
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
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有限な電力供給源を電源とし、ネットワークに対して位置登録を行なうためにセルサー
チを行なう携帯端末装置において、前記電源の電圧を検出して第１のしきい値電圧と比較
し、前記電源の電圧が前記第１のしきい値電圧以上の場合は、前記ネットワーク側から指
定される数のセルをサーチし、前記電源の電圧が前記第１のしきい値よりも低い場合は、
指定される数よりも少なくなるよう予め定められたｍ個のセルをサーチするようにしたこ
とを特徴とする携帯端末装置。

前記電源の電圧が前記第１のしきい値電圧よりも低いと判定された後は、前記電源の電
圧が前記第１のしきい値電圧以上になっても、サーチするセルの数をｍ個に保ち、前記電
源の電圧が前記第１のしきい値電圧よりも高い第２のしきい値電圧よりも高くなった場合
に、前記指定された数のセルをサーチするようにしたことを特徴とする請求項１に記載の
携帯端末装置。

自装置の移動速度を検出し、検出した移動速度に応じて前記ｍの値を変化させるように
したことを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯端末装置。

前記ネットワーク側から送信される信号を受信する受信部と、該受信部で受信した受信
信号に対しセルサーチを行なう信号処理部と、前記電源の電圧を検出して少なくとも前記



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機に代表される携帯端末装置に関し、特に、その消費電力を低減する
ことができる携帯端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話機に代表される移動体通信の分野では、携帯端末装置の電池の消費電力を抑え、
待ち受け時間を長くするための技術が種々提案されている。
【０００３】
例えば、特開２０００－１７４６８９号公報には、待ち受け時には、実働回路以外の回路
は低消費電力モードにするか或いは停止させることが記載されている。また、この公報に
は、サービス圏外での受信動作を抑制するために、所定の周期で行うべき制御情報の受信
動作の間隔を、その受信強度に応じて変更する技術が開示されている。さらに、この公報
には、その変更される間欠受信間隔を、バッテリーの残量に応じて制御することも開示さ
れている。
【０００４】
また、特開平１０－８４５７２号公報には、サービスセルを探索する際、ビーコン信号を
走査する時間間隔を探索開始からの経過時間に応じて変更し、速やかなるサービスセルの
捕捉ができない場合には、動作回数を減らして消費電力を抑える技術が開示されている。
また、この公報にも、バッテリーの電力に応じて走査頻度を制御することが開示されてい
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
携帯端末装置の省電力化については、上記公報に記載された発明を始め数多くの提案が成
されている。それにもかかわらず、更なる携帯端末装置の小型軽量化（電池の小型軽量化
）及び待ち受け時間の延長の要望は強い。そこで、発明者は、上記公報に記載されている
ように、携帯情報端末がサービスエリア外に存在する場合（サービスセルを捕捉できない
場合）の消費電力を低減するのではなく、携帯情報端末がサービスエリア内に存在し、待
ち受け状態にあるときの消費電力を低減すべく、鋭意検討の結果、以下のことを見出した
。
【０００６】
即ち、ＣＤＭＡ通信システムの携帯端末装置であって、互いに異なる複数の周波数（ある
いは互いに異なる周波数を使用する複数のネットワーク）に対応する携帯端末装置では、
最適な環境下での待ち受けを実現するために、各周波数の電波を受信して、周波数毎の受
信レベル（受信電力）を監視する必要がある。詳述すると、この種の携帯端末装置では、
ある基地局と接続されている状態（待ち受け時の間欠受信状態を含む）で、その基地局か
ら、現在使用している周波数とは異なる１つ以上の他周波数の電波（その受信レベル）を
監視するように指示される場合がある。これは、例えば、互いに異なる周波数を使用する
隣接する２つのネットワークの境界周辺のにおいて起り得る。つまり、ＣＤＭＡ通信シス
テムの各基地局は、周辺セルの情報を報知するが、その際、２つのネットワークの境界周
辺に位置する基地局では、他のネットワークについての情報も報知する。そして、携帯端
末装置は、他のネットワークに関する報知情報を受信すると、現在待ち受け信号として使
用している周波数の電波を監視するとともに、指定された１以上の他周波数をも監視しな
ければならない。
【０００７】
ところで、異なる周波数の電波を受信するためには、携帯端末装置は、その受信周波数の
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第１のしきい値電圧と比較して比較結果を出力する電源残量検出部と、前記電源残量検出
部からの比較結果とに基づいて前記信号処理部でサーチされるセルの数を変更する制御部
とを含むことを特徴とする請求項１，２又は３に記載の携帯端末装置。



切替動作を行なわなければならない。つまり、ある一つの周波数の電波を監視する場合に
