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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号分割多元接続方式に従った第１の無線通信システムと、
　前記第１の無線通信システムと無線通信方式が異なり、第２無線基地局を含む第２の無
線通信システムとに接続可能な移動端末であって、
　前記第１の無線通信システムを構成する第１無線基地局に割り当てられるとともに、前
記第１無線基地局から所定の距離以上離れた他の無線基地局にも割り当てられる拡散コー
ドを含む報知情報を前記第１無線基地局から受信する報知情報受信部と、
　前記第２無線基地局周辺の所定位置を示す位置情報と前記第２無線基地局の通信可能エ
リアの周辺セクタに割り当てられる拡散コードとが対応付けられた周辺基地局情報を格納
する格納部と、
　前記移動端末の現在位置を測定する位置測定部と、
　前記報知情報受信部が受信した前記報知情報に含まれる前記拡散コードと、前記周辺基
地局情報に含まれる前記拡散コードとが一致するか否かを判定する拡散コード判定部と、
　前記周辺基地局情報に含まれる前記位置情報によって示される前記所定位置が、前記位
置測定部によって測定された前記現在位置から所定の距離範囲内であるか否かを判定する
位置判定部と、
　前記拡散コード判定部によって、前記報知情報に含まれる前記拡散コードと前記周辺基
地局情報に含まれる前記拡散コードとが一致すると判定されるとともに、前記位置判定部
によって、前記位置情報によって示される前記所定位置が前記現在位置から前記所定の距
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離範囲内であると判定された場合、前記第２無線基地局から送信される無線信号のスキャ
ンを実行するスキャン実行部と
を備える移動端末。
【請求項２】
　前記位置判定部は、前記拡散コード判定部によって、前記報知情報に含まれる前記拡散
コードと前記周辺基地局情報に含まれる前記拡散コードとが一致すると判定された場合、
前記位置情報によって示される前記所定位置と、前記現在位置とが前記所定の距離範囲内
であるか否かを判定する請求項１に記載の移動端末。
【請求項３】
　前記位置情報の入力を受け付ける位置情報入力受付部を備え、
　前記格納部は、前記位置情報入力受付部が受け付けた前記位置情報を格納する請求項１
に記載の移動端末。
【請求項４】
　前記位置測定部は、ＧＰＳ衛星からの信号を用いて前記現在位置を測定する請求項１に
記載の移動端末。
【請求項５】
　符号分割多元接続方式に従った第１の無線通信システムと、
　前記第１の無線通信システムと無線通信方式が異なり、第２無線基地局を含む第２の無
線通信システムとに接続可能な移動端末における無線信号スキャン実行方法であって、
　前記第１の無線通信システムを構成する第１無線基地局に割り当てられるとともに、前
記第１無線基地局から所定の距離以上離れた他の無線基地局にも割り当てられる拡散コー
ドを含む報知情報を前記第１無線基地局から受信するステップと、
　前記第２無線基地局、前記第２無線基地局周辺の所定位置を示す位置情報と前記第２無
線基地局の通信可能エリアの周辺セクタに割り当てられる拡散コードとが対応付けられた
周辺基地局情報を格納するステップと、
　前記移動端末の現在位置を測定するステップと、
　受信した前記報知情報に含まれる前記拡散コードと、前記周辺基地局情報に含まれる前
記拡散コードとが一致するか否かを判定するステップと、
　前記周辺基地局情報に含まれる前記位置情報によって示される前記所定位置が、測定さ
れた前記現在位置から所定の距離範囲内であるか否かを判定するステップと、
　前記報知情報に含まれる前記拡散コードと前記周辺基地局情報に含まれる前記拡散コー
ドとが一致すると判定されるとともに、前記位置情報によって示される前記所定位置が前
記現在位置から前記所定の距離範囲内であると判定された場合、前記第２無線基地局から
送信される無線信号のスキャンを実行するステップと
を備える無線信号スキャン実行方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信方式が異なる複数の無線通信システムに接続可能な移動端末、及び当該
移動端末における無線信号スキャン実行方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話システムなどの無線通信システムや無線ＬＡＮシステムの普及によって
、無線通信方式が異なる複数の無線通信システムに接続可能な移動端末が提供されている
。
【０００３】
　このような複数の無線通信システムに接続可能な移動端末は、随時変化する移動端末の
位置において接続可能な無線基地局（アクセスポイント）の検出が必要なため、それぞれ
の無線通信システムを構成する無線基地局から送信される無線信号の定期的なスキャンを
実行し、無線信号に含まれる報知情報（例えば、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式にお
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けるスクランブリングコード）を取得する。
【０００４】
　複数の無線通信システムに接続可能な移動端末では、単一の無線通信システムに接続す
る移動端末と比較して無線信号のスキャンを実行する回数が増加するため、消費電力が増
大し、通信可能時間や待ち受け可能時間が減少する問題がある。
【０００５】
　そこで、このような問題を解決するため、何れかの無線通信システムを構成する無線基
地局から送信される無線信号に、他の無線通信システムを構成する無線基地局の報知情報
を含める方法が知られている（例えば、特許文献１）。このような方法によれば、移動端
末は、特定の無線通信システムを構成する無線基地局から送信される無線信号のみをスキ
ャンすればよいため、消費電力が抑制される。
【特許文献１】国際公開第０４／０９１２４４号パンフレット（第６－７頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の方法には、次のような問題があった。すなわち、何れか
の無線通信システムを構成する無線基地局から送信される無線信号に、他の無線通信シス
テムを構成する無線基地局の報知情報を含めるためには、無線基地局が送信する信号フォ
ーマットの変更など、既存の無線基地局（または基地局制御装置）の大規模な改修が必要
になる。
【０００７】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、無線通信方式が異なる複数の
