の一部に過ぎず、すべてではない。本発明の実施形態に基づいて、当業者によって創造
的努力なしに得られるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれるものとす
る。
【００３６】
　図1は、本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオの概略図である。図1に
示すように、本実施形態は、4G LTE、LTE－Advanced、およびMIMOなどの技術が使用され
、かつモバイル端末（携帯電話やタブレットなど）上に一般的に配置されるアンテナの数
が、少なくとも2つである、通信ネットワークに適用される。それに応じて、モバイル端
末に通信サービスを提供するネットワークエレメント（基地局など）上に複数のアンテナ
が設けられる。例えば、N本のアンテナがモバイル端末上に配置され、ここで、Nは、少な
くとも2以上の正の整数であり、またM本のアンテナが基地局上に配置され、ここで、Mは
、少なくとも2以上の正の整数である場合、通信ネットワーク上のモバイル端末は、デー
タストリームを送信するために、N本のアンテナを使用して、基地局のM本のアンテナと通
信できる。モバイル端末がなんらかのサービスを実行する場合、1本のアンテナのみを通
信可能とすることによって、サービス要件を満たすことができ、複数のアンテナを使用す
ることで通信性能をある程度改善できるが、複数のアンテナを通信に関与させることで、
通信の複雑さが増し、モバイル端末の電力消費が高くなり、ユーザがモバイル端末を使う
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際にユーザに不都合をもたらし、あるいは一部のケースでは、モバイル端末が複数のアン
テナを通信可能としたために、モバイル端末付近の人やデバイスに過度の電磁放射がもた
らされることが理解されよう。したがって、モバイル端末は、通信可能としたアンテナの
数を適切に制御する必要があり、具体的な制御方式は、以下のとおりである。
【００３７】
　図2は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態1の流れ図で
ある。図2に示すように、図1を参照してもよいが、本実施形態は、モバイル端末によって
実行され、モバイル端末は、具体的には、携帯電話やタブレットなどである。本制御方法
は、以下を特に含む。
【００３８】
　S101：モバイル端末は、サービスの開始コマンドを取得する。
【００３９】
　開始コマンドは、サービスのサービス信号であってよく、例えば、モバイル端末を使用
するユーザがビデオプッシュサービスに加入した場合、ビデオサーバは、ビデオコンテン
ツをモバイル端末に定期的に送信するが、この場合、モバイル端末がビデオストリーム信
号を受信した場合、ビデオストリーム信号は、開始コマンドとして使用されるサービス信
号である。
【００４０】
　あるいは、開始コマンドは、ユーザが入力した操作指示であってよく、操作指示は、サ
ービスを実行するようにモバイル端末に指示するために使用され、例えば、ユーザが、モ
バイル端末のディスプレイ上の「ラジオ」アイコンをタップした場合、モバイル端末が受
信したサービス開始コマンドは、操作指示「ラジオサービスを開始する」である。
【００４１】
　S102：モバイル端末は、開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要
があるアンテナの数を判定する。
【００４２】
　モバイル端末が、開始コマンドに従って、現在実行する特定のサービスに関して確認し
、それによって、開始するサービスで必要とされるアンテナの数を判定できる。例えば、
モバイル端末が、現時点で4本のアンテナを通信可能とするが、この時、着信通知メッセ
ージを受信した場合、モバイル端末は、実行するサービスがセッションサービスであると
判定し、モバイル端末は、ネットワークの設定またはモバイル端末の能力に従って、セッ
ションサービスの要件を満たすためには、1本（モバイル端末が2Gネットワーク上にある
場合）または2本（モバイル端末がLTEネットワーク上にある場合）のアンテナを通信可能
とする必要があると判定し、次いで、不要な通信可能アンテナを無効化してよい、すなわ
ち、以下のS103がさらに行われる。
【００４３】
　S103：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００４４】
　S103を行う時または行った後、モバイル端末は、サービスを実行し始め、続いて、モバ
イル端末がサービスを終了するための情報を受信した場合、モバイル端末は、サービスを
終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通信可能アンテ
ナの数を制御することにさらに留意されたい。
【００４５】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
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【００４６】
　図3は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態2の流れ図で
ある。図3に示すように、本実施形態では、サービスの開始コマンドは、サービスのサー
ビス信号であり、この場合、具体的なプロセスは、以下のとおりである。
【００４７】
　S201：モバイル端末は、サービスのサービス信号を受信する。
【００４８】
　S202：モバイル端末は、サービスのサービス信号に従って、サービスのために通信可能
とする必要があるアンテナの数を判定する。
【００４９】
　セッションサービスにおける着信通知メッセージがサービス信号として使用される例を
用いて説明を行う。モバイル端末が着信通知メッセージを受信した場合、モバイル端末は
、セッションサービスがこれから実行され、現在、モバイル端末が2Gネットワーク上に陣
取っていることを確認し、この場合、モバイル端末は、1本のアンテナのみを通信可能と
することによってセッションサービスの要件を満たすことができ、したがって、モバイル
端末は、S202を用いて、1本のアンテナを通信可能とすることを判定し、モバイル端末が
、LTEネットワーク上に陣取っており、LTEネットワークに対応している場合、モバイル端
末は、
　2本のアンテナのみを通信可能とすることによってセッションサービスの要件を満たす
ことができ、したがって、モバイル端末は、S202を用いて、2本のアンテナを通信可能と
することを判定する。
【００５０】
　S203：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００５１】
　例えば、モバイル端末が、現時点で4本のアンテナを通信可能とするが、S202を用いて
、通信可能とする必要があるアンテナの数は2本であると判定し、
　次いで、S203において、モバイル端末は、2本のアンテナを無効化して、2本の通信可能
アンテナを保持する。
【００５２】
　サービス信号が、モバイル端末が加入しているプッシュサービスに従って、ビデオサー
バがモバイル端末に送信したビデオストリーム信号である場合、モバイル端末は、S201か
らS203を用いて、ビデオサービスで必要とされるアンテナを通信可能とし、次いで、モバ
イル端末は、ビデオストリームを直接受信し、かつ再生する、すなわち、サービスを直接
実行し、以下のS204からS209は行われないことがあることが理解されよう。しかしながら
、ユーザ経験を改善するために、モバイル端末は、ユーザにサービスを開始するかどうか
の判断を促す、例えば、サービス信号が着信通知メッセージである場合、モバイル端末は
、「応答」および「拒否」などのオプションをディスプレイ上に表示して、ユーザにセッ
ションサービスを開始するかどうかの判断を促す、すなわち、本実施形態では、以下のS2
04からS209を行う必要が依然としてある。
【００５３】
　S204：モバイル端末は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促す。
【００５４】
　S205：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を受信したか
どうかを判定し、受信していれば、S206を行い、受信していなければ、S209を行う。
【００５５】
　ユーザが携帯電話をハンドバッグの中に入れており、着信していることに気づいていな
い、またはユーザがモバイル端末の近くにおらず、操作指示を適時入力できない場合、モ
バイル端末は、ユーザが操作指示を入力するのをいつまでも待ち続けることができないた
め、モバイル端末は、操作指示が予め設定した時間内に受信されたかどうかを判定する必
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要がある。
【００５６】
　S206：モバイル端末は、受信した操作指示がサービスを開始せよとの指示である場合、
S207を行い、そうでない場合、S209を行う。
【００５７】
　「応答」および「拒否」などのオプションは、モバイル端末のディスプレイ上に表示さ
れる。ユーザが「応答」をタップした場合、モバイル端末は、ユーザがサービスを開始せ
よとの操作指示を入力したと判定する、またはユーザが「拒否」をタップした場合、モバ
イル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない操作指示を入力したと判定
する、すなわち、セッションサービスは開始される前に終了され、したがって、S209が行
われる。
【００５８】
　S207：モバイル端末は、サービスを実行する。
【００５９】
　S208：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【００６０】
　例えば、モバイル端末がビデオストリームにおけるビデオデータの最後の部分を受信す
ると、ビデオサービスが終了する、またはユーザが通話を終了する場合に「切断」のオプ
ションをタップすると、セッションサービスが終了する。
【００６１】
　S209：モバイル端末は、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御する。
【００６２】
　S205において、ユーザが入力した操作指示が予め設定した時間内に受信されなかったと
モバイル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したとみなされ得、S206に
おいて、受信した操作指示がサービスを開始するためには使われない指示であるとモバイ
ル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したと同様にみなされ得、S208に
おいて、モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。したがって、ユー
ザが入力した操作指示が予め設定した時間内に受信されなかったとモバイル端末が判定し
た場合、または受信した操作指示がサービスを開始するためには使われない指示であると
モバイル端末が判定した場合、またはモバイル端末がサービスを実行し始めた後、モバイ
ル端末は、サービスを終了するための情報を受信し、S209において、サービスを終了し、
サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を
制御するとみなされ得る。
【００６３】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【００６４】
　図4は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態3の流れ図で
ある。図4に示すように、本実施形態では、サービスの開始コマンドは、操作指示であり
、この場合、具体的なプロセスは、以下のとおりである。
【００６５】
　S301：モバイル端末は、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
。
【００６６】
　S302：モバイル端末は、サービスに関連する操作指示に従って、サービスのために通信
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可能とする必要があるアンテナの数を判定する。
【００６７】
　例えば、S301において、ユーザが「ラジオ」アイコンをタップした場合、モバイル端末
は、ラジオサービスの視聴に関連し、ユーザが入力した操作指示を受信する、またはユー
ザが「電話」app（application、アプリケーション）アイコンおよび「連絡先」appアイ
コンをタップした場合、モバイル端末は、セッションサービスに関連する操作指示を受信
し、次いでモバイル端末はサービスを実行し始める。したがって、本実施形態では、サー
ビスに関連する操作指示は、開始コマンドであり、次いで、S302において、モバイル端末
は、サービスに関連する操作指示に従って、サービスのために通信可能とする必要がある
アンテナの数を判定する。
【００６８】
　S303：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００６９】
　ユーザが「連絡先」appをタップする例を用いると、モバイル端末は、S302を用いて、
実行するサービスがセッションサービスであると判定するが、S302を用いて、セッション
サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数が2本であると判定し、次いで
、S303において、モバイル端末は、2本のアンテナを無効化して、2本の通信可能アンテナ
を保持する。
【００７０】
　サービスに関連する操作指示が「ラジオ」appをタップすることである場合、モバイル
端末は、S301からS303を用いて、ラジオサービスを視聴するために要求されるアンテナを
通信可能とし、サービスを直接実行し、以下のS304からS309は行わないことが理解されよ
う。一部のサービスについては、ユーザ経験を改善するために、またはユーザが入力した
操作指示がユーザが誤って押したことによるものであることを避けるために、サービスを
実行する前に、モバイル端末は、続く操作指示を受信して、ユーザがサービスの開始を決
定していると判定する必要がさらにある。例えば、ユーザが「連絡先」appアイコンをタ
ップした後、モバイル端末は、複数の連絡先オプションと「戻る」オプションをユーザに
表示し、モバイル端末は、連絡先の次に表示され連絡先のオプションに対応するダイヤル
オプションをユーザがさらにタップするまでは、ユーザがセッションサービスの開始を決
定したとは確認しない、またはユーザが「戻る」オプションを選択した場合、これは、ユ
ーザがセッションサービスを開始しないと決定したことを示す。S304からS309に詳細を示
す。
【００７１】
　S304：モバイル端末は、ユーザに続く操作指示の入力を促す。
【００７２】
　S305：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を受信し
たかどうかを判定し、受信した場合、S306を行い、受信しなかった場合、S309を行う。
【００７３】
　ユーザが気づかずに誤ってアイコンを押し、場合にユーザが続く操作指示を適時入力で
きない場合、モバイル端末は、ユーザが続く操作指示を入力するのをいつまでも待ち続け
ることができないため、モバイル端末は、続く操作指示が予め設定した時間内に受信され
たかどうかを判定する必要がある。
【００７４】
　S306：モバイル端末は、受信した続く操作指示がサービスを開始せよとの指示であるか
どうかを判定し、そうである場合、S307を行い、そうでない場合、S309を行う。
【００７５】
　複数の連絡先オプションおよび連絡先オプションに対応するダイヤルオプションが、モ
バイル端末のディスプレイ上に表示される一方、「戻る」および「ブラックリストに追加
」などのオプションもある。ユーザが「ダイヤル」オプションをタップした場合、モバイ
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ル端末は、ユーザがサービスを開始せよとの続く操作指示を入力したと判定する、または
ユーザが「戻る」または「ブラックリストに追加」などのオプションをタップした場合、
モバイル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない続く操作指示を入力し
たと判定する、すなわち、セッションサービスは開始される前に終了され、したがって、
S309が行われる。
【００７６】
　S307：モバイル端末は、サービスを実行する。
【００７７】
　S308：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【００７８】
　具体的には、S208を参照されたい。
【００７９】
　S309：モバイル端末は、操作指示を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通
信可能アンテナの数を制御する。
【００８０】
　S305において、ユーザが入力した続く操作指示が予め設定した時間内に受信されなかっ
たとモバイル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したとみなされ得、S3
06において、受信した続く操作指示がサービスを開始するためには使われない指示である
とモバイル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したと同様にみなされ得
、S308において、モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。したがっ
て、ユーザが入力した操作指示が予め設定した時間内に受信されなかったとモバイル端末
が判定した場合、または受信した操作指示がサービスを開始するためには使われない指示
であるとモバイル端末が判定した場合、またはモバイル端末がサービスを実行し始めた後
、モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信し、S309において、サービスを
終了し、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通信可能アンテ
ナの数を制御するとみなされ得る。
【００８１】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要な電力消費を引き起こし
モバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過度とな
る事態も防ぐ。
【００８２】
　上記実施形態では、受信したサービス信号またはサービスに関連する操作指示は、開始
コマンドとして使用される。一部のケースでは、モバイル端末がサービス信号またはサー
ビスに関連する操作指示を受信した場合、モバイル端末は、サービスの実行を準備するだ
けであって、直ちにサービスを実行することはしないけれども、ユーザにサービスを効率
よく提供するためには、モバイル端末は、実行するサービスのために通信可能とする必要
があるアンテナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を依然として直ち
に制御する。しかしながら、一部のケースでは、サービスに関連する操作指示がユーザが
誤って押した結果であったり、サービス信号を受信したが、ユーザがすぐに指示を出せな
い場合、すなわち、モバイル端末が予め設定した時間内に操作指示を受信しない場合、モ
バイル端末は、開始コマンドを受信する前の数に通信可能アンテナの数を復帰するように
制御される必要がある。このプロセスでは、モバイル端末において、通信可能とする／オ
フにするという不要な制御が生じる。モバイル端末によってアンテナを通信可能とする／
オフにするという制御は、オーバーヘッドも必要とし、通信可能とする／オフにするとい
う不要な制御は、オーバーヘッドの浪費を生じ、したがって、好ましくは、アンテナを通
信可能とする／オフにするという制御は、図5または図6に示す実施形態を用いてさらに行
われてよい。
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【００８３】
　図5は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態4の流れ図で
ある。図5に示すように、本実施形態は、以下を含む。
【００８４】
　S401：モバイル端末は、サービスのサービス信号を受信する。
【００８５】
　S402：モバイル端末は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促す。
【００８６】
　S403：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を受信したか
どうかを判定し、受信した場合、S404を行い、受信しなかった場合、プロセスを終了する
。
【００８７】
　着信通知メッセージをサービス信号の例として用いると、ユーザが携帯電話をハンドバ
ッグの中に入れており、着信していることに気づいていない、またはユーザがモバイル端
末の近くにおらず、操作指示を適時入力できない場合、モバイル端末は、ユーザが操作指
示を入力するのをいつまでも待ち続けることができないため、モバイル端末は、操作指示
が予め設定した時間内に受信されたかどうかを判定する必要がある。
【００８８】
　S404：モバイル端末は、受信した操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどう
かを判定し、そうである場合、S405を行い、そうでない場合、プロセスを終了する。
【００８９】
　「応答」および「拒否」などのオプションは、モバイル端末のディスプレイ上に表示さ
れる。ユーザが「応答」をタップした場合、モバイル端末は、ユーザがサービスを開始せ
よとの操作指示を入力したと判定する、またはユーザが「拒否」をタップした場合、モバ
イル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない操作指示を入力したと判定
する、すなわち、セッションサービスは開始される前に終了され、本実施形態は終了する
。
【００９０】
　S405：モバイル端末は、操作指示を開始コマンドとして使用し、開始コマンドに従って
、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数を判定する。
【００９１】
　すなわち、モバイル端末は、予め設定した時間内に受信した操作指示がサービスを開始
せよとの指示であると判定し、次いで、操作指示を開始コマンドとして使用する。
【００９２】
　S406：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００９３】
　S406を行う場合、モバイル端末は、サービスを同時に行う。
【００９４】
　S407：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【００９５】
　S408：モバイル端末は、開始コマンドを受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御する。
【００９６】
　同時に、モバイル端末は、サービスを終了する。
【００９７】
　本実施形態では、サービス信号を受信した場合、通信可能としたアンテナの数は直ちに
変更されない。ユーザが入力した、サービスを開始せよとの操作指示を受信した場合、サ
ービスを開始せよとの操作指示が開始コマンドとして使用される。他のステップは、図3