は動作させる必要がなかった回路を動作させる必要がある。また、単一の周波数の電波を
監視する場合に比べ、その動作時間も長くなる。その結果、他周波数の電波監視の指示を
受けた場合には、通常の待ち受け時よりも消費電力が増加する。
【０００８】
以上のことから、発明者は、待ち受け信号とは異なる周波数の電波を監視することによっ
て消費される電力を削減することにより、更なる低消費電力化を実現でき、装置全体の待
ち受け可能時間を延ばすことができることを見出した。
【０００９】
また、発明者は、待ち受け信号として受信した信号に対して、通常は、基地局から指定さ
れた最大で３２個ものセルサーチを実施しているが、サーチするセルの数を減少させるこ
とにより、更なる低消費電力化を実現できることを見出した。
【００１０】
そこで本発明は、サービスエリア内にて待ち受け状態にあるときの消費電力を低減するこ
とが可能な携帯端末装置を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、有限な電力供給源、例えば電池を電源とし、待ち受け時に所定周波数の
電波を所定の周期で繰り返し受信する携帯端末装置において、前記所定周波数の電波によ
って前記所定周波数とは異なる他周波数の電波を受信するよう指示を受けた後、前記電源
の電圧を検出して第１のしきい値電圧と比較し、前記電源の電圧が前記第１のしきい値電
圧以上の場合は、前記所定の周期と同じ周期で前記他周波数の電波を受信し、前記電源の
電圧が前記第１のしきい値電圧よりも低い場合は、前記所定の周期のｎ（ｎ：２以上の整
数）倍に等しい周期で前記他周波数の電波を受信するようにしたことを特徴とする携帯端
末装置が得られる。
【００１２】
この携帯端末装置は、前記所定周波数の電波及び前記他周波数の電波を受信するための受
信部と、該受信部で受信した受信信号を復号する信号処理部と、前記電源の電圧を検出し
て少なくとも前記第１のしきい値電圧と比較して比較結果を出力する電源残量検出部と、
前記信号処理部で復号された信号と前記電源残量検出部からの比較結果とに基づいて前記
他周波数の電波の受信の実行／非実行、及び受信周期を決定する制御部と、該制御部の決
定に従い前記受信部における前記他周波数の電波の受信を制御する他周波監視制御部とを
含んでいる。
【００１３】
また、本発明によれば、有限な電力供給源、例えば電池を電源とし、待ち受け時に所定周
波数の電波を所定の周期で繰り返し受信する携帯端末装置において、前記所定周波数の電
波によって前記所定周波数とは異なる他周波数の電波を受信するよう指示を受けた後、前
記所定周波数の電波の受信レベルを検出して第１のしきい値レベルと比較し、前記受信レ
ベルが前記第１のしきい値レベル以下の場合は、前記所定の周期と同じ周期で前記他周波
数の電波を受信し、前記受信レベルが前記第１のしきい値レベルよりも高い場合は、前記
所定の周期のｎ（ｎ：２以上の整数）倍に等しい周期で前記他周波数の電波を受信するよ
うにしたことを特徴とする携帯端末装置が得られる。
【００１４】
この携帯端末装置は、前記所定周波数の電波及び前記他周波数の電波を受信し各電波の受
信レベルを検出するための受信部と、該受信部で受信した受信信号を復号する信号処理部
と、該信号処理部で復号された信号と前記受信部で検出された受信レベルとに基づいて前
記他周波数の電波の受信の実行／非実行、及び受信周期を決定する制御部と、該制御部の
決定に従い前記受信部における前記他周波数の電波の受信を制御する他周波監視制御部と
を含んでいる。
【００１５】
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更に、本発明によれば、有限な電力供給源、例えば電池を電源とし、待ち受け時に所定周
波数の電波を所定の周期で繰り返し受信する携帯端末装置において、前記所定周波数の電
波によって前記所定周波数とは異なる他周波数の電波を受信するよう指示を受けた後、前
記電源の電圧を検出して第１のしきい値電圧と比較するとともに前記所定周波数の電波の
受信レベルと第１のしきい値レベルとを比較し、前記電源の電圧が前記第１のしきい値電
圧以上で、かつ、前記受信レベルが前記第１の受信レベル以下の場合は、前記所定の周期
と同じ周期で前記他周波数の電波を受信し、前記電源の電圧が前記第１のしきい値電圧よ
りも低い場合、及び、前記電源の電圧が前記第１のしきい値電圧以上の場合であって、前
記受信レベルが前記第１のしきい値レベルよりも高い場合は、前記所定の周期のｎ（ｎ：
２以上の整数）倍に等しい周期で前記他周波数の電波を受信するようにしたことを特徴と
する携帯端末装置が得られる。
【００１６】
この携帯端末装置は、前記所定周波数の電波及び前記他周波数の電波を受信するとともに
前記所定周波数の電波の受信レベルを検出するための受信部と、該受信部で受信した受信
信号を復号する信号処理部と、前記電源の電圧を検出して少なくとも前記第１のしきい値
電圧と比較して比較結果を出力する電源残量検出部と、前記受信部からの受信レベルと前
記信号処理部で復号された信号と前記電源残量検出部からの比較結果とに基づいて前記他
周波数の電波の受信の実行／非実行、及び受信周期を決定する制御部と、該制御部の決定
に従い前記受信部における前記他周波数の電波の受信を制御する他周波監視制御部とを含
んでいる。
【００１７】
