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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信網及び無線ＬＡＮ網のうちから選択した通信網を介して、予め指定された通
信先からウェブデータを閲覧する移動通信端末であって、
　簡略化された第１のデータ形式で記述されたウェブデータを閲覧するための第１のブラ
ウジング手段と、
　フルブラウザ用の第２のデータ形式で記述されたウェブデータを閲覧するための第２の
ブラウジング手段と、
　前記移動体通信網に属する基地局装置及び前記無線ＬＡＮ網に属するアクセスポイント
装置から電波を受信することによって、前記移動体通信網及び前記無線ＬＡＮ網に関する
電波強度情報を取得する電波情報収集手段と、
　前記電波情報収集手段によって取得された電波強度情報に基づいて、前記移動体通信網
及び前記無線ＬＡＮ網のうちから、接続する通信網を選択する通信網選択手段と、
　前記通信網選択手段によって選択された通信網を介して、前記通信先から閲覧対象のウ
ェブデータのデータ形式に関する情報、及び前記ウェブデータのデータサイズに関する情
報を受信するデータ情報受信手段と、
　前記データ情報受信手段によって受信されたデータ形式が前記第１及び第２のデータ形
式のいずれであるかを判定することによって、前記第１のブラウジング手段及び前記第２
のブラウジング手段のいずれかを選択するブラウザ選択手段と、
　前記通信網選択手段によって選択された通信網を経由して前記通信先からウェブデータ
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を受信するとともに、前記ウェブデータを前記ブラウザ選択手段によって選択されたブラ
ウジング手段に出力するデータ出力手段とを備え、
　前記通信網選択手段は、接続する通信網としていったん前記移動体通信網を選択した後
に、前記データ情報受信手段によって受信された前記データ形式に関する情報が前記第２
のデータ形式を示し、かつ前記データ情報受信手段によって受信された前記データサイズ
に関する情報が所定の閾値以上を示す場合には、前記電波強度情報に応じて、接続する通
信網として前記無線ＬＡＮを選択する、
移動通信端末。
【請求項２】
　移動体通信網及び無線ＬＡＮ網のうちから選択した通信網を介して、予め指定された通
信先からウェブデータを閲覧するウェブサイト閲覧方法であって、
　第１のブラウジング手段が、簡略化された第１のデータ形式で記述されたウェブデータ
を閲覧する第１のブラウジングステップと、
　第２のブラウジング手段が、フルブラウザ用の第２のデータ形式で記述されたウェブデ
ータを閲覧する第２のブラウジングステップと、
　電波情報収集手段が、前記移動体通信網に属する基地局装置及び前記無線ＬＡＮ網に属
するアクセスポイント装置から電波を受信することによって、前記移動体通信網及び前記
無線ＬＡＮ網に関する電波強度情報を取得する電波情報収集ステップと、
　通信網選択手段が、前記電波情報収集ステップにおいて取得された電波強度情報に基づ
いて、前記移動体通信網及び前記無線ＬＡＮ網のうちから、接続する通信網を選択する通
信網選択ステップと、
　データ情報受信手段が、前記通信網選択手段によって選択された通信網を介して、前記
通信先から閲覧対象のウェブデータのデータ形式に関する情報、及び前記ウェブデータの
データサイズに関する情報を受信するデータ情報受信ステップと、
　ブラウザ選択手段が、前記データ情報受信ステップにおいて受信されたデータ形式が前
記第１及び第２のデータ形式のいずれであるかを判定することによって、前記第１のブラ
ウジング手段及び前記第２のブラウジング手段のいずれかを選択するブラウザ選択ステッ
プと、
　データ出力手段が、前記通信網選択ステップにおいて選択された通信網を経由して前記
通信先からウェブデータを受信するとともに、前記ウェブデータを前記ブラウザ選択ステ
ップにおいて選択されたブラウジング手段に出力するデータ出力ステップとを備え、
　前記通信網選択ステップでは、接続する通信網としていったん前記移動体通信網を選択
した後に、前記データ情報受信手段によって受信された前記データ形式に関する情報が前
記第２のデータ形式を示し、かつ前記データ情報受信手段によって受信された前記データ
サイズに関する情報が所定の閾値以上を示す場合には、前記電波強度情報に応じて、接続
する通信網として前記無線ＬＡＮを選択する、
