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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のネットワークに無線接続され、各ネットワークを通して通信を行う通信装置であ
って、
　前記ネットワークに対応し、優先的に接続する優先インタフェース部と非優先インタフ
ェース部とを含む複数のインタフェース部と、
　前記優先インタフェース部を電源に接続して動作させ、通信中の前記優先インタフェー
ス部の通信状態を監視し、前記優先インタフェース部の通信状態が悪化することにより、
休止中の前記非優先インタフェース部を電源に接続し、通信中の前記優先インタフェース
部から休止中であった前記非優先インタフェース部に通信を切り替え、前記非優先インタ
フェース部の通信中に定期的に前記優先インタフェース部を電源に接続して通信状態を監
視し、前記優先インタフェース部の通信状態により通信中の前記非優先インタフェース部
から前記優先インタフェース部に通信を切り替える制御部と、
　を備え、通信先との通信を維持させながらインタフェース部を切り替えることを特徴と
する通信装置。
【請求項２】
　通信装置と接続される複数のネットワークに接続され、各ネットワーク間を中継する中
継装置であって、
　前記通信装置の優先的に接続する優先インタフェース部の通信中、前記優先インタフェ
ース部の通信状態の悪化による前記優先インタフェース部から非優先インタフェース部へ
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の通信の切替えと、切替え後の前記非優先インタフェース部の通信中、前記優先インタフ
ェース部の通信状態による前記非優先インタフェース部から前記優先インタフェース部へ
の通信の切替えとに伴う前記通信装置からの呼変更の依頼情報と、通信中のネットワーク
からの呼変更の依頼情報を受け、呼の変更をする制御部を備え、
　前記通信装置の前記優先インタフェース部又は前記非優先インタフェース部に対応する
ネットワークに呼の変更をすることを特徴とする中継装置。
【請求項３】
　複数のネットワークと、複数のインタフェース部を備えて前記ネットワークと無線接続
されて通信を行う通信装置とを含む通信システムであって、
　前記通信装置の優先的に接続する優先インタフェース部の通信中、前記優先インタフェ
ース部の通信状態の悪化による前記優先インタフェース部から非優先インタフェース部へ
の通信の切替えと、切替え後の前記非優先インタフェース部の通信中、前記優先インタフ
ェース部の通信状態による前記非優先インタフェース部から前記優先インタフェース部へ
の通信の切替えとに伴う前記ネットワークとの通信の切替え情報を受け、前記通信装置の
インタフェース部との通信を行うネットワークを切り替える切替え処理部を備えることを
特徴とする通信システム。
【請求項４】
　複数のネットワークに無線接続され、各ネットワークを通して通信を行う通信方法であ
って、
　インタフェース部の内の優先的に接続する優先インタフェースに電源を接続して動作さ
せるステップと、
　通信中の前記優先インタフェース部の通信状態を監視するステップと、
　前記優先インタフェース部の通信状態が悪化することに応じて休止中の非優先インタフ
ェース部を電源に接続して動作させるステップと、
　通信中の前記優先インタフェース部から前記非優先インタフェース部に通信を切り替え
るステップと、
　前記非優先インタフェース部の通信中に定期的に前記優先インタフェース部を電源に接
続して通信状態を監視するステップと、
　前記優先インタフェース部の通信状態により、通信中の前記非優先インタフェース部か
ら前記優先インタフェース部に通信を切り替えるステップと、
を含み、通信先との通信を維持させながらインタフェース部を切り替えることを特徴とす
る通信方法。
【請求項５】
　コンピュータに実行させて通信を行う通信プログラムであって、
　インタフェース部の内の優先的に接続する優先インタフェースに電源を接続させる処理
を実行するステップと、
　通信中の前記優先インタフェース部の通信状態を監視し、通信状態の悪化を判別するス
テップと、
　前記優先インタフェース部の通信状態が悪化することに応じて休止中の非優先インタフ
ェース部に電源を接続させる処理を実行するステップと、
　通信中の前記優先インタフェース部から前記非優先インタフェース部に通信を切り替え
る処理を実行するステップと、
　前記非優先インタフェース部の通信中に定期的に前記優先インタフェース部を電源に接
続して通信状態を監視するステップと、
　前記優先インタフェース部の通信状態により、通信中の前記非優先インタフェース部か
ら前記優先インタフェース部に通信を切り替えるステップと、
　を含むことを特徴とする通信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ＷＬＡＮ（Wireless Local Area Network ）に対応するインタフェース、セ
ルラネットワークに対応するインタフェース等の複数のインタフェースを備え、電波受信
強度等の通信状態に応じた通信制御に関し、特に、インタフェースを選択するとともに、
迂回着信を行う通信装置、中継装置、通信システム、通信方法及び通信プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話等の移動体通信に関し、セルラ（cellular communication system ）ネットワ
ーク、ＷＬＡＮ等の規格があり、セルラネットワークには例えばＣＤＭＡ（Code Divisio
n Multiple Access ）－２０００、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Ac
cess）やＧＳＭ（Global System for Mobile Communications ）等があり、ＷＬＡＮには
例えば、 ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Engineers）８０２．１
１ｇ、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access ）等が存在する
。各ネットワークに対応するには回線インタフェースが必要であり、双方のネットワーク
に対応する通信端末装置には、二つの回線インタフェースが必要である。このような二つ
の回線インタフェースを持つ通信装置では、回線インタフェースを選択して通信が行える
という利点がある。
【０００３】
　このようなセルラネットワークやＷＬＡＮ等の複数のネットワークに跨がる移動体通信
に関し、特許文献１は、無線ＬＡＮで用いる周波数帯での送受信と、携帯電話で用いる周
波数帯での送受信とが可能なマルチモード端末を構成する通信装置において、受信状態に
応じて信号処理部の電力供給を切り替え、不要な電力供給を停止して低消費電力を実現す
ることを開示している。
【特許文献１】特開２００５－７３０７８号公報（要約、図１、図２等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、複数のインタフェースを備えた通信装置において、各インタフェースに通電
することは無駄な電力消費を生じさせ、バッテリで駆動する携帯機器ではバッテリの寿命
に大きく影響する。そこで、休止中のインタフェースの電源を遮断することは電力消費を
抑制し、携帯機器にあっては、バッテリの寿命増大に寄与することになるが、休止中のイ
ンタフェースの給電を停止させると、そのインタフェースでの通信が不能となり、通信の
自由度が妨げられることになる。
【０００５】
　特許文献１に記載された通信装置及び通信方法は、一方の高周波部に対する電力供給を
継続的に維持し、その信号処理部と、他方の高周波部及び信号処理部との電力供給を受信
状態に応じて切り替えている。このため、通信中、他方の高周波部を用いた通信状態では
、双方の高周波部に対する電力供給が行われることになり、消費電力の低減には自ずと限
界がある。
【０００６】
　また、無線通信にあっては、電波受信強度が通信品質に影響し、電波受信強度が不十分
である場合には通信不能に陥ることになる。セルラネットワークやＷＬＡＮ等の複数のネ
ットワークに対応する複数のインタフェースを備えた通信装置では、電波受信強度に応じ
てネットワークを選択することが可能であるから、このようなネットワークの選択は電波
受信強度の低下による通信遮断を回避できるメリットである。
【０００７】
　このようなインタフェースの電波受信強度や通信条件に対応し、通信の自由度を損なう
ことなく、利便性の高い通信環境を実現することが望まれる。このような課題に対し、特
許文献１にはその開示や示唆はなく、また、その解決手段についての開示や示唆もない。
【０００８】
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　そこで、本発明の目的は、複数のネットワークに対応するための複数のインタフェース
を備える通信装置に関し、電波受信強度に応じてインタフェースを選択し、電力消費を削
減するとともに、通信の信頼性維持に寄与することにある。
【０００９】
　また、本発明の他の目的は、複数のネットワークに対応するための複数のインタフェー
スを備える通信装置に関し、インタフェースの選択に対応してネットワーク切替えにより
、通信を維持させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明は、複数のネットワークに無線接続され、各ネットワ
ークを通して通信を行う通信装置に関し、複数のネットワークに対応する複数のインタフ
ェース部と、電源の接続切替えとともに、それに対応する通信切替えのための制御部とを
備える。これらインタフェース部のいずれかを電源に接続して動作させれば、通信が行え
る。その通信中、インタフェース部の通信状態を監視し、通信状態が悪化すれば、休止中
のインタフェース部を電源に接続し、通信中のインタフェース部から休止中であった他の
インタフェース部に通信を切り替える。このようなインタフェース部の切替えを通信を維
持しながら行えば、通信の継続性及び信頼性が維持される。また、インタフェース部を選
択的に電源に接続することにより、電池の消耗抑制等、節電が図られる。
【００１１】
　そこで、上記目的を達成するため、本発明の第１の側面は、複数のネットワークに無線
接続され、各ネットワークを通して通信を行う通信装置であって、前記ネットワークに対
応し、優先的に接続する優先インタフェース部と非優先インタフェース部とを含む複数の
インタフェース部と、前記優先インタフェース部を電源に接続して動作させ、通信中の前
記優先インタフェース部の通信状態を監視し、前記優先インタフェース部の通信状態が悪
化することにより、休止中の前記非優先インタフェース部を電源に接続し、通信中の前記
