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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非同期通信網と通信するための非同期モデム部と、同期通信網と通信するための同期モ
デム部とを含むマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法において、
　非同期－同期モード切替の場合は、
　上記非同期通信網からの受信信号の電力を測定する第１段階と、
測定された上記受信信号の電力が、予め設定された基準値以下であるか否かを判断する第
２段階と、
　上記第２段階で受信信号の電力が予め設定された基準値以下であると判断したとき、そ
の状態が予め設定された基準時間の間維持されるか否かを判断する第３段階と、
　上記第３段階で予め設定された基準時間の間維持されると判断した場合、上記同期モデ
ム部を起動する第４段階と、
　上記同期モデム部の起動後、同期モードに切り替わって同期モードアイドル状態に進入
する第５段階とを含み、
　同期－非同期モード切替の場合は、
　上記同期通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、
検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモ
ード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、
上記モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラメ
ーターが設定されていると判断したとき、非同期モデム部を起動する段階と、
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　上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに切り替わる段階とを含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期通信網と同期通信網の領域がオーバーレイ
された地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード－マルチ
バンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項２】
　上記第１段階での上記受信信号の電力は受信信号コード電力であり、
　上記受信信号コード電力は、上記移動通信端末が非同期通信網からの受信信号を復号化
した以後の信号値であることを特徴とする請求項１記載のマルチモード－マルチバンド移
動通信端末のモード切替方法。
【請求項３】
　上記第１段階で、上記受信信号の電力は、受信信号自体の電力、及び移動通信端末が非
同期通信網からの受信信号を復号化した以後の信号値である受信信号コード電力であり、
　上記第２段階では、上記受信信号自体の電力及び上記受信信号コード電力をそれぞれの
予め設定された基準値と比較することを特徴とする請求項１記載のマルチモード－マルチ
バンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項４】
　非同期通信網と通信するための非同期モデム部と、同期通信網と通信するための同期モ
デム部とを含む、トラフィック状態のマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード
切替方法において、
　非同期－同期モード切替の場合は、
　上記非同期通信網からの受信信号の電力を測定する第１段階と、
測定された上記受信信号の電力が、予め設定された基準値以下であるか否かを判断する第
２段階と、
　上記第２段階で受信信号の電力が予め設定された基準値以下であると判断したとき、そ
の状態が予め設定された基準時間の間維持されるか否かを判断する第３段階と、
　上記第３段階で予め設定された基準時間の間維持されると判断した場合、上記同期モデ
ム部を起動する第４段階と、
　非同期モードの呼が終了したか否かを判断する第５段階と、
　上記非同期モードの呼が終了していないと判断した場合、非同期無線リンクが解除され
たか否かを判断する第６段階と、
　上記第６段階で非同期無線リンクが解除されたと判断した場合、同期モードに切り替わ
り上記同期モデム部を介して同期通信網との呼を進行する第７段階とを含み、
　同期－非同期モード切替の場合は、
　上記同期通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、
検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモ
ード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、
上記モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラメ
ーターが設定されていると判断したとき、非同期モデム部を起動する段階と、
　上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに切り替わる段階とを含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期通信網と同期通信網の領域がオーバーレイ
された地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード－マルチ
バンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項５】
　上記第１段階での受信信号の電力は受信信号コード電力であり、
　上記受信信号コード電力は、上記移動通信端末が非同期通信網からの受信信号を復号化
した以後の信号値であることを特徴とする請求項４記載のマルチモード－マルチバンド移
動通信端末のモード切替方法。
【請求項６】
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　上記第１段階で上記受信信号の電力は、受信信号自体の電力、及び移動通信端末が非同
期通信網からの受信信号を復号化した以後の信号値である受信信号コード電力であり、
　上記第２段階では、上記受信信号自体の電力及び上記受信信号コード電力をそれぞれの
予め設定された基準値と比較することを特徴とする請求項４記載のマルチモード－マルチ
バンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項７】
　上記第５段階で非同期モードの呼が終了したと判断した場合、
　上記移動通信端末の現在位置する領域が非同期通信網の領域内であるか否かを判断する
段階を含み、
　非同期通信網の領域内である場合は、同期モデム部を非活性化して非同期モードアイド
ル状態に進入し、非同期通信網の領域内でないと判断した場合は、非同期モデム部を非活
性化して同期モードアイドル状態に進入することを特徴とする請求項４記載のマルチモー
ド－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項８】
　上記第６段階で、非同期無線リンクが解除されなかったと判断した場合、上記非同期通
信網からの受信信号電力を測定する段階と、測定された上記受信信号電力が予め設定され
た基準値以上であるか否かを判断する段階とを含み、
　上記受信信号電力が上記基準値以上であると判断した場合、同期モデム部を非活性化し
て上記第５段階を再度行うことを特徴とする請求項４記載のマルチモード－マルチバンド
移動通信端末のモード切替方法。
【請求項９】
　上記受信信号電力が上記基準値以上であると判断した場合、同期モデム部が起動した状
態で上記第５段階を再度行うことを特徴とする請求項８記載のマルチモード－マルチバン
ド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１０】
　上記第７段階以後、
　同期モードで同期モデム部を介しての同期通信網との呼が終了したか否かを判断する段
階と、上記同期通信網との呼が終了したと判断した場合、上記移動通信端末の現在位置す
る領域が非同期通信網の領域内であるか否かを判断する段階を更に含み、
　非同期通信網の領域内である場合は、同期モデム部を非活性化して非同期モードアイド
ル状態に進入し、非同期通信網の領域内でないと判断した場合は、非同期モデム部を非活
性化して同期モードアイドル状態に進入することを特徴とする請求項４記載のマルチモー
ド－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１１】
　上記第４段階は、
　上記第３段階で予め設定された基準時間の間維持されると判断した場合に、ＲＦステー
ジで受信したブロックのエラー程度をモニタリングする段階と、上記モニタリングされた
ＲＦステージで受信したブロックのエラー程度を、予め設定された閾値と比較する段階と
、上記受信したブロックのエラー程度が、予め設定された閾値以上であると判断した場合
に、同期モデムを起動する段階を更に含むことを特徴とする請求項４記載のマルチモード
－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１２】
　非同期移動通信網と通信するための非同期モデム部と、同期移動通信網と通信するため
の同期モデム部とを含むマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法にお
いて、
　非同期－同期モード切替の場合は、
　上記非同期移動通信網からのシステム情報をモニタリングする第１段階と、
　モニタリングされた上記システム情報にモード切替を判断するために予め設定されたパ
ラメーター値を判断する第２段階と、
　上記第２段階でパラメーター値がモード切替に設定されていると判断したとき、同期モ
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デム部を起動する第３段階と、
　上記同期モデム部の起動後に同期モードに切り替わる第４段階とを含み、
　同期－非同期モード切替の場合は、
　上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、
検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモ
ード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、
上記モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラメ
