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(57)【要約】
【課題】ユーザの要求する通信経路で通信する。
【解決手段】本発明は、他の形態通信端末からの着呼に
応じた通信中に、この他の形態通信端末との通信に利用
されている公衆電話回線網又はインターネットと、他の
形態通信端末との通信に利用するように指定された公衆
電話回線網又はインターネットとが一致するか否かを判
別し、一致しないと判別された場合、他の形態通信端末
と通信している一方の第１又は第２の通信部を、他方の
第１又は第２の通信部に切り換えるようにしたことによ
り、他の形態通信端末との通信中に、何ら煩雑な操作を
行わせることなく、当該他の形態通信端末と通信する一
方の第１又は第２の通信部を他方の第１又は第２の通信
部へ容易に切り換えることができ、かくして通信中に通
信経路を容易に変更することができる。
【選択図】　　　　図７



(2) JP 2008-178038 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信経路を介して他の通信装置と通信する第１の通信部と、
　第２の通信経路を介して上記他の通信装置と通信する第２の通信部と、
　上記他の通信装置との通信時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの上記
第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別する判別部と、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するよ
うに指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上
記他の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は
第２の通信部に切り換える切換部と
　を具えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　上記第１及び第２の通信部により上記他の通信装置に送信される送信音声信号を生成す
る音声信号生成部と、
　上記他の通信装置から送信され、上記第１及び第２の通信部により受信される受信音声
信号に基づく音声を出力する出力部と
　を具え、
　上記切換部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するよ
うに指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上
記他の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部による上記送信音声信号
の送信と上記受信音声信号の受信とを中止すると共に、他方の上記第１又は第２の通信部
による上記送信音声信号の送信と上記受信音声信号の受信とを開始するように、上記他の
通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の
通信部に切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　上記第１及び第２の通信部により上記他の通信装置に送信される送信画像信号を生成す
る画像信号生成部と、
　上記他の通信装置から送信され、上記第１及び第２の通信部により受信される受信画像
信号に基づく画像を表示する表示部と
　を具え、
　上記切換部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するよ
うに指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上
記他の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部による上記送信音声信号
及び上記送信画像信号の送信と上記受信音声信号及び上記受信画像信号の受信とを中止す
ると共に、他方の上記第１又は第２の通信部による上記送信音声信号及び上記送信画像信
号の送信と上記受信音声信号及び上記受信画像信号の受信とを開始するように、上記他の
通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の
通信部に切り換える
　ことを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　上記第１及び第２の通信経路の一方は公衆電話回線網であり、他方はインターネットで
ある
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
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【請求項５】
　上記第１の通信部により上記第１の通信経路を介して上記他の通信装置と通信接続する
ための第１の識別情報と、上記第２の通信部により上記第２の通信経路を介して上記他の
通信装置と通信接続するための第２の識別情報とを有する識別情報リストを記憶するリス
ト記憶部
　を具え、
　上記切換部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するよ
うに指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上
記リスト記憶部に記憶された上記識別情報リストに基づいて、上記他の通信装置と通信し
てはいない他方の上記第１又は第２の通信部により上記第１又は第２の通信経路を介して
当該他の通信装置と通信接続するための１つの上記第１又は第２の識別情報を検索し、上
記他の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、上記検索した１つの
上記第１又は第２の識別情報を用いて他方の上記第１又は第２の通信部に切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項６】
　上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの上記第１又は第２の通信
経路を示す利用経路情報を記憶する経路情報記憶部
　を具え、