に示す実施形態における対応するステップと同様である。詳細については、図3に示す実
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施形態における対応するステップを参照できる。本実施形態では、サービスを開始するた
めの操作指示を開始コマンドとして使用し、このことにより、アンテナを通信可能とする
／オフにする不要なオーバーヘッドを避けることができる。
【００９８】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要な電力消費を引き起こし
モバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過度とな
る事態も防ぐ。
【００９９】
　図6は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態5の流れ図で
ある。図6に示すように、本実施形態は、以下を含む。
【０１００】
　S501：モバイル端末は、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
。
【０１０１】
　S502：モバイル端末は、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示
の入力を促す。
【０１０２】
　S503：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を受信し
たかどうかを判定し、受信した場合、S504を行い、受信しなかった場合、プロセスを終了
する。
【０１０３】
　ユーザが気づかずに誤ってアイコンを押し、場合にユーザが続く操作指示を適時入力で
きない場合、モバイル端末は、ユーザが続く操作指示を入力するのをいつまでも待ち続け
ることができないため、モバイル端末は、続く操作指示が予め設定した時間内に受信され
たかどうかを判定する必要があり、そうである場合、S504を行い、そうでない場合、プロ
セスを終了する。
【０１０４】
　S504：モバイル端末は、受信した続く操作指示がサービスを開始せよとの指示であるか
どうかを判定し、そうである場合、S505を行い、そうでない場合、プロセスを終了する。
【０１０５】
　複数の連絡先オプションおよび連絡先オプションに対応するダイヤルオプションが、モ
バイル端末のディスプレイ上に表示される一方、「戻る」および「ブラックリストに追加
」などのオプションもある。ユーザが「ダイヤル」オプションをタップした場合、モバイ
ル端末は、ユーザがサービスを開始せよとの続く操作指示を入力したと判定する、または
ユーザが「戻る」または「ブラックリストに追加」などのオプションをタップした場合、
モバイル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない続く操作指示を入力し
たと判定し、本実施形態を終了する。
【０１０６】
　S505：モバイル端末は、サービスを開始するために続く操作指示を開始コマンドとして
使用し、開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの
数を判定する。
【０１０７】
　モバイル端末は、サービスを開始せよとの続く操作指示を受信し、したがって、サービ
スを開始せよとの続く操作指示を開始コマンドとして使用する。
【０１０８】
　S506：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
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【０１０９】
　同時に、サービスが実行される。
【０１１０】
　S507：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【０１１１】
　S508：モバイル端末は、開始コマンドを受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１１２】
　同時に、モバイル端末は、サービスを終了する。
【０１１３】
　図4に示す実施形態と比べ、本実施形態では、サービスに関連する操作指示を受信した
場合、通信可能としたアンテナの数は直ちに変更されない。ユーザが入力した、サービス
を開始せよとの続く操作指示を受信した場合、サービスを開始せよとの操作指示が開始コ
マンドとして使用される。他のステップは、図4に示す実施形態における対応するステッ
プと同様である。詳細については、図4に示す実施形態における対応するステップを参照
できる。本実施形態では、サービスを開始するための続く操作指示を開始コマンドとして
使用し、このことにより、アンテナを通信可能とする／オフにする不要なオーバーヘッド
を避けることができる。
【０１１４】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【０１１５】
　図7は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態6の流れ図で
ある。図7に示すように、本実施形態は、以下を含む。
【０１１６】
　S601：モバイル端末は、関連情報を取得する。
【０１１７】
　関連情報は、以下の情報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端
末の関連パラメータと、モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれか
である。
【０１１８】
　S602：モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判
定する。
【０１１９】
　具体的には、モバイル端末が取得した関連情報が関連パラメータであり、関連パラメー
タは、モバイル端末の放射が過度であることを示し、これは、ユーザに悪影響を容易に与
える。したがって、一部のアンテナを無効化することによって、放射を減らす必要がある
。例えば、モバイル端末が、現在4本のアンテナを通信可能とし、モバイル端末の過度の
放射を引き起こしている場合、S602を用いて、通信可能のままとするべきアンテナの数は
2本であると判定し、したがって、S603を用いて、2本のアンテナを無効化する。
【０１２０】
　S603：モバイル端末は、関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御する。
【０１２１】
　本実施形態では、モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を判定し、かつモバイル端末上の通信可能アンテナの数を柔軟に変更し、それによ
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って、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端
末の電気などのエネルギーを過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたり
するのをさらに防ぐことができる。
【０１２２】
　図8は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態7の流れ図で
ある。図8に示すように、図7に示す実施形態に基づいて、本実施形態は、さらに詳細な説
明を提供するものであり、具体的には、以下を含む。
【０１２３】
　S701：モバイル端末は、関連情報を取得する。
【０１２４】
　S702：モバイル端末は、関連情報を予め設定した条件と比較し、関連情報が予め設定し
た条件を満たすかどうかを判定し、満たす場合、S703を行い、満たさない場合、プロセス
を終了する。
【０１２５】
　具体的には、関連情報が、具体的には関連パラメータに反映される放射強度である場合
、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きい。S702を用いて、放射強度が
予め設定した放射閾値よりも大きいと判定された場合、S703が行われ、そうでなければ、
モバイル端末が現在通信可能としたアンテナの数が付近のユーザに影響しないと判定され
た場合、アンテナを無効化する必要はなく、本実施形態を終了する。あるいは、モバイル
端末はS703を行う、すなわち、モバイル端末が現在通信可能としたアンテナの数が付近の
ユーザに影響しない場合、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を関
連情報を取得する前の数と同じに維持すると判定される、とみなすことができる。関連情
報が、具体的には関連パラメータに反映される信号強度である場合、予め設定した条件は
、予め設定した信号閾値未満である。S702を用いて、信号強度が予め設定した信号閾値未
満であると判定された場合、S703が行われて、モバイル端末がユーザにサービスを正常に
提供することを確実にするためにより多くのアンテナを有効化し、そうでなければ、モバ
イル端末が現在通信可能としたアンテナの数がモバイル端末の正常動作のための要件を満
たすことを示す場合、アンテナを通信可能とする制御を行う必要はなく、本実施形態を終
了する。あるいは、モバイル端末はS703を行う、すなわち、モバイル端末の現在の信号強
度が予め設定した信号閾値よりも大きい場合、S703を用いて、通信可能アンテナの数増や
す必要はないと判定する、すなわち、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を関連情報を取得する前の数と同じに維持すると判定される、とみなすことができ
る。
【０１２６】
　関連情報が予め設定した条件を満たさない場合、モバイル端末上で通信可能としたアン
テナの数を変える必要はないことを示し、次いで本実施形態を終了する。あるいは、換言
すると、S703およびS704は依然として行われる、すなわち、S703を用いて、予め設定した
条件を満たさない関連情報に従って、通信可能アンテナの数を関連情報を取得する前の数
と同じに維持すると判定され、次いで、S704において、モバイル端末は、通信可能アンテ
ナの数をS701の前の数と同じになるように維持するように制御される。
【０１２７】
　S703：モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判
定する。
【０１２８】
　S704：モバイル端末は、関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御する。
【０１２９】
　さらに、関連情報は、以下の情報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モ
バイル端末の関連パラメータと、モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくとも
いずれかである。これに伴い、可能な関連情報に関するケースが5つある：
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　第1のケース：関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端
末の放射内のユーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報である；
　第2のケース環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した
条件は、予め設定した制限シナリオである；
　第3のケース：関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイ
ル端末の放射強度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きい
；
　第4のケース：関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した
条件は、予め設定した信号閾値未満である；
　第5のケース：関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め
設定した条件は、予め設定した作業モードである。
【０１３０】
　第1のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１３１】
　S11a：モバイル端末は、第三者装置が送信したユーザ特徴を受信する。
【０１３２】
　第三者装置は、インテリジェント・ウェアラブル・デバイスであり、第三者装置は、モ
バイル端末のユーザや付近にいる人のユーザ特徴を取得でき、具体的には、大人、お年寄
り、妊娠中の女性、子供などである。
【０１３３】
　あるいは、S11aをS11bと置き換えることもできる。
【０１３４】
　S11b：モバイル端末は、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析し
て、ユーザ特徴を取得する。
【０１３５】
　例えば、操作指示は、「妊娠中の女性のためのウェブページにアクセスする」ことや「
お年寄りのためのヘルスケア」appを開くことであり、そして、操作指示の解析後、キー
ワード「妊娠中の女性」または「お年寄り」が取得され、モバイル端末を使用するユーザ
が妊娠中の女性またはお年寄りであることが示され、次いで、S12を用いて、ユーザ特徴
として使用されたこれらのキーワードが予め設定した生体情報を満たすかどうかが判定さ
れる。
【０１３６】
　ユーザ情報は、ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信され、例え
ば、ユーザは、モバイル端末の、のカメラまたは温度センサを使用して、モバイル端末を
使用するユーザの顔画像および体温、もしくはモバイル端末付近にいる人の顔画像および
体温などのユーザ情報を取得する、またはインテリジェント・ウェアラブル・デバイスな
どの第三者装置が、ユーザの体温、皮膚湿度、弾力性などのユーザ情報を収集し、次いで
ユーザ情報の解析の後、モバイル端末は、ユーザ特徴を取得する、すなわち、ユーザ情報
に従って判定されたユーザ特徴は、具体的には、お年寄り、子供、妊娠中の女性、もしく
は大人などの生物学的特徴である。
【０１３７】
　S12：モバイル端末は、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が予
め設定した生体情報を満たすかどうかを判定し、満たす場合、S703を行い、満たさない場
合、プロセスを終了する。
【０１３８】
　例えば、予め設定した生体情報は、具体的には、高齢者、子供、および妊娠中の女性を
含む。S11を用いて取得されたユーザ特徴が、お年寄りである場合、S12を用いて、ユーザ
特徴が、予め設定した生体情報を満たすと判定され、したがって、いくつかのアンテナを
無効化して、お年寄りへの放射を減らす必要がある。ユーザ特徴が大人であった場合、ど
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のアンテナも無効化する必要はない、すなわち、本実施形態を終了する、または換言する
と、モバイル端末は、S703からS704を依然として行い続け、この場合、S703を用いて、大
人については通信可能アンテナの数を変更する必要はないと判定され、次いで、S704にお
いて、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得する前の数と同じに維持される。
【０１３９】
　第2のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１４０】
　S21：モバイル端末は、シナリオ情報を取得する。
【０１４１】
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得される。
【０１４２】
　S22：モバイル端末は、シナリオ情報を予め設定した制限シナリオと比較し、シナリオ
情報が予め設定した制限シナリオを満たすかどうかを判定し、満たす場合、S703を行い、
満たさない場合、プロセスを終了する。
【０１４３】
　予め設定した制限シナリオは、モバイル端末からの放射の干渉を制限する必要がある病
院および空港などのいくつかのシナリオである。例えば、病院の識別子、空港の識別子、
子供、妊娠中の女性、お年寄りなどがカメラで撮影した画像に現れた場合、モバイル端末
の画像解析を通じて、通信装置が、病院や空港などの環境に置かれている、または子供、
妊娠中の女性、お年寄りなどが周囲にいることが確認され、モバイル端末は、S703を行い
続ける。あるいは、シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオによって規定されるいか
なるシナリオでもない場合、アンテナを通信可能とする／オフにするという制御を行う必
要はない、すなわち、本実施形態を終了する、または換言すると、モバイル端末は、S703
からS704を依然として行い続け、この場合、S703を用いて、予め設定した制限シナリオに
よって規定されていないいかなるシナリオについても通信可能アンテナの数を変更する必
要はないと判定され、次いで、S704において、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得
する前の数と同じに維持される。
【０１４４】
　第3のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１４５】
　S31：モバイル端末は、それ自身で放射強度を検出して、モバイル端末の現在の放射強
度を取得する。
【０１４６】
　S32：モバイル端末は、モバイル端末の検出される放射強度を予め設定した放射閾値と
比較し、モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを判定
し、そうであれば、S703を行い、そうでなければ、プロセスを終了する。プロセスを終了
することはまた、S703からS704を行い続けること、すなわち、放射強度は、予め設定した
放射閾値よりも大きくない、と解釈でき、S703を用いて、大人については通信可能アンテ
ナの数を変更する必要はないと判定され、次いで、S704において、通信可能アンテナの数
は、関連情報を取得する前の数と同じに維持される。
【０１４７】
　第4のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１４８】
　S41：モバイル端末は、それ自身で信号強度を検出して、モバイル端末の現在の信号強
度を取得する。
【０１４９】
　S42：モバイル端末は、モバイル端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と
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比較し、モバイル端末の信号強度が、予め設定した信号閾値よりも大きいかどうかを判定
し、そうであれば、S703を行い、そうでなければ、プロセスを終了する。プロセスを終了
することはまた、S703からS704を行うことと解釈できる、すなわち、放射強度が予め設定
した放射閾値よりも大きくない場合、S703を用いて、通信可能アンテナの数を変更する必
要はないと判定され、次いで、S704において、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得
する前の数と同じに維持される。
【０１５０】
　第5のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１５１】
　S51：モバイル端末は、現在の作業モードを取得する。
【０１５２】
　現在の作業モード、例えば、フライトモード、節電モード、通常モード、または拡張モ
ードは、ユーザによって設定され、この場合、予め設定した作業モードは、通信可能とす
るアンテナの数を制御する必要があるモード、例えば、フライトモード、節電モード、通
常モード、または拡張モードを含む。例えば、通常モードは、一般的に、モバイル端末の
デフォルトモードであり、4本のアンテナは、通信可能に維持され、フライトモードでは
、すべてのアンテナを無効化する必要があり、節電モードでは、1本のアンテナのみを通
信可能とする必要があり、拡張モードでは4本以上のアンテナを通信可能とする必要があ
り、加えて、節電モードでは、モバイル端末によって設定されてもよく、例えば、モバイ
ル端末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイル端末が検出した場
合、モバイル端末によって節電モードが設定される。
【０１５３】
　S52：モバイル端末は、モバイル端末の現在の作業モードを予め設定した作業モードと
比較し、現在の作業モードが予め設定した現在の作業モードを満たすかどうかを判定し、
満たす場合、S703を行い、満たさない場合、プロセスを終了する。プロセスを終了するこ
とはまた、S703からS704を行うことと解釈できる、すなわち、現在の作業モードは、予め
設定した作業モードにおけるいずれのモードでもなく、例えば、現在の作業モードが通常
モードである場合、S703を用いて、デフォルトの通信可能アンテナの数のみを維持する必
要があり、通信可能アンテナの数を変更する必要はないと判定され、次いで、S704におい
て、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得する前の数と同じに維持される。
【０１５４】
　本実施形態では、モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を判定し、かつモバイル端末上の通信可能アンテナの数を柔軟に変更し、それによ
って、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端
末の電気などのエネルギーを過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたり
するのをさらに防ぐことができる。
【０１５５】
　図9は、本発明によるモバイル端末の実施形態1の構造図である。図9に示すように、モ
バイル端末600は、
　サービスの開始コマンドを取得するように構成される取得モジュール61と、
　開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数を判
定するように構成される判定モジュール62と、
　サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するように構成される処理モジュール63と、
　を含む。
【０１５６】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
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を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【０１５７】
　図10は、本発明によるモバイル端末の実施形態2の構造図である。図10に示すように、
図9に示す実施形態に基づいて、本実施形態は、さらに詳細な説明を提供するものであり
、具体的には、
　取得モジュール61は、サービスのサービス信号を受信するように特に構成され、サービ
スのサービス信号は、開始コマンドである。
【０１５８】
　さらに、本モバイル端末は、提示モジュール64と判断モジュール65とをさらに含み、
　提示モジュール64は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成さ
れ、
　予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を取得モジュール61が受信していない