ーターが設定されていると判断したとき、非同期モデム部を起動する段階と、
　上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに切り替わる段階とを含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード
－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１３】
　上記第３段階は、移動通信端末の現在の通信モード設定状態を判断する設定モード判断
段階を更に含み、
　上記設定モード判断段階での判断の結果、上記通信モード設定状態が非同期優先モード
である場合、上記同期モデム部を起動することを特徴とする請求項１２記載のマルチモー
ド－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１４】
　上記第３段階は、上記通信モード設定状態が非同期優先モードである場合、上記システ
ム情報に含まれた国家コード及びネットワークコードがそれぞれ、予め設定された自国の
国家コードを示す第１パラメーター、及び予め設定された自社網のネットワークコードを
示す第２パラメーターと一致するか否かを判断するコード判断段階を更に含み、
　上記コード判断段階において、上記システム情報に含まれた国家コードが上記第１パラ
メーターと一致し、上記ネットワークコードが上記第２パラメーターと一致すると、上記
同期モデム部を起動することを特徴とする請求項１３記載のマルチモード－マルチバンド
移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１５】
　非同期移動通信網と通信するための非同期モデム部と、同期移動通信網と通信するため
の同期モデム部とを含むマルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード
切替方法において、
　上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する第１段階と、
検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモ
ード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する第２段階と、
上記第２段階でモード切替パラメーターが設定されていると判断した場合、非同期モデム
部を起動する第３段階と、
　上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに切り替わる第４段階とを含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード
－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１６】
　上記第３段階は、移動通信端末の現在の通信モード設定状態を判断する設定モード判断
段階を更に含み、
　上記設定モード判断段階での判断の結果、上記通信モード設定状態が非同期優先モード
又は同期優先モードである場合、上記同期モデム部を起動することを特徴とする請求項１
５記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１７】
　非同期移動通信網と通信するための非同期モデム部、及び同期移動通信網と通信するた
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めの同期モデム部をそれぞれ備えるマルチモード－マルチバンド移動通信端末において、
　上記同期モデム部及び非同期モデム部の現在状態を管理し、現在位置する移動通信網と
の通信状態に応じて各モデム部の活性、非活性を制御するモード切替管理部を含み、
　上記モード切替管理部は、予め設定された基準によってモード切替が決定されると、切
り替えようとする移動通信網と通信するためのモデム部を起動し、上記モデム部が該当移
動通信網の網同期を獲得して位置登録を行うようにし、
　上記位置登録後、上記位置登録を行った該当モデム部を介して該当移動通信網と通信を
行うように制御し、他の移動通信網と通信していたモデム部が非活性化するように制御し
、
　上記モード切替管理部は、上記マルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同
期モード切替の場合に、上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索
し、検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、上記モード切替のために予め決め
られたモード切替パラメーターが設定されているか否かを判断し、上記モード切替パラメ
ーターが設定されていると判断したとき、上記非同期モデム部を起動し、上記非同期モデ
ム部の起動後に非同期モードに切り替えるように制御し、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード
－マルチバンド移動通信端末。
【請求項１８】
　非同期移動通信網及び同期移動通信網と通信するためのモデム部をそれぞれ備えるマル
チモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード切替方法において、
　モード切替が決定されると、モード切替しようとする移動通信網と通信するための該当
モデム部を起動する第１段階と、
　起動した上記モデム部を介してモード切替しようとする移動通信網との網同期を獲得す
る第２段階と、
　上記網同期の獲得後、該当移動通信網に位置登録を行う第３段階と、
　上記位置登録後、第１段階で起動した上記モデム部を介して該当移動通信網と通信を行
い、他の移動通信網と通信していたモデム部を非活性化する第４段階とを含み、
　上記第１段階以前に、
　上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、
　検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められた
モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、
　上記モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラ
メーターが設定されていると判断した場合、非同期モデム部を起動する段階と、
　上記非同期モデム部の起動後に、非同期モードに切り替わることによって上記モード切
替を決定する段階とをさらに含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード
－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項１９】
　同期移動通信網と通信するための同期モデム部と、非同期移動通信網と通信するための
非同期モデム部とを含むマルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード
切替方法において、
　上記非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオーバーレイされる地域で、上記移動
通信端末が、上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索し、検索さ
れた上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモード切
替パラメーターが設定されているか否かを判断し、上記モード切替パラメーターが設定さ
れていると判断した場合、非同期モデム部を起動し、非同期モードに切り替わって非同期
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信号を検索する第１段階と、
　上記非同期信号の検索の結果、非同期信号の検索有無、及び非同期移動通信網への位置
登録可否を判断する第２段階と、
　上記判断の結果、非同期信号が検索されなかったり、非同期移通信網への位置登録がな
されなかった場合に、上記移動通信端末の通信モードを同期モードに切り替えて一定時間
カウントした後、上記第１段階に帰還する第３段階とを含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード
－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード切替方法。
【請求項２０】
　上記第１段階は、
　上記移動通信端末が現在の通信モード設定状態を判断する段階を更に含み、
　上記判断の結果、上記通信モード設定状態が非同期優先モードと同期優先モードとの何
れか一つである場合に、上記非同期信号を検索することを特徴とする請求項１９記載のマ
ルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード切替方法。
【請求項２１】
　上記第３段階で、上記カウント時間は、非同期信号検索回数に従って次第に長くなるこ
とを特徴とする請求項１９記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同
期モード切替方法。
【請求項２２】
　上記移動通信端末は、非同期信号を検索するための非同期移動通信網のシステムパラメ
ーター値を有し、
　上記第３段階で、上記カウント時間は、上記システムパラメーター値に基づいて決定さ
れることを特徴とする請求項２１記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期
－非同期モード切替方法。
【請求項２３】
　上記システムパラメーター値は、非同期信号を検索するための単位間隔情報Ｔ、非同期
信号の検索間隔を決定するためのパラメーター情報Ａ、及び非同期信号の最大検索回数情
報Ｎｍａｘを含んでなり、非同期信号検索回数をｎとする時、
　上記カウント時間は、数式Ａｎ＊Ｔによって決定され、非同期信号検索回数であるｎ値
は、１からＮｍａｘまでの値を順次有することを特徴とする請求項２２記載のマルチモー
ド－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード切替方法。
【請求項２４】
　上記非同期信号検索回数が上記最大検索回数Ｎｍａｘ以上である場合、以後の非同期信
号検索回数とは関係なく、以後のカウント時間は、ＡＮｍａｘ＊Ｔと決定されることを特
徴とする請求項２３記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モー