　上記判別部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記経路情報記憶部から上記利用経路情報を読み出して
、当該読み出した上記利用経路情報が示す１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他
の通信装置との通信に利用されている１つの上記第１又は第２の通信経路とを比較する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項７】
　上記経路情報記憶部は、
　通信可能な複数の上記他の通信装置との通信にそれぞれ利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路を示す上記利用経路情報を上記他の通信装置毎に記憶し、
　上記判別部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記経路情報記憶部から当該通信中の上記他の通信装置
に対応する上記利用経路情報を読み出して、当該読み出した上記利用経路情報が示す１つ
の上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用されている１つの上
記第１又は第２の通信経路とを比較する
　ことを特徴とする請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　上記他の通信装置との通信に利用する１つの上記第１又は第２の通信経路を指定するた
めに用いられる指定部
　を具え、
　上記判別部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記指定部を介して指定された１つの上記第１又は第２
の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用されている１つの上記第１又は第２の通
信経路とを比較する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項９】
　他の電話機と通信する電話機において、
　第１の通信経路を介して他の通信装置と通信する第１の通信部と、
　第２の通信経路を介して上記他の通信装置と通信する第２の通信部と、
　上記第１及び第２の通信部により上記他の通信装置に送信される送信音声信号を生成す
る音声信号生成部と、
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　上記他の通信装置から送信され、上記第１及び第２の通信部により受信される受信音声
信号に基づく音声を出力する出力部と、
　上記他の通信装置との通信時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの上記
第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別する判別部と、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するよ
うに指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上
記他の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部による上記送信音声信号
の送信と上記受信音声信号の受信とを中止すると共に、他方の上記第１又は第２の通信部
による上記送信音声信号の送信と上記受信音声信号の受信とを開始するように、上記他の
通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の
通信部に切り換える切換部と
　を具えることを特徴とする電話機。
【請求項１０】
　上記第１及び第２の通信部により上記他の通信装置に送信される送信画像信号を生成す
る画像信号生成部と、
　上記他の通信装置から送信され、上記第１及び第２の通信部により受信される受信画像
信号に基づく画像を表示する表示部と
　を具え、
　上記切換部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するよ
うに指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上
記他の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部による上記送信音声信号
及び上記送信画像信号の送信と上記受信音声信号及び上記受信画像信号の受信とを中止す
ると共に、他方の上記第１又は第２の通信部による上記送信音声信号及び上記送信画像信
号の送信と上記受信音声信号及び上記受信画像信号の受信とを開始するように、上記他の
通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の
通信部に切り換える
　ことを特徴とする請求項９に記載の電話機。
【請求項１１】
　上記第１及び第２の通信経路の一方は公衆電話回線網であり、他方はインターネットで
ある
　ことを特徴とする請求項９に記載の電話機。
【請求項１２】
　上記第１の通信部により上記第１の通信経路を介して上記他の通信装置と通信接続する
ための第１の識別情報と、上記第２の通信部により上記第２の通信経路を介して上記他の
通信装置と通信接続するための第２の識別情報とを有する識別情報リストを記憶するリス
ト記憶部
　を具え、
　上記切換部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記判別部により判別された１つの上記第１又は第２の
通信経路と、上記判別部により、上記他の通信装置との通信に利用されている１つの上記
第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上記リスト記憶部に記
憶された上記識別情報リストに基づいて、上記他の通信装置と通信してはいない他方の上
記第１又は第２の通信部により上記第１又は第２の通信経路を介して当該他の通信装置と
通信接続するための１つの上記第１又は第２の識別情報を検索し、上記他の通信装置と通
信している一方の上記第１又は第２の通信部を、上記検索した１つの上記第１又は第２の
