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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理させるための通話管理サ
ーバプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　電話網経由通話管理手段が、前記電話機と前記移動体端末装置との間の無線ＬＡＮ経由
のセッションを用いた通話回線による前記電話機と前記移動体端末装置との間での通話中
に、前記移動体端末装置から無線電話網を介した着呼があると、前記無線電話網経由での
前記移動体端末装置との通話回線を接続し、接続した通話回線と、前記電話機と前記移動
体端末装置との間に既に接続されているセッションを用いた通話回線とにより前記無線電
話網経由での前記電話機と前記移動体端末装置との通話回線を接続し、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置
との間の通話回線、および前記無線電話網経由での前記電話機と前記移動体端末装置との
間の通話回線による三者通話状態を経た後、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ
経由のセッションを切断し、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から前記無線ＬＡＮ経由での通信
の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッ
ションを接続し、
　前記電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の通
話回線を切断する、
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　処理を実行させることを特徴とする通話管理サーバプログラム。
【請求項２】
　前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間での通話中は、前記電
話機に対して、通信相手として前記移動体端末装置のアドレスが通知されており、前記電
話網経由通話管理手段は、前記コンピュータのアドレスを含む転送要求を前記電話機に送
信することで、前記電話機との間に既に接続されているセッションを用いた前記電話機と
前記コンピュータとの通話回線を接続し、前記移動体端末装置からの着呼に応答して前記
無線電話網経由の前記移動体端末装置と前記コンピュータとの通話回線を接続することで
三者通話状態を構築することを特徴とする請求項１記載の通話管理サーバプログラム。
【請求項３】
　通話管理サーバにより、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理するための通話管
理方法において、
　電話網経由通話管理手段が、前記電話機と前記移動体端末装置との間の無線ＬＡＮ経由
のセッションを用いた通話回線による前記電話機と前記移動体端末装置との間での通話中
に、前記移動体端末装置から無線電話網を介した着呼があると、前記無線電話網経由での
前記移動体端末装置との通話回線を接続し、接続した通話回線と、前記電話機と前記移動
体端末装置との間に既に接続されているセッションを用いた通話回線とにより前記無線電
話網経由での前記電話機と前記移動体端末装置との通話回線を接続し、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置
との間の通話回線、および前記無線電話網経由での前記電話機と前記移動体端末装置との
間の通話回線による三者通話状態を経た後、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ
経由のセッションを切断し、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から前記無線ＬＡＮ経由での通信
の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッ
ションを接続し、
　前記電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の通
話回線を切断する、
　ことを特徴とする通話管理方法。
【請求項４】
　電話機と他の移動体端末装置との通話を管理するための通話管理サーバにおいて、
　前記電話機と前記移動体端末装置との間の無線ＬＡＮ経由のセッションを用いた通話回
線による前記電話機と前記移動体端末装置との間での通話中に、前記移動体端末装置から
無線電話網を介した着呼があると、前記無線電話網経由での前記移動体端末装置との通話
回線を接続し、接続した通話回線と、前記電話機と前記移動体端末装置との間に既に接続
されているセッションを用いた通話回線とにより前記無線電話網経由での前記移動体端末
装置と前記電話機との通話回線を接続し、前記移動体端末装置から前記無線ＬＡＮ経由で
の通信の回復を示す情報に応じて、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセ
ッションが接続されると、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の通話回線を
切断する電話網経由通話管理手段と、
　前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間での通話中に、前記無
線電話網経由で前記電話機と前記移動体端末装置との通話回線が接続されると、前記無線
ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間の通話回線、および前記無線電話
網経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間の通話回線による三者通話状態を経た
後、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッションを切断し、前記移動体
端末装置から前記無線ＬＡＮ経由での通信の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端
末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッションを接続するＬＡＮ経由通話管理手段と、
　を有することを特徴とする通話管理サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は無線通信を行うための移動体端末装置、移動体端末装置制御プログラム、通話
管理サーバプログラム、及び通話管理方法に関し、特に複数の通信手段を使用可能な移動
体端末装置、移動体端末装置制御プログラム、通話管理サーバプログラム、及び通話管理
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットやイントラネット上で音声通話を行うＶｏＩＰ（Voice over Int
ernet Protocol）が普及してきている。ＶｏＩＰは、コンピュータネットワークにおける
データ通信プロトコルを用いて音声情報を伝送し、端末間での音声通話を可能にしたもの
である。したがって、ＶｏＩＰは、所定のデータ通信プロトコルを用いているネットワー
クであれば、有線、無線を問わずに適用できる。
【０００３】
　そこで、無線ＬＡＮ（Local Area Network）によるデータ通信機能を電話機に搭載する
ことで、無線ＩＰ（Internet Protocol）電話機を構成することができる。無線ＩＰ電話
機は、無線ＬＡＮの基地局周辺で通話できると共に、ローミング機能の実現により、基地
局間を移動しながらの通話も可能となる（たとえば、特許文献１参照）。
【０００４】
　このような無線ＩＰ電話の機能を、携帯電話網やＰＨＳ（Personal Handyphone System
）などの携帯電話機に搭載することもできる。また、無線ＬＡＮが搭載されたＰＤＡ（Pe
rsonal Digital(Data) Assistants）に、携帯電話やＰＨＳの通信機能を搭載することも
できる。
【０００５】
　なお、携帯電話やＰＨＳ等の電話回線上でＶｏＩＰを使用することもできる。ただし、
携帯電話やＰＨＳ等の電話回線上でＶｏＩＰを使用すると、帯域が狭いために音声が途切
れたり大きな遅延が発生したりする。そのため、無線ＬＡＮ等の帯域の大きなネットワー
クに接続したときにはＶｏＩＰを使用し、帯域の狭い携帯電話やＰＨＳ等の電話回線では
ＶｏＩＰを使わずに電話通話を行うといった使い分けが必要となる。通常、ＶｏＩＰによ
る通話機能と電話回線による通話機能との何れの通話機能により通話するのかは、通信状
態等に基づいて通話開始前に選択する。
【特許文献１】特開２００２－１２５０６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、移動体通信の場合、移動体端末装置の位置が移動することで、通信状態が変
化する。そのため、通話中に通信状態が劣化する場合もあり得る。
　しかし、従来の技術では、移動体端末装置側で、状況に応じて動的に通信媒体を切り替
えることができなかった。すなわち、電話網による通話とコンピュータネットワークを介
したＶｏＩＰの通話とを、動的に切り替えて通話を継続することができなかった。
【０００７】
　さらに、移動体端末装置において電話通話とＶｏＩＰ通話との両方の機能で待ち受けを
すると、消費電力が過大となってしまう。しかも、無線ＬＡＮデバイスの方が、携帯電話
機よりも消費電力が大きい。無線ＬＡＮの消費電力が大きくなる理由は以下の通りである
。
【０００８】
　無線ＬＡＮでのＭＡＣ層での処理は、ＣＳＭＡ／ＣＡ（Carrier Sense Multiple Acces
s with Collision Avoidance）になっている。これは、ＴＤＭＡ（Time Division Multip
le Access）と違い、アイドル時に他の端末のシグナルを検出（listen）しなくてはなら
ない。そのため、送信電力（１６５０ｍＷ）／受信電力（１４００ｍＷ）に対して、アイ
ドル時の消費電力が１１５０ｍＷと大きい。
【０００９】
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　一方、ＰＨＳカードデバイスのアイドル時の消費電力は数十ｍＷ程度である。なお、無
線ＬＡＮでも、ＰＳＭ（Power Saving Mode）という、アイドル時にできるだけデバイス
をスリープさせ消費電力を抑える機能が規定されているが、対応していない無線ＬＡＮデ
バイスが多い。
【００１０】
　このように、無線ＬＡＮでネットワーク接続したままＶｏＩＰの待ち受けを行うと、携
帯電話機のバッテリー内の電力がすぐになくなってしまう。そこで、一方の機能において
のみ待ち受けを行うことが望まれている。
