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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親局またはアクセスポイントである基地局を無線システム毎に有する複数の無線システ
ムと、複数の無線システムがそれぞれサービスを提供している複数のサービスゾーンを共
通信号無線ゾーンでオーバーレイしている共通信号無線ネットワーク基地局と、共通信号
無線ゾーン内の各位置における利用可能無線システムの情報をデータベースとして保持し
ている管理サーバと、これら各部を接続しているネットワークと、これら各部のサービス
を受けるマルチサービス端末とからなるマルチサービス無線通信システムにおいて、
　前記マルチサービス端末は、自局の位置を検出する位置検出手段と、位置検出手段によ
り検出した位置を共通信号無線ネットワーク基地局を経由して管理サーバに伝達し、伝達
した位置において利用可能な無線システムに関する情報を共通信号無線ネットワーク基地
局を経由して管理サーバから取得する利用可能無線システム情報取得手段と、利用可能無
線システム情報取得手段が取得した利用可能無線システムの中から無線システムを選択す
るネットワーク選択切り替え手段とを有し、前記ネットワーク選択切り替え手段により選
択された無線システムに対応した基地局を介して通信を行うことを特徴とするマルチサー
ビス無線通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のマルチサービス無線通信システムにおいて、前記ネットワ一ク選択切
り替え手段は、利用可能無線システム情報取得手段が取得した利用可能無線システムの中
から選択条件に最も適合する無線システムを自動的に選択することを特徴とするマルチサ
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ービス無線通信システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のマルチサービス無線通信システムにおいて、
　前記ネットワーク選択切り替え手段は、無線システムを選択する選択条件の中に、前記
マルチサービス端末に装着されたバッテリのバッテリ残量に適合した消費電力の少ない無
線システムの中からのみ無線システムを選択するという条件を含んでいるマルチサービス
無線通信システム。
【請求項４】
　請求項１又は請求項３に記載のマルチサービス無線通信システムにおいて、
　前記利用可能無線システム情報取得手段は、取得した利用可能無線システムをリストと
して表示器に表示してユーザに利用を所望する無線システムを指示させ、前記ネットワー
ク選択切り替え手段は、指示された無線システムが選択条件に適合しているか否かを判断
し、選択条件に適合している場合には、その無線システムを選択するマルチサービス無線
通信システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はマルチサービス無線通信システムに関し、特に、複数の無線システムの中から利
用可能な最良の無線サービスを選択できるマルチサービス無線通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の技術としてはマルチサービス端末を用いて、ＰＨＳと携帯電話との無線通
信サービスを受けることができるマルチサービス無線通信システムがある。このマルチサ
ービス端末においては、複数の無線システムの切り替えに関し、共通信号無線ネットワー
クを利用しないために、マルチサービス端末が自局の位置に関する位置情報を基に利用可
能な無線サービスを探し出すということが容易ではなかった。すなわち、従来のマルチサ
ービス無線通信システムのマルチサービス端末においては、複数の無線システムの中から
利用可能な最良の無線サービスを選択しようとする場合、全ての無線システムをサーチし
て受信電力レベル等の情報を取得しなければならない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来のマルチサービス無線通信システムにおいては、複数の無線システムの中か
ら利用可能な最良の無線サービスを選択しようとする場合、全ての無線システムをサーチ
して受信電力レベル等の情報を取得しなければならず、サーチするべき無線システムの数
が多い場合には、サーチに多量の時間を必要とする。また、無線システムの切り替えに対
して、ユーザの利用するアプリケーションやポリシー、利用場所、利用シーンに応じてシ