無線通信システムに接続可能な場合において、既存の無線基地局などを改修することなく
、適切なタイミングで無線基地局から送信される無線信号のスキャンを実行することがで
きる移動端末及び無線信号スキャン実行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】
【０００８】
　上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明
の第１の特徴は、符号分割多元接続方式に従った第１の無線通信システム（携帯電話シス
テム１）と、前記第１の無線通信システムと無線通信方式が異なり、第２無線基地局（例
えば、アクセスポイント２０Ａ）を含む第２の無線通信システム（無線ＬＡＮシステム２
）とに接続可能な移動端末（移動端末１００）であって、前記第１の無線通信システムを
構成する第１無線基地局（例えば、無線基地局１０Ａ）に割り当てられるとともに、前記
第１無線基地局から所定の距離以上離れた他の無線基地局（例えば、無線基地局１０Ｂ）
にも割り当てられる拡散コード（例えば、ＳＣ１０１）を含む報知情報（ＳＩＢ１１）を
前記第１無線基地局から受信する報知情報受信部（ＣＤＭＡ通信部１０１）と、前記第２
無線基地局、前記第２無線基地局周辺の所定位置を示す位置情報（例えば、緯度経度情報
）及び前記拡散コードが対応付けられた周辺基地局情報（スクランブリングコード情報１
０７ａ及びＧＰＳ位置情報１１５ａ）を格納する格納部（スクランブリングコード情報格
納部１０７及びＧＰＳ位置情報格納部１１５）と、前記移動端末の現在位置を測定する位
置測定部（ＧＰＳ信号処理部１１１）と、前記報知情報受信部が受信した前記報知情報に
含まれる前記拡散コードと、前記周辺基地局情報に含まれる前記拡散コードとが一致する
か否かを判定する拡散コード判定部（スクランブリングコード判定部１０５）と、前記周
辺基地局情報に含まれる前記位置情報によって示される前記所定位置が、前記位置測定部
によって測定された前記現在位置から所定の距離範囲（例えば、１ｋｍ）内であるか否か
を判定する位置判定部（位置判定部１１３）と、前記拡散コード判定部によって、前記報
知情報に含まれる前記拡散コードと前記周辺基地局情報に含まれる前記拡散コードとが一
致すると判定されるとともに、前記位置判定部によって、前記位置情報によって示される
前記所定位置が前記現在位置から前記所定の距離範囲内であると判定された場合、前記第
２無線基地局から送信される無線信号（ビーコン情報）のスキャンを実行するスキャン実
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行部（ＷＬＡＮ通信部１２１及びＷＬＡＮ制御部１２３）とを備えることを要旨とする。
【０００９】
　このような移動端末によれば、報知情報に含まれる拡散コードと周辺基地局情報に含ま
れる前記拡散コードとが一致すると判定されるとともに、格納部に格納されている位置情
報によって示される所定位置が移動端末の現在位置から所定の距離範囲内であると判定さ
れた場合、第２無線基地局から送信される無線信号のスキャンが実行される。
【００１０】
　このため、移動端末は、第２無線基地局から送信される無線信号を受信できる可能性が
ある場合、つまり、第２の無線通信システムを介した無線通信を実行できる可能性がある
場合のみ、当該無線信号のスキャンを実行することができる。
【００１１】
　すなわち、このような移動端末によれば、第１の無線通信システムを構成する第１無線
基地局に割り当てられるとともに、第１無線基地局から所定の距離以上離れた他の無線基
地局にも割り当てられる同一の拡散コードが繰り返し割り当てられる場合でも、移動端末
の現在位置に応じた適切なタイミングで第２無線基地局から送信される無線信号のスキャ
ンを実行することができる。
【００１２】
　また、このような移動端末によれば、既存の無線基地局を利用しつつ適切なタイミング
で当該スキャンを実行することができる。このため、無線基地局が送信する信号フォーマ
ットの変更など、既存の無線基地局（または基地局制御装置）の大規模な改修が必要ない
。
【００１３】
　本発明の第２の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記位置判定部は、前記拡散コー
ド判定部によって、前記報知情報に含まれる前記拡散コードと前記周辺基地局情報に含ま
れる前記拡散コードとが一致すると判定された場合、前記位置情報によって示される前記
所定位置と、前記現在位置とが前記所定の距離範囲内であるか否かを判定することを要旨
とする。
【００１４】
　本発明の第３の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記位置情報の入力を受け付ける
位置情報入力受付部（情報入力受付部１３１）を備え、前記格納部は、前記位置情報入力
受付部が受け付けた前記位置情報を格納することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第４の特徴は、本発明の第１の特徴に係り、前記位置測定部は、ＧＰＳ衛星（
ＧＰＳ衛星３０）からの信号を用いて前記現在位置を測定することを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第５の特徴は、符号分割多元接続方式に従った第１の無線通信システムと、前
記第１の無線通信システムと無線通信方式が異なり、第２無線基地局を含む第２の無線通
信システムとに接続可能な移動端末における無線信号スキャン実行方法であって、前記第
１の無線通信システムを構成する第１無線基地局に割り当てられるとともに、前記第１無
線基地局から所定の距離以上離れた他の無線基地局にも割り当てられる拡散コードを含む
報知情報を前記第１無線基地局から受信するステップと、前記第２無線基地局、前記第２
無線基地局周辺の所定位置を示す位置情報及び前記拡散コードが対応付けられた周辺基地
局情報を格納するステップと、前記移動端末の現在位置を測定するステップと、受信した
前記報知情報に含まれる前記拡散コードと、前記周辺基地局情報に含まれる前記拡散コー
ドとが一致するか否かを判定するステップと、前記周辺基地局情報に含まれる前記位置情
報によって示される前記所定位置が、測定された前記現在位置から所定の距離範囲内であ
るか否かを判定するステップと、前記報知情報に含まれる前記拡散コードと前記周辺基地
局情報に含まれる前記拡散コードとが一致すると判定されるとともに、前記位置情報によ
って示される前記所定位置が前記現在位置から前記所定の距離範囲内であると判定された
場合、前記第２無線基地局から送信される無線信号のスキャンを実行するステップとを備