優先インタフェース部から休止中であった前記非優先インタフェース部に通信を切り替え
、前記非優先インタフェース部の通信中に定期的に前記優先インタフェース部を電源に接
続して通信状態を監視し、前記優先インタフェース部の通信状態により通信中の前記非優
先インタフェース部から前記優先インタフェース部に通信を切り替える制御部とを備え、
通信先との通信を維持させながらインタフェース部を切り替える構成である。斯かる構成
により、上記目的を達成することができる。
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の側面は、通信装置と接続される複数のネット
ワークに接続され、各ネットワーク間を中継する中継装置であって、前記通信装置の優先
的に接続する優先インタフェース部の通信中、前記優先インタフェース部の通信状態の悪
化による前記優先インタフェース部から非優先インタフェース部への通信の切替えと、切
替え後の前記非優先インタフェース部の通信中、前記優先インタフェース部の通信状態に
よる前記非優先インタフェース部から前記優先インタフェース部への通信の切替えとに伴
う前記通信装置からの呼変更の依頼情報と、通信中のネットワークからの呼変更の依頼情
報を受け、呼の変更をする制御部を備え、前記通信装置の前記優先インタフェース部又は
前記非優先インタフェース部に対応するネットワークに呼の変更をする構成である。斯か
る構成によっても、上記目的を達成することができる。
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の第３の側面は、複数のネットワークと、複数のイン
タフェース部を備えて前記ネットワークと無線接続されて通信を行う通信装置とを含む通
信システムであって、前記通信装置の優先的に接続する優先インタフェース部の通信中、
前記優先インタフェース部の通信状態の悪化による前記優先インタフェース部から非優先
インタフェース部への通信の切替えと、切替え後の前記非優先インタフェース部の通信中
、前記優先インタフェース部の通信状態による前記非優先インタフェース部から前記優先
インタフェース部への通信の切替えとに伴う前記ネットワークとの通信の切替え情報を受
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け、前記通信装置のインタフェース部との通信を行うネットワークを切り替える切替え処
理部を備える構成である。斯かる構成によっても、上記目的を達成することができる。
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明の第４の側面は、複数のネットワークに無線接続され
、各ネットワークを通して通信を行う通信方法であって、インタフェース部の内の優先的
に接続する優先インタフェースに電源を接続して動作させるステップと、通信中の前記優
先インタフェース部の通信状態を監視するステップと、前記優先インタフェース部の通信
状態が悪化することに応じて休止中の非優先インタフェース部を電源に接続して動作させ
るステップと、通信中の前記優先インタフェース部から前記非優先インタフェース部に通
信を切り替えるステップと、前記非優先インタフェース部の通信中に定期的に前記優先イ
ンタフェース部を電源に接続して通信状態を監視するステップと、前記優先インタフェー
ス部の通信状態により、通信中の前記非優先インタフェース部から前記優先インタフェー
ス部に通信を切り替えるステップとを含み、通信先との通信を維持させながらインタフェ
ース部を切り替える構成である。斯かる構成によっても、上記目的を達成することができ
る。
【００１５】
　上記目的を達成するため、本発明の第５の側面は、コンピュータに実行させて通信を行
う通信プログラムであって、インタフェース部の内の優先的に接続する優先インタフェー
スに電源を接続させる処理を実行するステップと、通信中の前記優先インタフェース部の
通信状態を監視し、通信状態の悪化を判別するステップと、前記優先インタフェース部の
通信状態が悪化することに応じて休止中の非優先インタフェース部に電源を接続させる処
理を実行するステップと、通信中の前記優先インタフェース部から前記非優先インタフェ
ース部に通信を切り替える処理を実行するステップと、前記非優先インタフェース部の通
信中に定期的に前記優先インタフェース部を電源に接続して通信状態を監視するステップ
と、前記優先インタフェース部の通信状態により、通信中の前記非優先インタフェース部
から前記優先インタフェース部に通信を切り替えるステップとを含む構成である。斯かる
構成によっても、上記目的を達成することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
【００１７】
　(1) 通信を維持しながら、インタフェース部に対する電源の接続を切り替えることによ
り、省電力化を図ることができるとともに、インタフェース部の切替えにより、通信の継
続性及び信頼性を維持することができる。
【００１８】
　(2) インタフェース部によってネットワークの選択が可能になるので、電波受信強度や
、課金条件等の優先選択等の選択条件に対応し、通信の信頼性維持とともに、経済性の向
上に寄与することができる。
【００１９】
　(3) インタフェース部の選択の自動化が可能である。
【００２０】
　そして、本発明の他の目的、特徴及び利点は、添付図面及び各実施の形態を参照するこ
とにより、一層明確になるであろう。
【００２１】
〔第１の実施の形態〕
【００２２】
　本発明の第１の実施の形態について、図１を参照して説明する。図１は、本発明が適用
される通信システムを示す図である。
【００２３】
　この通信システム２は、図１に示すように、通信装置として例えば、通信端末装置４を
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用いて複数の通信回線（ネットワーク）として例えば、セルラネットワーク６、又はイン
ターネット即ち、ワイヤレスＬＡＮ（Wireless Local Area Network ：ＷＬＡＮ）ネット
ワーク８等を利用し、セルラネットワーク６又はＷＬＡＮネットワーク８を通して通信が
可能なシステムを構成し、通信先として例えば、相手通信端末装置５との通信（呼）を維
持しながら、電波受信強度等の通信条件に応じて通信端末装置４側のセルラインタフェー
ス部ＣＩとＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとの電源接続の切替えを行うとともに、ネット
ワーク６、８のいずれかを選択することにより、通信範囲の拡大を図っている。
【００２４】
　この場合、通信端末装置４及び相手通信端末装置５には、セルラネットワーク６に対応
するセルラインタフェース部ＣＩ、ＷＬＡＮネットワーク８に対応するＷＬＡＮインタフ
ェース部ＷＩが設置されており、これらは各ネットワークに対する通信部を構成する。セ
ルラインタフェース部ＣＩとＷＬＡＮインタフェース部ＷＩは、回線ルートを特定するた
め、異なる電話番号等、識別情報が設定される。
【００２５】
　セルラネットワーク６には、通信端末装置４及び相手通信端末装置５に対するサーバ装
置としてのセルラ交換機１０及び複数の基地局１２１、１２２・・が備えられ、また、Ｗ
ＬＡＮネットワーク８には、通信端末装置４及び相手通信端末装置５に対するサーバ装置
としてＳＩＰサーバ１４及び複数のＷＬＡＮアクセスポイント（ＷＬＡＮ－ＡＰ）１６１
、１６２・・・が備えられている。また、通信端末装置４は、セルラ用電波１８により基
地局１２１を介してセルラ交換機１０と接続されるとともに、ＷＬＡＮ用電波１９を媒介
にして中継局であるＷＬＡＮ－ＡＰ１６１と接続される。同様に、相手通信端末装置５も
、セルラ用電波１８により基地局１２２を介してセルラ交換機１０と接続されるとともに
、ＷＬＡＮ用電波１９を媒介にして中継局であるＷＬＡＮ－ＡＰ１６２と接続される。こ
のようなそれぞれの接続関係により、通信端末装置４と相手通信端末装置５との呼が成立
する。
【００２６】
　セルラネットワーク６とＷＬＡＮネットワーク８との間には、通信端末装置４との呼を
切り替えるための中継装置としてゲートウェイ２０が接続されており、セルラネットワー
ク６とＷＬＡＮネットワーク８とはゲートウェイ２０を介して通信が行われる。
【００２７】
　このような通信システム２に使用される通信方法について、図２及び図３を参照して説
明する。図２は、通信端末装置４側の処理手順を示すフローチャートであり、図３は、ネ
ットワーク側の処理手順を示すフローチャートである。
【００２８】
　通信端末装置４では、図２に示すように、セルラインタフェース部ＣＩ又はＷＬＡＮイ
ンタフェース部ＷＩのいずれかが選択され（ステップＳ１）、呼が設定される。セルライ
ンタフェース部ＣＩ又はＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの選択は、いずれか一方に電源が
接続されて実行される。ここで、呼（call）とは、ユーザが通信を目的として通信回線を
用いている事象であり、その発生から回線に接続され、通信が終わるまでその回線を専有
している状態である。
【００２９】
　セルラインタフェース部ＣＩ又はＷＬＡＮインタフェース部ＷＩのいずれの場合も、そ
の通信状態において、電波受信強度等、通信状態が監視される（ステップＳ２）。この通
信状態の監視は、セルラインタフェース部ＣＩ又はＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを通し
て受信される電波受信強度を例えば、基準値と比較して行い、基準値より低下すれば、通
信状態の悪化、超えていれば、良好な通信状態と判定すればよい。そこで、例えば、ＷＬ
ＡＮインタフェース部ＷＩで通信中に、通信状態が悪化した場合には、休止中のセルライ
ンタフェース部ＣＩに電源を接続し、電波受信強度等を確認する。通信が可能であれば、
セルラインタフェース部ＣＩに変更し（ステップＳ３）、セルラインタフェース部ＣＩで
通信を引き継ぐとともに、ネットワーク側に呼の変更を依頼する（ステップＳ４）。呼の
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変更とは、セルラインタフェース部ＣＩからＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに呼を移行さ
せ、又は、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからセルラインタフェース部ＣＩに呼を移行さ
せることであり、通信を維持しながら、その通信の引継ぎを行うことである。このような
処理は、通信が完了するまで継続的に行われる。この通信方法は例えば、後述の通信プロ
グラムの実行によって実現される。
【００３０】