ウェブサイト閲覧方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末及びウェブサイト閲覧方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の移動通信端末を用いてウェブサイトを閲覧することが盛んに行わ
れている。このようなウェブサイトとしては、携帯電話機向けに簡易化されたcHTML（Com
pact HyperText Markup Language）等のマークアップ言語（記述形式）で記述されたデー
タを配信するサイトや、パーソナルコンピュータ向けにHTML（HyperText Markup Languag
e）等で記述されたデータ及びcHTMLで記述されたデータの両方を配信するサイト等が存在
する。主に、携帯電話機のユーザは、携帯電話機向けのサイトのアドレスを指定してウェ
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ブサイトを閲覧する。その一方で、携帯電話機の中には、HTMLで記述されたデータにもア
クセス可能なようなフルブラウザ機能が搭載されたものが存在する。このような携帯電話
機を用いれば、パーソナルコンピュータ向けのサイトにもアクセスすることができる。こ
こで、ウェブサイトの種類に対応するための技術としては、下記特許文献１に記載のよう
に、ユーザからのウェブブラウザの切り換え指示を受け付けた場合にウェブブラウザ間で
ＵＲＬを記憶して共有する通信装置がある。
【０００３】
　また、最近の通信ネットワークの多様化により、１つの携帯電話機で、移動体通信網の
みならず無線ＬＡＮ網にも接続可能になってきている。このような接続形態の多様化によ
り、広範囲を移動する際に移動体通信網を用いて通信の継続性を確保できるメリットと、
無線ＬＡＮ網を用いることによって配信データ量が多い場合に通信速度の向上を図ること
ができるというメリットとの両方を享受できる。このような接続形態の多様化に着目した
技術としては、下記特許文献２記載の制御装置がある。この制御装置では、現在接続され
ているネットワークの形態に応じて自動でウェブブラウザの環境設定を変更する。
【特許文献１】特開２００６－３５０８３１号公報
【特許文献２】特開２００４－２６５１２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の装置においては、ユーザ自身が接続しようとするウェブ
サイトに応じてどのウェブブラウザを使用するか判断し、かつ安定してデータを受信する
ために通信ネットワークを選択して接続する必要があった。その結果、移動時の通信ネッ
トワークへの再接続及びウェブブラウザの切り換えのための手間が増大し、ユーザの利便
性が著しく低下していた。
【０００５】
　そこで、本発明は、かかる課題に鑑みて為されたものであり、最適な通信ネットワーク
及びウェブブラウザの組み合わせを接続環境に応じて自動選択することによって、ウェブ
サイト閲覧時のユーザの利便性を向上させることが可能な移動通信端末及びウェブサイト
閲覧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】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の移動通信端末は、移動体通信網及び無線ＬＡＮ網の
うちから選択した通信網を介して、予め指定された通信先からウェブデータを閲覧する移
動通信端末であって、簡略化された第１のデータ形式で記述されたウェブデータを閲覧す
るための第１のブラウジング手段と、フルブラウザ用の第２のデータ形式で記述されたウ
ェブデータを閲覧するための第２のブラウジング手段と、移動体通信網に属する基地局装
置及び無線ＬＡＮ網に属するアクセスポイント装置から電波を受信することによって、移
動体通信網及び無線ＬＡＮ網に関する電波強度情報を取得する電波情報収集手段と、電波
情報収集手段によって取得された電波強度情報に基づいて、移動体通信網及び無線ＬＡＮ
網のうちから、接続する通信網を選択する通信網選択手段と、通信網選択手段によって選
択された通信網を介して、通信先から閲覧対象のウェブデータのデータ形式に関する情報
、及びウェブデータのデータサイズに関する情報を受信するデータ情報受信手段と、デー
タ情報受信手段によって受信されたデータ形式が第１及び第２のデータ形式のいずれであ