と判断モジュール65が判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に取得
モジュール61が受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判断モジュ
ール65が判定した場合、
　処理モジュール63は、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御する。
【０１５９】
　さらに、取得モジュール61は、サービスのサービス信号を受信するようにさらに構成さ
れ、
　提示モジュール64は、ユーザにサービスを開始するかどうかを尋ねるように構成され、
　取得モジュール61は、ユーザが入力した操作指示を受信するように構成され、
　判断モジュール65は、操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどうかを判定す
るように構成され、次いで、取得モジュール61は、操作指示を開始コマンドとして使用す
るように特に構成される。
【０１６０】
　さらに、取得モジュール61は、
　サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信するように特に構成され、サ
ービスに関連する操作指示は、開始コマンドである。
【０１６１】
　場合により、提示モジュール64は、ユーザに続く操作指示の入力を促すように構成され
、
　予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を取得モジュール61が受信してい
ないと判断モジュール65が判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に
続く取得モジュール61が受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判
断モジュール65が判定した場合、
　処理モジュール63は、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するように構成される。
【０１６２】
　場合により、取得モジュール61は、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示
を受信し、
　提示モジュール64は、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示の
入力を促し、
　判断モジュール65は、サービスを開始せよとの続く操作指示を取得モジュール61が受信
し、次いで、取得モジュール61は、サービスを開始せよとの続く操作指示を開始コマンド
として使用する。
【０１６３】
　さらに、取得モジュール61は、サービスを終了するための情報を受信するようにさらに
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構成され、
　処理モジュール63は、サービスを終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰するよ
うにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１６４】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【０１６５】
　図11は、本発明によるモバイル端末の実施形態3の構造図である。図11に示すように、
本実施形態におけるモバイル端末700は、
　関連情報を取得するように構成される取得モジュール71であって、関連情報は、以下の
情報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端末の関連パラメータと
、モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである、取得モジュー
ル71と、
　関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される
判定モジュール72と、
　関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を
制御するように構成される処理モジュール73と、
　を含む。
【０１６６】
　さらに、判定モジュール72は、関連情報を予め設定した条件と比較し、関連情報が、予
め設定した条件を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、
　関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端末の放射内のユ
ーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報であり、
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した条件は、予め
設定した制限シナリオであり、
　関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイル端末の放射強
度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きく、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した条件は、予め設
定した信号閾値未満であり、
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め設定した条件は
、予め設定した作業モードである。
【０１６７】
　さらに、環境情報が、モバイル端末の放射内のユーザである場合、判定モジュール72は
、
　第三者装置が送信したユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、第三者装置が送信
したユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するように特に構成さ
れる、または
　取得モジュール71は、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析して
、ユーザ特徴を取得するようにさらに構成され、
　判定モジュール72は、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が、予
め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、ユーザ情報が、
ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信され、
　ユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たす場合、処理モジュール73は、関連情報に
従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【０１６８】
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、判定モジュール72は、シナ
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リオ情報を予め設定した制限シナリオと比較し、シナリオ情報が予め設定した制限シナリ
オを満たすかどうか判定するように特に構成され、
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得され、
　シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオを満たす場合、処理モジュール73は、関連
情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【０１６９】
　関連パラメータが、モバイル端末の放射強度である場合、判定モジュール72は、モバイ
ル端末の検出される放射強度を予め設定した放射閾値と比較し、モバイル端末の放射強度
が、予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
73は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成さ
れる、または
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、判定モジュール72は、モバイ
ル端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と比較し、モバイル端末の信号強度
が、予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
73は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成さ
れる。
【０１７０】
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、判定モジュール72は
、モバイル端末の現在の作業モードを作業モードと比較し、現在の作業モードが予め設定
した作業モードを満たすかどうかを判定し、現在の作業モードは、ユーザによって設定さ
れる、またはモバイル端末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイ
ル端末が検出した場合にモバイル端末によって設定され、
　モバイル端末の現在の作業モードが、予め設定した現在の作業モードを満たす場合、処
理モジュール73は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定する
ように構成される。
【０１７１】
　本実施形態では、モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を判定し、かつモバイル端末上の通信可能アンテナの数を柔軟に変更し、それによ
って、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端
末の電気などのエネルギーを過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたり
するのをさらに防ぐことができる。
【０１７２】
　モバイル端末の実施形態におけるモジュールは、図2から図8に示す方法実施形態におけ
るステップを対応して行うものであり、具体的な実行プロセスおよび有益な効果について
は、方法実施形態を参照できることにさらに留意する必要がある。
【０１７３】
　図12は、本発明によるモバイル端末の実施形態4の構造図である。図12に示すように、
本実施形態におけるモバイル端末は、一例に過ぎない。実際の適用においては、モバイル
端末は、スマートフォン、iPad(登録商標)などであることが理解されよう。異なるモバイ
ル端末内のモジュールおよび部品は同じではないため、実際には、モバイル端末は、図12
に示す部品よりも多いまたは少ない部品を有してもよいし、2つ以上の部品を組み合わせ
てもよいし、異なる部品構成を有してもよい。図12に示す部品は、ハードウェア、ソフト
ウェア、またはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて実装されてよく、こ
れには、1つ以上の信号処理および／または特定用途向け集積回路を含んでよい。
【０１７４】
　モバイル端末800は、少なくとも2本のアンテナ81と、少なくとも1つのプロセッサ82と
、メモリ83と、センサ84と、I／Oインターフェース85と、通信モジュール86と、少なくと
も1つの通信バス87とを含む。さらに、モバイル端末は、別の機能コンポーネント、例え
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ば、バッテリ管理のためのバッテリモジュール、ユーザ設定管理モジュール、またはパラ
メータ検出モジュールをさらに含み、通信バス87は、モジュールやコンポーネントどうし
の接続通信を実現するように構成される。メモリ83は、不揮発性固体メモリおよび／また
はダイナミック不揮発性記憶装置、例えば、フラッシュメモリ、または回転可能な磁気デ
ィスクドライブを含み得る。センサ84は、温度センサおよび湿度センサなどの様々なセン
サを含み、かつモバイル端末を使用するユーザの体温および皮膚湿度などの情報を測定す
るように構成され、通信モジュール86は、GSM(登録商標)（Global System for Mobile co
mmunication）、CDMA（Code Division Multiple Access）、GPRS（General Packet Radio
 Service）、またはEDGE（Enhanced Data Rate for GSM Evolution）などの長距離通信、
WCDMA(登録商標)（Wideband Code Division Multiple Access）またはTD－SCDMA（Time D
ivision－Synchronous Code Division Multiple Access）などの3G技術、LTE（Long Term
 Evolution）などの4G技術などのために使用されてよく、通信モジュール86は、短距離通
信のためにさらに使用されてよく、近くにある第三者装置（インテリジェント・ウェアラ
ブル・デバイスなど）とZigBee、UWB、Wi－Fi、Bluetooth(登録商標)、NFC、および赤外
線通信などの短距離無線通信を行ってよく、通信モジュール86と連携するアンテナ81は、
信号を受信および送信するように構成される。
【０１７５】
　具体的には、I／Oインターフェース85は、表示および入力用のタッチスクリーン851、
入力用のI／Oキーボード852（任意）、マイクロホン853、カメラ854などを含む。
【０１７６】
　具体的には、メモリ83は、オペレーティングシステム4021とアプリケーションプログラ
ム4022とを含み、オペレーティングシステム4021は、様々なオペレーティングシステムプ
ログラムを含み、これらは、ハードウェアに基づく様々な操作を実現するために使用され
、アプリケーションプログラム4022は、様々なアプリケーションプログラムを含み、これ
らは、様々なアプリケーション機能、例えば、アンテナを通信可能とする／オフにするた
めの制御プログラムと、サービス識別プログラムと、ユーザ特徴識別プログラムと、関連
情報識別プログラムとを実現するために使用され、サービス識別プログラムは、ユーザが
入力した操作またはモバイル端末が受信したサービス信号に従って、モバイル端末が実行
しようとしているサービスを識別してよく、ユーザ特徴識別プログラムは、取得した画像
を解析して、キーワード、ユーザ特徴などを取得してよい、またはユーザが入力した声紋
情報に従って解析を行って、ユーザ情報を取得してよい、または第三者装置（インテリジ
ェント・ウェアラブル・デバイスなど）が送信し、通信モジュールで受信したユーザ情報
を解析して、ユーザ特徴を取得してよい。
【０１７７】
　さらに、メモリ83は、予め設定した条件をさらに格納してよく、予め設定した条件は、
予め設定した生体情報、予め設定した制限シナリオ、予め設定した放射閾値、予め設定し
た信号閾値、予め設定した作業モードなどであってよい。
【０１７８】
　プロセッサ82は、通信バス87を使用してモジュールやコンポーネントと通信する。モバ
イル端末上のアンテナを無効化または通信可能とする制御の間、通信モジュール86が、ア
ンテナ81を使用してサービスのサービス信号を受信した場合、メモリ内のサービス識別プ
ログラムに基づいて、プロセッサは、サービスを識別し、かつサービスのために通信可能
とする必要があるアンテナの数を判定し、次いで、アンテナを通信可能とする／オフにす
る制御プログラムに基づいて、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数
となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１７９】
　場合により、ユーザがタッチスクリーンを用いて操作指示を入力した場合、サービス識
別プログラムに基づいて、プロセッサは、サービスを識別し、かつサービスのために通信
可能とする必要があるアンテナの数を判定し、次いで、アンテナを通信可能とする／オフ
にする制御プログラムに基づいて、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナ
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の数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１８０】
　加えて、プロセッサ82は、さらに、通信バス87を用いてタッチスクリーン81を制御し、
ユーザにサービスを開始するかどうかを尋ね、ユーザに操作指示を入力するよう促してよ
い。
【０１８１】
　さらに、プロセッサ82が取得した関連情報がモバイル端末の放射内のユーザである場合
、プロセッサ82は、ユーザ特徴識別プログラムに基づいてユーザ情報を解析して、ユーザ
特徴を取得し、ユーザ特徴をメモリ内の予め設定した生体情報と比較し、次いでアンテナ
を通信可能とする／オフにする制御プログラムに基づいて、ユーザ特徴に対応するアンテ
ナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御し、ユーザ情報は、ユー
ザがマイクロホンを用いて入力した声紋情報、ユーザがカメラを用いて撮像した顔画像、
または温度センサまたは湿度センサで感知したユーザの体温、皮膚湿度などであってもよ
いし、インテリジェント・ウェアラブル・デバイスによって感知し、通信モジュールで受
信したユーザ情報、またはユーザからであり、タッチスクリーンで受信した操作指示であ
ってもよい。
【０１８２】
　あるいは、プロセッサ82は、さらに、関連情報識別プログラムに基づいて一部の関連情
報を解析し、関連情報をメモリに格納された予め設定した条件と比較し、次いでアンテナ
を通信可能とする／オフにする制御プログラムに基づいて、関連情報に対応するアンテナ
の数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御し、関連情報は、モバイル
端末が置かれるシナリオであってよく、シナリオは、カメラによる撮影画像から取得され
、関連情報識別プログラムが、シナリオ画像内の内容、例えば、病院や空港などのキーワ
ードを識別してよい、または関連情報は、パラメータ検出モジュールが取得したモバイル
端末の信号強度、放射強度などである、または関連情報は、ユーザ設定管理モジュールで
設定した作業モードであり、作業モードは、ユーザがタッチスクリーン851またはキーボ
ード852によって入力した操作指示を用いて設定してよい。ユーザ設定管理モジュールは
、さらに、通信バス87を用いてバッテリモジュールと通信し、残りの電気量が予め設定し
た閾値未満であると検出し、バッテリモジュールは、ユーザ設定管理モジュールに命令し
て、作業モードを節電モードに設定してよい。
【０１８３】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼし、加えて、モバイル端末は、取得した関連情報
に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数をさらに判定し、モバイル端末上の通信
可能アンテナの数を柔軟に変更してよく、それによって、モバイル端末上の通信可能アン
テナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端末の電気などのエネルギーを過度に早
く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたりするのをさらに防ぐことができる。
【０１８４】
　当業者であれば、各実施形態における各方法の各ステップの全部または一部を関連ハー
ドウェアに命令するプログラムによって実現することができることを理解するはずである
。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。プログラムが走る
と、方法実施形態の各ステップが行われる。前述の記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク
、または光ディスクなどのプログラムコードを記憶することのできる任意の媒体を含む。
【０１８５】
　最後に、前述の実施形態は、本発明を限定するためのものではく、単に本発明の技術的
解決策を説明するためのものに過ぎないことに留意されたい。本発明は前述の実施形態に
関連して詳細に説明されているが、当業者は、本出願の実施形態の技術的解決策の範囲を
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逸脱することなく、さらに、前述の実施形態に記述されている技術的解決策に改変を加え
、あるいは、前述の実施形態の一部の技術的特徴に対する均等な置換を行うことができる
ことを理解するはずである。
【符号の説明】
【０１８６】
　　61　取得モジュール
　　62　判定モジュール
　　63　処理モジュール
　　64　提示モジュール
　　65　判断モジュール
　　71　取得モジュール
　　72　判定モジュール
　　73　処理モジュール
　　81　アンテナ
　　82　プロセッサ
　　83　メモリ
　　84　センサ
　　85　I／Oインターフェース
　　86　通信モジュール
　　87　通信バス
　　600　モバイル端末
　　700　モバイル端末
　　800　モバイル端末
　　851　タッチスクリーン
　　852　I／Oキーボード、キーボード
　　853　マイクロホン
　　854　カメラ
　　4021　オペレーティングシステム
　　4022　アプリケーションプログラム
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【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成29年2月6日(2017.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、詳細には、モバイル端末アンテナのため
の制御方法およびモバイル端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　2Gおよび3G技術では、モバイル端末には1本のアンテナが構成されるが、4G LTE（Long 
Term Evolution）では、モバイル端末には2本のアンテナが構成される。さらに、LTE－Ad
vancedでは、モバイル端末に4本ものアンテナが構成されることもある。通信技術の開発
および発展に伴って、将来、モバイル端末に8本またはさらにそれ以上のアンテナ、例え
ば12本のアンテナまたは16本のアンテナが構成される可能性がある。MIMO（Multiple Inp
ut Multiple Output、マルチプル・インプット・マルチプル・アウトプット）技術では、
モバイル端末のアンテナの数の増加によって、伝送容量および伝送レートを改善できる。
しかしながら、アンテナが多くなると、端末と通信ネットワークエレメントとの間の通信
の計算の複雑さもまた増大し、ひいては、より高い電力消費につながる。
【０００３】
　具体的には、モバイル端末上で実行される一部のタスクやサービスなどは、多くのアン
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テナの関与を必要とせず、例えば、セッションサービスを正常に実行するためには、2本
