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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラー携帯電話システムに対応する無線インタフェースと無線ＬＡＮシステムに対応
する無線インタフェースとを備えた無線移動端末装置であって、
　あらかじめ登録された登録情報である相手先の電話番号と端末装置の端末種別とを管理
する電話番号管理手段と、
　前記電話番号管理手段の前記登録情報から相手先の電話番号に対応する前記端末種別が
前記２つの無線インタフェースを備えたデュアルモードの無線移動端末装置であるか否か
を判定するデュアル端末判定手段と、
　前記デュアル端末判定手段により前記相手先が前記デュアルモードの無線移動端末装置
であると判定された場合に、前記いずれかの無線インタフェースで着信要求を検出してか
ら所定時間内に他方の無線インタフェースでの着信要求があれば前記いずれか一方の無線
インタフェースを選択し、前記所定時間内に他方の無線インタフェースでの着信要求がな
い場合には前記着信要求を検出した無線インタフェースを選択する着信インタフェース選
択手段と、
　前記着信インタフェース選択手段により選択された無線インタフェースからの着信要求
の着信処理を開始して前記相手先との通話路を接続する通話制御手段と、
　を具備する無線移動端末装置。
【請求項２】
　前記着信インタフェース選択手段は、前記いずれかの無線インタフェースで着信要求を
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検出してから所定時間内に他方の無線インタフェースでの着信要求があれば前記無線ＬＡ
Ｎシステムに対応する無線インタフェースを選択する請求項１に記載の無線移動端末装置
。
【請求項３】
　あらかじめ設定された情報に基づき、セルラー携帯電話システムと無線ＬＡＮシステム
のどちらのシステムの回線および対応する電話番号を使って接続した方が有益かを判断す
る有益回線判断手段を具備し、
　前記着信インタフェース選択手段は、前記いずれかの無線インタフェースで着信要求を
検出してから所定時間内に他方の無線インタフェースでの着信要求があれば前記有益回線
判断手段が有益と判断したシステムに対応する無線インタフェースを選択する請求項１に
記載の無線移動端末装置。
【請求項４】
　あらかじめ設定された情報に基づき、セルラー携帯電話システムと無線ＬＡＮシステム
のどちらのシステムの回線および対応する電話番号を使って接続した方が有益かを判断す
る有益回線判断手段と、現在通話に使用している無線インタフェースが有益ではなく、通
話中に有益である無線インタフェースが接続可能となった場合に前記有益である無線イン
タフェースから前記相手先に発呼する発呼判定指示手段と、を具備する請求項１又は請求
項２に記載の無線移動端末装置。
【請求項５】
　現在通話に使用している無線インタフェースが所定の品質を守れず、他方の無線インタ
フェースが接続可能である場合に前記他方の無線インタフェースから前記相手先に発呼す
る発呼判定指示手段を具備する請求項１から請求項４のいずれかに記載の無線移動端末装
置。
【請求項６】
　一方の無線インタフェースで前記相手先と通話路を接続中に、他方の前記無線インタフ
ェースで前記現在接続中の相手先から着信要求を検出した場合、着信要求のあった無線イ
ンタフェースからの着信要求の着信処理を開始して前記相手先との通話路を接続し、現在
接続中の無線インタフェースの回線を切断するインタフェース切り替え手段を具備する請
求項１から請求項５のいずれかに記載の無線移動端末装置。
【請求項７】
　セルラー携帯電話システムに対応する無線インタフェースと無線ＬＡＮシステムに対応
する無線インタフェースとを備え、請求項１から請求項５のいずれかに記載の無線移動端
末装置の相手先となる無線移動端末装置であって、
　あらかじめ登録された登録情報である相手先の電話番号と端末装置の端末種別とを管理
する電話番号管理手段と、
　前記電話番号管理手段の前記登録情報から相手先の電話番号に対応する前記端末種別が
前記２つの無線インタフェースを備えたデュアルモードの端末装置であるか否かを判定す
るデュアル端末判定手段と、
　前記相手先の端末装置の無線インタフェースに対応する電話番号を抽出する発信番号選
択手段と、
　前記デュアル端末判定手段により前記相手先が前記デュアルモードの無線移動端末装置
であると判定された場合、前記相手先の前記２つの無線インタフェースのうち、接続状態
にある無線インタフェースに対応する電話番号を選択する発信インタフェース選択手段と
、
　前記着信インタフェース選択手段により選択された電話番号対して発信する通話制御手
段と、
　を具備する無線移動端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、セルラー携帯電話システムに対応する無線インタフェースと、無線ＬＡＮシ
ステムに対応する無線インタフェースとを備えたデュアルモードの無線移動端末装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の通信システムにおいては、例えばＩＥＥＥ８０２．１１等の無線方式を用いた無
線ＬＡＮによる公衆無線ＬＡＮサービスが行なわれるようになってきている。この公衆無
線ＬＡＮサービスの通信システムが配置されている場所では、大容量無線通信を活かした
無線通信サービスを利用することが可能である。
【０００３】
　このような公衆無線ＬＡＮサービスの普及に伴い、既存のセルラー携帯電話システムの
無線インタフェースに加えて、無線ＬＡＮにも対応した無線インタフェースを備えた使い
勝手の良いデュアルモードの無線移動端末装置が求められるようになってきている。
【０００４】
　図１３は、セルラー携帯電話システムに対応する無線インタフェースと、無線ＬＡＮシ
ステムに対応する無線インタフェースとを備えた従来のデュアルモードの無線移動端末装
置の一例を示すブロック図である。
【０００５】
　図１３に示すように、無線移動端末装置１０は、セルラー通信のためのアンテナ１１、
無線ＬＡＮ通信のためのアンテナ１２、制御部１３、使用者が操作を行うためのボタン群
およびタッチパネルなどが配置された操作部１４を備えている。また、無線移動端末装置
１０は、これを使用するために必要な情報を使用者に視覚的および聴覚的に通知するため
の表示部１５、通話のための受話器（スピーカ）１６および送話器（マイク）１７を備え
ている。
【０００６】
　この無線移動端末装置１０の制御部１３は、セルラー通信を行うために無線インタフェ
ースを制御するセルラー通信制御部１８、無線ＬＡＮ通信を行うために無線インタフェー
スを制御する無線ＬＡＮ通信制御部１９、通話制御部２０とで構成されている。
【０００７】
　図１３において、通話制御部２０は、指定されたセルラー通信制御部１８または無線Ｌ
ＡＮ通信制御部１９を通して、対応する無線インタフェースを使用し、通話のための発信
手順を実行して相手先と通話路を接続する。
【０００８】
　また、通話制御部２０は、セルラー通信制御部１８または無線ＬＡＮ通信制御部１９か
らの着信要求をもとに、対応する無線インタフェースを使用し、通話のための着信手順を
実行して相手先と通話路を接続する。
【０００９】
　さらに、通話制御部２０は、通話路が接続された状態で、送話器１７からの音声データ
を対応する無線インタフェースを通して対応するアンテナ１１またはアンテナ１２により
送信し、アンテナ１１またはアンテナ１２が受信した音声データを対応する無線インタフ
ェースを通して受話器１６に送信する。
【００１０】
　ところで、このような複数の無線インタフェースを持つ無線移動端末装置１０において
は、着信時に、いずれかの無線インタフェースの持つ電話番号に発呼され、この発呼され
た電話番号をもつ無線インタフェースを通して相手先と通話路を接続することとなる。