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識別情報を用いて他方の上記第１又は第２の通信部に切り換える
　ことを特徴とする請求項９に記載の電話機。
【請求項１３】
　上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの上記第１又は第２の通信
経路を示す利用経路情報を記憶する経路情報記憶部
　を具え、
　上記判別部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記経路情報記憶部から上記利用経路情報を読み出して
、当該読み出した上記利用経路情報が示す１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記他
の通信装置との通信に利用されている１つの上記第１又は第２の通信経路とを比較する
　ことを特徴とする請求項９に記載の電話機。
【請求項１４】
　上記経路情報記憶部は、
　通信可能な複数の上記他の通信装置との通信にそれぞれ利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路を示す上記利用経路情報を上記他の通信装置毎に記憶し、
　上記判別部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記経路情報記憶部から当該通信中の上記他の通信装置
に対応する上記利用経路情報を読み出して、当該読み出した上記利用経路情報が示す１つ
の上記第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用されている１つの上
記第１又は第２の通信経路とを比較する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の電話機。
【請求項１５】
　上記他の通信装置との通信に利用する１つの上記第１又は第２の通信経路を指定するた
めに用いられる指定部
　を具え、
　上記判別部は、
　上記他の通信装置との通信時、上記指定部を介して指定された１つの上記第１又は第２
の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用されている１つの上記第１又は第２の通
信経路とを比較する
　ことを特徴とする請求項９に記載の電話機。
【請求項１６】
　第１の通信装置と第２の通信装置とが通信する通信システムにおいて、
　上記第１の通信装置は、
　上記第１の通信経路を介して上記第２の通信装置と通信する第１の通信部と、
　上記第２の通信経路を介して上記第２の通信装置と通信する第２の通信部と、
　上記第２の通信装置との通信時、当該第２の通信装置との通信に利用されている１つの
上記第１又は第２の通信経路と、上記第２の通信装置との通信に利用するように指定され
た１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別する判別部と、
　上記第２の通信装置との通信時、上記判別部により、上記第２の通信装置との通信に利
用されている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記第２の通信装置との通信に利用
するように指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場
合、上記第２の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記
第１又は第２の通信部に切り換える第１の切換部と
　を具え、
　上記第２の通信装置は、
　上記第１の通信経路を介して上記第１の通信装置と通信する第３の通信部と、
　上記第２の通信経路を介して上記第１の通信装置と通信する第４の通信部と、
　上記第１の通信装置と通信時、当該第１の通信装置による一方の上記第１又は第２の通
信部から他方の上記第１又は第２の通信部への切り換えに応じて、上記第１の通信装置と
通信している一方の上記第３又は第４の通信部を、他方の上記第３又は第４の通信部に切
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り換える第２の切換部と
　を具える
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項１７】
　上記第１の通信装置は、
　上記第１及び第２の通信部により上記第２の通信装置に送信される送信音声信号を生成
する第１の音声信号生成部と、
　上記第２の通信装置から送信され、上記第１及び第２の通信部により受信される受信音
声信号に基づく音声を出力する第１の出力部と
　を具え、
　上記第２の通信装置は、
　上記第３及び第４の通信部により上記第１の通信装置に送信される上記受信音声信号を
生成する第２の音声信号生成部と、
　上記第１の通信装置から送信され、上記第３及び第４の通信部により受信される上記送
信音声信号に基づく音声を出力する第２の出力部と
　を具え、
　上記第１の通信装置の上記第１の切換部は、
　上記第２の通信装置との通信時、上記判別部により、上記第２の通信装置との通信に利
用されている１つの上記第１又は第２の通信経路と、上記第２の通信装置との通信に利用
するように指定された１つの上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場
合、上記第２の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部による上記送信
音声信号の送信と上記受信音声信号の受信とを中止すると共に、他方の上記第１又は第２
の通信部による上記送信音声信号の送信と上記受信音声信号の受信とを開始するように、
上記第２の通信装置と通信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１
又は第２の通信部に切り換え、
　上記第２の通信装置の上記第２の切換部は、
上記第１の通信装置と通信時、当該第１の通信装置による一方の上記第１又は第２の通信
部から他方の上記第１又は第２の通信部への切り換えに応じて、上記第１の通信装置と通
信している一方の上記第３又は第４の通信部による上記受信音声信号の送信と上記送信音
声信号の受信とを中止すると共に、他方の上記第３又は第４の通信部による上記受信音声
信号の送信と上記送信音声信号の受信とを開始するように、上記第１の通信装置と通信し