ド切替方法。
【請求項２５】
　上記システムパラメーター値は、
上記移動通信端末が非同期移動通信網から受信したシステムパラメーター値と、上記移動
通信端末に予め設定され保存されているシステムパラメーター値との何れか一つであるこ
とを特徴とする請求項２２記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同
期モード切替方法。
【請求項２６】
　同期移動通信網と通信するための同期モデム部と、非同期移動通信網と通信するための
非同期モデム部とを含むマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法にお
いて、
　非同期－同期モード切替の場合は、
　非同期モードの移動通信端末が非同期信号を検索し、非同期信号が検索されることによ



(7) JP 4731548 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

って該当非同期移動通信網に位置登録を要請する第１段階と、
　上記位置登録の要請の結果、該当非同期移動通信網への位置登録が拒絶されると、上記
移動通信端末の通信モードを同期モードに切り替え、同期信号を検索して同期移動通信網
への位置登録を行う第２段階とを含み、
　同期－非同期モード切替の場合は、
　上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、
検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモ
ード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、
上記モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラメ
ーターが設定されていると判断したとき、非同期モデム部を起動する段階と、
　上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに切り替わる段階とを含み、
　上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予
め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とするマルチモード
－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法。
【請求項２７】
　上記第１段階は、
　上記移動通信端末が現在の通信モード設定状態を判断する段階を含み、
　上記判断の結果、上記通信モード設定状態が非同期優先モードである場合、上記非同期
信号を検索することを特徴とする請求項２６記載のマルチモード－マルチバンド移動通信
端末の非同期－同期モード切替方法。
【請求項２８】
　上記第１段階で、
　上記移動通信端末が非同期信号を検索した結果、非同期信号が検索されなかった場合に
、同期モードに切り替わって同期信号を検索し同期移動通信網への位置登録を行う上記第
２段階を行うことを特徴とする請求項２６記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端
末の非同期－同期モード切替方法。
【請求項２９】
　上記第１段階で、
　上記移動通信端末が非同期信号を検索した結果、非同期信号が検索されなかった場合に
、同期モードに切り替わって同期信号を検索し同期移動通信網への位置登録を行う上記第
２段階を行うことを特徴とする請求項２７記載のマルチモード－マルチバンド移動通信端
末の非同期－同期モード切替方法。
【請求項３０】
　上記第２段階は、
　上記位置登録の要請の結果、該当非同期移動通信網への位置登録が拒絶されると、上記
移動通信端末が非常呼のみ可能な緊急通話状態に切り替わる段階と;
緊急通話状態に切り替えられると、移動通信端末の通信モードを同期モードに切り替える
段階と；を含むことを特徴とする請求項２６記載のマルチモード－マルチバンド移動通信
端末の非同期－同期モード切替方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非同期通信網と同期通信網の両方を支援するマルチモード－マルチバンド移
動通信端末及びそのモード切替方法に関し、より詳しくは、通信断絶を最小化して非同期
移動通信網と同期移動通信網とのモード切替を行うことができるマルチモード－マルチバ
ンド移動通信端末及びそのモード切替方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信サービスは、１９８０年代後半からサービスされ始めたアナログセルラー方式
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のＡＭＰＳ(Advanced Mobile Phone Service)にて提供される低品質の音声通話中心の第
１世代移動通信サービスから始まり、持続的に発展している。第２世代移動通信サービス
では、デジタルセルラー方式のＧＳＭ(Global System for Mobile)、ＣＤＭＡ(Code Divi
sion Multiple Access)、ＴＤＭＡ(Time Division Multiple Access)などにて提供される
、向上した音声通話及び低速（１４.４Ｋｂｐｓ）データサービスが可能となった。また
、第２.５世代移動通信サービスでは、ＧＨｚ帯の周波数の確保とともに、全世界的に使
用可能なＰＣＳ(Personal Communication Service)が開発され、向上した音声通話及び依
然低速(１４４Ｋｂｐｓ)ではあるもののデータサービスも可能となった。
【０００３】
　第２.５世代までの移動通信サービスのための移動通信網には、使用者端末機、基地局
伝送機、基地局制御機、移動交換局、ホーム位置登録機（ＨＬＲ：Home Location Regist
er）、訪問者位置登録機（ＶＬＲ：Visitor Location Register）などの各種通信装備が
設置されている。
【０００４】
　第３世代移動通信サービスは、３ＧＰＰ(Generation Partnership Project)が主軸とな
って提案した非同期方式のＷＣＤＭＡシステムと、３ＧＰＰ２が主軸となって提案した同
期方式のＣＤＭＡ－２０００システムとに分類され提供されている。特にＷＣＤＭＡシス
テムについては、ＩＭＴ－２０００にて奨励される無線プロトコルとして、全世界的に多
くの通信サービス事業者がサービスを提供していたりサービスの提供を準備している。
【０００５】
　ＷＣＤＭＡシステムは高い通話品質を有し、帯域拡散方式を使用しており多量のデータ
伝送にも適するという長所を有する。ＷＣＤＭＡ通信方式は、音声コーディングのために
１２.２Ｋｂｐｓ～４.７５Ｋｂｐｓの伝送率を有するＡＭＲ（Adaptive Multi-Rate code
c）を採択しており、使用者が時速１００Ｋｍ程度の速度で動いても通話可能な程の高い
移動性を支援する。またＷＣＤＭＡ通信方式は、最も多くの国家が採択しており、韓国、
ヨーロッパ、日本、米国、中国などの多くの機関で構成された３ＧＰＰにおいて、ＷＣＤ
ＭＡのための技術スペック（Spec）を持続的に発展させていっている。
【０００６】
　また、先に説明したＷＣＤＭＡシステムの長所によって、同期通信網であるＣＤＭＡ－
２０００サービスを基本的に提供する韓国、米国、中国などのような国でも、最近、非同
期通信網であるＷＣＤＭＡ網を構築し、ＷＣＤＭＡサービスを提供し始めた。
【０００７】
　このために、同期通信網と非同期通信網の両方を支援する移動通信端末が必要となり、
このような要求に合わせてマルチモード－マルチバンド（Multimode-Multiband）移動通
信端末が登場した。
【０００８】
　マルチモードは同期式モードと非同期式モードなどを含み、マルチバンドは、８００Ｍ
Ｈｚの周波数バンドを用いる第２世代移動通信サービス、８００ＭＨｚ又は１.８ＧＨｚ
の周波数バンドを用いる第２.５世代移動通信サービス、おおよそ２ＧＨｚの周波数バン
ドを用いる第３世代移動通信サービス、及び今後サービスされる第４世代移動通信サービ
スを含む。
【０００９】
　上記マルチモード－マルチバンド移動通信端末が非同期及び同期通信網のオーバーレイ
領域から同期通信網領域へ移動する場合、非同期－同期モード切替が必要となるが、従来
は移動通信端末がオーバーレイ領域を完全に離れて非同期通信網との呼が断絶された後に
同期通信網との接続のためのモデムを起動していたため、モード切替時に約２０秒以上の
時間がかかって通信が断絶されるという短所があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　従って、上記の問題点を解決するために、本発明は、通信断絶を最小化して非同期通信
網と同期通信網とのモード切替を行うことができるマルチモード－マルチバンド移動通信
端末及びそのモード切替方法を提供することを目的とする。
【００１１】
　また本発明は、ＭＭ－ＭＢ端末が自動でＷＣＤＭＡとＣＤＭＡとの切替を行うにあたっ
て発生し得るピンポン（PING-PONG）現象を最小化できるようにするマルチモード－マル
チバンド（ＭＭ－ＭＢ）移動通信端末及びその同期－非同期モード切替方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の目的を達成するために、本発明の一つの特徴によるマルチモード－マルチバンド
移動通信端末のモード切替方法は、非同期通信網と通信するための非同期モデム部と、同
期通信網と通信するための同期モデム部とを含む移動通信端末のモード切替方法であって
、非同期－同期モード切替の場合は、上記非同期通信網からの受信信号の電力を測定する
第１段階と、測定された上記受信信号の電力が予め設定された基準値以下であるか否かを
判断する第２段階と、上記第２段階で受信信号の電力が予め設定された基準値以下である
と判断したとき、その状態が予め設定された基準時間の間維持されるか否かを判断する第
３段階と、上記第３段階で予め設定された基準時間の間維持されると判断した場合、上記
同期モデム部を起動する第４段階と、上記同期モデム部の起動後、同期モードに切り替わ
って同期モードアイドル状態に進入する第５段階とを含み、同期－非同期モード切替の場
合は、上記同期通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、検索され
た上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモード切替
パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、上記モード切替パラメーターが
設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラメーターが設定されていると判断
したとき、非同期モデム部を起動する段階と、上記非同期モデム部の起動後に非同期モー
ドに切り替わる段階とを含み、上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッ
セージの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同期通信網と同期
通信網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴
とする。
【００１３】
　本発明のもう一つの特徴によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のトラフィッ
ク状態のモード切替方法は、非同期－同期モード切替の場合は、上記非同期通信網からの
受信信号の電力を測定する第１段階と、測定された上記受信信号の電力が、予め設定され
た基準値以下であるか否かを判断する第２段階と、上記第２段階で受信信号の電力が予め
設定された基準値以下であると判断したとき、その状態が予め設定された基準時間の間維
持されるか否かを判断する第３段階と、上記第３段階で予め設定された基準時間の間維持
されると判断した場合、上記同期モデム部を起動する第４段階と、非同期モードの呼が終
了したか否かを判断する第５段階と、上記非同期モードの呼が終了していないと判断した
場合、非同期無線リンクが解除されたか否かを判断する第６段階と、上記第６段階で非同
期無線リンクが解除されたと判断した場合、同期モードに切り替わり上記同期モデム部を
介して同期通信網との呼を進行する第７段階とを含み、同期－非同期モード切替の場合は
、上記同期通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、検索された上
記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモード切替パラ
メーターが設定されているか否かを判断する段階と、上記モード切替パラメーターが設定
されているか否かを判断する段階でモード切替パラメーターが設定されていると判断した
とき、非同期モデム部を起動する段階と、上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに
切り替わる段階とを含み、上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセー
ジの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同期通信網と同期通信
網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とす
る。 
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【００１４】
　本発明の他の特徴によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法は
、非同期－同期モード切替の場合は、上記非同期移動通信網からのシステム情報をモニタ
リングする第１段階と、モニタリングされた上記システム情報にモード切替を判断するた
めに予め設定されたパラメーター値を判断する第２段階と、上記２段階でパラメーター値
がモード切替に設定されていると判断したとき、同期モデム部を起動する第３段階と、上
記同期モデム部の起動後に同期モードに切り替わる第４段階とを含み、同期－非同期モー
ド切替の場合は、上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段
階と、検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決めら
れたモード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階と、上記モード切替
パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パラメーターが設定さ
れていると判断したとき、非同期モデム部を起動する段階と、上記非同期モデム部の起動
後に非同期モードに切り替わる段階とを含み、上記モード切替パラメーターは、上記オー
バーヘッドメッセージの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同
期移動通信網と同期移動通信網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメ
ーターであることを特徴とする。 
【００１５】
　本発明のまた他の特徴によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方
法は、上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する第１段階と、
検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモ
ード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する第２段階と、上記第２段階でモ
ード切替パラメーターが設定されていると判断した場合、非同期モデム部を起動する第３
段階と、上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに切り替わる第４段階とを含み、上
記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセージの最上位ビットから予め設
定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオーバー
レイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを特徴とする。 
【００１６】
　本発明の更に他の特徴による移動通信端末は、非同期移動通信網と通信するための非同
期モデム部、及び同期移動通信網と通信するための同期モデム部をそれぞれ備える移動通
信端末であって、上記同期モデム部及び非同期モデム部の現在状態を管理し、現在位置す
る移動通信網との通信状態に応じて各モデム部の活性、非活性を制御するモード切替管理
部を含み、上記モード切替管理部は、予め設定された基準によってモード切替が決定され
ると、切り替えようとする移動通信網と通信するためのモデム部を起動し、上記モデム部
が該当移動通信網の網同期を獲得して位置登録を行うようにし、上記位置登録後、上記位
置登録を行った該当モデム部を介して該当移動通信網と通信を行うように制御し、他の移
動通信網と通信していたモデム部が非活性化するように制御し、上記モード切替管理部は
、上記マルチモード－マルチバンド移動通信端末の同期－非同期モード切替の場合に、上
記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索し、検索された上記オーバ
ーヘッドメッセージ情報に、上記モード切替のために予め決められたモード切替パラメー
ターが設定されているか否かを判断し、上記モード切替パラメーターが設定されていると
判断したとき、上記非同期モデム部を起動し、上記非同期モデム部の起動後に非同期モー
ドに切り替えるように制御し、上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッ
セージの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と
同期移動通信網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであるこ
とを特徴とする。 
【００１７】
　本発明の別の特徴によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方法は
、モード切替が決定されると、モード切替しようとする移動通信網と通信するための該当
モデム部を起動する第１段階と、起動した上記モデム部を介してモード切替しようとする
移動通信網との網同期を獲得する第２段階と、上記網同期の獲得後、該当移動通信網に位
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置登録を行う第３段階と、上記位置登録後、第１段階で起動した上記モデム部を介して該
当移動通信網と通信を行い、他の移動通信網と通信していたモデム部を非活性化する第４
段階とを含み、上記第１段階以前に、上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセー
ジ情報を検索する段階と、検索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替
のために予め決められたモード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階
と、上記モード切替パラメーターが設定されているか否かを判断する段階でモード切替パ
ラメーターが設定されていると判断した場合、非同期モデム部を起動する段階と、上記非
同期モデム部の起動後に、非同期モードに切り替わることによって上記モード切替を決定
する段階とをさらに含み、上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセー
ジの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期
移動通信網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを
特徴とする。
【００１８】
　本発明のまた別の特徴によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方
法は、上記非同期移動通信網と同期移動通信網の領域がオーバーレイされる地域で、上記
移動通信端末が、上記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索し、検
索された上記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモー
ド切替パラメーターが設定されているか否かを判断し、上記モード切替パラメーターが設
定されていると判断した場合、非同期モデム部を起動し、非同期モードに切り替わって非
