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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と、無線ＬＡＮによるＩＰ電
話機能とを併せ持つ無線端末において、
　発呼操作を検知した場合、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第一の閾値と比較し、
無線ＬＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より高ければ無線ＬＡＮを用いて発呼し、無線Ｌ
ＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より低ければ公衆無線回線で発呼し、
　無線ＬＡＮによる通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第二の閾値と比較し
、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第二の閾値未満の場合は、公衆無線回線への切替え要求を
表示し、切替えの承認操作を検知した場合は、公衆無線回線による通信に切替え、
　公衆無線回線による通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第三の閾値と比較
し、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第三の閾値以上の場合は、無線ＬＡＮへの切替え要求を
表示し、切替えの承認操作を検知した場合は無線ＬＡＮによる通信に切替え、
　前記第二の閾値は前記第一の閾値より低く、前記第三の閾値は前記第一の閾値より高い
ことを特徴とする無線端末。
【請求項２】
　請求項１記載の無線端末において、
　前記切替え要求の表示は、表示部に切替えの可否を表示して問い合わせる手段により行
い、前記切替えの承認操作の検知は、特定のキーを押し下げたことを検出する手段により
行う
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ことを特徴とする無線端末。
【請求項３】
　携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と、無線ＬＡＮによるＩＰ電
話機能とを併せ持つ無線端末において、
　発呼操作を検知した場合、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第一の閾値と比較し、
無線ＬＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より高ければ無線ＬＡＮを用いて発呼し、無線Ｌ
ＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より低ければ公衆無線回線で発呼し、
　無線ＬＡＮによる通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第二の閾値と比較し
、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第二の閾値未満の場合は、接続されている無線ＬＡＮのア
クセスポイントの位置を確認して、アクセスポイントの位置が一定の位置である場合は公
衆無線回線による通信に切替え、
　公衆無線回線による通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第三の閾値と比較
し、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第三の閾値以上の場合は、接続されている無線ＬＡＮの
アクセスポイントの位置を確認して、アクセスポイントの位置が一定の位置である場合は
無線ＬＡＮによる通信に切替え、
　前記第二の閾値は前記第一の閾値より低く、前記第三の閾値は前記第一の閾値より高い
ことを特徴とする無線端末。
【請求項４】
　携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と、無線ＬＡＮによるＩＰ電
話機能とを併せ持つ無線端末における公衆無線回線と無線ＬＡＮとを切替えるローミング
方法において、
　前記無線端末は、
　発呼操作を検知した場合、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第一の閾値と比較し、
無線ＬＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より高ければ無線ＬＡＮを用いて発呼し、無線Ｌ
ＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より低ければ公衆無線回線で発呼し、
　無線ＬＡＮによる通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第二の閾値と比較し
、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第二の閾値未満の場合は、公衆無線回線への切替え要求を
表示し、切替えの承認操作を検知した場合は、公衆無線回線による通信に切替え、
　公衆無線回線による通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第三の閾値と比較