のアンテナのみを通信可能とするだけでよい。この場合、モバイル端末上の4本のアンテ
ナを通信可能とすると、モバイル端末の電力消費が過度に高くなる。特に、電力供給をバ
ッテリに頼る電子デバイスであるモバイル端末の場合、不要なアンテナを通信可能とする
ことで、バッテリの電気が無駄に使われ、ユーザの使用に影響する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、モバイル端末アンテナのための制御方法およびモバイル端末を提
供するものであり、これらは、モバイル端末の無効化したアンテナの数や通信可能とした
アンテナの数を適切に制御するために使われる。
【０００５】
　第1の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末アンテナのための制御
方法を提供し、
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得するステップと、
　モバイル端末によって、開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要
があるアンテナの数を判定するステップと、
　モバイル端末によって、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む。
【０００６】
　第1の実施態様に関連して、第1の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスのサービス信号を受信するステップであって、サービ
ス信号は、開始コマンドである、ステップ
　を含む。
【０００７】
　第1の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、本方法は、
　モバイル端末によって、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すステップと
、
　モバイル端末が、予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を受信しない場合、
またはモバイル端末が、ユーザが入力し、予め設定した時間内に受信した操作指示が、サ
ービスを開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　モバイル端末によって、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　をさらに含む。
【０００８】
　第1の実施態様に関連して、第3の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスのサービス信号を受信するステップと、
　モバイル端末によって、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すステップと
、
　モバイル端末によって、ユーザが入力した操作指示を受信するステップと、
　モバイル端末が、操作指示がサービスを開始せよとの指示であると判定した場合、操作
指示を開始コマンドとして使用する、ステップと、
　を含む。
【０００９】
　第1の実施態様に関連して、第4の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
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ステップであって、サービスに関連する操作指示は、開始コマンドである、ステップ
　を含む。
【００１０】
　第1の実施態様の第4の実施方式に関連して、第5の実施方式では、本方法は、
　モバイル端末によって、ユーザに続く操作指示の入力を促すステップと、
　モバイル端末が、予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を受信しない場
合、またはモバイル端末が、予め設定した時間内に受信した続く操作指示が、サービスを
開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　モバイル端末によって、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　をさらに含む。
【００１１】
　第1の実施態様に関連して、第6の実施方式では、モバイル端末によって、サービスの開
始コマンドを取得するステップは、
　モバイル端末によって、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
ステップと、
　モバイル端末によって、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示
の入力を促すステップと、
　モバイル端末によって、サービスを開始せよとの続く操作指示を受信し、次いで、続く
操作指示を開始コマンドとして使用するステップと、
　を含む。
【００１２】
　第1の実施態様から第1の実施態様の第6の実施方式のうちの任意の実施方式に関連して
、第7の実施方式では、本制御方法は、
　モバイル端末によって、サービスを終了するための情報を受信するステップと、
　モバイル端末によって、サービスを終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰する
ようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する、ステップと、
　をさらに含む。
【００１３】
　第2の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末アンテナのための制御
方法を提供し、
　モバイル端末によって、関連情報を取得するステップであって、関連情報は、以下の情
報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端末の関連パラメータと、
モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである、ステップと、
　モバイル端末によって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判
定するステップと、
　モバイル端末によって、関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む。
【００１４】
　第2の実施態様に関連して、第1の実施方式では、モバイル端末によって、関連情報に従
って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップの前に、本制御方法は、
　モバイル端末によって、関連情報を予め設定した条件と比較し、関連情報が予め設定し
た条件を満たすかどうかを判定する、ステップであって、
　関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端末の放射内のユ
ーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報であり、
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した条件は、予め
設定した制限シナリオであり、
　関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイル端末の放射強
度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きく、
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　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した条件は、予め設
定した信号閾値未満であり、
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め設定した条件は
、予め設定した作業モードである、ステップ
　をさらに含む。
【００１５】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末の放射内のユーザである場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、第三者装置が送信したユーザ特徴を予め設定した生体情報と比
較し、第三者装置が送信したユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たすかどうかを判
定する、ステップ、または
　モバイル端末によって、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析し
て、ユーザ特徴を取得する、ステップと、
　モバイル端末によって、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が、
予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定する、ステップであって、ユーザ情報が、
ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信される、ステップと、
　ユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たす場合、モバイル端末によって、関連情報
に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと、
　をさらに含む。
【００１６】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第3の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末が置かれるシナリオである場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、シナリオ情報を予め設定した制限シナリオと比較し、シナリオ
情報が予め設定した制限シナリオを満たすかどうかを判定する、ステップであって、
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得される、ステップ
と、
　シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオを満たす場合、モバイル端末によって、関
連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと、
　を含む。
【００１７】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第4の実施方式では、関連パラメータが、
モバイル端末の放射強度である場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、モバイル端末の検出される放射強度を予め設定した放射閾値と
比較し、モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを判定
する、ステップと、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、モバイル端末に
よって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと
、
　をさらに含み、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、本制御方法は、
　モバイル端末によって、モバイル端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と
比較し、モバイル端末の信号強度が、予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判定す
る、ステップと、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、モバイル端末に
よって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するステップと
、
　をさらに含む。
【００１８】
　第2の実施態様の第1の実施方式に関連して、第5の実施方式では、モバイル端末の関連
パラメータが、現在の作業モードである場合、本制御方法は、
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　モバイル端末によって、モバイル端末の現在の作業モードを作業モードと比較し、現在
の作業モードが予め設定した作業モードを満たすかどうかを判定する、ステップであって
、現在の作業モードは、ユーザによって設定される、またはモバイル端末の残りの電気量
が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイル端末が検出した場合にモバイル端末によ
って設定される、ステップと、
　モバイル端末の現在の作業モードが、予め設定した現在の作業モードを満たす場合、モ
バイル端末によって、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定す
るステップと、
　をさらに含む。
【００１９】
　第3の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末を提供し、
　サービスの開始コマンドを取得するように構成される取得モジュールと、
　開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数を判
定するように構成される判定モジュールと、
　サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するように構成される処理モジュールと、
　を含む。
【００２０】
　第3の実施態様に関連して、第1の実施方式では、取得モジュールは、サービスのサービ
ス信号を受信するように特に構成され、サービスのサービス信号は、開始コマンドである
。
【００２１】
　第3の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、本モバイル端末は、
提示モジュールと判断モジュールとをさらに含み、
　提示モジュールは、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成され
、
　予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を取得モジュールが受信していないと
判断モジュールが判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に取得モジ
ュールが受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判断モジュールが
判定した場合、
　処理モジュールは、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通
信可能アンテナの数を制御する。
【００２２】
　第3の実施態様に関連して、第3の実施方式では、本モバイル端末は、提示モジュールと
判断モジュールとをさらに含み、
　取得モジュールは、サービスのサービス信号を受信するようにさらに構成され、
　提示モジュールは、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成され
、
　取得モジュールは、ユーザが入力した操作指示を受信するように構成され、
　判断モジュールは、操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどうかを判定する
ように構成され、次いで、取得モジュールは、操作指示を開始コマンドとして使用するよ
うに特に構成される。
【００２３】
　第3の実施態様に関連して、第4の可能な実施方式では、取得モジュールは、
　サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信するように特に構成され、サ
ービスに関連する操作指示は、開始コマンドである。
【００２４】
　第3の実施態様の第4の実施方式に関連して、第5の実施方式では、本モバイル端末は、
提示モジュールと判断モジュールとをさらに含み、
　提示モジュールは、ユーザに続く操作指示の入力を促すように構成され、
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　予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を取得モジュールが受信していな
いと判断モジュールが判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に続く
取得モジュールが受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判断モジ
ュールが判定した場合、
　処理モジュールは、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通
信可能アンテナの数を制御するように構成される。
【００２５】
　第3の実施態様に関連して、第6の実施方式では、本モバイル端末は、提示モジュールと
判断モジュールとをさらに含み、
　取得モジュールは、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信し、
　提示モジュールは、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示の入
力を促し、
　判断モジュールは、サービスを開始せよとの続く操作指示を取得モジュールが受信し、
次いで、取得モジュールは、サービスを開始せよとの続く操作指示を開始コマンドとして
使用すると判定する。
【００２６】
　第3の実施態様から第3の実施態様の第6の実施方式のうちの任意の実施方式に関連して
、第7の実施方式では、取得モジュールは、サービスを終了するための情報を受信するよ
うにさらに構成され、
　処理モジュールは、サービスを終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰するよう
にモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００２７】
　第4の実施態様によれば、本発明の一実施形態は、モバイル端末を提供し、
　関連情報を取得するように構成される取得モジュールであって、関連情報は、以下の情
報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端末の関連パラメータと、
モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである、取得モジュール
と、
　関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される
判定モジュールと、
　関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を
制御するように構成される処理モジュールと、
　を含む。
【００２８】
　第4の実施態様に関連して、第1の実施方式では、判定モジュールは、関連情報を予め設
定した条件と比較し、関連情報が、予め設定した条件を満たすかどうかを判定するように
さらに構成され、
　関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端末の放射内のユ
ーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報であり、
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した条件は、予め
設定した制限シナリオであり、
　関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイル端末の放射強
度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きく、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した条件は、予め設
定した信号閾値未満であり、
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め設定した条件は
、予め設定した作業モードである。
【００２９】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第2の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末の放射内のユーザである場合、次いで、判定モジュールは、
　第三者装置が送信したユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、第三者装置が送信
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したユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するように特に構成さ
れる、または
　取得モジュールは、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析して、
ユーザ特徴を取得するようにさらに構成され、
　判定モジュールは、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が、予め
設定した生体情報を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、ユーザ情報が、ユ
ーザによって入力される、または第三者装置によって送信され、
　ユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たす場合、処理モジュールは、関連情報に従
って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【００３０】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第3の実施方式では、環境情報が、モバイ
ル端末が置かれるシナリオであり、判定モジュールが、シナリオ情報を予め設定した制限
シナリオと比較し、シナリオ情報が予め設定した制限シナリオを満たすかどうか判定する
ように特に構成される場合、
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得され、
　シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオを満たす場合、処理モジュールは、関連情
報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【００３１】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第4の実施方式では、関連パラメータが、
モバイル端末の放射強度である場合、判定モジュールは、モバイル端末の検出される放射
強度を予め設定した放射閾値と比較し、モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾
値よりも大きいかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成され
、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、判定モジュールは、モバイル