ている一方の上記第３又は第４の通信部を、他方の上記第３又は第４の通信部に切り換え
る
　ことを特徴とする請求項１６に記載の通信システム。
【請求項１８】
　上記第１の通信装置は、
　上記第１及び第２の通信部により上記第２の通信装置に送信される送信画像信号を生成
する第１の画像信号生成部と、
　上記第２の通信装置から送信され、上記第１及び第２の通信部により受信される受信画
像信号に基づく画像を表示する第１の表示部と
　を具え、
　上記第２の通信装置は、
　上記第３及び第４の通信部により上記第１の通信装置に送信される上記受信画像信号を
生成する第２の画像信号生成部と、
　上記第１の通信装置から送信され、上記第３及び第４の通信部により受信される上記送
信画像信号に基づく画像を表示する第２の表示部と
　を具え、
　上記第１の通信装置の上記第１の切換部は、
　上記第２の通信装置との通信時、上記判別部により判別された１つの上記第１又は第２
の通信経路と、上記第２の通信装置との通信に利用するように指定された１つの上記第１



(7) JP 2008-178038 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

又は第２の通信経路とが一致しない場合、上記第２の通信装置と通信している一方の上記
第１又は第２の通信部による上記送信音声信号及び上記送信画像信号の送信と上記受信音
声信号及び上記受信画像信号の受信とを中止すると共に、他方の上記第１又は第２の通信
部による上記送信音声信号及び上記送信画像信号の送信と上記受信音声信号及び上記受信
画像信号の受信とを開始するように、上記第２の通信装置と通信している一方の上記第１
又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の通信部に切り換え、
　上記第２の通信装置の上記第２の切換部は、
　上記第１の通信装置と通信時、当該第１の通信装置による一方の上記第１又は第２の通
信部から他方の上記第１又は第２の通信部への切り換えに応じて、上記第１の通信装置と
通信している一方の上記第３又は第４の通信部による上記受信音声信号及び上記受信画像
信号の送信と上記送信音声信号及び上記送信画像信号の受信とを中止すると共に、他方の
上記第３又は第４の通信部による上記受信音声信号及び上記受信画像信号の送信と上記送
信音声信号及び上記送信画像信号の受信とを開始するように、上記第１の通信装置と通信
している一方の上記第３又は第４の通信部を、他方の上記第３又は第４の通信部に切り換
える
　ことを特徴とする請求項１７に記載の通信システム。
【請求項１９】
　上記第１及び第２の通信経路の一方は公衆電話回線網であり、他方はインターネットで
ある
　ことを特徴とする請求項１６に記載の通信システム。
【請求項２０】
　第１の通信経路を介して他の通信装置と通信する第１の通信部と、第２の通信経路を介
して上記他の通信装置と通信する第２の通信部との一方による上記他の通信装置との通信
時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの上記第１又は第２の通信経路と、
上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの上記第１又は第２の通信経
路とが一致するか否かを判別する判別ステップと、
　上記他の通信装置との通信時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの上記
第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上記他の通信装置と通
信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の通信部に切り
換える切換ステップと
　を具えることを特徴とする通信方法。
【請求項２１】
　コンピュータに対し、
　第１の通信経路を介して他の通信装置と通信する第１の通信部と、第２の通信経路を介
して上記他の通信装置と通信する第２の通信部との一方による上記他の通信装置との通信
時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの上記第１又は第２の通信経路と、
上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの上記第１又は第２の通信経
路とが一致するか否かを判別する判別ステップと、
　上記他の通信装置との通信時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの上記
第１又は第２の通信経路と、上記他の通信装置との通信に利用するように指定された１つ
の上記第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、上記他の通信装置と通
信している一方の上記第１又は第２の通信部を、他方の上記第１又は第２の通信部に切り
換える切換ステップと
　を実行させるための通信プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信装置、電話機、通信システム、通信方法及び通信プログラムに関し、例え
ばユーザ間での通話を可能にする携帯通信端末に適用して好適なものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯通信端末は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）のアクセスポイントを介し
てインターネットを通信経路として利用する電話（以下、これをネット電話と呼ぶ）の機
能（以下、ネット電話機能と呼ぶ）により他の携帯通信端末と通信接続して、当該携帯通
信端末を使用するユーザと、他の携帯通信端末を使用する他のユーザとの通話を可能にし
ていた（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－３２３４４８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、従来の携帯通信端末としては、ネット電話機能に加えて携帯電話用の基地局
を介して公衆電話回線網を通信経路として利用する電話（以下、これを携帯電話と呼ぶ）