【００１１】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、無線通話が可能な複数の通信媒体
を、通話中に動的に切り替えて使用することができる通話管理サーバプログラム、通話管
理方法、および通話管理サーバ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】
【００１６】
　上記課題を解決するために、コンピュータに、電話機５と他の移動体端末装置１との通
話を管理させるための通話管理サーバプログラムにおいて、コンピュータに、電話網経由
通話管理手段２ａが、電話機５と移動体端末装置１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッショ
ンを用いた通話回線による電話機５と移動体端末装置１との間での通話中に、移動体端末
装置１から無線電話網４を介した着呼があると、無線電話網４経由での移動体端末装置１
との通話回線を接続し、接続した通話回線と、電話機５と移動体端末装置１との間に既に
接続されているセッションを用いた通話回線とにより無線電話網４経由での移動体端末装
置１と電話機５との通話回線を接続し、ＬＡＮ経由通話管理手段２ｂが、無線ＬＡＮ３経
由での電話機５と移動体端末装置１との間の通話回線、および無線電話網４経由での電話
機５と移動体端末装置１との間の通話回線による三者通話状態を経た後、移動体端末装置
１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッションを切断し、ＬＡＮ経由通話管理手段２ｂが、移
動体端末装置１から無線ＬＡＮ３経由での通信の回復を示す情報を受け取ると、移動体端
末装置１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッションを接続し、電話網経由通話管理手段２ａ
が、移動体端末装置１との間の無線電話網４経由の通話回線を切断する、処理を実行させ
ることを特徴とする通話管理サーバプログラムが提供される。
【００１７】
　このような通話管理サーバプログラムをコンピュータに実行させることで、そのコンピ
ュータにより、無線ＬＡＮ３経由での電話機５と移動体端末装置１との間での通話中に、
移動体端末装置１から無線電話網４を介した着呼があると、無線電話網４経由での移動体
端末装置１との通話回線が接続し、接続した通話回線と、電話機５と移動体端末装置１と
の間に既に接続されているセッションを用いた通話回線とにより無線電話網４経由での移
動体端末装置１と電話機５との通話回線が接続される。そして、無線ＬＡＮ３経由での電
話機５と移動体端末装置１との間の通話回線、および無線電話網４経由での電話機５と移
動体端末装置１との間の通話回線による三者通話状態を経た後、移動体端末装置１との間
の無線ＬＡＮ３経由のセッションが切断される。その後、移動体端末装置１から無線ＬＡ
Ｎ３経由での通信の回復を示す情報を受け取ると、移動体端末装置１との間の無線ＬＡＮ
３経由のセッションが接続される。そして、移動体端末装置１との間の無線電話網４経由
の回線が切断される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明では、無線ＬＡＮによる通話と無線電話網による通話とを動的に切り替え、通信
状態に応じて無線ＬＡＮを優先的に使用することができると共に、無線電話網経由での通
話回線接続時における電話機との再接続処理の手順を省くことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
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　まず、実施の形態に適用される発明の概要について説明し、その後、実施の形態の具体
的な内容を説明する。
【００２２】
　図１は、実施の形態に適用される発明の概念図である。図１に示すように、移動体端末
装置１と通話管理サーバ２とは、無線ＬＡＮ３と無線電話網４との２つの無線の通信媒体
で通信可能である。通話管理サーバ２には電話機５が接続され、電話機５の利用者と移動
体端末装置１の利用者との通話が行われる。
【００２３】
　移動体端末装置１は、電話網経由通話手段１ａ、ＬＡＮ経由通話手段１ｂ、及び通話切
替手段１ｃを有している。
　ＬＡＮ経由通話手段１ｂは、無線ＬＡＮ３を経由した通話機能を有する。なお、ＬＡＮ
経由通話手段１ｂは、無線ＬＡＮ３による通信をしていないときは機能を停止させておく
ことができる。
【００２４】
　電話網経由通話手段１ａは、無線電話網４を経由した通話機能を有する。なお、電話網
経由通話手段１ａは、通話していないときは着呼の待ち受け状態となる。
　通話切替手段１ｃは、ＬＡＮ経由通話手段１ｂによる通話中に接続状態が所定の基準以
下に悪化すると、電話網経由通話手段１ａによる通話回線を接続して電話網経由通話手段
１ａによる通話に切り替え、電話網経由通話手段１ａによる通話中にＬＡＮ経由通話手段
１ｂによる接続状態が所定の基準より良好に回復するとＬＡＮ経由通話手段１ｂによる通
話に切り替える。
【００２５】
　また、通話切替手段１ｃは、電話網経由通話手段１ａに対する着呼を検出すると、ＬＡ
Ｎ経由通話手段１ｂによる接続状態を判断し、ＬＡＮ経由通話手段１ｂによる接続状態が
所定の基準以下の場合、電話網経由通話手段１ａによる通話回線を接続し、ＬＡＮ経由通
話手段１ｂによる接続状態が所定の基準より良好な場合、電話網経由通話手段１ａを起動
して通話回線を接続する。
【００２６】
　なお、回線切替の判断基準となるＬＡＮ経由通話手段１ｂの接続状態は、たとえば、Ｌ
ＡＮの接続相手となるアクセスポイントから受け取る信号の強度で判断できる。その場合
、信号の強度の閾値を、所定の基準として定める。
【００２７】
　通話管理サーバ２は、電話網経由通話管理手段２ａとＬＡＮ経由通話管理手段２ｂとを
有している。
　電話網経由通話管理手段２ａは、無線ＬＡＮ３経由での電話機５と移動体端末装置１と
の間での通話中に、移動体端末装置１から無線電話網４を介した着呼があると、無線電話
網４を介して移動体端末装置１と電話機５との通話回線を接続する。また、電話網経由通
話管理手段２ａは、移動体端末装置１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッションが接続され
ると、移動体端末装置１との間の無線電話網４経由の回線を切断する。
【００２８】
　また、電話網経由通話管理手段２ａは、電話機５からの接続要求に応じて、移動体端末
装置１に対して、無線電話網４を介した発呼を行う。
　ＬＡＮ経由通話管理手段２ｂは、着呼に応じて無線電話網４を介した通話回線が接続さ
れると、移動体端末装置１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッションを切断する。また、Ｌ
ＡＮ経由通話管理手段２ｂは、移動体端末装置１から無線ＬＡＮ３経由での通信の回復を
示す情報を受け取ると、移動体端末装置１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッションを接続
する。
【００２９】
　また、ＬＡＮ経由通話管理手段２ｂは、電話機５から移動体端末装置１への接続要求に
応じて、電話機５との間でセッションを接続し、移動体端末装置１から無線ＬＡＮ３によ
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るセッション開始要求を受け取ると、移動体端末装置１との間で無線ＬＡＮ３経由でセッ
ションを接続し、無線ＬＡＮ３経由での電話機５と移動体端末装置１との間の回線を接続
する。
【００３０】
　このようなシステムによれば、通話が行われていないときに電話機５から接続要求があ
ると、電話網経由通話管理手段２ａにより、移動体端末装置１に対して無線電話網４を介
した発呼が行われる。すると、移動体端末装置１の電話網経由通話手段１ａで着呼が検出
される。そのとき、通話切替手段１ｃにより、ＬＡＮ経由通話手段１ｂによる接続状態が
判断される。ＬＡＮ経由通話手段１ｂによる接続状態が所定の基準以下の場合、通話切替
手段１ｃによって、電話網経由通話手段１ａによる通話回線が接続される。一方、ＬＡＮ
経由通話手段１ｂによる接続状態が所定の基準より良好な場合、通話切替手段１ｃによっ
て、ＬＡＮ経由通話手段１ｂが起動され通話回線が接続される。
【００３１】
　また、ＬＡＮ経由通話手段１ｂによる通話中に接続状態が所定の基準以下に悪化すると
、通話切替手段１ｃによって、電話網経由通話手段１ａによる通話回線が接続され、電話
網経由通話手段１ａによる通話に切り替えられる。すなわち、電話網経由通話手段１ａか
ら通話管理サーバ２へ無線電話網４経由の発呼が行われる。通話管理サーバ２では、その
発呼に応じて、電話網経由通話管理手段２ａにより、無線電話網４を介して移動体端末装
置１と電話機５との通話回線が接続される。すると、ＬＡＮ経由通話管理手段２ｂにより
、移動体端末装置１との間の無線ＬＡＮ３経由のセッションが切断される。
【００３２】
　その後、電話網経由通話手段１ａによる通話中にＬＡＮ経由通話手段１ｂによる接続状
態が所定の基準より良好に回復すると、通話切替手段１ｃによって、ＬＡＮ経由通話手段
１ｂによる通話に切り替えられる。すなわち、ＬＡＮ経由通話手段１ｂから通話管理サー
バ２へ、無線ＬＡＮ３を介したセッション開始要求が出される。通話管理サーバ２では、
ＬＡＮ経由通話管理手段２ｂにより、セッション開始要求を受け取ると、移動体端末装置
１との間で無線ＬＡＮ３経由でセッションが接続され、無線ＬＡＮ３経由での電話機５と
移動体端末装置１との間の回線が接続される。その際、電話網経由通話管理手段２ａによ
り、移動体端末装置１との間の無線電話網４経由の回線が切断される。
【００３３】
　このようにして、無線ＬＡＮ３経由の通話が優先されるように、通話に使用する通信媒
体を動的に切り替えることができる。すなわち、通話中に無線ＬＡＮ３の接続状態が変化
する場合（たとえば、移動体端末装置１の位置が移動中）であっても、無線ＬＡＮ３で接
続できるときはできる限り無線ＬＡＮ３を介して通話することができる。一般に、無線Ｌ
ＡＮ３経由の通話では通話時間当たりの課金は行われないため、無線ＬＡＮ３経由で通話
することで、電話料金の節約が可能となる。
【００３４】
　しかも、通話していない状態では、ＬＡＮ経由通話手段１ｂの機能を停止させておき、
無線電話網４経由での着呼があったとき、無線ＬＡＮ３経由の通話を開始することができ
る。その結果、待ち受け時のＬＡＮ経由通話手段１ｂの消費電力が最小限に抑えられ、移
動体端末装置１の待ち受け時の消費電力を減少させることができる。
【００３５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図２は、本実施の形態のシステム構成例を示す図である。本実施の形態では、通話が可
能な通信媒体として、携帯電話網１０と、無線ＬＡＮを含むインターネット１１とが設け
られている。携帯電話網１０とインターネット１１とには、通話管理サーバ２００を介し
