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(57)【要約】
【課題】相違する通信方式でデータ通信する複数のデー
タ通信機能から最良の一個をリアルタイムに選定してデ
ータ通信することができるデータ通信端末を提供する。
【解決手段】データ通信端末１００は、複数の無線通信
機能１０１，１０２により相違する通信方式でデータ通
信するので、複数の無線通信機能１０１，１０２の一個
を通信選択部１１０が選択的に使用してデータ通信する
。このとき、使用されている無線通信機能１０１，１０
２と使用されていない無線通信機能１０１，１０２との
通信判断条件を条件検出部１２０がリアルタイムに検出
する。検出された複数の無線通信機能１０１，１０２の
通信判断条件に対応して通信切換部１３０が使用する無
線通信機能１０１，１０２を切り換える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能と、
　複数の前記データ通信機能の一個を選択的に使用してデータ通信する通信選択手段と、
　使用されている前記データ通信機能と使用されていない前記データ通信機能との通信判
断条件をリアルタイムに検出する条件検出手段と、
　検出された複数の前記データ通信機能の通信判断条件に対応して使用する前記データ通
信機能を切り換える通信切換手段と、
を有するデータ通信端末。
【請求項２】
　前記条件検出手段は、前記通信判断条件としてデータ通信状態の良否を検出する請求項
１に記載のデータ通信端末。
【請求項３】
　前記条件検出手段は、前記通信判断条件として通信相手の電池残量を検出する請求項１
または２に記載のデータ通信端末。
【請求項４】
　前記条件検出手段は、前記通信判断条件として自身の電池残量を検出する請求項１ない
し３の何れか一項に記載のデータ通信端末。
【請求項５】
　相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能を各々有する複数のデータ通
信端末を有し、
　複数のデータ通信端末の少なくとも一個が請求項１ないし４の何れか一項に記載のデー
タ通信端末からなるデータ通信システム。
【請求項６】
　相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能を有するデータ通信端末のデ
ータ通信方法であって、
　複数の前記データ通信機能の一個を選択的に使用してデータ通信する通信選択動作と、
　使用されている前記データ通信機能と使用されていない前記データ通信機能との通信判
断条件をリアルタイムに検出する状態検出動作と、
　検出された複数の前記データ通信機能の通信判断条件に対応して使用する前記データ通
信機能を切り換える通信切換動作と、
を有するデータ通信方法。
【請求項７】
　相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能を有するデータ通信端末のコ
ンピュータプログラムであって、
　複数の前記データ通信機能の一個を選択的に使用してデータ通信する通信選択処理と、
　使用されている前記データ通信機能と使用されていない前記データ通信機能との通信判
断条件をリアルタイムに検出する状態検出処理と、
　検出された複数の前記データ通信機能の通信判断条件に対応して使用する前記データ通
信機能を切り換える通信切換処理と、
を前記データ通信端末に実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能を有するデータ通
信端末、この複数のデータ通信端末からなるデータ通信システム、データ通信端末のデー
タ通信方法およびコンピュータプログラム、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、Ｗｉ－Ｆｉ(Wireless Fidelity)を搭載した携帯端末を接続する、アクセス回線
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としてＷ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）やＷｉＭＡＸ(Worldwi
de interoperability for Microwave Access)等に対応したポータブル無線ルータ端末が
普及している。
【０００３】
　ポータブル無線ルータ端末に携帯機器を接続して通信を行っている場合、手元で操作し
ている端末からはポータブル無線ルータ端末と手元の携帯機器間のＷｉ－Ｆｉの電波状況
は確認可能である。
【０００４】
　現在、上述のようなデータ通信端末として各種の提案がある（特許文献１，２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３１９４６１号公報
