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(57)【要約】
【課題】無線通信端末の動作に及ぼす影響を抑えつつ、
電磁妨害を改善することを目的とする。
【解決手段】無線通信端末１０は、ＳＩＭカード３８に
情報が記憶された通信事業者に割り当てられたバンドで
無線通信を行う無線通信部２６を備える。また、無線通
信端末１０は、制御部２０を備え、ＳＩＭカード３８に
情報が記録された通信事業者に割り当てられたバンドに
応じて予め定められた電磁妨害低減用周波数を取得する
。また、制御部２０は、動作クロック信号の周波数を取
得された電磁妨害低減用周波数に設定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加入者情報モジュールカードに情報が記憶された通信事業者に割り当てられたバンドで
無線通信を行う無線通信部と、
　前記加入者情報モジュールカードに情報が記録された通信事業者に割り当てられたバン
ドに応じて予め定められた電磁妨害低減用周波数を取得する取得部と、
　動作クロック信号の周波数を前記取得部によって取得された前記電磁妨害低減用周波数
に設定する設定部と、
　を備えた無線通信端末。
【請求項２】
　前記電磁妨害低減用周波数は、基本波の周波数及び高調波の周波数が前記バンドと各々
重ならないように、前記バンドに応じて予め定められている、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記電磁妨害低減用周波数は、前記通信事業者に周波数帯域の異なる複数のバンドが割
り当てられている場合に、基本波の周波数及び高調波の周波数が、前記複数のバンドのう
ち周波数帯がより低い前記バンドと各々重ならないように、前記複数のバンドに応じて予
め定められている、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項４】
　前記電磁妨害低減用周波数は、前記電磁妨害低減用周波数のｎ／ｍ（ｎ、ｍは整数）の
周波数が前記バンドと重ならないように、前記バンドに応じて予め定められている、
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項５】
　前記電磁妨害低減用周波数は、前記通信事業者に周波数帯域の異なる複数のバンドが割
り当てられている場合に、前記電磁妨害低減用周波数のｎ／ｍ（ｎ、ｍは整数）の周波数
が前記複数のバンドのうち周波数帯がより低い前記バンドと各々重ならないように、前記
複数のバンドに応じて予め定められている、
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項６】
　周波数特性が互いに異なる複数のフィルタと、
　複数の前記フィルタのうち内部の信号伝送路に挿入する前記フィルタを、前記取得部に
よって取得された前記電磁妨害低減用周波数に応じて切り替える切替部と、
　をさらに備える請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信端末において、ＥＭＩ（Electro Magnetic Interference）を低減する技術と
して、クロック信号の周波数を変更する技術がある。また、通信品質が低い場合に、クロ
ック信号の中心周波数を変更する技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１６０７８８号公報
【特許文献２】特開２００１－１９７５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上記従来の技術では、通信中に通信品質を判断し、クロック信号の周波
数を変更するため、クロック信号の周波数が変更されるまでは、通信品質が劣化した状態
で通信が行われることになる。
【０００５】
　また、上記従来の技術では、無線通信端末の動作中にクロック信号の周波数を切り替え
ることになるため、クロック信号で動作しているデバイス等との入出力が一時的に中断す
る。例えば、ＬＣＤ（liquid crystal display）は、入力される同期信号の周波数が切り
替わると、一時的に表示ができなくなる、または、表示が消えてしまう等の問題が生じる
。
【０００６】
　そのため、上記従来の技術では、電磁妨害を低減するための対策が、無線通信端末の動
作に悪影響を及ぼすという欠点があった。
【０００７】
　本開示の技術は一つの側面として、無線通信端末の動作に及ぼす影響を抑えつつ、電磁
妨害を改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの態様では、無線通信部と、取得部と、設定部と、を備える。無線通信部は、加入
者情報モジュールカードに情報が記憶された通信事業者に割り当てられたバンドで無線通
信を行う。取得部は、加入者情報モジュールカードに情報が記録された通信事業者に割り
当てられたバンドに応じて予め定められた電磁妨害低減用周波数を取得する。設定部は、
動作クロック信号の周波数を取得部によって取得された電磁妨害低減用周波数に設定する
。
【発明の効果】
【０００９】
　一つの側面として、無線通信端末の動作に及ぼす影響を抑えつつ、電磁妨害を改善する
ことができるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係る本実施形態の無線通信端末のハードウエア構成の一例を表す