ステムを切り替える機能が無く、また、バッテリ残量に応じて無線システムを切り替える
機能も有していない。
【０００４】
本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、複数の無線システムの中から利
用可能な最良の無線サービスを選択しようとする場合、全ての無線システムをサーチする
必要が無く、短時間で最良の無線サービスを選択することができ、かつ、バッテリ残量が
少ない場合には利用可能な無線システムの中から消費電力の少ない無線サービスを選択し
、無線通信可能時間を長くすることができるマルチサービス無線通信システムを提供する
ことを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
前述した課題を解決するために、本発明は、複数の無線システムと、複数の無線システム
がそれぞれサービスを提供している複数のサービスゾーンを共通信号無線ゾーンでオーバ
ーレイしている共通信号無線ネットワーク基地局と、共通信号無線ゾーン内の各位置にお
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ける利用可能無線システムの情報をデータベースとして保持している管理サーバと、これ
ら各部を接続しているネットワークと、これら各部のサービスを受けるマルチサービス端
末とからなるマルチサービス無線通信システムにおいて、前記マルチサービス端末は、自
局の位置を検出する位置検出手段と、位置検出手段により検出した位置を共通信号無線ネ
ットワーク基地局を経由して管理サーバに伝達し、伝達した位置において利用可能な無線
システムに関する情報を共通信号無線ネットワーク基地局を経由して管理サーバのデータ
ベースから取得する利用可能無線システム情報取得手段と、利用可能無線システム情報取
得手段が取得した利用可能無線システムの中から選択条件に最も適合する無線システムを
選択するネットワーク選択切り替え手段とを有する。
【０００６】
このような構成によれば、利用可能無線システム情報獲得手段はマルチサービス端末の存
在位置における利用可能な無線システムの情報を獲得できる。そこで、ネットワーク選択
切り替え手段は、利用可能無線システム情報獲得手段によって獲得された利用可能な無線
システムについてのみ、受信電力レベル等の情報を取得し、選択条件に最も適合する無線
システムを短時間で自動的に選択することができる。
【０００７】
そして、本発明の実施の形態では、利用可能無線システム情報獲得手段は、ＧＰＳレシー
バを介して位置情報を獲得するＧＰＳレシーバインタフェースと、ＧＰＳレシーバインタ
フェースが獲得した位置情報を受け取るロケーションマネージャ部と、ロケーションマネ
ージャ部が受け取った位置情報を受け取り、受け取った位置情報に基づいて、共通信号無
線ネットワーク基地局を介して管理サーバからその位置情報に適合する利用可能な無線シ
ステムの情報を受け取り、ロケーションマネージャ部に渡す共通信号無線ネットワークイ
ンタフェース部とを有し、ネットワーク選択切り替え手段は、複数の無線システムとの通
信を行う複数のインターフェース部と、利用可能な無線システムについて複数のインター
フェース部が検出する受信電力レベルを選択するシステムスイッチ部と、システムスイッ
チ部を介して受け取った受信電力レベルを含めて選択条件に最も適合する無線システムを
選択し、インターネットプロトコル処理部およびシステムスイッチ部、並びに最も適合す
るものとして選択された無線システムを扱うインターフェース部を経由して通信を可能に
させるネットワーク選択部とを有する。
【０００８】
また、本発明において、前記ネットワーク選択切り替え手段は、無線システムを選択する
選択条件の中に、前記マルチサービス端末に装着されたバッテリのバッテリ残量に適合し
た消費電力の少ない無線システムの中からのみ無線システムを選択するという条件を含ん
でいる。このことにより、バッテリ残量が減少しても、消費電力の少ない無線システムで
通信可能時間を延長することができる。
【０００９】
さらに、本発明において、前記利用可能無線システム情報取得手段は、取得した利用可能
無線システムをリストとして表示器に表示してユーザに利用を所望する無線システムを指
示させ、前記ネットワーク選択切り替え手段は、指示された無線システムが選択条件に適
合しているか否かを判断し、選択条件に適合している場合には、その無線システムを選択