の機能（以下、これを携帯電話機能と呼ぶ）により他の携帯通信端末と通信接続して、当
該携帯通信端末を使用するユーザと、他の携帯通信端末を使用する他のユーザとの通話を
可能にするものが提案されている。
【０００４】
　ところが、かかる提案の携帯通信端末では、ネット電話機能と携帯電話機能との何れか
一方により他の携帯通信端末と通話用に通信している状態で、例えば通話料金や使用環境
に応じてユーザにより他方のネット電話機能又は携帯電話機能により他の携帯通信端末と
通信接続し直すように要望されると、ユーザに対し通信終了命令を入力させて当該他の携
帯通信端末との通信を遮断する。そして、かかる携帯通信端末では、ユーザに対し改めて
電話番号の入力ような通信接続用の操作を行わせて他方のネット電話機能又は携帯電話機
能により他の携帯通信端末と通信接続し直して通話を再開する必要がある。つまり、かか
る携帯通信端末では、他の携帯通信端末との通信中に通信経路を変更するように要望され
ると、ユーザに対し煩雑な操作を強いることになり、当該通信経路を容易には変更し難い
という問題があった。
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、通信中に通信経路を容易に変更し得る通
信装置、電話機、通信システム、通信方法及び通信プログラムを実現する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するため本発明においては、第１の通信経路を介して他の通信装置と
通信する第１の通信部と、第２の通信経路を介して他の通信装置と通信する第２の通信部
との一方による他の通信装置との通信時、当該他の通信装置との通信に利用されている１
つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装置との通信に利用するように指定された１つ
の第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別し、当該他の通信装置との通信に利
用されている１つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装置との通信に利用するように
指定された１つの第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、他の通信装
置と通信している一方の第１又は第２の通信部を、他方の第１又は第２の通信部に切り換
えるようにした。
【０００７】
　これにより通信装置は、他の通信装置との通信中に、何ら煩雑な操作を行わせることな
く、当該他の通信装置と通信する一方の第１又は第２の通信部を他方の第１又は第２の通
信部へ容易に切り換えることができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、第１の通信経路を介して他の通信装置と通信する第１の通信部と、第
２の通信経路を介して他の通信装置と通信する第２の通信部との一方による他の通信装置
との通信時、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの第１又は第２の通信経路
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と、他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの第１又は第２の通信経路と
が一致するか否かを判別し、当該他の通信装置との通信に利用されている１つの第１又は
第２の通信経路と、他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの第１又は第
２の通信経路とが一致しないと判別された場合、他の通信装置と通信している一方の第１
又は第２の通信部を、他方の第１又は第２の通信部に切り換えるようにしたことにより、
他の通信装置との通信中に、何ら煩雑な操作を行わせることなく、当該他の通信装置と通
信する一方の第１又は第２の通信部を他方の第１又は第２の通信部へ容易に切り換えるこ
とができ、かくして通信中に通信経路を容易に変更し得る通信装置、電話機、通信システ
ム、通信方法及び通信プログラムを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１０】
（１）実施の形態の概要
　図１において、１は全体として本実施の形態による通信装置の構成の概要を示す。通信
装置１において第１の通信部２は、第１の通信経路を介して他の通信装置と通信する。ま
た通信装置１において第２の通信部３は、第２の通信経路を介して他の通信装置と通信す
る。さらに通信装置１において判別部４は、他の通信装置との通信時、当該他の通信装置
との通信に利用されている１つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装置との通信に利
用するように指定された１つの第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別する。
さらに通信装置１において切換部５は、判別部４により、他の通信装置との通信に利用さ
れている１つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装置との通信に利用するように指定
された１つの第１又は第２の通信経路とが一致しないと判別された場合、他の通信装置と
通信している一方の第１又は第２の通信部を、他方の第１又は第２の通信部に切り換える
。かかる構成により通信装置１は、他の通信装置との通信中に、何ら煩雑な操作を行わせ
ることなく、当該他の通信装置と通信する一方の第１又は第２の通信部を他方の第１又は
第２の通信部へ容易に切り換えることができ、かくして通信中に通信経路を容易に変更す
ることができる。
【００１１】
（２）第１の実施の形態
（２－１）通信システムの構成
　図２において、１０は全体として第１の実施の形態による通信システムを示す。かかる
通信システム１０は、上述した通信装置１を適用した第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ
及び２０Ｂを有している。そして通信システム１０では、第１及び第２の携帯通信端末２
０Ａ及び２０Ｂが、携帯電話用の基地局（図示せず）に接続された第１の通信経路として