てＩＰ電話機２１が接続されている。ＩＰ電話機２１は、ＶｏＩＰによる通話機能を有し
ている。
【００３６】
　通話管理サーバ２００は、携帯電話網１０とインターネット１１とに接続されている。
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そして、通話管理サーバ２００は、電話回線とＶｏＩＰとのメディア変換や、通話データ
の転送を行う。また、通話管理サーバ２００は、ＩＰ電話機２１と移動体端末装置１００
，１００ａとの間の通話回線の接続や切替処理を行う。
【００３７】
　通話管理サーバ２００とインターネット１１との通信経路上には、モバイルＩＰホーム
エージェント２２が設けられている。モバイルＩＰホームエージェント２２は、移動体端
末装置１００，１００ａの現在のＩＰアドレス等を管理しており、移動体端末装置１００
，１００ａに対して送信されるＶｏＩＰのパケットを中継して、移動体端末装置１００，
１００ａの現在のＩＰアドレスに変換して送信する。
【００３８】
　インターネット１１には、無線ＬＡＮアクセスポイント２３が接続されている。無線Ｌ
ＡＮアクセスポイント２３は、移動体端末装置１００，１００ａと無線ＬＡＮの通信を行
う。
【００３９】
　移動体端末装置１００，１００ａは、携帯電話網１０を介した通話機能と、インターネ
ット１１経由のＶｏＩＰによる通話機能とを備えている。インターネット１１経由で通話
する場合、移動体端末装置１００，１００ａは、無線ＬＡＮアクセスポイント２３と無線
通信を行い、無線ＬＡＮアクセスポイント２３を介して通話管理サーバ２００に回線が接
続される。
【００４０】
　このようなシステム構成により、ＩＰ電話機２１と移動体端末装置１００，１００ａと
の間での通話が可能となる。以下、移動体端末装置１００とＩＰ電話機２１との間で通話
する場合を例に採り、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００４１】
　図３は、移動体端末装置のハードウェア構成を示す図である。移動体端末装置１００は
、制御回路１１０によって全体が制御される。制御回路１１０には、無線ＬＡＮ通信回路
１０１、無線電話通信回路１０２、マイクロホン１０３、スピーカ１０４、入力キー１０
５、モニタ１０６及びメモリ１０７が接続されている。
【００４２】
　無線ＬＡＮ通信回路１０１は、アンテナ１０１ａを介して、無線ＬＡＮアクセスポイン
ト２３との間で無線によるデータ通信を行う。無線電話通信回路１０２は、アンテナ１０
１ｂを介して、携帯電話網の基地局との間で無線によるデータ通信を行う。
【００４３】
　マイクロホン１０３は、ユーザから入力された音声を、制御回路１１０に渡す。スピー
カ１０４は、制御回路１１０から出力された音声データに基づいて音声を出力する。
　入力キー１０５は、テンキー等の複数のキーで構成されており、ユーザによって押下さ
れたキーに応じた信号を制御回路１１０に渡す。モニタ１０６は、たとえば、液晶表示装
置であり、制御回路１１０から送られた画像データを表示する。
【００４４】
　メモリ１０７は、制御回路１１０で実行する処理内容を記述したプログラム、処理に必
要なデータ等を記憶する。
　次に、このようなハードウェア構成の移動体端末装置１００において実現される機能を
説明する。
【００４５】
　図４は、移動体端末装置の機能を示すブロック図である。移動体端末装置１００は、無
線ＬＡＮ通信部１１１、無線電話通信部１１２、音声入出力部１１３、通話切替部１１４
、ネットワーク接続部１１５、モバイルＩＰフォーリンエージェント（ＦＡ）１１６、メ
ディア監視部１１７、及びＶｏＩＰ制御部１１８を有している。これらの各機能は、制御
回路１１０が他の周辺機器を制御することによって実現される機能である。
【００４６】
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　無線ＬＡＮ通信部１１１は、無線ＬＡＮやインターネット１１経由で通話管理サーバ２
００との間で通信を行う。また、無線ＬＡＮ通信部１１１は、通話管理サーバ２００によ
ってＩＰ電話機２１との間の回線が接続された場合、ＩＰ電話機２１との間で通信を行う
。
【００４７】
　無線電話通信部１１２は、携帯電話網１０経由で通話管理サーバ２００との間で通信を
行う。また、無線電話通信部１１２は、通話管理サーバ２００によってＩＰ電話機２１と
の間の回線が接続された場合、ＩＰ電話機２１との間で通信を行う。
【００４８】
　音声入出力部１１３は、マイクロホン１０３からの音声入力やスピーカ１０４への音声
出力を制御する。具体的には、音声入出力部１１３は、マイクロホン１０３から入力され
た音声信号をデジタル信号に変換し、通話切替部１１４に渡す。また、音声入出力部１１
３は、通話切替部１１４から音声データを受け取ると、アナログの音声信号に変えてスピ
ーカ１０４から音声を出力する。
【００４９】
　通話切替部１１４は、ユーザからの通話要求によりＶｏＩＰ制御部１１８の起動や電話
のダイヤリングを行う。また、通話切替部１１４は、電話の着呼を受け、そのときインタ
フェースネットワーク経由の通信回路が選択された場合、ＶｏＩＰ制御部１１８を起動す
る。さらに、通話切替部１１４は、無線ＬＡＮと無線電話とのそれぞれの回線の状態に応
じた通話の切替を行う。切替の指示は、ネットワーク接続部１１５から渡される。
【００５０】
　通話回線としてインターネット１１経由の回線が選択された場合、通話切替部１１４は
、ＶｏＩＰ制御部１１８との間で音声データの入出力を行う。また、通話回線として携帯
電話網１０経由の回線が選択された場合、通話切替部１１４は、無線電話通信部１１２と
の間で音声データの入出力を行う。さらに、通話切替部１１４は、選択された回線の状態
を、通話管理サーバ２００に対して通知する。
【００５１】
　ネットワーク接続部１１５は、メディア監視部１１７からの監視情報に応じて、通話に
使用する回線を選択する。選択した回線の種別は、通話切替部１１４に通知される。また
、ネットワーク接続部１１５は、無線ＬＡＮ通信部１１１と無線電話通信部１１２とに対
して、動作指示を与える。たとえば、着呼の待ち受け状態での待機指示、動作停止の指示
、あるいは、起動指示が出される。
【００５２】
　モバイルＩＰフォーリンエージェント１１６は、ＬＡＮ接続のローミングをサポートす
る。すなわち、モバイルＩＰフォーリンエージェント１１６は、ネットワーク側のモバイ
ルＩＰホームエージェント２２と連携し、ＬＡＮ接続時のセッション維持を行う。具体的
には、モバイルＩＰフォーリンエージェント１１６は、モバイルＩＰホームエージェント
２２に対して、無線ＬＡＮを介したネットワーク上の自分の位置を通知する。自分の位置
としては、通信可能な無線ＬＡＮアクセスポイントの識別情報等が用いられる。
【００５３】
　なお、モバイルＩＰフォーリンエージェント１１６と図２に示すモバイルＩＰホームエ
ージェント２２とによるインターネット上での端末の移動を透過的に行えるようにする仕
組みは、インターネット関連の標準化団体ＩＥＴＦ（Internet Engineering Task Force
）で標準化されている（ＲＦＣ２００２）。これにより、異なるサブネットに移動しても
、元のＩＰアドレスを使用できるようになる。
【００５４】
　メディア監視部１１７は、ネットワークメディアの状態を監視する。すなわち、メディ
ア監視部１１７は、無線ＬＡＮ通信部１１１と無線電話通信部１１２との状態を監視し、
それぞれの通信回線の状態をネットワーク接続部１１５に渡す。
【００５５】
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　ＶｏＩＰ制御部１１８は、無線ＬＡＮ通信部１１１を介したデータ通信上で、ＶｏＩＰ
による音声データの通信を行う。具体的には、ＶｏＩＰ制御部１１８は、通話切替部１１
４から音声データを受け取ると、ＶｏＩＰに従ったパケットを生成して無線ＬＡＮ通信部
１１１に渡す。また、ＶｏＩＰ制御部１１８は、無線ＬＡＮ通信部１１１からＶｏＩＰに
よるパケットを受け取ると、元の音声データを再現して、通話切替部１１４に渡す。
【００５６】
　次に、通話管理サーバ２００について説明する。
　図５は、通話管理サーバのハードウェア構成例を示す図である。通話管理サーバ２００
は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２０１によって装置全体が制御されている。ＣＰ
Ｕ２０１には、バス２０８を介してＲＡＭ(Random Access Memory)２０２、ハードディス
クドライブ（ＨＤＤ:Hard Disk Drive）２０３、グラフィック処理装置２０４、入力イン
タフェース２０５、および通信インタフェース２０６，２０７が接続されている。
【００５７】
　ＲＡＭ２０２には、ＣＰＵ２０１に実行させるＯＳ(Operating System)のプログラムや
アプリケーションプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ２０
２には、ＣＰＵ２０１による処理に必要な各種データが格納される。ＨＤＤ２０３には、
ＯＳやアプリケーションプログラムが格納される。
【００５８】
　グラフィック処理装置２０４には、モニタ３１が接続されている。グラフィック処理装
置２０４は、ＣＰＵ２０１からの命令に従って、画像をモニタ３１の画面に表示させる。
入力インタフェース２０５には、キーボード３２とマウス３３とが接続されている。入力
インタフェース２０５は、キーボード３２やマウス３３から送られてくる信号を、バス２
０８を介してＣＰＵ２０１に送信する。
【００５９】
　通信インタフェース２０６は、携帯電話網１０に接続されている。通信インタフェース
２０６は、携帯電話網１０を介して、移動体端末装置１００，１００ａとの間でデータの
送受信を行う。
【００６０】
　通信インタフェース２０７は、インターネット１１に接続されている。通信インタフェ
ース２０６は、インターネット１１を介して、移動体端末装置１００，１００ａとの間で
データの送受信を行う。
【００６１】
　以上のようなハードウェア構成によって、通話管理サーバ２００には、次の機能が実現
される。
　図６は、通話管理サーバの機能を示すブロック図である。通話管理サーバ２００には、
ＳＩＰサーバ２１１、交換機処理部２１２、メディア変換部２１３、端末状態管理部２１
４、メディア選択部２１５、及び宛先管理部２１６が設けられている。
【００６２】
　ＳＩＰサーバ２１１は、インターネット１１を介したＳＩＰによる通信を管理する。Ｓ
ＩＰとは、ＶｏＩＰにおける一連の通信をセッションとし、その設定、解放、制御等を行
うための通信プロトコルである。
【００６３】
　交換機処理部２１２は、携帯電話網１０を介して、移動体端末装置１００，１００ａと
の間の通信を行う。
　メディア変換部２１３は、携帯電話網１０経由で通信される情報のデータ形式と、Ｖｏ
ＩＰにおけるデータ形式との間の相互のメディア変換（データ形式の変換）を行う。
【００６４】