さらにまた、本発明によれば、有限な電力供給源、例えば電池を電源とし、ネットワーク
に対して位置登録を行なうためにセルサーチを行なう携帯端末装置において、前記電源の
電圧を検出して第１のしきい値電圧と比較し、前記電源の電圧が前記第１のしきい値電圧
以上の場合は、前記ネットワーク側から指定される数のセルをサーチし、前記電源の電圧
が前記第１のしきい値よりも低い場合は、指定される数よりも少なくなるように予め定め
られた所定の数のセルをサーチするようにしたことを特徴とする携帯端末装置が得られる
。
【００１８】
この携帯端末装置は、前記ネットワーク側から送信される信号を受信する受信部と、該受
信部で受信した受信信号に対しセルサーチを行なう信号処理部と、前記電源の電圧を検出
して少なくとも前記第１のしきい値電圧と比較して比較結果を出力する電源残量検出部と
、前記電源残量検出部からの比較結果とに基づいて前記信号処理部でサーチされるセルの
数を変更する制御部とを含んでいる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００２０】
図１に本発明の第１の実施の形態に係る携帯端末装置のブロック図を示す。この携帯端末
装置は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式の移動体通信ネットワークシステムに使用される携帯電話機で
ある。ただし、ここでは、送信に関する構成は省略してある。
【００２１】
図１に示すように、この携帯端末装置は、アンテナ１１、受信部１２、信号処理部１３、
制御部１４、入出力部１５、記憶部１６、電源１７、電源残量検出部１８、及び他周波監
視制御部１９を備えている。
【００２２】
アンテナ１１は、移動体通信ネットワークに含まれる図示しない基地局から送信される下
り信号を受信する。
【００２３】
受信部１２は、アンテナ１１で受信した受信信号を増幅するＲＦ部、ＲＦ部からの受信信
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号に対し周波数ダウンコンバートする周波数変換部、周波数変換部からのダウンコンバー
トされた受信信号をＡ／Ｄ変換するＩＦ部等を含む。また、受信部１２は、受信信号の受
信レベルを検出して制御部１４へ通知する受信レベル検出部を備えている。
【００２４】
信号処理部１３は、受信部１２からのＡ／Ｄ変換された受信信号に対して逆拡散処理（デ
コード処理）を実施し、デコードデータを出力する。
【００２５】
制御部１４は、信号処理部１３からのデコードデータの処理及びこの携帯端末装置の各部
の動作を制御する。
【００２６】
入出力部１５は、マイク、スピーカ、ディスプレイ、テンキー等の入力スイッチなどを含
む。
【００２７】
記憶部１６は、各種情報や必要なプログラム等を記憶する。この記憶部１６に記憶される
情報には、節電モードを実行するか否かを決定する節電モード情報も含まれる。
【００２８】
電源１７は、有限な電力供給源であって、例えば電池である。通常、電源１７としては、
充電可能な二次電池が用いられる。
【００２９】
電源残量検出部１８は、電源１７の出力電圧（電源電圧）を検出し、検出した電源電圧を
所定のしきい値電圧と比較することによって、電源残量を検出し、制御部１４に通知する
。
【００３０】
他周波監視制御部１９は、制御部１４の制御の下で、受信部１２における他周波信号の監
視（受信）の実行／非実行及び実行周期を制御する。
【００３１】
次に、図１の携帯端末装置の動作について図２乃至図４をも参照して説明する。ここでは
、この携帯端末装置が、図示しない基地局（通常、複数の基地局）から送信される制御情
報（報知情報）を所定の周期Ｔで間欠的に受信している待ち受けモードで動作しているも
のとする。また、この携帯端末装置は、待ち受けモードで動作しているときの節電を行な
うか否かをユーザが設定することができる（通常モード／節電モードの選択ができる）も
のとする。
【００３２】
まず、通常モードが選択されている場合について説明する。なお、通常モードの選択は、
ユーザが入出力部１５から行う。このとき、記憶部１６には、節電モード情報として、“
ＯＦＦ”が記憶される。
【００３３】
通常モードで、待ち受けモードとなった場合、携帯端末装置は、図２（ａ）に示すように
、所定の周期Ｔ（ここでは、２．５６ sec）で、所定の周波数ｆ１の信号（待ち受け信号
）を間欠的に受信する。なお、ＣＤＭＡ方式の移動体通信システムでは、複数の基地局が
同一の周波数を使って下り信号を送信するので、受信した周波数ｆ１の信号には、通常複
数の基地局から送信された信号が含まれている。
【００３４】
受信信号は、受信部１２でダウンコンバートされ、信号処理部１３でデコードされ、特定
の基地局（最も受信レベルの高い基地局）からのデコードデータが選択される。選択され
たデコードデータは、制御部１４へと送られる。制御部１４は、信号処理部１３からのデ
ーコードデータに、着信など特別な指示が含まれていない場合には、上記間欠受信を継続
すべく各部を制御する。
【００３５】
上記のように動作しているとき、デーコードデータに、ネットワーク側から所定の周波数
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ｆ１とは異なる他の周波数ｆ２の信号（他周波信号）をも受信（監視）するようにとの指