の公衆電話回線網１１を通話に利用する電話（以下、これを携帯電話と呼ぶ）の機能（以
下、これを携帯電話機能と呼ぶ）を有している。また通信システム１０では、第１及び第
２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂが、無線ＬＡＮ（Local Area Network）のアクセスポ
イント（図示せず）に接続された第２の通信経路としてのインターネット１２を通話に利
用する電話（以下、これをネット電話と呼ぶ）の機能（以下、これをネット電話機能と呼
ぶ）も有している。
【００１２】
　これにより通信システム１０では、一方の第１又は第２の携帯通信端末２０Ａ又は２０
Ｂが、携帯電話機能により基地局と無線接続し、その基地局から公衆電話回線網１１を介
して他方の第１又は第２の携帯通信端末２０Ａ又は２０Ｂと通話用に通信し得るようにな
されている。また通信システム１０では、一方の第１又は第２の携帯通信端末２０Ａ又は
２０Ｂが、ネット電話機能によりアクセスポイントと無線接続し、そのアクセスポイント
からインターネット１２を介しても他方の第１又は第２の携帯通信端末２０Ａ又は２０Ｂ
と通話用に通信し得るようになされている。
【００１３】
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（２－２）携帯通信端末の回路構成
　ここで通信システム１０の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂは、同様に構
成されている。従って以下には、図３を用いて、例えば一方の第１の携帯通信端末２０Ａ
の機能回路ブロックによる詳細なハードウェア構成のみを説明し、他方の第２の携帯通信
端末２０Ｂの機能回路ブロックによる詳細なハードウェア構成については説明を省略する
。かかる第１の携帯通信端末２０Ａは、制御部３０が、端末全体を統括制御すると共に各
種操作キーからなる指定部３１へのユーザ操作に応じて入力される種々の命令等に応じて
各種処理を実行する。
【００１４】
　ところで第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂには、それぞれ携帯電話機能に
より他の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂと通信接続するための固有の識別
情報としての電話番号（以下、これを携帯電話番号と呼ぶ）が割り当てられている。また
第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂには、それぞれネット電話機能により他の
第１及び第２の携帯通信端末と通信接続するための固有の識別情報としての電話番号（以
下、これをネット電話番号と呼ぶ）も割り当てられている。
【００１５】
　そして図４に示すように、制御部３０は、通話の相手である他のユーザが使用している
第２の携帯通信端末２０Ｂ（つまり、自己の携帯通信端末以外の他の携帯通信端末）の携
帯電話番号とネット電話番号とを当該他のユーザを識別可能な名前等と対応付けた識別情
報リスト（以下、これを電話番号リストと呼ぶ）ＮＬを生成して記憶部３２に記憶してい
る。
【００１６】
　これにより制御部３０は、ユーザにより指定部３１を介して、他のユーザ（すなわち、
通話の相手）の使用している第２の携帯通信端末２０Ｂの電話番号を検索する検索要求が
入力されると、記憶部３２から電話番号リストＮＬを読み出す。そして制御部３０は、こ
の電話番号リストＮＬに基づいて電話番号選択用の電話番号選択画面データを生成して表
示部３３に送出することにより当該表示部３３に電話番号選択画面データに基づく電話番
号選択画面（図示せず）を表示する。この状態で制御部３０は、ユーザにより指定部３１
を介して電話番号選択画面上で、例えば他のユーザの使用している第２の携帯通信端末の
携帯電話番号が指定されたうえで、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼を命令する発呼命
令（以下、これを携帯電話発呼命令と呼ぶ）が入力されると、その入力に応じて携帯電話
発呼データを生成する。
【００１７】
　ここで携帯電話発呼データには、ユーザにより指定された携帯電話番号が通信相手の第
２の携帯通信端末２０Ｂを示す通信相手指定情報として格納されている。また携帯電話発
呼データには、第１の携帯通信端末２０Ａに割り当てられている携帯電話番号が通信元の
当該第１の携帯通信端末２０Ａを示す通信元通知情報として格納されている。さらに携帯
電話発呼データには、携帯電話機能によって通話用の通信に公衆電話回線網１１が利用さ
れることを示す利用経路通知情報も格納されている。そして制御部３０は、かかる携帯電
話発呼データを生成すると、この携帯電話発呼データを第１の通信部３４に送出する。
【００１８】
　第１の通信部３４は、制御部３０から与えられた携帯電話発呼データに所定の送信処理
を施して携帯電話発呼信号を生成し、この携帯電話発呼信号を携帯電話用の基地局に向け
て送信する。これにより第１の通信部３４は、携帯電話発呼信号を基地局から公衆電話回
線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信し、かくして、この第２の携帯通信端
末２０Ｂを介して他のユーザに携帯電話機能による発呼を通知する。
【００１９】
　その結果、第１の通信部３４は、例えば他のユーザにより第２の携帯通信端末２０Ｂに
おいて通信接続を許可する接続許可命令（すなわち、オンフック命令）が入力されること
で、当該第２の携帯通信端末２０Ｂから接続許可信号が送信されると、この接続許可信号
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を、基地局経由で受信する。そして第１の通信部３４は、この接続許可信号に所定の受信
処理を施すことで接続許可データを生成し、この接続許可データを制御部３０に送出する
。これにより制御部３０は、第１の通信部３４から与えられた接続許可データに応じて、
第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で公衆電話回線網１１を利用した通信接
続が確立したことを認識する。そして制御部３０は、この公衆電話回線網１１を介して通