する。したがって、短時間にユーザの所望に応じた無線システムの選択が可能となる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について添付図面に基づいて説明する。図１は、本発明のマル
チサービス無線通信システムの実施の形態を示すブロック図、図２は、図１のマルチサー
ビス無線通信システムで使用されるマルチサービス端末の構成を説明するためのブロック
図、図３は、図２のネットワーク選択部が格納している、予め登録されたユーザのプロフ
ァイルであるシステム切替条件を示す図、図４は、ネットワーク選択部が管理サーバから
受け取る利用可能無線システムリストを示す図、図５は、ネットワーク選択部が利用可能
無線システムリストを用いて、選択する無線システムの優先順位を決定する内容を説明す
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るための図、図６は、バッテリ残量に応じて選択する無線システムの範囲に制限を加える
ところを示す図である。
【００１１】
図１に示されたマルチサービス無線通信システム１は、共通信号無線ネットワーク基地局
１００と、管理サーバ１１０と、無線ＬＡＮ－ＡＰ１２０，１２１（無線ＬＡＮアクセス
ポイント１２０，１２１）と、ＰＨＳ親局１３０，１３１と、これらからのサービスを受
ける移動端末であるマルチサービス端末１４０とを有する。これらの各部は、例えば、Ｌ
ＡＮネットワーク１５０で接続されている。共通信号無線ネットワーク基地局１００が提
供する共通信号無線ネットワークのサービス利用可能領域である共通信号無線ネットワー
ク無線ゾーンＺＣＣ（以降、共通信号無線ゾーンＺＣＣと記載する）は、無線ＬＡＮ－Ａ
Ｐ１２０，１２１が無線ＬＡＮのサービスを提供する無線ＬＡＮゾーンＺＷ０，ＺＷ１と
、ＰＨＳ親局１３０，１３１がＰＨＳのサービスを提供するＰＨＳゾーンＺＰ０，ＺＰ１
とをオーバーレイしている。
【００１２】
上述した無線ＬＡＮゾーンＺＷ０，ＺＷ１およびＰＨＳゾーンＺＰ０，ＺＰ１も図１に示
されるように、互いに部分的にあるいは全体的に重なり合うように構成されている。この
ように構成された共通信号無線ネットワーク基地局１００は、共通信号無線ゾーンＺＣＣ
に存在する全てのマルチサービス端末１４０との間で、複数の無線システムに共通の信号
をやり取りし、さらに、その信号は管理サーバ１１０との間でＬＡＮネットワーク１５０
を介してやり取りされる。例えば、後述の利用可能無線システムリストに関する管理サー
バ１１０とマルチサービス端末１４０との間のやり取り等を仲介する。
【００１３】
管理サーバ１１０は、共通信号無線ネットワーク基地局１００が管理する共通信号無線ゾ
ーンＺＣＣの各位置において、マルチサービス端末１４０が利用可能な無線システムに関
する情報を利用可能無線システムのデータベース（図４参照）として保持管理している。
管理サーバ１１０は、共通信号無線ネットワーク基地局１００からマルチサービス端末１
４０の位置情報が与えられ、その位置情報に対応した利用可能無線システムに関する情報
が要求されると、その位置情報に基づいてマルチサービス端末１４０の位置登録を行うと
ともに、格納したデータベースからその位置情報に適合する利用可能無線システムに関す
る情報を、利用可能無線システムリストとして共通信号無線ネットワーク基地局１００を
介してマルチサービス端末１４０に送信する。無線ＬＡＮ－ＡＰ１２０，１２１は、無線
ＬＡＮゾーンＺＷ０，ＺＷ１に存在するマルチサービス端末１４０に無線ＬＡＮのサービ
スを提供する。または、ＰＨＳ親局１３０，１３１は、ＰＨＳゾーンＺＰ０，ＺＰ１に存
在するマルチサービス端末１４０にＰＨＳのサービスを提供する。
【００１４】
マルチサービス端末１４０は、共通信号無線ゾーンＺＣＣの中で各種の無線システムのサ
ービスを選択的に受けることができる。この場合、マルチサービス端末１４０は、複数の
無線システムに共通の信号を共通信号無線ネットワーク基地局１００とやり取りし、共通
の信号以外の送受したいデータは、無線ＬＡＮ－ＡＰ１２０，１２１、または、ＰＨＳ親
局１３０，１３１とやり取りする。例えば、マルチサービス端末１４０は、自局の位置を
ＧＰＳで検出し、共通信号無線ネットワーク基地局１００を経由して管理サーバ１１０に
その位置情報を登録するとともに、その位置情報に適合する利用可能無線システムリスト
を受け取る。受け取った利用可能無線システムリストに含まれる無線システム（この例で
は、無線ＬＡＮ、または、ＰＨＳ）の中から現状に最適な無線システムを選択し、選択し
た無線ＬＡＮ－ＡＰ１２０，１２１、または、ＰＨＳ親局１３０，１３１を介してそのサ
