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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と無線通信する無線手段と、
　該無線手段に対して前記基地局との無線通信に関する品質情報を要求する要求手段と、
　該要求に対する前記無線手段から、所定の期間内に前記品質情報を取得できない場合、
前記無線手段がスリープモードであると判定する判定手段と、
　を備えたことを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信装置に関し、特に、通信状況に応じて通信品質の測定方法を変更する通信
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、次世代の高速無線通信方式としてｃｄｍａ２０００　１ｘ－ＥＶ　ＤＯ（以下、
「ＥＶ－ＤＯ」という）方式が開発されている。ＥＶ－ＤＯ方式とは、ｃｄｍａＯｎｅ方
式を拡張し第３世代方式に対応させたｃｄｍａ２０００　１ｘ方式を、さらにデータ通信
に特化して伝送レートを高速化させた方式である。ここで、「ＥＶ」はＥｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ、「ＤＯ」はＤａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄを意味する。
【０００３】
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　ＥＶ－ＤＯ方式において、無線通信端末から基地局への上り回線の無線インターフェー
スの構成はｃｄｍａ２０００　１ｘ方式とほぼ同様である。基地局から無線通信端末への
下り回線の無線インターフェース構成については、１．２３ＭＨｚに規定された帯域幅が
ｃｄｍａ２０００　１ｘ方式と同一である。一方、変調方式、多重化方法等がｃｄｍａ２
０００　１ｘ方式と大きく異なる。変調方式は、ｃｄｍａ２０００　１ｘ方式において使
用されているＱＰＳＫ、ＨＰＳＫに対し、ＥＶ－ＤＯ方式において、ＱＰＳＫ、８－ＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭが無線通信端末における下り回線の受信状態に応じて切り替えられる。そ
の結果、受信状態が良好な場合は、誤り耐性が低くかつ高速な伝送レートを使用し、受信
状態が悪い場合は、低速であるが誤り耐性の高い伝送レートを使用する。
【０００４】
　また、ひとつの基地局から複数の無線通信端末への通信を同時に行うための多重化方法
には、ｃｄｍａＯｎｅ方式やｃｄｍａ２０００　１ｘ方式で使用される符号分割多重アク
セス（ＣＤＭＡ：Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）では
なく、時間を１/６００秒単位で分割し、その時間内ではひとつの無線通信端末だけと通
信を行い、さらに通信対象となる無線通信端末を単位時間ごとに切り替えて複数の無線通
信端末と通信を行う時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）を使用する。
【０００５】
　無線通信端末は、通信対象となる基地局からの下り回線の受信状態としてパイロット信
号の搬送波対干渉波比（以下、「ＣＩＲ：Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎ
ｃｅ　ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ」という）を測定し、その変動から次の受信タイミングの
受信状態を予測し、それから期待される「所定の誤り率以下で受信可能な最高伝送速度」
をデータレートコントロールビット（以下、「ＤＲＣ：Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｂｉｔ」という)として基地局に通知する。ここで、所定の誤り率は、システム設
計に依存するが通常数％程度とされる。基地局は複数の無線通信端末からのＤＲＣを受信
し、基地局内のスケジューラ機能が各時分割単位にどの無線通信端末と通信するかを決定
するが、各無線通信端末との通信には、基本的に無線通信端末からのＤＲＣをもとに可能
な限り高い伝送レートを使用する。
【０００６】
　ＥＶ－ＤＯ方式は上記のような構成により下り回線において、セクタあたり最大２．４
Ｍｂｐｓ（Ｍｅｇａ－ｂｉｔ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）の伝送レートを可能にする。ただ