るかを判定することによって、第１のブラウジング手段及び第２のブラウジング手段のい
ずれかを選択するブラウザ選択手段と、通信網選択手段によって選択された通信網を経由
して通信先からウェブデータを受信するとともに、ウェブデータをブラウザ選択手段によ
って選択されたブラウジング手段に出力するデータ出力手段とを備え、通信網選択手段は
、接続する通信網としていったん移動体通信網を選択した後に、データ情報受信手段によ
って受信されたデータ形式に関する情報が第２のデータ形式を示し、かつデータ情報受信
手段によって受信されたデータサイズに関する情報が所定の閾値以上を示す場合には、電
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波強度情報に応じて、接続する通信網として無線ＬＡＮを選択する。
 
【０００７】
　或いは、本発明のウェブサイト閲覧方法は、移動体通信網及び無線ＬＡＮ網のうちから
選択した通信網を介して、予め指定された通信先からウェブデータを閲覧するウェブサイ
ト閲覧方法であって、第１のブラウジング手段が、簡略化された第１のデータ形式で記述
されたウェブデータを閲覧する第１のブラウジングステップと、第２のブラウジング手段
が、フルブラウザ用の第２のデータ形式で記述されたウェブデータを閲覧する第２のブラ
ウジングステップと、電波情報収集手段が、移動体通信網に属する基地局装置及び無線Ｌ
ＡＮ網に属するアクセスポイント装置から電波を受信することによって、移動体通信網及
び無線ＬＡＮ網に関する電波強度情報を取得する電波情報収集ステップと、通信網選択手
段が、電波情報収集ステップにおいて取得された電波強度情報に基づいて、移動体通信網
及び無線ＬＡＮ網のうちから、接続する通信網を選択する通信網選択ステップと、データ
情報受信手段が、通信網選択手段によって選択された通信網を介して、通信先から閲覧対
象のウェブデータのデータ形式に関する情報、及びウェブデータのデータサイズに関する
情報を受信するデータ情報受信ステップと、ブラウザ選択手段が、データ情報受信ステッ
プにおいて受信されたデータ形式が第１及び第２のデータ形式のいずれであるかを判定す
ることによって、第１のブラウジング手段及び第２のブラウジング手段のいずれかを選択
するブラウザ選択ステップと、データ出力手段が、通信網選択ステップにおいて選択され
た通信網を経由して通信先からウェブデータを受信するとともに、ウェブデータをブラウ
ザ選択ステップにおいて選択されたブラウジング手段に出力するデータ出力ステップとを
備え、通信網選択ステップでは、接続する通信網としていったん移動体通信網を選択した
後に、データ情報受信手段によって受信されたデータ形式に関する情報が第２のデータ形
式を示し、かつデータ情報受信手段によって受信されたデータサイズに関する情報が所定
の閾値以上を示す場合には、電波強度情報に応じて、接続する通信網として無線ＬＡＮを
選択する。
 
【０００８】
　このような移動通信端末及びウェブサイト閲覧方法によれば、基地局装置及びアクセス
ポイント装置から移動通信網及び無線ＬＡＮ網に関する電波強度情報が取得されて、その
電波強度情報に基づいて接続対象の通信網が選択される一方、閲覧対象の通信先からウェ
ブデータのデータ形式に関する情報が受信されて、そのデータ形式のウェブデータを閲覧
可能なブラウジング手段が選択される。これにより、現在のネットワーク環境及び閲覧対
象のウェブサイトの種別に応じて、最適なブラウジング手段及び通信ネットワークの組み
合わせが自動選択され、ウェブサイト閲覧時のユーザの利便性が向上する。
【０００９】
　また、閲覧対象のウェブデータのデータサイズに適した通信ネットワークが選択される
ことで、通信ネットワークへの負荷を極力抑えつつ、スムーズなウェブサイトの閲覧を実
現することができる。
【００１０】
　さらに、データ情報受信手段は、ウェブデータのデータ種別に関する情報を更に受信し
、通信網選択手段は、データ種別に関する情報に基づいて、移動通信網及び無線ＬＡＮ網
のうちから通信網を更に選択することも好ましい。この場合も、例えば、画像データや音
声データ等の大容量データを受信する際に通信ネットワークをそれに応じて選択すること
が可能になり、通信ネットワークへの負荷を極力抑えつつ、スムーズなウェブサイトの閲
覧を実現することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、最適な通信ネットワーク及びウェブブラウザの組み合わせを接続環境