ービスを受ける。
【００１５】
次に、上述のマルチサービス端末１４０の構成について図２を参照して詳しく説明する。
図２に示されるように、マルチサービス端末１４０は、無線ＬＡＮインターフェース部４
０と、ＰＨＳインターフェース部４１と、システムスイッチ部４２と、インターネットプ
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ロトコル処理部４３と、ネットワーク選択部４４と、バッテリモニタ部４５と、表示部４
６と、共通信号無線ネットワークインターフェース部４７と、ＧＰＳレシーバインターフ
ェース部４８と、ロケーションマネージャ部４９とを有する。
【００１６】
無線ＬＡＮインターフェース部４０は、無線ＬＡＮの物理層およびデータリンク層を実装
し、無線ＬＡＮ－ＡＰ１２０，１２１との間にリンクを張りデータ通信を行う。ＰＨＳイ
ンターフェース部４１は、ＰＨＳの物理層およびデータリンク層を実装し、ＰＨＳ親局１
３０，１３１との間にリンクを張りデータ通信を行う。システムスイッチ部４２は、異な
る物理層やデータリンク層を有する無線システムの切り替えを上位のネットワーク層に意
識させないで実行する。インターネットプロトコル処理部４３は、インターネットで使用
されるネットワーク層やトランスポート層のプロトコルを実行処理する。
【００１７】
ネットワーク選択部４４は、この例においては、自動選択モードあるいはユーザ指定選択
モードに設定可能にされている。自動選択モードに設定されている場合、後述の共通信号
無線ネットワークインターフェース部４７を経由して、管理サーバ１１０からロケーショ
ンマネージャ部４９が取得した利用可能な無線サービスリストと、下位の無線システムイ
ンターフェース部（この例では、無線ＬＡＮインターフェース部４０またはＰＨＳインタ
ーフェース部４１）が取得した当該の無線システムの受信電力のレベルと、ユーザが指定
した無線システム切替条件とに基づいて使用する無線システムの選択を行い（後述のバッ
テリモニタ部４５の制限を受けている場合、発呼時では、その制限内での無線システムの
選択を行い、通信中においては、制限内の無線システムに切り替え）、その選択結果に基
づいて、無線ＬＡＮインターフェース部４０、または、ＰＨＳインターフェース部４１を
介して選択した無線システムのサービスを受ける。
【００１８】
ネットワーク選択部４４は、ユーザ指定選択モードに設定されている場合、共通信号無線
ネットワークインターフェース部４７を経由して、管理サーバ１１０からロケーションマ
ネージャ部４９が取得した利用可能無線サービスリストを表示部４６に表示させ、ユーザ
の選択を待つ。ユーザの選択があると、選択された無線システムのアクセスを開始する。
すなわち、選択された無線システムについて、下位の無線システムインターフェース部が
取得した当該の無線システムの受信電力のレベルと、ユーザが指定した無線システム切替
条件とに基づいて、当該の無線システムが使用可能であるか否かを判定する。判定の結果
、使用可能であれば、その判定結果に基づいて、無線ＬＡＮインターフェース部４０、ま
たは、ＰＨＳインターフェース部４１を介してその無線システムのサービスを受ける。前
述の判定の結果、使用可能でなければ、その旨を表示部４６に表示し、次善の無線システ
ムを表示した利用可能無線サービスリストから選択するように要求し、選択動作を繰り返
す。
【００１９】
バッテリモニタ部４５は、マルチサービス端末１４０に装着された不図示のバッテリのバ
ッテリ残量をモニタし、その残量に従ってネットワーク選択部４４の無線システムの選択
の範囲に制限を加えるように動作する。この制限により、マルチサービス端末１４０の通
信可能時間を自動的に延ばすことができる。例えば、図１のマルチサービス無線通信シス
テム１において、４つの無線システムＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄが使用可能にされていたとする。バ
ッテリモニタ部４５は、常時あるいは間欠的にバッテリ残量をモニタし、図６に示される
閾値に従って、バッテリ残量が多く６０％以上の場合には、選択許可システムとして無線
システムＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの全てを指定し、ネットワーク選択部４４の無線システムの選択
に制限を加えないようにする。
【００２０】
しかし、バッテリ残量が減少して６０％未満で４０％以上になった場合には、バッテリモ
