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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブル端末における近距離無線ネットワークの自動接続の方法であって、
　アクセスポイント（ＡＰ）登録時、前記ＡＰの位置情報を保存する過程と、
　前記端末の位置情報を獲得する過程と、
　前記端末の位置情報と前記ＡＰの位置情報を比べる過程と、
　前記両位置情報を比べた結果及び前記端末のモーションに基づいて、通信部のアクティ
ベーション周期を制御する過程と、
　前記通信部がアクティベートされる時、前記ＡＰを検索する過程と、
を有し、
　前記アクティベーション周期を制御する過程が、前記両位置情報を比べた結果および前
記端末のモーションに基づき、前記通信部の電源のオンまたはオフを決定する過程を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ポータブル端末における近距離無線ネットワークの自動接続の装置であって、
　アクセスポイント（ＡＰ）登録時、前記ＡＰの位置情報を保存する保存部と、
　前記端末の位置情報を獲得する位置情報獲得部と、
　前記端末の位置情報と前記ＡＰの位置情報を比べ、前記両位置情報を比べた結果及び前
記端末のモーションに基づいて通信部のアクティベーション周期を制御する制御部と、
　前記通信部がアクティベートされる時、ＡＰを検索する通信部と、
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を備え、
　前記アクティベーション周期を制御することが、前記両位置情報を比べた結果および前
記端末のモーションに基づき、前記通信部の電源のオンまたはオフを決定することを含む
ことを特徴とする装置。
【請求項３】
　前記通信部のアクティベーション周期を制御する過程は、
　前記端末とＡＰの間の距離をしきい距離と比べる過程と、
　前記端末とＡＰの間の距離がしきい距離より大きい場合、前記通信部を非アクティベー
トせる過程と、
　前記端末とＡＰの間の距離がしきい距離より小さい又は等しい場合、前記通信部をアア
クティベートさせる過程と、を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末とＡＰの間の距離に応じて通信部のスキャン周期を制御する過程を有し、
　前記スキャン周期は、前記端末とＡＰの間の距離が短いほど、スキャン区間を長く設定
して非スキャン区間を短く設定することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末のモーションを測定する過程と、
　前記端末のモーションによって前記通信部のスキャン周期を制御する過程を有すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末のモーションによって前記通信部のアクティベーション周期を制御する過程は
、前記端末のモーションの程度をしきい値と比べる過程と、前記端末のモーションの程度
がしきい値より小さい又は等しい場合、前記通信部を非アクティベーションさせる過程と
、前記端末のモーションの程度がしきい値より大きい場合、前記通信部をアクティベーシ
ョンさせる過程とを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記端末の前記モーションの程度によって通信部のスキャン周期を制御する過程は、前
記端末のモーションの程度が小さいほど、スキャン区間を短く設定して非スキャン区間を
長く設定する過程を有することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記端末とＡＰの間の距離及び端末のモーションの中で少なくとも一つを利用して前記
端末の位置情報を獲得する周期と端末のモーションを測定する周期の中で少なくとも一つ
を制御する過程を有することを特徴とする請求項１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記位置情報は、位置座標及びセル識別子の中でいずれか一つであることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、登録されたＡＰが検索される時、検索されたＡＰとの接続の手順を実行す
る過程と、前記ＡＰに対応する前記登録されたイベントを実行する過程をさらに有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末のモーションを測定する慣性センサーを備えたことを特徴とする請求項２に記