し、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第三の閾値以上の場合は、無線ＬＡＮへの切替え要求を
表示し、切替えの承認操作を検知した場合は無線ＬＡＮによる通信に切替え、
　前記第二の閾値は前記第一の閾値より低く、前記第三の閾値は前記第一の閾値より高い
ことを特徴とするローミング方法。
【請求項５】
　携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と、無線ＬＡＮによるＩＰ電
話機能とを併せ持つ無線端末における公衆無線回線と無線ＬＡＮとを切替えるローミング
方法において、
　前記無線端末は、
　発呼操作を検知した場合、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第一の閾値と比較し、
無線ＬＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より高ければ無線ＬＡＮを用いて発呼し、無線Ｌ
ＡＮ電波の受信電力が第一の閾値より低ければ公衆無線回線で発呼し、
　無線ＬＡＮによる通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第二の閾値と比較し
、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第二の閾値未満の場合は、接続されている無線ＬＡＮのア
クセスポイントの位置を確認して、アクセスポイントの位置が一定の位置である場合は公
衆無線回線による通信に切替え、
　公衆無線回線による通信中に、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第三の閾値と比較
し、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第三の閾値以上の場合は、接続されている無線ＬＡＮの
アクセスポイントの位置を確認して、アクセスポイントの位置が一定の位置である場合は
無線ＬＡＮによる通信に切替え、
　前記第二の閾値は前記第一の閾値より低く、前記第三の閾値は前記第一の閾値より高い
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ことを特徴とするローミング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と無線ＬＡＮによ
るＩＰ電話機能とを併せ持つ無線端およびこの無線端末における公衆無線回線と無線ＬＡ
Ｎとを切替えるローミング方法に係わり、特に切替えによる接続料金の課金を軽減するた
めに不要なローミングを制限する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、構内では通話料が無料である無線ＬＡＮを用いたＩＰ電話で通話し、構外では有
料だが任意の場所で使用可能な携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線で通話する無線端末
が製品化されている。この無線端末は、無線ＬＡＮによるＩＰ電話で通話中に移動して無
線ＬＡＮ電波の到達範囲外になった場合は公衆無線回線に自動的に切替わり、逆に公衆無
線回線で通話中に移動して無線ＬＡＮ電波の到達範囲内になった場合は無線ＬＡＮに自動
的に切替わる。
【０００３】
　無線ＬＡＮ電波が完全に受信できなくなった後に無線ＬＡＮから公衆無線回線に切替え
ると、その間に通信が出来ない時間が生じるので音切れが発生する。そこで実際には、無
線ＬＡＮ電波の受信電力が閾値以下になった場合に、公衆無線回線への接続を開始し、公
衆無線回線への接続を確認してから無線ＬＡＮを切断している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記において、無線端末を使用中のユ－ザが実際に無線ＬＡＮ電波が到達しない場所へ
移動している場合には、公衆無線回線への切替わり時刻が多少前後しても問題は無い。し
かし、ユ－ザがたまたま無線ＬＡＮ電波の受信電力が小さい場所にいるが、無線ＬＡＮ電
波が到達しない場所へは移動しない場合にも公衆無線回線へ接続され、通信料金が課金さ
れる。さらに、該ユ－ザが無線ＬＡＮ電波の受信電力が小さい地域と大きい地域を往復す
ると、無線ＬＡＮと公衆無線回線が繰り返し切替えられ、その切替えごとに公衆無線回線
の通信料金が課金される。さらに切替えに伴い、音声の瞬断が発生する場合もある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記問題を解決するために、本発明は、携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無
線電話機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能とを併せ持つ無線端末において、発呼操作を
検知した場合、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第一の閾値と比較し、無線ＬＡＮ電
波の受信電力が第一の閾値より高ければ無線ＬＡＮを用いて発呼し、無線ＬＡＮ電波の受
信電力が第一の閾値より低ければ公衆無線回線で発呼し、無線ＬＡＮによる通信中に、無