【００１１】
　一方、無線移動端末装置１０の使用者は、各無線インタフェースの接続可能なサービス
エリアにいるかどうかの現状の接続可能状況に応じて、通話料金や通信速度などを考慮し
通話路を接続する無線インタフェースを選択したいという要望がある。
【００１２】
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　こうした要望に応える無線移動端末装置として、２つのインタフェースのうちの片方に
着信があると、使用者の指示によりもう一方のインタフェースを使って相手先に発呼し、
希望する回線で相手先との通話路を接続するようにしたものが知られている（例えば、特
許文献１参照）。
【００１３】
　また、この種の通話システムとして、ネットワーク側で、着信時、無線移動端末装置の
接続可能状況を判断し、接続する回線を選択できるようにしたものが知られている（例え
ば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開昭６３－２２４４２２号公報
【特許文献２】特開２００３－２８４１４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　ところで、前記従来のセルラー携帯電話システムに対応する無線インタフェースと、無
線ＬＡＮシステムに対応する無線インタフェースとを備えたデュアルモードの無線移動端
末装置においては、どちらの無線インタフェースが接続状態にあるかわからない。
【００１５】
　このため、このような複数の無線インタフェースを備えたデュアルモードの無線移動端
末装置では、発呼者は、相手先との通話路が接続できるまで、それぞれの無線インタフェ
ースに対応する電話番号に対して手動で発信操作を行う必要があった。
【００１６】
　また、着信側においては、特許文献１記載の無線移動端末装置の場合、前述したように
、２つの無線インタフェースのうちの片方に着信があると、もう一方の無線インタフェー
スを使って相手先に発呼して通話路を接続するため、その無線インタフェースが接続可能
な状態にないと、相手先に発呼している間、着信側の使用者が接続を待つ必要があるとい
う問題がある。
【００１７】
　また、特許文献２記載の通信システムは、前述したように、ネットワーク側が接続する
回線の選択機能をもっているため、ネットワーク側のサービスに対する依存性が高く、各
無線インタフェースのサービスが協調しなければ実現することができない。
【００１８】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、着信側の複数の無線インタフェースのど
ちらかが接続不可の場合でも、発信側および着信側のいずれも自動的に接続可能な無線イ
ンタフェースを通して接続することができる無線移動端末装置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】
【００１９】
　かかる課題を解決するため、本発明の無線移動端末装置は、セルラー携帯電話システム
に対応する無線インタフェースと無線ＬＡＮシステムに対応する無線インタフェースとを
備えた無線移動端末装置であって、あらかじめ登録された登録情報である相手先の電話番
号と端末装置の端末種別とを管理する電話番号管理手段と、前記電話番号管理手段の前記
登録情報から相手先の電話番号に対応する前記端末種別が前記２つの無線インタフェース
を備えたデュアルモードの無線移動端末装置であるか否かを判定するデュアル端末判定手
段と、前記デュアル端末判定手段により前記相手先が前記デュアルモードの無線移動端末
装置であると判定された場合に、前記いずれかの無線インタフェースで着信要求を検出し
てから所定時間内に他方の無線インタフェースでの着信要求があれば前記いずれか一方の
無線インタフェースを選択し、前記所定時間内に他方の無線インタフェースでの着信要求
がない場合には前記着信要求を検出した無線インタフェースを選択する着信インタフェー
ス選択手段と、前記着信インタフェース選択手段により選択された無線インターフェース
からの着信要求の着信処理を開始して前記相手先との通話路を接続する通話制御手段と、
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を具備する構成を採る。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、着信側の複数の無線インタフェースのどちらかが接続不可の場合でも
、発信側および着信側のいずれも自動的に接続可能な無線インタフェースを通して接続す
ることができ、相手先に発呼している間、着信側の使用者が接続を待つ必要がなくなる。
【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１に係る無線移動端末装置について、図面を参照して詳細に
説明する。なお、以下の説明では、無線移動端末装置として、セルラー携帯電話システム
に対応する無線インタフェースと、無線ＬＡＮシステムに対応する無線インタフェースと
を備えたデュアルモードの無線移動端末装置（以下、これを「デュアル端末」という）を
例にとって説明する。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図である
。
【００２３】
　図１に示すように、無線移動端末装置１００は、セルラー通信のためのアンテナ１０１
、無線ＬＡＮ通信のためのアンテナ１０２、通話のための受話器１０６および送話器１０
７を備えている。また、無線移動端末装置１００は、使用者が操作を行うためのボタン群
やタッチパネルなどが配置された操作部１１０、これを使用するために必要な情報を使用
者に視覚的および聴覚的に通知するための表示部１１１、制御部１１４を備えている。
【００２４】
　制御部１１４は、セルラー通信制御部１０３、無線ＬＡＮ通信制御部１０４、通話制御
部１０５、発信インタフェース選択部１０８、発信番号選択部１０９、電話番号管理部１
１２、デュアル端末判定部１１３、着信インタフェース選択部１１５とで構成されている
。
【００２５】
　図１において、セルラー通信制御部１０３は、セルラー通信を行うために無線インタフ
ェースを制御する。無線ＬＡＮ通信制御部１０４は、無線ＬＡＮ通信を行うために無線イ
ンタフェースを制御する。
【００２６】
　通話制御部１０５は、指定されたセルラー通信制御部１０３または無線ＬＡＮ通信制御
部１０４を通して、対応する無線インタフェースを使用し、通話のための発信手順を実行
して相手先と通話路を接続する。また、通話制御部１０５は、セルラー通信制御部１０３
または無線ＬＡＮ通信制御部１０４からの着信要求をもとに、対応する無線インタフェー
スを使用し、通話のための着信手順を実行して相手先と通話路を接続する。さらに、通話
制御部１０５は、通話路が接続された状態で、送話器１０７からの音声データを対応する
無線インタフェースを通して対応するアンテナ１０１またはアンテナ１０２に送信し、ア
ンテナ１０１またはアンテナ１０２が受信した音声データを対応する無線インタフェース
を通して受話器１０６に送信する。
【００２７】
　発信インタフェース選択部１０８は、無線移動端末装置１００の各無線インタフェース
が発信できる状態にあるかどうかそれぞれの接続状態を管理し、接続可能な状態にある無
線インタフェースを指定して通話制御部１０５に発信を指示する。
【００２８】
　発信番号選択部１０９は、相手先の端末装置が備えている無線インタフェースのそれぞ
れに対応する相手先の電話番号を抽出する。
【００２９】
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　電話番号管理部１１２は、あらかじめ登録された相手先の電話番号および端末種別など
の登録情報を管理する。
【００３０】
　デュアル端末判定部１１３は、電話番号管理部１１２に登録されている登録情報から、