構成図である。
【図２】ＳＩＭカードに記憶されているＩＣＣＩＤを説明する説明図である。
【図３】第１実施形態に係る記憶装置の構成の一例を表すブロック図である。
【図４】クロック周波数テーブルの一例を表す図である。
【図５】クロック周波数と通信事業者が利用するバンドとの対応関係を示した図である。
【図６】一般的な、特定のＳＩＭカードで動作する無線通信端末のクロックの種別と電磁
妨害低減用周波数との対応関係を表した図である。
【図７】クロック周波数と通信事業者が利用するバンドとの対応関係を示した図である。
【図８】第１実施形態に係る無線通信端末で実行されるクロック周波数制御処理の一例の
フローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る本実施形態の無線通信端末のハードウエア構成の一例を表す
構成図である。
【図１０】第２実施形態に係る記憶装置の構成の一例を表すブロック図である。
【図１１】第２実施形態に係る無線通信端末で実行されるクロック周波数制御処理の一例
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して開示の技術の一例を詳細に説明する。
【００１２】
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　ＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カードやＵＩＭ（User Identity Module）カー
ド等の加入者情報モジュールカードが装着されると、これらに情報が記憶された通信事業
者を利用して無線通信を行う無線通信端末がある。
【００１３】
　このような無線通信端末では、クロック信号が内部の信号線を伝送される際に、その高
調波等により、いわゆるＥＭＩと呼ばれる、電磁妨害が発生することが知られている。
【００１４】
　発生したＥＭＩは、無線通信に悪影響を与えることが知られている。動作クロック信号
に由来するＥＭＩが、通信事業者に割り当てられたバンドの電磁波に干渉してしまうと、
受信電界強度が低下して受信品質が低下し、通信速度が低下したり受信できなくなったり
する等の問題が生じる場合があった。
【００１５】
　また、いわゆる、ＳＩＭフリーと呼ばれる、加入者情報モジュールカードを他の加入者
情報モジュールカードに入れ替えても無線通信が可能な無線通信端末がある。通信事業者
に割り当てられているバンドは通信事業者毎に異なるため、カードの入れ替え前後でカー
ドに情報が記憶されている通信事業者が異なると、無線通信に用いるバンドの切り替えに
伴い、ＥＭＩが新たに発生することも考えられる。
【００１６】
　そこで、ＳＩＭフリーと呼ばれる無線通信端末において、無線通信端末の動作に及ぼす
影響を抑えつつ、電磁妨害を改善することができる無線通信端末の実施形態について説明
する。
【００１７】
［第１実施形態］
　図１に示すように、本実施形態の無線通信端末１０は、制御部２０、表示装置２４、無
線通信部２６、記憶装置２８、撮像装置３０、外部記憶装置３２、及びＳＩＭ（Subscrib
er Identity Module）カードスロット３４を備える。
【００１８】
　制御部２０は、クロック生成部２１及びＣＰＵ（Central Processing Unit）２２を含
み、無線通信端末１０全体を制御する。また、本実施形態の無線通信端末１０では、制御
部２０は、利用する通信事業者に応じてクロック信号の周波数を切り替える（詳細後述）
。
【００１９】
　クロック生成部２１は、ＣＰＵ２２から設定された周波数のクロック信号を生成する。
クロック生成部２１によって、制御部２０の内部回路、表示装置２４、撮像装置３０、外
部記憶装置３２、及びＳＩＭカードスロット３４の各々に、そのままの周波数で、又はｎ
／ｍ倍（ｎ、ｍは整数）に分周されて供給される。
【００２０】
　無線通信部２６は、ＳＩＭカード３８に情報が記憶された通信事業者の無線通信基地局
と無線通信を行うことで、当該無線通信局を経由して他の端末等と通信を行う。
【００２１】
　表示装置２４は、各種情報を表示する装置であり、例えば、ＬＣＤ（liquid crystal d
isplay）等のディスプレイである。
【００２２】
　制御部２０と表示装置２４とは、フィルタ４２を介して信号線４３により接続されてい
る。信号線４３は、表示装置２４の動作に用いられるクロック信号を、制御部２０から表
示装置２４へ伝送する。本実施形態の無線通信端末１０では、制御部２０から表示装置２
４へ伝送されるクロック信号として、ＭＩＰＩ（Mobile Industry Processor Interface
）クロックを用いている。
【００２３】
　また、制御部２０と表示装置２４とは、フィルタ４６を介して信号線４５により接続さ
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れている。信号線４５は、表示装置２４に表示させる画像等に応じたデータ信号を制御部
２０から表示装置２４へ伝送する。
【００２４】
　撮像装置３０は、動画及び静止画の少なくとも一方を撮影する装置であり、例えば、撮
像素子で撮影した画像をデジタル信号として出力するカメラ等である。
【００２５】
　制御部２０と撮像装置３０とは、フィルタ５８を介して信号線５９により接続されてい