線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して第二の閾値と比較し、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第
二の閾値未満の場合は、公衆無線回線への切替え要求を表示し、切替えの承認操作を検知
した場合は、公衆無線回線による通信に切替え、公衆無線回線による通信中に、無線ＬＡ
Ｎ電波の受信電力を測定して第三の閾値と比較し、無線ＬＡＮ電波の受信電力が第三の閾
値以上の場合は、無線ＬＡＮへの切替え要求を表示し、切替えの承認操作を検知した場合
は無線ＬＡＮによる通信に切替え、前記第二の閾値は前記第一の閾値より低く、前記第三
の閾値は前記第一の閾値より高いことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、無線ＬＡＮ電波の受信電力が低減した時に、公衆無線回線と無線ＬＡ
Ｎ間の不要な切替わりを防止できるので、公衆無線回線への切替えに伴う使用料金の不要
な課金を防ぐことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明は、携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と、無線ＬＡＮに
よるＩＰ電話機能とを併せ持つ無線端末において、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定する
手段と、測定した無線ＬＡＮ電波の受信電力を予め定めた閾値と比較する手段と、前記比
較結果に基づいて無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との切
替えを問い合わせる手段と、外部からの補助信号の有無を検出し切替えの承認の有無を検
出する手段と、前記比較結果と前記切替え認証有無に従い公衆無線回線による無線電話機
能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との間で接続を切替える手段とを有する。
【０００８】
　また、本発明は、上記無線端末において、前記比較結果に基づいて無線ＬＡＮによるＩ
Ｐ電話機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との切替えを問い合わせる手段が表示部に切
替えの可否を表示して問い合わせる手段であり、前記外部からの補助信号の有無を検出し
切替えの承認の有無を検出する手段がユーザが特定のキーを押し下げたことを検出する手
段とした。さらに。本発明は、上記無線端末において、前記比較結果に基づいて無線ＬＡ
ＮによるＩＰ電話機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との切替えを問い合わせる手段が
自己の位置を問い合わせる手段であり、前記外部からの補助信号の有無を検出し切替えの
承認の有無を検出する手段が無線ＬＡＮが設置された領域の出入り口であることを検出す
る手段とした。
【０００９】
　本発明は、上記無線端末において、前記比較結果に基づいて無線ＬＡＮによるＩＰ電話
機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との切替えを問い合わせる手段が自己の位置を問い
合わせる手段であり、前記外部からの補助信号の有無を検出し切替えの承認の有無を検出
する手段が無線ＬＡＮが設置された領域の出入り口であることを検出する手段とした。
【００１０】
　本発明は、携帯電話やＰＨＳなどの公衆無線回線による無線電話機能と、無線ＬＡＮに
よるＩＰ電話機能とを併せ持つ無線端末における公衆無線回線と無線ＬＡＮとを切替える
ローミング方法において、前記無線端末が、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定し、測定し
た無線ＬＡＮ電波の受信電力を予め定めた閾値と比較し、前記比較結果に基づいて無線Ｌ
ＡＮによるＩＰ電話機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との切替えをユーザに問い合わ
せ、ユーザの切替えの承認の有無を検出すると、前記比較結果と前記切替え認証有無に従
い公衆無線回線による無線電話機能と無線ＬＡＮによるＩＰ電話機能との間で接続を切替
えるようにした。
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。無線端末が公衆無
線回線と無線ＬＡＮを切替えて通信する場合の構成を図１に示す。無線ＬＡＮ電波到達範
囲６－１内にある無線端末１－１、　１－２は、ＡＰ２－１またはＡＰ２－２に接続され
る。ＡＰはイ－サなどの有線ケ－ブルによりル－タ３－１に接続されている。ル－タ３－
１は有線ケ－ブルで有線端末４－１やインタ－ネットなどの公衆有線網５経由で遠隔地の
ル－タ３－２に接続される。ル－タ３－２は、さらに有線ケ－ブルでＡＰ２－３や有線端
末４－２に接続される。ＡＰ２－３から無線ＬＡＮ電波到達範囲６－２内にある無線端末
１－４に接続される。
【００１２】
　無線端末１－３は無線ＬＡＮ電波到達範囲６－１の外に出たので公衆無線回線基地局７
－１に接続され、無線端末１－５は無線ＬＡＮ電波到達範囲６－２の外に出たので公衆無
線回線基地局７－２に接続される。公衆無線回線基地局７－１、７－２は、公衆無線網８