　また、ネットワーク側では、図３に示すように、通信端末装置４との通信中に、呼の変
更依頼を受け（ステップＳ１１）、その依頼に基づき、呼の変更を実行し（ステップＳ１
２）、通信を維持する。呼の変更は、セルラネットワーク６とＷＬＡＮネットワーク８と
によってゲートウェイ２０を通して実行される。このような処理は、通信が維持される限
り、継続して行われる。この通信方法は例えば、後述の通信プログラムの実行によって実
現される。
【００３１】
　次に、通信端末装置４について、図４、図５及び図６を参照して説明する。図４は、通
信端末装置の一例を示す図、図５は、プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図、
図６は、通信端末装置の一例を示す図である。図４及び図６において、図１と同一部分に
は同一符号を付してある。
【００３２】
　通信端末装置４には、図４に示すように、セルラインタフェース部ＣＩ、ＷＬＡＮイン
タフェース部ＷＩが備えられ、セルラインタフェース部ＣＩは、セルラ交換機１０と接続
する基地局１２１と対応するための機能部であって、アンテナ２２、セルラＲＦ（Radio 
Frequency ）フロントエンド部２４及びセルラベースバンド部２６を含んでいる。ＷＬＡ
Ｎインタフェース部ＷＩは、ＳＩＰサーバ１４側のＷＬＡＮ－ＡＰ１６１に対応するため
の機能部であって、アンテナ２８、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０及びＷＬＡＮベ
ースバンド部３２を含んでいる。セルラインタフェース部ＣＩ、ＷＬＡＮインタフェース
部ＷＩの受信電波は、通信とは別に、セルラインタフェース部ＣＩ又はＷＬＡＮインタフ
ェース部ＷＩと電源との接続切替えのための電波受信強度の監視に用いられる。
【００３３】
　これらセルラインタフェース部ＣＩ、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩはそれぞれが独立
して動作する構成であり、各インタフェース部ＣＩ、ＷＩには個別に設けられた電源給電
線３４、３６と、共通の電源制御部３８とを通して電池４０が接続され、電池４０からの
給電が電源制御部３８によって制御される構成である。具体的には、電源制御部３８が給
電切替え機能を備えており、セルラインタフェース部ＣＩとＷＬＡＮインタフェース部Ｗ
Ｉとの給電が必要に応じて選択される。セルラインタフェース部ＣＩ、ＷＬＡＮインタフ
ェース部ＷＩ及び電源制御部３８は、通信端末装置４に搭載される制御手段、即ち、コン
ピュータによる通信制御プログラム６２（図５）等により実行される。
【００３４】
　これらインタフェース部ＣＩ、ＷＩ及び電源制御部３８には、電波受信強度の監視、給
電制御、通信制御、その他の制御を行うための制御部又は情報処理部を構成するＣＰＵ（
Central Processing Unit ）４２が制御線４４によって接続され、ＣＰＵ４２には、プロ
グラム・データ格納メモリ４６、作業メモリ４８、入力部５０、表示部５２、音声制御部
５４が制御線４４及びデータバス５６によって接続されている。プログラム・データ格納
メモリ４６は、ＲＯＭ（Read-Only Memory）等の記録媒体で構成される。このプログラム
・データ格納メモリ４６は、斯かるコンピュータによって実行されるプログラム及びデー
タを格納する記録媒体であって例えば、図５に示すように、プログラム格納領域５８、デ
ータ格納領域６０が設定され、プログラム格納領域５８には通信制御プログラム６２等の
プログラムが格納され、データ格納領域６０には各種データが格納される。作業メモリ４
８は、ＲＡＭ（Random-Access Memory）で構成され、作業エリアとして用いられる。
【００３５】
　入力部５０は、ＣＰＵ４２によって制御され、ＣＰＵ４２に対する各種情報の入力手段
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であって、例えば、キーボードで構成される。表示部５２は、ＣＰＵ４２の制御に基づき
、通信先、選択されたインタフェース部ＣＩ、ＷＩの選択情報、メール情報等、各種の情
報が表示される。音声制御部５４は、ＣＰＵ４２の制御に基づき、通話音声の送受を実行
する。そこで、音声制御部５４には、受話信号を音声として再生し、出力するスピーカ６
４、送話音声を入力し、電気信号に変換するマイクロフォン６６が接続されている。
【００３６】
　この通信端末装置４は例えば、図６に示すように、筐体部６７、６９をヒンジ部７１で
折畳み可能に構成し、筐体部６７にカーソルキーや文字キーを含む入力部５０、マイクロ
フォン６６を備え、筐体部６９にアンテナ２２、２８、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）で構成される表示部５２、スピーカ６４等を備えている。表示部５２には、通話
開始や通話中にセルラインタフェース部ＣＩ又はＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの電源の
接続の状態等が表示される。これらの電源接続の切替えをマニュアル操作で行う場合には
、そのダイアログ表示や、設定指示の内容が表示部５２に表示される。
【００３７】
　斯かる通信端末装置４では、通信（呼）の開始に際し、セルラインタフェース部ＣＩ、
ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩのいずれかを電源に接続し、通信を開始する。通信中、通
信状態の監視として、電波受信強度のレベルを監視する。通信中のＷＬＡＮインタフェー
ス部ＷＩで通信状態が悪化すれば、通信を維持しながら、他方のセルラインタフェース部
ＣＩを電源に接続し、電波受信強度を検出する。これにより、他方のセルラインタフェー
ス部ＣＩでの通信状態が良好であると判断すれば、セルラインタフェース部ＣＩでの通信
に切り替え、この通信の切替え、即ち、呼の変更をネットワーク側に依頼する。その結果
、電源の接続切替えにより、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからセルラインタフェース部
ＣＩへの動作切替えに対応してネットワーク側と連携し、ＷＬＡＮネットワーク８からセ
ルラネットワーク６に接続を切り替え、通信を継続させる。
【００３８】
　この場合、セルラインタフェース部ＣＩ側での通信状態を監視し、セルラインタフェー
ス部ＣＩ側での通信状態が悪化すれば、再び、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩ及びＷＬＡ
Ｎネットワーク８に通信を切り替え、通話先との通信を継続させる。
【００３９】
　次に、セルラ交換機について、図７及び図８を参照して説明する。図７は、セルラ交換
機の一例を示す図、図８は、プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図である。図
７において、図１と同一部分には同一符号を付してある。
【００４０】
　セルラ交換機１０には、図７に示すように、通信端末装置４の他、複数の通信端末に対
応する基地局１２１、１２２、・・・１２Ｎ及び加入者線インタフェース部６８１、６８
２、６８３・・・６８Ｎが備えられ、これら加入者線インタフェース部６８１、６８２、
６８３・・・６８Ｎは交換スイッチ部７０に接続され、この交換スイッチ部７０には回線
インタフェース部７２が接続されている。交換スイッチ部７０は、着信に応じて回線イン
タフェース部７２を選択し、通信先間の接続を行う。回線インタフェース部７２は、回線
からの着呼信号を受け付け、交換スイッチ部７０に伝送する。
【００４１】
　これら加入者線インタフェース部６８１、６８２、６８３・・・６８Ｎ、交換スイッチ
部７０及び回線インタフェース部７２は、制御線７４を通じてＣＰＵ７６、プログラム・
データ格納メモリ７８、作業メモリ８０に接続され、コンピュータを構成する、ＣＰＵ７
６、プログラム・データ格納メモリ７８、作業メモリ８０は、データバス８２で接続され
る。ＣＰＵ７６は、制御部及び情報処理部であって、プログラム・データ格納メモリ７８
に格納されているプログラムを実行し、加入者線インタフェース部６８１、６８２、６８
３・・・６８Ｎ、交換スイッチ部７０及び回線インタフェース部７２を制御し、着信処理
、通信端末装置４からの切替え指示通知を受け、その通知内容をプログラム・データ格納
メモリ７８に格納し、着信を契機に切替え指示通知内容の実行等の通信制御を実行する。
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プログラム・データ格納メモリ７８は、コンピュータによって実行されるプログラム及び
データを格納する記録媒体であって、図８に示すように、プログラム格納領域８４、デー
タ格納領域８６を備え、プログラム格納領域８４には、通信制御プログラム６２に対応す
る通信制御プログラムが格納されている。また、作業メモリ８０はＲＡＭで構成され、作
業エリアに用いられる。
【００４２】
　次に、ＳＩＰサーバについて、図９及び図１０を参照して説明する。図９は、ＳＩＰサ
ーバの一例を示す図、図１０は、プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図である
。図９において、図１と同一部分には同一符号を付してある。
【００４３】
　ＳＩＰサーバ１４には、図９に示すように、ＷＬＡＮネットワーク８に接続されるネッ
トワークインタフェース部８８が備えられ、このネットワークインタフェース部８８には
、制御部又は情報処理部としてコンピュータを構成する、ＣＰＵ９０、プログラム・デー
タ格納メモリ９２、作業メモリ９４が制御線９６及びデータバス９８により接続されてい
る。プログラム・データ格納メモリ９２はコンピュータによって実行されるプログラム及
びデータを格納する記録媒体であって、図１０に示すように、プログラム格納領域１００
、データ格納領域１０２を備え、プログラム格納領域１００には、通信制御プログラム６
２に対応する通信制御プログラムが格納されている。また、作業メモリ９４はＲＡＭで構
成され、作業エリアに用いられる。
【００４４】
　次に、ゲートウェイについて、図１１及び図１２を参照して説明する。図１１は、ゲー
トウェイの一例を示す図、図１２は、プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図で
ある。図１１において、図１と同一部分には同一符号を付してある。
【００４５】
　ゲートウェイ２０は、ネットワークの中継点、もしくは中継機能を果たす機器であって
、図１１に示すように、交換機インタフェース部１０４、ネットワークインタフェース部
１０６、制御部又は情報処理部としてＣＰＵ１０８、プログラム・データ格納メモリ１１
０、作業メモリ１１２が制御線１１４及びデータバス１１６により接続されている。交換