載の装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記端末とＡＰの間の距離をしきい距離と比べて前記端末とＡＰの間の
距離がしきい距離より大きい場合、前記通信部を非アクティベートさせて、前記端末とＡ
Ｐの間の距離がしきい距離より小さい又は等しい場合、前記通信部をアクティベートさせ
ることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記端末とＡＰの間の距離に応じて通信部のスキャン周期を制御して、
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前記端末とＡＰの間の距離が短いほど、スキャン区間を長く設定して非スキャン区間を短
く設定することを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記端末のモーションを測定する慣性センサーを備え、
　前記制御部は、前記端末のモーションによって前記通信部のスキャン周期を制御するこ
とを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記端末のモーションによる前記通信部のアクティベーション周期の制御は、前記端末
のモーションの程度をしきい値と比べ、前記端末のモーションの程度がしきい値より小さ
い又は等しい場合、前記通信部を非アクティベーションさせ、前記端末のモーションの程
度がしきい値より大きい場合、前記通信部をアクティベーションさせ、
　前記制御部は前記端末のモーションの程度をしきい値と比べて、前記端末のモーション
の程度がしきい値段より小さい又は等しい場合、前記通信部を非アクティベートさせ、
　前記端末のモーションの程度がしきい値より大きい場合、前記通信部をアクティベート
させることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、前記端末のモーションの程度が小さいほど、スキャン区間を短く設定し
て非スキャン区間を長く設定することを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、前記端末とＡＰの間の距離及び端末のモーションの程度の中で少なくと
も一つを利用して前記位置情報獲得部の位置情報獲得周期と慣性センサーのモーション測
定周期の中で少なくとも一つを制御することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記位置情報は、位置座標及びセル識別子の中でいずれか一つであることを特徴とする
請求項２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記通信部は、登録されたＡＰが検索される時、検索されたＡＰとの接続の手順を実行
して、前記制御部は、前記ＡＰに対応する前記登録されたイベントを実行することを特徴
とする請求項２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は近距離無線ネットワークをサポートするポータブル端末に関する。特に、ユー
ザーの操作なしに近距離無線ネットワークを自動的に接続する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年にホームネットワークに対する関心が急増し、セルラーネットワークと近距離無線
ネットワークの利用を可能にするポータブル端末が研究開発されている。前記近距離無線
通信技術では無線ＬＡＮと無線ＰＡＮを例にあげることができる。
【０００３】
　一般的に、セルラーネットワークと前記近距離無線ネットワークをサポートするポータ
ブル端末は前記近距離無線ネットワークのＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）に自分を登
録する手順を実行することで、前記セルラーネットワークで提供するサービスと等しいサ
ービスの提供を受けることができる。
【０００４】
　従来のポータブル端末では前記近距離無線ネットワークをサポートする通信モジュール
の電源がオンになると、接続しようとするサービスセットＩＤ（ＳＳＩＤ）に対応するＡ
Ｐが検索されるまで周辺ＡＰから送信されるビーコン信号を受信して、前記接続しようと
するＡＰが検索されると、該当のＡＰとの接続の手順を実行してサービスの提供を受ける
。すなわち、前記近距離無線ネットワークをサポートする通信モジュールの電源がオン（
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ＯＮ）になっている状態で該当のＡＰが検索されなければ、前記ポータブル端末は該当Ａ
Ｐを検索するための動作を継続的に実行するようになる。このような動作は周辺に該当Ａ