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えることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の特徴によれば、無線通信方式が異なる複数の無線通信システムに接続可能な場
合において、既存の無線基地局などを改修することなく、適切なタイミングで無線基地局
から送信される無線信号のスキャンを実行することができる移動端末及び無線信号スキャ
ン実行方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、本発明の実施形態について説明する。具体的には、（１）通信システムの全体概
略構成、（２）移動端末の機能ブロック構成、（３）移動端末の動作、（４）作用・効果
及び（５）その他の実施形態について説明する。
【００１９】
　なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号
を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは
異なることに留意すべきである。
【００２０】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００２１】
　（１）通信システムの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る通信システムの全体概略構成図である。図１に示すように、
本実施形態に係る通信システムは、携帯電話システム１、無線ＬＡＮシステム２及び移動
端末１００を含む。
【００２２】
　携帯電話システム１は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）方式を採用する、いわゆる第３
世代移動通信システムである。本実施形態において、携帯電話システム１は、第１の無線
通信システムを構成する。
【００２３】
　携帯電話システム１では、複数のセクタ（無線基地局）によって移動端末１００との通
信可能エリアが形成される。各セクタには、数百個のスクランブリングコード（ＳＣ）の
中から何れかのスクランブリングコード、つまり、チャネライゼーションコードよりも繰
り返し周期が長い拡散コードが割り当てられる。例えば、無線基地局１０Ａ（セクタ１）
には、ＳＣ１０１が割り当てられる。
【００２４】
　スクランブリングコードの数は有限であるため、同一のスクランブリングコードが所定
の距離以上離れた他の無線基地局（例えば、無線基地局１０Ｂ，１０Ｃ）にも割り当てら
れる。なお、図示しないが、各セクタは、無線基地局１０Ａ～１０Ｃと同様な無線基地局
によって形成される。本実施形態において、無線基地局１０Ａ～１０Ｃは、第１無線基地
局を構成する。
【００２５】
　無線ＬＡＮシステム２は、IEEE802.11によって規定される無線ＬＡＮ規格（例えば、IE
EE802.11g）に準拠している。すなわち、無線ＬＡＮシステム２は、利用無線通信方式が
携帯電話システム１と異なる。本実施形態において、無線ＬＡＮシステム２は、第２の無
線通信システムを構成する。
【００２６】
　無線ＬＡＮシステム２は、アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃによって構成される。本実
施形態において、アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃは、第２無線基地局を構成する。
【００２７】
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　アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃは、それぞれ移動端末１００との通信可能エリアを形
成する。例えば、アクセスポイント２０Ａは、移動端末１００との通信可能エリアとして
、エリアＡ１を形成する。
【００２８】
　図１に示すように、携帯電話システム１では、複数のセクタ（無線基地局）によって、
移動端末１００との通信可能エリアが連続的に形成される。一方、無線ＬＡＮシステム２
では、アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃが形成する通信可能エリアは、特定の場所に点在
する。つまり、移動端末１００は、移動端末１００の現在位置に応じて、無線ＬＡＮシス
テム２に接続できる場合と接続できない場合がある。
【００２９】
　移動端末１００は、携帯電話システム１及び無線ＬＡＮシステム２に接続することがで
きる。具体的には、移動端末１００は、携帯電話システム１を構成する無線基地局（例え
ば、無線基地局１０Ａ～１０Ｃ）、及び無線ＬＡＮシステム２を構成するアクセスポイン
ト２０Ａ～２０Ｃと無線通信を実行することができる。
【００３０】
　移動端末１００は、ＧＰＳ衛星３０から送信されるＧＰＳ信号を受信し、移動端末１０
０の現在位置を測定することができる。
【００３１】
　（２）移動端末の機能ブロック構成
　図２は、移動端末１００の機能ブロック構成図である。図２に示すように、移動端末１
００は、携帯電話システム１との無線通信に関して、ＣＤＭＡ通信部１０１、スクランブ
リングコード取得部１０３、スクランブリングコード判定部１０５及びスクランブリング
コード情報格納部１０７を備える。
【００３２】
　移動端末１００は、移動端末１００の現在位置の判定に関して、ＧＰＳ信号処理部１１
１、位置判定部１１３及びＧＰＳ位置情報格納部１１５を備える。また、移動端末１００
は、無線ＬＡＮシステム２との無線通信に関して、ＷＬＡＮ通信部１２１及びＷＬＡＮ制
御部１２３を備える。
【００３３】
　さらに、移動端末１００は、移動端末１００のユーザによって入力される情報を受け付
ける情報入力受付部１３１を備える。
【００３４】
　ＣＤＭＡ通信部１０１は、携帯電話システム１を構成する無線基地局（例えば、無線基
地局１０Ａ～１０Ｃ）とＣＤＭＡ方式に従った無線通信を実行する。特に、本実施形態で
は、ＣＤＭＡ通信部１０１は、当該無線基地局（セクタ）から送信される報知情報（ＳＩ
Ｂ１１）を受信する。本実施形態において、ＣＤＭＡ通信部１０１を構成する。
【００３５】
　報知情報には、当該セクタに割り当てられるスクランブリングコード（例えば、ＳＣ１
０１）が含まれる。また、報知情報には、当該セクタの周辺に形成されるセクタに割り当
てられるスクランブリングコード（周辺セクタ情報）が含まれる。
【００３６】
　ＣＤＭＡ通信部１０１は、待ち受け状態において、常に移動端末１００の周辺の無線基