し、この伝送レートは、ひとつの周波数帯域と、通常複数有するセクタのうちのひとつに
おいて、ひとつの基地局が接続している複数の無線通信端末とのデータ通信量の合計であ
り、複数の周波数帯域を使用すれば伝送レートも増加する。
【特許文献１】特開２００２－３００６４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＥＶ－ＤＯ方式のような移動体通信経路を複数含む場合であって、複数の移動体通信経
路をシームレスに切り替えて、そのうちのいずれかでユーザが通信できれば、ユーザにと
っての利便性が増加する。当該切替を実現するためには、一般的に複数の移動体通信経路
での無線品質情報を一定の間隔でサンプリングして監視する。データ通信中の移動体通信
経路では、一定の間隔で種々の無線情報をサンプリング可能である。一方、通信経路とし
て選択されていない移動体通信経路や通信経路として選択されていても通信対象のデータ
が無い場合は、バッテリーセービングの目的で移動通信端末がスリープモードになってい
る可能性があるため、データ通信中とは別の方法で移動体通信経路の無線品質を監視すべ
きである。ここで、スリープモードとは一定周期、例えば５秒に１回だけ１００ｍｓのよ
うな短期間だけＲＦ回路を動作させて、基地局のトラッキングや着信データのチェックを
行うモードである。
【０００８】
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　このような場合において、一般的に移動通信端末はスリープモードに入ったことを明確
に検出しないため、取得した無線品質情報が通信中のものかスリープモード中のものか分
類されず、取得した無線品質情報の信頼性が低くなってしまう。この対策として、移動通
信端末をスリープモードにさせないために、通信対象のデータが無い場合でもエコーバッ
クコマンドを流していた。しかしながら、移動通信端末がスリープモードにならなければ
、バッテリーの消費量が大きくなる。
【０００９】
　本発明者はこうした状況を認識して、本発明をなしたものであり、その目的は、通信中
とスリープモードに対応した移動通信端末の無線品質情報を取得する通信装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のある態様は、通信装置である。この装置は、基地局と無線通信する無線手段と
、該無線手段に対して基地局との無線通信に関する品質情報を要求する要求手段と、該要
求に対する無線手段から、所定の期間内に前記品質情報を取得できない場合、無線手段が
スリープモードであると判定する判定手段とを備える。
　「応答結果」は、応答結果に直接含まれた情報や、送信してから応答結果を受信するま
での時間を含み、応答結果から得られる情報であれば、直接的でも間接的でもよいものと
する。
　以上の装置により、要求に対する応答に応じて無線手段の状態を判定するため、スリー
プモードの判定が正確になる。
【００１２】
　本発明のいろいろな態様をすでに特許請求の範囲に記載したものも含む形にて以下に例
示する。本発明の別の態様も、通信装置である。この装置は、基地局装置と通信する通信
手段と、通信手段を連続的に動作させる連続動作モード、あるいは通信手段を間欠的に動
作させる間欠動作モードのいずれかを選択し、選択した動作モードでの動作を通信手段に
指示する動作モード制御手段と、通信手段で測定した伝送路品質の値を取得する品質取得
手段とを含む。この装置において、品質取得手段は、取得した伝送路品質の値が有意な値
でない場合に、通信手段の連続動作モードではエラーに対応した値として処理し、一方通
信手段の間欠動作モードでは有意な値でない伝送路品質の値を処理対象から除外する。
【００１３】
　通信手段は、指示された動作モードに応じて、伝送路品質の値の統計処理方法を変更し
てもよい。取得した伝送路品質の値を記憶する記憶手段をさらに含み、品質取得手段は、
取得した伝送路品質の値が有意な値でない場合に、通信手段の連続動作モードではエラー
に対応した値を記憶手段に記憶し、一方、通信手段の間欠動作モードでは有意な値でない
伝送路品質の値を記憶手段に記憶しなくてもよい。
【００１４】
　本発明のさらに別の態様も、通信装置である。この装置は、複数の基地局装置とそれぞ
れ通信する複数の通信手段と、複数の通信手段に対して、通信手段を連続的に動作させる
連続動作モード、あるいは通信手段を間欠的に動作させる間欠動作モードのいずれかをそ
れぞれ選択し、選択した動作モードでの動作を複数の通信手段にそれぞれ指示する動作モ
ード制御手段と、複数の通信手段で測定した複数の伝送路品質の値をそれぞれ取得する品
質取得手段と、取得した複数の伝送路品質の値を比較して、データ通信に使用すべき複数
