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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行うための第２の通信方式を
切り替える無線通信端末と、前記無線通信端末と前記第１の通信方式で無線接続するドー
マントタイマを有する基地局と、を具備する無線通信システムにおける無線通信方法であ
って、
　前記無線通信端末が、前記第１の通信方式のデータ通信中に、前記第２の通信方式で音
声通信を行うと、当該音声通信中に、前記第１の通信方式へ切り替えて、前記基地局が設
定しているドーマントタイマを再設定させるために前記基地局に対してデータを送信する
ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項２】
　データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行うための第２の通信方式を
切り替える無線通信端末と、前記無線通信端末と前記第１の通信方式で無線接続するドー
マントタイマを有する基地局と、を具備した無線通信システムであって、
　前記無線通信端末は、前記第１の通信方式のデータ通信中に、前記第２の通信方式で音
声通信を行うと、当該音声通信中に、前記第１の通信方式へ切り替えるように制御する切
替制御手段と、前記切替制御手段によって前記第１の通信方式へ切り替えると、前記基地
局が設定しているドーマントタイマを再設定させるために前記基地局に対してデータを送
信する手段と、を備え、
　前記基地局は、前記データが受信されると、設定しているドーマントタイマを再設定す
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る手段を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項３】
　データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行うための第２の通信方式を
切り替える無線通信端末と、前記無線通信端末と前記第１の通信方式で無線接続する基地
局と、を具備した無線通信システムであって、
　前記基地局は、前記無線通信端末が前記第２の通信方式に切り替わったときに通信回線
を所定時間切断しないように制御する切断制御手段を備え、
　前記無線通信端末は、前記第２の通信方式で通信を行っているときに、前記第１の通信
方式へ切り替えるように制御する切替制御手段と、前記切替制御手段によって前記第１の
通信方式へ切り替えたときには、前記基地局へ前記所定時間が経過しないように要求する
要求手段と、を備え、
　前記基地局は、更に、前記要求に基づいて、前記所定時間が経過しないように前記切断
制御手段を制御する切断時間制御手段を備え、
　前記切替制御手段は、前記無線通信端末が前記第２の通信方式で通信を行っているとき
に音声信号が無音状態であるかどうかを検出する検出手段と、
　前記検出手段によって無音状態が検出された場合には、通信方式を前記第１の通信方式
へ切り替える切替手段と、
を備えることを特徴とする無線通信システム。
【請求項４】
　データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行うための第２の通信方式を
切り替える無線通信端末であって、
　前記第１の通信方式のデータ通信中に、前記第２の通信方式で音声通信を行うと、当該
音声通信中に、前記第１の通信方式へ切り替えるように制御する切替制御手段と、
　前記切替制御手段によって前記第１の通信方式へ切り替えると、前記基地局が設定して
いるドーマントタイマを再設定させるために前記基地局に対してデータを送信する手段と
、
を備えたことを特徴とする無線通信端末。
【請求項５】
　データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行うための第２の通信方式を
切り替える無線通信端末であって、
　前記第２の通信方式で通信を行っているときに、前記第１の通信方式へ切り替えるよう
に制御する切替制御手段と、
　前記切替制御手段によって前記第１の通信方式へ切り替えたときには、前記第１の通信
方式で無線接続された基地局へ通信回線を切断するまでの所定時間が経過しないように要
求する要求手段と、を備え、
　前記切替制御手段は、前記第２の通信方式で通信を行っているときに音声信号が無音状
態であるかどうかを検出する検出手段と、
　前記検出手段によって無音状態が検出された場合には、通信方式を前記第１の通信方式
へ切り替える切替手段と、
を備えることを特徴とする無線通信端末。
【請求項６】
　データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行うための第２の通信方式を
切り替える無線通信端末と前記第１の通信方式で無線接続するドーマントタイマを有する
基地局であって、
　前記第１の通信方式のデータ通信中に、前記第２の通信方式で音声通信を行い、当該音
声通信中に、前記第１の通信方式へ切り替える前記無線通信端末から、前記基地局が設定
しているドーマントタイマを再設定させるために送信したデータを受信すると、設定して
いるドーマントタイマを再設定する手段を備えることを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、１つの無線手段により異なる２つの通信方式を切り替えて通信を行う無線通