端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と比較し、モバイル端末の信号強度が
、予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成され
る。
【００３２】
　第4の実施態様の第1の実施方式に関連して、第5の実施方式では、関連パラメータが、
モバイル端末の現在の作業モードである場合、判定モジュールは、モバイル端末の現在の
作業モードを作業モードと比較し、現在の作業モードが予め設定した作業モードを満たす
かどうかを判定し、現在の作業モードは、ユーザによって設定される、またはモバイル端
末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイル端末が検出した場合に
モバイル端末によって設定され、
　モバイル端末の現在の作業モードが、予め設定した現在の作業モードを満たす場合、処
理モジュールは、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するよ
うに構成される。
【００３３】
　本発明の実施形態において提供されるモバイル端末アンテナを制御するための方法およ
びモバイル端末によって、サービスの開始コマンドまたは関連情報を受信すると、モバイ
ル端末が通信可能とすべきアンテナの数が判定され、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数が柔軟に変更され、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービ
スを実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引
き起こす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過度となる事態も防ぎ、さらにモバ
イル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端末の電気を
過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたりするのをさらに防ぐことがで
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きる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオの概略図である。
【図２】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態1の流れ図で
ある。
【図３】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態2の流れ図で
ある。
【図４】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態3の流れ図で
ある。
【図５】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態4の流れ図で
ある。
【図６】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態5の流れ図で
ある。
【図７】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態6の流れ図で
ある。
【図８】本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態7の流れ図で
ある。
【図９】本発明によるモバイル端末の実施形態1の構造図である。
【図１０】本発明によるモバイル端末の実施形態2の構造図である。
【図１１】本発明によるモバイル端末の実施形態3の構造図である。
【図１２】本発明によるモバイル端末の実施形態4の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の実施形態の目的、解決策、および利点をより明確にするために、以下、本発明
の実施形態における添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態における技術的解決策
を明確に説明する。当然のことながら、説明される実施形態は、本発明の実施形態の一部
に過ぎず、すべてではない。本発明の実施形態に基づいて、当業者によって創造的努力な
しに得られるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれるものとする。
【００３６】
　図1は、本発明の一実施形態による、アプリケーションシナリオの概略図である。図1に
示すように、本実施形態は、4G LTE、LTE－Advanced、およびMIMOなどの技術が使用され
、かつモバイル端末（携帯電話やタブレットなど）上に一般的に配置されるアンテナの数
が、少なくとも2つである、通信ネットワークに適用される。それに応じて、モバイル端
末に通信サービスを提供するネットワークエレメント（基地局など）上に複数のアンテナ
が設けられる。例えば、N本のアンテナがモバイル端末上に配置され、ここで、Nは、少な
くとも2以上の正の整数であり、またM本のアンテナが基地局上に配置され、ここで、Mは
、少なくとも2以上の正の整数である場合、通信ネットワーク上のモバイル端末は、デー
タストリームを送信するために、N本のアンテナを使用して、基地局のM本のアンテナと通
信できる。モバイル端末がなんらかのサービスを実行する場合、1本のアンテナのみを通
信可能とすることによって、サービス要件を満たすことができ、複数のアンテナを使用す
ることで通信性能をある程度改善できるが、複数のアンテナを通信に関与させることで、
通信の複雑さが増し、モバイル端末の電力消費が高くなり、ユーザがモバイル端末を使う
際にユーザに不都合をもたらし、あるいは一部のケースでは、モバイル端末が複数のアン
テナを通信可能としたために、モバイル端末付近の人やデバイスに過度の電磁放射がもた
らされることが理解されよう。したがって、モバイル端末は、通信可能としたアンテナの
数を適切に制御する必要があり、具体的な制御方式は、以下のとおりである。
【００３７】
　図2は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態1の流れ図で
ある。図2に示すように、図1を参照してもよいが、本実施形態は、モバイル端末によって
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実行され、モバイル端末は、具体的には、携帯電話やタブレットなどである。本制御方法
は、以下を特に含む。
【００３８】
　S101：モバイル端末は、サービスの開始コマンドを取得する。
【００３９】
　開始コマンドは、サービスのサービス信号であってよく、例えば、モバイル端末を使用
するユーザがビデオプッシュサービスに加入した場合、ビデオサーバは、ビデオコンテン
ツをモバイル端末に定期的に送信するが、この場合、モバイル端末がビデオストリーム信
号を受信した場合、ビデオストリーム信号は、開始コマンドとして使用されるサービス信
号である。
【００４０】
　あるいは、開始コマンドは、ユーザが入力した操作指示であってよく、操作指示は、サ
ービスを実行するようにモバイル端末に指示するために使用され、例えば、ユーザが、モ
バイル端末のディスプレイ上の「ラジオ」アイコンをタップした場合、モバイル端末が受
信したサービス開始コマンドは、操作指示「ラジオサービスを開始する」である。
【００４１】
　S102：モバイル端末は、開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要
があるアンテナの数を判定する。
【００４２】
　モバイル端末が、開始コマンドに従って、現在実行する特定のサービスに関して確認し
、それによって、開始するサービスで必要とされるアンテナの数を判定できる。例えば、
モバイル端末が、現時点で4本のアンテナを通信可能とするが、この時、着信通知メッセ
ージを受信した場合、モバイル端末は、実行するサービスがセッションサービスであると
判定し、モバイル端末は、ネットワークの設定またはモバイル端末の能力に従って、セッ
ションサービスの要件を満たすためには、1本（モバイル端末が2Gネットワーク上にある
場合）または2本（モバイル端末がLTEネットワーク上にある場合）のアンテナを通信可能
とする必要があると判定し、次いで、不要な通信可能アンテナを無効化してよい、すなわ
ち、以下のS103がさらに行われる。
【００４３】
　S103：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００４４】
　S103を行う時または行った後、モバイル端末は、サービスを実行し始め、続いて、モバ
イル端末がサービスを終了するための情報を受信した場合、モバイル端末は、サービスを
終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通信可能アンテ
ナの数を制御することにさらに留意されたい。
【００４５】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【００４６】
　図3は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態2の流れ図で
ある。図3に示すように、本実施形態では、サービスの開始コマンドは、サービスのサー
ビス信号であり、この場合、具体的なプロセスは、以下のとおりである。
【００４７】
　S201：モバイル端末は、サービスのサービス信号を受信する。
【００４８】
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　S202：モバイル端末は、サービスのサービス信号に従って、サービスのために通信可能
とする必要があるアンテナの数を判定する。
【００４９】
　セッションサービスにおける着信通知メッセージがサービス信号として使用される例を
用いて説明を行う。モバイル端末が着信通知メッセージを受信した場合、モバイル端末は
、セッションサービスがこれから実行され、現在、モバイル端末が2Gネットワーク上に陣
取っていることを確認し、この場合、モバイル端末は、1本のアンテナのみを通信可能と
することによってセッションサービスの要件を満たすことができ、したがって、モバイル
端末は、S202を用いて、1本のアンテナを通信可能とすることを判定し、モバイル端末が
、LTEネットワーク上に陣取っており、LTEネットワークに対応している場合、モバイル端
末は、
　2本のアンテナのみを通信可能とすることによってセッションサービスの要件を満たす
ことができ、したがって、モバイル端末は、S202を用いて、2本のアンテナを通信可能と
することを判定する。
【００５０】
　S203：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００５１】
　例えば、モバイル端末が、現時点で4本のアンテナを通信可能とするが、S202を用いて
、通信可能とする必要があるアンテナの数は2本であると判定し、
　次いで、S203において、モバイル端末は、2本のアンテナを無効化して、2本の通信可能
アンテナを保持する。
【００５２】
　サービス信号が、モバイル端末が加入しているプッシュサービスに従って、ビデオサー
バがモバイル端末に送信したビデオストリーム信号である場合、モバイル端末は、S201か
らS203を用いて、ビデオサービスで必要とされるアンテナを通信可能とし、次いで、モバ
イル端末は、ビデオストリームを直接受信し、かつ再生する、すなわち、サービスを直接
実行し、以下のS204からS209は行われないことがあることが理解されよう。しかしながら
、ユーザ経験を改善するために、モバイル端末は、ユーザにサービスを開始するかどうか
の判断を促す、例えば、サービス信号が着信通知メッセージである場合、モバイル端末は
、「応答」および「拒否」などのオプションをディスプレイ上に表示して、ユーザにセッ
ションサービスを開始するかどうかの判断を促す、すなわち、本実施形態では、以下のS2
04からS209を行う必要が依然としてある。
【００５３】
　S204：モバイル端末は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促す。
【００５４】
　S205：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を受信したか
どうかを判定し、受信していれば、S206を行い、受信していなければ、S209を行う。
【００５５】
　ユーザが携帯電話をハンドバッグの中に入れており、着信していることに気づいていな
い、またはユーザがモバイル端末の近くにおらず、操作指示を適時入力できない場合、モ
バイル端末は、ユーザが操作指示を入力するのをいつまでも待ち続けることができないた
め、モバイル端末は、操作指示が予め設定した時間内に受信されたかどうかを判定する必
要がある。
【００５６】
　S206：モバイル端末は、受信した操作指示がサービスを開始せよとの指示である場合、
S207を行い、そうでない場合、S209を行う。
【００５７】
　「応答」および「拒否」などのオプションは、モバイル端末のディスプレイ上に表示さ
れる。ユーザが「応答」をタップした場合、モバイル端末は、ユーザがサービスを開始せ
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よとの操作指示を入力したと判定する、またはユーザが「拒否」をタップした場合、モバ
イル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない操作指示を入力したと判定
する、すなわち、セッションサービスは開始される前に終了され、したがって、S209が行
われる。
【００５８】
　S207：モバイル端末は、サービスを実行する。
【００５９】
　S208：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【００６０】
　例えば、モバイル端末がビデオストリームにおけるビデオデータの最後の部分を受信す
ると、ビデオサービスが終了する、またはユーザが通話を終了する場合に「切断」のオプ
ションをタップすると、セッションサービスが終了する。
【００６１】
　S209：モバイル端末は、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御する。
【００６２】
　S205において、ユーザが入力した操作指示が予め設定した時間内に受信されなかったと
モバイル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したとみなされ得、S206に
おいて、受信した操作指示がサービスを開始するためには使われない指示であるとモバイ
ル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したと同様にみなされ得、S208に
おいて、モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。したがって、ユー
ザが入力した操作指示が予め設定した時間内に受信されなかったとモバイル端末が判定し
た場合、または受信した操作指示がサービスを開始するためには使われない指示であると
モバイル端末が判定した場合、またはモバイル端末がサービスを実行し始めた後、モバイ
ル端末は、サービスを終了するための情報を受信し、S209において、サービスを終了し、
サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を
制御するとみなされ得る。
【００６３】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【００６４】
　図4は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態3の流れ図で
ある。図4に示すように、本実施形態では、サービスの開始コマンドは、操作指示であり
、この場合、具体的なプロセスは、以下のとおりである。
【００６５】
　S301：モバイル端末は、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
。
【００６６】
　S302：モバイル端末は、サービスに関連する操作指示に従って、サービスのために通信
可能とする必要があるアンテナの数を判定する。
【００６７】
　例えば、S301において、ユーザが「ラジオ」アイコンをタップした場合、モバイル端末
は、ラジオサービスの視聴に関連し、ユーザが入力した操作指示を受信する、またはユー
ザが「電話」app（application、アプリケーション）アイコンおよび「連絡先」appアイ
コンをタップした場合、モバイル端末は、セッションサービスに関連する操作指示を受信
し、次いでモバイル端末はサービスを実行し始める。したがって、本実施形態では、サー
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ビスに関連する操作指示は、開始コマンドであり、次いで、S302において、モバイル端末
は、サービスに関連する操作指示に従って、サービスのために通信可能とする必要がある
アンテナの数を判定する。
【００６８】
　S303：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００６９】
　ユーザが「連絡先」appをタップする例を用いると、モバイル端末は、S302を用いて、
実行するサービスがセッションサービスであると判定するが、S302を用いて、セッション
サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数が2本であると判定し、次いで
、S303において、モバイル端末は、2本のアンテナを無効化して、2本の通信可能アンテナ
を保持する。
【００７０】
　サービスに関連する操作指示が「ラジオ」appをタップすることである場合、モバイル
端末は、S301からS303を用いて、ラジオサービスを視聴するために要求されるアンテナを
通信可能とし、サービスを直接実行し、以下のS304からS309は行わないことが理解されよ
う。一部のサービスについては、ユーザ経験を改善するために、またはユーザが入力した
操作指示がユーザが誤って押したことによるものであることを避けるために、サービスを
実行する前に、モバイル端末は、続く操作指示を受信して、ユーザがサービスの開始を決
定していると判定する必要がさらにある。例えば、ユーザが「連絡先」appアイコンをタ
ップした後、モバイル端末は、複数の連絡先オプションと「戻る」オプションをユーザに
表示し、モバイル端末は、連絡先の次に表示され連絡先のオプションに対応するダイヤル
オプションをユーザがさらにタップするまでは、ユーザがセッションサービスの開始を決
定したとは確認しない、またはユーザが「戻る」オプションを選択した場合、これは、ユ
ーザがセッションサービスを開始しないと決定したことを示す。S304からS309に詳細を示
す。
【００７１】
　S304：モバイル端末は、ユーザに続く操作指示の入力を促す。
【００７２】
　S305：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を受信し
たかどうかを判定し、受信した場合、S306を行い、受信しなかった場合、S309を行う。
【００７３】
　ユーザが気づかずに誤ってアイコンを押し、場合にユーザが続く操作指示を適時入力で
きない場合、モバイル端末は、ユーザが続く操作指示を入力するのをいつまでも待ち続け
ることができないため、モバイル端末は、続く操作指示が予め設定した時間内に受信され
たかどうかを判定する必要がある。
【００７４】
　S306：モバイル端末は、受信した続く操作指示がサービスを開始せよとの指示であるか
どうかを判定し、そうである場合、S307を行い、そうでない場合、S309を行う。
【００７５】
　複数の連絡先オプションおよび連絡先オプションに対応するダイヤルオプションが、モ
バイル端末のディスプレイ上に表示される一方、「戻る」および「ブラックリストに追加
」などのオプションもある。ユーザが「ダイヤル」オプションをタップした場合、モバイ
ル端末は、ユーザがサービスを開始せよとの続く操作指示を入力したと判定する、または
ユーザが「戻る」または「ブラックリストに追加」などのオプションをタップした場合、
モバイル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない続く操作指示を入力し
たと判定する、すなわち、セッションサービスは開始される前に終了され、したがって、
S309が行われる。
【００７６】
　S307：モバイル端末は、サービスを実行する。
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【００７７】
　S308：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【００７８】
　具体的には、S208を参照されたい。
【００７９】
　S309：モバイル端末は、操作指示を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通
信可能アンテナの数を制御する。
【００８０】
　S305において、ユーザが入力した続く操作指示が予め設定した時間内に受信されなかっ
たとモバイル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したとみなされ得、S3
06において、受信した続く操作指示がサービスを開始するためには使われない指示である
とモバイル端末が判定した場合、サービスが実行される前に終了したと同様にみなされ得
、S308において、モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。したがっ
て、ユーザが入力した操作指示が予め設定した時間内に受信されなかったとモバイル端末
が判定した場合、または受信した操作指示がサービスを開始するためには使われない指示
であるとモバイル端末が判定した場合、またはモバイル端末がサービスを実行し始めた後
、モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信し、S309において、サービスを
終了し、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の通信可能アンテ
ナの数を制御するとみなされ得る。
【００８１】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要な電力消費を引き起こし
モバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過度とな
る事態も防ぐ。
【００８２】
　上記実施形態では、受信したサービス信号またはサービスに関連する操作指示は、開始
コマンドとして使用される。一部のケースでは、モバイル端末がサービス信号またはサー
ビスに関連する操作指示を受信した場合、モバイル端末は、サービスの実行を準備するだ
けであって、直ちにサービスを実行することはしないけれども、ユーザにサービスを効率
よく提供するためには、モバイル端末は、実行するサービスのために通信可能とする必要
があるアンテナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を依然として直ち
に制御する。しかしながら、一部のケースでは、サービスに関連する操作指示がユーザが
誤って押した結果であったり、サービス信号を受信したが、ユーザがすぐに指示を出せな