示が含まれていると、制御部１４は、他周波監視制御部１９に対して、周波数ｆ１の信号
を受信するのと同じ周期Ｔで周波数ｆ２の他周波信号を受信するように命令する。
【００３６】
他周波監視制御部１９は、制御部１４からの命令に従って、受信部１２を制御し、図２（
ｂ）に示すように、周期Ｔで間欠的に周波数ｆ１の待ち受け信号及び周波数ｆ２の他周波
信号を受信する。ここで、周波数ｆ２の他周波信号の受信に要する時間が、周波数ｆ１の
待ち受け信号の受信に要する時間に比べて短いのは、待ち受け信号に対しては、デーコー
ドなどの信号処理を実行する必要があるのに対して、他周波信号に対してはその必要がな
く、受信レベルを検出できればよいからである。
【００３７】
制御部１４は、受信部１２からの受信レベル通知に基づいて、受信部１２で検出した周波
数ｆ１の待ち受け信号の受信レベルと、周波数ｆ２の他周波信号の受信レベルとを比較し
、周波数ｆ２の他周波信号の受信レベルが、周波数ｆ１の待ち受け信号の受信レベルより
も大きくなると（或いは、所定レベル以上大きくなると）、現在他周波信号として受信し
ている周波数ｆ２の信号を、待ち受け信号として受信すべく、切替動作を行なうよう各部
を制御する。
【００３８】
なお、ネットワーク側から他周波信号として互いに異なる複数の周波数信号、例えば、周
波数ｆ２及びｆ３の信号が指定された場合には、これら周波数ｆ１、ｆ２及びｆ３の信号
を全て所定の周期Ｔで受信する。
【００３９】
以上のように、携帯端末装置は、記憶部１６に節電モード情報として“ＯＦＦ”が設定さ
れていると、ネットワーク側からの指示に従って、まず、待ち受け信号である周波数ｆ１
の信号を受信し、続いてネットワーク側から指定された他周波信号である周波数ｆ２の信
号（複数指定された場合は、それらの信号）を受信する。そして、これらの受信レベルを
測定して比較する。従って、他周波信号の受信指示を受けた携帯端末装置は、他周波信号
の受信指示を受ける前（即ち、待ち受け信号のみを受信している場合）に比べ、待ち受け
モードにおける動作時間が長くなり、その結果、消費電力が増加する。
【００４０】
また、受信の対象となる周波数をｆ１とｆ２の間で繰り返し切り替える周波数切替動作を
行なったり、その制御のための他周波監視制御部１９を動作させたりする必要があるので
、それによっても消費電流が増加する。
【００４１】
さらに、他周波信号の受信レベルが待ち受け信号の受信レベルを上回ると、周波数ｆ２の
信号を待ち受け信号として受信するように切り換え動作を行う必要がある。
【００４２】
以上のように、通常モードの場合には、待ち受けモードで動作中にネットワーク側から他
周波信号を監視するように指示を受けると、待ち受け信号以外の他周波信号をも受信し、
待ち受け信号の受信状態よりも他周波信号の受信状態の方が良好であると判断した場合に
は、それまで他周波信号として受信していた周波数の信号を待ち受け信号として受信する
ように切替動作が行なわれる。
【００４３】
次に、節電モードが選択されている場合について説明する。節電モードの選択は、入出力
部１５を用いて行われ、記憶部１６に節電モード情報として“ＯＮ”が記憶される。
【００４４】
節電モードの場合、携帯端末装置は、電源残量検出部１８からの検出信号に応じて異なる
待ち受け動作を行なう。以下、図３のフローチャートに従い、図４も参照してその動作を
説明する。
【００４５】

10

20

30

40

50

(6) JP 3722055 B2 2005.11.30



まず、ネットワーク側から他周波信号の受信指示を受けると、制御部１４は、記憶部１６
に記憶されている節電モード情報を確認する（ステップＳ３０１）。記憶部１６の節電モ
ード情報が“ＯＦＦ”の場合は、上述した動作を実行するため、このフローに従う処理を
終了する。
【００４６】
記憶部１６の節電モード情報が“ＯＮ”の場合、制御部１６は、電源残量検出部１８から
の検出信号を確認する（ステップＳ３０２、Ｓ３０３）。
【００４７】
電源残量検出部１８からの検出信号が、電源電圧をＶ、予め定められた第１のしきい値を
Ｖ１として、Ｖ≧Ｖ１を示している場合（ステップＳ３０２でＮｏの場合）、制御部１４
は、通常モードと同じ動作を実行するよう各部を制御する（ステップＳ３０４）。その結
果、携帯端末装置は、図４（ａ）に示すように、周波数ｆ１の待ち受け信号及び周波数ｆ
２の他周波信号を、同じ周期Ｔで受信する。
【００４８】
一方、電源残量検出部１８からの検出信号が、第１のしきい値電圧より低い予め定められ
た第２のしきい値電圧をＶ２として、Ｖ１＞Ｖ≧Ｖ２を示している場合（ステップＳ３０
２でＹｅｓ、かつステップＳ３０３でＮｏの場合）、制御部１４は、機能制限処理を実行
する（ステップＳ３０５）。つまり、制御部１４は、周波数ｆ２の他周波信号を周期Ｔの
ｎ倍（ｎ：２以上の整数、ネットワークの構成に基づいて適切な値が選択される。）の周
期で受信するよう、他周波監視制御部１９に命じる。他周波監視制御部１９は、受信部１
２を制御して、図４（ｂ）に示すように、周波数ｆ１の待ち受け信号については周期Ｔで
受信を行ない、周波数ｆ２の他周波信号については、周期Ｔのｎ倍の周期で受信を行なう
ように受信部１２を制御する。このように、本実施の形態に係る携帯端末装置では、機能
制限処理を行なうことにより、単位時間あたりの周波数切換回数が減少し、受信動作に要