信方法、無線通信システム、無線通信端末及び基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　データ通信専用の１ｘＥＶＤＯシステムと音声通信が主体のｃｄｍａ２０００　１ｘシ
ステムとの２つの通信方式を切り替えて通信することが可能なハイブリッド方式の無線通
信端末が知られている（例えば特許文献１参照）。このような無線通信端末においては、
図４（ａ）に示すように、データ通信中（１ｘＥＶＤＯ）であっても、所定の時間間隔（
例えば、５秒間隔）でｃｄｍａ２０００　１ｘシステムにおけるページングチャネルを受
信しているため、音声着信（ｃｄｍａ２０００　１ｘ）を受けることができるようになっ
ており、音声通話中は、データ通信（１ｘＥＶＤＯ）を時限付の保留状態（一時停止状態
）としている。
【特許文献１】特開２００３－２９８７６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来技術では、図４（ｂ）に示すように、音声通話が長時間続くと、１
ｘＥＶＤＯシステムにおける基地局のドーマントタイマ（休止状態時間）がタイムアップ
して保留状態であったデータ通信が切断されてしまう。ここでいうドーマントタイマとは
、通信回線を切断することなく一時的に休止状態とする時間（以下、休止状態時間という
）を計時するタイマのことである。休止状態が休止状態時間を超過してしまうと、通信回
線は切断されてしまう。例えば、１ｘＥＶＤＯシステムによってＩＰ網上にあるコンテン
ツサーバから有料のデータ（ストリーミングビデオ等）をダウンロードしているときに、
ｃｄｍａ２０００　１ｘシステムで音声着信があり、１ｘＥＶＤＯシステムでのデータ通
信を保留状態としてｃｄｍａ２０００　１ｘの音声通話を長時間行うと、１ｘＥＶＤＯシ
ステムにおける基地局のドーマントタイマがタイムアップしてしまい、保留状態であった
データ通信が切断されてしまう。この場合、それまでのダウンロードに要した課金が発生
するにもかかわらず、ダウンロード途中のデータは無効となってしまうという問題点があ
る。
【０００４】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、データ通信の切断を回避し
つつ、長時間の音声通話を行うことができる無線通信方法、無線通信システム、無線通信
端末及び基地局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】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、以下の手段を採用した。
　本発明に係る無線通信方法は、データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信
を行うための第２の通信方式を切り替える無線通信端末と、前記無線通信端末と前記第１
の通信方式で無線接続するドーマントタイマを有する基地局と、を具備する無線通信シス
テムにおける無線通信方法であって、前記無線通信端末が、前記第１の通信方式のデータ
通信中に、前記第２の通信方式で音声通信を行うと、当該音声通信中に、前記第１の通信
方式へ切り替えて、前記基地局が設定しているドーマントタイマを再設定させるために前
記基地局に対してデータを送信することを特徴とする。
【０００６】
　本発明に係る無線通信システムは、データ通信を行うための第１の通信方式または音声
通信を行うための第２の通信方式を切り替える無線通信端末と、前記無線通信端末と前記
第１の通信方式で無線接続するドーマントタイマを有する基地局と、を具備した無線通信
システムであって、前記無線通信端末は、前記第１の通信方式のデータ通信中に、前記第
２の通信方式で音声通信を行うと、当該音声通信中に、前記第１の通信方式へ切り替える
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ように制御する切替制御手段と、前記切替制御手段によって前記第１の通信方式へ切り替
えると、前記基地局が設定しているドーマントタイマを再設定させるために前記基地局に
対してデータを送信する手段と、を備え、前記基地局は、前記データが受信されると、設
定しているドーマントタイマを再設定する手段を備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る無線通信システムは、データ通信を行うための第１の通信方式または音声
通信を行うための第２の通信方式を切り替える無線通信端末と、前記無線通信端末と前記
第１の通信方式で無線接続する基地局と、を具備した無線通信システムであって、前記基
地局は、前記無線通信端末が前記第２の通信方式に切り替わったときに通信回線を所定時
間切断しないように制御する切断制御手段を備え、前記無線通信端末は、前記第２の通信
方式で通信を行っているときに、前記第１の通信方式へ切り替えるように制御する切替制
御手段と、前記切替制御手段によって前記第１の通信方式へ切り替えたときには、前記基
地局へ前記所定時間が経過しないように要求する要求手段と、を備え、前記基地局は、更
に、前記要求に基づいて、前記所定時間が経過しないように前記切断制御手段を制御する
切断時間制御手段を備え、前記切替制御手段は、前記無線通信端末が前記第２の通信方式
で通信を行っているときに音声信号が無音状態であるかどうかを検出する検出手段と、前
記検出手段によって無音状態が検出された場合には、通信方式を前記第１の通信方式へ切