で接続される。公衆無線網８は、さらに公衆有線網とも接続され、全ての無線端末が互い
に接続可能となる。
【００１３】
　このように無線ＬＡＮと公衆無線回線を含む通信システムは、無線端末が存在する位置
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に従って公衆無線回線と無線ＬＡＮとを切替えることにより、最適な使用料金で有線・無
線の混在した多彩な接続が可能となる。
【００１４】
　次に、本発明が適用される公衆無線回線と無線ＬＡＮ対応の無線端末のハ－ドウェア構
成について、図２を用いて説明する。図２は、本発明が適用される公衆無線回線と無線Ｌ
ＡＮ対応の無線端末１－１，１－２，１－３，１－４，１－５の内部構成を示すブロック
構成図である。
【００１５】
　公衆無線回線および無線ＬＡＮ対応の無線端末１は、情報通信端末部１Ａと無線部１Ｂ
とから構成される。無線部１Ｂは、無線ＬＡＮ用ブロック１７と、公衆無線回線用ブロッ
ク２９を有しており、無線ＬＡＮに対応する無線ＬＡＮ用ブロック１７は、アンテナ１１
と、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部１２と、受信電力測定部１２－１と、ベ
ースバンド部１３と、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）層処
理部１４と、上位層処理部１５とを備えている。また、無線部１Ｂは、公衆無線回線に対
応する公衆無線回線用ブロック２９は、アンテナ２１と、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ）部２２と、ベースバンド部２３と、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｒ）層処理部２４と、上位層処理部２５とを備えている。さらに、無線部
１Ｂは、無線ＬＡＮ用ブロック１７と公衆無線回線用ブロック２９とで共用する端末イン
タフェ－ス部１６と、通信処理部１０と、プログラムメモリ１０－１と、ワ－クメモリ１
０－２とを備えている。
【００１６】
　ＲＦ部１２およびＲＦ部２２と、ベースバンド部１３およびベースバンド部２３と、Ｍ
ＡＣ層処理部１４およびＭＡＣ層処理部２４と、上位層処理部１５および上位層処理部２
５と、端末インタフェ－ス部１６は、バス１９を経由して通信処理部１０に接続されてい
る。
【００１７】
　通信処理部１０は、プログラムメモリ１０－１内の制御プログラムや設定デ－タに従い
、ワ－クメモリ１０－２を使用しつつ、ＲＦ部１２およびＲＦ部２２と、ベースバンド部
１３およびベースバンド部２３と、ＭＡＣ層処理部１４およびＭＡＣ層処理部２４と、上
位層処理部１５および上位層処理部１５と、端末インタフェ－ス部１６とを含む無線部１
Ｂ全体を制御している。
【００１８】
　情報通信端末部１Ａは、パソコン等の情報処理装置、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等の情報端末またはＩＰ電話機等の電話端末であり、
これら情報端末または電話端末から送られてきたデ－タや音声符号化信号を端末インタフ
ェ－ス部１６に送出し、または端末インタフェ－ス部１６からのデ－タや音声符号化信号
を受信し情報端末または電話端末に送出する。
【００１９】
　無線部１Ｂにおいて、端末インタフェ－ス部１６は、情報通信端末部１Ａと無線部１Ｂ
と間を相互にデ－タや音声符号化信号を転送するためのインタフェ－スに係る処理を行う
手段である。
【００２０】
　上位層処理部１５は、ネットワ－ク層／トランスポ－ト層に係るＩＰパケット処理を行
い、ネットワ－ク層／トランスポ－ト層間を伝送させる手段であって、ＩＰアドレスやＴ
ＣＰポ－ト番号またはＵＤＰポ－ト番号を含むＩＰヘッダの付与または削除の処理を行う
手段である。
【００２１】
　ＭＡＣ層処理部１４は、デ－タリンク層に係るＩＰパケット処理を行う手段で、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１に従って、デ－タや音声バケットデ－タが格納されたＩＰパケットを組立
てしまたは分解し、デ－タリンク層間を伝送させるためにＭＡＣアドレスの付与または削
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除する手段である。
【００２２】
　ベースバンド部１３は、ＩＰパケットを変調してベースバンド信号を生成し、または、
ベースバンド信号を復調して元のＩＰパケットに復元する手段である。
【００２３】
　ＲＦ部１２は、ベースバンド部１３から受信したベースバンド信号をＩＥＥＥ８０２．
１１に従って搬送無線周波数に載せ、アンテナ１１から無線信号として送出し、逆に、ア
ンテナ１１から受信した無線信号をベースバンド信号に復元し、ベースバンド部１３に送
出する手段である。
【００２４】
　上位層処理部２５は、公衆無線回線のネットワ－ク層／トランスポ－ト層に係るパケッ
ト処理を行い、ネットワ－ク層／トランスポ－ト層間を伝送させる手段である。
【００２５】
　ＭＡＣ層処理部２４は、公衆無線回線のデ－タリンク層に係る処理を行う手段である。
【００２６】
　ベースバンド部２３は、ＭＡＣ層処理部２４からの信号を変調してベースバンド信号を
生成し、または、ベースバンド信号を復調して信号に復元してＭＡＣ層２４に送出する手
段である。
【００２７】