る。信号線５９は、撮像装置３０の動作に用いられるクロック信号を制御部２０から撮像
装置３０へ伝送する。本実施形態の無線通信端末１０では、制御部２０から撮像装置３０
へ伝送されるクロック信号として、ＭＩＰＩクロックを用いている。
【００２６】
　また、撮像装置３０と制御部２０とは、フィルタ６２を介して信号線６３により接続さ
れていると共に、フィルタ６６を介して信号線６７により接続されている。信号線６７は
、撮像装置３０で撮影した画像のデジタル信号を撮像装置３０から制御部２０へ伝送する
。また、信号線６３は、当該デジタル信号を制御部２０が読み取るのに用いられるクロッ
ク信号を撮像装置３０から制御部２０へ伝送する。
【００２７】
　外部記憶装置３２は、無線通信端末１０に対して取り外しが可能な記憶装置であり、例
えば、メモリカードやｍｉｃｒｏＳＤ（登録商標）カード等である。なお、外部記憶装置
３２がこれらのカード等である場合、無線通信端末１０に備えられたスロットに外部記憶
装置３２が装着されることにより、外部記憶装置３２が接続された状態となる。
【００２８】
　制御部２０と外部記憶装置３２とは、フィルタ５０を介して信号線５１により接続され
ている。また、制御部２０と外部記憶装置３２とは、フィルタ５４を介して信号線５５に
より接続されている。信号線５５は、外部記憶装置３２から読み出したデータ又は外部記
憶装置３２へ書き込むデータのデジタル信号を、制御部２０と外部記憶装置３２との間で
伝送する。また、信号線５１は、同期をとるためのクロック信号を、制御部２０と外部記
憶装置３２との間で伝送する。
【００２９】
　ＳＩＭカードスロット３４は、ＳＩＭカード３８を装着するためのものである。ＳＩＭ
カード３８には、図２に示すＩＣＣＩＤ（Ic Card Identifier）が記憶されている。ＩＣ
ＣＩＤは最長１９桁の数字からなる番号である。１及び２桁目は、産業を識別する識別番
号であり、無線通信端末の場合、電気通信業界を表す「８９」である。また、３及び４桁
目は、国を識別する国番号であり、日本国の場合「８１」である。また、５～７桁目は通
信事業者を識別するための事業者識別番号である。また、８～１９桁目は、ＳＩＭカード
３８固有の番号（カード固有番号）である。
【００３０】
　なお、本実施形態では、ＩＣＣＩＤが記憶されている記憶装置としてＳＩＭカード３８
を用いる無線通信端末１０について説明しているが、ＩＣＣＩＤを記憶しておく記憶装置
は特に限定されない。例えば、ＵＩＭ（User Identity Module）カード等のその他の加入
者情報モジュールカードであってもよい。なお、ＳＩＭカード３８やＵＩＭカード等の加
入者情報モジュールカードも、外部記憶装置の一種である。
【００３１】
　制御部２０とＳＩＭカードスロット３４とは、信号線３５及び信号線３７を介して接続
されている。信号線３５は、ＳＩＭカード３８から読み出した情報やＳＩＭカードスロッ
ト３４に装着されたＳＩＭカード３８を検出したことを表す検出信号等を、ＳＩＭカード
スロット３４から制御部２０へ伝送する。また、信号線３７は、同期をとるためのクロッ
ク信号を、制御部２０とＳＩＭカードスロット３４との間で伝送する。
【００３２】
　なお、フィルタ４２、４６、５０、５４、５８、６２、及び６６の各々は、伝送される
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信号の高調波成分がＥＭＩの原因になることを抑制するために、当該高調波成分を減衰さ
せるものである。本実施形態において、表示装置２４、撮像装置３０、及び外部記憶装置
３２の各々において用いられるクロック信号の周波数はそれぞれ異なっていてもよい。フ
ィルタ４２、４６、５０、５４、５８、６２、及び６６は、各々の減衰させる周波数帯域
が、各々を通過する信号の高調波成分の周波数に応じて各々設定されている。
【００３３】
　なお、詳細は後述するが、本実施形態において、フィルタを通過する信号の周波数は、
無線通信に利用する通信事業者に割り当てられたバンドに応じて切り替えている。このた
め、本実施形態において、上記各フィルタの周波数特性は、通信事業者（バンド）の切り
替えに伴ってフィルタを通過する信号の周波数が変化しても、高調波成分を減衰させる性
能が大きく低下しないようにしてもよい。例えば、上記フィルタの周波数特性を、周波数
の変化に対する減衰量の変化が緩やかな特性としてもよい。
【００３４】
　記憶装置２８はフラッシュメモリ等によって実現できる。図３に示すように記憶装置２
８には、クロック周波数制御プログラム９０が記憶されている。クロック周波数制御プロ
グラム９０は、取得プロセス９３及び設定プロセス９４を備えている。
【００３５】
　制御部２０のＣＰＵ２２が記憶装置２８から読み出したクロック周波数制御プログラム
９０を展開して実行することにより詳細を後述するクロック周波数制御処理を実行する。
また、ＣＰＵ２２がクロック周波数制御プログラム９０の取得プロセス９３を実行するこ
とにより、ＣＰＵ２２が本発明の取得部として機能し、設定プロセス９４を実行すること
により、ＣＰＵ２２本発明の設定部として機能する。
【００３６】
　また、図３に示すように記憶装置２８のクロック周波数テーブル記憶領域９２には、図
４に示すクロック周波数テーブル９６が記憶されている。クロック周波数テーブル９６は