　端末状態管理部２１４は、端末状態（ネットワーク状態等）を、移動体端末装置１００
，１００ａから取得し、取得した情報を管理する。
　メディア選択部２１５は、ネットワーク側からの発呼時に端末状態を見て最適メディア
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を選択する（本実施の形態では、無線ＬＡＮ経由の通話回線が優先される）。
【００６５】
　宛先管理部２１６は、各ユーザのＳＩＰアドレス等の通話宛先を管理する。たとえば、
宛先管理部２１６は、ＶｏＩＰ通話や携帯電話網１０経由の音声通話を行っているときに
同一の移動体端末装置からのダイヤリングまたはＶｏＩＰ発呼があった場合、その電話通
話とＶｏＩＰ通話を３者通話の形で接続するように交換機機能、ＳＩＰサーバ２１１に要
求する。そして、３者通話の接続状態の後、一方の通話回線を遮断する。これにより、通
話が途切れずに済む。
【００６６】
　なお、宛先管理部２１６は、通話宛先を管理するために、宛先情報２１６ａと通話情報
２１６ｂとを有している。
　図７は、宛先情報のデータ構造例を示す図である。宛先情報２１６ａには、ユーザ、宛
先、優先度、状態、及び端末識別の欄が設けられている。ユーザの欄には、各ユーザの仮
想ＩＤ（Virtual ID）が設定される。宛先の欄には、ユーザの移動体端末装置に対する宛
先が設定される。宛先としては、ＳＩＰアドレス（01234567@telgw.abcd.com）、移動体
端末装置のアドレス（ＩＰアドレス）、移動体端末装置のＩＰ電話のアドレス（ＵＲＩ）
等が設定される。優先度の欄には、同一ユーザに対して複数の宛先がある場合の優先度が
３段階（高、中、低）で設定される。優先度が高い程、その端末宛の通話の際の回線とし
て、優先的に使用される。状態の欄には、対応する宛先で示される通信媒体経由の通信の
接続状態（使用の可否）が設定される。なお、通信の状態は、端末状態管理部２１４によ
って管理され、適宜更新される。端末識別の欄には、端末（移動体端末装置やＩＰ電話機
）を識別するための識別子が設定される。
【００６７】
　このような宛先情報２１６ａを参照することで、無線ＬＡＮ経由で通話、発呼、着呼を
行っている端末と、携帯電話網経由で通話、発呼、着呼を行っている端末との同一性を判
別することができる。
【００６８】
　図８は、通話情報のデータ構造例を示す図である。通話情報２１６ｂは、通話リクエス
ト（発呼、転送等）に合わせて状態を管理するための情報である。通話情報２１６ｂの欄
には、通話状態、宛先、及び発呼者の欄が設けられている。通話状態の欄には、管理して
いる通信の状態（発呼中、通話中等）が設定される。宛先の欄には、通信の宛先が設定さ
れる。発呼者の欄には、通信の発呼を行ったユーザの仮想ＩＤが設定される。
【００６９】
　以上のような構成により、端末側で状況に応じてネットワークを自動的に切り替え、か
つネットワークの切替にあわせて動的に電話通話とＶｏＩＰ通話を切り替えて通話を継続
することができ、待ち受けに関しては、ＶｏＩＰ通話の待ち受けをＰＨＳ等の電話メディ
アで行うことが可能になっている。
【００７０】
　なお、この例では、１台の通話管理サーバ２００で各機能が実現されているが、複数の
サーバを用意し、それぞれのサーバに各機能を搭載し連携して動作させてもよい。
　以上のような構成のシステムにより、以下のような処理が実行される。
【００７１】
　図９は、移動体端末装置からの電話をかける場合の移動体端末装置での処理を示すフロ
ーチャートである。以下、図９に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
　［ステップＳ１１］通話切替部１１４は、ユーザから通話宛先の入力を受け付ける。具
体的には、通話切替部１１４は、ユーザによる入力キー１０５の操作を検知し、その操作
によって指定された電話番号により通話宛先を認識する。なお、以下の説明では、通話相
手がＩＰ電話機２１であるものとする。
【００７２】
　［ステップＳ１２］通話切替部１１４は、ネットワーク接続部１１５から現在使用でき
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る通信媒体の情報を取得する。具体的には、通話切替部１１４からネットワーク接続部１
１５に対して、使用可能な通信媒体情報の取得要求を出力する。すると、ネットワーク接
続部１１５は、メディア監視部１１７から、無線ＬＡＮ通信部１１１と無線電話通信部１
１２との通信状態を示す情報を受け取る。
【００７３】
　たとえば、メディア監視部１１７は、無線ＬＡＮ通信部１１１が無線ＬＡＮアクセスポ
イント２３から受け取ることができる電波の強さを示す情報、及び無線電話通信部１１２
が携帯電話網１０の基地局から受け取ることができる電波の強さを示す情報をネットワー
ク接続部１１５に渡す。
【００７４】
　なお、本実施の形態では、無線ＬＡＮ通信部１１１は、通信を行っていないときには、
機能を停止しておくことができる。その場合、メディア監視部１１７は、無線ＬＡＮ通信
部１１１を起動して、無線ＬＡＮの接続状態を確認する。
【００７５】
　ネットワーク接続部１１５は、無線ＬＡＮ通信部１１１や無線電話通信部１１２におけ
る通信相手からの電波の強さに関する情報に基づいて、その通信媒体による通信の可否（
所定の通話品質を保てるほどの通信状態確保できるか否か）を判断できる。そして、ネッ
トワーク接続部１１５は、各通信媒体経由で通信が可能か否かを、通話切替部１１４に通
知する。
【００７６】
　［ステップＳ１３］通話切替部１１４は、無線ＬＡＮ経由で通信できるか否かを判断す
る。無線ＬＡＮ経由で通信できる場合、処理がステップＳ１４に進められる。無線ＬＡＮ
経由で通信できない場合、処理がステップＳ１５に進められる。
【００７７】
　［ステップＳ１４］通話切替部１１４は、無線ＬＡＮ経由のＶｏＩＰによる通話を開始
する。具体的には、通話切替部１１４は、ネットワーク接続部１１５に対して、無線ＬＡ
Ｎの接続を要求する。すると、ネットワーク接続部１１５は、無線ＬＡＮ通信部１１１を
起動する。無線ＬＡＮ通信部１１１は、無線ＬＡＮアクセスポイント２３を介して、通話
管理サーバ２００と通信を開始する。
【００７８】
　その後、通話切替部１１４は、ＶｏＩＰ制御部１１８を起動し、ＶｏＩＰ制御部１１８
を介した通話を行う。具体的には、起動されたＶｏＩＰ制御部１１８は、ＶｏＩＰを使用
しＶｏＩＰの呼制御を行いＩＰ電話機２１との間の通信を行う。そして、通話切替部１１
４は、音声入出力部１１３から送られたユーザの音声データを、ＶｏＩＰ制御部１１８に
渡す。ＶｏＩＰ制御部１１８は、受け取った音声データを、ＶｏＩＰに従ったデータ形式
に変換して、無線ＬＡＮ通信部１１１に渡す。すると、無線ＬＡＮ１１１を介して音声デ
ータがＩＰ電話機２１に送信され、ＩＰ電話機２１で音声が出力される。
【００７９】
　逆に、ＩＰ電話機２１に対して入力された通話相手の音声は、ＶｏＩＰに従った形式の
音声データとして、無線ＬＡＮ通信部１１１に送られる。無線ＬＡＮ通信部１１１は、受
け取った音声データを、ＶｏＩＰ制御部１１８に渡す。ＶｏＩＰ制御部１１８は、受け取
った音声データを元のデータ形式に戻し、通話切替部１１４に渡す。通話切替部１１４は
、ＶｏＩＰ制御部１１８から受け取った音声データを音声入出力部１１３に渡す。音声入
出力部１１３は、受け取った音声データに基づいて、スピーカ１０４から音声を出力する
。
【００８０】
　［ステップＳ１５］通話切替部１１４は、携帯電話網１０経由の通話を開始する。具体
的には、通話切替部１１４は、ネットワーク接続部１１５に対して、無線電話の接続を要
求する。すると、ネットワーク接続部１１５は、無線電話通信部１１２を起動する。無線
電話通信部１１２は、携帯電話網１０を介してＩＰ電話機２１のダイヤリングを行い、通
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話管理サーバ２００経由でのＩＰ電話機２１との通信を開始する。
【００８１】
　その後、通話切替部１１４は、音声入出力部１１３から送られたユーザの音声データを
、無線電話通信部１１２に渡す。無線電話通信部１１２は、受け取った音声データを、携
帯電話網１０を介して通話管理サーバ２００に送る。そして、通話管理サーバ２００によ
り音声データがＩＰ電話機２１に転送され、ＩＰ電話機２１で音声が出力される。
【００８２】
　逆に、ＩＰ電話機２１に対して入力された通話相手の音声は、通話管理サーバ２００に
渡される。通話管理サーバ２００は、携帯電話網１０を介して、音声データを移動体端末
装置１００に転送する。すると、音声データが無線電話通信部１１２から通話切替部１１
４に渡される。通話切替部１１４は、無線電話通信部１１２から受け取った音声データを
音声入出力部１１３に渡す。音声入出力部１１３は、受け取った音声データに基づいて、
スピーカ１０４から音声を出力する。
【００８３】
　このように、無線ＬＡＮ等の広い帯域のメディアが使用できるときにはＶｏＩＰを使用
しＶｏＩＰの呼制御を行い、帯域の狭い携帯電話やＰＨＳ等の電話回線しか使用できない
場合は電話のダイヤリングを行うことができる。
【００８４】
　次に、ＩＰ電話機２１から移動体端末装置１００へ電話をかける場合の処理について説
明する。
　図１０は、ＩＰ電話機から移動体端末装置へ電話をかける場合の処理を示す概念図であ
る。以下、図１０に示す手順をステップ番号に沿って説明する。
【００８５】
　［ステップＳ２１］ＩＰ電話機２１から通話管理サーバ２００に対して、移動体端末装
置１００への発呼要求が出されると、まずＩＰ電話機２１と通話管理サーバ２００との間
でＳＩＰによるセッション処理が開始される。このとき、ＩＰ電話機２１からの発呼要求
では、ＳＩＰアドレスによって、移動体端末装置１００が特定される。
【００８６】
　［ステップＳ２２］通話管理サーバ２００では、宛先管理部２１６が、移動体端末装置
１００の電話番号を検索し、交換機処理部２１２に通知する。具体的には、宛先管理部２
１６は、管理下にある移動体端末装置１００，１００ａのＳＩＰアドレスと電話番号との
対応関係を管理している。そこで、宛先管理部２１６は、ＩＰ電話機２１から指定された
移動体端末装置１００のＳＩＰアドレスに対応する電話番号を検索し、検出された電話番
号を交換機処理部２１２に通知する。
【００８７】
　［ステップＳ２３］交換機処理部２１２は、携帯電話網１０に対して、受け取った電話
番号のダイヤル発呼を行う。すると、移動体端末装置１００の通話切替部１１４が通話管
理サーバ２００から着呼を検出する。
【００８８】
　［ステップＳ２４］通話切替部１１４は、無線ＬＡＮが使用可能な場合はＶｏＩＰ制御
部１１８を起動する。なお、無線ＬＡＮが使用不可能な場合、通話切替部１１４は、その
まま携帯電話網１０を介した音声通話を行う。図１０の例は、無線ＬＡＮが使用可能な場
合を示している。
【００８９】
　［ステップＳ２５］起動されたＶｏＩＰ制御部１１８は、無線ＬＡＮが使用可能な場合
は、通話管理サーバ２００との間でＳＩＰによるセッションを開始する。これにより、Ｉ