　ＲＦ部２２は、ベースバンド部２３から受信したベースバンド信号を公衆無線回線の規
格に従って搬送無線周波数に載せ、アンテナ２１から無線信号として送出し、逆に、アン
テナ２１から受信した無線信号をベースバンド信号に復元し、ベースバンド部２３に送出
する手段である。
【００２８】
　次に、情報通信端末部１Ａが生成したデ－タや音声符号化信号をアンテナ１１経由で無
線ＬＡＮに送出する場合の動作を説明する。端末インタフェ－ス部１６は、情報通信端末
部１Ａからのデ－タや音声符号化信号を上位層処理部１５に送る。
【００２９】
　上位層処理部１５は、ＩＰアドレス付与・ＴＣＰ／ＵＤＰポ－ト番号の付与等のＩＰヘ
ッダ処理を施してＩＰパケットを生成した後、ＭＡＣ層処理部１４に送出する。
【００３０】
　ＭＡＣ層処理部１４は、上位層処理部１５からＩＰパケットにＩＥＥＥ８０２．１１の
処理手順に従ったＭＡＣアドレス付与等のＭＡＣ処理を施し、ベースバンド部１３に送出
する。
【００３１】
　ベースバンド部１３は、受信したＩＰパケットをＩＥＥＥ８０２．１１に従って変調し
てベースバンド信号を生成し、ＲＦ部１２に送出する。
【００３２】
　ＲＦ部１２は、ベースバンド部１３からのベースバンド信号をＩＥＥＥ８０２．１１に
従って搬送無線周波数に載せ、アンテナ１１から無線信号としてアクセスポイント２－１
，２－２，２－３，２－４に向けて送出する。
【００３３】
　次に、情報通信端末部１Ａが生成したデ－タや音声符号化信号をアンテナ２１経由で公
衆無線回線に送出する場合の動作を説明する。端末インタフェ－ス部１６は、情報通信端
末部１Ａからのデ－タや音声符号化信号を上位層処理部２５に送る。
【００３４】
　上位層処理部２５は、トランスポ－ト層／ネットワ－ク層の処理を施して信号を生成し
た後、ＭＡＣ層処理部２４に送出する。
【００３５】
　ＭＡＣ層処理部２４は、上位層処理部２５から受信した信号を公衆無線回線の処理手順
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に従ったデ－タリンク層の処理を施し、ベースバンド部２３に送出する。
【００３６】
　ベースバンド部２３は、受信した信号を変調してベースバンド信号を生成し、ＲＦ部２
２に送出する。
【００３７】
　ＲＦ部２２は、公衆無線回線に従って搬送無線周波数に載せ、アンテナ２１から無線信
号として公衆無線回線に向けて送出する。
【００３８】
　次に、アクセスポイントから伝送された信号を受信し、情報通信端末部に出力する場合
の動作を説明する。アンテナ１１が、アクセスポイント２－１，２－２，２－３から受信
した無線信号をＲＦ部１２に送出する。
【００３９】
　ＲＦ部１２は、受信した無線信号から搬送無線周波数を除去してベースバンド信号に復
元し、ベースバンド部１３に送出する。
【００４０】
　受信電力測定部１２－１は、ＲＦ部１２からのベースバンド信号から受信電力を検出す
る。
【００４１】
　ベースバンド部１３は、受信したベースバンド信号を復調して元のＩＰパケットに復元
し、ＭＡＣ層処理部１４に送出する。
【００４２】
　ＭＡＣ層処理部１４は、受信したＩＰパケットからＩＥＥＥ８０２．１１に従ってＭＡ
Ｃアドレスを削除し、上位層処理部１５に送出する。
【００４３】
　上位層処理部１５は、ＭＡＣ層処理部１４からのＩＰパケットから設定デ－タに基づき
ＴＣＰ・ＵＤＰヘッダやＩＰヘッダの削除し、得られたデ－タや音声符号化信号を端末イ
ンタフェ－ス部１６経由で情報通信端末部１Ａに送る。
【００４４】
　次に、公衆無線回線から伝送された信号を受信し、情報通信端末部１Ａに出力する場合
の動作を説明する。アンテナ２１が、公衆無線回線基地局７－１，７－２から受信した無
線信号をＲＦ部２２に送出する。
【００４５】
　ＲＦ部２２は、受信した無線信号から搬送無線周波数を除去してベースバンド信号に復
元し、ベースバンド部２３に送出する。
【００４６】
　ベースバンド部２３は、受信したベースバンド信号を復調して元のＩＰパケットに復元
し、ＭＡＣ層処理部２４に送出する。
【００４７】
　ＭＡＣ層処理部２４は、受信した信号から公衆無線回線のデ－タリンク層の規格に従っ
て処理し、上位層処理部２５に送出する。
【００４８】
　上位層処理部２５は、ＭＡＣ層処理部２４からの信号を公衆無線回線用のネットワ－ク
層、トランスポ－ト層の規格に従い処理し、端末インタフェ－ス部１６経由で情報通信端
末部１Ａに送る。
【００４９】
　次に、公衆と無線ＬＡＮの第１の実施例におけるローミング動作を、図３を用いて説明
する。移動中の無線端末と他の無線端末間で、無線ＬＡＮを用いて通信をしている（Ｓ１
）状態で、移動中の無線端末が、無線ＬＡＮの領域から次第に外れ、無線ＬＡＮ電波の受
信電力が閾値ＴＨ１以下となるのを無線ＬＡＮ電波の受信電力測定部１２－１が検出する
（Ｓ２）と、その結果を通信処理部１０に通知する。通信処理部１０は、ユ－ザに公衆無
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線回線への切替え要求を表示する（Ｓ３）。切替え要求の表示としては、無線端末を振動
させることや、または警告音を出力させることや、それらと併せて、または単独で、図７
に例示するように、無線端末内の表示画面５２に相手先の公衆無線回線の電話番号や相手
先の名称や「切替え承認」や「切替え不承認」の操作方法を表示する、などが考えられる
。
【００５０】