い場合、すなわち、モバイル端末が予め設定した時間内に操作指示を受信しない場合、モ
バイル端末は、開始コマンドを受信する前の数に通信可能アンテナの数を復帰するように
制御される必要がある。このプロセスでは、モバイル端末において、通信可能とする／オ
フにするという不要な制御が生じる。モバイル端末によってアンテナを通信可能とする／
オフにするという制御は、オーバーヘッドも必要とし、通信可能とする／オフにするとい
う不要な制御は、オーバーヘッドの浪費を生じ、したがって、好ましくは、アンテナを通
信可能とする／オフにするという制御は、図5または図6に示す実施形態を用いてさらに行
われてよい。
【００８３】
　図5は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態4の流れ図で
ある。図5に示すように、本実施形態は、以下を含む。
【００８４】
　S401：モバイル端末は、サービスのサービス信号を受信する。
【００８５】
　S402：モバイル端末は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促す。
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【００８６】
　S403：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を受信したか
どうかを判定し、受信した場合、S404を行い、受信しなかった場合、プロセスを終了する
。
【００８７】
　着信通知メッセージをサービス信号の例として用いると、ユーザが携帯電話をハンドバ
ッグの中に入れており、着信していることに気づいていない、またはユーザがモバイル端
末の近くにおらず、操作指示を適時入力できない場合、モバイル端末は、ユーザが操作指
示を入力するのをいつまでも待ち続けることができないため、モバイル端末は、操作指示
が予め設定した時間内に受信されたかどうかを判定する必要がある。
【００８８】
　S404：モバイル端末は、受信した操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどう
かを判定し、そうである場合、S405を行い、そうでない場合、プロセスを終了する。
【００８９】
　「応答」および「拒否」などのオプションは、モバイル端末のディスプレイ上に表示さ
れる。ユーザが「応答」をタップした場合、モバイル端末は、ユーザがサービスを開始せ
よとの操作指示を入力したと判定する、またはユーザが「拒否」をタップした場合、モバ
イル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない操作指示を入力したと判定
する、すなわち、セッションサービスは開始される前に終了され、本実施形態は終了する
。
【００９０】
　S405：モバイル端末は、操作指示を開始コマンドとして使用し、開始コマンドに従って
、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数を判定する。
【００９１】
　すなわち、モバイル端末は、予め設定した時間内に受信した操作指示がサービスを開始
せよとの指示であると判定し、次いで、操作指示を開始コマンドとして使用する。
【００９２】
　S406：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【００９３】
　S406を行う場合、モバイル端末は、サービスを同時に行う。
【００９４】
　S407：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【００９５】
　S408：モバイル端末は、開始コマンドを受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御する。
【００９６】
　同時に、モバイル端末は、サービスを終了する。
【００９７】
　本実施形態では、サービス信号を受信した場合、通信可能としたアンテナの数は直ちに
変更されない。ユーザが入力した、サービスを開始せよとの操作指示を受信した場合、サ
ービスを開始せよとの操作指示が開始コマンドとして使用される。他のステップは、図3
に示す実施形態における対応するステップと同様である。詳細については、図3に示す実
施形態における対応するステップを参照できる。本実施形態では、サービスを開始するた
めの操作指示を開始コマンドとして使用し、このことにより、アンテナを通信可能とする
／オフにする不要なオーバーヘッドを避けることができる。
【００９８】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
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を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要な電力消費を引き起こし
モバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過度とな
る事態も防ぐ。
【００９９】
　図6は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態5の流れ図で
ある。図6に示すように、本実施形態は、以下を含む。
【０１００】
　S501：モバイル端末は、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信する
。
【０１０１】
　S502：モバイル端末は、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示
の入力を促す。
【０１０２】
　S503：モバイル端末は、予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を受信し
たかどうかを判定し、受信した場合、S504を行い、受信しなかった場合、プロセスを終了
する。
【０１０３】
　ユーザが気づかずに誤ってアイコンを押し、場合にユーザが続く操作指示を適時入力で
きない場合、モバイル端末は、ユーザが続く操作指示を入力するのをいつまでも待ち続け
ることができないため、モバイル端末は、続く操作指示が予め設定した時間内に受信され
たかどうかを判定する必要があり、そうである場合、S504を行い、そうでない場合、プロ
セスを終了する。
【０１０４】
　S504：モバイル端末は、受信した続く操作指示がサービスを開始せよとの指示であるか
どうかを判定し、そうである場合、S505を行い、そうでない場合、プロセスを終了する。
【０１０５】
　複数の連絡先オプションおよび連絡先オプションに対応するダイヤルオプションが、モ
バイル端末のディスプレイ上に表示される一方、「戻る」および「ブラックリストに追加
」などのオプションもある。ユーザが「ダイヤル」オプションをタップした場合、モバイ
ル端末は、ユーザがサービスを開始せよとの続く操作指示を入力したと判定する、または
ユーザが「戻る」または「ブラックリストに追加」などのオプションをタップした場合、
モバイル端末は、ユーザがサービスを開始するためには使われない続く操作指示を入力し
たと判定し、本実施形態を終了する。
【０１０６】
　S505：モバイル端末は、サービスを開始するために続く操作指示を開始コマンドとして
使用し、開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの
数を判定する。
【０１０７】
　モバイル端末は、サービスを開始せよとの続く操作指示を受信し、したがって、サービ
スを開始せよとの続く操作指示を開始コマンドとして使用する。
【０１０８】
　S506：モバイル端末は、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数とな
るようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１０９】
　同時に、サービスが実行される。
【０１１０】
　S507：モバイル端末は、サービスを終了するための情報を受信する。
【０１１１】
　S508：モバイル端末は、開始コマンドを受信する前の数に復帰するようにモバイル端末
の通信可能アンテナの数を制御する。
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【０１１２】
　同時に、モバイル端末は、サービスを終了する。
【０１１３】
　図4に示す実施形態と比べ、本実施形態では、サービスに関連する操作指示を受信した
場合、通信可能としたアンテナの数は直ちに変更されない。ユーザが入力した、サービス
を開始せよとの続く操作指示を受信した場合、サービスを開始せよとの操作指示が開始コ
マンドとして使用される。他のステップは、図4に示す実施形態における対応するステッ
プと同様である。詳細については、図4に示す実施形態における対応するステップを参照
できる。本実施形態では、サービスを開始するための続く操作指示を開始コマンドとして
使用し、このことにより、アンテナを通信可能とする／オフにする不要なオーバーヘッド
を避けることができる。
【０１１４】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【０１１５】
　図7は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態6の流れ図で
ある。図7に示すように、本実施形態は、以下を含む。
【０１１６】
　S601：モバイル端末は、関連情報を取得する。
【０１１７】
　関連情報は、以下の情報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端
末の関連パラメータと、モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれか
である。
【０１１８】
　S602：モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判
定する。
【０１１９】
　具体的には、モバイル端末が取得した関連情報が関連パラメータであり、関連パラメー
タは、モバイル端末の放射が過度であることを示し、これは、ユーザに悪影響を容易に与
える。したがって、一部のアンテナを無効化することによって、放射を減らす必要がある
。例えば、モバイル端末が、現在4本のアンテナを通信可能とし、モバイル端末の過度の
放射を引き起こしている場合、S602を用いて、通信可能のままとするべきアンテナの数は
2本であると判定し、したがって、S603を用いて、2本のアンテナを無効化する。
【０１２０】
　S603：モバイル端末は、関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御する。
【０１２１】
　本実施形態では、モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を判定し、かつモバイル端末上の通信可能アンテナの数を柔軟に変更し、それによ
って、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端
末の電気などのエネルギーを過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたり
するのをさらに防ぐことができる。
【０１２２】
　図8は、本発明による、モバイル端末アンテナのための制御方法の実施形態7の流れ図で
ある。図8に示すように、図7に示す実施形態に基づいて、本実施形態は、さらに詳細な説
明を提供するものであり、具体的には、以下を含む。
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【０１２３】
　S701：モバイル端末は、関連情報を取得する。
【０１２４】
　S702：モバイル端末は、関連情報を予め設定した条件と比較し、関連情報が予め設定し
た条件を満たすかどうかを判定し、満たす場合、S703を行い、満たさない場合、プロセス
を終了する。
【０１２５】
　具体的には、関連情報が、具体的には関連パラメータに反映される放射強度である場合
、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きい。S702を用いて、放射強度が
予め設定した放射閾値よりも大きいと判定された場合、S703が行われ、そうでなければ、
モバイル端末が現在通信可能としたアンテナの数が付近のユーザに影響しないと判定され
た場合、アンテナを無効化する必要はなく、本実施形態を終了する。あるいは、モバイル
端末はS703を行う、すなわち、モバイル端末が現在通信可能としたアンテナの数が付近の
ユーザに影響しない場合、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を関
連情報を取得する前の数と同じに維持すると判定される、とみなすことができる。関連情
報が、具体的には関連パラメータに反映される信号強度である場合、予め設定した条件は
、予め設定した信号閾値未満である。S702を用いて、信号強度が予め設定した信号閾値未
満であると判定された場合、S703が行われて、モバイル端末がユーザにサービスを正常に
提供することを確実にするためにより多くのアンテナを有効化し、そうでなければ、モバ
イル端末が現在通信可能としたアンテナの数がモバイル端末の正常動作のための要件を満
たすことを示す場合、アンテナを通信可能とする制御を行う必要はなく、本実施形態を終
了する。あるいは、モバイル端末はS703を行う、すなわち、モバイル端末の現在の信号強
度が予め設定した信号閾値よりも大きい場合、S703を用いて、通信可能アンテナの数増や
す必要はないと判定する、すなわち、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を関連情報を取得する前の数と同じに維持すると判定される、とみなすことができ
る。
【０１２６】
　関連情報が予め設定した条件を満たさない場合、モバイル端末上で通信可能としたアン
テナの数を変える必要はないことを示し、次いで本実施形態を終了する。あるいは、換言
すると、S703およびS704は依然として行われる、すなわち、S703を用いて、予め設定した
条件を満たさない関連情報に従って、通信可能アンテナの数を関連情報を取得する前の数
と同じに維持すると判定され、次いで、S704において、モバイル端末は、通信可能アンテ
ナの数をS701の前の数と同じになるように維持するように制御される。
【０１２７】
　S703：モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判
定する。
【０１２８】
　S704：モバイル端末は、関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御する。
【０１２９】
　さらに、関連情報は、以下の情報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モ
バイル端末の関連パラメータと、モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくとも
いずれかである。これに伴い、可能な関連情報に関するケースが5つある：
　第1のケース：関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端
末の放射内のユーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報である；
　第2のケース環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した
条件は、予め設定した制限シナリオである；
　第3のケース：関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイ
ル端末の放射強度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きい
；
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　第4のケース：関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した
条件は、予め設定した信号閾値未満である；
　第5のケース：関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め
設定した条件は、予め設定した作業モードである。
【０１３０】
　第1のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１３１】
　S11a：モバイル端末は、第三者装置が送信したユーザ特徴を受信する。
【０１３２】
　第三者装置は、インテリジェント・ウェアラブル・デバイスであり、第三者装置は、モ
バイル端末のユーザや付近にいる人のユーザ特徴を取得でき、具体的には、大人、お年寄
り、妊娠中の女性、子供などである。
【０１３３】
　あるいは、S11aをS11bと置き換えることもできる。
【０１３４】
　S11b：モバイル端末は、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析し
て、ユーザ特徴を取得する。
【０１３５】
　例えば、操作指示は、「妊娠中の女性のためのウェブページにアクセスする」ことや「
お年寄りのためのヘルスケア」appを開くことであり、そして、操作指示の解析後、キー
ワード「妊娠中の女性」または「お年寄り」が取得され、モバイル端末を使用するユーザ
が妊娠中の女性またはお年寄りであることが示され、次いで、S12を用いて、ユーザ特徴
として使用されたこれらのキーワードが予め設定した生体情報を満たすかどうかが判定さ
れる。
【０１３６】
　ユーザ情報は、ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信され、例え
ば、ユーザは、モバイル端末の、のカメラまたは温度センサを使用して、モバイル端末を
使用するユーザの顔画像および体温、もしくはモバイル端末付近にいる人の顔画像および
体温などのユーザ情報を取得する、またはインテリジェント・ウェアラブル・デバイスな
どの第三者装置が、ユーザの体温、皮膚湿度、弾力性などのユーザ情報を収集し、次いで
ユーザ情報の解析の後、モバイル端末は、ユーザ特徴を取得する、すなわち、ユーザ情報
に従って判定されたユーザ特徴は、具体的には、お年寄り、子供、妊娠中の女性、もしく
は大人などの生物学的特徴である。
【０１３７】
　S12：モバイル端末は、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が予
め設定した生体情報を満たすかどうかを判定し、満たす場合、S703を行い、満たさない場
合、プロセスを終了する。
【０１３８】
　例えば、予め設定した生体情報は、具体的には、高齢者、子供、および妊娠中の女性を
含む。S11を用いて取得されたユーザ特徴が、お年寄りである場合、S12を用いて、ユーザ
特徴が、予め設定した生体情報を満たすと判定され、したがって、いくつかのアンテナを
無効化して、お年寄りへの放射を減らす必要がある。ユーザ特徴が大人であった場合、ど
のアンテナも無効化する必要はない、すなわち、本実施形態を終了する、または換言する
と、モバイル端末は、S703からS704を依然として行い続け、この場合、S703を用いて、大
人については通信可能アンテナの数を変更する必要はないと判定され、次いで、S704にお
いて、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得する前の数と同じに維持される。
【０１３９】
　第2のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
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【０１４０】
　S21：モバイル端末は、シナリオ情報を取得する。
【０１４１】
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得される。
【０１４２】
　S22：モバイル端末は、シナリオ情報を予め設定した制限シナリオと比較し、シナリオ
情報が予め設定した制限シナリオを満たすかどうかを判定し、満たす場合、S703を行い、
満たさない場合、プロセスを終了する。
【０１４３】
　予め設定した制限シナリオは、モバイル端末からの放射の干渉を制限する必要がある病
院および空港などのいくつかのシナリオである。例えば、病院の識別子、空港の識別子、
子供、妊娠中の女性、お年寄りなどがカメラで撮影した画像に現れた場合、モバイル端末
の画像解析を通じて、通信装置が、病院や空港などの環境に置かれている、または子供、
妊娠中の女性、お年寄りなどが周囲にいることが確認され、モバイル端末は、S703を行い
続ける。あるいは、シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオによって規定されるいか
なるシナリオでもない場合、アンテナを通信可能とする／オフにするという制御を行う必
要はない、すなわち、本実施形態を終了する、または換言すると、モバイル端末は、S703
からS704を依然として行い続け、この場合、S703を用いて、予め設定した制限シナリオに
よって規定されていないいかなるシナリオについても通信可能アンテナの数を変更する必
要はないと判定され、次いで、S704において、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得
する前の数と同じに維持される。
【０１４４】
　第3のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１４５】
　S31：モバイル端末は、それ自身で放射強度を検出して、モバイル端末の現在の放射強
度を取得する。
【０１４６】
　S32：モバイル端末は、モバイル端末の検出される放射強度を予め設定した放射閾値と
比較し、モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを判定
し、そうであれば、S703を行い、そうでなければ、プロセスを終了する。プロセスを終了
することはまた、S703からS704を行い続けること、すなわち、放射強度は、予め設定した
放射閾値よりも大きくない、と解釈でき、S703を用いて、大人については通信可能アンテ
ナの数を変更する必要はないと判定され、次いで、S704において、通信可能アンテナの数
は、関連情報を取得する前の数と同じに維持される。
【０１４７】
　第4のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１４８】
　S41：モバイル端末は、それ自身で信号強度を検出して、モバイル端末の現在の信号強
度を取得する。
【０１４９】
　S42：モバイル端末は、モバイル端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と
比較し、モバイル端末の信号強度が、予め設定した信号閾値よりも大きいかどうかを判定
し、そうであれば、S703を行い、そうでなければ、プロセスを終了する。プロセスを終了
することはまた、S703からS704を行うことと解釈できる、すなわち、放射強度が予め設定
した放射閾値よりも大きい場合、S703を用いて、通信可能アンテナの数を変更する必要は
ないと判定され、次いで、S704において、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得する
前の数と同じに維持される。
【０１５０】