する時間や、受信レベルの比較動作に要する時間も短縮されるので、消費電力を削減する
ことができ、待ち受け可能時間を延長することができる。
【００４９】
また、電源残量検出部１８からの検出信号が、Ｖ＜Ｖ２を示している場合（ステップＳ３
０２でＹｅｓ、かつステップＳ３０３でＹｅｓの場合）、制御部１４は、機能停止処理を
実行する（ステップＳ３０６）。つまり、制御部１４は、周波数ｆ２の他周波信号の受信
を行なわないよう、他周波監視制御部１９に命じる。他周波監視制御部１９は、受信部１
２を制御して、図４（ｃ）に示すように、周波数ｆ１の待ち受け信号のみを周期Ｔで受信
するように受信部１２を制御する。この場合、周波数ｆ２の他周波信号を待ち受け信号に
切り替えることができなくなるが、現在の周波数ｆ１の待ち受け信号により、ネットワー
クとの接続は確保できる。その結果、待ち受け可能時間を延ばすことができる。
【００５０】
上述した、機能制限処理または機能停止処理は、電源電圧が第１のしきい値電圧よりも高
い予め定められた第３のしきい値電圧Ｖ０よりも高くなるまで継続される。即ち、制御部
１４は、電源残量検出部１８からの検出信号がＶ＞Ｖ０を示すまでは、機能制限処理、機
能停止処理を継続し、電源１７が充電されるなどして電源残量検出部１８からの検出信号
がＶ＞Ｖ０を示すようになったと判断すると（ステップＳ３０７，Ｓ３０８）、それらの
処理を終了（解除）して（ステップＳ３０９）、ステップＳ３０４の通常動作に戻る。
【００５１】
以上のようにして、本実施の形態に係る携帯端末装置は、電源電圧（電池残量）が減少す
ると他周波信号の受信周期を長くし、さらに電源電圧が減少すると他周波信号の受信を停
止して、その消費電力を低減する。そして、これによりこの携帯端末装置は、待ち受け可
能時間を延長することができる。
【００５２】
なお、他周波信号として、複数の周波数が指定されている場合に機能制限処理を行なう場
合、図５（ａ）に示すように全ての他周波信号を一纏めにしてもよいが、図５（ｂ）や図
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５（ｃ）に示すように、複数の他周波信号の中から一つを順番に選択することにより、各
周波数の他周波信号を周期Ｔのｎ倍の周期で受信するようにしてもよい。また、３以上の
周波数の異なる他周波信号の受信が指示された場合は、そのうち２以上の周波数の他周波
信号を所定の順序で選択的に受信することにより、各他周波信号の受信周期を周期Ｔのｎ
倍とするようにしてもよい。
【００５３】
また、上記説明では、電源電圧Ｖが第２のしきい値電圧よりも低い場合には、機能停止処
理を行なうようにしたが、携帯端末装置の構成及び制御を簡略化したい場合には、機能制
限処理のみを行なうようにしてもよい。
【００５４】
次に、本発明の第２の実施の形態に係る携帯端末装置について説明する。
【００５５】
本実施の形態に係る携帯端末装置の構成は、第１の実施の形態のものと同じである。ただ
し、本実施の形態では、電源残量検出部１８が不要であり、また、制御部１４は、図６の
フローチャートに示すように動作する。以下、図６のフローチャートに従ってその動作を
説明する。
【００５６】
まず、ネットワーク側から周波数ｆ２の他周波信号を受信するようにとの指示を受けると
、制御部１４は、記憶部１６に記憶されている節電モード情報を確認する（ステップＳ６
０１）。記憶部１６の節電モード情報が“ＯＦＦ”の場合は、このフローに従う処理を終
了し、通常の動作を行なう。つまり、ネットワークからの指示に従い、待ち受け信号及び
他周波信号をともに周期Ｔで間欠的に受信する。
【００５７】
記憶部１６の節電モード情報が“ＯＮ”の場合、制御部１６は、受信部１２から通知され
る待ち受け信号の受信レベルＲと予め定められた第１のしきい値レベルＲ１とを比較する
（ステップＳ６０２）。
【００５８】
Ｒ≦Ｒ１の場合、ネットワーク側から受信指示された他周波信号を、その後、待ち受け信
号として受信しなければならない可能性があるので、ステップＳ６０３へ進み、通常の動
作を実行する。即ち、制御部１４は、指定された他周波信号を周期Ｔで間欠的に受信する
ように他周波監視制御部１９に命じる。他周波数監視制御部１９は、待ち受け信号及び他
周波信号を、周期Ｔで間欠的に受信する。
【００５９】
一方、Ｒ＞Ｒ１の場合は、現在の待ち受け信号の受信レベルが、十分に高いレベルにあり
、その後、他周波信号を待ち受け信号に変更する必要が生じる可能性は低いので、機能制
限処理を行なう（ステップＳ６０４）。即ち、制御部１４は、他周波監視制御部１９に対
して、周期Ｔのｎ倍の周期で、ネットワークから指示された他周波信号を受信するように
受信部１２を制御する。受信部１２は、待ち受け信号を周期Ｔで間欠的に受信し、他周波
信号を周期Ｔのｎ倍の周期で受信する。
【００６０】
このように、機能制限処理を行なうことにより、本実施の形態にかかる携帯端末装置は、
周波数切換の頻度減少、動作時間の短縮を実現でき、電源寿命を延長して、待ち受け可能
時間を延長することができる。
【００６１】
機能制限処理は、一旦開始されると、待ち受け信号の受信レベルＲが第１のしきい値レベ
ルＲ１よりも低い予め定められた第２のしきい値レベルＲ２寄りも低くなるまで継続され
る。即ち、制御部１４は、待ち受け信号の受信レベルＲを第２のしきい値レベルＲ２と比