機インタフェース部１０４にはセルラネットワーク６が接続され、ネットワークインタフ
ェース部１０６にはＷＬＡＮネットワーク８が接続されている。そこで、セルラネットワ
ーク６とＷＬＡＮネットワーク８とはゲートウェイ２０を介して連結されている。
【００４６】
　プログラム・データ格納メモリ１１０は、コンピュータによって実行されるプログラム
及びデータを格納する記録媒体であって、図１２に示すように、プログラム格納領域１１
８、データ格納領域１２０を備え、プログラム格納領域１１８には、通信制御プログラム
６２に対応する通信制御プログラムが格納されている。また、作業メモリ１１２はＲＡＭ
で構成され、作業エリアに用いられる。
【００４７】
　次に、通信端末装置４の処理手順について、図１３を参照して説明する。図１３は、通
信端末装置４の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【００４８】
　この処理手順は、既述の通信方法を実現するための通信端末装置４における通信プログ
ラムの処理であって、通信中にインタフェース部を切り替え、各インタフェース部に対す
る電源の切替えはインタフェース部を単位として行っている。即ち、電源にフロントエン
ド部及びベースバンド部を一括して接続し、又はその接続を解除する構成である。
【００４９】
　この処理手順では、通信の開始に当たって、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに電源を接
続し、通信を開始する（ステップＳ２１）。このＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信
中、電波受信強度を測定し、その測定値が規定値以上か未満かを判定する（ステップＳ２
２）。その測定値が規定値以上であれば、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信を維持
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し、その測定値が規定値未満であれば、セルラインタフェース部ＣＩに電源を接続し、セ
ルラインタフェース部ＣＩ側の電波受信強度を測定し、その測定値が規定値以上か未満か
を判定する（ステップＳ２３）。その測定値が規定値未満であれば、セルラインタフェー
ス部ＣＩでの通信は不可能であるから、セルラインタフェース部ＣＩから電源を切断する
（ステップＳ２４）。通信が完了すれば、その通信の切断処理を実行し（ステップＳ２５
）、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに対する電源を切断し（ステップＳ２６）、通信を終
了する。
【００５０】
　ステップＳ２３において、セルラインタフェース部ＣＩの電波受信強度の測定値が規定
値以上であれば、セルラインタフェース部ＣＩでの通信が可能であるから、セルラネット
ワーク６側（セルラ交換機１０）及びＷＬＡＮネットワーク８側（ＳＩＰサーバ１４）に
接続切替えの対応を依頼し（ステップＳ２７）、セルラインタフェース部ＣＩでの接続（
呼）を設定し、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからセルラインタフェース部ＣＩに通信を
引き継ぎ（ステップＳ２８）、通信を継続させる。この設定の後、ＷＬＡＮインタフェー
ス部ＷＩに対する電源を切断する（ステップＳ２９）。
【００５１】
　セルラインタフェース部ＣＩでの通信中、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに定期的に電
源を接続し、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩ側の電波受信強度を測定し、その測定値が規
定値以上であるか未満であるかを判定する（ステップＳ３０）。その測定値が規定値未満
であれば、セルラインタフェース部ＣＩでの通信を維持し、また、その測定値が規定値以
上であれば、セルラネットワーク６側（セルラ交換機１０）及びＷＬＡＮネットワーク８
側（ＳＩＰサーバ１４）に接続切替えの対応を依頼し（ステップＳ３１）、ＷＬＡＮイン
タフェース部ＷＩでの接続（呼）を設定し、通信を継続する（セルラインタフェース部Ｃ
ＩからＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに通信を引き継ぐ。）（ステップＳ３２）。この設
定の後、セルラインタフェース部ＣＩから電源を切断する（ステップＳ３３）。
【００５２】
　次に、ＳＩＰサーバ１４の処理手順について、図１４を参照して説明する。図１４は、
ＳＩＰサーバ１４の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【００５３】
　この処理手順は、通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを用いた接続依頼に
対応するＳＩＰサーバ１４側の通信方法を実現するための通信プログラムの実行処理であ
る。通信の開始は、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩ、セルラインタフェース部ＣＩのいず
れを用いてもよいが、この場合、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを優先的に用いて通信を
開始している場合であり、呼Ａ、呼Ｂ、呼Ｃを順次に成立させている。ここで、呼Ａは、
通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩと相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタ
フェース部ＷＩとの接続、呼Ｂは、通信端末装置４のセルラインタフェース部ＣＩと相手
通信端末装置５のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとの接続、呼Ｃは、呼Ｂからの変更によ
り成立し、通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩと相手通信端末装置５のＷＬ
ＡＮインタフェース部ＷＩとの接続である。即ち、呼Ａは、通話している状態として先に
設定される呼であり、この場合、呼Ａは、通信端末装置４及び相手通信端末装置５が共に
ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを用いて通話している呼である。この呼Ａの通話中に、通
信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの通信状態が悪化したため、通信端末装置
４側をセルラインタフェース部ＣＩに切り替えての通話が呼Ｂであり、この呼Ｂにおいて
、通信端末装置４のセルラインタフェース部ＣＩの通信状態が悪化したので、再度、通信
端末装置４でＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを使う通話を呼Ｃとしている。この場合、Ｗ
ＬＡＮインタフェース部ＷＩを優先するという条件を成立させるため、セルラインタフェ
ース部ＣＩからＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに復旧させる状態の呼が呼Ｃである。即ち
、３以上のインタフェース部を用いた場合には、優先するインタフェース部に復旧させる
ことを意味する。
【００５４】
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　そこで、ＳＩＰサーバ１４では、通信端末装置４から接続の依頼を受ける（ステップＳ
４１）。この接続の依頼を受けると、ＳＩＰサーバ１４は、通信先である相手通信端末装
置５に対し、呼Ａ（図１８の呼Ａ）の接続を依頼する（ステップＳ４２）。相手通信端末
装置５から接続受入れの了解を受けると、その了解を通信端末装置４に通知する（ステッ
プＳ４３）。
【００５５】
　これにより、通信端末装置４と相手通信端末装置５との直接通話が開始される（ステッ
プＳ４４）。その通話中に、通信端末装置４から呼変更の依頼を受ける（ステップＳ４５
）と、ゲートウェイ２０対して呼Ｂ（図１９の呼Ｂ）の接続を依頼する（ステップＳ４６
）。
【００５６】
　ゲートウェイ２０から接続受入れの了解を受け（ステップＳ４７）、相手通信端末装置
５から呼Ｂの接続受入れの了解を受けると（ステップＳ４８）、ＳＩＰサーバ１４は、ゲ
ートウェイ２０及び相手通信端末装置５の呼Ｂの設定が可能であることを認識する。そこ
で、通信端末装置４に対し、呼の変更の了解を通知する（ステップＳ４９）。相手通信端
末装置５は、ゲートウェイ２０と直接呼が成立し、ゲートウェイ２０経由で通信端末装置
４との呼が成立する（ステップＳ５０）。
【００５７】
　また、通信端末装置４から呼Ｃへの変更（図２０の呼Ｃ）の依頼を受けると（ステップ
Ｓ５１）、相手通信端末装置５に対し、呼Ｃへの変更を依頼し（ステップＳ５２）、呼変
更の判断を行う（ステップＳ５３）。
【００５８】
　ステップＳ５３において、相手通信端末装置５から変更受入れの了解を受けた場合には
、通信端末装置４に対し、呼Ｃへの変更の了解を送る（ステップＳ５４）。また、ゲート
ウェイ２０から呼Ｂの切断の依頼を受けた場合には、相手通信端末装置５に呼Ｂの切断を
依頼し（ステップＳ５５）、相手通信端末装置５から切断の了解を受けると（ステップＳ
５６）、ゲートウェイ２０へ切断の了解を送る（ステップＳ５７）。
【００５９】
　このような処理手順により、通信を維持しながら、ＳＩＰサーバ１４における呼設定、
呼切断の処理が行われる。
【００６０】
　次に、ゲートウェイ２０の処理手順について、図１５を参照して説明する。図１５は、
ゲートウェイ２０の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【００６１】
　このゲートウェイ２０の処理手順は、通信端末装置４及びＳＩＰサーバ１４の通信方法
を実現するための通信プログラムの処理に対応するものであって、通信端末装置４からセ
ルラネットワーク６を経由して着信の処理を実行する場合である。
【００６２】
　通信端末装置４からセルラネットワーク６を経由する着信（ステップＳ６１）があると
、通信端末装置４との呼を設定する（ステップＳ６２）。また、ＳＩＰサーバ１４からの
呼Ｂの接続の依頼を受け（ステップＳ６３）、その接続受入れの了解をＳＩＰサーバ１４
に通知し、相手通信端末装置５からの呼の設定を待つ（ステップＳ６４）。
【００６３】
　相手通信端末装置５から接続要求を受ければ（ステップＳ６５）、セルラ交換機１０を
経由して通信端末装置４との呼を成立させる（ステップＳ６６）。また、セルラ交換機１
０から呼Ｂの切断の依頼を受ければ（ステップＳ６７）、ＳＩＰサーバ１４に呼Ｂの切断