Ｐ電話機２１から移動体端末装置１００までのＳＩＰセッションによる通信経路が確立し
、移動体端末装置１００と通話管理サーバ２００との間でＶｏＩＰの通話が行われる。
【００９０】
　次に、図１０に示す処理によって受け渡される情報を具体的に説明する。
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　図１１は、移動体端末装置による待ち受け時の処理（着呼後、ＶｏＩＰで通話）を示す
シーケンス図である。図１１では、ＩＰ電話機２１、ＳＩＰサーバ２１１、宛先管理部２
１６、交換機処理部２１２及び移動体端末装置１００間の情報の受け渡しが示されている
。以下、図１１に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
【００９１】
　［ステップＳ３１］ＶｏＩＰ制御部１１８からＳＩＰサーバ２１１に、セッション開始
のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）が出される。
　［ステップＳ３２］ＳＩＰサーバ２１１は、端末（宛先）の選択要求を、宛先管理部２
１６に対して送信する。このとき、宛先となるユーザが、仮想ＩＤによって指定されてい
る。
【００９２】
　選択要求を受け取った宛先管理部２１６は、宛先情報２１６ａを参照して移動体端末装
置の宛先を選択する。具体的には、指定された仮想ＩＤに対応する宛先のうち、状態が「
使用可」の宛先を抽出し、その中で最も優先度が高い宛先を選択する。ここでは、携帯電
話網１０上での移動体端末装置１００のＳＩＰアドレスが、宛先として選択されたものと
する。宛先管理部２１６は、宛先を選択すると、通信状態「発呼中」、選択した宛先、発
呼者の情報を、通話情報２１６ｂに新たなレコードとして登録する。
【００９３】
　［ステップＳ３３］宛先管理部２１６は、選択した宛先の情報（移動体端末装置１００
のＳＩＰアドレスを含む）をＳＩＰサーバ２１１に渡す。
　［ステップＳ３４］ＳＩＰサーバ２１１は、宛先管理部２１６から渡された宛先を指定
したセッション開始のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）を、交換機処理部２１２に対して出力
する。
【００９４】
　［ステップＳ３５］交換機処理部２１２は、受信したＳＩＰアドレスを電話番号に変換
し、移動体端末装置１００に対して、ダイヤル発呼（ＰＳＴＮ（Public Switched Teleph
one Network）　ｃａｌｌ）を行う。
【００９５】
　［ステップＳ３６］移動体端末装置１００では、交換機処理部２１２からの発信を認識
し、無線ＬＡＮの電波状態を検出する。そして、無線ＬＡＮの電波状態が通信可能な程に
良好であれば、移動体端末装置１００は、ＳＩＰサーバ２１１に対して、移動体端末装置
１００のＩＰアドレスを含む状態登録要求を送信する。
【００９６】
　［ステップＳ３７］ＳＩＰサーバ２１１は、移動体端末装置１００のＩＰアドレスを指
定し、通話記録の参照要求を宛先管理部２１６に対し出力する。
　［ステップＳ３８］宛先管理部２１６は、通話情報２１６ｂを参照し、移動体端末装置
１００に対する発呼中であることを検出し、通話中であることをＳＩＰサーバ２１１に通
知する。
【００９７】
　［ステップＳ３９］ＳＩＰサーバ２１１は、交換機処理部２１２に対して、発呼のキャ
ンセルを指示する。これにより、交換機処理部２１２は、携帯電話網１０を介した移動体
端末装置１００への発呼を停止（Ｈｕｎｇ　ｕｐ）する。
【００９８】
　［ステップＳ４０］ＳＩＰサーバ２１１は、ＩＰ電話機２１に対して、移動体端末装置
１００のＩＰアドレスを含む接続完了の通知を送信する。
　［ステップＳ４１］ＩＰ電話機２１は、移動体端末装置１００との間で、コネクション
を確立し、通話を行う。
【００９９】
　図１２は、移動体端末装置による待ち受け時の処理（着呼後、携帯電話網経由で通話）
を示すシーケンス図である。図１２では、ＩＰ電話機２１、ＳＩＰサーバ２１１、宛先管
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理部２１６、交換機処理部２１２及び移動体端末装置１００間の情報の受け渡しが示され
ている。以下、図１２に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
【０１００】
　［ステップＳ５１］ＶｏＩＰ制御部１１８からＳＩＰサーバ２１１に、セッション開始
のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）が出される。
　［ステップＳ５２］ＳＩＰサーバ２１１は、端末（宛先）の選択要求を、宛先管理部２
１６に対して送信する。このとき、宛先となるユーザが、仮想ＩＤによって指定されてい
る。
【０１０１】
　選択要求を受け取った宛先管理部２１６は、宛先情報２１６ａを参照して移動体端末装
置の宛先を選択する。ここでは、携帯電話網１０上での移動体端末装置１００のＳＩＰア
ドレスが、宛先として選択されたものとする。宛先管理部２１６は、宛先を選択すると、
通信状態「発呼中」、選択した宛先、発呼者の情報を、通話情報２１６ｂに新たなレコー
ドとして登録する。
【０１０２】
　［ステップＳ５３］宛先管理部２１６は、選択した宛先の情報（移動体端末装置１００
のＳＩＰアドレスを含む）をＳＩＰサーバ２１１に渡す。
　［ステップＳ５４］ＳＩＰサーバ２１１は、宛先管理部２１６から渡された宛先を指定
したセッション開始のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）を、交換機処理部２１２に対して出力
する。
【０１０３】
　［ステップＳ５５］交換機処理部２１２は、受信したＳＩＰアドレスを電話番号に変換
し、移動体端末装置１００に対して、ダイヤル発呼（ＰＳＴＮ　ｃａｌｌ）を行う。
　［ステップＳ５６］移動体端末装置１００では、交換機からの発信を認識し、無線ＬＡ
Ｎの電波状態を検出する。そして、移動体端末装置１００は、ＳＩＰサーバ２１１に対し
て、無線ＬＡＮの電波状態が通信できない（接続不可）ことを検出し、交換機処理部２１
２に対してＰＳＴＮの応答（ＰＳＴＮ　ｒｅｃｅｉｖｅ）を返す。
【０１０４】
　［ステップＳ５７］交換機処理部２１２は、ＳＩＰサーバ２１１に対して、交換機処理
部２１２のＩＰアドレスを含む接続完了の通知を送信する。
　［ステップＳ５８］ＳＩＰサーバ２１１は、ＩＰ電話機２１に対して、交換機処理部２
１２のＩＰアドレスを含む接続完了の通知を送信する。
【０１０５】
　［ステップＳ５９］ＩＰ電話機２１は、交換機処理部２１２との間で、コネクションを
確立する。すると、交換機処理部２１２を介在させて、ＩＰ電話機２１と移動体端末装置
１００との通話が可能となる。
【０１０６】
　なお、ＶｏＩＰで通話を開始した場合、通話管理サーバ２００の交換機処理部２１２は
、発呼の動作を停止する。すなわち、携帯電話網１０を介した通話状態は発生せず、通話
時間に応じた料金の課金も発生しない。
【０１０７】
　また、相手の電話番号とＳＩＰアドレスとの対応関係を移動体端末装置１００に搭載し
ておけば、移動体端末装置１００から通話管理サーバ２００を通さずに通話相手であるＩ
Ｐ電話機２１に直接（または他の一般的なＳＩＰサーバを介して）アクセスすることがで
きる。
【０１０８】
　なお、ステップＳ２３におけるダイヤル発呼に応じて、通話切替部１１４から交換機処
理部２１２に対して、使用可能な通信媒体の情報を送信することもできる。その場合、無
線ＬＡＮによる通信が可能であれば、ＳＩＰサーバ２１１から移動体端末装置１００に対
してＶｏＩＰの発呼を行う。
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【０１０９】
　このようにして、移動体端末装置１００とＩＰ電話機２１との間での通話が可能となる
。ここで、通話中に使用可能な通信媒体に変化が生じることがある。その場合、通話切替
部１１４は、ネットワーク接続部１１５からの接続可能な通信媒体の通知を受け取る。す
ると、通話切替部１１４は、接続可能な通信媒体にあわせてＶｏＩＰ制御部１１８で通話
を開始したり、電話回線のダイヤリングを行い携帯電話網１０を介した通話を開始したり
する。
【０１１０】
　この間、通話管理サーバ２００では、一時的に３者通話モードにしてから通話を切り替
える。無線ＬＡＮや有線ＬＡＮ同士のネットワーク切替に関しては、モバイルＩＰを使用
する。これにより、アプリケーションから見てＩＰアドレスを変えずに済み、通話状態を
維持できる。
【０１１１】
　次に、ＶｏＩＰから携帯電話網１０経由の音声通話へのローミングについて説明する。
　図１３は、ＶｏＩＰから携帯電話網経由の音声通話へのローミング手順を示す図である
。以下、図１３に示す手順を、ステップ番号に沿って説明する。
【０１１２】
　［ステップＳ６１］移動体端末装置１００とＩＰ電話機２１との間で、ＳＩＰによりセ
ッションが開始されＶｏＩＰ通話が行われている。
　［ステップＳ６２］その後、無線ＬＡＮを介した通信ができなくなる（通信状態が所定
の基準以下となった場合を含む）と、ネットワーク接続部１１５がその旨を通話切替部１
１４に通知する。
【０１１３】
　［ステップＳ６３］通話切替部１１４は、通話管理サーバ２００の交換機処理部２１２
にダイヤル発呼を行う。
　［ステップＳ６４］通話管理サーバ２００では、宛先管理部２１６が、先に接続されて
いたセッションの通信相手が同一であることを確認し、その旨を交換機処理部２１２に通
知する。具体的には、宛先管理部２１６は、ＩＰ電話機２１がＶｏＩＰで通話中の移動体
端末装置１００からのダイヤリングであることを検出する。
【０１１４】
　［ステップＳ６５］交換機処理部２１２は、既存のＶｏＩＰ通話と携帯電話網１０経由
の音声通話を接続する。その後、ＳＩＰサーバ２１１により、移動体端末装置１００との
間のインターネット１１経由のセッションの切断処理が行われる。
【０１１５】
　図１４は、ＶｏＩＰから携帯電話網経由の音声通話へのローミング手順を示すシーケン
ス図である。図１４では、ＩＰ電話機２１、ＳＩＰサーバ２１１、宛先管理部２１６、交
換機処理部２１２及び移動体端末装置１００間の情報の受け渡しが示されている。以下、
図１４に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
【０１１６】
　［ステップＳ７１］移動体端末装置１００からＳＩＰサーバ２１１に対して、宛先とし
てＩＰ電話機２１の仮想ＩＤを指定したセッション開始のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）が
送信される。
【０１１７】
　［ステップＳ７２］ＳＩＰサーバ２１１から宛先管理部２１６に対して、宛先選択要求
が出力される。宛先管理部２１６は、宛先情報２１６ａを参照して移動体端末装置の宛先
を選択する。ここでは、ＩＰ電話機２１のＳＩＰアドレスが、宛先として選択されたもの