地局から送信される報知情報を含む無線信号を受信し、無線通信を実行するために最適な
無線基地局（セクタ）を選択する。具体的には、ＣＤＭＡ通信部１０１は、移動端末１０
０の周辺の無線基地局から受信した無線信号の受信レベルを取得し、取得した受信レベル
に基づいて最適な無線基地局（セクタ）を選択する。
【００３７】
　スクランブリングコード取得部１０３は、ＣＤＭＡ通信部１０１が受信した報知情報に
含まれるスクランブリングコードを取得する。スクランブリングコード取得部１０３は、
取得したスクランブリングコードをスクランブリングコード判定部１０５に出力する。
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【００３８】
　スクランブリングコード判定部１０５は、スクランブリングコード取得部１０３から出
力されたスクランブリングコードと、スクランブリングコード情報格納部１０７に格納さ
れているスクランブリングコードとが一致するか否かを判定する。
【００３９】
　具体的には、スクランブリングコード判定部１０５は、スクランブリングコード情報格
納部１０７に格納されているスクランブリングコード情報１０７ａ（図１において不図示
、図５参照）を参照する。スクランブリングコード判定部１０５は、スクランブリングコ
ード取得部１０３から出力されたスクランブリングコードと、スクランブリングコード情
報１０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致するか否かを判定する。本実施形
態において、スクランブリングコード判定部１０５は、拡散コード判定部を構成する。
【００４０】
　スクランブリングコード判定部１０５は、スクランブリングコード取得部１０３から出
力されたスクランブリングコードと、スクランブリングコード情報１０７ａに含まれるス
クランブリングコードとが一致したことをＧＰＳ信号処理部１１１に通知する。
【００４１】
　また、スクランブリングコード判定部１０５は、移動端末１００のユーザが情報入力受
付部１３１を用いてスクランブリングコードの登録を要求した場合、当該要求の時点にお
いてスクランブリングコード取得部１０３から出力されているスクランブリングコードを
、スクランブリングコード情報１０７ａとしてスクランブリングコード情報格納部１０７
に格納させることができる。
【００４２】
　スクランブリングコード情報格納部１０７は、上述したように、スクランブリングコー
ド情報１０７ａ（図５参照）を格納する。図５に示すように、スクランブリングコード情
報１０７ａは、アクセスポイント２０Ａが移動端末１００との無線通信を実行することが
できるエリアＡ１の周辺セクタに割り当てられるスクランブリングコード（ＳＣ１０１，
１１９，１５３）によって構成される。
【００４３】
　スクランブリングコード情報１０７ａは、移動端末１００のユーザが無線ＬＡＮシステ
ム２による接続サービスを利用したいエリア（例えば、自宅周辺）に形成されるセクタの
スクランブリングコードによって構成される。本実施形態では、スクランブリングコード
情報１０７ａは、エリアＡ１と通信可能領域が重複するセクタのスクランブリングコード
によって構成される。なお、スクランブリングコード情報１０７ａには、エリアＡ１と通
信可能領域が重複しないものの、当該エリアＡ１に近接するセクタ（例えば、セクタ２）
のスクランブリングコードを含めるようにしてもよい。
【００４４】
　ＧＰＳ信号処理部１１１は、ＧＰＳ衛星３０から送信されるＧＰＳ信号を受信する。具
体的には、ＧＰＳ信号処理部１１１は、スクランブリングコード取得部１０３から出力さ
れたスクランブリングコードと、スクランブリングコード情報１０７ａに含まれるスクラ
ンブリングコードとが一致したことがスクランブリングコード判定部１０５から通知され
た場合、ＧＰＳ衛星３０から送信されるＧＰＳ信号を受信する。
【００４５】
　ＧＰＳ信号処理部１１１は、受信したＧＰＳ信号を用いて移動端末１００の現在位置を
測定する。本実施形態において、ＧＰＳ信号処理部１１１は、位置測定部を構成する。Ｇ
ＰＳ信号処理部１１１は、測定した移動端末１００の現在位置（緯度経度情報）を位置判
定部１１３に出力する。
【００４６】
　位置判定部１１３は、無線ＬＡＮシステム２を構成するアクセスポイント（例えば、ア
クセスポイント２０Ａ）周辺の所定位置（例えば、移動端末１００のユーザの自宅）が、
ＧＰＳ信号処理部１１１によって測定された移動端末１００の現在位置から所定の距離範
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囲内であるか否かを判定する。
【００４７】
　具体的には、位置判定部１１３は、ＧＰＳ位置情報格納部１１５に格納されているＧＰ
Ｓ位置情報１１５ａ（図１において不図示、図６参照）を参照する。位置判定部１１３は
、ＧＰＳ位置情報１１５ａに含まれる緯度経度情報（位置情報）によって示される位置が
、ＧＰＳ信号処理部１１１から出力された移動端末１００の現在位置から所定の距離範囲
（例えば、１ｋｍ）内であるか否かを判定する。
【００４８】
　図６に示すように、ＧＰＳ位置情報１１５ａは、アクセスポイント２０Ａが移動端末１
００との無線通信を実行することができるエリアＡ１周辺の緯度経度情報（例えば、移動
端末１００の自宅の緯度経度情報）によって構成される。
【００４９】
　本実施形態では、位置判定部１１３は、スクランブリングコード判定部１０５によって
、受信した報知情報に含まれるスクランブリングコードと、スクランブリングコード情報
１０７ａ（図５参照）に含まれるスクランブリングコードとが一致すると判定された場合
、ＧＰＳ位置情報１１５ａに含まれる緯度経度情報によって示される位置と、ＧＰＳ信号
処理部１１１から出力された移動端末１００の現在位置とが所定の距離範囲内であるか否
かを判定する。
【００５０】
　上述したように、無線基地局１０Ａ（セクタ）に割り当てられるスクランブリングコー
ドは、所定の距離以上離れた無線基地局１０Ｂ，１０Ｃにも割り当てられる。そこで、移
動端末１００は、ＧＰＳ衛星３０を用いて移動端末１００の現在位置を取得し、取得した
現在位置（緯度経度情報）と、ＧＰＳ位置情報１１５ａに含まれる緯度経度情報とを比較
することによって、スクランブリングコード情報１０７ａに含まれるスクランブリングコ
ード（例えば、ＳＣ１０１）を送信する無線基地局が、アクセスポイント２０Ａによって
形成されるエリアＡ１内に配置されているか否かを判定する。
【００５１】
　ＧＰＳ位置情報格納部１１５は、上述したように、ＧＰＳ位置情報１１５ａを格納する
。図６に示すように、ＧＰＳ位置情報１１５ａは、エリアＡ１内の緯度経度情報（36 31.