に応じて自動選択することによって、ウェブサイト閲覧時のユーザの利便性を向上させる
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ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面とともに本発明による移動通信端末の好適な実施形態について詳細に説明す
る。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明を省略する
。
【００１３】
　図１は、本発明にかかる移動通信端末の好適な一実施形態である携帯電話機１の概略構
成図である。同図に示す携帯電話機１は、基地局装置２Ａを介して、ＩＭＴ２０００（In
ternational Mobile Telecommunications 2000）やＰＤＣ（Personal DigitalCellular）
等の移動体通信方式が採用された移動体通信網ＮＡとの間でデータの送受信が可能にされ
るとともに、アクセスポイント２Ｂを介して、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ａ／ｇに代表さ
れる無線ＬＡＮ通信方式が採用された無線ＬＡＮ網ＮＢとの間でデータの送受信が可能に
された通信端末である。ここで、基地局装置２Ａは、移動体通信網ＮＡに属するネットワ
ークアクセス用の設備であり、アクセスポイント２Ｂは、無線ＬＡＮ網ＮＢに属するネッ
トワークアクセス用の設備である。また、携帯電話機１には、携帯電話機向けのウェブサ
イトからcHTMLで記述されたウェブデータを受信して閲覧するソフトウェアである通常ブ
ラウザとしての第１ブラウザ（第１のブラウジング手段）１７と、パーソナルコンピュー
タ向けのウェブサイトからHTMLで記述されたウェブデータを受信して閲覧するソフトウェ
アであるフルブラウザとしての第２ブラウザ（第２のフルブラウジング手段）１８とが搭
載されている。この第１ブラウザ１７及び第２ブラウザ１８は、移動体通信網ＮＡ及び無
線ＬＡＮ網ＮＢに接続されたＷＷＷサーバ３からウェブデータを取得して閲覧可能に表示
する。なお、便宜上、アクセスポイント２Ｂ、基地局装置２Ａをそれぞれ１台ずつ図示し
ているが、それぞれ複数台存在していてもよい。
【００１４】
　ここで、携帯電話機１の構成を説明する。図１に示すように、携帯電話機１は、機能的
には、電波情報収集部（電波情報収集手段）１１と、情報格納部１２と、通信網選択部（
通信網選択手段）１３と、データ送受信部（データ情報受信手段、データ出力手段）１４
と、ブラウザ選択部（ブラウザ選択手段）１５と、データ出力制御部（データ出力手段）
１６と、第１ブラウザ１７と、第２ブラウザ１８とを含んで構成されている。
【００１５】
　また、図２は、携帯電話機１のハードウェア構成図である。携帯電話機１は、物理的に
は、図２に示すように、ＣＰＵ２１、主記憶装置であるＲＡＭ２２及びＲＯＭ２３、ハー
ドディスク装置等の補助記憶装置２５、入力デバイスである入力キー、マイク等の入力装
置２６、スピーカ、ディスプレイ等の出力装置２７、ネットワークカード等のデータ送受
信デバイスである通信モジュール２４Ａ，２４Ｂなどを含む端末装置として構成されてい
る。この通信モジュール２４Ａは、移動体通信方式によるデータ通信を実行するモジュー
ルであり、通信モジュール２４Ｂは、無線ＬＡＮ通信方式によるデータ通信を実行するモ
ジュールである。図１において示した各機能は、図２に示すＣＰＵ２１、ＲＡＭ２２等の
ハードウェア上に所定のソフトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ２１の制御のも
とで通信モジュール２４Ａ，２４Ｂ、入力装置２６、出力装置２７を動作させるとともに
、ＲＡＭ２２や補助記憶装置２５におけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実
現される。
【００１６】
　以下、図１を参照しながら、各機能要素について詳細に説明する。
【００１７】
　電波情報収集部１１は、基地局装置２Ａ及びアクセスポイント２Ｂから受信可能な電波
をサーチすることによってその電波の受信電力を取得するとともに、その電波の送信元で
ある基地局装置２Ａ及びアクセスポイント２Ｂから報知される位置情報を含む報知情報を
受信する。そして、電波情報収集部１１は、受信電力及び報知情報を基に、電波発信元で