とする。宛先管理部２１６は、宛先を選択すると、通信状態「発呼中」、選択した宛先、
発呼者の情報を、通話情報２１６ｂに新たなレコードとして登録する。
【０１１８】
　［ステップＳ７３］宛先管理部２１６は、選択した宛先の情報（ＩＰ電話機２１のＩＰ
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アドレスを含む）をＳＩＰサーバ２１１に渡す。
　［ステップＳ７４］ＳＩＰサーバ２１１は、宛先管理部２１６から渡された宛先を指定
したセッション開始のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）を、ＩＰ電話機２１に対して出力する
。
【０１１９】
　［ステップＳ７５］ＩＰ電話機２１は、セッション接続完了の通知を、移動体端末装置
１００に対して送信する。
　［ステップＳ７６］移動体端末装置１００とＩＰ電話機２１との間で、ＶｏＩＰによる
通話が開始される。
【０１２０】
　［ステップＳ７７］その後、移動体端末装置１００において電波状態を検出し、無線Ｌ
ＡＮの使用が不可と判断されたとき、移動体端末装置１００から交換機処理部２１２に対
して、ダイヤル発呼（ＰＳＴＮ　ｃａｌｌ）が行われる。
【０１２１】
　［ステップＳ７８］交換機処理部２１２から宛先管理部２１６に対して宛先の電話番号
が通知される。
　［ステップＳ７９］宛先管理部２１６は、通話情報２１６ｂを参照し、通話中のＩＰ電
話機２１に対するダイヤル発呼であることを検出し、交換機処理部２１２のＩＰアドレス
と共に、ＳＩＰサーバ２１１に対して通話中であることを通知する。
【０１２２】
　［ステップＳ８０］ＳＩＰサーバ２１１は、ＩＰ電話機２１に対して、交換機処理部２
１２のＩＰアドレスを指定した転送要求を送信する。
　［ステップＳ８１］ＩＰ電話機２１は、交換機処理部２１２に対して、ＩＰ電話機２１
のＩＰアドレスを指定したセッション接続完了の通知を送信する。
【０１２３】
　［ステップＳ８２］ＩＰ電話機２１と交換機処理部２１２との間で通話回線が接続され
る。
　［ステップＳ８３］交換機処理部２１２は、移動体端末装置１００に対して、ダイヤル
発呼への応答を返し、携帯電話網１０を介した通話回線を接続する。これにより、ＩＰ電
話機２１と移動体端末装置１００との間の通話が可能となる。
【０１２４】
　次に、携帯電話網１０経由の音声通話からＶｏＩＰへのローミングについて説明する。
　図１５は、携帯電話網経由の音声通話からＶｏＩＰへのローミング手順を示す図である
。以下、図１５に示す手順をステップ番号に沿って説明する。
【０１２５】
　［ステップＳ９１］移動体端末装置１００とＩＰ電話機２１との間で、音声通話が行わ
れている。
　［ステップＳ９２］移動体端末装置１００と無線ＬＡＮアクセスポイント２３との通信
状態が回復すると、ネットワーク接続部１１５から通話切替部１１４に無線ＬＡＮでネッ
トワーク接続したことが通知される。
【０１２６】
　［ステップＳ９３］移動体端末装置１００の通話切替部１１４から通話管理サーバ２０
０の端末状態管理部２１４へ、無線ＬＡＮで接続したことが通知される。
　［ステップＳ９４］ＳＩＰサーバ２１１が、ＳＩＰによりＩＰ電話機２１と移動体端末
装置１００との間のセッションを開始する。なお、保留になっているＳＩＰセッションが
ある場合、そのＳＩＰセッションを復活する。
【０１２７】
　［ステップＳ９５］交換機処理部２１２は、携帯電話網１０経由の音声通話の回線を切
断する。
　図１６は、携帯電話網経由の音声通話からＶｏＩＰへのローミング手順を示すシーケン
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ス図である。図１６では、ＩＰ電話機２１、ＳＩＰサーバ２１１、宛先管理部２１６、交
換機処理部２１２及び移動体端末装置１００間の情報の受け渡しが示されている。以下、
図１６に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
【０１２８】
　［ステップＳ１０１］移動体端末装置１００から交換機処理部２１２に対して、ダイヤ
ル発呼（ＰＳＴＮ　ｃａｌｌ）が行われる。
　［ステップＳ１０２］交換機処理部２１２からＳＩＰサーバ２１１に対して、宛先の仮
想ＩＤが通知される。
【０１２９】
　［ステップＳ１０３］ＳＩＰサーバ２１１から宛先管理部２１６に対して、宛先選択要
求が出力される。宛先管理部２１６は、宛先情報２１６ａを参照して移動体端末装置の宛
先を選択する。ここでは、ＩＰ電話機２１のＳＩＰアドレスが、宛先として選択されたも
のとする。宛先管理部２１６は、宛先を選択すると、通信状態「発呼中」、選択した宛先
、発呼者の情報を、通話情報２１６ｂに新たなレコードとして登録する。
【０１３０】
　［ステップＳ１０４］宛先管理部２１６は、選択した宛先の情報（ＩＰ電話機２１のＩ
Ｐアドレスを含む）をＳＩＰサーバ２１１に渡す。
　［ステップＳ１０５］ＳＩＰサーバ２１１は、宛先管理部２１６から渡された宛先を指
定したセッション開始のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）を、ＩＰ電話機２１に対して出力す
る。
【０１３１】
　［ステップＳ１０６］ＩＰ電話機２１は、セッション接続完了の通知を、ＳＩＰサーバ
２１１に対して送信する。
　［ステップＳ１０７］ＳＩＰサーバ２１１は、セッション接続完了の通知を、交換機処
理部２１２に対して送信する。
【０１３２】
　［ステップＳ１０８］ＩＰ電話機２１と交換機処理部２１２との間で通話回線が接続さ
れる。
　［ステップＳ１０９］交換機処理部２１２は、移動体端末装置１００に対して、ダイヤ
ル発呼への応答を返し、携帯電話網１０を介した通話回線を接続する。これにより、ＩＰ
電話機２１と移動体端末装置１００との間の通話が可能となる。
【０１３３】
　［ステップＳ１１０］移動体端末装置１００では、無線ＬＡＮの電波状態を検出する。
そして、無線ＬＡＮの電波状態が通信可能な程に良好であれば、移動体端末装置１００は
、ＳＩＰサーバ２１１に対して、移動体端末装置１００のＩＰアドレスを含む状態登録要
求を送信する。
【０１３４】
　［ステップＳ１１１］ＳＩＰサーバ２１１は、移動体端末装置１００のＳＩＰアドレス
を指定し、通話記録の参照要求を宛先管理部２１６に対し出力する。
　［ステップＳ１１２］宛先管理部２１６は、通話情報２１６ｂを参照し、通話中である
ことをＳＩＰサーバ２１１に通知する。
【０１３５】
　［ステップＳ１１３］ＳＩＰサーバ２１１は、交換機処理部２１２に対して、発呼のキ
ャンセルを指示する。これにより、交換機処理部２１２は、携帯電話網１０を介した移動
体端末装置１００への発呼を停止（Ｈｕｎｇ　ｕｐ）する。
【０１３６】
　［ステップＳ１１４］ＳＩＰサーバ２１１から移動体端末装置１００に、セッション開
始のリクエスト（ＩＮＶＩＴＥ）が出される。
　［ステップＳ１１５］移動体端末装置１００は、セッション接続完了の通知を、ＳＩＰ
サーバ２１１に対して送信する。
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【０１３７】
　［ステップＳ１１６］ＳＩＰサーバ２１１は、ＩＰ電話機２１に対して、交換機処理部
２１２のＩＰアドレスを指定した転送要求を送信する。
　［ステップＳ１１７］ＩＰ電話機２１は、移動体端末装置１００に対してセッション接
続完了の通知を送信する。
【０１３８】
　［ステップＳ１１８］ＩＰ電話機２１と移動体端末装置１００との間で通話回線が接続
される。
　このようにして、移動体端末装置１００側で状況に応じて通信媒体を自動的に切り替え
、かつ通信媒体の切替にあわせて動的に電話通話とＶｏＩＰ通話を切り替えて通話を継続
することができる。
【０１３９】
　また、移動体端末装置１００で無線電話通信部１１２での待ち受けを行い、移動体端末
装置１での着信があると無線ＬＡＮ等のネットワークデバイスでネットワーク接続を行い
、ＶｏＩＰによる通話を行うようにした。これにより、ＶｏＩＰで通話を行う場合でも、
携帯電話網１０による待ち受けが可能になる。その結果、消費電力の大きい無線ＬＡＮデ
バイスを立ち上げておく必要が無く、バッテリーの消費を抑えることができる。
【０１４０】
　また、通話管理サーバ２００では、通話する通信媒体を切り替える際には、ＶｏＩＰの
セッションを保持しておき、三者通話機能により携帯電話網１０経由の音声通話とＶｏＩ
Ｐの呼を接続している。これにより、ＳＩＰの再接続処理の手順を省くことができ、携帯
電話網１０経由の音声通話からＶｏＩＰ、ＶｏＩＰから携帯電話網１０経由の音声通話へ
のスムース（連続して通話可能）な動的切替が行われる。
【０１４１】
　また、携帯電話網１０経由で電話通話を行っている際に、移動体端末装置１００が無線
ＬＡＮで通信可能となった場合は、それを通話管理サーバ２００側に通知し、通話管理サ
ーバ２００から移動体端末装置１００にＶｏＩＰで発呼するようにした。これにより、移
動体端末装置１００が無線ＬＡＮで通信可能となったときに、直ぐＶｏＩＰの呼び出しを
行うことができる。
【０１４２】
　なお、移動体端末装置１００では、ユーザの電話番号とＶｏＩＰのアドレスの対応関係
を管理しておき、直接相手端末のアドレスに発呼して通話を行うことができる。これによ
り、移動体端末装置１００から通話管理サーバ２００を通さずに相手ＩＰ電話に直接また
は他の一般的なＳＩＰサーバを介してアクセスすることが可能となる。すなわち、通話管
理サーバ２００の負荷を減らすことができる。
【０１４３】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、移
動体端末装置や通話管理サーバが有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供さ
れる。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュー
タ上で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記
録媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、
磁気記録装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記録装置に
は、ハードディスク装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープなどが
ある。光ディスクには、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（Random A
ccess Memory）、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ（Recorda
ble）／ＲＷ（ReWritable）などがある。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical d