Ｐが存在しない場合には、前記ポータブル端末の電力を浪費する原因になる。したがって
、従来ではＡＰ接続の必要によってユーザーが前記近距離無線ネットワークをサポートす
る通信モジュールをオン/オフ（ＯＮ/ＯＦＦ）できるようにしている。
【０００５】
　しかし、このようなユーザーの直接操作の方法はユーザーの不便をもたらすだけでなく
、前記ユーザーの不注意によって前記近距離通信モジュールのオン/オフを制御しない場
合、必要なサービスの提供を受けることができなくなるとか電力が無駄使いされる問題点
が発生する可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明では、前述のような問題点を鑑みて、本発明の目的はポータブル端末でユーザー
の操作なしに、近距離無線ネットワークを自動的に接続する方法及び装置を提供すること
にある。
【０００７】
　本発明の他の目的は、ポータブル端末で位置情報を利用して近距離無線ネットワークサ
ポートモジュールの電源オン/オフを制御する方法及び装置を提供することにある。
【０００８】
　本発明のさらなる他の目的は、ポータブル端末でモーション情報を利用して近距離無線
ネットワークサポートモジュールの電源オン/オフを制御する方法及び装置を提供するこ
とにある。
【０００９】
　本発明のさらなる他の目的は、ポータブル端末で位置情報を利用して近距離無線ネット
ワークの検索周期を制御する方法及び装置を提供することにある。
【００１０】
　本発明のさらなる他の目的は、ポータブル端末でモーション情報を利用して近距離無線
ネットワークの検索周期を制御する方法及び装置を提供することにある。
【００１１】
　本発明のさらなる他の目的は、ポータブル端末で近距離無線ネットワークを自動的に接
続して、あらかじめ設定されたイベントを実行するための方法及び装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前述の目的を達成するための本発明の第１見地によると、ポータブル端末で近距離無線
ネットワークの自動接続の方法は、アクセスポイント(ＡＰ:Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）
登録時、前記ＡＰの位置情報を保存する過程と、前記端末の位置情報を獲得する過程と、
前記端末の位置情報と前記ＡＰの位置情報を比べて通信部のアクティベーション周期を制
御する過程と、前記通信部がアクティベートされる時、前記ＡＰを検索する過程とを有す
ることを特徴とする。
【００１３】
　前述の目的を達成するための本発明の第２見地によると、ポータブル端末で近距離無線
ネットワークの自動接続の装置は、ＡＰ登録時、前記ＡＰの位置情報を保存する保存部と
、前記端末の位置情報を獲得する位置情報獲得部と、前記端末の位置情報と前記ＡＰの位
置情報を比べて通信部のアクティベーション周期を制御する制御部と、前記通信部がアク
ティベートされる時、ＡＰを検索する通信部と、を備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明によるポータブル端末のＡＰ検索周期を図示する図面である。
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【図２】本発明の実施形態によるポータブル端末で位置に応じてＡＰ検索の実行の可否を
示す図面である。
【図３】本発明によるポータブル端末のブロック構成を図示する図面である。
【図４】本発明の実施形態によるポータブル端末で初期のＡＰ登録手順を図示する図面で
ある。
【図５】本発明の実施形態によるポータブル端末でＡＰ検索手順を図示する図面である。
【図６】本発明の実施形態によるポータブル端末で位置情報を利用して近距離無線ネット
ワークサポートモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を制御する手順を図示する
図面である。
【図７】本発明の実施形態によるポータブル端末でモーション情報を利用して近距離無線
ネットワークサポートモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を制御する手順を図
示する図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の好ましい実施形態を添付した図面を参照して説明する。また本発明を説
明することにおいて、関連する公知機能あるいは構成に対する具体的な説明が本発明の趣
旨を不明瞭にする可能性があると判断された場合、その詳細な説明は略する。
【００１６】
　以下、本発明ではポータブル端末で位置情報及びモーション情報を利用して近距離無線
ネットワークサポートモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を制御するための技
術について説明する。以下、本発明で近距離無線ネットワークは無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ：
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を例に説明して、無線ＰＡ
Ｎ（ＷＰＡＮ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）にも
等しい方式で適用することができる。
【００１７】
　図１(a)及び１(b)は本発明の実施形態によるポータブル端末のＡＰ検索周期を図示して
いる。
【００１８】
　前記図１(a)及び１(b)を参照すると、まず近距離無線ネットワークのＡＰ１００は周期
的にビーコン信号を送信する（１１０段階）。
【００１９】
　前記端末１０２は周期的に位置情報やモーション情報を利用して無線ＬＡＮモジュール
の電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を決定し、自分が登録されたＡＰ１００の周辺に位置
するかどうかを検査する。前記端末１０２は前記ＡＰ１００の周辺に位置するようになる
と、前記無線ＬＡＮモジュールの電源をオンさせて前記決定されたＡＰ検索周期によって
スリープ（Ｓｌｅｅｐ）状態とリスン（Ｌｉｓｔｅｎ）状態を周期的に繰り返す。ここで
、ＡＰ検索周期は前記スリープ状態とリスン状態を維持あるいは転換する時間区間を意味
して、前記スリープ状態は前記近距離無線ネットワークサポートモジュール（以下、‘無
線ＬＡＮモジュール’と称する）が一定量以下の電力を使用することで、信号の送受信が
不可能な状態を意味し、前記リスン状態は前記無線ＬＡＮモジュールが一定量以上の電力
を使用することで、信号の送受信が可能な状態を意味する。
【００２０】
　以後、前記端末１０２は前記ＡＰ１００のサービス領域内に位置するようになると、前
記リスン状態で前記ＡＰ１００のビーコン信号を受信し（１１２段階）、前記ＡＰ１００
との接続の手順を実行する（１１４段階）。以後、前記端末１０２は無線ＬＡＮをベース
に前記設定されたイベントを検索した後、検索されたイベントに対応する機能を自動的に
実行することができる。
【００２１】
　図２(a)及び２(b)は本発明の実施形態によるポータブル端末で、位置に応じてＡＰ検索
の実行の可否を示している。
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【００２２】
　前記図２(a)及び２(b)の図示のように、端末２００はＧＰＳシステム２１０から自分の
位置情報２１２を獲得して前記登録されたＡＰ２２０、２２２との距離を測定し、測定さ
れた距離に応じて無線ＬＡＮモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を決めること
ができる。
【００２３】
　前記端末２００は図２Ａの図示のように、前記登録されたＡＰ２２０、２２２との距離
がしきい距離以上に測定された場合には無線ＬＡＮモジュールの電源をオフさせる。 
【００２４】
　また、前記端末２００は図２ｂの図示のように、前記登録されたＡＰ２２０、２２２の
中で少なくとも一つのＡＰ２２０との距離がしきい距離以下に測定された場合には無線Ｌ
ＡＮモジュールの電源をオンさせて、ＡＰ検索周期を決定してＡＰ検索を実行する。この
時、前記端末２００は前記ＡＰ２２０との測定距離が短いほど、スリープ状態で動作する
時間を短く設定し、リスン状態で動作する時間を長く設定する。反対に、前記ＡＰ２２０
との測定距離が長いほど、スリープ状態で動作する時間を長く設定し、リスン状態で動作
する時間を短く設定することができる。勿論、ここにおいて前記リスン状態で動作する時
間区間はＡＰのビーコンを逃さないように、ビーコン送信周期の数倍に設定することもで
きる。
【００２５】
　また、前記端末２００は前記リスン状態で前記ＡＰ２２０、２２２の中でしきい距離よ
りも内側に位置していると判断されたＡＰ２２０のアドレスやＩＤに対してだけスキャン
を試みることができる。 
【００２６】
　また、前記端末２００は前記ＡＰ２２０との距離がしきい距離以下の場合、モーション
の程度を考慮して前記無線ＬＡＮモジュールの電源オン/オフとＡＰ検索周期を決めるこ
ともできる。例えば、前記端末２００は前記ＡＰ２２０との距離がしきい距離以下の場合
でも、前記端末２００のモーションがない間にはビーコンをスキャンしないように前記無
線ＬＡＮモジュールの電源をオフさせたりスリープ状態で動作することができる。
【００２７】
　それでは、前述した説明を基づいて下記で図３ないし図７を参照して前記ポータブル端