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ある基地局装置２Ａ又はアクセスポイント２Ｂ毎に情報格納部１２に情報を格納する。電
波情報収集部１１は、このような電波のサーチを定期的に実行することによって、情報格
納部１２に格納された情報を随時更新する。
【００１８】
　図３は、電波情報収集部１１によって情報格納部１２に格納されたデータの構成を示す
図である。同図に示すように、基地局装置又はアクセスポイントを識別するための“管理
番号：１”と、その基地局装置又はアクセスポイントの属する通信ネットワークに在圏し
ているか否かを示す“在圏有無：Ｙ”と、その通信ネットワークが移動体通信網か無線Ｌ
ＡＮ網かを示す“回線種別：ＭＮ”と、基地局装置又はアクセスポイントから送信される
電波の受信電力を示す“電波強度：－５０（ｄＢｍ）”と、基地局装置又はアクセスポイ
ントの位置を特定するための“位置情報：ＢＳ０１”とが、互いに対応付けて格納されて
いる。
【００１９】
　なお、電波情報収集部１１は、移動体通信網ＮＡに“在圏”しているか否かの判断を、
該当する移動体通信網ＮＡとの間でユーザ認証処理（帰属処理）が完了し、かつデータを
送受信する基地局装置２Ａからの電波のスキャンが可能であるか否かで行う。また、無線
ＬＡＮ網ＮＢに“在圏”しているか否かの判断を、該当する無線ＬＡＮ網ＮＢのアクセス
ポイント２Ｂとの間での認証処理（帰属処理）が完了し、データ通信が可能であるか否か
で行う。すなわち、“在圏有無：Ｎ”の場合は、通信ネットワークの帰属処理が未完了で
あるためデータ通信は不可能であるが、現在の通信可能エリアから外れた場合に優先的に
認証を開始する対象となることを意味する。さらに、電波情報収集部１１は、“回線種別
”を、基地局装置２Ａ及びアクセスポイント２Ｂから送信される報知情報のヘッダ等に含
まれる種別によって判断し、“位置情報”を、受信した報知情報の中から読み出すことに
よって特定する。
【００２０】
　図１に戻って、通信網選択部１３は、情報格納部１２に格納された情報に基づいて、Ｗ
ＷＷサーバ３の閲覧時に接続する通信網を、移動体通信網ＮＡ及び無線ＬＡＮ網ＮＢのう
ちから選択する。具体的には、現在在圏中であってウェブデータの受信用として選択され
ている通信網に対応する電波強度を、“在圏有無：Ｙ”に対応する情報を検索することに
よって情報格納部１２から読み出す。そして、その電波強度が所定の閾値を超えている場
合は、選択中の通信網を通じてウェブデータの受信を継続するようにデータ送受信部１４
を制御する。一方、“在圏有無：Ｙ”に対応する電波強度が所定の閾値以下である場合は
、他の基地局装置又はアクセスポイントに対応する情報を情報格納部１２から読み出し、
それらの基地局装置又はアクセスポイントの中から接続先を選択して、その接続先との間
でデータ送受信部１４を介して帰属処理を開始するように制御する。さらに、通信網選択
部１３は、帰属処理の完了した接続先の属する通信網をウェブデータの受信用として選択
する。なお、通信網選択部１３は、電波強度が所定の閾値を超えている限りにおいては、
無線ＬＡＮ網ＮＢを優先的に選択する。
【００２１】
　また、通信網選択部１３は、後述するデータ送受信部１４から出力されるウェブデータ
のデータサイズに基づいて、そのデータサイズが所定の閾値以上である場合は、ウェブデ
ータ受信用として無線ＬＡＮ網ＮＢを優先的に選択することも行う。より詳細には、デー
タサイズが所定の閾値以上であって、現在移動体通信網ＮＡを選択中である場合は、情報
格納部１２を参照することによって在圏中又は在圏可能なアクセスポイントを接続先とし
て特定して、その接続先との間で帰属処理を開始するように制御する。そして、通信網選
択部１３は、そのアクセスポイントからウェブデータを受信するようにデータ送受信部１
４を制御する。この場合、通信網選択部１３は、在圏可能な無線ＬＡＮ網ＮＢが存在しな
い場合は、移動体通信網ＮＡの選択を継続する。
【００２２】
　データ送受信部１４は、ユーザによって予め指定された閲覧対象のウェブサイトとして
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のＷＷＷサーバ３から、移動体通信網ＮＡ又は無線ＬＡＮ網ＮＢを経由して、HTML又はcH
TML等で記述されたウェブデータ及びそれにリンクされた各種のダウンロードデータを受
信する。このとき、データ送受信部１４は、通信網選択部１３によって選択された通信網