を依頼する（ステップＳ６８）。これに対応するＳＩＰサーバ１４から切断の了解を受け
（ステップＳ６９）、セルラ交換機１０との呼を切断し（ステップＳ７０）、処理を完了
する。
【００６４】
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　このような処理手順により、通信を維持しながら、ゲートウェイ２０における呼設定、
呼切断の処理が行われる。
【００６５】
　次に、セルラ交換機１０の処理手順について、図１６を参照して説明する。図１６は、
セルラ交換機１０の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。この処理手
順は、通信方法を実現するための通信プログラムの実行処理である。
【００６６】
　セルラ交換機１０では、通信中の通信端末装置４からＷＬＡＮインタフェース部ＷＩと
セルラインタフェース部ＣＩとの切替えに伴う呼設定又は呼切断の依頼を受け、これに対
応する処理を行う。
【００６７】
　そこで、通信端末装置４のセルラインタフェース部ＣＩとＷＬＡＮインタフェース部Ｗ
Ｉとの切替えに伴い、通信端末装置４から通信の切替えに伴う依頼が発生する。セルラ交
換機１０は、通信端末装置４からの斯かる依頼を受け（ステップＳ７１）、その依頼内容
について判断する（ステップＳ７２）。その依頼内容が、呼設定の依頼である場合には、
通信端末装置４とゲートウェイ２０に呼の設定をする（ステップＳ７３）。また、その依
頼内容が呼の切断である場合には、ゲートウェイ２０に対し呼切断の依頼を行う（ステッ
プＳ７４）。
【００６８】
　呼切断の依頼をした後、ゲートウェイ２０から呼切断の了解を受けると（ステップＳ７
５）、通信端末装置４との呼Ｂを切断し（ステップＳ７６）、処理を終了する。
【００６９】
　このような処理手順により、通信端末装置４に連動してセルラ交換機１０からの呼設定
、呼切断の処理が行われる。
【００７０】
　次に、通信端末装置４、ネットワーク及び相手通信端末装置５の処理手順について、図
１７ないし図２２を参照して説明する。図１７～図２０は、通信端末装置４、ネットワー
ク及び相手通信端末装置５における通信プログラムの処理手順を示すシーケンス図、図２
１は、ＳＩＰサーバのみによる通信端末装置間の通信を示す図、図２２は、ＳＩＰサーバ
、ゲートウェイ及びセルラ交換機を介在させた通信端末装置間の通信を示す図である。図
１７、１８、１９、２０において、呼Ａ、呼Ｂ及び呼Ｃは、図１４、図１５、図１６にあ
る呼Ａ、呼Ｂ及び呼Ｃに対応する。
【００７１】
　この処理シーケンスは、通信端末装置４と相手通信端末装置５との間でネットワーク側
のセルラ交換機１０、ＳＩＰサーバ１４、ゲートウェイ２０を介在させて実行される処理
のシーケンスを示しており、電波受信強度の変化を加味した処理を行っている。
【００７２】
　そこで、この処理シーケンスには、図１７に示すように、基本的な呼の設定処理（ステ
ップＳ１００）（図１８）、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの電波受信強度が弱くなり、
セルラインタフェース部ＣＩを使う場合の呼変更処理（ステップＳ２００）（図１９）、
セルラインタフェース部ＣＩの電波受信強度が弱くなり、（又はＷＬＡＮインタフェース
部ＷＩの優先という条件の場合、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの電波受信強度が強くな
った場合）ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを使う場合の呼変更処理（ステップＳ３００）
（図２０）が含まれる。
【００７３】
　呼変更処理（ステップＳ２００）には、セルラネットワーク６側の呼の設定（ステップ
Ｓ２１０）、ＷＬＡＮネットワーク８側の呼の設定（呼変更）（ステップＳ２２０）が含
まれ、また、呼変更処理（ステップＳ３００）には、ＷＬＡＮネットワーク８側の呼の設
定可能確認（ステップＳ３１０）、セルラネットワーク６側の切断（ステップＳ３２０）
が含まれる。
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【００７４】
　基本的な呼の設定処理（ステップＳ１００）では、図１８に示すように、ＷＬＡＮイン
タフェース部ＷＩからＳＩＰサーバ１４に対し、呼Ａの設定依頼が発せられ（ステップＳ
１０１）、ＳＩＰサーバ１４から相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに
対して呼Ａの設定依頼が発せられる（ステップＳ１０２）。相手通信端末装置５のＷＬＡ
Ｎインタフェース部ＷＩからＳＩＰサーバ１４に対し接続受入れ了解が発せられ（ステッ
プＳ１０３）、ＳＩＰサーバ１４から通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに
対し接続受入れ了解の通知が発せられる（ステップＳ１０４）。これらの処理を経て、通
信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩと、相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタ
フェース部ＷＩとの間で通話（呼Ａ）が開始される（ステップＳ１０５）。
【００７５】
　セルラネットワーク６側の呼設定処理（ステップＳ２１０）では、図１９に示すように
、セルラインタフェース部ＣＩからセルラ交換機１０に対し、呼設定依頼が発せられ（ス
テップＳ２１１）、セルラインタフェース部ＣＩとゲートウェイ２０との間でセルラ交換
機１０による呼設定が実行される（ステップＳ２１２）。
【００７６】
　ＷＬＡＮネットワーク８側の呼設定（呼変更）（ステップＳ２２０）では、ＷＬＡＮイ
ンタフェース部ＷＩからＳＩＰサーバ１４に呼変更依頼が発せられ（ステップＳ２２１）
、ＳＩＰサーバ１４からゲートウェイ２０に対し、呼Ｂの設定依頼が発せられ（ステップ
Ｓ２２２）、ゲートウェイ２０からＳＩＰサーバ１４に対し、接続受入れ了解が発せられ
（ステップＳ２２３）、ＳＩＰサーバ１４から呼Ｂの設定依頼が相手通信端末装置５のＷ
ＬＡＮインタフェース部ＷＩに発せられ（ステップＳ２２４）、そのＷＬＡＮインタフェ
ース部ＷＩから接続受入れ了解の通知がＳＩＰサーバ１４に発せられる（ステップＳ２２
５）。これを受け、ＳＩＰサーバ１４から通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部Ｗ
Ｉに呼変更了解が通知され（ステップＳ２２６）、相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタ
フェース部ＷＩから通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに対し、呼Ａの切断
が行われる（ステップＳ２２７）。この結果、セルラ交換機１０による呼設定（ステップ
Ｓ２１２）に対応し、ゲートウェイ２０に対し、相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタフ
ェース部ＷＩとの間で呼接続が行われ（ステップＳ２２８）、相手通信端末装置５のＷＬ
ＡＮインタフェース部ＷＩから通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに呼接続
完了通知が発せられる（ステップＳ２２９）。これにより、新しいルートでの通話として
呼Ｂが開始される（ステップＳ２３０）。
【００７７】
　ＷＬＡＮネットワーク８側の呼の設定可能確認処理（ステップＳ３１０）では、図２０
に示すように、通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからＳＩＰサーバ１４に
対し、呼Ｂから呼Ｃへの変更依頼が発せられ（ステップＳ３１１）、ＳＩＰサーバ１４か
ら相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに対し、呼Ｂから呼Ｃへの変更依
頼が発せられる（ステップＳ３１２）。相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタフェース部
ＷＩからＳＩＰサーバ１４に対し、変更受入れ了解が発せられると（ステップＳ３１３）
、ＳＩＰサーバ１４からＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに対し、変更受入れ了解の通知が
発せられる（ステップＳ３１４）。
【００７８】
　そして、セルラネットワーク６側の切断処理（ステップＳ３２０）では、セルラインタ
フェース部ＣＩからセルラ交換機１０に対し、呼Ｂの切断依頼が発せられ（ステップＳ３
２１）、セルラ交換機１０からゲートウェイ２０に対し、呼切断依頼が発せられ（ステッ
プＳ３２２）、ゲートウェイ２０からＳＩＰサーバ１４に対し呼切断依頼が発せられ（ス
テップＳ３２３）、この結果、ＳＩＰサーバ１４から相手通信端末装置５のＷＬＡＮイン
タフェース部ＷＩに呼Ｂの切断依頼が通知される（ステップＳ３２４）。
【００７９】
　この切断依頼を受けた相手通信端末装置５が呼切断を了解すると、ＷＬＡＮインタフェ
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ース部ＷＩからＳＩＰサーバ１４に対し、切断了解が発せられ（ステップＳ３２５）、Ｓ
ＩＰサーバ１４からゲートウェイ２０に対し、切断了解が発せられ（ステップＳ３２６）
、ゲートウェイ２０からセルラ交換機１０に対し、切断処理が行われ（ステップＳ３２７
）、セルラ交換機１０からセルラインタフェース部ＣＩに対し、切断処理が行われる（ス
テップＳ３２８）。
【００８０】
　斯かる処理を経て、相手通信端末装置５は、呼Ｂの切断了解発行後、直ちに呼Ｃを開始
し（ステップＳ３２９）、通信端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩと相手通信端
末装置５のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとの間で呼Ｃによる通信が確立する。
【００８１】
　このような処理により、基本的な呼の設定は、図２１に示すように、通信端末装置４の
ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからＷＬＡＮネットワーク８のＳＩＰサーバ１４を通して
相手通信端末装置５との間で行われ、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩ側の電波受信強度が
低下したことにより、呼変更が行われる。この場合、図２２に示すように、通信端末装置
４のセルラインタフェース部ＣＩからセルラネットワーク６のセルラ交換機１０、ゲート