の通信手段のうちのひとつを決定する決定手段とを含む。この装置において、品質取得手
段は、取得した伝送路品質の値が有意な値でない場合に、通信手段の連続動作モードでは
エラーに対応した値として処理し、一方、通信手段の間欠動作モードでは有意な値でない
伝送路品質の値を処理対象から除外する。
【００１５】
　複数の通信手段は、それぞれ指示された動作モードに応じて、伝送路品質の値の統計処
理方法をそれぞれ変更してもよい。取得した複数の伝送路品質の値をそれぞれ記憶する記
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憶手段をさらに含み、品質取得手段は、取得した伝送路品質の値が有意な値でない場合に
、通信手段の連続動作モードではエラーに対応した値を記憶手段に記憶し、一方、通信手
段の間欠動作モードでは有意な値でない伝送路品質の値を記憶手段に記憶せず、決定手段
は、記憶した複数の伝送路品質の値を比較してもよい。
【００１６】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、通信中とスリープモードに対応した移動通信端末の無線品質情報を取
得できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施例は、Ｗ－ＬＡＮ、ＥＶ－ＤＯ方式、簡易型携帯電話システムで通信可能
であり、そのうちのひとつを切替ながら使用する端末装置に関するが、３つの無線通信シ
ステムの中で最大伝送レートが中間に位置し、上下回線の通信方式の差違が最も大きいＥ
Ｖ－ＤＯ方式を中心に説明する。本実施例では、３つの無線通信システムを切替えるため
の判断基準として、無線品質情報を定期的に取得する。なお、ふたつの無線通信システム
では通信をしていないため、それらに対応した通信部がスリープモードになっている場合
がある。
【００１９】
　本実施例に係る端末装置は、通信部への要求に対する応答にもとづいて、通信部がスリ
ープモードになっていることを検出する。さらに、通信中に取得する無線品質情報を格納
するためのバッファとは別に、スリープ中に取得する無線品質情報を格納するためのバッ
ファを設け、通信部の動作に応じてこれらのバッファを区別して使用する。なお、スリー
プモード中に取得する無線品質情報は、通信中に取得する無線品質情報と同じものでなく
てもよい。通信中の無線品質情報は、サンプリングした値を比較的長い期間にわたって、
例えば１０ｍｓから５０ｍｓで統計処理されて生成されるが、スリープモードでは、瞬時
サンプリング値を無線品質情報とする。スリープモード中は通信部が動作してから、ＲＦ
回路の初期化を終えて無線品質情報をサンプリングできる期間が非常に短く、それに対応
して、サンプリングした値を統計処理せずにそのまま無線品質情報とするために、無線品
質情報の信頼性を向上させる。
【００２０】
　図１は、実施例に係る通信システム２００を示す。通信システム２００は、端末装置１
０、Ｗ－ＬＡＮ基地局装置１２、簡易型携帯電話基地局装置１４、ＥＶ－ＤＯ基地局装置
１６、センタ設備１８、ネットワーク２０、サーバ２２を含む。また、端末装置１０は、
Ｗ－ＬＡＮ通信部２４、Ｗ－ＬＡＮ対応アンテナ３０、簡易型携帯電話通信部２６、簡易
型携帯電話対応アンテナ３２、ＥＶ－ＤＯ通信部２８、ＥＶ－ＤＯ対応アンテナ３４を含
み、Ｗ－ＬＡＮ基地局装置１２は、Ｗ－ＬＡＮ基地局アンテナ３６を含み、簡易型携帯電
話基地局装置１４は、簡易型携帯電話基地局アンテナ３８を含み、ＥＶ－ＤＯ基地局装置
１６は、ＥＶ－ＤＯ基地局アンテナ４０を含み、センタ設備１８は、第１ルータ４２、第
２ルータ４４、第３ルータ４６、スイッチサーバ４８を含む。
【００２１】
　端末装置１０は、通信機能を有したモバイル端末であり、ここでは複数の通信手段とし
て、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８を含む。
さらに、端末装置１０は、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－Ｄ
Ｏ通信部２８によって同時に通信せず、これらの伝送路品質を監視して、自律的に最適な
ひとつを選択して通信する。なお、端末装置１０は、ひとつの装置として構成されていて
もよく、またＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８
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のそれぞれの機能を有した通信カードをＰＣに挿入して構成されていてもよい。後者の場