相手先の電話番号に対応する端末装置の端末種別が、２つの無線インタフェースを備えた
デュアル端末であるか否かを判定する。
【００３１】
　着信インタフェース選択部１１５は、セルラー通信の無線インタフェースで着信要求を
検出すると、着信要求の相手先の電話番号をデュアル端末判定部１１３に出力し、デュア
ル端末判定部１１３による判定の結果、相手先の端末装置がデュアル端末であるときのみ
、あらかじめ決められた所定時間だけ、無線ＬＡＮシステムに対応する無線インタフェー
スでの着信要求を待つ。
【００３２】
　ここで、所定時間内に無線ＬＡＮシステムに対応する無線のインタフェースの着信要求
があった場合、着信インタフェース選択部１１５は、セルラー携帯電話システムの着信拒
否をし、無線ＬＡＮシステムに対応する無線インタフェースからの着信要求の着信処理を
開始する。一方、所定時間が経過しても無線ＬＡＮのシステムに対応する無線インタフェ
ースからの着信要求がない場合、着信インタフェース選択部１１５は、セルラー携帯電話
システムの無線インタフェースからの着信要求の着信処理を開始する。
【００３３】
　次に、この無線移動端末装置１００の使用者が、操作部１１０を使用して発信操作を行
った場合の制御部１１４の動作の一例について説明する。図２は、本実施の形態に係る無
線移動端末装置の発信操作時における制御部１１４の動作を示すフローチャートである。
【００３４】
　図２において、操作部１１０から発信操作があると制御部１１４の動作がスタートし、
まず、発信番号選択部１０９がデュアル端末判定部１１３に発信する相手先の端末装置が
デュアル端末か否かの問い合わせを行う（ステップＳＴ２０１）。
【００３５】
　これにより、デュアル端末判定部１１３は、相手先に対応する端末種別と電話番号とを
電話番号管理部１１２に登録されている登録情報の中から検索し、検索結果の端末種別よ
りデュアル端末か否かを判定する。そして、デュアル端末判定部１１３は、その判定結果
と、１つまたは２つの電話番号とを発信番号選択部１０９に通知する（ステップＳＴ２０
２）。
【００３６】
　ここで、発信番号選択部１０９は、相手先の端末種別がデュアル端末の場合、電話番号
として、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ番号との２つの電話番号を抽出できる。
また、発信番号選択部１０９は、相手先の端末種別がデュアル端末でない場合、電話番号
として、相手先セルラー番号または相手先無線ＬＡＮ番号のどちらか１つの電話番号を抽
出できる。
【００３７】
　そして、発信番号選択部１０９は、デュアル端末判定部１１３の判定結果がデュアル端
末の場合（ステップＳＴ２０３：Ｙｅｓ）には、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ
番号とを選択し、発信インタフェース選択部１０８に渡す（ステップＳＴ２０４）。
【００３８】
　発信インタフェース選択部１０８は、無線ＬＡＮ通信制御部１０４より、発信できる状
態にあるか否か無線ＬＡＮのインタフェースの接続状態を確認する（ステップＳＴ２０５
）。
【００３９】
　ここで、無線ＬＡＮのインタフェースが接続可能状態にある場合（ステップＳＴ２０５
：Ｙｅｓ）には、発信インタフェース選択部１０８は、通話制御部１０５に無線ＬＡＮの
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インタフェースを指定して、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ番号との２つに発呼
を指示する。この発呼指示に従い、無線ＬＡＮ通信制御部１０４および通話制御部１０５
は、無線ＬＡＮのインタフェースを通して、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ番号
との２つに発呼する（ステップＳＴ２０６）。そして、無線移動端末装置１００は、この
発呼に相手先が応答すれば、通話を開始する。
【００４０】
　一方、無線ＬＡＮのインタフェースが接続可能状態にない場合（ステップＳＴ２０５：
Ｎｏ）には、発信インタフェース選択部１０８は、セルラー通信制御部１０３より、発信
できる状態にあるか否かセルラーのインタフェースの接続状態を確認する。
【００４１】
　そして、セルラーのインタフェースが接続可能状態にある場合（ステップＳＴ２０７：
Ｙｅｓ）には、通話制御部１０５に、セルラーのインタフェースを指定して、相手先セル
ラー番号または相手先無線ＬＡＮ番号で発呼を指示する。このとき、電話番号管理部１１
２から抽出できた電話番号の中に相手先セルラー番号がある場合には、相手先セルラー番
号で発呼の指示を行い、電話番号管理部１１２から抽出できた電話番号が相手先無線ＬＡ
Ｎ番号のみの場合には、相手先無線ＬＡＮ番号で発呼を指示する。
【００４２】
　この発呼の指示に従い、セルラー通信制御部１０３および通話制御部１０５は、セルラ
ーのインタフェースを通して、指示された電話番号に発呼する（ステップＳＴ２０８）。
その後、無線移動端末装置１００は、相手先が応答すれば、通話を開始する。
【００４３】
　また、発信番号選択部１０９は、デュアル端末判定部１１３の判定結果がデュアル端末
ではない場合（ステップＳＴ２０３：Ｎｏ）には、電話番号管理部１１２から検索した電
話番号を選択し、発信インタフェース選択部１０８に渡す（ステップＳＴ２０９）。
【００４４】
　これにより、発信インタフェース選択部１０８は、セルラー通信制御部１０３より、発
信できる状態にあるか否かセルラーのインタフェースの接続状態を確認する。そして、セ
ルラーのインタフェースが接続可能状態にある場合（ステップＳＴ２０７：Ｙｅｓ）には
、通話制御部１０５に、セルラーのインタフェースを指定して、この相手先電話番号で発
呼を指示する。
【００４５】
　この発呼の指示に従い、セルラー通信制御部１０３および通話制御部１０５は、セルラ
ーのインタフェースを通して、指示された電話番号に発呼する（ステップＳＴ２０８）。
その後、無線移動端末装置１００は、相手先が応答すれば、通話を開始する。
【００４６】
　また、ステップＳＴ２０７でセルラーのインタフェースが接続可能状態にない場合（ス
テップＳＴ２０７：Ｎｏ）には、その旨を無線移動端末装置１００の使用者に伝えるべく
、表示部１１１に発信できなかったことを表示する（ステップＳＴ２１０）。
【００４７】
　次に、この無線移動端末装置１００において、着信インタフェース選択部１１５がセル
ラー通信制御部１０３からの着信要求を検出した場合の制御部１１４の動作の一例につい
て説明する。図３は、本実施の形態に係る無線移動端末装置のセルラー通信制御部１０３
からの着信要求を検出した場合の制御部１１４の動作を示すフローチャートである。
【００４８】
　図３において、着信インタフェース選択部１１５がセルラー通信制御部１０３からの着
信要求を検出すると制御部１１４の動作がスタートし、着信要求の相手先電話番号をもと
に、相手先の端末装置がデュアル端末か否かの問い合わせをデュアル端末判定部１１３に
行う（ステップＳＴ３０１）。
【００４９】
　これにより、デュアル端末判定部１１３は、電話番号管理部１１２から渡された相手先
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電話番号に対応する端末種別を検索し、この検索結果の端末種別よりデュアル端末か否か
を判定して、着信インタフェース選択部１１５に判定結果を渡す（ステップＳＴ３０２）
。
【００５０】
　着信インタフェース選択部１１５は、デュアル端末判定部１１３の判定結果より、相手
先の端末装置がデュアル端末の場合（ステップＳＴ３０３：Ｙｅｓ）、あらかじめ決めら
れた時間に満了となるように設定されたタイマーをセットする。（ステップＳＴ３０４）
。
【００５１】
　また、着信インタフェース選択部１１５は、前記タイマーが満了するまで（ステップＳ