り替える切替手段と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る無線通信端末は、データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信
を行うための第２の通信方式を切り替える無線通信端末であって、前記第１の通信方式の
データ通信中に、前記第２の通信方式で音声通信を行うと、当該音声通信中に、前記第１
の通信方式へ切り替えるように制御する切替制御手段と、前記切替制御手段によって前記
第１の通信方式へ切り替えると、前記基地局が設定しているドーマントタイマを再設定さ
せるために前記基地局に対してデータを送信する手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　本発明に係る無線通信端末は、データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信
を行うための第２の通信方式を切り替える無線通信端末であって、前記第２の通信方式で
通信を行っているときに、前記第１の通信方式へ切り替えるように制御する切替制御手段
と、前記切替制御手段によって前記第１の通信方式へ切り替えたときには、前記第１の通
信方式で無線接続された基地局へ通信回線を切断するまでの所定時間が経過しないように
要求する要求手段と、を備え、前記切替制御手段は、前記第２の通信方式で通信を行って
いるときに音声信号が無音状態であるかどうかを検出する検出手段と、前記検出手段によ
って無音状態が検出された場合には、通信方式を前記第１の通信方式へ切り替える切替手
段と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る基地局は、データ通信を行うための第１の通信方式または音声通信を行う
ための第２の通信方式を切り替える無線通信端末と前記第１の通信方式で無線接続するド
ーマントタイマを有する基地局であって、前記第１の通信方式のデータ通信中に、前記第
２の通信方式で音声通信を行い、当該音声通信中に、前記第１の通信方式へ切り替える前
記無線通信端末から、前記基地局が設定しているドーマントタイマを再設定させるために
送信したデータを受信すると、設定しているドーマントタイマを再設定する手段を備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、データ通信の切断を回避しつつ、長時間の音声通話を行うことがで
きるという効果が得られる。また、無線通信端末の通信方式がデータ通信方式から音声通
話方式へ切り替えられた際に、例えば、音声通話中の無音期間に一時的にデータ通信方式
へ切り替え、基地局に通信回線を切断するまでの所定時間が経過しないように要求して、
基地局がこの要求に基づいて制御するようにしたので、データ通信の切断を回避しつつ、
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長時間の音声通話を行うことができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施形態によるハイブリッド方式の無線通信端末（以下、携帯端末と
いう）を、図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施形態による携帯端末を用いた
通信システムの構成を示す概念図である。図１において、ハイブリッド方式の携帯端末１
－１は、音声通話に係るｃｄｍａ２０００　１ｘシステムとデータ通信に係る１ｘＥＶＤ
Ｏシステムとを切り替えて通信を行う機能を備えている。この携帯端末１－１は、１ｘＥ
ＶＤＯシステムにおける基地局（以下、１ｘＥＶＤＯ基地局という）２を介してインター
ネット網（以下、ＩＰ網と称す）３を利用し、ＩＰ網３上のコンテンツサーバ４からコン
テンツをダウンロードする一方、ｃｄｍａ２０００　１ｘシステムにおける基地局（以下
、ｃｄｍａ２０００　１ｘ基地局という）５－１、５－２を介して電話回線網６を利用し
、電話回線網６上の他の携帯端末１－２からの着信を行う。
【００１３】
　次に、図２を参照して、図１に示す携帯端末１－１の構成を説明する。図２において、
無線部１２は、アンテナ１１で受信されたｃｄｍａ２０００　１ｘシステム用もしくは１
ｘＥＶＤＯシステム用の信号（例えば、パイロット信号）を検出すると、その旨を制御部
１３へ通知する。制御部１３は、無線部１２からｃｄｍａ２０００　１ｘシステム用の信
号を検出した旨の通知を受けると、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９を起動させるよう
に制御する。また、制御部１３は、無線部１２から１ｘＥＶＤＯシステム用の信号を検出
した旨の通知を受けると、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を起動させるように制御する。
【００１４】
　ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９は、無線部１２においてｃｄｍａ２０００　１ｘシ
ステム用の信号を検出した旨の通知を受けた制御部１３によって起動されると、音声発着
信処理を行う。１ｘＥＶＤＯ制御部２０は、無線部１２において１ｘＥＶＤＯシステム用
の信号を検出した旨の通知を受けた制御部１３によって起動されると、パケットデータ送
受信処理を行う。
【００１５】
　また、制御部１３は、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を起動させた後、パケットデータ送受信