ニタ部４５は、消費電力が最も大きい無線システムＡを除き、選択許可システムとして無
線システムＢ，Ｃ，Ｄのみを指定し、ネットワーク選択部４４の無線システムの選択に制
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限を加える。この場合、ネットワーク選択部４４は、バッテリ残量以外の条件が選択すべ
きであることを示していても、無線システムＡを選択することはできず、無線システムＢ
，Ｃ，Ｄからのみ選択することができる。さらに、バッテリ残量が減少して４０％未満で
３０％以上になった場合、あるいは、３０％未満で２０％以上になった場合には、それぞ
れ選択許可システムとして無線システムＣ，Ｄ、あるいは、無線システムＤを指定し、ネ
ットワーク選択部４４の無線システムの選択に制限を加えるように動作する。もちろん、
必要であれば、バッテリモニタ部４５の動作は、選択的に働かないように設定可能であり
、あるいは、一部の閾値については無視するように設定することは可能であることはいう
までもない。
【００２１】
表示部４６は、上述したように要求される種々の表示内容を表示する。共通信号無線ネッ
トワークインターフェース部４７は、共通信号無線ネットワーク基地局１００との間で複
数の無線システムに関する共通の信号のやり取りを行う。ＧＰＳレシーバインターフェー
ス部４８は、マルチサービス端末１４０に配置されたＧＰＳレシーバ（不図示）を介して
マルチサービス端末１４０の位置情報を取得する。ロケーションマネージャ部４９は、Ｇ
ＰＳレシーバインターフェース部４８が取得した自局の位置情報を受け取り、共通信号無
線ネットワークインターフェース部４７が扱う共通信号無線ネットワークを介して管理サ
ーバ１１０に送信する。その応答として、ロケーションマネージャ部４９は、利用可能無
線サービスリストを管理サーバ１１０から受信し、例えば、ネットワーク選択部４４に提
供し、あるいは、表示部４６に表示する。
【００２２】
次に、マルチサービス端末１４０の一連の動作につき、バッテリ残量６０％以上であって
自動選択モードに設定されているという条件で、発呼時、通信中、着呼時に分けて順次に
説明する。発呼時において、マルチサービス端末１４０のロケーションマネージャ部４９
は、ＧＰＳレシーバインターフェース部４８から自局の位置情報を取得し、取得した位置
情報を共通信号無線ネットワークインターフェース部４７および共通信号無線ネットワー
ク基地局１００を介して管理サーバ１１０に送信する。位置情報を受信した管理サーバ１
１０は、その位置情報に基づいてマルチサービス端末１４０の位置登録を行うとともに、
その位置情報に適合する利用可能無線システムリストを共通信号無線ネットワーク基地局
１００を経由してマルチサービス端末１４０のロケーションマネージャ部４９宛に送信す
る。
【００２３】
上述の場合、利用可能無線システムリストは、例えば、図４に示されるように構成される
。すなわち、無線システム名ＮＭ、コストＣＴ、スピードＳＰ、接続性ＪＮ、連続性ＳＵ
、消費電力ＰＷ等の情報を含む。この場合、無線システム名ＮＭとしては、ＰＨＳや無線
ＬＡＮが挙げられている。コストＣＴとしては、単位時間当たりの通信費の順位である。
スピードＳＰとしては、単位時間当たりに伝送できるデータ量を示す。接続性ＪＴとして
は、接続の容易さ（例えば、通信トラフィックが粗な無線システムの空き回線数）を示す
。連続性ＳＵとしては、周辺にある同じ無線ゾーンのカバー率を示す。また、消費電力Ｐ
Ｗは、単位時間当たりの消費電力を示す。
【００２４】
ネットワーク選択部４４は、予め登録してあるユーザのプロファイルであるシステム切替
条件を図３に示されるように保持している。これらの個々の条件あるいはそれらを組み合
わせた条件と、ロケーションマネージャ部４９が取得した利用可能無線システムリストと
を受け取り、図５に示されるように、無線システム選択の優先度を決定する。ネットワー
ク選択部４４は、システムスイッチ部４２を介して、優先度の高い無線システムの順に、
その無線システムの受信電力のレベルを取得する。取得した電力レベルが通信可能なレベ
ルであれば、その無線システムでデータ通信を開始し、通信不可能なレベルであれば、次
に優先度の高い無線システムに対して同様に受信電力のレベルを取得し、通信を行うこと
ができるか否かを判断する。このように通信を行う無線システムが選択されると、選択さ
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れた無線システムを扱うインターフェース部（この例では、無線ＬＡＮインターフェース