、国毎に通信事業者と無線通信端末１０のクロック生成部２１が生成するクロック信号の
周波数との対応関係を表す情報を登録したものである。
【００３７】
　一般的に、通信事業者毎に、無線通信に用いるバンド（周波数帯域）が予め割り当てら
れている。クロック信号の高調波が通信事業者に割り当てられたバンドの電磁波に干渉し
てしまうと、受信電界強度が低下し受信品質が低下して、通信速度が低下したり受信でき
なくなったりする等の問題が生じる場合があった。そのため、図５に示すように通信事業
者に割り当てられたバンドでクロック信号の基本波及び高調波によりＥＭＩが生じ難いク
ロック信号の周波数が、電磁妨害低減用周波数として通信事業者毎に予め設定されている
。
【００３８】
　図５は、通信事業者（１）に割り当てられたバンドａ、ｂの電磁波と干渉（ＥＭＩ）が
生じることを抑制するために、バンドａ、ｂに応じてクロック信号１の基本波及び２次～
５次高調波の各々の周波数が予め設定された例を表している。
【００３９】
　一般的な、特定の通信事業者のＳＩＭカード３８のみで動作する無線通信端末の場合は
、無線通信に利用する通信事業者が予め特定されている。そのため、この場合は、図６に
示すように、クロックの種別毎に電磁妨害低減用周波数を予め定めておき、当該周波数の
クロックを用いればＥＭＩを低減することができる。
【００４０】
　しかしながら、本実施形態の無線通信端末１０のように、いわゆるＳＩＭフリーと呼ば
れる端末の場合、装着されるＳＩＭカード３８に応じて、無線通信に利用する通信事業者
が切り替わる。そのため、図６のように特定の通信事業者に割り当てられたバンドに応じ
て予め定めた電磁妨害低減用周波数を、他の通信事業者を利用して無線通信を行う場合の
クロック信号の周波数に適用したとすると、ＥＭＩが発生する恐れがある。
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【００４１】
　例えば、図７に示すように、クロック信号１の基本波及び２次～５次高調波の各々の周
波数と、通信事業者（１）に割り当てられた対応バンドａ、ｂとは重なり合っていない。
そのため、クロック信号１として示す周波数を用いる場合、通信事業者（１）に対しては
、ＥＭＩが抑制される。しかし、クロック信号２の基本波及び２次～５次高調波の各々の
周波数と、通信事業者（２）に割り当てられた対応バンドｃ、ｄとでは、３次高調波と対
応バンドｃ、５次高調波と対応バンドｄとが重なり合っている。そのため、通信事業者（
２）を利用した無線通信を行う場合、クロック信号１によりＥＭＩが発生してしまう。
【００４２】
　そこで、本実施形態の無線通信端末１０では、通信事業者（２）を利用して無線通信を
行う場合は、クロック信号の周波数を通信事業者（２）のバンドと干渉しない電磁妨害低
減用周波数に設定することによりＥＭＩによる影響を低減する。
【００４３】
　例えば、図７に示した場合では、クロック信号２の基本波及び２次～５次高調波各々の
周波数と、通信事業者（２）の対応バンドｃ、ｄとは重なり合っていない。従って、通信
事業者（１）を利用して無線通信を行う場合はクロック信号１として示す周波数を用い、
通信事業者（２）を利用して無線通信を行う場合はクロック信号２として示す周波数を用
いることでＥＭＩの影響を低減できる。
【００４４】
　本実施形態の無線通信端末１０では、国及び通信事業者毎に当該通信事業者に割り当て
られたバンドに対してＥＭＩが生じ難いクロック信号の周波数を電磁妨害低減用周波数と
して予め定め、クロック周波数テーブル９６に登録している。
【００４５】
　なお、電磁妨害低減用周波数は、基本波及びその高調波各々の周波数と通信事業者に割
り当てられたバンドとが、全て重なり合わないことが好ましいが、全てが重なり合わない
周波数が得られない場合がある。一方、通信事業者に複数のバンドが割り当てられている
場合、複数のバンドのうち周波数帯域がより低いバンドの方が、ＥＭＩが発生し易い。こ
のため、周波数帯域がより低いバンドの方を周波数帯域がより高いバンドよりも優先して
クロック信号の基本波及びその高調波の周波数と重なり合わないように電磁妨害低減用周
波数を設定することが好ましい。例えば、図７に示した場合では、通信事業者（１）では
、対応バンドａを対応バンドｂよりも優先してクロック信号の基本波及びその高調波の周
波数と重なり合わないように電磁妨害低減用周波数を設定する。
【００４６】
　また、無線通信端末１０内部では、上述したように、データ信号も伝送されている。一
般に、データ信号には対応するクロック信号を分周した周波数成分（例えば、クロック信
号の周波数の１／８や１／１２）が含まれている。そのため、電磁妨害低減用周波数は、
データ信号に含まれる周波数成分の周波数も通信事業者のバンドと重なり合わないように
設定することが好ましい。
【００４７】
また、重なり合わない周波数が得られない場合は、データ信号の周波数成分についても上
記と同様にすればよい。すなわち、周波数帯域がより低いバンドを周波数帯域がより高い
バンドよりも優先して、データ信号に含まれる周波数成分と重なり合わないように、電磁
妨害低減用周波数を設定することが好ましい。
【００４８】
　次に、本実施形態に係る無線通信端末１０の作用について説明する。
【００４９】
　本実施形態の無線通信端末１０では、電源（図示省略）が投入された場合に、制御部２