中に、所定の時間間隔（本実施の形態では５秒間隔）で、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を一時
的に停止させて、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９を起動させるように切り替え制御を
行うとともに、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９の起動後にはページングチャネルを監
視して音声着信の検出処理を行う（なお、音声着信の検出処理は、図示しない音声着信検
出部により行う）。そして、音声着信が検出されなかった場合には、ｃｄｍａ２０００　
１ｘ制御部１９を停止させて、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を起動させる切り替え制御を行う
ことによって、パケットデータ送受信を再開させる。また、制御部１３は、音声着信が検
出された場合には、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９が着信動作処理を実行するように
制御するとともに、操作部１８から応答ボタン押下の旨の通知を受けたときには、ｃｄｍ
ａ２０００　１ｘ制御部１９が着信応答動作処理を実行するように制御して、音声通話を
実行する。
【００１６】
　無音検出部２２は、ｃｄｍａ２０００　１ｘシステムでの音声通話において、電話回線
網６からの下り音声を監視（音声信号が無音状態であるか否かを監視）し、無音状態を検
出（例えば、音声レベルがゼロであることを検出）すると、その旨を音声処理部１４に通
知する。音声処理部１４は、無音検出部２２が電話回線網６からの下り音声について無音
状態を検出した旨の通知を受けると、その旨を制御部１３に通知する。
【００１７】
　制御部１３は、ｃｄｍａ２０００　１ｘシステムでの音声通話において、音声処理部１
４から無音状態の検出の通知を受けると、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９を一時的に
停止させて、即座に１ｘＥＶＤＯ制御部２０を起動させるとともに、１ｘＥＶＤＯ基地局
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に対して、パケットデータ（ヘッダおよびフッターのみで最低６バイト）を送信するよう
に１ｘＥＶＤＯ制御部２０を制御する。そして、１ｘＥＶＤＯ制御部２０からパケットデ
ータ（ヘッダ及びフッターのみで最低６バイト）の送信が完了した旨の通知を受けると、
１ｘＥＶＤＯ制御部２０を一時的に停止させるとともに、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部
１９を起動させて音声通話処理を再開させる。
【００１８】
　送話部１５は、音声通話において音声を出力するスピーカである。受話部１６は、音声
通話において音声を入力するマイクである。また、表示部１７は、液晶表示器などからな
り、各種情報を表示する。操作部１８は、ダイヤルキー、オンフック、オフフック、ファ
ンクションキーなどからなる。タイマ２１は、１ｘＥＶＤＯシステムからｃｄｍａ２００
０　１ｘシステムへの切り替え動作を行う時間間隔、すなわち、制御部１３が１ｘＥＶＤ
Ｏ制御部２０を起動させた後で、パケットデータ送受信中に１ｘＥＶＤＯ制御部２０を一
時的に停止させて、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９を起動させる切り替え動作を行う
時間間隔（例えば、５秒間隔）を計時する。
【００１９】
　次に、図３を参照して、携帯端末１－１の音声／データ切り替え動作を説明する。携帯
端末１－１は、１ｘＥＶＤＯ基地局２を介してＩＰ網３を利用してデータ通信を行ってい
る間、例えば、５秒間隔で、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を一時的に停止させて、ｃｄｍａ２
０００　１ｘ制御部１９を起動させ、ページングチャネルを監視することによって、ｃｄ
ｍａ２０００　１ｘ基地局５－１を介して音声着信があるか検出する（ステップＳ１～Ｓ
３）。このとき、音声着信が検出されなかった場合には、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部
１９を停止させて、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を起動させることにより、データ通信を再開
させる。
【００２０】
　一方、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を一時的に停止させた後、音声着信が検出された場合に
は、着信動作処理を実行し、操作部１８から応答ボタン押下の旨の通知を受けると、着信
応答動作処理を実行し、音声通話処理を行う（ステップＳ４～Ｓ７）。そして、音声通話
において、無音検出部２２によって電話回線網６からの下り音声に無音が検出されると（
ステップＳ８）、ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９を停止させて、即座に１ｘＥＶＤＯ
制御部２０を起動させるとともに、１ｘＥＶＤＯ基地局２に対して、パケットデータ（ヘ
ッダおよびフッターのみで最低６バイト）を送信する（ステップＳ９）。このとき、１ｘ