部４０あるいはＰＨＳインターフェース部４１）は、物理層およびデータリンク層のレベ
ルで選択された無線システムとリンクする。その後、ネットワーク選択部４４は、通信可
能な無線システムに対して、例えば、インターネットプロトコル処理部４３を経由してシ
ステムスイッチ部４２にデータを渡し、選択された無線システムを扱うインターフェイス
部にそのデータを渡し、発呼を行うとともに通信状態に入る。
【００２５】
次にマルチサービス端末１４０が通信中である場合の動作、すなわち、通信中における無
線システムの切り替えについて説明する。ロケーションマネージャ部４９は、定期的にＧ
ＰＳレシーバインターフェース部４８から位置情報を取得し、一定時間あるいは一定距離
だけ進んだ場合、あるいは自局の選択した無線システムの受信電力レベルが落ちて切替が
必要になった場合に、共通信号無線ネットワークインターフェース部４７を経由して、新
しい位置情報を発呼時と同様に管理サーバ１１０に送信する。位置情報を受信した管理サ
ーバ１１０は、その位置情報に基づいてマルチサービス端末１４０の位置登録を更新する
とともに、その位置情報に適合する利用可能無線システムリストを、共通信号無線ネット
ワーク基地局１００を経由して、マルチサービス端末１４０に送信する。送信された利用
可能無線システムリストは、ロケーションマネージャ部４９によって受け取られる。
【００２６】
ネットワーク選択部４４は、予め登録されていたユーザのプロファイルであるシステム切
替の条件を図３のように保持しており、図３の個々の条件あるいはそれらを組み合わせた
条件と、ロケーションマネージャ部４９が取得した利用可能無線システムリストとを受け
取り、図５に示されるような無線システムを選択するための優先度を決定する。ネットワ
ーク選択部４４は、システムスイッチ部４２から最も優先度の高い無線システムに関する
受信電力のレベルを取得する。その受信電力のレベルが通信可能な電力レベルである場合
には、その無線システムを使用したデータ通信に切り替える。しかし、受信電力が通信可
能な電力レベルでない場合には、次に優先度の高い無線システムの受信電力のレベルを取
得し、その電力レベルに対する前述と同様な動作を繰り返す。
【００２７】
上述のように、通信可能であると判断された無線システムに関して、その無線システムを
扱うインターフェース部（この例では、無線ＬＡＮインターフェース部４０またはＰＨＳ
インターフェース部４１）は、物理層およびデータリンク層のレベルでリンクを行う。新
しいリンクを行うまで、通信に用いられていたインターフェースは、物理層およびデータ
リンク層のレベルで切断される。この場合、上位のインターネットプロトコル処理部４３
よりも上の処理部における通信は継続したまま、下位の物理層とデータリンク層を介して
、新らたな選択によるインターフェースの切り替えが行われる。
【００２８】
そこで、ネットワーク選択部４４は、通信可能な無線システムに対して、例えば、インタ
ーネットプロトコル処理部４３（他のネットワーク層やトランスポート層のプロトコル処
理部でもよい）を経由してシステムスイッチ部４２にデータを渡し、新たに選択されたイ
ンターフェース部（この例では、無線ＬＡＮインターフェース部４０またはＰＨＳインタ
ーフェース部４１）にそのデータが渡され、通信中の切り替えが実現される。さらに、着
呼時の動作に関しては、何れかのインターフェース部に着呼があると、システムスイッチ
部４２は、インターフェース部からのデータをインターネットプロトコル処理部４３を経
由して上位の処理部に渡し、データ通信を開始する。
【００２９】
上述の説明においては、理解を容易にするために、バッテリ残量が６０％以上であるとの
過程で説明したが、実際の事情に合わせて、バッテリ残量が減少する場合のマルチサービ
ス端末１４０の動作について説明する。バッテリモニタ部４５は、定期的にバッテリ残量
をモニタしており、図６に示される閾値（段階的に設けておく）と比較する。バッテリ残
量がある閾値を超えて変化した場合、発呼や、通信中の無線システムの切り替えと同様に
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、ネットワーク選択部４４は、利用可能無線システムリストを取得し、利用可能無線シス
テムリストの中で、図６に示される閾値に従ってバッテリモニタ部４５が排除するように
指定していない無線システムの中から最適な無線システムを選択し強制的に切り替える。
ネットワーク選択部４４の無線システムの選択および切り替えについては、通信中におけ