同期信号を検索する第１段階と、上記非同期信号の検索の結果、非同期信号の検索有無、
及び非同期移動通信網への位置登録可否を判断する第２段階と、上記判断の結果、非同期
信号が検索されなかったり、非同期移動通信網への位置登録がなされなかった場合に、上
記移動通信端末の通信モードを同期モードに切り替えて一定時間カウントした後、上記第
１段階に帰還する第３段階とを含み、上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッ
ドメッセージの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通
信網と同期移動通信網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメーターで
あることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の更に別の特徴によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替方
法は、非同期－同期モード切替の場合は、非同期モードの移動通信端末が非同期信号を検
索し、非同期信号が検索されることによって該当非同期移動通信網に位置登録を要請する
第１段階と、上記位置登録の要請の結果、該当非同期移動通信網への位置登録が拒絶され
ると、上記移動通信端末の通信モードを同期モードに切り替え、同期信号を検索して同期
移動通信網への位置登録を行う第２段階とを含み、同期－非同期モード切替の場合は、上
記同期移動通信網からのオーバーヘッドメッセージ情報を検索する段階と、検索された上
記オーバーヘッドメッセージ情報に、モード切替のために予め決められたモード切替パラ
メーターが設定されているか否かを判断する段階と、上記モード切替パラメーターが設定
されているか否かを判断する段階でモード切替パラメーターが設定されていると判断した
とき、非同期モデム部を起動する段階と、上記非同期モデム部の起動後に非同期モードに
切り替わる段階とを含み、上記モード切替パラメーターは、上記オーバーヘッドメッセー
ジの最上位ビットから予め設定された順番のビットに設定され、非同期移動通信網と同期
移動通信網の領域がオーバーレイされた地域を知らせるためのパラメーターであることを
特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図１乃至図３を参照し、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末
機について詳しく説明する。
【００２１】
　まず図１は、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末機の通信網接続を
説明するためのブロック図である。
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【００２２】
　図１を参照すると、非同期通信網であるＷＣＤＭＡ網１００は、移動通信端末４００と
無線通信を行う無線局１０１、上記無線局１０１を制御する無線局制御機(以下‘ＲＮＣ
’と称する)１０２、上記ＲＮＣ１０２と接続されて移動通信端末４００の移動性を管理
するサービングＧＰＲＳサービスノード(Serving GPRS Service Node、以下‘ＳＧＳＮ’
と称する)１０３、ＧＰＲＳ網１０５を通して上記パケットサービスの制御及びパケット
データの伝達を行う中継装置である非同期通信網データサービス関門ノード(Gateway GPR
S Supporting Node、以下‘ＧＧＳＮ’と称する)１０６を含む。
【００２３】
　また、上記ＲＮＣ１０２には呼交換を行う交換機(以下‘ＭＳＣ’と称する)１０４が接
続され、上記ＭＳＣ１０４は信号交換のためのＮｏ.７信号網１０７と接続される。上記
Ｎｏ.７信号網１０７には、短文メッセージをサービスする短文メッセージサービスセン
ター(以下‘ＳＭＳＣ’と称する)１０８と、加入者の位置情報を管理するためのホーム位
置登録機（以下‘ＨＬＲ’と称する）１０９とが接続される。
【００２４】
　一方、同期通信網であるＣＤＭＡ２０００網２００は、移動通信端末４００と無線通信
を行う基地局（以下‘ＢＴＳ’と称する）２０１、上記ＢＴＳ２０１を制御する基地局制
御機（以下‘ＢＳＣ’と称する）２０２、上記ＢＳＣ２０２と接続されてパケットデータ
をサービスするパケットデータサービスノード（Packet Data Service Node、以下‘ＰＤ
ＳＮ’と称する）２０４、上記ＰＤＳＮ２０４に接続されてインターネット接続サービス
を行うデータコアネットワーク（Data Core Network、以下‘ＤＣＮ’と称する）２０８
、上記ＢＳＣ２０２と接続されて交換を行う交換機（以下‘ＭＳＣ’と称する）２０３を
含んで構成される。
【００２５】
　上記ＭＳＣ２０３は信号交換のためのＮｏ.７信号網２０５と接続される。上記Ｎｏ.７
信号網２０５には、短文メッセージをサービスする短文メッセージサービスセンター（以
下‘ＳＭＳＣ’と称する）２０６と、加入者の位置情報を管理するためのホーム位置登録
機（以下‘ＨＬＲ’と称する）２０７とが接続される。
【００２６】
　本実施例で、上記同期通信網２００及び非同期通信網１００は、それぞれ加入者情報と
位置情報を管理するためのＨＬＲ１０９及び２０７を備えているが、一つのＨＬＲ（デュ
アルスタックホーム位置登録機）を用いて同期通信網２００及び非同期通信網１００が加
入者情報及び位置情報を共有するようにすることもできる。
【００２７】
　図２は、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末の構成を説明するため
のブロック図である。
【００２８】
　図２を参照すると、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末４００は、
同期式移動通信と非同期式移動通信の両方を支援するためのものであり、それぞれのプロ
トコルスタックを有する。
【００２９】
　かかる本発明による移動通信端末４００は、大きく分けて、同期通信網２００及び非同
期通信網１００との電波送受信のためのアンテナ４１０と、同期式通信のための同期無線
装置４３０と、非同期式通信のための非同期無線装置４２０と、同期式及び非同期式通信
時に共通の資源を提供するための共通モジュール４４０とを含む。
【００３０】
　上記同期無線装置４３０は、無線送信のための同期無線送信部４３２と、無線受信のた
めの同期無線受信部４３３と、同期モデム部４３４とを含み、上記同期無線送信部４３２
及び同期無線受信部４３３の一側はデュプレクサー４３１を介してアンテナ４１０と接続
され、他側は上記同期モデム部４３４と接続される。
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【００３１】
　非同期無線装置４２０もまた、無線送信のための非同期無線送信部４２２と、無線受信
のための非同期無線受信部４２３と、非同期モデム部４２４とを含み、上記非同期無線送
信部４２２及び非同期無線受信部４２３の一側はデュプレクサー４２１を介してアンテナ
４１０と接続され、他側は非同期モデム部４２４と接続される。
【００３２】
　図３は、マルチモード－マルチバンド移動通信端末の共通モジュールの細部構成を説明
するためのブロック図である。
【００３３】
　図３を参照すると、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末の共通モジ
ュール４４０は、上記同期無線装置４３０及び非同期無線装置４２０の各モデム部４２４
及び４３４と接続される複数個のデュアルポートラム（Dual Port RAM、以下‘ＤＰＲＡ
Ｍ’と称する）４４１及び４４２と、上記ＤＰＲＡＭ４４１及び４４２に接続されて移動
通信端末４００の同期及び非同期通信の全般的な制御とアプリケーションの実行を行うメ
インプロセッサー４４３とを含む。上記メインプロセッサー４４３には、データ保存のた
めのメモリー４４４、周辺装置の接続のためのＩ／Ｏ装置４４５、及び電力制御のための
電力制御モジュール（以下‘ＰＷＭ’と称する）４４６が接続される。
【００３４】
　また上記共通モジュール４４０は、モード切替時の時間遅延などによる呼断絶を最小化
するためのモード切替管理部（Call Manager For Roaming）４４７を備えており、上記モ
ード切替管理部４４７は同期モデム部４３４及び非同期モデム部４２４と接続されてモー
ド切替管理を行う。本実施例では、上記モード切替管理部４４７が別途の構成として記載
されているが、上記同期モデム部４３４及び非同期モデム部４２４の内部構成として含ま
れてもよい。
【００３５】
　従って、このような移動通信端末４００は非同期通信網と同期通信網とで通信を行うこ
とができ、使用者の選択に応じて、非同期通信網でのみ通信を行う非同期専用モード（Ｗ
ＣＤＭＡ only）、まずは非同期通信網で通信を行い、非同期通信網の領域を離れると同
期通信網と通信するためのモード切替を行う非同期優先モード（ＷＣＤＭＡ preferred）
、まずは同期通信網で通信を行い、非同期通信網領域に進入すると非同期通信網と通信す
るためのモード切替を行う同期優先モード（ＣＤＭＡ preferred）、同期専用モード（Ｃ
ＤＭＡ only）のうちの何れか一つに通信モードを設定できる。
【００３６】
　次に、図４乃至図６を参照し、本発明の第１実施例によるマルチモード－マルチバンド
移動通信端末のモード切替方法について詳しく説明する。本発明の第１実施例によれば、
マルチモード－マルチバンド移動通信端末は、非同期通信網から受信される信号の強度に
基づいて非同期モードから同期モードに切り替わる。
【００３７】
　図４は、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替を説明す
るための概念図である。
【００３８】
　非同期通信網の領域Ａ内にある移動通信端末４００が、非同期通信網と同期通信網との
境界地域Ｂへ移動すると、移動通信端末４００が受信する非同期通信網無線局１０１の信
号強度は弱くなる。このような場合、マルチモード－マルチバンド移動通信端末４００は
非同期通信網１００の信号強度を測定し、非同期－同期モード切替を行うか否かを決定す
る。
【００３９】
　上記非同期通信網の信号強度は、Ｅｃ／Ｉｏ（Energy of Carrier/Interference of Ot
hers）で示す受信される全ての雑音の大きさに対するパイロットチャンネルの信号強度の
比率と、ＲＳＳＩ（Received Signal Strength Indicator）で示す受信電力（Rx Power）