信接続が確立したことを切換部３９に通知する。
【００２０】
　切換部３９は、このとき制御部３０からの通知に応じて第１の通信部３４を音声信号生
成部３５及び出力部３６と接続する。これにより音声信号生成部３５は、ユーザの音声を
集音するようにして音声データ（以下、これを送信音声データと呼ぶ）を生成し、これを
第１の通信部３４に送出する。そして第１の通信部３４は、音声信号生成部３５から与え
られた送信音声データに所定の送信処理を施して音声信号（以下、これを送信音声信号と
呼ぶ）を生成し、この送信音声信号を基地局に向けて送信する。これにより第１の通信部
３４は、送信音声信号を基地局から公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０
Ｂに送信する。
【００２１】
　また第１の通信部３４は、このとき第２の携帯通信端末２０Ｂから他のユーザの音声が
音声信号（以下、これを受信音声信号と呼ぶ）として公衆電話回線網１１を介して送信さ
れると、この受信音声信号を基地局経由で受信する。そして第１の通信部３４は、この受
信音声信号に所定の受信処理を施すことで音声データ（以下、これを受信音声データと呼
ぶ）を生成し、この受信音声データを出力部３６に送出する。これにより出力部３６は、
第１の通信部３４から受信音声データが与えられると、この受信音声データに基づく音声
を出力する。このようにして制御部３０は、第１の携帯通信端末２０Ａを使用しているユ
ーザと、第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している他のユーザとの通話を成立させる。
【００２２】
　さらに第１の通信部３４は、第２の携帯通信端末２０Ｂから着呼用の携帯電話着呼信号
が公衆電話回線網１１を介して送信されると、この携帯電話着呼信号を基地局経由で受信
する。ここで携帯電話着呼信号には、他のユーザによって指定された、第１の携帯通信端
末２０Ａに割り当てられている携帯電話番号が通信相手の当該第１の携帯通信端末２０Ａ
を示す通信相手指定情報として格納されている。また携帯電話着呼信号には、第２の携帯
通信端末２０Ｂに割り当てられている携帯電話番号が通信元の当該第２の携帯通信端末２
０Ｂを示す通信元通知情報として格納されている。さらに携帯電話着呼信号には、携帯電
話機能によって通話用の通信に公衆電話回線網１１が利用されることを示す利用経路通知
情報も格納されている。
【００２３】
　そして第１の通信部３４は、携帯電話着呼信号を受信すると、この携帯電話着呼信号に
所定の受信処理を施し、得られた携帯電話着呼データを制御部３０に送出する。これによ
り制御部３０は、この携帯電話着呼データに応じて図示しないリンガーを鳴らし又は図示
しないバイブレータを駆動して第１の携帯通信端末２０Ａを振動させる等して、ユーザに
対して着呼を通知する。
【００２４】
　また制御部３０は、このとき携帯電話着呼データに格納された通信元通知情報が示す携
帯電話番号を、記憶部３２内の電話番号リストＮＬに含まれる携帯電話番号と比較するよ
うにして、通信元の第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している他のユーザ（すなわち、携
帯電話機能により電話をかけてきた相手）の名前を特定する。そして制御部３０は、この
特定した他のユーザの名前と携帯電話着呼データとに基づき、ユーザに着呼を通知するた
めの着呼通知画面データを生成して表示部３３に送出することにより当該表示部３３に着
呼通知画面データに基づく着呼通知画面（図示せず）を表示する。
【００２５】
　この場合、着呼通知画面内には、他のユーザの名前（すなわち、携帯電話をかけてきた
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他のユーザの名前）と、当該他のユーザが使用している第２の携帯通信端末２０Ｂに割り
当てられた携帯電話番号（すなわち、通信元通知情報が示す携帯電話番号）と、今回の通
信に利用されている通信経路の例えば名称とが表示されている。これにより制御部３０は
、表示部３３に表示した着呼通知画面により、ユーザに対し通話を要求している他のユー
ザの名前や、当該他のユーザの使用している第２の携帯通信端末２０Ｂの携帯電話番号、
また今回の通信に利用される通信経路を通知することができる。
【００２６】
　そして制御部３０は、この際、ユーザにより指定部３１を介して、第２の携帯通信端末
２０Ｂとの通信接続を許可する接続許可命令（すなわち、オンフック命令）が入力される
と、この通信接続の許可を示す接続許可データを生成し、この接続許可データを第１の通
信部３４に送出する。これにより第１の通信部３４は、制御部３０から与えられた接続許
可データに所定の送信処理を施して接続許可信号を生成し、この接続許可信号を基地局に
向けて送信する。これにより第１の通信部３４は、接続許可信号を基地局から公衆電話回
線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信し、かくして、第１及び第２の携帯通
信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の公衆電話回線網１１を介した通信接続を確立させる。
【００２７】
　また制御部３０は、このとき例えば第１の通信部３４に接続許可信号を送出したことを
切換部３９に通知する。そして切換部３９は、このときも制御部３０からの通知に応じて
第１の通信部３４を音声信号生成部３５及び出力部３６と接続する。これにより制御部３
０は、上述と同様に音声信号生成部３５により生成した送信音楽データを第１の通信部３
４により送信音声信号として公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送
信する。また制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから送信される受信音声信号を第
１の通信部３４により受信して出力部３６により音声として出力する。このようにして制
御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから着呼があったときにもユーザにより応答が許
可されると、第１の携帯通信端末２０Ａを使用しているユーザと、第２の携帯通信端末２