末の構成及び詳細な動作について説明する。
【００２８】
　図３は本発明によるポータブル端末のブロック構成を図示している。
【００２９】
　前記図３を参照すると、前記ポータブル端末は制御部３００、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：衛星位置確認システム）受信機３１０、モーシ
ョン感知センサー３２０、通信モジュール３３０及び保存部３４０を備るように構成され
て、前記制御部３００は無線ＬＡＮモジュール制御部３０２を備え、前記通信モジュール
３３０はセルラーモジュール３３２と無線ＬＡＮモジュール３３４を備えるように構成さ
れる。
【００３０】
　前記制御部３００は前記ポータブル端末の全般的な動作を制御及び処理し、本発明に基
づき前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２を備えることにより、位置情報及びモーショ
ン情報を利用して無線ＬＡＮに自動的に接続するための機能を制御及び処理する。
【００３１】
　前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２はＡＰ初期登録時、前記ＡＰのＭＡＣアドレス
を前記保存部３４０に保存して、初期登録時の位置情報を前記ＡＰの位置情報として決定
して前記保存部３４０に保存する。
【００３２】
　前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２は、前記ＧＰＳ受信機３１０から周期的に現在
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の位置情報を獲得した後、現在の位置情報と前記ＡＰの位置情報を利用して前記端末と前
記登録されたＡＰとの距離を測定し、測定された距離に応じて前記無線ＬＡＮモジュール
の電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を決める。この時、前記無線ＬＡＮモジュール制御部
３０２は前記端末とＡＰとの測定された距離がしきい距離以上の場合、前記無線ＬＡＮモ
ジュール３３４の電源オフを決定し、しきい距離以下の場合、前記無線ＬＡＮモジュール
３３４の電源のオンを決定ことができる。また、前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２
は前記端末とＡＰとの測定された距離がしきい距離以下の場合、測定された距離が短いほ
ど前記無線ＬＡＮモジュール３３４のスリープ区間を短く決定し、リスン区間を長く決め
ることができるし、反対に、測定された距離が長いほど前記無線ＬＡＮモジュール３３４
のスリープ区間を長く決定し、リスン区間を短く決めることができる。
【００３３】
　また、前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２は前記モーション感知センサー３２０か
ら獲得される端末のモーション情報によって前記無線ＬＡＮモジュール３３４の電源オン
/オフ及びＡＰ検索周期を決める。すなわち、前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２は
前記端末のモーションがない間には前記無線ＬＡＮモジュール３３４が電源オフされるな
どスリープ状態を維持するように決めることができる。例えば、机の上に置かれている端
末のようにモーションがない端末の場合、周期的にＡＰ検索を実行する必要がないので、
無線ＬＡＮモジュール３３４の電源をオフさせるなどスリープ状態に維持することができ
る。また、前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２は前記端末のモーションがある場合、
前記無線ＬＡＮモジュール３３４の電源オンを決める。この時、前記無線ＬＡＮモジュー
ル制御部３０２は前記端末のモーションの程度がしきい値以上の場合、スリープ区間を短
く決定してリスン区間を長く決定し、反対に、前記端末のモーションの程度がしきい値以
下の場合、前記無線ＬＡＮモジュール３３４のスリープ区間を長く決定してリスン区間を
短く決めることができる。
【００３４】
　前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２は事業者やユーザーの設定によって前記位置情
報とモーション情報を考慮して前記無線ＬＡＮモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索
周期を決めることもできるし、前記位置情報とモーション情報の中でいずれかのみを考慮
して前記無線ＬＡＮモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を決めることもできる