０が、下記に示すクロック周波数制御処理を実行する。
【００５０】
　まず、図８に示したようにステップＳ１００で制御部２０は、ＳＩＭカード３８がＳＩ



(8) JP 2017-139656 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

Ｍカードスロット３４に装着されているか否かを判定する。上述したように、ＳＩＭカー
ドスロット３４にＳＩＭカード３８が装着されていることを検出した場合、検出信号が制
御部２０に入力される。制御部２０は当該検出信号を検知した場合に、ＳＩＭカード３８
が装着されていると判定する。
【００５１】
　ＳＩＭカード３８が装着されていない場合、ステップＳ１００で否定判定となり、ステ
ップＳ１０２へ移行する。ステップＳ１０２で制御部２０は、各クロックの周波数を初期
値に設定した後、ステップＳ１２０へ移行する。
【００５２】
　一方、ＳＩＭカード３８が装着されている場合、ステップＳ１００で肯定判定となり、
ステップＳ１０４へ移行する。ステップＳ１０４で制御部２０は、ＳＩＭカード３８から
ＩＣＣＩＤを読み取る。そして次のステップＳ１０６で制御部２０は、読み取ったＩＣＣ
ＩＤから国及び通信事業者を識別する。
【００５３】
　次のステップＳ１０８で制御部２０は、記憶装置２８に記憶されているクロック周波数
テーブル９６から、上記ステップＳ１０６で識別した国及び通信事業者に対応する電磁妨
害低減用周波数を取得する。そして制御部２０は、取得した電磁妨害低減用周波数を内部
動作用のクロック信号の周波数に設定する。本実施形態の無線通信端末１０では、具体的
には、表示装置２４、撮像装置３０、及び外部記憶装置３２の各々に用いられるクロック
信号の周波数を設定する。これにより、表示装置２４、撮像装置３０、及び外部記憶装置
３２は設定した周波数のクロック信号が供給されて動作する。
【００５４】
　次のステップＳ１１０で制御部２０は、通信事業者との無線通信を有効に設定する。こ
れにより、無線通信端末１０は、無線通信部２６を介して、ＳＩＭカード３８に応じた通
信所業者を利用して無線通信を行うことが可能になる。
【００５５】
　次のステップＳ１１２で制御部２０は、通常動作を実行する。ここで「通常動作」とは
、無線通信端末１０が行う一般的な動作のことをいう。例えば、無線通信端末１０がスマ
ートフォン等の場合、他の無線通信端末１０等との通話、メールの送受信、及びインター
ネットを介したウエブページの閲覧等の動作を含む。
【００５６】
　次のステップＳ１１４で制御部２０は、ＳＩＭカード３８がＳＩＭカードスロット３４
から抜き去られたか否かを判定する。ＳＩＭカードスロット３４からＳＩＭカード３８が
抜き去られていない場合、否定判定となり、ステップＳ１１２へ戻り、通常動作の実行を
継続する。
【００５７】
　一方、ステップＳ１１４でＳＩＭカード３８がＳＩＭカードスロット３４から抜き去ら
れた場合、肯定判定となりステップＳ１１６へ移行する。
【００５８】
　ステップＳ１１６で制御部２０は、ＳＩＭカード３８が再びＳＩＭカードスロット３４
に装着されたか否かを判定する。ＳＩＭカード３８が装着された場合、肯定判定となりス
テップＳ１２６へ移行する。ここで、ＳＩＭカードスロット３４に装着されたＳＩＭカー
ド３８は、上記ステップＳ１１４で抜き去られたと判定されるまで装着されていたＳＩＭ
カード３８と同じである場合も、異なる場合もある。
【００５９】
　そこで、本実施形態の無線通信端末１０では、新たに装着されたＳＩＭカード３８によ
り動作を行うために、ステップＳ１２６で制御部２０は、無線通信端末１０を再起動させ
た後、ステップＳ１０４に戻り上記処理を繰り返す。
【００６０】
　一方、上記ステップＳ１１６でＳＩＭカード３８が装着されない場合、否定判定となり
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ステップＳ１１８へ移行する。
【００６１】
　ステップＳ１１８で制御部２０は、制御部２０は、無線通信端末１０を再起動させる。
【００６２】
　次のステップＳ１２０で制御部２０は、通信事業者との無線通信を無効に設定する。こ
れにより、無線通信端末１０は、無線通信を行うことができない状態になる。
【００６３】
　次のステップＳ１２２で制御部２０は、通常動作を実行する。ここでいう「通常動作」
とは、前述のステップＳ１１２とは異なり、無線通信を利用した動作は行えないことにな
る。無線通信を利用しない動作としては、例えば、外部記憶装置３２に記憶されている画
像データの閲覧等が挙げられる。
【００６４】
　次のステップＳ１２４で制御部２０は、ＳＩＭカード３８が再びＳＩＭカードスロット
３４に装着されたか否かを判定する。ＳＩＭカード３８が装着されない場合、否定判定と
なりステップＳ１２２に戻り、通常動作の実行を継続する。
【００６５】
　一方、ＳＩＭカード３８がＳＩＭカードスロット３４に装着された場合、肯定判定とな
りステップＳ１２６へ移行し、上述したステップＳ１２６の処理を実行する。
【００６６】
　本実施形態の無線通信端末１０では、上記クロック周波数制御処理を、無線通信端末１
０の電源が遮断されるまで、継続し続ける。
【００６７】
［第２実施形態］
　上記第１実施形態では、ＳＩＭカード３８から読み取った通信事業者に割り当てられた
バンドに応じてクロック信号の周波数を切り替えていたが、フィルタの周波数特性はその