合、通信手段の選択は、ＰＣにインストールされたソフトウエアプログラムによって実行
される。また、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２
８は、Ｗ－ＬＡＮ対応アンテナ３０、簡易型携帯電話対応アンテナ３２、ＥＶ－ＤＯ対応
アンテナ３４をそれぞれ有する。
【００２２】
　Ｗ－ＬＡＮ基地局装置１２は、Ｗ－ＬＡＮ通信システムに対応した基地局装置であり、
Ｗ－ＬＡＮ基地局アンテナ３６を介してＷ－ＬＡＮ通信部２４と通信する。簡易型携帯電
話基地局装置１４は、簡易型携帯電話システムに対応した基地局装置であり、簡易型携帯
電話基地局アンテナ３８を介して簡易型携帯電話通信部２６と通信する。ＥＶ－ＤＯ基地
局装置１６は、ＥＶ－ＤＯ方式に対応した基地局装置であり、ＥＶ－ＤＯ基地局アンテナ
４０を介してＥＶ－ＤＯ通信部２８と通信する。
【００２３】
　スイッチサーバ４８は、端末装置１０による通信手段の選択に対応して、Ｗ－ＬＡＮ基
地局装置１２、簡易型携帯電話基地局装置１４、ＥＶ－ＤＯ基地局装置１６を切替える機
能を有する。スイッチサーバ４８による選択に応じて、第１ルータ４２、第２ルータ４４
、第３ルータ４６のいずれかが、Ｗ－ＬＡＮ基地局装置１２、簡易型携帯電話基地局装置
１４、ＥＶ－ＤＯ基地局装置１６のそれぞれに割当てられたＩＰアドレスにもとづいてル
ーティングを実行する。また、スイッチサーバ４８とＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯
電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８の間は、必要に応じてＩＰｓｅｃ（ＩＰ　ｓｅｃ
ｕｒｉｔｙ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等の処理を行って、セキュリティを高めてもよい。スイ
ッチサーバ４８は、ネットワーク２０を介してサーバ２２と接続する。
【００２４】
　図２は、端末装置１０の構成を示す。端末装置１０は、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型
携帯電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８、データ処理部７２、インターフェース部９
２、装置制御部１００、モード判定部１１２、要求部１１４、品質判定部１１６、選択部
１１８を含む。また、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４は、無線部５０、ベースバンド処理部５２、
制御部５４、品質ＩＦ部５６を含み、簡易型携帯電話通信部２６は、無線部５８、ベース
バンド処理部６０、制御部６２、品質ＩＦ部１１０を含み、ＥＶ－ＤＯ通信部２８は、無
線部６４、ベースバンド処理部６６、制御部６８、品質ＩＦ部７０を含み、インターフェ
ース部９２は、表示部９４、操作部９６、外部ＩＦ部９８を含む。
【００２５】
　無線部５０は、Ｗ－ＬＡＮの無線周波数信号とベースバンド信号を変換する周波数変換
機能、信号を増幅する増幅機能、ＡＤ変換やＤＡ変換を行う機能を有する。
　ベースバンド処理部５２は、ベースバンド信号を変復調処理する。Ｗ－ＬＡＮがＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｂに準拠している場合、拡散処理機能や逆拡散機能を有し、Ｗ－ＬＡＮが
ＩＥＥＥ８０２．１１ａやＩＥＥＥ８０２．１１ｇに準拠している場合、高速フーリエ変
換機能や逆高速フーリエ変換機能を有する。
【００２６】
　品質ＩＦ部５６は、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４で処理される所定の制御信号を無線品質情報
として出力する。制御部５４は、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４のタイミング制御や制御信号の生
成を行う。
【００２７】
　無線部５８、ベースバンド処理部６０、制御部６２、品質ＩＦ部１１０は、無線部５０
、ベースバンド処理部５２、制御部５４、品質ＩＦ部５６に対応した処理を簡易型携帯電
話システムについて行う。例えば、ベースバンド処理部６０は、π／４シフトＱＰＳＫで
変復調する。
【００２８】
　無線部６４、ベースバンド処理部６６、品質ＩＦ部７０、制御部６８は、無線部５０、
ベースバンド処理部５２、品質ＩＦ部５６、制御部５４に対応した処理をＥＶ－ＤＯ方式
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について行う。例えば、ベースバンド処理部６６は、上り回線に対してＣＤＭＡ、下り回