。
【００３５】
　また、前記無線ＬＡＮモジュール制御部３０２は前記端末の位置情報やモーション情報
によって前記位置情報やモーション情報を獲得する周期を変更することができる。
【００３６】
　前記ＧＰＳ受信機３１０はＧＰＳ衛星から送信された電波を受信して前記ポータブル端
末の位置を示す位置座標を獲得する。前記ＧＰＳ受信機３１０は前記制御部３００の制御
によって所定の周期ごとに前記位置情報を獲得して前記制御部３００に提供する。
【００３７】
　前記モーション感知センサー３２０は前記端末の慣性力を検出して加速度、移動速度、
移動方向及び移動距離などのようなモーション情報を提供する。ここで、前記モーション
感知センサー３２０は慣性センサーを含んでいる意味で、加速度計（Ａｃｃｅｌｅｒｏｍ
ｅｔｅｒ）と角速度計（Ｇｙｒｏｓｃｏｐｅ）を例にあげることができる。
【００３８】
　前記通信モジュール３３０は、セルラーモジュール３３２と無線ＬＡＮモジュール３３
４を含んでセルラーネットワーク及び無線ＬＡＮネットワークと送受信される信号を処理
する。特に、前記通信モジュール３３０は前記制御部３００の制御によって前記無線ＬＡ
Ｎモジュール３３４を通じて前記無線ＬＡＮネットワークのＡＰからビーコン信号をスキ
ャンする。前記無線ＬＡＮモジュール３３４は、前記制御部３００の制御によって電源が
オン/オフされてアクティブあるいは非アクティブになって、電源オンの時にＡＰ検索周
期によってスリープ状態とリスン状態を転換して前記登録されたＡＰのビーコン信号をス
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キャンするための機能を実行する。ここで、前記セルラーモジュール３３２は前記無線Ｌ
ＡＮモジュール３３４の電源オンの間にスリープ状態で動作する。
【００３９】
　前記保存部３４０は前記ポータブル端末の全般的な動作のための各種プログラム及びデ
ータを保存して、本発明によってＡＰのＭＡＣアドレス及び位置情報を保存する。また、
前記保存部３４０は位置情報やモーション情報によるＡＰ検索周期を示すテーブルを保存
することができる。
【００４０】
　図４は本発明の実施形態によるポータブル端末で初期ＡＰ登録の手順を図示している。
【００４１】
　前記図４を参照すると、前記端末は４０１段階で初期ＡＰ登録の手順が実行されるのか
を検査する。前記初期ＡＰ登録の手順が実行されると、前記端末は４０３段階で前記ＡＰ
からＭＡＣアドレスを獲得して保存し、４０５段階で現在の位置情報を獲得する。
【００４２】
　以後、前記端末は４０７段階で前記獲得された現在の位置情報を前記ＡＰの位置情報と
して決定して保存し、本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００４３】
　図５は本発明の実施形態によるポータブル端末でＡＰ検索手順を図示している。
【００４４】
　前記図５を参照すると、前記端末は５０１段階で位置情報やモーション情報を利用して
無線ＬＡＮモジュールの電源オン/オフ及びスリープ/リスン区間を示すＡＰ検索周期を決
める。ここで、前記位置情報やモーション情報を利用して無線ＬＡＮモジュールの電源オ
ン/オフ及びＡＰ検索周期を決める過程は下記の図６及び図７で詳しく説明する。
【００４５】
　前記端末は５０３段階で前記の決定された無線ＬＡＮモジュールの電源オン/オフ及び
ＡＰ検索周期によって無線ＬＡＮモジュールを動作中に前記無線ＬＡＮモジュールがリス
ン状態になるのかを検査する。
【００４６】
　前記無線ＬＡＮモジュールがリスン状態になると、前記端末は５０５段階に進行して周
辺ＡＰから送信されたビーコンをスキャンしてＡＰを検索し、５０７段階で検索されたＡ
ＰのＭＡＣアドレスと前記保存されたＡＰのＭＡＣアドレスが等しいかの可否を比べる。
前記検索されたＡＰのＭＡＣアドレスと前記保存されたＡＰのＭＡＣアドレスが同一でな
い場合、前記端末は前記検索されたＡＰに接続できないことを判断して前記５０１段階に
戻る。
【００４７】
　前記検索されたＡＰのＭＡＣアドレスと前記保存されたＡＰのＭＡＣアドレスが等しい
場合、前記端末は５０９段階に進行して前記検索されたＡＰとの接続の手順を実行する。
【００４８】
　以後、前記端末は５１１段階であらかじめ設定されたイベントを検索して実行し、５１
３段階に進行して前記ＡＰとの接続が終了されるのかを検査する。前記ＡＰとの接続を終
了しない時、前記端末は５１１段階に戻って、以下の段階を再実行する。ここで、前記Ａ
Ｐを通じて通信を実行することは当然である。
【００４９】
　一方、前記ＡＰとの接続が終了される時、前記５０１段階に戻って、以下の段階を再実
行する。ここで、前記ＡＰとの接続終了はユーザーの操作による接続終了と前記ＡＰから