ままとしていた。これに対して、本実施形態では、伝送されるクロック信号の周波数に応
じて、フィルタの周波数特性を切り替える場合について説明する。
【００６８】
　クロック信号の周波数が大きく異なる複数のクロック信号に対して１つのフィルタを適
用する場合、伝送される信号の周波数が大きく変化すると高調波成分を減衰させることが
困難になり、減衰しきれない場合がある。高調波成分を減衰しきれないことにより、ＥＭ
Ｉを抑制する効果が小さくなり無線通信に与える影響が大きくなり、受信性能が低下する
場合がある。また、逆に、クロック信号の低次の高調波成分を減衰しすぎてしまうとクロ
ック信号の波形品質が劣化してしまい、正常に動作しなくなる場合がある。
【００６９】
　そこで、本実施形態では、互いに異なる電磁妨害低減用周波数に対応する周波数特性を
有する複数のフィルタを備え、設定されたクロック信号の周波数に応じて複数のフィルタ
を切り替える。
【００７０】
　第１実施形態の無線通信端末１０では、各クロック信号及びデータ信号毎に１つのフィ
ルタを備えていた、本実施形態の無線通信端末１０は、図９に示すように各クロック信号
及びデータ信号毎に２つのフィルタを備えている。
【００７１】
　本実施形態の無線通信端末１０では、複数の伝送経路の各々に周波数特性が異なるフィ
ルタを設け、クロック信号及びデータ信号の伝送経路を切り替えることによりフィルタの
切り替えを行う。
【００７２】
　具体的には、図９に示すように、制御部２０から表示装置２４へクロック信号を伝送す
る信号線４３は、フィルタ４２Ａが挿入された信号線４３Ａ、及びフィルタ４２Ｂが挿入
された信号線４３Ｂを備えている。スイッチ４０Ａは、制御部２０から出力されたクロッ
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ク信号の伝送経路を、フィルタ４２Ａ（信号線４３Ａ）又はフィルタ４２Ｂ（信号線４３
Ｂ）に切り替える。また、スイッチ４０Ｂは、表示装置２４に入力されるクロック信号の
伝送経路を、フィルタ４２Ａ（信号線４３Ａ）又はフィルタ４２Ｂ（信号線４３Ｂ）に切
り替える。
【００７３】
　同様に、制御部２０から表示装置２４へデータ信号を伝送する信号線４５は、フィルタ
４６Ａが挿入された信号線４５Ａ、及びフィルタ４６Ｂが挿入された信号線４５Ｂを備え
ている。スイッチ４４Ｂは、制御部２０から出力されたデータ信号の伝送経路を、フィル
タ４６Ａ（信号線４５Ａ）又はフィルタ４６Ｂ（信号線４５Ｂ）に切り替える。また、ス
イッチ４４Ａは、表示装置２４に入力されるデータ信号の伝送経路を、フィルタ４６Ａ（
信号線４５Ａ）又はフィルタ４６Ｂ（信号線４５Ｂ）に切り替える。
【００７４】
　また、図９に示すように、制御部２０と外部記憶装置３２との間でクロック信号を伝送
する信号線５１は、フィルタ５０Ａが挿入された信号線５１Ａ、及びフィルタ５０Ｂが挿
入された信号線５１Ｂを備えている。スイッチ４８Ａは、クロック信号の伝送経路を、フ
ィルタ５０Ａ（信号線５１Ａ）又はフィルタ５０Ｂ（信号線５１Ｂ）に切り替える。また
、スイッチ４８Ｂは、クロック信号の伝送経路を、フィルタ５０Ａ（信号線５１Ａ）又は
フィルタ５０Ｂ（信号線５１Ｂ）に切り替える。
【００７５】
　同様に、制御部２０と外部記憶装置３２との間でデータ信号を伝送する信号線５５は、
フィルタ５４Ａが挿入された信号線５５Ａ、及びフィルタ５４Ｂが挿入された信号線５５
Ｂを備えている。スイッチ５２Ａは、クロック信号の伝送経路を、フィルタ５４Ａ（信号
線５５Ａ）又はフィルタ５４Ｂ（信号線５５Ｂ）に切り替える。また、スイッチ５２Ｂは
、データ信号の伝送経路を、フィルタ５４Ａ（信号線５５Ａ）又はフィルタ５４Ｂ（信号
線５５Ｂ）に切り替える。
【００７６】
　また、図９に示すように、制御部２０から撮像装置３０へクロック信号を伝送する信号
線５９は、フィルタ５８Ａが挿入された信号線５９Ａ、及びフィルタ５８Ｂが挿入された
信号線５９Ｂを備えている。スイッチ５６Ａは、制御部２０から出力されたクロック信号
の伝送経路を、フィルタ５８Ａ（信号線５９Ａ）又はフィルタ５８Ｂ（信号線５９Ｂ）に
切り替える。また、スイッチ５６Ｂは、撮像装置３０に入力されるクロック信号の伝送経
路を、フィルタ５８Ａ（信号線５９Ａ）又はフィルタ５８Ｂ（信号線５９Ｂ）に切り替え
る。
【００７７】
　同様に、撮像装置３０から制御部２０へクロック信号を伝送する信号線６３は、フィル
タ６２Ａが挿入された信号線６３Ａ、及びフィルタ６２Ｂが挿入された信号線６３Ｂを備
えている。スイッチ６０Ｂは、撮像装置３０から出力されたクロック信号の伝送経路を、
フィルタ６２Ａ（信号線６３Ａ）又はフィルタ６２Ｂ（信号線６３Ｂ）に切り替える。ま
た、スイッチ６０Ａは、制御部２０に入力されるクロック信号の伝送経路を、フィルタ６
２Ａ（信号線６３Ａ）又はフィルタ６２Ｂ（信号線６３Ｂ）に切り替える。
【００７８】
　同様に、撮像装置３０から制御部２０へデータ信号を伝送する信号線６７は、フィルタ
６６Ａが挿入された信号線６７Ａ、及びフィルタ６６Ｂが挿入された信号線６７Ｂを備え
ている。スイッチ６４Ｂは、撮像装置３０から出力されたデータ信号の伝送経路を、フィ
ルタ６６Ａ（信号線６７Ａ）又はフィルタ６６Ｂ（信号線６７Ｂ）に切り替える。また、
スイッチ６４Ａは、制御部２０に入力されるデータ信号の伝送経路を、フィルタ６６Ａ（