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と、ＲＳＣＰ（Received Signal Code Power）で示す受信信号コード電力などから測定で
きる。
【００４０】
　この時、Ｅｃ／Ｉｏは周辺の無線環境によって過度に変動する短所がある。これに対し
て、ＲＳＳＩは移動通信端末の受信電力であり、ＲＳＣＰは移動通信端末が信号受信後に
復号化を経た値であるため、閾値がほぼ一定という特性を有する。
【００４１】
　よって、本発明では信号強度の測定にＥｃ／Ｉｏを用いずにＲＳＳＩ又はＲＳＣＰを用
い、以下の実施例ではＲＳＣＰを用いる方法を説明するが、ＲＳＳＩを用いる場合にも同
じく以下の方法を適用することができる。
【００４２】
　図５は、本発明の第１実施例によるモード切替方法のうち信号強度によるモード切替を
説明するためのグラフである。この時の信号強度は、上述したようにＲＳＣＰを基準に説
明することにする。
【００４３】
　図５に示すように、信号強度が予め設定された基準値ＴＨ以下になると、移動通信端末
４００は現在位置が非同期通信網の領域を離れていることを感知し、その状態が予め設定
された所定時間△Ｔの間持続的に維持されるか否かを判断する。このような状態が上記所
定時間ΔＴの間持続的に維持されると、移動通信端末４００は同期モデム部を起動するこ
とによって非同期モードから同期モードへの切替に備える。そして、上記同期モデム部を
起動した状態で非同期通信網の無線局信号が解除されると、移動通信端末４００は非同期
通信網の領域Ａを離れて同期通信網の領域Ｃに進入したものと判断し、移動通信端末４０
０は同期モデム部を介して直ちに同期通信網と接続し、モード切替を行う。
【００４４】
　図６は、本発明の第１実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートで
ある。本発明の第１実施例によるモード切替方法は、マルチモード－マルチバンド移動通
信端末機がアイドル状態の時に行われるモード切替方法である。
【００４５】
　図６を参照すると、非同期通信網１００の領域で移動通信端末機４００がアイドル状態
にある時（Ｓ１０）、メインプロセッサー４４３は、ＲＳＣＰ値が予め設定された基準値
ＴＨ以下であるか否かを判断する（Ｓ２０）。
【００４６】
　段階Ｓ２０において、ＲＳＣＰ値が上記予め設定された基準値ＴＨ以下であると判断さ
れると、メインプロセッサーは、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以下である
状態が、予め設定された基準時間ΔＴの間維持されるか否かを判断する（Ｓ３０）。
【００４７】
　段階Ｓ３０において、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以下である状態が、
予め設定された基準時間ΔＴの間維持されると判断されると、メインプロセッサー４４３
は同期通信網２００と通信するための同期モデム部４３４を起動する（Ｓ４０）。そして
、メインプロセッサー４４３は、現在の通信モードを同期モードに切り替え（Ｓ５０）、
同期モードアイドル状態に進入する（Ｓ６０）。
【００４８】
　次に、図７を参照し、本発明の第２実施例によるマルチモード－マルチバンド移動通信
端末のモード切替方法について詳しく説明する。本発明の第２実施例によるモード切替方
法は、マルチモード－マルチバンド移動通信端末機がトラフィック状態の時に行われる点
において、第１実施例と異なる。
【００４９】
　図７は、本発明の第２実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【００５０】
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　図７を参照すると、非同期通信網１００の領域で移動通信端末機４００がトラフィック
状態にある時（Ｓ１１０）、メインプロセッサー４４３はＲＳＣＰ値が予め設定された基
準値ＴＨ以下であるか否かを判断する（Ｓ１２０）。
【００５１】
　段階Ｓ１２０において、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以下であると判断
されると、メインプロセッサー４４３は、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以
下である状態が、予め設定された基準時間ΔＴの間維持されるか否かを判断する（Ｓ１３
０）。
【００５２】
　段階Ｓ１３０において、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以下である状態が
、予め設定された基準時間ΔＴの間維持されると判断された場合、メインプロセッサー４
４３はＲＦステージで受信されたブロックのエラー程度を示すＢＬＥＲ（BLock Error Ra
te）をモニタリングできる（Ｓ１４０）。
【００５３】
　そして、段階Ｓ１４０でモニタリングされたＢＬＥＲ値が、予め設定された閾値、例え
ば約１０％（変更可能）以上であると判断（Ｓ１５０）されると、メインプロセッサー４
４３は同期通信網２００との通信に備えるために同期モデム部４３４を起動する（Ｓ１６
０）。
【００５４】
　しかし、段階Ｓ１４０及びＳ１５０は、本発明の第２実施例をさらに補完するために進
められ得るものであり、本発明の第２実施例において必須的に要請される段階ではないた
め、段階Ｓ１４０及びＳ１５０は省略してもよい。従って、段階Ｓ１４０及びＳ１５０を
省略する場合は、段階Ｓ１３０において、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以
下である状態が、予め設定された基準時間ΔＴの間維持されると判断されると、メインプ
ロセッサー４４３は同期通信網２００と通信するための同期モデム部４３４を起動する（
Ｓ１６０）。
【００５５】
　この時、同期モデム部４３４を起動しても同期通信網２００への登録を試みはしない。
そして、メインプロセッサー４４３は現在のトラフィック状態である非同期モードの呼が
終了したか否かを判断する（Ｓ１７０）。
【００５６】
　上記段階Ｓ１７０で非同期モードの呼が終了したと判断されると、現在のトラフィック
状態が終了したということなので、移動通信端末４００はアイドル状態に進入するが、こ
のために現在位置が非同期通信網１００の領域内であるか否かを判断する（Ｓ１８０）。
【００５７】
　段階Ｓ１８０で移動通信端末４００の現在位置が非同期通信網１００の領域内であると
判断されると、メインプロセッサーは非同期モードアイドル状態に進入（Ｓ１９０）し、
この時には段階Ｓ１６０で起動された同期モデム部４３４は非活性化される。
【００５８】
　しかし、段階Ｓ１８０で移動通信端末４００の現在位置が非同期通信網１００の領域内
でないと判断されると、同期通信網の領域内であるということなので、メインプロセッサ
ー４４３は同期モードにおけるアイドル状態に進入し（Ｓ１８１）、この時には非同期モ
デム部４２４が非活性化される。
【００５９】
　一方、段階Ｓ１７０で非同期モードの呼が終了していないと判断されると、メインプロ
セッサー４４３は非同期通信網１００との無線リンクが解除されたか否かを判断する（Ｓ
１７１）。即ち、移動通信端末４００が非同期通信網１００の領域を離れたかを判断し、
その判断の結果、移動通信端末４００が非同期通信網１００の領域を離れたと判断される
と、メインプロセッサーは段階Ｓ１６０で起動した同期モデム部４３４を介して同期モー
ドに切り替わる（Ｓ１７２）。
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【００６０】
　そして、メインプロセッサー４４３は呼が終了したか否かを判断する（Ｓ１７３）。段
階Ｓ１７３で呼が終了したと判断されると、移動通信端末４００はアイドル状態に進入す
るが、このためにメインプロセッサー４４３は段階Ｓ１８０に進み、現在位置が非同期通
信網１００の領域内であるか否かを判断する。段階Ｓ１８０で移動通信端末４００の現在
位置が非同期通信網１００の領域内であると判断されると、メインプロセッサーは非同期
モードアイドル状態に進入（Ｓ１９０）し、この時には段階Ｓ１６０で起動した同期モデ
ム部４３４は非活性化される。しかし、段階Ｓ１８０で移動通信端末４００の現在位置が
非同期通信網１００の領域内でないと判断されると、同期通信網の領域内であるというこ
となので、メインプロセッサー４４３は同期モードにおけるアイドル状態に進入し（Ｓ１
８１）、この時には非同期モデム部４２４が非活性化される。
【００６１】
　しかし、上記段階Ｓ１７１で非同期無線リンクが解除されていないと判断されると、メ
インプロセッサー４４３は移動通信端末４００の現在位置が非同期通信網１００の領域内
であるか否かを判断するために、ＲＳＣＰ値が予め設定された基準値ＴＨ以上であるか否
かを判断する（Ｓ１７４）。
【００６２】
　段階Ｓ１７４において、ＲＳＣＰ値が予め設定された上記基準値ＴＨ以上であると判断
されると、メインプロセッサー４４３は移動通信端末４００の現在位置が非同期通信網１
００の領域内であると判断し、現在起動中の同期モデム部４３４をオフにし（Ｓ１７５）
、段階Ｓ１７０へ進む。
【００６３】
　上述した実施例では受信信号コード電力（ＲＳＣＰ）を例として説明したが、上記段階
Ｓ２０、Ｓ１２０、Ｓ１７４で受信信号コード電力の代わりに受信信号自体の電力値（Ｒ
ＳＳＩ）を用いても同じく具現することができる。
【００６４】
　また、上記段階Ｓ２０、Ｓ１２０、Ｓ１７４において、受信信号自体の電力及び上記受
信信号コード電力をそれぞれ測定し、それぞれの予め設定された基準値と比較することに
よって、受信信号自体の電力及び受信信号コード電力の両方を用いて本発明を具現し得る
のも当然であろう。
【００６５】
　次に、図８を参照し、本発明の第３実施例によるマルチモード－マルチバンド移動通信
端末のモード切替方法について詳しく説明する。本発明の第３実施例によれば、マルチモ
ード－マルチバンド移動通信端末は、非同期通信網から転送されるシステム情報（ＳＩＢ
；System Information Block）に基づいて非同期モードから同期モードへ切り替わる。
【００６６】
　図８は、本発明の第３実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートあ
る。
【００６７】
　図８を参照すると、移動通信端末はセル選択を行いながら非同期通信網の無線局から転
送されるセルのシステム情報（ＳＩＢ；System Information Block）をモニタリングする