Ｔ３０５：Ｎｏ）、無線ＬＡＮ通信制御部１０４からの着信要求を待つ（ステップＳＴ３
０６）。
【００５２】
　そして、着信インタフェース選択部１１５は、前記タイマーが満了するまでの間に無線
ＬＡＮ通信制御部１０４からの着信要求を検出すると（ステップＳＴ３０６：Ｙｅｓ）、
セルラー通信制御部１０３に対して、このインタフェースで検出した着信要求の着信拒否
を指示し、通話制御部１０５に無線ＬＡＮのインタフェースからの着信要求を渡す（ステ
ップＳＴ３０７）。
【００５３】
　これにより、通話制御部１０５は、無線ＬＡＮのインタフェースからの着信要求に従っ
て着信処理を開始する。その後、この着信を示すメセージまたはマークが表示部１１１に
表示され、この表示を受けて使用者が操作部１１０を操作して着信に応答すれば通話が開
始される。
【００５４】
　一方、ステップＳＴ３０５で、前記タイマーが満了した場合（ステップＳＴ３０５：Ｙ
ｅｓ）には、着信インタフェース選択部１１５は、通話制御部１０５にセルラーのインタ
フェースからの着信要求を渡す（ステップＳＴ３０８）。
【００５５】
　これにより、通話制御部１０５は、着信インタフェース選択部１１５から渡された着信
要求に従って、着信処理を開始する。その後、この着信を示すメセージまたはマークが表
示部１１１に表示され、この表示を受けて使用者が操作部１１０を操作して着信に応答す
れば通話が開始される。
【００５６】
　これと同様に、ステップＳＴ３０３での判定結果、相手先の端末装置がデュアル端末で
ない場合（ステップＳＴ３０３：Ｎｏ）にも、着信インタフェース選択部１１５は、通話
制御部１０５にセルラーのインタフェースからの着信要求を渡す（ステップＳＴ３０８）
。
【００５７】
　そして、通話制御部１０５は、着信インタフェース選択部１１５から渡された着信要求
に従って、着信処理を開始する。その後、この着信を示すメッセージまたはマークが表示
部１１１に表示され、この表示を受けて使用者が操作部１１０を操作して着信に応答すれ
ば通話が開始される。
【００５８】
　なお、この無線移動端末装置１００において、無線ＬＡＮ通信制御部１０４からの着信
要求が先に検出された場合の制御部１１４の動作は、図１３に示した従来の無線移動端末
装置１０の場合と同様である。
【００５９】
　次に、この無線移動端末装置１００の電話番号管理部１１２に管理されているデータの
一例について説明する。図４は、本実施の形態に係る無線移動端末装置の電話番号管理部
に管理されているデータの一例を示すデータ表である。
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【００６０】
　無線移動端末装置１００の電話番号管理部１１２は、図４に示すように、あらかじめ登
録されたデータである、相手先（氏名）と、相手先の電話番号と、相手先端末の端末種別
とを管理する。
【００６１】
　デュアル端末判定部１１３は、図４に示す、セルラー＝１、無線ＬＡＮ＝０、デュアル
端末＝１、またはセルラー＝０、無線ＬＡＮ＝１、デュアル端末＝１、との登録情報から
、相手先に対応する端末種別が、セルラーと無線ＬＡＮとの２つのインタフェースを持つ
デュアル端末装置であることを知ることができ、相手先の「田村一郎」の電話番号「０１
２３４」および「０５６７８」を検索することができる。
【００６２】
　また、デュアル端末判定部１１３は、図４に示す、セルラー＝１、無線ＬＡＮ＝０、デ
ュアル端末＝０、との登録情報から、相手先に対応する端末種別が、セルラーインタフェ
ースのみを持つ端末装置であることを知ることができ、相手先の「北村次郎」の電話番号
「０３３３３」を検索することができる。
【００６３】
　また、デュアル端末判定部１１３は、図４に示す、セルラー＝０、無線ＬＡＮ＝１、デ
ュアル端末＝０、との登録情報から、相手先に対応する端末種別が、無線ＬＡＮインタフ
ェースのみを持つ端末装置であることを知ることができ、相手先の「佐藤三郎」の電話番
号「０７７７７」を検索することができる。
【００６４】
　さらに、デュアル端末判定部１１３は、図４に示す、セルラー＝０、無線ＬＡＮ＝０、
デュアル端末＝０、との登録情報から、相手先に対応する端末種別が、上述のいずれにも
当てはまらない端末装置であることを知ることができ、該当する相手先および電話番号が
無いとの検索結果を示す。
【００６５】
　このように、デュアル端末判定部１１３は、無線移動端末装置１００の電話番号管理部
１１２にあらかじめ登録されたデータにより、相手先に対応する端末種別と電話番号とを
検索することができる。
【００６６】
　このようにして、デュアル端末判定部１１３は、その検索した端末種別より発信する端
末装置がデュアル端末であるか否かを判定し、その判定結果と、１つまたは２つの電話番
号とを発信番号選択部１０９に通知する（図２のステップＳＴ２０２参照）。
【００６７】
　また、デュアル端末判定部１１３は、電話番号管理部１１２から渡された相手先電話番
号に対応する端末種別を検索し（図３のステップＳＴ３０２）、この検索結果から相手先
の端末装置がデュアル端末であるか否かを判定する（図３のステップＳＴ３０３）。
【００６８】
　このように、本実施の形態に係る無線移動端末装置１００においては、使用者が発信操
作をおこなった場合、相手先がデュアル端末であるか否かを判定し、相手先がデュアル端
末であれば、相手先の２つの無線インタフェースに対応する電話番号それぞれに対し発信
する。
【００６９】
　また、本実施の形態に係る無線移動端末装置１００においては、セルラーのインタフェ
ースで着信要求を検出した場合、相手先の発信がデュアル端末であるか否かを判定し、相
手先の発信がデュアル端末である場合、無線ＬＡＮのインタフェースが接続可能であれば
、無線ＬＡＮのインタフェースで着信でき、無線ＬＡＮのインタフェースが接続不可であ
れば、セルラーのインタフェースで着信することができる。
【００７０】
　従って、本実施の形態に係る無線移動端末装置１００においては、着信側のデュアル端
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末の２つのインタフェースのどちらかが接続不可の場合でも、発信側および着信側のいず
れも自動的に接続可能なインタフェースを通して接続することができる。
【００７１】
　また、本実施の形態に係る無線移動端末装置１００においては、着信側のデュアル端末
の２つのインタフェースの両方が接続可能な場合は、無線ＬＡＮのインタフェースで接続
でき、経済的な面や通信速度の面で有利な通信回線を選択することができる。
【００７２】
　また、本実施の形態に係る無線移動端末装置１００においては、ネットワーク側に接続
する回線の選択機能をもたせる必要がなく、端末装置側のみで回線を選択できるので、ネ
ットワーク側のサービスに依存しない通信システムを実現することができる。
【００７３】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図である
。なお、図５の無線移動端末装置５００において、図１に示した無線移動端末装置１００
と共通する構成部分は、図１と同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。図５の無線移
動端末装置５００は、図１に示した無線移動端末装置１００と比較して、有益回線判断部
５０１を追加した構成をとる。
【００７４】
　有益回線判断部５０１は、あらかじめ設定された情報に基づき、セルラー通信と無線Ｌ
ＡＮ通信のうち、どちらのシステムの回線および対応する電話番号を使って接続した方が
有益かを判断する。有益回線判断部５０１で、あらかじめ設定される情報の一例として、
各電話システムの時間帯ごとの料金表が考えられ、判断は、使用する電話システムと接続
時の時間から、料金の有益なものを選択する。
【００７５】
　着信インタフェース選択部１１５は、セルラーの無線インタフェースまたは、無線ＬＡ
Ｎの無線インタフェースで着信要求を検出すると、着信要求の相手先の電話番号をデュア