信号線６７Ａ）又はフィルタ６６Ｂ（信号線６７Ｂ）に切り替える。
【００７９】
　なお、以下では説明の便宜上、図９に示した各フィルタを総称する場合は、単に「フィ
ルタ」という。また、各スイッチについても同様に、総称する場合は、単に「スイッチ」
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という。
【００８０】
　制御部２０は、各スイッチの切り替えを指示する制御信号を出力する。そのため、本実
施形態の記憶装置２８に記憶されるクロック周波数制御プログラム９０は、図１０に示す
ように、さらに、切替プロセス９５を備える。また、ＣＰＵ２２がクロック周波数制御プ
ログラム９０の切替プロセス９５を実行することにより、ＣＰＵ２２が本発明の切替部と
して機能する。
【００８１】
　次に、本実施形態に係る無線通信端末１０の作用について説明する。
【００８２】
　図１１に示すように本実施形態の無線通信端末１０において実行されるクロック周波数
制御処理は、第１実施形態（図８参照）のステップＳ１０８とステップＳ１１０との間に
ステップＳ１０９の処理を実行する他は同様である。そのため、ここでは、ステップＳ１
０９の処理についてのみ説明する。
【００８３】
　ステップＳ１０９では、上記ステップＳ１０８で設定したクロック信号の周波数に応じ
たフィルタを選択し、選択したフィルタを適用するように、対応する各スイッチを切り替
える。なお、フィルタを選択する方法は特に限定されない。例えば、クロック周波数テー
ブル９６に、電磁妨害低減用周波数と適用するフィルタとを対応付けて記憶させておき、
クロック周波数テーブル９６から電磁妨害低減用周波数に応じたフィルタを選択してもよ
い。また、各フィルタと、適用可能な電磁妨害低減用周波数との対応関係を予め記憶装置
２８等に記憶しておき、当該対応関係から電磁妨害低減用周波数に応じたフィルタを選択
してもよい。
【００８４】
　このように本実施形態の無線通信端末１０では、信号線を伝送するクロック信号やデー
タ信号の周波数に応じた適切な周波数特性を有するフィルタを、各信号線に設けている。
これにより、各信号線を伝送するクロック信号やデータ信号の高調波の減衰量を適切にす
ることができるため、受信性能が劣化するのを抑制することができる。また、各信号線を
伝送するクロック信号やデータ信号の波形品質が低下するのを抑制することができる。
【００８５】
　以上説明したように、上記各実施形態の無線通信端末１０は、ＳＩＭカード３８に情報
が記憶された通信事業者に割り当てられたバンドで無線通信を行う無線通信部２６を備え
る。また、無線通信端末１０は、制御部２０を備え、ＳＩＭカード３８に情報が記録され
た通信事業者に割り当てられたバンドに応じて予め定められた電磁妨害低減用周波数を取
得する。また、制御部２０は、動作クロック信号の周波数を取得された電磁妨害低減用周
波数に設定する。
【００８６】
　これにより、ＳＩＭカード３８から読み取った通信事業者に応じた電磁妨害低減用周波
数を取得して、無線通信端末１０が通常動作を行う前に動作クロック信号に設定すること
ができる。そのため、ＳＩＭフリーのように、装着されたＳＩＭカード３８に情報が記憶
された通信事業者が変化する場合であっても、無線通信端末１０の動作に及ぼす影響を抑
えつつ、電磁妨害を改善することができる。
【００８７】
　また、上記各実施形態では、クロック生成部２１が生成したクロック信号を分周または
逓倍することにより電磁妨害低減用周波数に応じた周波数のクロック信号を生成すること
ができる。そのため、設定するクロック信号の周波数の自由度を高くすることができる。
また、分周及び逓倍を多段に行うことにより、設定するクロック信号の周波数の自由度を
さらに高くすることができる。
【００８８】
　なお、上記各実施形態では、表示装置２４、撮像装置３０、及び外部記憶装置３２に用
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いるクロック信号の周波数に電磁妨害低減用周波数を設定する場合について説明した。し
かしながら、その他の内部動作用の信号についても電磁妨害低減用周波数を設定してもよ
い。例えば、無線通信端末１０が他のデバイスやコンポーネントを備える場合、備えるデ
バイスやコンポーネントとの間で伝送されるクロック信号に電磁妨害低減用周波数を設定
するとよい。
【００８９】
　また、信号線３７がＳＩＭカードスロット３４との間で伝送するクロック信号について
も電磁妨害低減用周波数を設定してもよい。なお、制御部２０とＳＩＭカードスロット３
４との間ではクロック信号の伝送頻度が他に比較して少ないため、当該クロック信号に起
因して発生するＥＭＩの影響が少ない。そのため、上記各実施形態のように、クロック信
号の周波数を電磁妨害低減用周波数に設定しなくともよい。
【００９０】
　なお、上記各実施形態の無線通信端末１０は、特に限定されず、例えば、スマートフォ
ンや携帯電話であってもよいし、タブレット端末等に代表されるその他のＰＤＡ（Person
al Digital Assistants）等であってもよい。また、例えば、いわゆるデスクトップ型の
パーソナルコンピュータや、ラップトップ型のパーソナルコンピュータであってもよい。
【００９１】
　なお、上記各実施形態の無線通信端末１０では、ＳＩＭカードスロット３４にＳＩＭカ
ード３８が装着された場合、制御部２０が自動的に無線通信端末１０を再起動する場合に