377 N，138 19.317 E）によって構成される。
【００５２】
　本実施形態では、スクランブリングコード情報１０７ａとＧＰＳ位置情報１１５ａとに
よって、周辺基地局情報が構成される。また、本実施形態では、スクランブリングコード
情報格納部１０７とＧＰＳ位置情報格納部１１５とによって、周辺基地局情報を格納する
格納部が構成される。
【００５３】
　ＷＬＡＮ通信部１２１は、無線ＬＡＮシステム２を構成するアクセスポイント２０Ａ～
２０ＣとIEEE802.11において規定される規格（例えば、IEEE802.11g）に従った無線通信
を実行する。また、ＷＬＡＮ通信部１２１は、アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃから送信
されるビーコン情報を受信し、アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃと無線通信を実行できる
か否かを判定する。
【００５４】
　ＷＬＡＮ制御部１２３は、無線ＬＡＮシステム２経由による無線通信を制御する。特に
、本実施形態では、ＷＬＡＮ制御部１２３は、携帯電話システム１～無線ＬＡＮシステム
２間のハンドオーバに関する制御を実行する。
【００５５】
　具体的には、ＷＬＡＮ制御部１２３は、アクセスポイント２０Ａ～２０Ｃと無線通信を
実行できるか否かを判定するため、ＷＬＡＮ通信部１２１を介して、アクセスポイント２
０Ａ～２０Ｃから送信される無線信号に含まれるビーコン情報のスキャンを実行する。本
実施形態では、ＷＬＡＮ通信部１２１とＷＬＡＮ制御部１２３とによって、スキャン実行
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部が構成される。
【００５６】
　より具体的には、ＷＬＡＮ制御部１２３は、スクランブリングコード判定部１０５によ
って、スクランブリングコード取得部１０３から出力されたスクランブリングコードと、
スクランブリングコード情報１０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致すると
判定されるとともに、位置判定部１１３によって、ＧＰＳ位置情報１１５ａに含まれる所
定位置がＧＰＳ信号処理部１１１によって測定された移動端末１００の現在位置から所定
の距離範囲内であると判定された場合、当該ビーコン情報のスキャンを実行する。
【００５７】
　情報入力受付部１３１は、移動端末１００のユーザによる各種入力を受け付ける。特に
、本実施形態では、情報入力受付部１３１は、エリアＡ１内（例えば、当該ユーザの自宅
）の緯度経度情報の入力や、スクランブリングコードの登録の要求を受け付ける。
【００５８】
　具体的には、情報入力受付部１３１は、移動端末１００が当該ユーザの自宅に位置する
状態においてＧＰＳ信号処理部１１１が測定した移動端末１００の緯度経度情報をＧＰＳ
位置情報１１５ａ（図６参照）として登録する要求を受け付けることができる。すなわち
、ＧＰＳ位置情報格納部１１５は、情報入力受付部１３１が受け付けた緯度経度情報（位
置情報）を格納する。本実施形態では、情報入力受付部１３１は、位置情報入力受付部を
構成する。
【００５９】
　なお、情報入力受付部１３１は、ＧＰＳ信号処理部１１１が測定した緯度経度情報に代
えて、操作キー（不図示）を用いて手動によって当該ユーザが入力した緯度経度情報をＧ
ＰＳ位置情報１１５ａとして登録することもできる。
【００６０】
　また、情報入力受付部１３１は、移動端末１００がエリアＡ１周辺に位置する状態にお
いてＣＤＭＡ通信部１０１が受信した報知情報に含まれるスクランブリングコードをスク
ランブリングコード情報１０７ａ（図５参照）として登録する要求を受け付けることがで
きる。
【００６１】
　（３）移動端末の動作
　次に、移動端末１００の動作について説明する。具体的には、（３．１）スクランブリ
ングコード及び位置情報の取得動作及び（３．２）ビーコン情報のスキャン実行動作につ
いて説明する。
【００６２】
　（３．１）スクランブリングコード及び位置情報の取得動作
　図３は、移動端末１００がスクランブリングコード及び位置情報を取得する動作フロー
を示す図である。具体的には、移動端末１００は、アクセスポイント２０Ａによって形成
されるエリアＡ１の周辺に位置する無線基地局（セクタ）に割り当てられているスクラン
ブリングコード、及びＧＰＳ衛星３０を利用した位置情報、つまり、移動端末１００の現
在位置（緯度経度情報）を取得する。
【００６３】
　図３に示す動作は、移動端末１００のユーザが無線ＬＡＮシステム２による接続サービ
スを利用したいエリアにおいて事前に当該接続サービスの利用に必要な情報を登録するた
めに実行される。ここでは、移動端末１００は、図１に示すように、無線基地局１０Ａの
周辺、具体的には、移動端末１００のユーザの自宅に位置するものとする。
【００６４】
　図３に示すように、ステップＳ１０において、移動端末１００は、無線基地局１０Ａ（
セクタ）から送信される報知情報（ＳＩＢ１１）を受信する。上述したように、当該報知
情報には、周辺セクタ情報、つまり、当該セクタの周辺に形成されるセクタに割り当てら
れるスクランブリングコードが含まれる。
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【００６５】
　ステップＳ２０において、移動端末１００は、受信した報知情報に含まれる周辺セクタ
情報の取得が成功したか否かを判定する。
【００６６】
　周辺セクタ情報の取得が成功した場合（ステップＳ２０のＹＥＳ）、ステップＳ３０に
おいて、移動端末１００は、取得した周辺セクタ情報を格納する。具体的には、移動端末