線に対してＴＤＭＡにもとづいた処理を実行する。
【００２９】
　データ処理部７２は、ベースバンド処理部５２、ベースバンド処理部６０、ベースバン
ド処理部６６のいずれかとインターフェース部９２の間でデータを変換する。
　表示部９４は、所定のデータを表示するディスプレイに相当し、操作部９６は、ユーザ
が所定の処理を入力するキーボード等に相当し、外部ＩＦ部９８は、外部の装置とデータ
を入出力するためのインターフェースである。
【００３０】
　モード判定部１１２は、品質ＩＦ部５６、品質ＩＦ部１１０、品質ＩＦ部７０からの制
御信号を入力し、それらの制御信号にもとづいてＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話
通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８がそれぞれ通信中であるかスリープモードであるかを
判定する。後述の要求部１１４が、品質ＩＦ部７０に対して無線品質情報を要求した場合
に、所定の時間までに品質ＩＦ部７０からモード判定部１１２に制御信号が入力されなけ
れば、モード判定部１１２はＥＶ－ＤＯ通信部２８をスリープモードと判定する。Ｗ－Ｌ
ＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６についても同様に動作する。
【００３１】
　要求部１１４は、所定の間隔で、品質ＩＦ部５６、品質ＩＦ部１１０、品質ＩＦ部７０
に対して、無線品質情報の出力を要求する。なお、所定の間隔は、品質ＩＦ部５６、品質
ＩＦ部１１０、品質ＩＦ部７０の間で異なっていてもよく、通信中とスリープモードで異
なっていていもよい。その場合は、モード判定部１１２からＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易
型携帯電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８がそれぞれ通信中であるかスリープモード
であるかの情報を入力される。
【００３２】
　品質判定部１１６は、品質ＩＦ部５６、品質ＩＦ部１１０、品質ＩＦ部７０からの制御
信号を入力し、それらの制御信号によって示された無線品質情報にもとづいて、通信に使
用すべきＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８のう
ちのひとつを判定する。例えば、品質ＩＦ部５６、品質ＩＦ部１１０、品質ＩＦ部７０で
の無線品質情報が受信電力である場合、それぞれに対してしきい値を予め定め、品質ＩＦ
部５６、品質ＩＦ部１１０、品質ＩＦ部７０からの受信電力としきい値の差が最も大きい
ものを選択する。選択したＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－Ｄ
Ｏ通信部２８のうちのひとつを選択部１１８に出力する。また、品質判定部１１６の内部
に通信中用のバッファとスリープモード用のバッファを有し、対応するデータを記憶する
。
【００３３】
　なお、品質判定部１１６は、通信中の場合に、品質ＩＦ部５６、品質ＩＦ部１１０、品
質ＩＦ部７０からの無線品質情報の値を統計処理してから、前述の判定を行うが、スリー
プモードの場合には、瞬時値、あるいは通信中より少ない数で無線品質情報の値を統計処
理して判定する。すなわち、Ｗ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話通信部２６、ＥＶ－
ＤＯ通信部２８の動作に応じて、統計処理方法を変更する。または、スリープモードの場
合には、所定の範囲に含まれた無線品質情報のみを統計処理して判定してもよい。さらに
、取得した無線品質情報の値が意味のない値の場合に、通信中はエラーに対応した値とし
て処理し、スリープモード中は処理対象から除外する。
【００３４】
　選択部１１８は、品質判定部１１６で選択したＷ－ＬＡＮ通信部２４、簡易型携帯電話
通信部２６、ＥＶ－ＤＯ通信部２８のうちのひとつを通信に使用し、残りを使用せず、あ
るいはスリープモードに移行させる。
　装置制御部１００は、タイミング制御や制御信号の生成などを行う。
【００３５】
　この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬ
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ＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリのロードされた予約管理機能のあるプログラ
ムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを
描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ
、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解され
るところである。
【００３６】
　図３は、品質情報取得を示すシーケンス図である。ここでは、品質ＩＦ部５６、品質Ｉ
Ｆ部１１０、品質ＩＦ部７０を代表してＥＶ－ＤＯ方式に対応した品質ＩＦ部７０から無
線品質情報を取得する場合を示す。また、ＥＶ－ＤＯ通信部２８が通信中であるものとす
る。要求部１１４は、品質ＩＦ部７０に無線品質情報の出力を要求するために、ログマス
ク設定コマンドを出力する（Ｓ１０）。品質ＩＦ部７０は、ログマスク設定コマンドの入
力に対するレスポンスを品質判定部１１６に出力する（Ｓ１２）。さらに品質ＩＦ部７０
は品質判定部１１６に対して、ログマスク設定コマンドに対応したログメッセージＡを出
力した（Ｓ１４）後に、ログメッセージＢを出力する（Ｓ１６）。例えば、ログメッセー
ジＡは、受信電力であり、ログメッセージＢは、搬送波電力対干渉波電力比である。これ
らの値は、雑音の影響を低減するために、平均化等の統計処理が施されている。品質ＩＦ
部７０は、定期的にログメッセージＡとＢを出力する。要求部１１４は、無線品質情報の
出力が不要になった場合に、品質ＩＦ部７０にログ停止コマンドを出力する（Ｓ１８）。
【００３７】
　図４は、品質情報取得を示すシーケンス図である。ここでも、品質ＩＦ部５６、品質Ｉ
Ｆ部１１０、品質ＩＦ部７０を代表してＥＶ－ＤＯ方式に対応した品質ＩＦ部７０から無
線品質情報を取得する場合を示す。また、ＥＶ－ＤＯ通信部２８がスリープモードである
ものとする。要求部１１４は、品質ＩＦ部７０に無線品質情報の出力を要求するために、
ログマスク設定コマンドを出力する（Ｓ２０）。品質ＩＦ部７０は、ログマスク設定コマ
ンドの入力に対するレスポンスを品質判定部１１６に出力する（Ｓ２２）。しかしながら
、所定の期間内に品質ＩＦ部７０がログを出力しない場合（Ｓ２４）、モード判定部１１
２はＥＶ－ＤＯ通信部２８がスリープモードであると判定する。
【００３８】
　要求部１１４は、スリープモードに対応した無線品質情報を取得するために、品質ＩＦ
部７０にログ停止コマンドを出力する（Ｓ２６）。品質ＩＦ部７０は、ログ停止コマンド
の入力に対するレスポンスを品質判定部１１６に出力する（Ｓ２８）。要求部１１４は、
スリープモードに対応した無線品質情報を要求するためのログマスク設定コマンドを出力
する（Ｓ３０）。品質ＩＦ部７０は、ログマスク設定コマンドの入力に対するレスポンス
を品質判定部１１６に出力する（Ｓ３２）。さらに品質ＩＦ部７０は品質判定部１１６に
対して、ログマスク設定コマンドに対応したログメッセージＣを出力する（Ｓ３４）。例
えば、ログメッセージＣは、受信電力であるが、図３のログメッセージと異なって、統計
処理を施していない瞬時値であるとする。要求部１１４は、品質ＩＦ部７０にログ停止コ
マンドを出力する（Ｓ３６）。
【００３９】
　図５は、品質情報の取得手順を示すフローチャートである。モード判定部１１２によっ
て、ＥＶ－ＤＯ通信部２８が通信中と判定されれば（Ｓ５０のＹ）、要求部１１４は、品
質ＩＦ部７０にＴｍｓ周期で通信中の無線品質情報を要求する（Ｓ５２）。品質判定部１
１６が、Ｔｍｓ以内に無線品質情報を取得できれば（Ｓ５４のＹ）、品質判定部１１６は
通信中用のバッファにデータを格納する（Ｓ５６）。一方、品質判定部１１６が、Ｔｍｓ
以内に無線品質情報を取得できなく（Ｓ５４のＮ）、連続してＴｍｓのタイマーが満了し
ていなければ（Ｓ５８のＮ）、品質判定部１１６は、通信中用のバッファに無効を示した
データを格納する（Ｓ６０）。Ｔｍｓのタイマーが満了していれば（Ｓ５８のＹ）、モー
ド判定部１１２は、スリープモードへの移行を検知する（Ｓ６２）。
【００４０】
　その場合は、モード判定部１１２によって、ＥＶ－ＤＯ通信部２８が通信中と判定され
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なかった場合（Ｓ５０のＮ）も含めて、要求部１１４は、品質ＩＦ部７０にＴｍｓ周期で
スリープモード用の無線品質情報を要求する（Ｓ６４）。品質判定部１１６がＴｍｓ以内
に無線品質情報を取得できなければ（Ｓ６６のＮ）、品質判定部１１６はスリープモード
用のバッファにデータを格納しない（Ｓ７６）。一方、品質判定部１１６がＴｍｓ以内に
無線品質情報を取得できるが（Ｓ６６のＹ）、連続して取得できない場合に（Ｓ６８のＮ