ついて説明したが、自動的に再起動しなくてもよい。例えば、再起動を行うことを促す旨
の表示を表示装置２４に行い、当該表示を認識したユーザにより行われた再起動の指示に
基づいて、無線通信端末１０の再起動を行うようにしてもよい。
【００９２】
　また、上記各実施形態では、ＳＩＭカード３８にＩＣＣＩＤが記憶されている場合につ
いて説明したがこれに限らず、ＩＣＣＩＤは他の記憶装置（無線通信端末１０に内蔵及び
外付けを含む）に記憶されていてもよい。
【００９３】
　また、上記各実施形態では、クロック周波数制御プログラム９０が無線通信端末１０の
記憶装置２８に予め記憶（インストール）されている状態を説明した。しかしながら、ク
ロック周波数制御プログラム９０を記憶媒体に記録された形態で提供することも可能であ
る。記憶媒体としては、例えば、メモリカード等が挙げられる。また、インターネット等
の通信回線を介して、外部装置等からクロック周波数制御プログラム９０をダウンロード
することも可能である。
【００９４】
　以上の上記実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【００９５】
　　（付記１）
　加入者情報モジュールカードに情報が記憶された通信事業者に割り当てられたバンドで
無線通信を行う無線通信部と、
　前記加入者情報モジュールカードに情報が記録された通信事業者に割り当てられたバン
ドに応じて予め定められた電磁妨害低減用周波数を取得する取得部と、
　動作クロック信号の周波数を前記取得部によって取得された前記電磁妨害低減用周波数
に設定する設定部と、
　を備えた無線通信端末。
【００９６】
　　（付記２）
　前記電磁妨害低減用周波数は、基本波の周波数及び高調波の周波数が前記バンドと各々
重ならないように、前記バンドに応じて予め定められている、
　付記１に記載の無線通信端末。
【００９７】
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　　（付記３）
　前記電磁妨害低減用周波数は、前記通信事業者に周波数帯域の異なる複数のバンドが割
り当てられている場合に、基本波の周波数及び高調波の周波数が、前記複数のバンドのう
ち周波数帯がより低い前記バンドと各々重ならないように、前記複数のバンドに応じて予
め定められている、
　付記１に記載の無線通信端末。
【００９８】
　　（付記４）
　前記電磁妨害低減用周波数は、前記電磁妨害低減用周波数のｎ／ｍ（ｎ、ｍは整数）の
周波数が前記バンドと重ならないように、前記バンドに応じて予め定められている、
　付記１から付記３のいずれか１つに記載の無線通信端末。
【００９９】
　　（付記５）
　前記電磁妨害低減用周波数は、前記通信事業者に周波数帯域の異なる複数のバンドが割
り当てられている場合に、前記電磁妨害低減用周波数のｎ／ｍ（ｎ、ｍは整数）の周波数
が前記複数のバンドのうち周波数帯がより低い前記バンドと各々重ならないように、前記
複数のバンドに応じて予め定められている、
　付記１から付記３のいずれか１つに記載の無線通信端末。
【０１００】
　（付記６）
　周波数特性が互いに異なる複数のフィルタと、
　複数の前記フィルタのうち内部の信号伝送路に挿入する前記フィルタを、前記取得部に
よって取得された前記電磁妨害低減用周波数に応じて切り替える切替部と、
　をさらに備える付記１から付記５のいずれか１つに記載の無線通信端末。
【０１０１】
　　（付記７）
　前記動作クロック信号は、表示装置、撮像装置、及び外部記憶装置のうち少なくとも１
つの内蔵された装置で用いられるクロック信号である、
　付記１から付記６のいずれか１つに記載の無線通信端末。
【０１０２】
　　（付記８）
　コンピュータに、
　無線通信部が無線通信を行う通信事業者に割り当てられたバンドが記憶された加入者情
報モジュールカードに情報が記録された前記通信事業者に割り当てられたバンドに応じて
予め定められた電磁妨害低減用周波数を取得し、
　動作クロック信号の周波数を前記取得部によって取得された前記電磁妨害低減用周波数
に設定する、
　ことを含む処理を実行させる無線通信プログラムまたはプログラムを記録した記録媒体
。
【０１０３】
　　（付記９）
　コンピュータにより、
　無線通信部が無線通信を行う通信事業者に割り当てられたバンドが記憶された加入者情
報モジュールカードに情報が記録された前記通信事業者に割り当てられたバンドに応じて
予め定められた電磁妨害低減用周波数を取得し、
　動作クロック信号の周波数を前記取得部によって取得された前記電磁妨害低減用周波数
に設定する、
　ことを含む無線通信方法。
【符号の説明】
【０１０４】
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１０　無線通信端末
２０　制御部
２１　クロック生成部
２２　ＣＰＵ
２４　表示装置
２６　無線通信部
２８　記憶装置
３０　撮像装置
３２　外部記憶装置
３４　ＳＩＭカードスロット
３８　ＳＩＭカード
４２、４２Ａ、４２Ｂ、４６、４６Ａ、４６Ｂ、５０、５０Ａ、５０Ｂ、５４、５４Ａ、
５４Ｂ、５８、５８Ａ、５８Ｂ、６２、６２Ａ、６２Ｂ、６６、６６Ａ、６６Ｂ　フィル
タ
９６　クロック周波数テーブル

【図１】 【図２】
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