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　第5のケースについては、以下のステップを用いて、S701からS702の具体的な実行プロ
セスを表す。
【０１５１】
　S51：モバイル端末は、現在の作業モードを取得する。
【０１５２】
　現在の作業モード、例えば、フライトモード、節電モード、通常モード、または拡張モ
ードは、ユーザによって設定され、この場合、予め設定した作業モードは、通信可能とす
るアンテナの数を制御する必要があるモード、例えば、フライトモード、節電モード、通
常モード、または拡張モードを含む。例えば、通常モードは、一般的に、モバイル端末の
デフォルトモードであり、4本のアンテナは、通信可能に維持され、フライトモードでは
、すべてのアンテナを無効化する必要があり、節電モードでは、1本のアンテナのみを通
信可能とする必要があり、拡張モードでは4本以上のアンテナを通信可能とする必要があ
り、加えて、節電モードでは、モバイル端末によって設定されてもよく、例えば、モバイ
ル端末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイル端末が検出した場
合、モバイル端末によって節電モードが設定される。
【０１５３】
　S52：モバイル端末は、モバイル端末の現在の作業モードを予め設定した作業モードと
比較し、現在の作業モードが予め設定した現在の作業モードを満たすかどうかを判定し、
満たす場合、S703を行い、満たさない場合、プロセスを終了する。プロセスを終了するこ
とはまた、S703からS704を行うことと解釈できる、すなわち、現在の作業モードは、予め
設定した作業モードにおけるいずれのモードでもなく、例えば、現在の作業モードが通常
モードである場合、S703を用いて、デフォルトの通信可能アンテナの数のみを維持する必
要があり、通信可能アンテナの数を変更する必要はないと判定され、次いで、S704におい
て、通信可能アンテナの数は、関連情報を取得する前の数と同じに維持される。
【０１５４】
　本実施形態では、モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を判定し、かつモバイル端末上の通信可能アンテナの数を柔軟に変更し、それによ
って、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端
末の電気などのエネルギーを過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたり
するのをさらに防ぐことができる。
【０１５５】
　図9は、本発明によるモバイル端末の実施形態1の構造図である。図9に示すように、モ
バイル端末600は、
　サービスの開始コマンドを取得するように構成される取得モジュール61と、
　開始コマンドに従って、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数を判
定するように構成される判定モジュール62と、
　サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数となるようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するように構成される処理モジュール63と、
　を含む。
【０１５６】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【０１５７】
　図10は、本発明によるモバイル端末の実施形態2の構造図である。図10に示すように、
図9に示す実施形態に基づいて、本実施形態は、さらに詳細な説明を提供するものであり
、具体的には、
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　取得モジュール61は、サービスのサービス信号を受信するように特に構成され、サービ
スのサービス信号は、開始コマンドである。
【０１５８】
　さらに、本モバイル端末は、提示モジュール64と判断モジュール65とをさらに含み、
　提示モジュール64は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成さ
れ、
　予め設定した時間内にユーザが入力した操作指示を取得モジュール61が受信していない
と判断モジュール65が判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に取得
モジュール61が受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判断モジュ
ール65が判定した場合、
　処理モジュール63は、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御する。
【０１５９】
　さらに、取得モジュール61は、サービスのサービス信号を受信するようにさらに構成さ
れ、
　提示モジュール64は、ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促すように構成さ
れ、
　取得モジュール61は、ユーザが入力した操作指示を受信するように構成され、
　判断モジュール65は、操作指示がサービスを開始せよとの指示であるかどうかを判定す
るように構成され、次いで、取得モジュール61は、操作指示を開始コマンドとして使用す
るように特に構成される。
【０１６０】
　さらに、取得モジュール61は、
　サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信するように特に構成され、サ
ービスに関連する操作指示は、開始コマンドである。
【０１６１】
　場合により、提示モジュール64は、ユーザに続く操作指示の入力を促すように構成され
、
　予め設定した時間内にユーザが入力した続く操作指示を取得モジュール61が受信してい
ないと判断モジュール65が判定した場合、またはユーザが入力し、予め設定した時間内に
続く取得モジュール61が受信した操作指示が、サービスを開始せよとの指示ではないと判
断モジュール65が判定した場合、
　処理モジュール63は、サービス信号を受信する前の数に復帰するようにモバイル端末の
通信可能アンテナの数を制御するように構成される。
【０１６２】
　場合により、取得モジュール61は、サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示
を受信し、
　提示モジュール64は、サービスに関連する操作指示に従って、ユーザに続く操作指示の
入力を促し、
　判断モジュール65は、サービスを開始せよとの続く操作指示を取得モジュール61が受信
し、次いで、取得モジュール61は、サービスを開始せよとの続く操作指示を開始コマンド
として使用する。
【０１６３】
　さらに、取得モジュール61は、サービスを終了するための情報を受信するようにさらに
構成され、
　処理モジュール63は、サービスを終了し、開始コマンドを受信する前の数に復帰するよ
うにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１６４】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
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の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼす、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が過
度となる事態も防ぐ。
【０１６５】
　図11は、本発明によるモバイル端末の実施形態3の構造図である。図11に示すように、
本実施形態におけるモバイル端末700は、
　関連情報を取得するように構成される取得モジュール71であって、関連情報は、以下の
情報、すなわち、モバイル端末に関連する環境情報と、モバイル端末の関連パラメータと
、モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである、取得モジュー
ル71と、
　関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される
判定モジュール72と、
　関連情報に対応するアンテナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を
制御するように構成される処理モジュール73と、
　を含む。
【０１６６】
　さらに、判定モジュール72は、関連情報を予め設定した条件と比較し、関連情報が、予
め設定した条件を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、
　関連情報が、端末に関連する環境情報であり、環境情報が、モバイル端末の放射内のユ
ーザである場合、予め設定した条件は、予め設定した生体情報であり、
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、予め設定した条件は、予め
設定した制限シナリオであり、
　関連情報が、端末の関連パラメータであり、関連パラメータが、モバイル端末の放射強
度である場合、予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よりも大きく、
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、予め設定した条件は、予め設
定した信号閾値未満であり、
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、予め設定した条件は
、予め設定した作業モードである。
【０１６７】
　さらに、環境情報が、モバイル端末の放射内のユーザである場合、判定モジュール72は
、
　第三者装置が送信したユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、第三者装置が送信
したユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するように特に構成さ
れる、または
　取得モジュール71は、ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解析して
、ユーザ特徴を取得するようにさらに構成され、
　判定モジュール72は、ユーザ特徴を予め設定した生体情報と比較し、ユーザ特徴が、予
め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、ユーザ情報が、
ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信され、
　ユーザ特徴が、予め設定した生体情報を満たす場合、処理モジュール73は、関連情報に
従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【０１６８】
　環境情報が、モバイル端末が置かれるシナリオである場合、判定モジュール72は、シナ
リオ情報を予め設定した制限シナリオと比較し、シナリオ情報が予め設定した制限シナリ
オを満たすかどうか判定するように特に構成され、
　シナリオ情報は、モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得され、
　シナリオ情報が、予め設定した制限シナリオを満たす場合、処理モジュール73は、関連
情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成される。
【０１６９】
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　関連パラメータが、モバイル端末の放射強度である場合、判定モジュール72は、モバイ
ル端末の検出される放射強度を予め設定した放射閾値と比較し、モバイル端末の放射強度
が、予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
73は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成さ
れる、または
　関連パラメータが、モバイル端末の信号強度である場合、判定モジュール72は、モバイ
ル端末の検出される信号強度を予め設定した信号閾値と比較し、モバイル端末の信号強度
が、予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判定するように特に構成され、
　モバイル端末の放射強度が、予め設定した放射閾値よりも大きい場合、処理モジュール
73は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成さ
れる。
【０１７０】
　関連パラメータが、モバイル端末の現在の作業モードである場合、判定モジュール72は
、モバイル端末の現在の作業モードを作業モードと比較し、現在の作業モードが予め設定
した作業モードを満たすかどうかを判定し、現在の作業モードは、ユーザによって設定さ
れる、またはモバイル端末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であるとモバイ
ル端末が検出した場合にモバイル端末によって設定され、
　モバイル端末の現在の作業モードが、予め設定した現在の作業モードを満たす場合、処
理モジュール73は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定する
ように構成される。
【０１７１】
　本実施形態では、モバイル端末は、関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテ
ナの数を判定し、かつモバイル端末上の通信可能アンテナの数を柔軟に変更し、それによ
って、モバイル端末上の通信可能アンテナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端
末の電気などのエネルギーを過度に早く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたり
するのをさらに防ぐことができる。
【０１７２】
　モバイル端末の実施形態におけるモジュールは、図2から図8に示す方法実施形態におけ
るステップを対応して行うものであり、具体的な実行プロセスおよび有益な効果について
は、方法実施形態を参照できることにさらに留意する必要がある。
【０１７３】
　図12は、本発明によるモバイル端末の実施形態4の構造図である。図12に示すように、
本実施形態におけるモバイル端末は、一例に過ぎない。実際の適用においては、モバイル
端末は、スマートフォン、iPadなどであることが理解されよう。異なるモバイル端末内の
モジュールおよび部品は同じではないため、実際には、モバイル端末は、図12に示す部品
よりも多いまたは少ない部品を有してもよいし、2つ以上の部品を組み合わせてもよいし
、異なる部品構成を有してもよい。図12に示す部品は、ハードウェア、ソフトウェア、ま
たはハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにおいて実装されてよく、これには、1
つ以上の信号処理および／または特定用途向け集積回路を含んでよい。
【０１７４】
　モバイル端末800は、少なくとも2本のアンテナ81と、少なくとも1つのプロセッサ82と
、メモリ83と、センサ84と、I／Oインターフェース85と、通信モジュール86と、少なくと
も1つの通信バス87とを含む。さらに、モバイル端末は、別の機能コンポーネント、例え
ば、バッテリ管理のためのバッテリモジュール、ユーザ設定管理モジュール、またはパラ
メータ検出モジュールをさらに含み、通信バス87は、モジュールやコンポーネントどうし
の接続通信を実現するように構成される。メモリ83は、不揮発性固体メモリおよび／また
はダイナミック不揮発性記憶装置、例えば、フラッシュメモリ、または回転可能な磁気デ
ィスクドライブを含み得る。センサ84は、温度センサおよび湿度センサなどの様々なセン
サを含み、かつモバイル端末を使用するユーザの体温および皮膚湿度などの情報を測定す
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るように構成され、通信モジュール86は、GSM（Global System for Mobile communicatio
n）、CDMA（Code Division Multiple Access）、GPRS（General Packet Radio Service）
、またはEDGE（Enhanced Data Rate for GSM Evolution）などの長距離通信、WCDMA（Wid
eband Code Division Multiple Access）またはTD－SCDMA（Time Division－Synchronous
 Code Division Multiple Access）などの3G技術、LTE（Long Term Evolution）などの4G
技術などのために使用されてよく、通信モジュール86は、短距離通信のためにさらに使用
されてよく、近くにある第三者装置（インテリジェント・ウェアラブル・デバイスなど）
とZigBee、UWB、Wi－Fi、Bluetooth、NFC、および赤外線通信などの短距離無線通信を行
ってよく、通信モジュール86と連携するアンテナ81は、信号を受信および送信するように
構成される。
【０１７５】
　具体的には、I／Oインターフェース85は、表示および入力用のタッチスクリーン851、
入力用のI／Oキーボード852（任意）、マイクロホン853、カメラ854などを含む。
【０１７６】
　具体的には、メモリ83は、オペレーティングシステム4021とアプリケーションプログラ
ム4022とを含み、オペレーティングシステム4021は、様々なオペレーティングシステムプ
ログラムを含み、これらは、ハードウェアに基づく様々な操作を実現するために使用され
、アプリケーションプログラム4022は、様々なアプリケーションプログラムを含み、これ
らは、様々なアプリケーション機能、例えば、アンテナを通信可能とする／オフにするた
めの制御プログラムと、サービス識別プログラムと、ユーザ特徴識別プログラムと、関連
情報識別プログラムとを実現するために使用され、サービス識別プログラムは、ユーザが
入力した操作またはモバイル端末が受信したサービス信号に従って、モバイル端末が実行
しようとしているサービスを識別してよく、ユーザ特徴識別プログラムは、取得した画像
を解析して、キーワード、ユーザ特徴などを取得してよい、またはユーザが入力した声紋
情報に従って解析を行って、ユーザ情報を取得してよい、または第三者装置（インテリジ
ェント・ウェアラブル・デバイスなど）が送信し、通信モジュールで受信したユーザ情報
を解析して、ユーザ特徴を取得してよい。
【０１７７】
　さらに、メモリ83は、予め設定した条件をさらに格納してよく、予め設定した条件は、
予め設定した生体情報、予め設定した制限シナリオ、予め設定した放射閾値、予め設定し
た信号閾値、予め設定した作業モードなどであってよい。
【０１７８】
　プロセッサ82は、通信バス87を使用してモジュールやコンポーネントと通信する。モバ
イル端末上のアンテナを無効化または通信可能とする制御の間、通信モジュール86が、ア
ンテナ81を使用してサービスのサービス信号を受信した場合、メモリ内のサービス識別プ
ログラムに基づいて、プロセッサは、サービスを識別し、かつサービスのために通信可能
とする必要があるアンテナの数を判定し、次いで、アンテナを通信可能とする／オフにす
る制御プログラムに基づいて、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの数
となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１７９】
　場合により、ユーザがタッチスクリーンを用いて操作指示を入力した場合、サービス識
別プログラムに基づいて、プロセッサは、サービスを識別し、かつサービスのために通信
可能とする必要があるアンテナの数を判定し、次いで、アンテナを通信可能とする／オフ
にする制御プログラムに基づいて、サービスのために通信可能とする必要があるアンテナ
の数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御する。
【０１８０】
　加えて、プロセッサ82は、さらに、通信バス87を用いてタッチスクリーン81を制御し、
ユーザにサービスを開始するかどうかの判断を促し、ユーザに操作指示を入力するよう促
してよい。
【０１８１】
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　さらに、プロセッサ82が取得した関連情報がモバイル端末の放射内のユーザである場合
、プロセッサ82は、ユーザ特徴識別プログラムに基づいてユーザ情報を解析して、ユーザ
特徴を取得し、ユーザ特徴をメモリ内の予め設定した生体情報と比較し、次いでアンテナ
を通信可能とする／オフにする制御プログラムに基づいて、ユーザ特徴に対応するアンテ
ナの数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御し、ユーザ情報は、ユー
ザがマイクロホンを用いて入力した声紋情報、ユーザがカメラを用いて撮像した顔画像、
または温度センサまたは湿度センサで感知したユーザの体温、皮膚湿度などであってもよ
いし、インテリジェント・ウェアラブル・デバイスによって感知し、通信モジュールで受
信したユーザ情報、またはユーザからであり、タッチスクリーンで受信した操作指示であ
ってもよい。
【０１８２】
　あるいは、プロセッサ82は、さらに、関連情報識別プログラムに基づいて一部の関連情
報を解析し、関連情報をメモリに格納された予め設定した条件と比較し、次いでアンテナ
を通信可能とする／オフにする制御プログラムに基づいて、関連情報に対応するアンテナ
の数となるようにモバイル端末の通信可能アンテナの数を制御し、関連情報は、モバイル
端末が置かれるシナリオであってよく、シナリオは、カメラによる撮影画像から取得され
、関連情報識別プログラムが、シナリオ画像内の内容、例えば、病院や空港などのキーワ
ードを識別してよい、または関連情報は、パラメータ検出モジュールが取得したモバイル
端末の信号強度、放射強度などである、または関連情報は、ユーザ設定管理モジュールで
設定した作業モードであり、作業モードは、ユーザがタッチスクリーン851またはキーボ
ード852によって入力した操作指示を用いて設定してよい。ユーザ設定管理モジュールは
、さらに、通信バス87を用いてバッテリモジュールと通信し、残りの電気量が予め設定し
た閾値未満であると検出し、バッテリモジュールは、ユーザ設定管理モジュールに命令し
て、作業モードを節電モードに設定してよい。
【０１８３】
　本実施形態では、モバイル端末は、受信したサービスの開始コマンドに従って、サービ
スのために通信可能とすべきアンテナの数を判定し、モバイル端末上の通信可能アンテナ
の数を柔軟に変更し、それによって、モバイル端末上の通信可能アンテナの数がサービス
を実行するための要件を満たすことができない事態を防ぎ、不要なエネルギー損失を引き
起こしモバイル端末の性能に影響を及ぼし、加えて、モバイル端末は、取得した関連情報
に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数をさらに判定し、モバイル端末上の通信
可能アンテナの数を柔軟に変更してよく、それによって、モバイル端末上の通信可能アン
テナの数が、周囲に悪影響を与えたり、モバイル端末の電気などのエネルギーを過度に早
く消費してモバイル端末の性能に影響を及ぼしたりするのをさらに防ぐことができる。