【特許文献２】特開２００４－１７９９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、ポータブル無線ルータ端末のアクセス回線の電波状況などは確認ができず、Ｗ
ｉ－Ｆｉの電波状況は良好であるが、ポータブル無線ルータ端末のアクセス回線の電波状
況が良くないために通信ができない場合があった。
【０００７】
　また、そのような場合、手元の携帯機器がＷｉ－Ｆｉに加えてＷ－ＣＤＭＡなどのアク
セス回線の通信機能を具備していても、代替として自動的に手元の携帯端末本体のアクセ
ス回線を使用して通信を行うための切り換えが不可能であった。
【０００８】
　本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、相違する通信方式でデータ通
信する複数のデータ通信機能から最良の一個をリアルタイムに選定してデータ通信するこ
とができるデータ通信端末、この複数のデータ通信端末からなるデータ通信システム、デ
ータ通信端末のデータ通信方法およびコンピュータプログラム、を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のデータ通信端末は、相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能
と、複数のデータ通信機能の一個を選択的に使用してデータ通信する通信選択手段と、使
用されているデータ通信機能と使用されていないデータ通信機能との通信判断条件をリア
ルタイムに検出する条件検出手段と、検出された複数のデータ通信機能の通信判断条件に
対応して使用するデータ通信機能を切り換える通信切換手段と、を有する。
【００１０】
　本発明のデータ通信システムは、相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信
機能を各々有する複数のデータ通信端末を有し、複数のデータ通信端末の少なくとも一個
が本発明のデータ通信端末からなる。
【００１１】
　本発明のデータ通信方法は、相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能
を有するデータ通信端末のデータ通信方法であって、複数のデータ通信機能の一個を選択
的に使用してデータ通信する通信選択動作と、使用されているデータ通信機能と使用され
ていないデータ通信機能との通信判断条件をリアルタイムに検出する状態検出動作と、検
出された複数のデータ通信機能の通信判断条件に対応して使用するデータ通信機能を切り
換える通信切換動作と、を有する。
【００１２】
　本発明のコンピュータプログラムは、相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ
通信機能を有するデータ通信端末のコンピュータプログラムであって、複数のデータ通信
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機能の一個を選択的に使用してデータ通信する通信選択処理と、使用されているデータ通
信機能と使用されていないデータ通信機能との通信判断条件をリアルタイムに検出する状
態検出処理と、検出された複数のデータ通信機能の通信判断条件に対応して使用するデー
タ通信機能を切り換える通信切換処理と、をデータ通信端末に実行させる。
【００１３】
　なお、本発明の各種の構成要素は、その機能を実現するように形成されていればよく、
例えば、所定の機能を発揮する専用のハードウェア、所定の機能がコンピュータプログラ
ムにより付与されたデータ通信端末、コンピュータプログラムによりデータ通信端末に実
現された所定の機能、これらの任意の組み合わせ、等として実現することができる。
【００１４】
　また、本発明の各種の構成要素は、必ずしも個々に独立した存在である必要はなく、複
数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素が複数の部材で形
成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、ある構成要素の一部
と他の構成要素の一部とが重複していること、等でもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のデータ通信端末では、複数のデータ通信機能により相違する通信方式でデータ
通信するので、複数のデータ通信機能の一個を通信選択手段が選択的に使用してデータ通
信する。このとき、使用されているデータ通信機能と使用されていないデータ通信機能と
の通信判断条件を条件検出手段がリアルタイムに検出する。検出された複数のデータ通信
機能の通信判断条件に対応して通信切換手段が使用するデータ通信機能を切り換える。こ
のため、相違する通信方式でデータ通信する複数のデータ通信機能から最良の一個をリア