較し（ステップＳ６０５）、Ｒ＜Ｒ２となるまでは、機能制限処理を継続し、Ｒ＜Ｒ２に
なると機能制限処理を終了（解除）し（ステップＳ６０６）、通常の動作に戻る（ステッ
プＳ６０３）。即ち、制御部１４は、他周波監視制御部１９に対し、周期Ｔで他周波信号
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を受信するように命じる。他周波監視制御部１９は、受信部１２を制御し、受け待ち信号
と他周波信号とをともに周期Ｔで受信させる。
【００６２】
以上のようにして、本実施の形態に係る携帯端末装置は、待ち受け信号の受信レベルに応
じて、その消費電力を低減し、待ち受け可能時間を延長することができる。
【００６３】
なお、上記説明では、受信レベルＲが第１のしきい値レベルより高い場合に機能制限処理
を行ない、第２のしきい値レベルより低い場合に機能制限処理を終了するようにしたが、
第１のしきい値レベルよりも高い第３のしきい値レベルを規定し、受信レベルＲが第３の
しきい値レベルよりも高い場合は、機能停止処理を行なうようにしてもよい。
【００６４】
次に、本発明の第３の実施の形態に係る携帯端末装置について説明する。本実施の形態に
係る携帯端末装置の構成は、第１の実施の形態に係る携帯端末装置と同じである。そして
、その動作は、第１の実施の形態に係る携帯端末装置と第２の実施の形態に係る携帯端末
装置とを組み合わせたように動作する。即ち、制御装置１４は、図３のフロート図６のフ
ロートを組み合わせたように動作する。ただし、この組み合わせは、種々の変形が可能で
あるため、以下では、消費電力を低減することを優先させる例について説明する。
【００６５】
本実施の形態の携帯端末装置の制御部１４は、ネットワーク側から他周波信号の受信指示
を受けると、記憶部１６の節電モード情報を確認する。そして、節電モード情報がＯＮを
示す場合には、制御部１４は、電源残量検出部１８からの検出信号が示す電源残量と、受
信部１２からの待ち受け信号の受信レベルＲとに基づいて、通常動作、機能制限処理、機
能停止処理のいずれを実行するか決定する。表１に、受信レベルＲと電源の電圧Ｖとの値
によって実行される処理を示す。
【００６６】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６７】
表１から容易に理解できるように、本実施の形態に係る携帯端末装置では、電源の電圧Ｖ
が第１のしきい値電圧Ｖ１よりも低く、第２のしきい値電圧Ｖ２以上の場合は、機能制限
処理が実行される。また、電源の電圧Ｖが第２のしきい値電圧Ｖ２よりも低い場合には、
機能停止処理が実行される。さらに、電源の電圧Ｖが第１のしきい値電圧Ｖ１以上であっ
ても受信レベルＲが第１のしきい値レベルＲ１よりも高い場合には、機能制限処理が実行
される。
【００６８】
本実施の形態による携帯端末装置においても、機能制限処理及び機能停止処理の開始と終
了の制御にはヒステリシスを持たせてある。従って、表１に従って開始した各処理は、電
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源電圧Ｖの変化及び受信レベルＲの変化に従って変化する。以下では、説明を簡単にする
ため、受信レベル一定で、電源電圧Ｖが変化した場合の各処理の変化と、電源電圧一定で
、受信レベルＲが変化した場合の各処理の変化について別々説明する。
【００６９】
まず、Ｖ１＞Ｖ≧Ｖ２の場合に該当して機能制限処理が実行された後、電源電圧Ｖが変化
し、受信レベルＲが変化しなかった場合に実行される処理を表２に示す。
【００７０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７１】
この場合、電源電圧Ｖが第２のしきい値電圧Ｖ２よりも低くなると機能停止処理が行なわ
れる。また、電源電圧Ｖが第２のしきい値電圧以上で、かつ第３のしきい値電圧Ｖ０以下
の場合は、機能制限処理が継続される。電源電圧Ｖが第３のしきい値より高く、受信レベ
ルＲが第１のしきい値よりも大きい場合も、やはり機能制限処理が継続される。電源電圧
Ｖが第３のしきい値電圧より高く、受信レベルＲが第１のしきい値以下の場合は、機能制
限処理を終了し、通常動作が行なわれる。
【００７２】
次に、Ｖ２＞Ｖの場合に該当して、機能停止処理が実行され、その後、電源電圧Ｖが変化
し、受信レベルが変化しなかった場合に実行される処理を表３に示す。
【００７３】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７４】
この場合、電源電圧Ｖが第３のしきい値電圧より高くなるまでは、機能停止処理が継続さ
れる。電源電圧Ｖが第３のしきい値電圧より高い場合であって、受信レベルＲが第１のし
きい値よりも大きい場合は、機能制限処理が開始される。電源電圧Ｖが第３のしきい値電
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圧より高く、受信レベルＲが第１のしきい値以下の場合は、機能停止処理を終了して通常
動作を行なう。
【００７５】
次に、Ｒ＞Ｒ１に該当して、機能制限処理が実行され、その後電源電圧Ｖは変化せず、受
信レベルＲのみが変化した場合に実行される処理を表４に示す。
【００７６】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７７】