端末の距離が遠くなって接続が自動的に終了される場合を含む意味である。
【００５０】
　図６は本発明の実施形態によるポータブル端末で位置情報を利用して近距離無線ネット
ワークサポートモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を制御する手順を図示して
いる。
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【００５１】
　前記図６を参照すると、前記端末は６０１段階で前記端末の現在の位置情報を獲得し、
６０３段階に進行して前記現在の位置情報と前記保存されたＡＰの位置情報を比べる。以
後、前記端末は６０５段階で、前記の比較結果、前記端末とＡＰの間の距離がしきい距離
より小さいか等しいかの可否を検査する。
【００５２】
　もし、前記端末とＡＰの間の距離がしきい距離より小さい又は等しい場合、前記端末は
６０７段階に進行して端末とＡＰの間の距離に応じてスリープ/リスン区間を示すＡＰ検
索周期を決定し、６１１段階で無線ＬＡＮモジュールの電源オンを決めた後、下記６１３
段階に進行する。例えば、前記端末は前記端末とＡＰの間の距離が短いほど、前記無線Ｌ
ＡＮモジュールのスリープ区間を短くリスン区間を長く決定し、反対に、前記端末とＡＰ
の間の距離が長いほど、前記無線ＬＡＮモジュールのスリープ区間を長くリスン区間を短
く決めることができる。
【００５３】
　一方、前記端末とＡＰの間の距離がしきい距離より大きい場合、６０９段階に進行して
無線ＬＡＮモジュールの電源オフを決定し、下記６１３段階に進行する。
【００５４】
　その後、前記端末は６１３段階で前記端末とＡＰの間の距離に応じて位置情報獲得タイ
マーを設定する。例えば、前記端末とＡＰの間の距離が長いほど前記位置情報獲得タイマ
ーを長く設定し、前記端末とＡＰの間の距離が短いほど前記位置情報獲得タイマーを短く
設定することができる。
【００５５】
　その後、前記端末は６１５段階で前記設定された位置情報獲得タイマーを動作させて満
了するのかの可否を検査する。前記タイマーが満了する時、前記端末は前記６０１段階に
戻って以下の段階を再実行する。
【００５６】
　図７は本発明の実施形態によるポータブル端末でモーション情報を利用して近距離無線
ネットワークサポートモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を制御する手順を図
示している。
【００５７】
　前記図７を参照すると、前記端末は７０１段階でモーション感知センサーを利用して前
記端末のモーションを感知し、７０３段階で前記端末のモーションの程度をしきい値と比
べてしきい値より大きいか等しいかの可否を検査する。
【００５８】
　もし、前記端末のモーションの程度がしきい値より大きい又は等しい場合、前記端末は
７０５段階に進行して無線ＬＡＮモジュールの電源オンを決定し、ＡＰ検索周期を決めた
後、下記７０９段階に進行する。この時、前記端末は前記端末のモーションの程度が大き
いほどスリープ区間を短くリスン区間を長く決定し、反対に前記端末のモーションの程度
が小さいほどスリープ区間を長くリスン区間を短く決めることができる。
【００５９】
　一方、前記端末のモーションの程度がしきい値より小さい場合、前記端末は７０７段階
に進行して無線ＬＡＮモジュールの電源オフやスリープ状態維持を決めた後、下記７０９
段階に進行する。これは、机の上に置かれている端末のようにモーションがない端末の場
合、周期的にＡＰ検索を実行する必要がないからである。
【００６０】
　その後、前記端末は７０９段階で前記端末のモーションの程度によってモーション感知
タイマーを設定する。例えば、前記端末が動く場合は前記モーション感知タイマーを短く
設定し、前記端末が動かない場合は前記モーション感知タイマーを長く設定することがで
きる。
【００６１】
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　その後、前記端末は７１１段階で前記設定されたモーション感知タイマーを動作させて
満了するのかの可否を検査する。前記タイマーが満了する時、前記端末は前記７０１段階
に戻って以下の段階を再実行する。
【００６２】
　前述の説明では、端末がＧＰＳシステムから位置情報を獲得してＡＰとの距離を判断し
たが、セルラーネットワークの基地局からセルＩＤを獲得して前記ＡＰとの距離を判断す
るなどＡＰに接続可能な位置なのかの可否を判断して前記無線ＬＡＮモジュールの電源オ
ン/オフ及びＡＰ検索周期を設定することもできる。例えば、前記登録されたＡＰに対応
するセルＩＤがＡ、Ｂの場合、前記端末はセルラーネットワークの基地局からＡあるいは