【０１８４】
　当業者であれば、各実施形態における各方法の各ステップの全部または一部を関連ハー
ドウェアに命令するプログラムによって実現することができることを理解するはずである
。プログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。プログラムが走る
と、方法実施形態の各ステップが行われる。前述の記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク
、または光ディスクなどのプログラムコードを記憶することのできる任意の媒体を含む。
【０１８５】
　最後に、前述の実施形態は、本発明を限定するためのものではく、単に本発明の技術的
解決策を説明するためのものに過ぎないことに留意されたい。本発明は前述の実施形態に
関連して詳細に説明されているが、当業者は、本出願の実施形態の技術的解決策の範囲を
逸脱することなく、さらに、前述の実施形態に記述されている技術的解決策に改変を加え
、あるいは、前述の実施形態の一部の技術的特徴に対する均等な置換を行うことができる
ことを理解するはずである。
【符号の説明】
【０１８６】
　　61　取得モジュール
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　　62　判定モジュール
　　63　処理モジュール
　　64　提示モジュール
　　65　判断モジュール
　　71　取得モジュール
　　72　判定モジュール
　　73　処理モジュール
　　81　アンテナ
　　82　プロセッサ
　　83　メモリ
　　84　センサ
　　85　I／Oインターフェース
　　86　通信モジュール
　　87　通信バス
　　600　モバイル端末
　　700　モバイル端末
　　800　モバイル端末
　　851　タッチスクリーン
　　852　I／Oキーボード、キーボード
　　853　マイクロホン
　　854　カメラ
　　4021　オペレーティングシステム
　　4022　アプリケーションプログラム
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末アンテナのための制御方法であって、
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記開始コマンドに従って、前記サービスのために通信可
能とする必要があるアンテナの数を判定するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記サービスのために通信可能とする必要があるアンテナ
の前記数となるように前記モバイル端末の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む、モバイル端末アンテナのための制御方法。
【請求項２】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスのサービス信号を受信するステップであって
、前記サービス信号は、前記開始コマンドである、ステップと、
　前記モバイル端末によって、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すス
テップと、
　前記モバイル端末が、予め設定した時間内に前記ユーザが入力した操作指示を受信しな
い場合、または前記モバイル端末が、前記ユーザが入力し、予め設定した時間内に受信し
た操作指示が、前記サービスを開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　前記モバイル端末によって、前記サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記
モバイル端末の通信可能アンテナの前記数を制御するステップと、
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項３】
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　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスのサービス信号を受信するステップと、
　前記モバイル端末によって、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すス
テップと、
　前記モバイル端末によって、前記ユーザが入力した操作指示を受信するステップと、
　前記モバイル端末が、前記操作指示が前記サービスを開始せよとの指示であると判定し
た場合、前記操作指示を前記開始コマンドとして使用する、ステップと、
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項４】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を
受信するステップであって、前記サービスに関連する前記操作指示は、前記開始コマンド
である、ステップ
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項５】
　前記モバイル端末によって、前記ユーザに続く操作指示の入力を促すステップと、
　前記モバイル端末が、予め設定した時間内に前記ユーザが入力した前記続く操作指示を
受信しない場合、または前記モバイル端末が、前記予め設定した時間内に受信した続く操
作指示が、前記サービスを開始せよとの指示ではないと判定した場合、
　前記モバイル端末によって、サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記モバ
イル端末の通信可能アンテナの前記数を制御するステップと、
　をさらに含む、請求項4に記載の制御方法。
【請求項６】
　モバイル端末によって、サービスの開始コマンドを取得する、前記ステップは、
　前記モバイル端末によって、前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を
受信するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記サービスに関連する前記操作指示に従って、前記ユー
ザに続く操作指示の入力を促すステップと、
　前記モバイル端末によって、前記サービスを開始せよとの続く操作指示を受信し、次い
で、前記サービスを開始せよとの前記続く操作指示を前記開始コマンドとして使用する、
ステップと、
　を含む、請求項1に記載の制御方法。
【請求項７】
　モバイル端末アンテナのための制御方法であって、
　モバイル端末によって、関連情報を取得するステップであって、前記関連情報は、以下
の情報、すなわち、前記モバイル端末に関連する環境情報と、前記モバイル端末の関連パ
ラメータと、前記モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかを含む
、ステップと、
　前記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナ
の数を判定するステップと、
　前記モバイル端末によって、前記関連情報に対応するアンテナの前記数となるように前
記モバイル端末の通信可能アンテナの数を制御するステップと、
　を含む、モバイル端末アンテナのための制御方法。
【請求項８】
　前記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナ
の数を判定する、前記ステップの前に、
　前記モバイル端末によって、前記関連情報を予め設定した条件と比較し、前記関連情報
が前記予め設定した条件を満たすかどうかを判定する、ステップであって、
　前記関連情報が、前記端末に関連する前記環境情報であり、前記環境情報が、前記モバ
イル端末の放射内のユーザである場合、前記予め設定した条件は、予め設定した生体情報
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であり、
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれるシナリオである場合、前記予め設定した
条件は、予め設定した制限シナリオであり、
　前記関連情報が、前記端末の前記関連パラメータであり、前記関連パラメータが、前記
モバイル端末の放射強度である場合、前記予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よ
りも大きく、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の信号強度である場合、前記予め設定した条
件は、予め設定した信号閾値未満であり、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記現在の作業モードである場合、前記予
め設定した条件は、予め設定した作業モードである、
　ステップをさらに含む、請求項7に記載の制御方法。
【請求項９】
　前記環境情報が、前記モバイル端末の前記放射内の前記ユーザである場合、前記制御方
法は、
　前記モバイル端末によって、第三者装置が送信したユーザ特徴を前記予め設定した生体
情報と比較し、前記第三者装置が送信した前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報
を満たすかどうかを判定する、ステップ、または
　前記モバイル端末によって、前記ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報
を解析して、ユーザ特徴を取得する、ステップと、
　前記モバイル端末によって、前記ユーザ特徴を前記予め設定した生体情報と比較し、前
記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定する、ステップであ
って、前記ユーザ情報が、前記ユーザによって入力される、または第三者装置によって送
信される、ステップと、
　前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たす場合、前記モバイル端末によっ
て、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定するステッ
プと、
　をさらに含む、請求項8に記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれる前記シナリオである場合、前記制御方法
は、
　前記モバイル端末によって、シナリオ情報を前記予め設定した制限シナリオと比較し、
前記シナリオ情報が前記予め設定した制限シナリオを満たすかどうかを判定する、ステッ
プであって、
　前記シナリオ情報は、前記モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得される、
ステップと、
　前記シナリオ情報が、前記予め設定した制限シナリオを満たす場合、前記モバイル端末
によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定する
ステップと、
　を含む、請求項8に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記放射強度である場合、前記制御方法は
、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末の検出される放射強度を前記予め設定し
た放射閾値と比較し、前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よ
りも大きいかどうかを判定する、ステップと、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前
記数を判定するステップ
　をさらに含む、または
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記信号強度である場合、前記制御方法は
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、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末の検出される信号強度を前記予め設定し
た信号閾値と比較し、前記モバイル端末の前記信号強度が、前記予め設定した信号閾値未
満であるかどうかを判定する、ステップと、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前
記数を判定するステップと、
　をさらに含む、請求項8に記載の制御方法。
【請求項１２】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記現在の作業モードである場合、前記制
御方法は、
　前記モバイル端末によって、前記モバイル端末の前記現在の作業モードを前記予め設定
した動作モードと比較し、前記現在の作業モードが前記予め設定した作業モードを満たす
かどうかを判定する、ステップであって、前記現在の作業モードは、前記ユーザによって
設定される、または前記モバイル端末の残りの電気量が予め設定した電気量閾値未満であ
ると前記モバイル端末が検出した場合に前記モバイル端末によって設定される、ステップ
と、
　前記モバイル端末の前記現在の作業モードが、前記予め設定した現在の作業モードを満
たす場合、前記モバイル端末によって、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべき
アンテナの前記数を判定するステップと、
　をさらに含む、請求項8に記載の制御方法。
【請求項１３】
　モバイル端末であって、
　サービスの開始コマンドを取得するように構成される取得モジュールと、
　前記開始コマンドに従って、前記サービスのために通信可能とする必要があるアンテナ
の数を判定するように構成される判定モジュールと、
　前記サービスのために通信可能とする必要があるアンテナの前記数となるように前記モ
バイル端末の通信可能アンテナの数を制御するように構成される処理モジュールと、
　を備える、モバイル端末。
【請求項１４】
　前記取得モジュールが、前記サービスのサービス信号を受信するように特に構成され、
前記サービス信号は、前記開始コマンドであり、前記モバイル端末は、提示モジュールと
判断モジュールとをさらに備え、
　前記提示モジュールは、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すように
構成され、
　予め設定した時間内に前記ユーザが入力した操作指示を前記取得モジュールが受信して
いないと前記判断モジュールが判定した場合、または前記ユーザが入力し、前記予め設定
した時間内に前記取得モジュールが受信した操作指示が、前記サービスを開始せよとの指
示ではないと前記判断モジュールが判定した場合、
　前記処理モジュールは、前記サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記モバ
イル端末の通信可能アンテナの前記数を制御する、請求項13に記載のモバイル端末。
【請求項１５】
　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記取得モジュールは、前記サービスのサービス信号を受信するようにさらに構成され
、
　前記提示モジュールは、ユーザに前記サービスを開始するかどうかの判断を促すように
構成され、
　前記取得モジュールは、前記ユーザが入力した操作指示を受信するように構成され、
　前記判断モジュールは、前記操作指示が前記サービスを開始せよとの指示であるかどう
かを判定するように構成され、次いで、前記取得モジュールは、前記操作指示を前記開始
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コマンドとして使用するように特に構成される、請求項13に記載のモバイル端末。
【請求項１６】
　前記取得モジュールは、
　前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信するように特に構成され
、前記サービスに関連する前記操作指示は、前記開始コマンドである、請求項13に記載の
モバイル端末。
【請求項１７】
　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記提示モジュールは、前記ユーザに続く操作指示の入力を促すように構成され、
　予め設定した時間内に前記ユーザが入力した続く操作指示を前記取得モジュールが受信
していないと前記判断モジュールが判定した場合、または前記ユーザが入力し、前記予め
設定した時間内に続く前記取得モジュールが受信した操作指示が、前記サービスを開始せ
よとの指示ではないと前記判断モジュールが判定した場合、
　前記処理モジュールは、サービス信号を受信する前の数に復帰するように前記モバイル
端末の通信可能アンテナの前記数を制御するように構成される、請求項16に記載のモバイ
ル端末。
【請求項１８】
　提示モジュールと判断モジュールとをさらに備え、
　前記取得モジュールは、前記サービスに関連し、かつユーザが入力した操作指示を受信
し、
　前記提示モジュールは、前記サービスに関連する前記操作指示に従って、前記ユーザに
続く操作指示の入力を促し、
　前記判断モジュールは、前記サービスを開始せよとの続く操作指示を前記取得モジュー
ルが受信し、次いで、前記取得モジュールは、前記サービスを開始せよとの前記続く操作
指示を前記開始コマンドとして使用すると判定する、請求項13に記載のモバイル端末。
【請求項１９】
　モバイル端末であって、
　関連情報を取得するように構成される取得モジュールであって、前記関連情報は、以下
の情報、すなわち、前記モバイル端末に関連する環境情報と、前記モバイル端末の関連パ
ラメータと、前記モバイル端末の現在の作業モードとのうちの少なくともいずれかである
、取得モジュールと、
　前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの数を判定するように構成さ
れる判定モジュールと、
　前記関連情報に対応するアンテナの前記数となるように前記モバイル端末の通信可能ア
ンテナの数を制御するように構成される処理モジュールと、
　を備える、モバイル端末。
【請求項２０】
　前記判定モジュールは、前記関連情報を予め設定した条件と比較し、前記関連情報が、
前記予め設定した条件を満たすかどうかを判定するようにさらに構成され、
　前記関連情報が、前記端末に関連する前記環境情報であり、前記環境情報が、前記モバ
イル端末の放射内のユーザである場合、前記予め設定した条件は、予め設定した生体情報
であり、
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれるシナリオである場合、前記予め設定した
条件は、予め設定した制限シナリオであり、
　前記関連情報が、前記端末の前記関連パラメータであり、前記関連パラメータが、前記
モバイル端末の放射強度である場合、前記予め設定した条件は、予め設定した放射閾値よ
りも大きく、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の信号強度である場合、前記予め設定した条
件は、予め設定した信号閾値未満であり、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の現在の前記作業モードである場合、前記予
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め設定した条件は、予め設定した作業モードである、請求項19に記載のモバイル端末。
【請求項２１】
　前記環境情報が、前記モバイル端末の放射内のユーザである場合、前記判定モジュール
は、
　第三者装置が送信したユーザ特徴を前記予め設定した生体情報と比較し、前記第三者装
置が送信した前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定する
ように特に構成される、または
　前記取得モジュールは、前記ユーザが入力した操作指示または取得したユーザ情報を解
析して、ユーザ特徴を取得するようにさらに構成され、
　前記判定モジュールは、前記ユーザ特徴を前記予め設定した生体情報と比較し、前記ユ
ーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たすかどうかを判定するようにさらに構成さ
れ、前記ユーザ情報が、前記ユーザによって入力される、または第三者装置によって送信
され、
　前記ユーザ特徴が、前記予め設定した生体情報を満たす場合、前記処理モジュールは、
前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定するように構成
される、請求項20に記載のモバイル端末。
【請求項２２】
　前記環境情報が、前記モバイル端末が置かれる前記シナリオである場合、前記判定モジ
ュールは、シナリオ情報を前記予め設定した制限シナリオと比較し、前記シナリオ情報が
前記予め設定した制限シナリオを満たすかどうか判定するように特に構成され、
　前記シナリオ情報は、前記モバイル端末上のセンサまたはカメラを用いて取得され、
　前記シナリオ情報が、前記予め設定した制限シナリオを満たす場合、前記処理モジュー
ルは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数を判定するよう
に構成される、請求項20に記載のモバイル端末。
【請求項２３】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記放射強度である場合、前記判定モジュ
ールは、前記モバイル端末の検出される放射強度を前記予め設定した放射閾値と比較し、
前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きいかどうかを
判定するように特に構成され、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記処理モジュールは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数
を判定するように構成され、
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記信号強度である場合、前記判定モジュ
ールは、前記モバイル端末の検出される信号強度を前記予め設定した信号閾値と比較し、
前記モバイル端末の前記信号強度が、前記予め設定した信号閾値未満であるかどうかを判
定するように特に構成され、
　前記モバイル端末の前記放射強度が、前記予め設定した放射閾値よりも大きい場合、前
記処理モジュールは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアンテナの前記数
を判定するように構成される、請求項20に記載のモバイル端末。
【請求項２４】
　前記関連パラメータが、前記モバイル端末の前記現在の作業モードである場合、前記判
定モジュールは、前記モバイル端末の前記現在の作業モードを前記作業モードと比較し、
前記現在の作業モードが前記予め設定した作業モードを満たすかどうかを判定し、前記現
在の作業モードは、前記ユーザによって設定される、または前記モバイル端末の残りの電
気量が予め設定した電気量閾値未満であると前記モバイル端末が検出した場合に前記モバ
イル端末によって設定され、
　前記モバイル端末の前記現在の作業モードが、前記予め設定した現在の作業モードを満
たす場合、前記処理モジュールは、前記関連情報に従って、通信可能のままとすべきアン
テナの前記数を判定するように構成される、請求項20に記載のモバイル端末。
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