ウェイ２０及びＷＬＡＮネットワーク８のＳＩＰサーバ１４を介して相手通信端末装置５
のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとの呼が設定される。そして、セルラインタフェース部
ＣＩ側の電波受信強度が低下すれば、再び、呼変更の処理が実行され、図２１に示すよう
に、呼の変更が行われる。このような呼変更、呼切断の処理は、通信端末装置４と相手通
信端末装置５との通信を維持しながら、実行される。
【００８２】
　この実施の形態では、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを優先する処理を述べたが、図２
３、図２４及び図２５に示すように、セルラインタフェース部ＣＩを優先する処理として
もよい。図２３は、通信端末装置４の通信プログラムの処理手順を示すフローチャート、
図２４は、セルラ交換機のみによる通信端末装置間の通信を示す図、図２５は、セルラ交
換機、ゲートウェイ及びＳＩＰサーバを介在させた通信端末装置間の通信を示す図である
。
【００８３】
　この処理手順では、図２３に示すように、通信の開始にあたり、セルラインタフェース
部ＣＩに電源を接続し、動作を開始させる（ステップＳ８１）。このセルラインタフェー
ス部ＣＩでの通信中に電波受信強度を測定し、その測定値が規定値以上か未満かを判定す
る（ステップＳ８２）。その測定値が規定値以上であれば、セルラインタフェース部ＣＩ
での通信を維持し、その測定値が規定値未満であれば、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに
電源を接続し、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩ側の電波受信強度を測定し、その測定値が
規定値以上か未満かを判定する（ステップＳ８３）。その測定値が規定値未満であれば、
ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信は不可能であるから、ＷＬＡＮインタフェース部
ＷＩから電源を切断し（ステップＳ８４）、通信が完了すれば、その通信の切断処理を実
行し（ステップＳ８５）、セルラインタフェース部ＣＩから電源を切断し（ステップＳ８
６）、動作を終了する。
【００８４】
　ステップＳ８３において、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの電波受信強度の測定値が規
定値以上であれば、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの通信が可能であるから、ネットワー
ク側に対応を依頼し（ステップＳ８７）、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの接続（呼）
を設定し、セルラインタフェース部ＣＩからＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに通信を引き
継ぎ（ステップＳ８８）、通信を継続させる。この設定の後、セルラインタフェース部Ｃ
Ｉから電源を切断する（ステップＳ８９）。
【００８５】
　ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信中、セルラインタフェース部ＣＩを定期的に電
源に接続して動作させ、セルラインタフェース部ＣＩ側の電波受信強度を測定し、その測
定値が規定値未満であるか以上であるかを判定する（ステップＳ９０）。その測定値が規
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定値未満であれば、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信を維持する。また、その測定
値が規定値以上であれば、ネットワーク側に対応を依頼し（ステップＳ９１）、セルライ
ンタフェース部ＣＩでの接続（呼）を設定し、通信（ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩから
セルラインタフェース部ＣＩに通信を引き継ぐ）を継続する（ステップＳ９２）。この設
定の後、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩに対する電源の接続を切る（ステップＳ９３）。
【００８６】
　そして、図２３に示す処理シーケンスにおいて、通信端末装置４、ネットワーク及び相
手通信端末装置５における通信プログラムの処理が実行され、セルラインタフェース部Ｃ
Ｉ間での呼の設定が行われる。その場合、基本的な呼の設定は、図２４に示すように、通
信端末装置４のセルラインタフェース部ＣＩからセルラネットワーク６のセルラ交換機１
０を通して相手通信端末装置５との間で行われ、セルラインタフェース部ＣＩ側の電波受
信強度が低下したことにより、呼変更が行われる。この場合、図２５に示すように、通信
端末装置４のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからＷＬＡＮネットワーク８のＳＩＰサーバ
１４、ゲートウェイ２０及びセルラネットワーク６のセルラ交換機１０を介して相手通信
端末装置５のセルラインタフェース部ＣＩとの呼が設定される。そして、ＷＬＡＮインタ
フェース部ＷＩ側の電波受信強度が低下すれば、再び、呼変更の処理が実行され、図２４
に示すように、呼の変更が行われる。このような呼変更、呼切断の処理は、通信端末装置
４と相手通信端末装置５との通信を維持しながら、実行される。
【００８７】
〔第２の実施の形態〕
【００８８】
　本発明の第２の実施の形態について、図２６、図２７、図２８及び図２９を参照して説
明する。図２６は、第２の実施の形態に係る通信端末装置４の構成例を示す図、図２７は
、第２の実施の形態に係る通信端末装置４の通信プログラムの処理手順を示すフローチャ
ート、図２８は、呼変更のサブルーチンを示すフローチャート、図２９は、ネットワーク
側への呼変更の依頼の処理のサブルーチンを示すフローチャートである。本発明が適用さ
れる通信システムを示す図である。図２６において、図４と同一部分には同一符号を付し
、その説明を省略する。
【００８９】
　この実施の形態では、図２６に示すように、通信端末装置４のセルラインタフェース部
ＣＩについて、セルラＲＦフロントエンド部２４と電源制御部３８との間に電源給電線３
４１、セルラベースバンド部２６と電源制御部３８との間に電源給電線３４２を接続し、
セルラＲＦフロントエンド部２４とセルラベースバンド部２６とを独立して給電する構成
としたものである。また、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩについても、ＷＬＡＮ－ＲＦフ
ロントエンド部３０と電源制御部３８との間に電源給電線３６１、ＷＬＡＮベースバンド
部３２と電源制御部３８との間に電源給電線３６２を接続し、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエ
ンド部３０とＷＬＡＮベースバンド部３２とを独立して給電する構成である。
【００９０】
　斯かる構成とすれば、セルラＲＦフロントエンド部２４及びＷＬＡＮ－ＲＦフロントエ
ンド部３０を常時電源に接続し、電波受信強度等の通信状態に応じてセルラベースバンド
部２６又はＷＬＡＮベースバンド部３２に対する電源の接続を切り替えることができる。
【００９１】
　この第２の実施の形態においても、図１に示す通信システム２、図２及び図３に示す通
信方法、図７に示すセルラ交換機１０、図９に示すＳＩＰサーバ１４、図１１に示すゲー
トウェイ２０が用いられる。
【００９２】
　この実施の形態では、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩで通信を開始し、その開始に当た
って、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に電源を接続し、次に、ＷＬＡＮベースバン
ド部３２に電源を接続するという二段階の処理を実行し、この点は、セルラインタフェー
ス部ＣＩにおいても同様である。
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【００９３】
　そこで、この実施の形態の通信プログラムにおける処理手順では、図２７に示すように
、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩで通信を開始するため、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド
部３０に電源を接続し（ステップＳ４０１）、ＷＬＡＮベースバンド部３２に電源を接続
し（ステップＳ４０２）、これにより通信動作が可能となり、発呼により通信中となる（
ステップＳ４０３）。
【００９４】
　ここで、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に対する電波受信強度を測定し、その測
定値が規定値以上であるか未満であるかを判定し（ステップＳ４０４）、その測定値が規
定値以上であれば、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信を維持し、その測定値が規定
値未満であれば、セルラＲＦフロントエンド部２４に電源を接続する（ステップＳ４０５
）。
【００９５】
　ここで、セルラＲＦフロントエンド部２４に対する電波受信強度を測定し、その測定値
が規定値以上であるか未満であるかを判定し（ステップＳ４０６）、その測定値が規定値
未満であれば、切断処理を行い（ステップＳ４０７）、また、その測定値が規定値以上で
あれば、セルラベースバンド部２６に電源を接続し（ステップＳ４０８）、セルラインタ
フェース部ＣＩを動作させる。
【００９６】
　セルラインタフェース部ＣＩに接続を変更するため、呼変更処理を実行し（ステップＳ
４０９）、ＷＬＡＮベースバンド部３２から電源を切断し（ステップＳ４１０）、ＷＬＡ
Ｎ－ＲＦフロントエンド部３０から電源を切断する（ステップＳ４１１）。
【００９７】
　ここで、セルラＲＦフロントエンド部２４に対する電波受信強度を測定し、その測定値
が規定値以上であるか未満であるかを確認し（ステップＳ４１２）、その測定値が規定値
以上であれば、セルラインタフェース部ＣＩでの通信を維持し、また、その測定値が規定
値未満であれば、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に電源を接続する（ステップＳ４
１３）。
【００９８】
　ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に対する電波受信強度を測定し、その測定値が規