ＢというセルＩＤが獲得された場合に前記ＡＰに接続可能な位置と判断して前記無線ＬＡ
Ｎモジュールの電源をオンさせて、それによるＡＰ検索周期を決めることができる。
【００６３】
　また、前述の説明で、前記端末の位置情報を所定の周期ごとに獲得するための位置獲得
タイマーは前記モーション感知センサーによって測定されたモーションの程度によって再
設定することもできる。例えば、前記端末が動かない又はゆっくりと動く場合、前記位置
獲得タイマーを長く設定することができる。反対に、前述の説明で位置情報によって前記
モーション感知タイマーを再設定することもできる。例えば、前記端末とＡＰの間の距離
がしきい距離以上の場合、前記モーション感知タイマーを長く設定することができる。こ
れによって、前記端末でＧＰＳ受信機やモーション感知センサーがオン/オフされるなど
動作することによって消耗する電源を節約することができる。
【００６４】
　また、前述の説明では端末の位置情報及びモーション情報を利用して無線ＬＡＮモジュ
ールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を決めているが、前記無線ＬＡＮモジュールの電
源オン/オフ及びＡＰ検索周期の決定の時、前記端末の電圧の残量を考慮することもでき
る。
【００６５】
　また、本発明では前述のように端末が無線ＬＡＮに自動的に接続することで、前記無線
ＬＡＮをベースに、あらかじめ設定されたイベントを実行して多様なサービスを提供する
ことができる。例えば、ユーザーが家や会社の近くに位置した場合、前記端末は前記無線
ＬＡＮを自動的に接続して前記端末の内部に記録されているＳＭＳ、写真、通話記録、Ｇ
ＰＳ移動経路などのような記録を周辺機器へ送ってバックアップすることができるし、Ｒ
ＳＳを自動的に収集することができるし、ＶｏＩＰへの自動転換を実行することができる
。ここで、前記ＲＳＳはニュースやブログサイトで用いるコンテンツを意味する。また、
ユーザーが家や会社近くに位置するようになると、前記端末が前記無線ＬＡＮに自動的に
接続を実行して前記家や会社内の電子機器（例: ボイラー、エアコン、電灯、コンピュー
ター及びＴＶ）が前記設定された動作（例：電源オン）を実行して、前記ユーザーが家や
会社で遠く離れた所に位置するようになると、前記端末と無線ＬＡＮの接続が解除されて
前記電子機器（例:ボイラー、エアコン、電灯、コンピューター及びＴＶ）が前記設定さ
れた動作（例：電源オフ）を実行することもできる。
【００６６】
　また、前述のように無線ＬＡＮの自動接続機能を通じて前記端末が位置する場所のコン
ピューターやＴＶでメッセンジャーを自動ログインしたり電話を受信するようにできるし
、前記コンピューターやＴＶで前記端末への電話や文字の受信可否を知らせてくれる、又
は前記端末のバッテリーの状態を知らせてくれることもできる。また、前記端末が無線Ｌ
ＡＮに自動接続すると、前記端末を通じて周辺の電子機器に対応するリモコンの通知音を
発生させてユーザーが前記リモコン簡単に見つけることができるようにできるし、前記端
末が周辺にある場合にだけ、インターネット金融決済ができるようにしてセキュリティを
強化させることもできる。
【００６７】
　本発明では、ポータブル端末で位置情報及びモーション情報を利用して近距離無線ネッ
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トワークサポートモジュールの電源オン/オフ及びＡＰ検索周期を制御することで、登録
されたＡＰから遠く離れた所に位置している場合は無線ＬＡＮを検索しないで、前記登録
されたＡＰの周辺に位置している場合には無線ＬＡＮを自動的に接続して無線ＬＡＮモジ
ュールを直接オン/オフさせなければならない不便さを無くすことができる。これにより
ユーザーはいつも前記ＡＰに接続しているかのように感じる效果を得ることができる。
【００６８】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲か
ら脱しない限度内でさまざまな変形が可能である。だから本発明の範囲は説明された実施
形態に限って決まってはならず、後述する特許請求の範囲と、当該特許請求の範囲と均等
なものとよって決まらなければならない。
【符号の説明】
【００６９】
１００　アクセスポイント
１０２　端末
２００　端末２１０　ＧＰＳシステム
２２０　アクセスポイント
２２２　アクセスポイント
３００　制御部
３０２　無線ＬＡＮモジュール制御部
３１０　ＧＰＳ受信機
３２０　通信モジュール
３３０　モーション感知センサ
３３２　セルラーモジュール
３３４　無線ＬＡＮモジュール

【図１】 【図２】
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