ル端末判定部１１３に出力し、デュアル端末判定部１１３による判定の結果、相手先の端
末装置がデュアル端末であった場合、着信した無線インタフェースの情報を有益回線判断
部５０１に出力する。
【００７６】
　有益回線判断部５０１により、着信した無線インタフェースで接続するのが有益と判断
された場合、着信インタフェース選択部１１５は、この無線インタフェースの着信要求の
着信処理を開始する。
【００７７】
　一方、有益回線判断部５０１により、着信した無線インタフェースで接続するのが有益
でないと判断された場合、着信インタフェース選択部１１５は、あらかじめ決められた所
定時間だけ、もう一方の無線インタフェースでの着信要求を待つ。
【００７８】
　ここで、所定時間内に着信要求を待つ無線のインタフェースの着信要求があった場合に
は、先に着信要求のあった無線インタフェースの着信を拒否し、後に着信要求のあった無
線インタフェースからの着信要求の着信処理を開始する。
【００７９】
　一方、所定時間が経過しても着信要求を待つ無線インタフェースからの着信要求がない
場合には、先に着信要求のあった無線インタフェースからの着信要求の着信処理を開始す
る。
【００８０】
　次に、この無線移動端末装置５００において、着信インタフェース選択部１１５がセル
ラー通信制御部１０３または無線ＬＡＮ通信制御部１０４からの着信要求を検出した場合
の制御部１１４の動作の一例について説明する。
【００８１】
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　図６は、本実施の形態２に係る無線移動端末装置の片方の通信制御部からの着信要求を
検出した場合の制御部１１４の動作を示すフローチャートである。ここでは、この着信要
求を検出した通信制御部に対応するインタフェースをＡインタフェース、もう一方のイン
タフェースをＢインタフェースと呼ぶ。
【００８２】
　図６において、着信インタフェース選択部１１５がＡインタフェースに対応する通信制
御部からの着信要求を検出すると制御部１１４の動作がスタートし、着信要求の相手先電
話番号をもとに、相手先の端末装置がデュアル端末か否かの問い合わせをデュアル端末判
定部１１３に行う（ステップＳＴ６０１）。
【００８３】
　これにより、デュアル端末判定部１１３は、電話番号管理部１１２から渡された相手先
電話番号に対応する端末種別を検索し、この検索結果の端末種別よりデュアル端末か否か
を判定して、着信インタフェース選択部１１５に判定結果を渡す（ステップＳＴ６０２）
。
【００８４】
　着信インタフェース選択部１１５は、デュアル端末判定部１１３の判定結果より、相手
先の端末装置がデュアル端末の場合（ステップＳＴ６０３：Ｙｅｓ）、着信した無線イン
タフェースをもとに、有益回線判断部５０１に、着信した無線インタフェースで接続する
のが有益か否かの問い合わせを行い、判断結果を得る。
【００８５】
　有益回線判断部５０１の判断結果が有益でない場合（ステップＳＴ６０４：Ｎｏ）、着
信インタフェース選択部１１５は、あらかじめ決められた時間に満了となるように設定さ
れたタイマーをセットする（ステップＳＴ６０５）。
【００８６】
　また、着信インタフェース選択部１１５は、前記タイマーが満了するまで（ステップＳ
Ｔ６０６：Ｎｏ）、Ｂインタフェースに対応する通信制御部からの着信要求を待つ（ステ
ップＳＴ６０７）。
【００８７】
　そして、着信インタフェース選択部１１５は、前記タイマーが満了するまでの間にＢイ
ンタフェースに対応する通信制御部からの着信要求を検出すると（ステップＳＴ６０７：
Ｙｅｓ）、Ａインタフェースに対応する通信制御部に対して、このインタフェースで検出
した着信要求の着信拒否を指示し、通話制御部１０５にＢインタフェースからの着信要求
を渡す（ステップＳＴ６０８）。
【００８８】
　これにより、通話制御部１０５は、Ｂインタフェースからの着信要求に従って着信処理
を開始する。その後、この着信を示すメセージまたはマークが表示部１１１に表示され、
この表示を受けて使用者が操作部１１０を操作して着信に応答すれば通話が開始される。
【００８９】
　一方、ステップＳＴ６０６で、前記タイマーが満了した場合（ステップＳＴ６０６：Ｙ
ｅｓ）合には、着信インタフェース選択部１１５は、通話制御部１０５にＡインタフェー
スからの着信要求を渡す（ステップＳＴ６０９）。
【００９０】
　これにより、通話制御部１０５は、着信インタフェース選択部１１５から渡された着信
要求に従って、着信処理を開始する。
【００９１】
　その後、この着信を示すメセージまたはマークが表示部１１１に表示され、この表示を
受けて使用者が操作部１１０を操作して着信に応答すれば通話が開始される。
【００９２】
　これと同様に、ステップＳＴ６０４での判断の結果、着信したインタフェースで接続す
るのが有益である場合（ステップＳＴ６０４：Ｙｅｓ）、及び、ステップＳＴ６０３での
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判定結果、相手先の端末装置がデュアル端末でない場合（ステップＳＴ６０３：Ｎｏ）に
も、着信インタフェース選択部１１５は、通話制御部１０５にＡインタフェースからの着
信要求を渡す（ステップＳＴ６０９）。
【００９３】
　そして、通話制御部１０５は、着信インタフェース選択部１１５から渡された着信要求
に従って、着信処理を開始する。
【００９４】
　その後、この着信を示すメセージまたはマークが表示部１１１に表示され、この表示を
受けて使用者が操作部１１０を操作して着信に応答すれば通話が開始される。
【００９５】
　このように、本実施の形態では、一方のインタフェースで着信要求を検出した場合、相
手先の発信がデュアル端末である場合、２つのインタフェースの両方が接続可能な場合は
、有益なインタフェースで接続でき、経済的な面や通信速度の面で有利な通信回線を選択
することができる。
【００９６】
　また、本実施の形態に係る無線移動端末装置５００においては、ネットワーク側に接続
する回線の選択機能をもたせる必要がなく、端末装置側のみで回線を選択できるので、ネ
ットワーク側のサービスに依存しない通信システムを実現することができる。
【００９７】
　（実施の形態３）
　図７は、本発明の実施の形態３に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図である
。なお、図７の無線移動端末装置７００において、図１に示した無線移動端末装置１００
と共通する構成部分は、図１と同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。図７の無線移
動端末装置７００は、図１に示した無線移動端末装置１００と比較して、発信インタフェ
ース選択部１０８、発信番号選択部１０９、着信インタフェース選択部１１５を削除し、
有益回線判断部７０１、発呼判定指定部７０２を追加した構成をとる。なお、図７の無線
移動端末装置７００に、発信インタフェース選択部１０８、発信番号選択部１０９、着信
インタフェース選択部１１５を追加しても問題ない。
【００９８】
　有益回線判断部７０１は、あらかじめ設定された情報に基づき、本無線移動端末装置７
００の２つの無線インタフェースのうち、現在通話に使用している無線インタフェースの
方が有益か否か、さらには、相手先のデュアルモードの端末装置が持つ２つの電話番号の
うち、現在通話に使用している相手先の電話番号の方が有益か否かを判断する。なお、無
線インタフェースまたは電話番号が有益とは、例えば、通信または通話の料金が安いこと
である。
【００９９】
　発呼判定指示部７０２は、デュアル端末判定部１１３によりデュアルモードの端末装置
であると判定された相手先の端末装置と通話路を接続して通話中に、有益回線判断部７０
１により有益であると判断された無線インタフェースが、接続できない状態から接続でき