１００は、無線基地局１０Ａ（セクタ１）の周辺に形成されるセクタ（セクタ３及びセク
タ４）の情報として、当該セクタのスクランブリングコード（ＳＣ１５３，ＳＣ１１９）
を取得する。移動端末１００は、取得したセクタ１、セクタ３及びセクタ４のスクランブ
リングコードをスクランブリングコード情報格納部１０７に格納する。
【００６７】
　なお、移動端末１００は、受信した報知情報に周辺セクタ情報が含まれない場合、つま
り、報知情報を送信するセクタの周辺に一切セクタが存在しない場合、報知情報を送信し
た当該無線基地局（自セクタ）のスクランブリングコードのみをスクランブリングコード
情報格納部１０７に格納する。
【００６８】
　周辺セクタ情報の取得が成功しなかった場合（ステップＳ２０のＮＯ）、移動端末１０
０は、スクランブリングコード及び位置情報の取得動作を終了する。すなわち、携帯電話
システム１を構成する無線基地局（セクタ）から報知情報を受信できない場合、移動端末
１００のユーザが無線ＬＡＮシステム２による接続サービスを利用したいエリアは、携帯
電話システム１の通信可能エリアとしてカバーされていないことを意味する。
【００６９】
　ステップＳ４０において、移動端末１００は、ＧＰＳ衛星３０から送信されるＧＰＳ信
号に基づいて、移動端末１００の現在位置を取得する。
【００７０】
　ステップＳ５０において、移動端末１００は、現在位置の取得が成功したか否かを判定
する。
【００７１】
　移動端末１００の現在位置の取得が成功した場合（ステップＳ５０のＹＥＳ）、ステッ
プＳ６０において、移動端末１００は、取得した現在位置（移動端末１００のユーザの自
宅）を位置情報として格納する。具体的には、移動端末１００は、取得した現在位置を示
す緯度経度情報（36 31.377 N，138 19.317 E）をＧＰＳ位置情報格納部１１５に格納す
る。
【００７２】
　移動端末１００の現在位置の取得が成功しなかった場合（ステップＳ５０のＮＯ）、ス
テップＳ７０において、移動端末１００のユーザは、移動端末１００の現在位置を手動で
登録する。なお、ステップＳ７０の動作は、移動端末１００のユーザが無線ＬＡＮシステ
ム２による接続サービスを利用したいエリア、例えば、移動端末１００のユーザの自宅位
置を示す緯度経度情報を取得できる場合に実行される。また、移動端末１００のユーザは
、屋外など、ＧＰＳ衛星３０から送信されるＧＰＳ信号が受信できる場所において、再度
ステップＳ４０からの処理を実行してもよい。
【００７３】
　（３．２）ビーコン情報のスキャン実行動作
　図４は、移動端末１００がアクセスポイント２０Ａから送信されるビーコン情報のスキ
ャンを実行する動作フローを示す図である。ここでは、移動端末１００は、アクセスポイ
ント２０Ａによって形成されるエリアＡ１外に位置し、アクセスポイント２０Ａから送信
されるビーコン情報の周期的なスキャンは実行していないものとする。
【００７４】
　図４に示すように、ステップＳ１１０において、移動端末１００は、携帯電話システム
１を構成する無線基地局（セクタ）から送信される報知情報（ＳＩＢ１１）を受信する。
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【００７５】
　ステップＳ１２０において、移動端末１００は、受信した報知情報に含まれるスクラン
ブリングコードを、スクランブリングコード情報格納部１０７に格納されているスクラン
ブリングコード情報１０７ａ（図５参照）と照合する。
【００７６】
　ステップＳ１３０において、移動端末１００は、スクランブリングコード情報１０７ａ
の中に、報知情報に含まれるスクランブリングコードと合致するスクランブリングコード
があるか否かを判定する。
【００７７】
　合致するスクランブリングコードがある場合（ステップＳ１３０のＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１４０において、移動端末１００は、ＧＰＳ衛星３０から送信されるＧＰＳ信号に基づ
いて、移動端末１００の現在位置を取得する。
【００７８】
　合致するスクランブリングコードがない場合（ステップＳ１３０のＮＯ）、移動端末１
００は、ステップＳ１１０からの動作を繰り返す。つまり、スクランブリングコード情報
１０７ａの中に、報知情報に含まれるスクランブリングコードと合致するスクランブリン
グコードがない場合、移動端末１００は、アクセスポイント２０Ａから送信されるビーコ
ン情報のスキャンを実行しない。
【００７９】
　ステップＳ１５０において、移動端末１００は、現在位置の取得が成功したか否かを判
定する。
【００８０】
　移動端末１００の現在位置の取得が成功した場合（ステップＳ１５０のＹＥＳ）、ステ
ップＳ１６０において、移動端末１００は、移動端末１００の現在位置を、ＧＰＳ位置情
報格納部１１５に格納されているＧＰＳ位置情報１１５ａ（図６参照）と照合する。具体
的には、移動端末１００は、ＧＰＳ信号処理部１１１によって測定された移動端末１００
の現在位置を、ＧＰＳ位置情報１１５ａとして登録されている緯度経度情報によって示さ
れる位置と照合する。
【００８１】
　移動端末１００の現在位置の取得が成功しなかった場合（ステップＳ１５０のＮＯ）、
移動端末１００は、ステップＳ１４０からの動作を繰り返す。
【００８２】
　ステップＳ１７０において、移動端末１００は、ＧＰＳ位置情報１１５ａとして登録さ
れている緯度経度情報（図６参照）によって示される位置（移動端末１００のユーザの自
宅）が、移動端末１００の現在位置から所定の距離範囲（例えば、１ｋｍ）内であるか否
かを判定する。
【００８３】
　ＧＰＳ位置情報１１５ａとして登録されている緯度経度情報によって示される位置が、
移動端末１００の現在位置から所定の距離範囲内である場合（ステップＳ１７０のＹＥＳ