を経由してウェブデータを受信し、そのウェブデータをデータ出力制御部１６に出力する
。
【００２３】
　また、データ送受信部１４は、ウェブデータを構成する本体部及びそれにリンクされた
画像データや音声データ等のダウンロードデータの受信に先立って、ウェブデータの先頭
部分に記述されたヘッダ部を受信し、通信網選択部１３及びブラウザ選択部１５に出力す
る。図４は、データ送受信部１４が受信するウェブデータのヘッダ部の一例を示す。同図
に示すように、データ送受信部１４は、ウェブデータの記述言語（データ形式）を特定す
る情報“HTTP/1.1～”と、ウェブデータのデータサイズを示す情報である“Content-Leng
th：70”と、そのウェブデータのデータ種別を示す情報である“Content-Type：text/htm
l”とをヘッダ部に含んで受信する。このデータ種別は、ウェブデータとしてダウンロー
ドされる音声ファイル、テキストファイル、画像ファイル等のようなダウンロードデータ
の種別を示すものであるが、ウェブデータの本体部に含まれるダウンロードデータの識別
情報から特定して通信網選択部１３に出力することもできる。
【００２４】
　図１に戻って、ブラウザ選択部１５は、データ送受信部１４から出力された記述言語を
特定する情報に基づいて、ウェブデータの記述言語が“cHTML”又は“HTML”のいずれで
あるかを判定し、その判定結果に応じて第１ブラウザ１７及び第２ブラウザ１８のうちか
らウェブデータの閲覧用に使用するブラウザ手段を選択して起動する。すなわち、ブラウ
ザ選択部１５は、記述言語が“cHTML”の場合は第１ブラウザ１７を選択し、記述言語が
“HTML”の場合は第２ブラウザ１８を選択する。
【００２５】
　データ出力制御部１６は、データ送受信部１４から出力されたウェブデータを、第１ブ
ラウザ１７及び第２ブラウザ１８のうちからブラウザ選択部１５によって選択されたブラ
ウザ手段に対して出力することによって、対象のウェブデータを出力装置２７（図２参照
）に閲覧可能に出力させる。
【００２６】
　次に、図５及び図６を参照して、携帯電話機１の動作について説明するとともに、併せ
て携帯電話機１におけるウェブサイト閲覧方法について詳述する。図５は、通常ブラウザ
起動時の携帯電話機１の動作を示すフローチャート、図６は、フルブラウザ起動時の携帯
電話機１の動作を示すフローチャートである。
【００２７】
　図５に示すように、まず、無線ＬＡＮ網ＮＢのアクセスポイント２Ｂに在圏中の状態で
、携帯電話機１のユーザから通常ブラウザの起動指示が受け付けられた後、閲覧処理時の
通信先としてＷＷＷサーバ３のＵＲＬが受け付けられる（ステップＳ１０１）。次に、通
信網選択部１３により、情報格納部１２から回線種別が無線ＬＡＮ網“WLAN”であって在
圏有無が“Y”であるデータレコードが読み出されることにより、アクセスポイント２Ｂ
に関する電波強度が参照される（ステップＳ１０２）。そして、通信網選択部１３によっ
てアクセスポイント２Ｂの電波強度が所定の閾値以下であるか否かが判定される（ステッ
プＳ１０３）。判定の結果、電波強度が閾値以下である場合は（ステップＳ１０３；ＹＥ
Ｓ）、通信網選択部１３により、無線ＬＡＮ網“WLAN”であって在圏有無が“N”である
データレコードが読み出されることにより、アクセスポイント２Ｂ以外に帰属可能なアク
セスポイントに関する情報が参照される（ステップＳ１０４）。その後、帰属可能なアク
セスポイントの電波強度が所定の閾値以上であるか否かが判定される（ステップＳ１０５
）。その結果、閾値以上である場合は（ステップＳ１０５；ＹＥＳ）、通信網選択部１３
によって該当のアクセスポイントに対する帰属処理が実行されて在圏するアクセスポイン
トが変更された後、処理がステップＳ１０７に移行される（ステップＳ１０６）。
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【００２８】
　一方、アクセスポイント２Ｂの電波強度が閾値を超えている場合は（ステップＳ１０３
；ＮＯ）、アクセスポイント２Ｂに帰属したままで以下の処理が行われる。すなわち、デ
ータ送受信部１４によりＷＷＷサーバ３から閲覧対象のウェブデータのヘッダ部が受信さ
れる（ステップＳ１０７）。次に、ブラウザ選択部１５によってヘッダ部に含まれる情報
からウェブデータの記述言語が判断される（ステップＳ１０８）。その結果、記述言語が
“cHTML”である場合は（ステップＳ１０８；ＹＥＳ）、ウェブデータを閲覧するための