　ユ－ザが無線端末内の操作キ－５１の押下（Ｓ４）などにより切替え要求を承認する（
Ｓ５）と、移動中の無線端末の通信処理部１０は、無線ＬＡＮ用ブロック１９経由で無線
ＬＡＮ切断を他の無線端末に要求し（Ｓ６）、了解信号が戻ってきたら（Ｓ７）無線ＬＡ
Ｎ用ブロック１９を停止して無線ＬＡＮによる通信を切断する。通信処理部１０は、公衆
無線回線用ブロック２９を起動して他の無線端末に発呼して（Ｓ８）、他の無線端末から
了解信号が応答されたら（Ｓ９）、公衆無線回線による通信を開始する（Ｓ１０）。
【００５１】
　なお、ステップＳ３の切替え要求をユ－ザが承認しない場合は、図示していないが、公
衆無線回線へ切替えずに、無線ＬＡＮによる通信を継続する。
【００５２】
　ステップＳ３の切替え要求に対してユ－ザが承認も不承認もしない場合は、切替え要求
を一定時間表示した後にこの表示を自動的に中止しても良いし、ユ－ザが不承認した場合
は直ちに表示を中止しても良い。
【００５３】
　また、無線ＬＡＮ電波の受信電力が再び大きくなったことを無線ＬＡＮ電波の受信電力
測定部１２－１が検出して通信処理部１０に通知した時には通信処理部１０は、切替え要
求表示を中止しても良い。
【００５４】
　無線端末が公衆無線回線と無線ＬＡＮでの通話を同時に行える構成であるときには、ス
テップＳ６からステップＳ１０の処理は、公衆無線回線で発呼した後、公衆無線回線での
通話を行い、その後無線ＬＡＮを切断するようにしてもよい。
【００５５】
　次に移動中の無線端末が、再び無線ＬＡＮの領域に接近して無線ＬＡＮ電波の受信電力
が閾値ＴＨ２以上となるのを、無線ＬＡＮ電波の受信電力測定部１２－１が検出して（Ｓ
１１）通信処理部１０に通知した時には、通信処理部１０は、ユ－ザに無線ＬＡＮへの切
替え要求を表示する（Ｓ１２）。無線ＬＡＮへの切替え要求を表示画面５２に表示する場
合の一例を図８に示す。ユ－ザが無線端末内の操作キ－の押下（Ｓ１３）などにより切替
え要求を承認する（Ｓ１４）と、移動中の無線端末の通信処理部１０は、公衆回線用ブロ
ック２９経由で公衆無線回線切断を他の無線端末に要求し（Ｓ１５）、他の無線端末から
了解信号が戻ってきたら（Ｓ１６）、公衆回線用ブロック２９を停止して公衆回線を切断
する。ついで、通信処理部１０は、無線ＬＡＮ用ブロック１９を起動して無線ＬＡＮブロ
ック１７経由で他の無線端末に無線ＬＡＮで発呼して（Ｓ１７）、他の無線端末から了解
信号が応答されたら（Ｓ１７）無線ＬＡＮで通信を開始する（Ｓ１９）。
【００５６】
　なお、ステップＳ１２の切替え要求をユ－ザが承認しない場合は、図示していないが、
無線ＬＡＮへ切替えずに公衆無線回線による通信を継続する。その場合の表示方法は、ス
テップＳ３における表示方法と同様としても良い。すなわち、ユ－ザが切替え要求を承認
も不承認もしない場合は、切替え要求を一定時間表示した後に表示を自動的に中止しても
良いし、ユ－ザが不承認した場合は直ちに表示を中止しても良い。
【００５７】
　また、無線ＬＡＮ電波の受信電力が再び小さくなって無線ＬＡＮによる通信が困難にな
ったことを無線ＬＡＮ電波の受信電力測定部１２－１が検出して通信処理部１０に通知し
た時には、通信処理部１０は、切替え要求表示を中止しても良い。
【００５８】
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　なお、公衆無線回線と無線ＬＡＮ間で煩雑に切替えないようにヒステリシスを持たせる
ために、ステップＳ２およびステップＳ１１における上記閾値ＴＨ１，ＴＨ２は、以下の
順序の大きさを持つものとする。
　　ＴＨ１＜ＴＨ２
【００５９】
　無線端末が公衆無線回線と無線ＬＡＮでの通話を同時に行える構成であるときには、ス
テップＳ１５からステップＳ１９の処理は、公衆無線回線で発呼した後、公衆無線回線で
の通話を行い、その後無線ＬＡＮを切断するようにしてもよい。
【００６０】
　次に、公衆無線回線と無線ＬＡＮ間の第２の実施例におけるローミング動作を、図４を
用いて説明する。移動中の無線端末と他の無線端末間で、無線ＬＡＮを用いて通信をして
いる（Ｓ２１）状態で、移動中の無線端末が、無線ＬＡＮの領域から次第に外れ、無線Ｌ
ＡＮ電波受信電力が閾値ＴＨ１以下となるのを無線ＬＡＮ電波の受信電力測定部１２－１
が検出すると（Ｓ２２）、その結果を通信処理部１０に通知する。通信処理部１０は、該
無線端末が接続しているＡＰの位置をＡＰ位置管理（プレゼンスサーバ）に問い合わせる
（Ｓ２３）。接続しているＡＰの位置は、ＡＰの識別番号（物理アドレスなど）と位置と
を無線端末に予め登録しておけば良い。ＡＰ位置管理からＡＰの位置応答がある（Ｓ２４
）と、ＡＰが例えば玄関付近にあることを確認し（Ｓ２５）、ＡＰが玄関近傍にあるとき
には、移動中の無線端末も玄関の周辺を移動中と想定され、さらに移動して無線ＬＡＮの
領域から完全に外れるとも予想される。そこで移動中の無線端末の通信処理部１０は、無
線ＬＡＮ用ブロック１７経由で無線ＬＡＮの切断を他の無線端末に要求し（Ｓ２６）、了
解信号が戻ってきたら（Ｓ２７）無線ＬＡＮ用ブロック１７を停止して無線ＬＡＮによる
通信を切断する。次いで、通信処理部１０は、公衆無線回線用ブロック２９を起動して他
の無線端末に発呼して（Ｓ２８）、他の無線端末から了解信号が応答されたら（Ｓ２９）
公衆無線回線による通信を開始する（Ｓ３０）。
【００６１】
　なお、ステップＳ２４の位置応答でＡＰが玄関付近に設置されていないと確認された場