定値以上であるか未満であるかを確認し（ステップＳ４１４）、その測定値が規定値未満
であれば、切断処理を行い（ステップＳ４１５）、また、その測定値が規定値以上であれ
ば、ＷＬＡＮベースバンド部３２に電源を接続する（ステップＳ４１６）。
【００９９】
　ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの接続に変更するため、ネットワーク側に呼変更（迂回
設定）を依頼し（ステップＳ４１７）、セルラベースバンド部２６から電源を切断し（ス
テップＳ４１８）、セルラＲＦフロントエンド部２４から電源を切断し（ステップＳ４１
９）、ステップＳ４０４に移行させる。
【０１００】
　次に、呼変更処理（ステップＳ４０９）のサブルーチンについて、図２８を参照して説
明する。
【０１０１】
　呼変更処理（ステップＳ４０９）では、セルラインタフェース部ＣＩからセルラ交換機
１０に対し、セルラ交換機１０とゲートウェイ２０との間の呼設定を依頼する（ステップ
Ｓ４２１）。即ち、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩを用いて通信している場合、ＷＬＡＮ
インタフェース部ＷＩの電波受信強度が低下すると、通信端末装置４はセルラインタフェ
ース部ＣＩによる呼を成立させる処理である。そこで、通信端末装置４がセルラ交換機１
０に対し、通信端末装置４－セルラ交換機１０－ゲートウェイ２０のルート（呼）設定を
依頼する。この場合、セルラ交換機１０は通常の呼設定と同じ処理をし、通信端末装置４
からゲートウェイ２０があたかも相手通信端末装置５のような位置付けで、ゲートウェイ
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２０の電話番号を指定してセルラ交換機１０に接続を依頼する。セルラ交換機１０は通常
の呼設定と区別しないし、通信端末装置４から特にゲートウェイ２０に対する指示は不要
である。この依頼に基づき、セルラ交換機１０から呼設定の完了の通知を受ける（ステッ
プＳ４２２）。
【０１０２】
　ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからＳＩＰサーバ１４へ呼変更を依頼する（ステップＳ
４２３）。この場合、セルラ交換機１０－ゲートウェイ２０のルート（呼）が成立してい
るが、ゲートウェイ２０と相手通信端末装置５のＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとのルー
トがまだ成立していない。そこで、ゲートウェイ２０から相手通信端末装置５のＷＬＡＮ
インタフェース部ＷＩとのルート（呼）を設定するため、ネットワーク制御を行うＳＩＰ
サーバ１４に依頼を行う。このとき、相手通信端末装置５は既にＷＬＡＮインタフェース
部ＷＩを使って通話していると、その通話（呼）をゲートウェイ２０のルートに変更する
ため、「変更依頼」又は呼変更の「設定依頼」が必要となる。
【０１０３】
　この依頼に基づき、ＳＩＰサーバ１４から呼変更の了解の通知を受ける（ステップＳ４
２４）。これにより、相手通信端末装置５から呼の接続の完了通知を受け（ステップＳ４
２５）、ステップＳ４１０（図２７）にリターンする。
【０１０４】
　次に、ネットワーク側への呼変更の依頼（ステップＳ４１７）のサブルーチンについて
、図２９を参照して説明する。
【０１０５】
　この呼変更の依頼（ステップＳ４１７）では、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩからＳＩ
Ｐサーバ１４に対し、呼の変更即ち、新しい呼（呼Ｃ）を依頼する（ステップＳ４３１）
。ＳＩＰサーバ１４から変更受入れ了解の通知を受ける（ステップＳ４３２）。
【０１０６】
　セルラインタフェース部ＣＩからセルラ交換機１０に対し、呼Ｂの切断を依頼し（ステ
ップＳ４３３）、これに基づき、ＳＩＰサーバ１４は、セルラ交換機１０から切断了解の
通知を受ける（ステップＳ４３４）。これにより、相手通信端末装置５とＷＬＡＮネット
ワーク８経由の通話を開始し（ステップＳ４３５）、ステップＳ４１８（図２７）にリタ
ーンする。
【０１０７】
〔第３の実施の形態〕
【０１０８】
　本発明の第３の実施の形態について、図３０を参照して説明する。図３０は、第３の実
施の形態に係る通信端末装置４の処理手順を示すフローチャートである。
【０１０９】
　この実施の形態の通信端末装置４は、第２の実施の形態（図２６）と同様であり、セル
ラＲＦフロントエンド部２４及びＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０を常時電源に接続
し、電波受信強度等の通信状態に応じてセルラベースバンド部２６又はＷＬＡＮベースバ
ンド部３２に対する電源の接続を切り替えることができる。
【０１１０】
　この第３の実施の形態においても、図１に示す通信システム２、図２及び図３に示す通
信方法、図７に示すセルラ交換機１０、図９に示すＳＩＰサーバ１４、図１１に示すゲー
トウェイ２０が用いられる。
【０１１１】
　そこで、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に電源を接続し（ステップＳ５０１）、
ＷＬＡＮベースバンド部３２に電源を接続し（ステップＳ５０２）、発呼により通信中と
なる（ステップＳ５０３）。
【０１１２】
　ここで、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に対する電波受信強度を測定し、その測
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定値が規定値以上であるか未満であるかを判定し（ステップＳ５０４）、その規定値以上
であれば、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩでの通信を維持し、その値が規定値未満であれ
ば、セルラＲＦフロントエンド部２４に電源を接続する（ステップＳ５０５）。
【０１１３】
　ここで、セルラＲＦフロントエンド部２４に対する電波受信強度を測定し、その測定値
が規定値以上であるか未満であるかを判定し（ステップＳ５０６）、その測定値が規定値
未満であれば、切断処理を行い（ステップＳ５０７）、また、その測定値が規定値以上で
あれば、セルラベースバンド部２６に電源を接続する（ステップＳ５０８）。
【０１１４】
　セルラインタフェース部ＣＩに接続を変更するため、呼変更処理（図２８に示すサブル
ーチン）を実行し（ステップＳ５０９）、ＷＬＡＮベースバンド部３２から電源を切断し
（ステップＳ５１０）、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０から電源を切断する（ステ
ップＳ５１１）。
【０１１５】
　ここで、セルラＲＦフロントエンド部２４に対する電波受信強度を測定し、その測定値
が規定値以上であるか未満であるかを判定し（ステップＳ５１２）、その測定値が規定値
未満であれば、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に電源を接続する（ステップＳ５１
３）。また、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に対する電波受信強度を測定し、その
測定値が規定値以上であるか未満であるかを判定し（ステップＳ５１４）、その測定値が
規定値未満であれば、切断処理を行う（ステップＳ５１５）。
【０１１６】
　また、ステップＳ５１２において、測定値が規定値以上であれば、セルラインタフェー
ス部ＣＩでの通信を維持するとともに、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの状態を確認する
ための単位時間として規定時間が経過したか否かの確認が行われ（ステップＳ５１６）、
規定時間が経過していなければ、その規定時間が経過するまで待機し（ステップＳ５１２
）、規定時間が経過すれば、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に電源を接続し（ステ
ップＳ５１７）、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０に対する電波受信強度を測定し、
その測定値が規定値未満であれば、ステップＳ５１２にリターンし、その測定値が規定値
以上であれば、ステップＳ５１９に移行する。
【０１１７】
　そして、ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部３０での電波受信強度の測定値が規定値以上
であれば、ＷＬＡＮベースバンド部３２に電源を接続し（ステップＳ５１９）、ＷＬＡＮ
インタフェース部ＷＩに接続を変更するため、ネットワーク側に呼変更（迂回設定）を依
頼し（ステップＳ５２０）、セルラベースバンド部２６から電源を切断し（ステップＳ５
２１）、セルラＲＦフロントエンド部２４から電源を切断し（ステップＳ５２２）、ステ
ップＳ５０４にリターンする。
【０１１８】
　このような処理により、ＷＬＡＮインタフェース部ＷＩの優先が確保され、電波状況に
応じて接続が変更され、通信の維持が図られる。
【０１１９】
〔他の実施の形態〕
【０１２０】
　(1) 上記実施の形態では、通信装置として通信端末装置４を例示したが、セルラインタ
フェース部ＣＩとＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとを備えて複数の通信ネットワークとの
通信を可能にした通信装置であれば、本発明を適用することができ、例えば、図３１に示
すように、セルラインタフェース部ＣＩとＷＬＡＮインタフェース部ＷＩとを搭載して通
信機能を持つパーソナルコンピュータ（ＰＣ）６０４、６０５等を含む通信システム２を
構成してもよく、また、図３２に示すように、同様の機能を備えた携帯情報端末機（ＰＤ
Ａ：Personal Digital Assistant）７０４、７０５等を含む通信システム２を構成しても
よい。
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【０１２１】
　(2) 上記実施の形態では、通信装置としてセルラインタフェース部ＣＩとＷＬＡＮイン
タフェース部ＷＩを備えた通信端末装置４、ＰＣ６０４、６０５、ＰＤＡ７０４、７０５
等を例示したが、このような複合通信機能を持ついわゆるＤＵＡＬ端末の他、他の通信ネ
ットワーク例えば、ＷｉＭＡＸに対応するインタフェース部等、３以上のインタフェース
部の電源切替えを行う構成としてもよい。
【０１２２】
　次に、以上述べた本発明の実施の形態から抽出される技術的思想を請求項の記載形式に
準じて付記として列挙する。本発明に係る技術的思想は上位概念から下位概念まで、様々