る状態に変化したとき、この有益な無線インタフェースを使用して、有益な相手先電話番
号に発呼し、新たな通話路を接続するように、通信制御部１０５に指示する。なお、有益
回線判断部７０１により有益であると判断された無線インタフェースは、その無線サービ
スでの基地局との間の電波状態を定期的に監視することにより、接続できない状態から接
続できる状態に変化したことを知ることができる。
【０１００】
　さらに、発呼判定指示部７０２は、当該相手先と新たな通話路が接続できれば、通話中
であった通話路の接続の切断要求を通信制御部１０５に指示する。
【０１０１】
　また、発呼判定指示部７０２は、当該相手先と新たな通話路が接続できない場合、あら
かじめ設定された一定期間ごとに定期的に接続を実施する。
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【０１０２】
　次に、この無線移動端末装置７００の使用者が、ある相手先の端末装置と通話路を接続
し、通話中である場合の制御部１１４の動作の一例について説明する。図８は、本実施の
形態３に係る無線移動端末装置の通話中における制御部１１４の動作を示すフローチャー
トである。
【０１０３】
　図８において、この無線移動端末装置７００の使用者が、ある相手先の端末装置と通話
路を接続し、通話開始し、通話中になると、制御部１１４の発呼判定指示部７０２の動作
がスタートし、まず、通話制御部１０５から、通話中の相手先電話番号と、本無線移動端
末装置７００の使用する無線インタフェースを取得する。
【０１０４】
　さらに、発呼判定指示部７０２は、この通話中の相手先電話番号をもとに、デュアル端
末判定部１１３に、通話中の相手先の端末装置がデュアル端末か否かの問い合わせを行う
（ステップＳＴ８０１）。
【０１０５】
　これにより、デュアル端末判定部１１３は、相手先に対応する端末種別と電話番号とを
電話番号管理部１１２に登録されている登録情報の中から検索し、検索結果の端末種別よ
りデュアル端末か否かを判定する。そして、デュアル端末判定部１１３は、その判定結果
と、１つまたは２つの電話番号とを発呼判定指示部７０２に通知する（ステップＳＴ８０
２）。
【０１０６】
　ここで、発呼判定指示部７０２は、相手先の端末種別がデュアル端末の場合、電話番号
として、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ番号との２つの電話番号を抽出できる。
【０１０７】
　そして、発呼判定指示部７０２は、デュアル端末判定部１１３の判定結果がデュアル端
末の場合（ステップＳＴ８０３：Ｙｅｓ）には、本無線移動端末装置７００の２つの無線
インタフェースのうち、現在通話に使用している無線インタフェースが有益か否か、さら
には、当該相手先のデュアルモードの端末装置が持つ２つの電話番号のうち、現在通話に
使用している相手先の電話番号は有益か否かを、有益回線判断部７０１に問い合わせを行
い、その判断結果を得る。（ステップＳＴ８０４）。
【０１０８】
　次に、発呼判定指示部７０２は、有益回線判断部７０１の判断結果が、本無線移動端末
装置７００の２つの無線インタフェースのうち、現在通話に使用している無線インタフェ
ースが有益でない場合（ステップＳＴ８０５：Ｎｏ）、発呼判定指示部７０２は、有益で
あると判断された無線インタフェースに対応する通信制御部に対して、発信できる状態に
あるか否か無線インタフェースの接続状態を確認する（ステップＳＴ８０７）。
【０１０９】
　ここで、有益であると判断された無線インタフェースが接続可能状態にある場合（ステ
ップＳＴ８０７：Ｙｅｓ）には、発呼判定指示部７０２は、通話制御部１０５に、有益で
あると判断された無線インタフェースを使用し、有益と判断された相手先電話番号に発呼
し、新たな通話路を接続することを指示する。
【０１１０】
　この発呼指示に従い、通話制御部１０５は、対応する通信制御部を通して、相手先電話
番号に発呼する（ステップＳＴ８０８）。
【０１１１】
　次に、通話制御部１０５は、あらかじめ設定された時間（タイマー１の設定時間）内で
、相手先からの接続応答を待つ。一定時間内に、相手先からの接続応答があり、通話制御
部１０５が、当該相手先と新たな通話路を接続したことを、発呼判定指示部７０２に通知
した場合（ステップＳＴ８０９：Ｙｅｓ）、発呼判定指示部７０２は、通話中であった通
話路の接続の切断要求を通話制御部１０５に指示し、通話制御部１０５は、通話中であっ
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た通話路を切断し、通話中であった通話路を、新たな通話路に切り替える（ステップＳＴ
８１０）。この動作により、通話路を切り替えて通話が継続される。
【０１１２】
　一方、一定時間（タイマー１の設定時間）内に相手先からの接続応答がないことを、通
話制御部１０５が発呼判定指示部７０２に通知した場合（ステップＳＴ８０９：Ｎｏ）、
発呼判定指示部７０２は、通話制御部１０５に、発呼指示の取り消しを指示し、通話制御
部１０５は、発呼処理を取り消す。さらに、発呼判定指示部７０２は、あらかじめ設定さ
れた時間（タイマー２の設定時間）だけ、時間経過を待つ（ステップＳＴ８１１）。その
後、ステップＳＴ８０３の処理に戻り、同様の処理を繰り返す。このように、前記相手先
からの接続応答がない場合、繰り返し、定期的（タイマー２の設定時間ごと）に、相手先
に対して発呼をし、新たな通話路の接続を試みる。
【０１１３】
　また、有益であると判断された無線インタフェースが接続可能状態にない場合（ステッ
プＳＴ８０７：Ｎｏ）には、ステップＳＴ８０３の処理に戻り、同様の処理を繰り返す。
【０１１４】
　このように、有益であると判断された無線インタフェースが接続可能状態になるまで、
繰り返し確認し、有益であると判断された無線インタフェースが接続可能状態になる（ス
テップＳＴ８０７：Ｙｅｓ）と、上記で述べたように、相手先に対して発呼をし、新たな
通話路の接続を試みる。
【０１１５】
　また、現在通話に使用している無線インタフェースが有益である場合（ステップＳＴ８
０５：Ｙｅｓ）、発呼判定指示部７０２は、有益回線判断部７０１の判断結果により、前
記相手先のデュアルモードの端末装置も持つ２つの電話番号のうち、現在通話に使用して
いる相手先の電話番号は有益を確認する（ステップＳＴ８０６）。
【０１１６】
　前記相手先のデュアルモードの端末装置の持つ２つの電話番号のうち、現在通話に使用
している相手先の電話番号が有益でない場合（ステップＳＴ８０６で「Ｎｏ」の場合）、
ステップＳＴ８０８の処理を行う。
【０１１７】
　前記相手先のデュアルモードの端末装置の持つ２つの電話番号のうち、現在通話に使用
している相手先の電話番号が有益である場合（ステップＳＴ８０６：Ｙｅｓ）、処理を終
了し、通話中であった通話路で、通話が継続される。
【０１１８】
　また、ステップＳＴ８０３での判定結果がデュアル端末でない場合（ステップＳＴ８０
３：Ｎｏ）には、処理を終了し、通話中であった通話路で、通話が継続される。
【０１１９】
　このように、本実施の形態では、通話中に有益であると判断された無線インタフェース
が接続可能となった場合には、有益なインタフェースで接続でき、経済的な面や通信速度
の面で有利な通信回線を選択することができる。
【０１２０】
　（実施の形態４）
　図９は、本発明の実施の形態４に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図である
。なお、図９の無線移動端末装置９００において、図１に示した無線移動端末装置１００
と共通する構成部分は、図１と同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。図９の無線移
動端末装置９００は、図１に示した無線移動端末装置１００と比較して、発信インタフェ
ース選択部１０８、発信番号選択部１０９、着信インタフェース選択部１１５を削除し、