ＥＶＤＯ基地局２で、上記パケットデータが受信されると、ドーマントタイマ制御部Ａ（
切断制御手段）でドーマントタイマＢの再設定が行われる（ドーマントタイマ制御部Ａは
、携帯端末１－１がｃｄｍａ２０００　１ｘシステムに切り替わったときに、通信回線を
所定時間切断しないように制御するもので、この所定時間は、ドーマントタイマＢで計時
される。ドーマントタイマＢの再設定は、前記所定時間が経過しないように設定すること
を意味する）。これにより、データ通信の切断を回避しつつ、長時間の音声通話を行うこ
とが可能となる。
【００２１】
　携帯端末１－１が１ｘＥＶＤＯ基地局２との間で一時的にデータ通信を再開している間
は、携帯端末１－１は、自端末とｃｄｍａ２０００　１ｘ基地局５－１と間のコネクショ
ンを切断する。このとき、相手の携帯端末１－２とｃｄｍａ２０００　１ｘ基地局５－１
は、コネクションが接続されたままとなるが、この場合、相手の携帯端末１－２では無音
状態となる。
【００２２】
　また、ステップＳ９において、制御部１３が、１ｘＥＶＤＯ制御部２０からパケットデ
ータ（ヘッダ及びフッターのみで最低６バイト）の送信が完了した旨の通知を受けると、
１ｘＥＶＤＯ制御部２０が一時的に停止し（ステップＳ１０）、ｃｄｍａ２０００　１ｘ
制御部１９が起動するとともに、自端末とｃｄｍａ２０００　１ｘ基地局５－１と間のコ
ネクションを張り直して音声通話処理を再開させる（ステップＳ１１）。
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【００２３】
　上述した、無音検出してからデータ通信を再開し、パケット送信後に音声通話を再開す
るまでの間隔を約５００ｍｓｅｃ以内とすることで、相手の携帯端末のユーザに違和感を
与えることもなくシームレスな音声通話を維持できる。その後、音声通話が終話すると（
ステップＳ１２）、制御部１３によってｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部１９を停止させて
、１ｘＥＶＤＯ制御部２０を起動させるという切り替え動作を実行することにより、パケ
ットデータ送受信を再開させる（ステップＳ１３）。
【００２４】
　このように、音声通話が長時間続くような場合であっても、音声通話中の無音を検出し
て、そのタイミングで一時的にｃｄｍａ２０００　１ｘシステムでの音声通話から１ｘＥ
ＶＤＯシステムでのデータ通信へ切り替え、１ｘＥＶＤＯ基地局へのパケット送信制御を
行うことによって、１ｘＥＶＤＯ基地局側ではドーマントタイマＢが再設定されることと
なるので、データ通信の切断が回避されるとともに、長時間の音声通話が可能となる。
【００２５】
　なお、上述した実施形態においては、制御部１３などは、コンピュータシステム内で実
行されてもよい。そして、上述した制御部１３などによる一連の処理の過程は、プログラ
ムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコ
ンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。すなわち、制御部
１３などにおける、各処理手段、処理部は、ＣＰＵ等の中央演算処理装置がＲＯＭやＲＡ
Ｍ等の主記憶装置に上記プログラムを読み出して、情報の加工・演算処理を実行すること
により、実現されるものである。
【００２６】
　ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラ
ムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プロ
グラムを実行するようにしても良い。
【００２７】
　なお、本実施の形態では、携帯端末１－１がｃｄｍａ２０００　１ｘシステムでの音声
通話を行っているときに音声信号が無音状態であるか否かを無音検出部２２で検出し、無
音状態が検出された場合には、通信方式を１ｘＥＶＤＯシステムに一時的に切り替えるよ
うにしているが、本発明では、無音検出部２２による無音状態の検出に限らず、音声レベ
ルが略ゼロに近い場合も通信方式を１ｘＥＶＤＯシステムに一時的に切り替えるようにし
たり、音声通話が所定時間経過した場合には、通信方式を１ｘＥＶＤＯシステムに一時的
に切り替えるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態による携帯端末を用いた通信システムの構成を示す概念図であ
る。
【図２】本実施形態による携帯端末１－１の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態による携帯端末の音声／データ切り替え動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図４】従来技術による音声／データ切り替え動作を説明するためのシーケンス図である
。
【符号の説明】
【００２９】
　１－１・・・携帯端末（無線通信端末）、２・・・１ｘＥＶＤＯ基地局（基地局）、３
・・・ＩＰ網、４・・・コンテンツサーバ、５－１、５－２・・・ｃｄｍａ２０００　１
ｘ基地局、６・・・電話回線網、１１・・・アンテナ、１２・・・無線部、１３・・・制
御部、１４・・・音声処理部、１５・・・送話部、１６・・・受話部、１７・・・表示部
、１８・・・操作部、１９・・・ｃｄｍａ２０００　１ｘ制御部、２０・・・１ｘＥＶＤ
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