）、スリープモード用のバッファにデータを格納する（Ｓ７４）。また、連続して取得で
きる場合には（Ｓ６８のＹ）、通信用のバッファにデータを格納する（Ｓ７０）。さらに
、モード判定部１１２は、通信中への移行を検知する（Ｓ７２）。
【００４１】
　本実施の形態によれば、通信中とスリープモードの判別が可能である。スリープモード
であっても、信頼性の高い無線品質情報を取得可能である。通信中とスリープモードにそ
れぞれ適した無線品質情報を取得可能である。
【００４２】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの
各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変
形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４３】
　本実施例において、品質判定部１１６は、無線品質情報として受信電力を測定している
。しかしこれに限らず例えば、ＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）、ＤＲＣ（Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）情報、送信出力、ＤＲＣ　Ｌｏｃｋ情報であってもよい。本変形例によれば、端末装置
１０を適用する環境に応じて、適した無線品質情報が取得可能である。つまり、通信に適
した環境にあるかが判定できればよい。
【００４４】
　実施例において、無線通信システムとして、ＥＶ－ＤＯ方式、Ｗ－ＬＡＮ、簡易型携帯
電話システムが使用されている。しかしこれに限らず例えば、ＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅ－ｂａｎｄ　ＣＤＭＡ
）であってもよい。本変形例によれば、多数の無線通信システムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本実施例に係る通信システムを示す構成図である。
【図２】図１の端末装置の構成を示す図である。
【図３】図２の品質情報取得を示すシーケンス図である。
【図４】図２の品質情報取得を示すシーケンス図である。
【図５】図２の品質情報の取得手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　端末装置、　１２　Ｗ－ＬＡＮ基地局装置、　１４　簡易型携帯電話基地局装置
、　１６　ＥＶ－ＤＯ基地局装置、　１８　センタ設備、　２０　ネットワーク、　２２
　サーバ、　２４　Ｗ－ＬＡＮ通信部、　２６　簡易型携帯電話通信部、　２８　ＥＶ－
ＤＯ通信部、　３０　Ｗ－ＬＡＮ対応アンテナ、　３２　簡易型携帯電話対応アンテナ、
　３４　ＥＶ－ＤＯ対応アンテナ、　３６　Ｗ－ＬＡＮ基地局アンテナ、　３８　簡易型
携帯電話基地局アンテナ、　４０　ＥＶ－ＤＯ基地局アンテナ、　４２　第１ルータ、　
４４　第２ルータ、　４６　第３ルータ、　４８　スイッチサーバ、　５０　無線部、　
５２　ベースバンド処理部、　５４　制御部、　５６　品質ＩＦ部、　５８　無線部、　
６０　ベースバンド処理部、　６２　制御部、　６４　無線部、　６６　ベースバンド処
理部、　６８　制御部、　７０　品質ＩＦ部、　７２　データ処理部、　９２　インター
フェース部、　９４　表示部、　９６　操作部、　９８　外部ＩＦ部、　１００　装置制
御部、　１１０　品質ＩＦ部、　１１２　モード判定部、　１１４　要求部、　１１６　
品質判定部、　１１８　選択部、　２００　通信システム。



(9) JP 4551077 B2 2010.9.22

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 4551077 B2 2010.9.22

【図５】



(11) JP 4551077 B2 2010.9.22

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００３－１３４０２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１８０９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－１０７５３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－９８６９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　－　９９／００　　　　
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