発呼判定指定部９０１を追加した構成をとる。なお、図９の無線移動端末装置９００に、
発信インタフェース選択部１０８、発信番号選択部１０９、着信インタフェース選択部１
１５を追加しても問題ない。
【０１２１】



(15) JP 4185513 B2 2008.11.26

10

20

30

40

50

　発呼判定指示部９０１は、本無線移動端末装置９００の２つの無線インタフェースのう
ち、現在通話に使用している無線インタフェースが、あらかじめ設定された品質を守れて
いるかと、もう一方の未使用の無線インタフェースが接続できる状態にあるかを、セルラ
ー通信制御部１０３および無線ＬＡＮ通信制御部１０４に確認する。
【０１２２】
　さらに、発呼判定指示部９０１は、現在通話に使用している無線インタフェースが、あ
らかじめ設定された品質を守れない状態となり、もう一方の未使用の無線インタフェース
が接続できる状態にある場合、この未使用の無線インタフェースを使用して、相手先電話
番号に発呼し、新たな通話路を接続するように、通話制御部１０５に指示する。
【０１２３】
　さらに、発呼判定指示部９０１は、前記相手先と新たな通話路が接続できれば、通話中
であった通話路の接続の切断要求を通話制御部１０５に指示する。
【０１２４】
　また、発呼判定指示部９０１は、前記相手先と新たな通話路が接続できない場合、あら
かじめ設定された一定期間ごとに定期的に接続を実施する。
【０１２５】
　次に、この無線移動端末装置９００の使用者が、ある相手先の端末装置と通話路を接続
し、通話中である場合の制御部１１４の動作の一例について説明する。図１０は、本実施
の形態４に係る無線移動端末装置の通話中における制御部１１４の動作を示すフローチャ
ートである。
【０１２６】
　図１０において、この無線移動端末装置９００の使用者が、ある相手先の端末装置と通
話路を接続し、通話開始し、通話中になると、制御部１１４の発呼判定指示部９０１の動
作がスタートし、まず、通話制御部１０５から、通話中の相手先電話番号と、本無線移動
端末装置９００の使用する無線インタフェースを取得する。
【０１２７】
　さらに、発呼判定指示部９０１は、この通話中の相手先電話番号をもとに、デュアル端
末判定部１１３に、通話中の相手先の端末装置がデュアル端末か否かの問い合わせを行う
（ステップＳＴ１００１）。
【０１２８】
　これにより、デュアル端末判定部１１３は、相手先に対応する端末種別と電話番号とを
電話番号管理部１１２に登録されている登録情報の中から検索し、検索結果の端末種別よ
りデュアル端末か否かを判定する。そして、デュアル端末判定部１１３は、その判定結果
と、１つまたは２つの電話番号とを発呼判定指示部９０１に通知する（ステップＳＴ１０
０２）。
【０１２９】
　ここで、発呼判定指示部９０１は、相手先の端末種別がデュアル端末の場合、電話番号
として、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ番号との２つの電話番号を抽出できる。
【０１３０】
　そして、発呼判定指示部９０１は、デュアル端末判定部１１３の判定結果がデュアル端
末の場合（ステップＳＴ１００３：Ｙｅｓ）には、本無線移動端末装置９００の２つの無
線インタフェースのうち、現在通話に使用している無線インタフェースが、あらかじめ設
定された所定の品質を守れているかを、対応する通信制御部に問い合わせを行い、その判
断結果を得る。（ステップＳＴ１００４）。
【０１３１】
　判断の結果、所定の品質を守れている場合（ステップＳＴ１００４：Ｙｅｓ）、このス
テップＳＴ１００４の処理を繰り返し、品質を守れているかを確認し続ける。
【０１３２】
　なお、あらかじめ設定される品質の一例として、無線電波の受信強度などが考えられ、
品質が守れなくなる例として、通話中の使用者の移動などにより、無線電波の受信強度が
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弱くなり、通話が継続できなくなる場合などがある。
【０１３３】
　一方、判断の結果、所定の品質を守れていない場合（ステップＳＴ１００４：Ｎｏ）、
発呼判定指示部９０１は、もう一方の未使用である無線インタフェースに対応する通信制
御部に対して、発信できる状態にあるか否か無線インタフェースの接続状態を確認する（
ステップＳＴ１００５）。
【０１３４】
　確認の結果、もう一方の未使用である無線インタフェースが、発信できる状態にない場
合（ステップＳＴ１００５：Ｎｏ）、このステップＳＴ１００４の処理、さらには、ステ
ップＳＴ１００５の処理を繰り返し、もう一方の未使用である無線インタフェースが接続
できるかを確認し続ける。
【０１３５】
　一方、確認の結果、もう一方の未使用である無線インタフェースが、発信できる状態に
ある場合（ステップＳＴ１００５：Ｙｅｓ）、発呼判定指示部９０１は、通話制御部１０
５に、未使用である無線インタフェースを使用し、前記相手先セルラー番号または、相手
先無線ＬＡＮ番号に発呼し、新たな通話路を接続することを指示する。この発呼指示に従
い、通話制御部１０５は、対応する通信制御部を通して、相手先電話番号に発呼する（ス
テップＳＴ１００６）。
【０１３６】
　次に、通話制御部１０５は、あらかじめ設定された時間（タイマー１の設定時間）内で
、相手先からの接続応答を待つ。一定時間内に、相手先からの接続応答があり、通話制御
部１０５が、前記相手先と新たな通話路を接続したことを、発呼判定指示部９０１に通知
した場合（ステップＳＴ１００７：Ｙｅｓ）、発呼判定指示部９０１は、通話中であった
通話路の接続の切断要求を通話制御部１０５に指示し、通話制御部１０５は、通話中であ
った通話路を切断し、通話中であった通話路を、新たな通話路に切り替える（ステップＳ
Ｔ１００８）。この動作により、通話路を切り替えて通話が継続される。その後、ステッ
プＳＴ１００４の処理に戻り、同様の処理を繰り返す。このように、新たな通話路につい
て、品質の確認を繰り返し行う。
【０１３７】
　一方、一定時間（タイマー１の設定時間）内に相手先からの接続応答がないことを、通
話制御部１０５が、発呼判定指示部９０１に通知した場合（ステップＳＴ１００７：Ｎｏ
）、発呼判定指示部９０１は、通話制御部１０５に、発呼指示の取り消しを指示し、通話
制御部１０５は、発呼処理を取り消す。さらに、発呼判定指示部９０１は、あらかじめ設
定された時間（タイマー２の設定時間）だけ、時間経過を待つ（ステップＳＴ１００９）
。その後、ステップＳＴ１００４の処理に戻り、同様の処理を繰り返す。このように、前
記相手先からの接続応答がない場合、繰り返し、定期的（タイマー２の設定時間ごと）に
、相手先に対して発呼をし、新たな通話路の接続を試みる。
【０１３８】
　このように、本実施の形態では、通話中に、使用中の無線インタフェースが所定の品質
を守れているかを判断し、守れていない場合に未使用の無線インタフェースが接続可能で
あれば、これと接続でき、経済的な面や通信速度の面で有利な通信回線を選択することが
できる。
【０１３９】
　（実施の形態５）
　図１１は、本発明の実施の形態５に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図であ
る。なお、図１１の無線移動端末装置１１００において、図１に示した無線移動端末装置
１００と共通する構成部分は、図１と同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。図１１
の無線移動端末装置１１００は、図１に示した無線移動端末装置１００と比較して、発信
インタフェース選択部１０８、発信番号選択部１０９、着信インタフェース選択部１１５
を削除し、インタフェース切り替え部１１０１を追加した構成をとる。なお、図１１の無
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線移動端末装置１１００に、発信インタフェース選択部１０８、発信番号選択部１０９、