（Ｓ２１０）。そして、モニタリングしたシステム情報に含まれている予め設定されたパ
ラメーター値が、同期通信網モード切替に設定されているか否かを判断する（Ｓ２２０）
。
【００６８】
　段階Ｓ２２０において、システム情報に含まれている予め設定されたパラメーター値が
同期通信網モード切替に設定されていると判断されると、移動通信端末は現在の端末モー
ドが非同期優先モード（ＷＣＤＭＡ Preferred）であるか否かを判断する（Ｓ２３０）。
上記非同期優先モードは、まずは非同期網に接続し、非同期通信網への接続が不可能な場
合に同期通信網への接続を行うモードである。
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【００６９】
　段階Ｓ２３０において、端末モードが非同期優先モードに設定されていると判断される
と、移動通信端末は上記システム情報に含まれている国家コード（ＭＣＣ；Mobile Count
ry Code）が、予め設定された国家コード（第１パラメーター）、例えば大韓民国（ＭＣ
Ｃ＝４５０）に設定されていて、ネットワークコード（ＭＮＣ；Mobile Network Code）
が、予め設定されたネットワークコード（第２パラメーター）、例えばＳＫテレコム（Ｍ
ＮＣ＝０５）に設定されているか否かを判断する（Ｓ２４０）。
【００７０】
　上記段階Ｓ２４０において、国家コードが第１パラメーターに、ネットワークコードが
第２パラメーターに設定されていると判断されると、移動通信端末は同期モードへの切替
を判断して同期モデム部を起動する（Ｓ２５０）。同期モデム部が起動すると、移動通信
端末は現在の通信モードである非同期モードを同期モードに切り替える（Ｓ２６０）。
【００７１】
　一方、段階Ｓ２３０において、端末モードが非同期優先モードに設定されていない場合
、例えば非同期専用モード（ＷＣＤＭＡ only）の場合には、上記システム情報がモード
切替のための条件に満足していても、モード切替を行わずに現在の非同期モードを維持す
る（Ｓ２３１）。
【００７２】
　また、段階Ｓ２４０において、国家コードが第１パラメーターに設定されていなかった
り、又はネットワークコードが第２パラメーターに設定されていない場合にもやはり、上
記システム情報がモード切替のための条件に満足していてもモード切替を行わずに現在の
非同期モードを維持する（Ｓ２３１）。
【００７３】
　次に、図９を参照し、本発明の第４実施例によるマルチモード－マルチバンド移動通信
端末のモード切替方法について詳しく説明する。本発明の第４実施例によれば、移動通信
端末は同期通信網から転送されるオーバーヘッドメッセージ情報、例えばベースＩＤ情報
などに基づいて同期モードから非同期モードに切り替わる。
【００７４】
　図９は、本発明の第４実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【００７５】
　図９を参照すると、同期通信網で通信中の移動通信端末は、同期通信網２００のＢＳＣ
２０２のオーバーヘッドメッセージ情報を検索する（Ｓ３１０）。そして、段階Ｓ３１０
で検索されたベースＩＤ情報に、予め設定されたモード切替パラメーターが設定されてい
るか否かを判断する（Ｓ３２０）。この時、上記モード切替パラメーターは、上記ベース
ＩＤの最上位ビット（ＭＳＢ）から予め設定された順番（本実施例では最上位ビットから
２番目のビット）のビットに設定され、これは非同期通信網領域と同期通信網領域がオー
バーレイされた地域を知らせるためのパラメーターである。
【００７６】
　段階Ｓ３２０において、ベースＩＤ情報に予め設定された上記モード切替パラメーター
が設定されていると判断されると、移動通信端末は現在の端末モードが非同期優先モード
（ＷＣＤＭＡ preferred）又は同期優先モード（ＣＤＭＡ preferred）に設定されている
か否かを判断する（Ｓ１３０）。上記非同期優先モードは、まずは非同期網に接続し、非
同期通信網への接続が不可能な場合に同期通信網への接続を行うモードである。また、上
記同期優先モードは、まずは同期網に接続し、同期通信網への接続が不可能な場合に非同
期通信網への接続を行うモードである。
【００７７】
　段階Ｓ３３０において、端末モードが非同期優先モード又は同期優先モードに設定され
ていると判断されると、移動通信端末は非同期モードへの切替を判断して非同期モデム部
を起動する（Ｓ３４０）。そして、現在の通信モードである同期モードを非同期モードに
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切り替える（Ｓ３５０）。
【００７８】
　一方、段階Ｓ３３０において、端末モードが非同期優先モード又は同期優先モードでな
く、同期専用モード（ＣＤＭＡ only）の場合には、モード切替を行わず現在の同期モー
ドを維持する（Ｓ３３１）。
【００７９】
　次に、図１０を参照し、本発明の第５実施例によるマルチモード－マルチバンド移動通
信端末のモード切替方法について詳しく説明する。本発明の第５実施例によるモード切替
方法は、同期モードから非同期モードへのモード切替が決定された後、移動通信端末の同
期モデムは非活性化され、非同期モデムは活性化されて、移動通信端末が非同期モードで
動作する具体的な方法である。
【００８０】
　図１０は、本発明の第５実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャート
である。
【００８１】
　図１０を参照すると、同期通信網で通信中の移動通信端末は、同期モデム部４３４が活
性化されて同期モードで動作を行う（Ｓ４１０）。この時、上述したように同期モードか
ら非同期モードへのモード切替が決定されると（Ｓ４２０）、モード切替管理部４４７は
非同期モデム部４３４にモード切替の要請を行う（Ｓ４３０）。これに応じて非同期モデ
ム部４３４が起動して非同期通信網の信号を検索（Ｓ４４０）し、正常に信号が検索され
たか否かを判断する（Ｓ４５０）。
【００８２】
　上記段階Ｓ４５０においてＷＣＤＭＡ信号がないと判断されると、非同期モデム部４３
４は同期獲得失敗メッセージをモード切替管理部４４７に伝送(Ｓ４５１)し、オフ又はス
リップ状態に入る（Ｓ４５２）。
【００８３】
　モード切替管理部４４７は、上記段階Ｓ４５１から伝送される同期獲得失敗メッセージ
を受信することによって非同期通信網の同期獲得失敗を認知し、同期モデム部４２４へ現
在状態を維持することを知らせる動作維持メッセージを伝送する（Ｓ４５３）。これに応
じて同期モデム部４２４は現在状態を維持（Ｓ４５４）し、移動通信端末４００は同期モ
ードで動作し続ける。
【００８４】
　一方、上記段階Ｓ４５０において、ＷＣＤＭＡ信号が検索されて同期を獲得したと判断
されると、非同期モデム部４３４は非同期通信網に位置登録を要請する（Ｓ４６１）。こ
れに応じて移動通信端末４００の非同期通信網での位置情報がＨＬＲ２０７に位置登録さ
れると（Ｓ４６２）、ＨＬＲ２０７は位置登録に対する応答を伝送する（Ｓ４６３）。そ
して、非同期通信網は上記位置登録に対する応答を同期モデム部４３４に伝送する（Ｓ４
６４）。
【００８５】
　上記非同期モデム部４３４は上記段階Ｓ４６４での応答を受信し、現在状態、即ち非同
期通信網への位置登録が完了したことを知らせるメッセージをモード切替管理部４４７に
伝送する（Ｓ４７０）。そして、非同期モデム部４３４は活性化され、移動通信端末４０
０は非同期モードで動作するようになる（Ｓ４８０）。
【００８６】
　この時、モード切替管理部４４７は、上記非同期モデム部４３４から伝送される位置登
録完了メッセージを受信することによって、非同期通信網へのモード切替が良好に行われ
たことを認知し、同期モデム部４２４を非活性化（オフ又はスリップ状態に）させるメッ
セージを同期モデム部４２４へ伝送（Ｓ４７１）し、これによって同期モデム部４２４は
非活性化（Ｓ４７２）され、モード切替が完了する。
【００８７】
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　次に、図１１を参照し、本発明の第６実施例によるモード切替方法について詳しく説明
する。本発明の第６実施例によるモード切替方法は、同期モードから非同期モードに切り
替わる過程で、非同期通信網に問題があったり非同期通信網の電界が弱く、位置登録が不
可能な場合に行われるモード切替方法である。
【００８８】
　具体的には、非同期通信網に問題があったり非同期通信網の電界が弱く、位置登録が不
可能な場合に、再度同期通信網に切り替わり、また再度非同期通信網への切替を試みるこ
とによって、上記移動通信端末には継続的な通話不能状態となるピンポン（PING-PONG）
現象が発生し得る。従って、上記移動通信端末が同期通信網からモード切替命令を受信す
ると、非同期モードで非同期信号を検索して位置登録を試み、切替に問題がある場合には
同期モードに戻り、本発明による周期的な非同期信号検索を通した非同期切替を行う。
【００８９】
　図１１は、本発明の第６実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャート
である。
【００９０】
　移動通信端末４００が同期通信網２００から切替命令信号を受信し、同期通信網２００
から非同期通信網１００への切替が決定されると（Ｓ５１０）、移動通信端末４００は現
在の通信モードを同期モードから非同期モードに切り替え（Ｓ５２０）、非同期信号を検
索して非同期信号が検索される否かを判断する（Ｓ５３０）。
上記移動通信端末４００は、非同期信号が検索されると非同期通信網への位置登録が完了
したか否かを判断し（Ｓ５４０）、位置登録が完了すると非同期通信網を通して通信を行
う。この時、上記非同期通信網への位置登録とは、サーキット網（ＣＳ）への位置登録又
はパケット網（ＰＳ）への位置登録を意味する。
【００９１】
　そして、上記段階Ｓ５３０で非同期信号が検索されなかったり、上記段階Ｓ５４０で非
同期通信網に問題があって位置登録がなされておらず、非同期モードでの通信が不可能な
場合、上記移動通信端末４００は再度同期モードに切り替わる（Ｓ５５０）。
【００９２】
　次に、上記移動通信端末４００は同期モードで一定時間カウントした後（Ｓ５６０）、
再度非同期モードに切り替わって（Ｓ５２０）非同期信号を検索し（Ｓ５３０）、位置登
録がなされるまで上記過程を繰り返す。
【００９３】
　この時、上記カウント時間、即ち検索周期は、非同期信号の検索回数に応じて一定の基
準により次第に長くなるようにすることが望ましく、カウント時間を決定するパラメータ
ー値は、システムパラメーターに含まれて非同期通信網の無線局から移動通信端末４００
へ伝送される。