）、ステップＳ１８０において、移動端末１００は、アクセスポイント２０Ａから送信さ
れる無線信号に含まれるビーコン情報の定期的なスキャン（例えば、１分間隔のスキャン
）を開始する。すなわち、移動端末１００は、ＧＰＳ位置情報１１５ａとして登録されて
いる緯度経度情報によって示される位置が、移動端末１００の現在位置から所定の距離範
囲内である場合、ステップＳ１３０において合致すると判定されたスクランブリングコー
ドが割り当てられている無線基地局は、エリアＡ１周辺に位置すると判定する。
【００８４】
　移動端末１００は、当該ビーコン情報を受信した場合、無線ＬＡＮシステム２での待ち
受け状態に遷移することができる。
【００８５】
　なお、周辺に位置する無線基地局（セクタ）に割り当てられているスクランブリングコ
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ードの取得は、複数のサーチ間隔を設けて実行するようにしてもよい。
【００８６】
　例えば、図１において、太線で囲まれた枠内に位置するセクタ４（ＳＣ１１９）から送
信される報知情報には、自セクタのスクランブリングコード（ＳＣ）１１９と、自セクタ
の周辺セクタのスクランブリングコード（周辺セクタ情報）が含まれる。
【００８７】
　具体的には、当該報知情報には、セクタ７のＳＣ、セクタ６のＳＣ、セクタ２のＳＣ、
セクタ５のＳＣ、セクタ１のＳＣ１０１及びセクタ３のＳＣ１５３（セクタ４の左下に形
成されるセクタ７から右回りに順次記載）が含まれる。同様に、他のセクタから送信され
る報知情報にも、自セクタのスクランブリングコードと、当該セクタの周辺セクタのスク
ランブリングコードとが含まれる。
【００８８】
　ここで、移動端末１００が、アクセスポイント２０Ｂと重複して形成されるセクタ３の
左下に形成されるセクタ５から、セクタ６、セクタ４（ＳＣ１１９）に順次移動し、アク
セスポイント２０Ａに接続するまでを例として説明する。なお、移動端末１００のスクラ
ンブリングコード情報格納部１０７には、アクセスポイント２０Ａによって形成されるエ
リアＡ１の周辺セクタに割り当てられるスクランブリングコード（ＳＣ１０１，１１９，
１５３）が格納されているものとする。
【００８９】
　移動端末１００は、セクタ５内に位置するとき、セクタ５から報知情報を取得するが、
当該報知情報には、アクセスポイント２０Ａ周辺のセクタに関する情報（スクランブリン
グコード）含まれていないため、アクセスポイントから送信されるビーコン情報のスキャ
ンを一切実行しない。
【００９０】
　その後、移動端末１００がセクタ６に移動すると、セクタ６から送信される報知情報に
は、セクタ６の周辺セクタ情報として、セクタ４のスクランブリングコード（ＳＣ１１９
）が含まれるようになる。移動端末１００は、セクタ４のスクランブリングコード（ＳＣ
１１９）を受信すると、アクセスポイント２０Ａが近くに位置すると判定し、アクセスポ
イント２０Ａから送信されるビーコン情報のスキャンを所定の周期（例えば、５分間隔）
で開始する。
【００９１】
　さらに、移動端末１００がセクタ６からセクタ４（ＳＣ１１９）に移動すると、セクタ
４から送信される報知情報には、自セクタの情報として、セクタ４のスクランブリングコ
ード（ＳＣ１１９）が含まれるようになる。セクタ４のスクランブリングコード（ＳＣ１
１９）は、スクランブリングコード情報格納部１０７に格納されているスクランブリング
コード、すなわち、エリアＡ１の周辺セクタに割り当てられるスクランブリングコード（
ＳＣ１１９）と一致する。
【００９２】
　報知情報に含まれる自セクタのスクランブリングコードと、スクランブリングコード情
報格納部１０７に格納されているスクランブリングコードとが一致すると、移動端末１０
０は、アクセスポイント２０Ａから送信されるビーコン情報のスキャンの周期を短くする
（例えば、１分間隔）。
【００９３】
　（４）作用・効果
　移動端末１００によれば、報知情報に含まれるスクランブリングコードとスクランブリ
ングコード情報１０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致すると判定されると
ともに、ＧＰＳ位置情報１１５ａによって示される所定位置（緯度経度情報）が移動端末
１００の現在位置から所定の距離範囲内であると判定された場合、アクセスポイント２０
Ａから送信される無線信号（具体的には、ビーコン情報）のスキャンが実行される。
【００９４】
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　このため、移動端末１００は、アクセスポイント２０Ａから送信される無線信号を受信
できる可能性がある場合、つまり、無線ＬＡＮシステム２を介した無線通信を実行できる
可能性がある場合のみ、当該無線信号のスキャンを実行することができる。
【００９５】
　すなわち、移動端末１００によれば、携帯電話システム１を構成する無線基地局（例え
ば、無線基地局１０Ａ）に割り当てられるとともに、当該無線基地局から所定の距離以上
離れた他の無線基地局（例えば、無線基地局１０Ｂ，１０Ｃ）にも割り当てられる同一の
スクランブリングコード（ＳＣ１０１）が繰り返し割り当てられる場合でも、移動端末１
００の現在位置に応じた適切なタイミングでアクセスポイント２０Ａから送信される無線
信号のスキャンを実行することができる。つまり、移動端末１００は、エリアＡ１周辺に
位置する場合、当該スキャンを実行するが、無線基地局１０Ｂの周辺に位置する場合には
、無線基地局１０Ｂから同一のスクランブリングコードを受信しても当該スキャンを実行
しない。
【００９６】
　また、移動端末１００によれば、既存の無線基地局を利用しつつ適切なタイミングで当