着信インタフェース選択部１１５を追加しても問題ない。
【０１４０】
　インタフェース切り替え部１１０１は、本無線移動端末装置１１００の使用者が、ある
相手先の端末装置と通話路を接続して通話中に、セルラー通信制御部１０３または無線Ｌ
ＡＮ通信制御部１０４からの着信要求を検出した場合、デュアル端末判定部１１３により
、通話中である前記相手先の端末装置がデュアルモードの端末装置であるか否かと、相手
先の１つまたは２つの電話番号電話を取得する。
【０１４１】
　さらに、インタフェース切り替え部１１０１は、デュアル端末判定部１１３が、前記相
手先の端末装置がデュアルモードの端末装置であると判定し、さらに、着信要求のあった
電話番号が、通話中の相手先に対応する２つの電話番号電話のどちらかと一致した場合、
通話制御部１０５に、着信要求に対する着信処理を指示し、新たな通話路を接続するよう
に、通話制御部１０５に指示する。
【０１４２】
　さらに、インタフェース切り替え部１１０１は、前記相手先と新たな通話路が接続でき
れば、通話中であった通話路の接続の切断要求を通話制御部１０５に指示する。
【０１４３】
　次に、この無線移動端末装置１１００の使用者が、ある相手先の端末装置と通話路を接
続して通話中にセルラー通信制御部１０３または無線ＬＡＮ通信制御部１０４からの着信
要求を検出した場合おける制御部１１４の動作の一例について説明する。図１２は、本実
施の形態５に係る無線移動端末装置の通話中に通信制御部からの着信要求を検出した場合
における制御部１１４の動作を示すフローチャートである。
【０１４４】
　図１２において、この無線移動端末装置１１００の使用者が、ある相手先の端末装置と
通話路を接続し、通話中である場合に、セルラー通信制御部１０３または無線ＬＡＮ通信
制御部１０４からの着信要求を検出すると、制御部１１４のインタフェース切り替え部１
１０１の動作がスタートする。
【０１４５】
　まず、インタフェース切り替え部１１０１は、通話制御部１０５から、通話中の相手先
電話番号を取得する。さらに、インタフェース切り替え部１１０１は、この通話中の相手
先電話番号をもとに、デュアル端末判定部１１３に、通話中の相手先の端末装置がデュア
ル端末か否かの問い合わせを行う（ステップＳＴ１２０１）。
【０１４６】
　これにより、デュアル端末判定部１１３は、相手先に対応する端末種別と電話番号とを
電話番号管理部１１２に登録されている登録情報の中から検索し、検索結果の端末種別よ
りデュアル端末か否かを判定する。そして、デュアル端末判定部１１３は、その判定結果
と、１つまたは２つの電話番号とをインタフェース切り替え部１１０１に通知する（ステ
ップＳＴ１２０２）。
【０１４７】
　ここで、インタフェース切り替え部１１０１は、相手先の端末種別がデュアル端末の場
合、電話番号として、相手先セルラー番号と相手先無線ＬＡＮ番号との２つの電話番号を
抽出できる。
【０１４８】
　そして、インタフェース切り替え部１１０１は、デュアル端末判定部１１３が、当該相
手先の端末装置がデュアルモードの端末装置であると判定し、さらに、着信要求のあった
電話番号が、通話中の相手先に対応する２つの電話番号電話のどちらかと一致した場合、
（ステップＳＴ１２０３：Ｙｅｓ）には、通話制御部１０５に、着信要求に対する着信処
理を指示し、新たな通話路を接続するように、通話制御部１０５に指示する。そして、通
話制御部１０５は、この着信処理を行い、新たな通話路を接続すると、インタフェース切
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り替え部１１０１に、当該相手先と新たな通話路が接続できたことを通知する。
【０１４９】
　さらに、インタフェース切り替え部１１０１は、通話制御部１０５から、当該相手先と
新たな通話路が接続できたことを示す通知を受けると、通話中であった通話路の接続の切
断要求を通話制御部１０５に指示する。そして、通話制御部１０５は、この切断処理を行
い、通話中であった通話路を切断し、通話制御部１０５は、通話中であった通話路を切断
し、通話中であった通話路を、新たな通話路に切り替える（ステップＳＴ１２０４）。こ
の動作により、通話路を切り替えて通話が継続される。
【０１５０】
　一方、通話中の相手先の端末装置がデュアルモードの端末装置でないか、または、着信
要求のあった電話番号が通話中の相手先に対応する２つの電話番号電話のどちらでもない
場合（ステップＳＴ１２０３：Ｎｏ）、インタフェース切り替え部１１０１は、着信要求
のあった通信制御部に、着信拒否の指示を行う（ステップＳＴ１２０５）。この結果、着
信要求は、拒否され、通話中の通話は、そのまま継続される。
【０１５１】
　このように、本実施の形態では、通話中に、セルラーのインタフェースで着信要求を検
出した場合、相手先の発信がデュアル端末であるか否かを判定し、相手先の発信がデュア
ル端末である場合、新たな通話路に切り替えることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５２】
　本発明は、着信側の複数の無線インタフェースのどちらかが接続不可の場合でも、発信
側および着信側のいずれも自動的に接続可能な無線インタフェースを通して接続すること
ができるので、デュアルモードの無線移動端末装置に用いるに好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る無線移動端末装置の発信操作時における制御部の動
作を示すフローチャート
【図３】本発明の実施の形態１に係る無線移動端末装置のセルラー通信制御部からの着信
要求を検出した場合の制御部の動作を示すフローチャート
【図４】本発明の実施の形態１に係る無線移動端末装置の電話番号管理部に管理されてい
るデータの一例を示す図
【図５】本発明の実施の形態２に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態２に係る無線移動端末装置の片方の通信制御部からの着信要
求を検出した場合の制御部の動作を示すフローチャート
【図７】本発明の実施の形態３に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態３に係る無線移動端末装置の通話中における制御部の動作を
示すフローチャート
【図９】本発明の実施の形態４に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図
【図１０】本発明の実施の形態４に係る無線移動端末装置の通話中における制御部の動作
を示すフローチャート
【図１１】本発明の実施の形態５に係る無線移動端末装置の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態５に係る無線移動端末装置の通話中に着信要求を検出した
場合の制御部の動作を示すフローチャート
【図１３】従来のデュアルモードの無線移動端末装置の一例を示すブロック図
【符号の説明】
【０１５４】
　１００、５００、７００、９００、１１００　無線移動端末装置
　１０１、１０２　アンテナ
　１０３　セルラー通信制御部
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　１０４　無線ＬＡＮ通信制御部
　１０５　通話制御部
　１０６　受話器
　１０７　送話器
　１０８　発信インタフェース選択部
　１０９　発信番号選択部
　１１０　操作部
　１１１　表示部
　１１２　電話番号管理部
　１１３　デュアル端末判定部
　１１４　制御部
　１１５　着信インタフェース選択部
　５０１、７０１　有益回線判断部
　７０２、９０１　発呼判定指示部
　１１０１　インタフェース切り替え部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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