手段として第１ブラウザ１７が選択される（ステップＳ１０９）。一方、記述言語が“HT
ML”である場合は（ステップＳ１０８；ＮＯ）、ウェブデータを閲覧するための手段とし
て第２ブラウザ１８が選択される（ステップＳ１１０）。その後、通信網選択部１３によ
って選択された基地局装置２Ａ又はアクセスポイント２Ｂを介して、データ送受信部１４
によりＷＷＷサーバ３からウェブデータが受信された後、ブラウザ選択部１５によって選
択されたブラウザに対して、データ出力制御部１６からウェブデータが出力されて表示さ
れる（ステップＳ１１１）。
【００２９】
　ステップＳ１０５の判定の結果、帰属可能な全てのアクセスポイントの電波強度が所定
の閾値未満である場合は（ステップＳ１０５；ＮＯ）、通信網選択部１３により、情報格
納部１２から回線種別が移動体通信網“ＭＮ”であるデータレコードが読み出されること
により、アクセスポイント２Ｂ以外に帰属可能な基地局装置２Ａに関する情報が参照され
、その基地局装置２Ａへの帰属処理が実行される（ステップＳ１１２）。そして、ブラウ
ザ選択部１５によって、ウェブデータ閲覧用のブラウザ手段として第１ブラウザ１７が選
択される（ステップＳ１１３）。その後、ブラウザ選択部１５によってＷＷＷサーバ３か
らのヘッダ部に含まれる情報が参照されることにより（ステップＳ１１４）、ウェブデー
タの記述言語が判定される（ステップＳ１１５）。その結果、記述言語が“cHTML”であ
る場合は（ステップＳ１１５；ＹＥＳ）、処理をステップＳ１１１に移行して、移動体通
信網ＮＡを経由して第１ブラウザ１７を用いてウェブデータが閲覧される。
【００３０】
　一方、ステップＳ１１５の判定の結果、記述言語が“HTML”である場合は（ステップＳ
１１５；ＮＯ）、通信網選択部１３によってヘッダ部に含まれるデータサイズが所定の閾
値以上であるか否かが判定される（ステップＳ１１６）。その結果、データサイズが閾値
未満である場合は（ステップＳ１１６；ＮＯ）、ブラウザ選択部１５によって、ウェブデ
ータ閲覧用のブラウザ手段として第２ブラウザ１７が選択される（ステップＳ１１９）。
その後、処理がステップＳ１１１に移行され、移動体通信網ＮＡを経由して第２ブラウザ
１８を用いてウェブデータが閲覧される。
【００３１】
　ステップＳ１１６の判定の結果、データサイズが閾値以上である場合は（ステップＳ１
１６；ＹＥＳ）、情報格納部１２から回線種別が無線ＬＡＮ網“WLAN”であるデータレコ
ードが読み出されることにより、帰属可能なアクセスポイントに関する情報が参照され（
ステップＳ１１７）、そのアクセスポイントに関する電波強度に対する閾値との比較処理
が実行される（ステップＳ１１８）。その結果、電波強度が閾値以上のアクセスポイント
が存在しない場合は（ステップＳ１１８；ＮＯ）、処理がステップＳ１１９に移行されて
、移動体通信網ＮＡを経由して第２ブラウザ１８を用いてウェブデータが閲覧される。一
方、電波強度が閾値以上のアクセスポイントが存在する場合は（ステップＳ１１８；ＹＥ
Ｓ）、処理がステップＳ１０６に移行されて、アクセスポイントへの帰属処理が実行され
る。
【００３２】
　次に、図６には、無線ＬＡＮ網ＮＢのアクセスポイント２Ｂに在圏中の状態で、携帯電
話機１によりユーザからフルブラウザの起動指示が受け付けられた場合の動作を示してい
る。図６に示すステップＳ２０２～ステップＳ２１１における動作は、図５に示すステッ
プＳ１０２～ステップＳ１１１における動作と同様であるので詳細な説明を省略する。
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【００３３】
　まず、携帯電話機１のユーザからフルブラウザの起動指示が受け付けられた後、閲覧処
理時の通信先としてＷＷＷサーバ３のＵＲＬが受け付けられると（ステップＳ２０１）、
帰属可能なアクセスポイントに関する電波強度及び受信するウェブデータの記述言語に応
じて、経由するアクセスポイントとブラウザ手段の種類とが選択される（ステップＳ２０
２～２１１）。
【００３４】
　ステップＳ２０５の判定の結果、帰属可能なアクセスポイントが存在しない場合は、移
動体通信網ＮＡへの帰属処理が実行される（ステップＳ２１２）。そして、ブラウザ選択
部１５によって、ウェブデータ閲覧用のブラウザ手段として第２ブラウザ１８が選択され
る（ステップＳ２１３）。その後、ブラウザ選択部１５によってＷＷＷサーバ３からのヘ