isk）などがある。
【０１４４】
　プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータ
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の記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピ
ュータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１４５】
　プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログ
ラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納す
る。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに
従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読
み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、
サーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐次、受け取ったプログラムに従
った処理を実行することもできる。
【０１４６】
　（付記１）　無線による通話を行う移動体端末装置において、
　無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）を経由した通話機能を有するＬＡＮ経由通
話手段と、
　無線電話網を経由した通話機能を有する電話網経由通話手段と、
　前記ＬＡＮ経由通話手段による通話中に接続状態が所定の基準以下に悪化すると、前記
電話網経由通話手段による通話回線を接続して前記電話網経由通話手段による通話に切り
替え、前記電話網経由通話手段による通話中に前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が
前記所定の基準より良好に回復すると前記ＬＡＮ経由通話手段による通話に切り替える通
話切替手段と、
　を有することを特徴とする移動体端末装置。
【０１４７】
　（付記２）　前記ＬＡＮ経由通話手段は、前記無線ＬＡＮによる通信をしていないとき
は機能を停止しており、
　前記電話網経由通話手段は、通話していないときは着呼の待ち受け状態となっており、
　前記通話切替手段は、前記電話網経由通話手段に対する着呼を検出すると、前記ＬＡＮ
経由通話手段による接続状態を判断し、前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が所定の
基準以下の場合、前記電話網経由通話手段による通話回線を接続し、前記ＬＡＮ経由通話
手段による接続状態が所定の基準より良好な場合、前記ＬＡＮ経由通話手段を起動して通
話回線を接続することを特徴とする付記１記載の移動体端末装置。
【０１４８】
　（付記３）　前記ＬＡＮ経由通話手段は、通話していないときは機能を停止しており、
　前記通話切替手段は、前記電話機との通話を指示する操作入力を受け付けると、前記Ｌ
ＡＮ経由通話手段を起動して前記無線ＬＡＮによる接続状態を判断し、前記無線ＬＡＮの
接続状態が前記所定の基準より良好な場合には、前記ＬＡＮ経由通話手段による通話回線
を接続し、前記無線ＬＡＮの接続状態が前記所定の基準以下の場合には、前記電話網経由
通話手段による通話回線を接続することを特徴とする付記１記載の移動体端末装置。
【０１４９】
　（付記４）　無線による通話を行う移動体端末装置において、
　無線ＬＡＮを経由した無線通話機能を有し、無線ＬＡＮによる通信をしていないときは
機能を停止しているＬＡＮ経由通話手段と、
　無線電話網を経由した無線通話機能を有し、通話していないときは着呼の待ち受け状態
となる電話網経由通話手段と、
　前記電話網経由通話手段に対する着呼を検出すると、前記ＬＡＮ経由通話手段による接
続状態を判断し、前記ＬＡＮ経由通話手段の接続状態が前記所定の基準以下の場合、前記
電話網経由通話手段による通話回線を接続し、前記ＬＡＮ経由通話手段の接続状態が前記
所定の基準より良好な場合、前記ＬＡＮ経由通話手段を起動して通話回線を接続する通話
切替手段と、
　を有することを特徴とする移動体端末装置。
【０１５０】
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　（付記５）　コンピュータに、移動体端末装置を制御させるための移動体端末装置制御
プログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　無線ＬＡＮを経由した通話機能を有するＬＡＮ経由通話手段による通話中に接続状態が
所定の基準以下に悪化すると、無線電話網を経由した通話機能を有する電話網経由通話手
段による通話回線を接続して前記電話網経由通話手段による通話に切り替え、
　前記電話網経由通話手段による通話中に前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が前記
所定の基準より良好に回復すると前記ＬＡＮ経由通話手段による通話に切り替える、
　処理を実行させることを特徴とする移動体端末装置制御プログラム。
【０１５１】
　（付記６）　コンピュータに、移動体端末装置を制御させるための移動体端末装置制御
プログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　無線電話網を経由した無線通話機能を有し、通話していないときは着呼の待ち受け状態
となる電話網経由通話手段に対する着呼を検出すると、無線ＬＡＮを経由した無線通話機
能を有し、無線ＬＡＮによる通信をしていないときは機能を停止しているＬＡＮ経由通話
手段による接続状態を判断し、
　前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が所定の基準以下の場合、前記電話網経由通話
手段による通話回線を接続し、前記ＬＡＮ経由通話手段の接続状態が前記所定の基準より
良好な場合、前記電話網経由通話手段を起動して通話回線を接続する、
　処理を実行させることを特徴とする移動体端末装置制御プログラム。
【０１５２】
　（付記７）　無線による通話を行う移動体端末装置を制御するための移動体端末装置制
御方法において、
　無線ＬＡＮを経由した通話機能を有するＬＡＮ経由通話手段による通話中に接続状態が
所定の基準以下に悪化すると、無線電話網を経由した通話機能を有する電話網経由通話手
段による通話回線を接続して前記電話網経由通話手段による通話に切り替え、
　前記電話網経由通話手段による通話中に前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が前記
所定の基準より良好に回復すると前記ＬＡＮ経由通話手段による通話に切り替える、
　ことを特徴とする移動体端末装置制御方法。
【０１５３】
　（付記８）　無線による通話を行う移動体端末装置を制御するための移動体端末装置制
御方法において、
　無線電話網を経由した無線通話機能を有し、通話していないときは着呼の待ち受け状態
となる電話網経由通話手段に対する着呼を検出すると、無線ＬＡＮを経由した無線通話機
能を有し、無線ＬＡＮによる通信をしていないときは機能を停止しているＬＡＮ経由通話
手段による接続状態を判断し、
　前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が所定の基準以下の場合、前記電話網経由通話
手段による通話回線を接続し、前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が前記所定の基準
より良好な場合、前記ＬＡＮ経由通話手段を起動して通話回線を接続する、
　ことを特徴とする移動体端末装置制御方法。
【０１５４】
　（付記９）　コンピュータに、移動体端末装置を制御させるための移動体端末装置制御
プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、
　前記コンピュータに、
　無線ＬＡＮを経由した通話機能を有するＬＡＮ経由通話手段による通話中に接続状態が
所定の基準以下に悪化すると、無線電話網を経由した通話機能を有する電話網経由通話手
段による通話回線を接続して前記電話網経由通話手段による通話に切り替え、
　前記電話網経由通話手段による通話中に前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が前記
所定の基準より良好に回復すると前記ＬＡＮ経由通話手段による通話に切り替える、
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　処理を実行させることを特徴とする移動体端末装置制御プログラムを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体。
【０１５５】
　（付記１０）　コンピュータに、移動体端末装置を制御させるための移動体端末装置制
御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、
　前記コンピュータに、
　無線電話網を経由した無線通話機能を有し、通話していないときは着呼の待ち受け状態
となる電話網経由通話手段に対する着呼を検出すると、無線ＬＡＮを経由した無線通話機
能を有し、無線ＬＡＮによる通信をしていないときは機能を停止しているＬＡＮ経由通話
手段による接続状態を判断し、
　前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が所定の基準以下の場合、前記電話網経由通話
手段による通話回線を接続し、前記ＬＡＮ経由通話手段による接続状態が所定の基準より
良好な場合、前記ＬＡＮ経由通話手段を起動して通話回線を接続する、
　処理を実行させることを特徴とする移動体端末装置制御プログラムを記録したコンピュ
ータ読み取り可能な記録媒体。
【０１５６】
　（付記１１）　コンピュータに、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理させるた
めの通話管理サーバプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　電話網経由通話管理手段が、無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との
間での通話中に、前記移動体端末装置から無線電話網を介した着呼があると、前記無線電
話網を介して、前記移動体端末装置と前記電話機との通話回線を接続し、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッシ
ョンを切断し、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から前記無線ＬＡＮ経由での通信