ルタイムに選定してデータ通信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態のデータ処理システムの論理構造を示す模式的なブロック図
である。
【図２】データ処理システムの具体例を示すブロック図である。
【図３】データ通信端末によるデータ処理方法を示すフローチャートである。
【図４】データ通信端末の物理構造を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施の一形態を図面を参照して以下に説明する。本実施の形態のデータ通信シ
ステム１０００は、図１に示すように、相互通信する一対のデータ通信端末１００を有す
る。
【００１８】
　そして、このように相互通信する一対のデータ通信端末１００の両方が、相違する通信
方式でデータ通信する複数のデータ通信機能である無線通信機能１０１，１０２を有して
おり、一対のデータ通信端末１００の少なくとも一方が、複数の無線通信機能１０１，１
０２の一個を選択的に使用してデータ通信する制御回路である通信選択部１１０と、使用
されている無線通信機能１０１，１０２と使用されていない無線通信機能１０１，１０２
との通信判断条件をリアルタイムに検出する制御回路である条件検出部１２０と、検出さ
れた複数の無線通信機能１０１，１０２の通信判断条件に対応して使用する無線通信機能
１０１，１０２を切り換える制御回路である通信切換部１３０と、を有する。なお、条件
検出部１２０は、通信判断条件として、データ通信状態の良否、通信相手の電池残量、自
身の電池残量、の少なくとも一つを検出する。
【００１９】
　また、上述のようなデータ通信端末１００は、ハードウェアとして無線通信機能１０１
，１０２を有しており、これに接続されているマイクロコンピュータに適正なコンピュー
タプログラムが実装されていることで実現されている。
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【００２０】
　このようなコンピュータプログラムは、例えば、複数の無線通信機能１０１，１０２の
一個を選択的に使用してデータ通信する通信選択処理と、使用されている無線通信機能１
０１，１０２と使用されていない無線通信機能１０１，１０２との通信判断条件をリアル
タイムに検出する状態検出処理と、検出された複数の無線通信機能１０１，１０２の通信
判断条件に対応して使用する無線通信機能１０１，１０２を切り換える通信切換処理と、
をデータ通信端末１００に実行させるように記述されている。
【００２１】
　より具体的には、図２はポータブル無線ルータ端末１００と携帯端末１００の例である
。一方のデータ通信端末であるポータブル無線ルータ端末１００は、アクセス回線として
ＷｉＭＡＸ通信機能を具備している。
【００２２】
　また、それとは別に無線ルータ機能を具備しておりＷｉ－Ｆｉを通じて他の携帯機器に
ＷｉＭＡＸアクセス回線機能を提供している。他方のデータ通信端末である携帯端末１０
０は、アクセス回線としてＷ－ＣＤＭＡ通信機能を具備している。
【００２３】
　また、それとは別にＷｉ－Ｆｉ通信機能も具備している。Ｗｉ－Ｆｉが使用できる場合
にはＷ－ＣＤＭＡ通信機能は停止される。ポータブル無線ルータ１００から携帯端末１０
０へポータブル無線ルータのアクセス回線の電波状況、および、ポータブル無線ルータの
電池残量情報がＷｉ－Ｆｉを通じて提供されている。
【００２４】
　図４は携帯端末が備える制御回路の例である。携帯端末１００は制御回路１１０～１３
０を具備する。制御回路１１０～１３０にはポータブル無線ルータ端末１００からＷｉ－
Ｆｉを通じて提供されたポータブル無線ルータ端末１００の電波状況データが入力される
。
【００２５】
　制御回路１１０～１３０は入力された電波状況データに応じてＷｉ－Ｆｉ通信回路１０
１およびＷ－ＣＤＭＡ通信回路１０２の制御を行い、どちらの通信手段を使用して通信を
行うかを決定する。
【００２６】
　図２において、ポータブル無線ルータ端末１００はアクセス回線としてＷｉＭＡＸに対
応し、Ｗｉ－Ｆｉを通じて他の携帯機器にアクセス回線を提供している。携帯端末１００
はアクセス回線としてＷ－ＣＤＭＡに対応しているが別途Ｗｉ－Ｆｉにも対応しており、
Ｗｉ－Ｆｉが使用可能な場合にはより通信速度が高速なＷｉ－Ｆｉを通じて通信を行い、
Ｗ－ＣＤＭＡの通信機能は停止されている。ポータブル無線ルータ端末１００からは携帯
端末１００に対してアクセス回線の電波状況の情報が一定間隔ごとに提供されている。
【００２７】
　図４において制御回路１１０～１３０はＷｉ－Ｆｉ通信回路１０１からポータブル無線
ルータ端末１００の電波状況データを一定間隔ごとに入手する。電波状況が閾値を一定回
数以上下回った場合、制御回路１１０～１３０はＷｉ－Ｆｉ通信回路１０１を停止し、Ｗ
－ＣＤＭＡ通信回路１０２を起動する。