この場合、受信レベルＲが、第２のしきい値レベルＲ２よりも低くなるまでは、機能制限
処理または機能停止処理がそのまま継続される。また、受信レベルＲが第２のしきい値レ
ベルＲ２を下回っても、電源電圧Ｖが第１のしきい値電圧よりも低い場合は、機能制限処
理または機能停止処理がそのまま継続される。受信レベルＲが第２のしきい値レベルＲ２
よりも低くなり、電源電圧Ｖが第１のしきい値レベル以上の場合は、機能制限処理を終了
して通常動作を行なう。
【００７８】
以上のように動作する携帯端末装置では、電源電圧Ｖ及び受信レベルＲがともに変化する
場合、表２乃至４から推察されるように、一旦、機能制限処理または機能停止処理が実行
されると、電源電圧Ｖが第３のしきい値電圧Ｖ３以上で、かつ受信レベルＲがＲ２よりも
低い状態になった場合にのみ、通常動作に戻る。
【００７９】
なお、上述したように、本実施の形態では、電源電圧Ｖの変化と受信レベルＲの変化の組
み合わせにより、上記表１乃至４に示した以外の処理内容とすることが可能である。例え
ば、表１及び表２の場合において、受信レベルＲが第２のしきい値レベルよりも低い場合
は、電源電圧Ｖが第２のしきい値電圧Ｖ２より低い場合であっても、機能停止処理とせず
、機能制限処理を行なうようにしてもよい。また、表３の場合において、電源電圧Ｖが第
２のしきい値以上、第３のしきい値以下となった場合は、機能停止処理とせず、機能制限
処理を実行するようにしてもよい。
【００８０】
また、機能停止処理を実行しないようにしてもよいし、受信レベルＲに応じても機能停止
処理を実行するようにしてもよい。
【００８１】
次に、本発明の第４の実施の形態に係る携帯端末装置について説明する。
【００８２】
本実施の形態においても、その構成は第１の実施の形態に係るものと同じである。ただし
、その制御部１４の動作は、図７に示すフローチャートに従う。
【００８３】
上述した第１乃至第３の実施の形態による携帯端末装置は、ネットワーク側から、待ち受
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け信号とは異なる周波数の他周波信号の受信を指示された場合に、その受信動作の実行周
期を長くして、その消費電力の低減を実現するものであった。一方、本実施の形態に係る
携帯端末装置は、待ち受け信号の受信処理において、その消費電力を低減するものである
。従って、以下の説明で使用する「節電モード情報」や、「機能制限処理」、は、第１乃
至第３の実施の形態で用いたものとは異なる。
【００８４】
本実施の形態における機能制限処理は、位置登録を行うために監視すべきセルの数を予め
設定された数ｍに限定することを意味する。詳述すると、通常、携帯端末装置は、位置登
録を行うために、ネットワークからの供給される周辺セル情報に基づいて、最大Ｍ（通常
３２局）個の基地局からの信号（同一周波数の信号）を監視する。これは、携帯端末装置
が、現在位置の周辺の基地局の中から、受信レベルの一番良い局に位置登録するために行
われる。この動作は、指定された局をサーチするために、サーチブロックを最大Ｍ回動作
させる必要がある。したがって、監視対象となるセル数が多いほど動作する時間が長くな
る。そこで、本実施の形態では、この監視対象となるセルの数を、電源１７の出力電圧Ｖ
が、第１の基準電圧Ｖ１よりも低くなった場合に、各基地局からの信号の受信レベルの高
いもの上位ｍ（＜Ｍ）個に限定し、サーチブロックの動作回数を低減することによって、
消費電流を低減する。
【００８５】
以下、図７のフローチャートに従って、本実施の形態に係る携帯端末装置の制御装置１４
の動作について説明する。
【００８６】
まず、電源が投入されると、制御部１４は、記憶部１６の節電モード情報を確認する（ス
テップＳ７０１）。節電モード情報がＯＦＦの場合、この処理を終了し、以後、節電モー
ド情報がＯＮに設定されるか、一旦が電源ＯＦＦされた後、再び電源が投入されるまで、
図７の処理は実行しない。
【００８７】
記憶部１６の節電モード情報がＯＮの場合、制御部１４は、電源残量検出部１８からの検
出信号に基づいて、電源電圧Ｖが第１のしきい値電圧Ｖ１より低いか否か判定する（ステ
ップＳ７０２）。電源電圧Ｖが第１のしきい値電圧以上の場合は、位置登録を行なうため
の通常のセルサーチ動作を行なう（ステップＳ７０３）。即ち、ネットワークから指示さ
れた数のセル全て（最大３２個）を対象として、信号処理部１３のサーチブロックを動作
させる。
【００８８】
一方、電源電圧Ｖが、第１のしきい値電圧Ｖ１より低い場合は、機能制限処理を行う（ス
テップＳ７０４）。即ち、監視セルの数を予め定められたｍ個に制限する。ｍの数は、発
呼着呼の処理に悪影響を与えない適切な値、例えば４～８個に設定される。
【００８９】
この後、充電などにより電源１７の出力電圧Ｖが、第１の基準電圧よりも大きい第２の基
準電圧Ｖ０より大きくなった場合には（ステップＳ７０５）、機能制限を解除（ステップ
Ｓ７０６）する。
【００９０】
以上のようにして、本実施の形態係る携帯端末装置においては、監視すべきセルの数を減
少させることにより、待ち受け時間を長くすることができる。
【００９１】
なお、本実施の形態でも、機能停止処理は行っていないが、第１の実施の形態と同様に、
もう一つのしきい値電圧を設定して機能停止処理を行うようにしてもよい。
【００９２】