合は、図示していないが、公衆無線回線へ切替えずに、無線ＬＡＮによる通信を継続する
。
【００６２】
　無線端末が公衆無線回線と無線ＬＡＮでの通話を同時に行える構成であるときには、ス
テップＳ２６からステップＳ２７の処理は、公衆無線回線で発呼の後、公衆無線回線で通
話中とし、その後無線ＬＡＮを切断するようにしてもよい。
【００６３】
　次に、移動中の無線端末が再び無線ＬＡＮ電波の到達範囲内に入り、無線ＬＡＮ電波受
信電力が閾値ＴＨ２以上となるのを無線ＬＡＮ電波の受信電力測定部１２－１が検出して
（Ｓ３１）通信処理部１０に通知した時には、通信処理部１０は、再び移動中の無線端末
が接続しているＡＰの位置をＡＰ位置管理に問い合わせ（Ｓ３２）、ＡＰの位置応答によ
って（Ｓ３３）、ＡＰの位置を確認する。
【００６４】
　接続中のＡＰが例えば玄関付近にあると判断された場合には、移動中の無線端末も玄関
の周辺を移動中と想定され、さらに移動して無線ＬＡＮ電波の到達範囲内に完全に入ると
予想される。そこで移動中の無線端末の通信処理部１０は、公衆無線回線用ブロック２９
経由で公衆無線回線切断を他の無線端末に要求し（Ｓ３４）、了解信号が戻ってきたら（
Ｓ３５）公衆無線回線用ブロック２９を停止して公衆回線を切断する。次いで、通信処理
部１０は無線ＬＡＮ用ブロック１７を起動して、無線ＬＡＮ用ブロック１７経由で他の無
線端末に発呼して（Ｓ３６）了解信号が応答されたら（Ｓ３７）無線ＬＡＮによる通信を
開始する（Ｓ３８）。
【００６５】
　なお、ステップＳ３３の位置応答で、接続中のＡＰが玄関付近に設置されていないと判
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断された場合は、図示していないが、無線ＬＡＮへ切替えずに、公衆無線回線による通信
を継続する。
【００６６】
　無線端末が公衆無線回線と無線ＬＡＮでの通話を同時に行える構成であるときには、ス
テップＳ３４からステップＳ３８の処理は、無線ＬＡＮで発呼の後、無線ＬＡＮで通話中
とし、その後公衆無線回線を切断するようにしてもよい。
【００６７】
　以上で示した第１、第２の実施例の動作を、図５および図６のフローチャートを用いて
説明する。最初に図５で第１の実施例を説明する。始めに、ユ－ザが発呼操作するのを待
つ。ユーザが、発呼操作したら（Ｓ４１）無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定し、予め定め
た閾値ＴＨ０と比較する（Ｓ４２）。閾値ＴＨ０以上の場合（Ｙｅｓ）は無線ＬＡＮで通
信できる領域なので、無線ＬＡＮで発呼する（Ｓ４３）。閾値ＴＨ０未満の場合（Ｎｏ）
は無線ＬＡＮ電波の受信電力が小さく無線ＬＡＮによる通信が困難な領域なので、公衆無
線回線で発呼する（Ｓ４９）。
【００６８】
　無線ＬＡＮで発呼した後、ユ－ザが切断操作するかを監視し（Ｓ４４）、切断操作した
場合（Ｙｅｓ）は無線ＬＡＮの通信を切断して（Ｓ５６）、ステップＳ４１に戻る。ステ
ップＳ４４で切断操作しなかった場合（Ｎｏ）は、無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定して
閾値ＴＨ１と比較する（Ｓ４５）。無線ＬＡＮ電波の受信電力が閾値ＴＨ１以上の場合は
ステップＳ４４に戻り、切断操作の有無を監視しながら無線ＬＡＮによる通信を継続する
。
【００６９】
　ステップＳ４５の比較結果が、閾値ＴＨ１未満の場合（Ｎｏ）は、本実施例の特徴とし
て公衆無線回線への切替え要求をユ－ザに表示し（Ｓ４６）、ユーザの承認を監視する（
Ｓ４７）する。公衆無線回線への切替えをユ－ザが承認した場合（Ｙｅｓ）は、無線ＬＡ
Ｎの通信を切断した後、公衆無線回線でハンドオーバー発呼して通信を開始し、公衆無線
回線での通信が開始したら（Ｓ４８）、ステップＳ５０へ遷移する。ユ－ザが承認しなか
った場合（Ｎｏ）は切替えずにステップＳ４４の切断操作監視に遷移する。
【００７０】
　ステップＳ５０の切断操作監視において、切断操作を検出した場合（Ｙｅｓ）は公衆無
線回線の通信を切断してステップＳ４１に戻る。
【００７１】
　ステップＳ５０の切断操作監視において、切断操作がなされない場合（Ｎｏ）には、無
線ＬＡＮ電波の受信電力を測定し、閾値ＴＨ２と比較する（Ｓ５１）。無線ＬＡＮ電波の
受信電力が閾値ＴＨ２未満の場合（Ｎｏ）はステップＳ５０の切断操作監視に戻り、公衆
無線回線による通信を継続する。
【００７２】
　ステップＳ５１において、無線ＬＡＮ電波の受信電力が閾値ＴＨ２以上の場合（Ｎｏ）
は、本実施例の特徴として無線ＬＡＮへの切替え要求をユ－ザに表示する（Ｓ５２）。
【００７３】
　ユーザの承認があるかを監視し（Ｓ５３）、無線ＬＡＮへの切替えをユ－ザが承認した
場合（Ｙｅｓ）は、公衆無線回線の通信を切断した後、無線ＬＡＮでハンドオーバー発呼
して通信を開始し、無線ＬＡＮによる通信を開始したら（Ｓ５４）、ステップＳ４４へ遷
移して無線ＬＡＮによる通信を行う。ステップＳ５３において、ユ－ザが無線ＬＡＮへの
切り替えを承認しなかった場合（Ｎｏ）は無線ＬＡＮへ切替えずにステップＳ５０に遷移
する。
【００７４】
　ステップＳ４２で無線ＬＡＮ電波の受信電力が閾値ＴＨ０未満のとき（Ｎｏ）は、ステ
ップＳ４３へ遷移して公衆無線回線で発呼し（Ｓ４９）、以下ステップＳ５０以降を実行
して、無線ＬＡＮでの通信に移行するときには、ステップＳ５４→ステップＳ４４に移行