【００２８】
　また、電波状況が閾値を一定回数以上下回ってＷｉ－Ｆｉ通信回路１０１を停止してい
る場合、一定期間ごとにＷｉ－Ｆｉ通信回路１０１を起動してポータブル無線ルータ端末
１００の電波状況データを入手する。電波状況が閾値を一定回数以上上回った場合、Ｗ－
ＣＤＭＡ通信回路１０２を停止し、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路１０１を使用してデータ通信を行
う。
【００２９】
　図３に処理フローを示す。ポータブル無線ルータの電波状況がＷｉ－Ｆｉを通じて提供
されているかどうかの確認を行う（２１）。提供されていた場合（２１　ＹＥＳ）、提供
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されている電波状況が閾値を下回っているかどうか判定する（２２）。
【００３０】
　電波状況が閾値を下回っていた場合（２２　ＹＥＳ）、カウントを行い一定回数以上閾
値を下回っているかどうか判定を行う（２３）。一定回数以上閾値を下回っていた場合（
２３　ＹＥＳ）、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路１０１を停止し、Ｗ－ＣＤＭＡのパケット通信回路
を起動して（２４）Ｗ－ＣＤＭＡ経由で通信を行う。
【００３１】
　一旦閾値を一定回数以上下回ってＷｉ－Ｆｉ通信回路１０１を停止している場合、一定
期間ごとにＷｉ－Ｆｉ通信回路１０１を起動してポータブル無線ルータ端末１００の電波
状況データを入手する（２５）。
【００３２】
　電波状況が閾値を上回り（２６　ＹＥＳ）電波状況が閾値を一定回数以上上回った場合
（２７　ＹＥＳ）、Ｗ－ＣＤＭＡ通信回路１０２を停止し、Ｗｉ－Ｆｉ通信回路１０１を
起動し（２８）Ｗｉ－Ｆｉを使用してデータ通信を行う。
【００３３】
　本実施の形態のデータ通信端末１００では、上述のように複数の無線通信機能１０１，
１０２により相違する通信方式でデータ通信するので、複数の無線通信機能１０１，１０
２の一個を通信選択部１１０が選択的に使用してデータ通信する。
【００３４】
　このとき、使用されている無線通信機能１０１，１０２と使用されていない無線通信機
能１０１，１０２との通信判断条件を条件検出部１２０がリアルタイムに検出する。
【００３５】
　そして、検出された複数の無線通信機能１０１，１０２の通信判断条件に対応して通信
切換部１３０が使用する無線通信機能１０１，１０２を切り換える。このため、相違する
通信方式でデータ通信する複数の無線通信機能１０１，１０２から最良の一個をリアルタ
イムに選定してデータ通信することができる。
【００３６】
　なお、本発明は本実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で
各種の変形を許容する。例えば、上記形態ではポータブル無線ルータ端末１００と携帯端
末１００との間の通信方法はＷｉ－Ｆｉを使用しているが、その他ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等
の近距離データ通信を用いてもよい。
【００３７】
　また、上記形態ではアクセス回線としてポータブル無線ルータ端末１００はＷｉＭＡＸ
、携帯端末１００はＷ－ＣＤＭＡを具備しているがアクセス回線の種別は、その他の通信
方式でもよい。
【００３８】
　さらに、上記形態ではポータブル無線ルータ端末１００の電波状況のみを接続先切り換
えの基準として採用しているが、その他、相手や自身の電池残量などを考慮してもよい。
【００３９】
　さらに、本実施の形態ではデータ通信端末の各部がコンピュータプログラムにより各種
機能として論理的に実現されることを例示した。しかし、このような各部の各々を固有の
ハードウェアとして形成することもでき、ソフトウェアとハードウェアとの組み合わせと
して実現することもできる。
【００４０】
　なお、当然ながら、上述した実施の形態および複数の変形例は、その内容が相反しない
範囲で組み合わせることができる。また、上述した実施の形態および変形例では、各部の
構造などを具体的に説明したが、その構造などは本願発明を満足する範囲で各種に変更す
ることができる。
【符号の説明】
【００４１】



(7) JP 2012-80436 A 2012.4.19

１００　　データ通信端末(ポータブル無線ルータ端末、携帯端末)
１０１　　データ通信機能(Ｗｉ－Ｆｉ通信回路)
１０２　　データ通信機能(Ｗ－ＣＤＭＡ通信回路)
１１０　　通信選択部
１２０　　条件検出部
１３０　　通信切換部
１０００　　データ通信システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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