ッダ部に含まれる情報が参照されることにより（ステップＳ２１４）、ウェブデータの記
述言語が判定される（ステップＳ１１５）。その結果、記述言語が“cHTML”である場合
は（ステップＳ２１５；ＹＥＳ）、ブラウザ手段として第１ブラウザ１７が選択される（
ステップＳ２１８）。その後、処理をステップＳ２１１に移行して、移動体通信網ＮＡを
経由して第１ブラウザ１７を用いてウェブデータが閲覧される。
【００３５】
　一方、記述言語が“HTML”である場合は（ステップＳ２１５；ＮＯ）、情報格納部１２
から回線種別が無線ＬＡＮ網“WLAN”であるデータレコードが読み出されることにより、
帰属可能なアクセスポイントに関する情報が参照され（ステップＳ２１６）、そのアクセ
スポイントに関する電波強度に対する閾値との比較処理が実行される（ステップＳ２１７
）。その結果、電波強度が閾値以上のアクセスポイントが存在しない場合は（ステップＳ
２１７；ＮＯ）、処理がステップＳ２１１に移行されて、移動体通信網ＮＡを経由して第
２ブラウザ１８を用いてウェブデータが閲覧される。一方、電波強度が閾値以上のアクセ
スポイントが存在する場合は（ステップＳ２１７；ＹＥＳ）、処理がステップＳ２０６に
移行されて、アクセスポイントへの帰属処理が実行される。
【００３６】
　以上説明した携帯電話機１によれば、基地局装置２Ａ及びアクセスポイント２Ｂから移
動体通信網ＮＡ及び無線ＬＡＮ網ＮＢに関する電波強度情報が取得されて、その電波強度
情報に基づいて接続対象の通信網が選択される一方、閲覧対象のＷＷＷサーバ３からウェ
ブデータの記述言語に関する情報が受信されて、その記述言語のウェブデータを閲覧可能
なブラウジング手段が第１ブラウザ１７及び第２ブラウザ１８から選択される。これによ
り、現在のネットワーク環境及び閲覧対象のウェブサイトの種別に応じて、最適なブラウ
ジング手段及び通信ネットワークの組み合わせが自動選択され、ウェブサイト閲覧時のユ
ーザの利便性が向上する。
【００３７】
　また、閲覧対象のウェブデータのデータサイズに適した通信ネットワークが選択される
ことで、通信ネットワークへの負荷を極力抑えつつ、スムーズなウェブサイトの閲覧を実
現することができる。
【００３８】
　なお、本発明は、前述した実施形態に限定されるものではない。例えば、通信網選択部
１３は、ウェブデータのヘッダ部に含まれるデータサイズに関する情報に基づいて通信網
を選択する処理に替えて、又はその処理に加えて、ヘッダ部に含まれる“Content-type”
のようなダウンロードデータのデータ種別を示す情報に基づいて通信網を選択する処理を
実行しても良い。このような場合も、例えば、画像データや音声データ等の大容量データ
を受信する際に通信ネットワークをそれに応じて選択することが可能になり、通信ネット
ワークへの負荷を極力抑えつつ、スムーズなウェブサイトの閲覧を実現することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
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【図１】本発明にかかる移動通信端末の好適な一実施形態である携帯電話機の概略構成図
である。
【図２】図１の携帯電話機のハードウェア構成を示す図である。
【図３】図１の情報格納部に格納されたデータの構成を示す図である。
【図４】図１のデータ送受信部が受信するウェブデータのヘッダ部の一例を示す図である
。
【図５】図１の携帯電話機の通常ブラウザ選択時の動作を示すフローチャートである。
【図６】図１の携帯電話機のフルブラウザ選択時の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４０】
　１…携帯電話機、２Ａ…基地局装置、２Ｂ…アクセスポイント、３…ＷＷＷサーバ、１
１…電波情報収集部（電波情報収集手段）、１３…通信網選択部（通信網選択手段）、１
４…データ送受信部（データ情報受信手段、データ出力手段）、１５…ブラウザ選択部（
ブラウザ選択手段）、１６…データ出力制御部（データ出力手段）、１７…第１ブラウザ
（第１のブラウジング手段）、１８…第２ブラウザ（第２のブラウジング手段）、ＮＡ…
移動体通信網、ＮＢ…無線ＬＡＮ網。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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