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して無線ＬＡＮによる通信を継続する。
【００７５】
　なお、ここで新たに現れた閾値ＴＨ０の値は、公衆無線回線と無線ＬＡＮ間で煩雑な切
替えを避けるために、以下の順序の大きさを持つものとする。
ＴＨ１＜ＴＨ０＜ＴＨ２
【００７６】
　次に、図６を用いて第２の実施例を説明する。始めに、ユ－ザが発呼操作するのを待つ
（Ｓ６１）。ユーザが発呼操作したら（Ｙｅｓ）無線ＬＡＮ電波の受信電力を測定し、予
め定めた閾値ＴＨ０と比較する（Ｓ６２）。無線ＬＡＮの電波の受信電力が閾値ＴＨ０以
上の場合（Ｙｅｓ）は無線ＬＡＮで通信できる領域なので無線ＬＡＮで発呼して（Ｓ６３
）に遷移する。無線ＬＡＮの電波の受信電力が閾値ＴＨ０未満の場合（Ｎｏ）は無線ＬＡ
Ｎでは通信しにくい領域なので、公衆無線回線で発呼して（Ｓ６９）、ステップＳ７０へ
遷移する。
【００７７】
　無線ＬＡＮによる通信において、ユ－ザが切断操作するかを監視し（Ｓ６３）、切断操
作した場合（Ｙｅｓ）は無線ＬＡＮの通信を切断して（Ｓ７５）、ステップＳ６１に戻る
。ステップＳ６４において切断操作がない場合（Ｎｏ）は、無線ＬＡＮ電波の受信電力を
測定し、閾値ＴＨ１と比較する（Ｓ６５）。閾値ＴＨ１以上の場合（Ｙｅｓ）は、ステッ
プＳ６４に戻り、無線ＬＡＮによる通信を継続する。
【００７８】
　ステップＳ６５において、閾値ＴＨ１未満の場合（Ｎｏ）は、本実施例の特徴として移
動中の無線端末が接続しているＡＰの位置を確認する（Ｓ６６）。接続しているＡＰの位
置が玄関近くであるかを判断し（Ｓ６７）、接続しているＡＰが例えば玄関周辺に設置さ
れている場合（Ｙｅｓ）は、無線ＬＡＮの通信を切断した後、公衆無線回線でハンドオー
バー発呼して通信を開始し、公衆無線回線で通信を開始したら（Ｓ６８）、ステップＳ７
０へ遷移する。ステップＳ６７で例えば玄関周辺に設置されていない場合（Ｎｏ）は公衆
無線回線に切替えずにステップＳ６４に遷移して無線ＬＡＮによる通信を継続する。
【００７９】
　公衆無線回線への発呼による通信中にユ－ザが切断操作するかを監視し（Ｓ７０）、切
断操作した場合（Ｙｅｓ）は公衆無線回線の通信を切断して（Ｓ７６）ステップＳ６１に
戻る。ステップＳ７０で、切断操作しなかった場合（Ｎｏ）は、無線ＬＡＮ電波の受信電
力を測定し閾値ＴＨ２と比較する（Ｓ７１）。
【００８０】
　ステップＳ７１において、無線ＬＡＮ電波の受信電力が閾値ＴＨ２未満の場合（Ｎｏ）
はステップＳ７０に戻り、公衆無線回線による通信を継続する。ステップＳ７１において
、無線ＬＡＮ電波の受信電力が閾値ＴＨ２以上の場合（Ｙｅｓ）は、本実施例の特徴とし
て移動中の無線端末が接続しているＡＰを確認する（Ｓ７２）。次いで、接続されている
ＡＰの位置が玄関近傍であるか否かを判断し（Ｓ７３）、接続しているＡＰが例えば玄関
周辺に設置されている場合（Ｙｅｓ）は、公衆無線回線の通信を切断した後、無線ＬＡＮ
ブロック１７を起動し、無線ＬＡＮでハンドオーバー発呼して通信を開始し、無線ＬＡＮ
による通信を開始したら（Ｓ７４）、ステップＳ６４へ遷移する。ステップＳ７３におい
て、例えば玄関周辺に設置されていない場合（Ｎｏ）は無線ＬＡＮによる通信に切替えず
にステップＳ７０に遷移して公衆無線回線による通信を継続する。
【００８１】
　なお、ステップＳ７３における判断で「例えば玄関周辺」としているのは、ユ－ザが移
動して無線ＬＡＮ電波が移動に伴って完全に無くなり、または逆に十分に大きくなること
を期待できる場合であり、同等の結果を期待できる場合には、そのＡＰの位置は上記玄関
付近に含まれることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
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【図１】公衆無線回線と無線ＬＡＮを含む通信システムの構成図。
【図２】公衆無線回線と無線ＬＡＮ対応の無線端末のハ－ドウェア構成図。
【図３】第１の実施例における公衆無線回線と無線ＬＡＮ間のローミングのシ－ケンス図
。
【図４】第２の実施例における公衆無線回線と無線ＬＡＮ間のローミングのシ－ケンス図
。
【図５】第１の実施例における無線ＬＡＮと公衆無線回線間のローミングのフローチャー
ト。
【図６】第２の実施例における無線ＬＡＮと公衆無線回線間のローミングのフローチャー
ト。
【図７】第１の実施例における公衆無線回線への切替え要求画面の一例。
【図８】第１の実施例における無線ＬＡＮへの切替え要求画面の一例。
【符号の説明】
【００８３】
　１：無線端末、２：アクセスポイント（ＡＰ）、３：ル－タ、４：有線端末、５：公衆
有線網、６：無線ＬＡＮ圏内、７：公衆無線回線基地局、８：公衆無線網、１Ａ：情報通
信端末部、１Ｂ：無線部、１０：通信処理部、１０－１：プログラムメモリ、１０－２：
ワ－クメモリ、１１：アンテナ、１２：ＲＦ部、１２－１：無線電波の受信電力測定部、
１３：ベースバンド部、１４：ＭＡＣ処理部、１５：上位層処理部、１６：端末インタフ
ェ－ス部、１７：無線ＬＡＮ用ブロック、１９：バス、２１：アンテナ、２２：ＲＦ部、
２３：ベースバンド部、２４：ＭＡＣ処理部、２５：上位層処理部、２９：公衆無線回線
用ブロック

【図１】 【図２】
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