る選択および切り替えと同様である。したがって、マルチサービス端末１４０は、バッテ
リ残量が減少した場合、バッテリモニタ部４５の働きによって通信可能時間を自動的に延
ばすことができる。もちろん、必要であればスイッチ等により、この機能を選択的に停止
させることが可能であることはいうまでもない。
【００３０】
次に、マルチサービス端末１４０がユーザ指定選択モードに設定されている場合の動作に
ついて説明する。ユーザ指定選択モードが設定されている場合、ロケーションマネージャ
部４９は、定期的にＧＰＳレシーバインターフェース部４８から位置情報を取得する。ロ
ケーションマネージャ部４９は、一定時間あるいは一定距離進んだ場合、あるいは自局の
選択した無線システムの受信電力レベルが落ちて切替が必要になった場合（ＧＰＳレシー
バから受信したデータを基に算出）に、取得した位置情報を発呼時と同様に、共通信号無
線ネットワークインターフェース部４７を利用して、管理サーバ１１０に対してその位置
情報を送信する（管理サーバ１１０への位置登録も兼ねる）。
【００３１】
ロケーションマネージャ部４９は、管理サーバ１１０からの応答を待ち、応答される利用
可能無線システムリストを受信する。ロケーションマネージャ部４９は、表示部４６にこ
の利用可能無線システムリストを渡し、表示部４６に利用可能無線システムリストをポッ
プアップ表示させる。表示された利用可能無線システムリストの中からユーザによって所
望の無線システムが選択されると、その選択に関する情報がネットワーク選択部４４に渡
され、ネットワーク選択部４４は、発呼時および通信中の無線システムの切り替え等と同
様に、所望された無線システムへの接続を行う。
【００３２】
【発明の効果】
本発明のマルチサービス無線通信システムは、以上において説明したように構成されてい
るので、利用可能無線システム情報獲得手段はマルチサービス端末の存在位置において利
用可能な無線システムの情報を獲得できる。そこで、ネットワーク選択切り替え手段は、
利用可能無線システム情報獲得手段によって獲得された利用可能な無線システムについて
のみ、受信電力レベル等の情報を取得し、選択条件に最も適合する無線システムを短時間
で自動的に選択することができる。
【００３３】
また、上記選択条件の中に、マルチサービス端末に装着されたバッテリのバッテリ残量に
適合した消費電力の少ない無線システムの中からのみ無線システムを選択するという条件
を含ませれば、バッテリ残量が減少しても、消費電力の少ない無線システムで通信可能時
間を延長することができる。表示器に表示させた利用可能無線システムリストから所望の
無線システムを指示させれば、短時間にユーザの所望に応じた無線システムの選択が可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のマルチサービス無線通信システムの実施の形態を示すブロック図である
。
【図２】図１のマルチサービス無線通信システムで使用されるマルチサービス端末の構成
を説明するためのブロック図である。
【図３】図２のネットワーク選択部が格納している、予め登録されたユーザのプロファイ
ルであるシステム切替条件を示す図である。
【図４】ネットワーク選択部が管理サーバから受け取る利用可能無線システムリストを示
す図である。
【図５】ネットワーク選択部が利用可能無線システムリストを用いて、選択する無線シス
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テムの優先順位にを決定する内容を説明するための図である。
【図６】バッテリ残量に応じて選択する無線システムに制限を加えるところを示す図であ
る。
【符号の説明】
１　マルチサービス無線通信システム、４０　無線ＬＡＮインターフェース部、４１　Ｐ
ＨＳインターフェース部、４２　システムスイッチ部、４３　インターネットプロトコル
処理部、４４　ネットワーク選択部、４５　バッテリモニタ部、４６　表示部、４７　共
通信号無線ネットワークインターフェース部、４８ＧＰＳレシーバインターフェース部、
４９　ロケーションマネージャ部、１００　共通信号無線ネットワーク基地局、１１０　
管理サーバ、１２０，１２１　無線ＬＡＮ－ＡＰ（無線ＬＡＮアクセスポイント）、１３
０，１３１　ＰＨＳ親局、１４０　マルチサービス端末。

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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