なレベルやバリエーションにより把握できるものであり、以下の付記に本発明が限定され
るものではない。
【０１２３】
（付記１）　複数のネットワークに無線接続され、各ネットワークを通して通信を行う通
信装置であって、
　前記ネットワークに対応する複数のインタフェース部と、
　これらインタフェース部のいずれかを電源に接続して動作させ、通信中のインタフェー
ス部の通信状態により、休止中のインタフェース部を電源に接続し、通信中のインタフェ
ース部から休止中であった他のインタフェース部に通信を切り替える制御部と、
　を備え、通信先との通信を維持させながらインタフェース部を切り替えることを特徴と
する通信装置。
【０１２４】
（付記２）　付記１の通信装置において、
　通信中の前記インタフェース部から休止中であった前記インタフェース部に通信を切り
替える際に、通信切替えを表す情報を前記インタフェース部に送信させる通信制御部を備
えることを特徴とする通信装置。
【０１２５】
（付記３）　付記１の通信装置において、
　前記ネットワークに対応する複数のインタフェース部を接続する電源と、
　前記インタフェース部と前記電源との接続を切り替える接続切替え部と、
　を備えることを特徴とする通信装置。
【０１２６】
（付記４）　付記１の通信装置において、
　前記インタフェース部は、送信又は受信する信号を処理する信号処理部と、前記信号を
無線信号により送信し、又は無線信号を受信する無線通信部とを備え、
　前記無線通信部に前記電源を接続して電波受信状態を確認し、その電波受信状態に応じ
て前記信号処理部に対する前記電源の接続を行うことを特徴とする通信装置。
【０１２７】
（付記５）　通信装置と接続されるネットワーク側に設置され、前記通信装置と通信する
サーバ装置であって、
　複数のインタフェース部を備える通信装置から、前記インタフェース部の切替えに伴う
呼変更の依頼を受信する受信部と、
　前記受信部が呼変更の依頼情報を受信した際、その依頼情報を他のネットワーク側に通
知する通知部と、
　を備えることを特徴とするサーバ装置。
【０１２８】
（付記６）　通信装置と接続される複数のネットワークに接続され、各ネットワーク間を
中継する中継装置であって、
　前記通信装置と通信中のネットワークからの呼変更の依頼情報を受け、呼の変更をする
制御部を備え、
　前記通信装置のインタフェース部に対応するネットワークに呼の変更をすることを特徴
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とする中継装置。
【０１２９】
（付記７）　複数のネットワークと、複数のインタフェース部を備えて前記ネットワーク
と無線接続されて通信を行う通信装置とを含む通信システムであって、
　前記通信装置からインタフェース部の切替えに伴う前記ネットワークとの通信の切替え
情報を受け、前記通信装置のインタフェース部との通信を行うネットワークを切り替える
切替え処理部を備えることを特徴とする通信システム。
【０１３０】
（付記８）　複数のネットワークに無線接続され、各ネットワークを通して通信を行う通
信方法であって、
　インタフェース部のいずれかに電源を接続して動作させるステップと、
　通信中のインタフェース部の通信状態を監視するステップと、
　通信状態に応じて休止中のインタフェース部を電源に接続して動作させるステップと、
　通信中のインタフェース部から他のインタフェース部に通信を切り替えるステップと、
を含み、通信先との通信を維持させながらインタフェース部を切り替えることを特徴とす
る通信方法。
【０１３１】
（付記９）　付記８の通信方法において、
　通信中の前記インタフェース部から休止中であった前記インタフェース部に通信を切り
替える際に、通信切替え情報を前記インタフェース部から送信させるステップを含むこと
を特徴とする通信方法。
【０１３２】
（付記１０）　コンピュータに実行させて通信を行う通信プログラムであって、
　インタフェース部のいずれかに電源を接続させる処理を実行するステップと、
　通信中のインタフェース部の通信状態を監視し、通信状態の悪化を判別するステップと
、
　通信状態に応じて休止中のインタフェース部に電源を接続させる処理を実行するステッ
プと、
　通信中のインタフェース部から他のインタフェース部に通信を切り替える処理を実行す
るステップと、
　を含むことを特徴とする通信プログラム。
【０１３３】
（付記１１）　付記１０の通信プログラムにおいて、
　通信中の前記インタフェース部から休止中であった前記インタフェース部に通信を切り
替える処理を実行するステップと、
　前記通信の切替えに際し、通信切替え情報を前記インタフェース部から送信させる処理
を実行するステップと、
　を含むことを特徴とする通信プログラム。
【０１３４】
（付記１２）　コンピュータに実行させて通信を行う通信プログラムを格納した記録媒体
あって、
　インタフェース部のいずれかに電源を接続させる処理を実行するステップと、
　通信中のインタフェース部の通信状態を監視し、通信状態の悪化を判別するステップと
、
　通信状態に応じて休止中のインタフェース部に電源を接続させる処理を実行するステッ
プと、
　通信中のインタフェース部から他のインタフェース部に通信を切り替える処理を実行す
るステップと、
　を格納し、コンピュータに実行させることを特徴とする、通信プログラムを格納したコ
ンピュータ読込み可能な記録媒体。
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【０１３５】
（付記１３）　付記１２の記録媒体において、
　通信中の前記インタフェース部から休止中であった前記インタフェース部に通信を切り
替える処理を実行するステップと、
　前記通信の切替えに際し、通信切替え情報を前記インタフェース部から送信させる処理
を実行するステップと、
　を格納し、コンピュータに実行させることを特徴とする、通信プログラムを格納したコ
ンピュータ読込み可能な記録媒体。
【０１３６】
　以上説明したように、本発明の最も好ましい実施の形態等について説明したが、本発明
は、上記記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載され、又は明細書に開示
された発明の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であることは勿論で
あり、斯かる変形や変更が、本発明の範囲に含まれることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明は、複数のインタフェース部を選択し、インタフェース部に対する電源の接続を
切り替えることによる省電力化を図るとともに、電波受信強度の変化等、通信状態の悪化
に対応して通信を維持しながら、インタフェース部を切り替え、呼を変更することができ
、通信の信頼性維持を図ることができ、有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】第１の実施の形態に係る通信システムを示す図である。
【図２】通信端末装置側の処理手順を示すフローチャートである。
【図３】ネットワーク側の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】通信端末装置の一例を示す図である。
【図５】プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図である。
【図６】通信端末装置の一例を示す図である。
【図７】セルラ交換機の一例を示す図である。
【図８】プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図である。
【図９】ＳＩＰサーバの一例を示す図である。
【図１０】プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図である。
【図１１】ゲートウェイの一例を示す図である。
【図１２】プログラム・データ格納メモリの構成例を示す図である。
【図１３】通信端末装置の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】ＳＩＰサーバの通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】ゲートウェイの通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】セルラ交換機の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】通信端末装置、ネットワーク及び相手通信端末装置における通信プログラムの
処理手順を示すシーケンス図である。
【図１８】通信端末装置、ネットワーク及び相手通信端末装置における通信プログラムの
処理手順を示すシーケンス図である。
【図１９】通信端末装置、ネットワーク及び相手通信端末装置における通信プログラムの
処理手順を示すシーケンス図である。
【図２０】通信端末装置、ネットワーク及び相手通信端末装置における通信プログラムの
処理手順を示すシーケンス図である。
【図２１】ＳＩＰサーバのみによる通信端末装置間の通信を示す図である。
【図２２】ＳＩＰサーバ、ゲートウェイ及びセルラ交換機を介在させた通信端末装置間の
通信を示す図である。
【図２３】通信端末装置の通信プログラムの処理手順を示すフローチャートである。
【図２４】セルラ交換機のみによる通信端末装置間の通信を示す図である。
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【図２５】セルラ交換機、ゲートウェイ及びＳＩＰサーバを介在させた通信端末装置間の
通信を示す図である。
【図２６】第２の実施の形態に係る通信端末装置の構成例を示す図である。
【図２７】第２の実施の形態に係る通信端末装置の処理手順を示すフローチャートである
。
【図２８】呼変更のサブルーチンを示すフローチャートである。
【図２９】ネットワーク側への呼変更の依頼の処理のサブルーチンを示すフローチャート
である。
【図３０】第３の実施の形態に係る通信端末装置の処理手順を示すフローチャートである
。
【図３１】他の実施の形態に係る通信システムを示す図である。
【図３２】他の実施の形態に係る通信システムを示す図である。
【符号の説明】
【０１３９】
　２　通信システム
　４　通信端末装置
　５　相手通信端末装置
　６　セルラネットワーク
　８　ＷＬＡＮネットワーク
　１０　セルラ交換機
　１４　ＳＩＰサーバ
　ＣＩ　セルラインタフェース部
　ＷＩ　ＷＬＡＮインタフェース部
　２０　ゲートウェイ
　２４　セルラＲＦフロントエンド部
　２６　セルラベースバンド部
　３０　ＷＬＡＮ－ＲＦフロントエンド部
　３２　ＷＬＡＮベースバンド部
　３８　電源制御部
　４０　電池
　４２　ＣＰＵ
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