該スキャンを実行することができる。このため、無線基地局が送信する信号フォーマット
の変更など、既存の無線基地局（または基地局制御装置）の大規模な改修が必要ない。
【００９７】
　本実施形態では、移動端末１００は、報知情報に含まれるスクランブリングコードとス
クランブリングコード情報１０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致すると判
定した場合、ＧＰＳ位置情報１１５ａによって示される所定位置が移動端末１００の現在
位置から所定の距離範囲内であるか否かを判定する。
【００９８】
　つまり、移動端末１００は、報知情報に含まれるスクランブリングコードとスクランブ
リングコード情報１０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致すると判定された
場合に限って移動端末１００の現在位置を測定するため、移動端末１００の消費電力をさ
らに抑制することができる。
【００９９】
　本実施形態では、ＧＰＳ位置情報格納部１１５は、情報入力受付部１３１が受け付けた
緯度経度情報（例えば、移動端末１００のユーザの自宅位置を示す位置情報）を格納する
ことができる。このため、ＧＰＳ衛星３０からのＧＰＳ信号を受信することができない場
合でもＧＰＳ位置情報格納部１１５にＧＰＳ位置情報１１５ａを登録することができる。
【０１００】
　また、ＧＰＳ衛星３０から送信されたＧＰＳ信号を受信できる場合、当該ＧＰＳ信号を
用いて測定された移動端末１００の現在位置がＧＰＳ位置情報１１５ａとして登録される
。このため、移動端末１００のユーザは、当該ＧＰＳ信号を用いて測定された正確な位置
情報を容易にＧＰＳ位置情報１１５ａとして登録することができる。
【０１０１】
　（５）その他の実施形態
　上述したように、本発明の一実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の
一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開
示から当業者には様々な代替実施の形態が明らかとなろう。
【０１０２】
　例えば、上述した実施形態では、ＧＰＳ位置情報格納部１１５は、情報入力受付部１３
１が受け付けた緯度経度情報を格納することができるように構成したが、同様に、スクラ
ンブリングコード情報格納部１０７は、情報入力受付部１３１が移動端末１００のユーザ
によって入力されたスクランブリングコードを格納するようにしてもよい。
【０１０３】
　上述した実施形態では、移動端末１００にはＧＰＳ信号処理部１１１が設けられていた
が、ＧＰＳ信号処理部１１１は、必ずしも設けられていなくても構わない。
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　上述した実施形態では、移動端末１００は、報知情報に含まれるスクランブリングコー
ドとスクランブリングコード情報１０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致す
ると判定した場合、ＧＰＳ位置情報１１５ａによって示される所定位置が移動端末１００
の現在位置から所定の距離範囲内であるか否かを判定したが、ＧＰＳ位置情報１１５ａに
よって示される所定位置が移動端末１００の現在位置から所定の距離範囲内であるか否か
の判定は、報知情報に含まれるスクランブリングコードとスクランブリングコード情報１
０７ａに含まれるスクランブリングコードとが一致しない場合に行っても構わない。
【０１０５】
　上述した実施形態では、セクタ構成を採用する携帯電話システム１を例として説明した
が、本発明は、セル構成を採用する携帯電話システムに適用しても勿論構わない。さらに
、本発明が適用可能な無線通信システムは、上述した実施形態に記載したものに限定され
るものではない。
【０１０６】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の実施形態に係る本実施形態に係る通信システムの全体概略構成図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る移動端末１００の機能ブロック構成図である。
【図３】本発明の実施形態に係る移動端末１００がスクランブリングコード及び位置情報
を取得する動作フローを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る　移動端末１００がアクセスポイント２０Ａから送信さ
れるビーコン情報のスキャンを実行する動作フローを示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係るスクランブリングコード情報の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るＧＰＳ位置情報の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１…携帯電話システム、２…無線ＬＡＮシステム、１０Ａ～１０Ｃ…無線基地局、２０Ａ
～２０Ｃ…アクセスポイント、３０…ＧＰＳ衛星、１００…移動端末、１０１…ＣＤＭＡ
通信部、１０３…スクランブリングコード取得部、１０５…スクランブリングコード判定
部、１０７…スクランブリングコード情報格納部、１０７ａ…スクランブリングコード情
報、１１１…ＧＰＳ信号処理部、１１３…位置判定部、１１５…ＧＰＳ位置情報格納部、
１１５ａ…ＧＰＳ位置情報、１２１…ＷＬＡＮ通信部、１２３…ＷＬＡＮ制御部、１３１
…情報入力受付部、Ａ１…エリア
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