【００９４】
　従って、上記移動通信端末４００はモード切替命令を受信すると、上記パラメーター値
を用いて非同期信号検索のためのカウント時間を決定し、該当時間をカウントした後に非
同期信号を検索する。
【００９５】
　この時、上記移動通信端末４００には、上記パラメーター値に代わり得る基本パラメー
ター値が設定及び保存されていることが望ましく、移動通信端末４００がシステムからパ
ラメーター値を受信できなかった場合に、予め設定及び保存された上記基本パラメーター
値を用いてカウント時間を決定する。
【００９６】
　例えば、上記パラメーター値は、非同期信号を検索するための単位間隔情報Ｔ、非同期
信号の検索間隔を決定するためのパラメーター情報Ａ、及び非同期信号の最大検索回数情
報（Ｎｍａｘ）を含んで構成されることができる。そして、移動通信端末４００が非同期
信号を検索する回数を‘ｎ’とする時、上記移動通信端末４００は次の数式１によって信
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号検索周期を決定する。
［数式１］
ｔ＝Ａｎ*Ｔ
【００９７】
　上記式で、非同期信号検索回数である‘ｎ’値は、‘１’から‘Ｎｍａｘ’までの値を
順次有する。即ち、移動通信端末４００がモード切替命令受信後に位置登録がなされず、
再度非同期信号を検索するまでの初期カウント時間は‘Ａ*Ｔ’、上記時間のカウント後
にも位置登録がなされなかった場合の、非同期信号を検索するまでのカウント時間は‘Ａ
２*Ｔ’、その次のカウント時間は‘Ａ３*Ｔ’となる。
【００９８】
　この時、非同期モードへの切替が不可能で上記の検索過程を反復することによって上記
非同期信号検索回数が‘Ｎｍａｘ’値以上になると、以後の非同期信号検索回数と関係無
く非同期信号の検索周期は‘ＡＮｍａｘ*Ｔ’に固定される。
【００９９】
　上記カウント時間を決定するパラメーター値及び数式は多様に変更可能であり、‘ｎ’
値は‘０’から‘Ｎｍａｘ’までの値を有することもできる。
【０１００】
　一方、本発明は、マルチモード－マルチバンド移動通信端末４００の通信モード設定状
態が非同期優先モード又は同期優先モードである場合にだけ適用され、非同期専用モード
又は同期専用モードである場合には適用されない。従って、移動通信端末４００は同期通
信網からモード切替命令を受信すると、現在の通信モード設定状態を判断し、上記判断の
結果、非同期優先モードと同期優先モードのうちの何れかである場合に非同期信号を検索
することが望ましい。
【０１０１】
　次に、図１２及び図１３を参照し、本発明の第７実施例によるマルチモード－マルチバ
ンド移動通信端末のモード切替方法について詳しく説明する。
【０１０２】
　図１２は、本発明の第７実施例によるモード切替を説明するための概念図である。
【０１０３】
　図１２に示すように、Ａ社の同期通信網領域には、Ａ社の非同期通信網領域とＢ社の非
同期通信網領域とが存在する。この時、Ａ社の加入端末である移動通信端末４００の現在
の通信モードが非同期優先モードである場合、上記移動通信端末４００はＡ社の非同期通
信網領域とＡ社の同期通信網領域がオーバーレイされる地域では、Ａ社の非同期通信網を
通して通信を行い、Ａ社の同期通信網領域のみが存在する地域では、同期モードに切り替
わってＡ社の同期通信網を通して通信を行う。
【０１０４】
　そして、上記非同期優先モードの移動通信端末４００は、Ａ社の非同期通信網領域を離
れ、Ｂ社の非同期通信網領域とＡ社の同期通信網領域がオーバーレイされる地域で位置登
録を試みると、Ａ社の同期通信網でなくＢ社の非同期通信網の信号である非同期信号をま
ず検索し、上記Ｂ社の非同期通信網に位置登録を要請する。
【０１０５】
　この時、上記Ｂ社の非同期通信網は上記位置登録を要請した移動通信端末４００の加入
者情報を照会し、Ｂ社の加入者でない場合、上記移動通信端末４００からの位置登録を拒
絶し、位置登録に失敗した上記移動通信端末４００は、上記Ｂ社の非同期通信網を通して
非常呼の処理のみが可能な状態である緊急通話状態に切り替えられる。
【０１０６】
　また、上記移動通信端末４００がＡ社の非同期通信網領域に存在する場合にも、Ａ社の
非同期通信網の障害などによって位置登録が拒絶され得ることがあり、このような場合に
も、上記移動通信端末４００は緊急通話状態に切り替えられる。
【０１０７】
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　本実施例では、マルチモード－マルチバンド移動通信端末４００が非同期通信網から位
置登録を拒絶され緊急通話状態に切り替えられると、Ａ社の同期通信網を通してあらゆる
サービスが提供されるように同期モードに切り替わり、Ａ社の同期通信網を通して通信を
行うことができるようにする。
【０１０８】
　図１３は、本発明の第７実施例によるモード切替過程を説明するためのフローチャート
である。
【０１０９】
　図１３に示すように、移動通信端末４００が位置登録を試みると（Ｓ６１０）、まず非
同期信号を検索して非同期信号が検索されるか否かを判断する（Ｓ６２０）。
【０１１０】
　この時、上記非同期信号の検索は、上記移動通信端末４００が非同期優先モードの端末
で、現在非同期モードにある場合に行われるものであり、上記の位置登録は電源オン（Ｏ
Ｎ）による位置登録、周期的な位置登録、セルの移動による位置登録など、あらゆる場合
の位置登録を含む。
【０１１１】
　上記判断の結果、非同期信号が検索されると、上記移動通信端末４００は該当非同期通
信網に位置登録を要請し（Ｓ６３０）、上記位置登録の要請の結果、該当非同期通信網か
ら位置登録拒絶メッセージを受信すると（Ｓ６４０）、上記移動通信端末４００は非常呼
のみが可能な緊急通話状態に切り替えられる（Ｓ６５０）。
【０１１２】
　上記位置登録拒絶メッセージとは、位置登録の要請を受けた非同期通信網で上記移動通
信端末４００の加入者情報を照会した結果、該当網に上記加入者情報が存在しない場合の
該当非同期通信網からの位置登録の拒絶や、或いは網の障害による位置登録不能などを意
味し得る。
【０１１３】
　この時、本発明の上記移動通信端末４００は、通信モードを同期モードに切り替え（Ｓ
６６０）、同期信号を検索して同期通信網への位置登録を行い（Ｓ６７０）、上記同期通
信網を通して通信を行うことができるようにする。
【０１１４】
　また、上記非同期信号の検索有無を判断する段階（Ｓ６２０）で、非同期信号が検索さ
れない場合、上記移動通信端末４００は同期モードへの切替（Ｓ６６０）を行い、同期信
号の検索及び位置登録を行う（Ｓ６７０）。
【０１１５】
　一方、本発明は、マルチモード－マルチバンド移動通信端末４００の通信モード設定状
態が非同期優先モード又は同期優先モードである場合にだけ適用され、非同期専用モード
又は同期専用モードである場合には適用されない。
【０１１６】
　従って、移動通信端末４００は、使用者が位置登録を試みた際に現在の通信モード設定
状態を判断し、上記判断の結果、非同期優先モードである場合、非同期信号を検索するこ
とが望ましい。
【０１１７】
　また、上記説明では、移動通信端末が緊急通話状態に切り替えられる場合、同期モード
への切替を行うと説明したが、本発明では緊急通話状態が有する意味が無くなるので、緊
急通話状態への切替以前に非同期通信網から位置登録拒絶メッセージを受信することによ
って同期モードへの切替を行うようにすることができる。
【０１１８】
　上述したように、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末及びそのモー
ド切替方法によれば、非同期通信網から同期通信網への領域移動時の通信断絶を最小化し
て非同期通信網と同期通信網とのモード切替を行うことができる。
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【０１１９】
　また、本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末及びそのモード切替方法
によれば、ＭＭ－ＭＢ端末が自動でＷＣＤＭＡとＣＤＭＡとの切替を行うにあたって発生
し得るピンポン（PING-PONG）現象を最小化できる。
【０１２０】
　以上で説明した本発明は、本発明の属する技術分野の当業者ならば、その技術的思想や
必須的特徴を変更しない限り、他の具体的な形態で実施され得ることを理解できるであろ
う。従って、以上で記述した実施例は、あらゆる面において例示的なものであり、限定的
なものではないと理解すべきである。本発明の範囲は上述の詳細な説明よりは後述する特
許請求範囲によって示され、特許請求範囲の意味、範囲及びそれらの等価概念から導出さ
れる全ての変更又は変形された形態が本発明の範囲に含まれるものと解釈すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末機の通信網接続を説明す
るためのブロック図である。
【図２】本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末の構成を説明するための
ブロック図である。
【図３】本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末の共通モジュールの構成
を説明するためのブロック図である。
【図４】本発明によるマルチモード－マルチバンド移動通信端末のモード切替を説明する
ための概念図である。
【図５】本発明の第１実施例によるモード切替方法のうち信号強度によるモード切替を説
明するためのグラフである。
【図６】本発明の第１実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図７】本発明の第２実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図８】本発明の第３実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図９】本発明の第４実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の第５実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１１】本発明の第６実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１２】本発明の第７実施例によるモード切替を説明するための概念図である。
【図１３】本発明の第７実施例によるモード切替方法を説明するためのフローチャートで
ある。
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