の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッ
ションを接続し、
　前記電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の回
線を切断する、
　処理を実行させることを特徴とする通話管理サーバプログラム。
【０１５７】
　（付記１２）　前記ＬＡＮ経由通話管理手段は、前記移動体端末装置との間の前記無線
ＬＡＮ経由のセッションを切断する際には、前記電話機と前記無線ＬＡＮ経由の前記移動
体端末装置との通話回線、および前記電話機と前記無線電話網経由の前記移動体端末装置
との通話回線を維持した３者通話状態を経た後、前記無線ＬＡＮ経由のセッションを切断
することを特徴とする付記１１記載の通話管理サーバプログラム。
【０１５８】
　（付記１３）　コンピュータに、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理させるた
めの通話管理サーバプログラムにおいて、
　前記コンピュータに、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記電話機から前記移動体端末装置への接続要求に応じて
、前記電話機との間でセッションを接続し、
　電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置に対して、無線電話網を介した発呼を
行い、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から無線ＬＡＮによるセッション
開始要求を受け取ると、前記移動体端末装置との間で前記無線ＬＡＮ経由でセッションを
接続し、前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間の回線を接続す
る、
　処理を実行させることを特徴とする通話管理サーバプログラム。
【０１５９】
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　（付記１４）　電話機と他の移動体端末装置との通話を管理する通話管理サーバにおい
て、
　無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間での通話中に、前記移動体
端末装置から無線電話網を介した着呼があると、前記無線電話網を介して前記移動体端末
装置と前記電話機との通話回線を接続し、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経
由のセッションが接続されると、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の回線
を切断する電話網経由通話管理手段と、
　前記着呼に応じて前記無線電話網を介した通話回線が接続されると、前記移動体端末装
置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッションを切断し、前記移動体端末装置から前記無線
ＬＡＮ経由での通信の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端末装置との間の前記無
線ＬＡＮ経由のセッションを接続する前記ＬＡＮ経由通話管理手段と、
　を有することを特徴とする通話管理サーバ。
【０１６０】
　（付記１５）　電話機と他の移動体端末装置との通話を管理する通話管理サーバにおい
て、
　前記電話機から前記移動体端末装置への接続要求に応じて、前記電話機との間でセッシ
ョンを接続し、前記移動体端末装置から無線ＬＡＮによるセッション開始要求を受け取る
と、前記移動体端末装置との間で前記無線ＬＡＮ経由でセッションを接続し、前記無線Ｌ
ＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間の回線を接続するＬＡＮ経由通話管
理手段と、
　前記接続要求に応じて、前記移動体端末装置に対して、無線電話網を介した発呼を行う
電話網経由通話管理手段と、
　を有することを特徴とする通話管理サーバ。
【０１６１】
　（付記１６）　通話管理サーバにより、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理す
るための通話管理方法において、
　電話網経由通話管理手段が、無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との
間での通話中に、前記移動体端末装置から無線電話網を介した着呼があると、前記無線電
話網を介して、前記移動体端末装置と前記電話機との通話回線を接続し、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッシ
ョンを切断し、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から前記無線ＬＡＮ経由での通信
の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッ
ションを接続し、
　前記電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の回
線を切断する、
　ことを特徴とする通話管理方法。
【０１６２】
　（付記１７）　通話管理サーバにより、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理さ
せるための通話管理方法において、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記電話機から前記移動体端末装置への接続要求に応じて
、前記電話機との間でセッションを接続し、
　電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置に対して、無線電話網を介した発呼を
行い、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から無線ＬＡＮによるセッション
開始要求を受け取ると、前記移動体端末装置との間で前記無線ＬＡＮ経由でセッションを
接続し、前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間の回線を接続す
る、
　ことを特徴とする通話管理方法。
【０１６３】
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　（付記１８）　コンピュータに、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理させるた
めの通話管理サーバプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において
、
　前記コンピュータに、
　電話網経由通話管理手段が、無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との
間での通話中に、前記移動体端末装置から無線電話網を介した着呼があると、前記無線電
話網を介して、前記移動体端末装置と前記電話機との通話回線を接続し、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッシ
ョンを切断し、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から前記無線ＬＡＮ経由での通信
の回復を示す情報を受け取ると、前記移動体端末装置との間の前記無線ＬＡＮ経由のセッ
ションを接続し、
　前記電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置との間の前記無線電話網経由の回
線を切断する、
　処理を実行させることを特徴とする通話管理サーバプログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【０１６４】
　（付記１９）　コンピュータに、電話機と他の移動体端末装置との通話を管理させるた
めの通話管理サーバプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において
、
　前記コンピュータに、
　ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記電話機から前記移動体端末装置への接続要求に応じて
、前記電話機との間でセッションを接続し、
　電話網経由通話管理手段が、前記移動体端末装置に対して、無線電話網を介した発呼を
行い、
　前記ＬＡＮ経由通話管理手段が、前記移動体端末装置から無線ＬＡＮによるセッション
開始要求を受け取ると、前記移動体端末装置との間で前記無線ＬＡＮ経由でセッションを
接続し、前記無線ＬＡＮ経由での前記電話機と前記移動体端末装置との間の回線を接続す
る、
　処理を実行させることを特徴とする通話管理サーバプログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】実施の形態に適用される発明の概念図である。
【図２】本実施の形態のシステム構成例を示す図である。
【図３】移動体端末装置のハードウェア構成を示す図である。
【図４】移動体端末装置の機能を示すブロック図である。
【図５】通話管理サーバのハードウェア構成例を示す図である。
【図６】通話管理サーバの機能を示すブロック図である。
【図７】宛先情報のデータ構造例を示す図である。
【図８】通話情報のデータ構造例を示す図である。
【図９】移動体端末装置からの電話をかける場合の移動体端末装置での処理を示すフロー
チャートである。
【図１０】ＩＰ電話機から移動体端末装置へ電話をかける場合の処理を示す概念図である
。
【図１１】移動体端末装置による待ち受け時の処理（着呼後、ＶｏＩＰで通話）を示すシ
ーケンス図である。
【図１２】移動体端末装置による待ち受け時の処理（着呼後、携帯電話網経由で通話）を
示すシーケンス図である。
【図１３】ＶｏＩＰから携帯電話網経由の音声通話へのローミング手順を示す図である。
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【図１４】ＶｏＩＰから携帯電話網経由の音声通話へのローミング手順を示すシーケンス
図である。
【図１５】携帯電話網経由の音声通話からＶｏＩＰへのローミング手順を示す図である。
【図１６】携帯電話網経由の音声通話からＶｏＩＰへのローミング手順を示すシーケンス
図である。
【符号の説明】
【０１６６】
　１　移動体端末装置
　１ａ　電話網経由通話手段
　１ｂ　ＬＡＮ経由通話手段
　１ｃ　通話切替手段
　２　通話管理サーバ
　２ａ　電話網経由通話管理手段
　２ｂ　ＬＡＮ経由通話管理手段
　３　無線ＬＡＮ
　４　無線電話網
　５　電話機

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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