また、本実施の形態による携帯端末装置においても、第１、第２、あるいは第３の実施の
形態で説明したように、電源電圧や受信レベルに基づいて他周波信号の受信の実行／非実
行、及び実行周期を制御するようにしてもよい。
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【００９３】
以上、本発明について、いくつかの実施の形態を挙げて説明してきたが、本発明は上記実
施の形態に限定されるものではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能
である。例えば、電源残量検出部１８の比較動作や、他周波監視制御部１９の制御動作は
、全て制御部１４において実行させるようにしてもよい。つまり、本発明を実行するため
の最低限の構成としては、送受信に必要な構成に加え、制御プログラムと、それを記憶す
る記憶部と、制御プログラムを実行する処理部（プログラム実行部）とがあればよい。複
数のプログラム実行部に制御プログラムの実行を分担させる場合に、どの処理をどの実行
部に任せるかは、任意に設計することが可能である。
【００９４】
また、機能制限処理における他周波信号の受信周期を決定するｎ、及び監視セルの制限数
ｍは、電源電圧（または受信レベル）に応じて、多段階に変化させるようにしてもい。
【００９５】
さらに、機能制限処理における他周波信号の受信周期は、携帯端末装置の移動速度に応じ
て可変とすることも可能である。即ち、携帯端末装置が移動しておらず、ある位置に止ま
っている場合には、待ち受け信号の受信レベルが大きく低下することは考え難いので、そ
の様な場合にはｎを大きくし、逆に、携帯端末装置が高速移動しているような場合には、
待ち受け信号の受信レベルが低下する大きくなるので、ｎを小さくするようにしてもよい
。同様の理由により、機能制限処理における監視セルの制限数ｍも、携帯端末に同速度に
応じて可変とすることが可能である。なお、速度検出については、受信信号のプロファイ
ルを利用する方法や受信レベルの変化を利用する方法等の公知の速度検出技術が利用でき
る。
【００９６】
また、上記実施の形態の各携帯端末装置は、ＣＤＭＡ方式（特にＷ－ＣＤＭＡ方式）の移
動体通信システムに用いられる携帯電話機であるとしたが、本発明は、他の方式の携帯電
話機にも適用可能である。
【００９７】
【発明の効果】
本発明によれば、電源電圧に応じて、他周波信号の受信周期を変化させるようにしたこと
で、ネットワークとの接続を維持した状態で、携帯端末装置の消費電力を削減し、待ち受
け可能時間を延長することができる。
【００９８】
また、本発明によれば、待ち受け信号の受信レベルに応じて、他周波信号の受信周期を変
化させるようにしたことで、ネットワークとの接続を維持した状態で、携帯端末装置の消
費電力を削減し、待ち受け可能時間を延長することができる。
【００９９】
さらに、本発明によれば、電源電圧に応じてセルサーチの対象となるセルの数を制限する
ようにしたことで、ネットワークとの接続を維持した状態で、携帯端末装置の消費電力を
削減し、待ち受け可能時間を延長することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る携帯端末装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す携帯端末装置の動作を説明するためのタイミングチャートであって、
（ａ）は、他周波信号の受信指示を受けていないときの通常の受信タイミングを、（ｂ）
は、他周波信号の受信指示を受けているときの通常の受信タイミングを示す図である。
【図３】図１の携帯端末装置の制御部の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】図１に示す携帯端末装置の動作を説明するためのタイミングチャートであって、
（ａ）は、他周波信号の受信指示を受けているときの通常の受信タイミングを、（ｂ）は
、他周波信号の受信指示を受けているときの機能制限処理による受信タイミングを、（ｃ
）は、他周波信号の受信指示を受けているときの機能停止処理による受信タイミングを示
す図である。
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【図５】図１に示す携帯端末装置が互いに異なる複数の他周波信号の受信指示を受けた場
合の受信タイミングを説明するためのタイミングチャートであって、（ａ）は、通常の受
信タイミングを、（ｂ）及び（ｃ）は、それぞれ機能制限処理による受信タイミングの一
例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態に係る携帯端末装置の制御部の動作を説明するための
フローチャートである。
【図７】本発明の第４の実施の形態に係る携帯端末装置の制御部の動作を説明するための
フローチャートである。
【符号の説明】
１１　　　アンテナ
１２　　　受信部
１３　　　信号処理部
１４　　　制御部
１５　　　入出力部
１６　　　記憶部
１７　　　電源
１８　　　電源残量検出部
１９　　　他周波監視制御部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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