０Ｂを使用している他のユーザとの通話を成立させる。
【００２８】
　また制御部３０は、ユーザにより指定部３１を介して、他のユーザ（すなわち、通話の
相手）の使用している第２の携帯通信端末２０Ｂの電話番号を検索する検索要求が入力さ
れることに応じて、表示部３３に電話番号選択画面（図示せず）を表示した状態で、ユー
ザにより指定部３１を介して電話番号選択画面上で、例えば他のユーザの使用している第
２の携帯通信端末のネット電話番号が指定されたうえで、第２の携帯通信端末２０Ｂへの
発呼を命令する発呼命令（以下、これをネット電話発呼命令と呼ぶ）が入力されると、そ
の入力に応じてネット電話発呼データを生成する。
【００２９】
　ここでネット電話発呼データには、ユーザにより指定されたネット電話番号が通信相手
の第２の携帯通信端末２０Ｂを示す通信相手指定情報として格納されている。またネット
電話発呼データには、第１の携帯通信端末２０Ａに割り当てられているネット電話番号が
通信元の当該第１の携帯通信端末２０Ａを示す通信元通知情報として格納されている。さ
らにネット電話発呼データには、ネット電話機能によって通話用の通信にインターネット
１２が利用されることを示す利用経路通知情報も格納されている。そして制御部３０は、
かかるネット電話発呼データを生成すると、このネット電話発呼データを第２の通信部３
７に送出する。
【００３０】
　第２の通信部３７は、制御部３０から与えられたネット電話発呼データに所定の送信処
理を施してネット電話発呼信号を生成し、このネット電話発呼信号を無線ＬＡＮのアクセ
スポイントに向けて送信する。これにより第２の通信部３７は、ネット電話発呼信号をア
クセスポイントからインターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信し、か
くして、この第２の携帯通信端末２０Ｂを介して他のユーザにネット電話機能による発呼
を通知する。
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【００３１】
　その結果、第２の通信部３７は、例えば他のユーザにより第２の携帯通信端末２０Ｂに
おいて通信接続を許可する接続許可命令（すなわち、オンフック命令）が入力されること
で、当該第２の携帯通信端末２０Ｂから接続許可信号が送信されると、この接続許可信号
を、アクセスポイント経由で受信する。そして第２の通信部３７は、この接続許可信号に
所定の受信処理を施すことで接続許可データを生成し、この接続許可データを制御部３０
に送出する。これにより制御部３０は、第２の通信部３７から与えられた接続許可データ
に応じて、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間でインターネット１２を利用
した通信接続が確立したことを認識する。そして制御部３０は、このインターネット１２
を介して通信接続が確立したことを切換部３９に通知する。
【００３２】
　切換部３９は、このとき制御部３０からの通知に応じて第２の通信部３７を音声信号生
成部３５及び出力部３６と接続する。これにより音声信号生成部３５は、ユーザの音声を
集音するようにして送信音声データを生成し、これを第２の通信部３７に送出する。そし
て第２の通信部３７は、音声信号生成部３５から与えられた送信音声データに所定の送信
処理を施して送信音声信号を生成し、この送信音声信号をアクセスポイントに向けて送信
する。これにより第２の通信部３７は、送信音声信号をアクセスポイントからインターネ
ット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信する。
【００３３】
　また第２の通信部３７は、このとき第２の携帯通信端末２０Ｂから他のユーザの音声が
受信音声信号としてインターネット１２を介して送信されると、この受信音声信号をアク
セスポイント経由で受信する。そして第２の通信部３７は、この受信音声信号に所定の受
信処理を施すことで受信音声データを生成し、この受信音声データを出力部３６に送出す
る。これにより出力部３６は、第２の通信部３７から受信音声データが与えられると、こ
の受信音声データに基づく音声を出力する。このようにして制御部３０は、第１の携帯通
信端末２０Ａを使用しているユーザと、第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している他のユ
ーザとの通話を成立させる。
【００３４】
　さらに第２の通信部３７は、第２の携帯通信端末２０Ｂから着呼用のネット電話着呼信
号がインターネット１２を介して送信されると、このネット電話着呼信号をアクセスポイ
ント経由で受信する。ここでネット電話着呼信号には、他のユーザによって指定された、
第１の携帯通信端末２０Ａに割り当てられているネット電話番号が通信相手の当該第１の
携帯通信端末２０Ａを示す通信相手指定情報として格納されている。またネット電話着呼
信号には、第２の携帯通信端末２０Ｂに割り当てられているネット電話番号が通信元の当
該第２の携帯通信端末２０Ｂを示す通信元通知情報として格納されている。さらにネット
電話着呼信号には、ネット電話機能によって通話用の通信にインターネット１２が利用さ
れることを示す利用経路通知情報も格納されている。
【００３５】
　そして第２の通信部３７は、ネット電話着呼信号を受信すると、このネット電話着呼信
号に所定の受信処理を施し、得られたネット電話着呼データを制御部３０に送出する。こ
れにより制御部３０は、このネット電話着呼データに応じて図示しないリンガーを鳴らし
又は図示しないバイブレータを駆動して第１の携帯通信端末２０Ａを振動させる等して、
ユーザに対して着呼を通知する。
【００３６】
　また制御部３０は、このときネット電話着呼データに格納された通信元通知情報が示す
ネット電話番号を、記憶部３２内の電話番号リストＮＬに含まれるネット電話番号と比較
するようにして、通信元の第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している他のユーザ（すなわ
ち、ネット電話機能により電話をかけてきた相手）の名前を特定する。そして制御部３０
は、この特定した他のユーザの名前とネット電話着呼データとに基づき、ユーザに着呼を
通知するための着呼通知画面データを生成して表示部３３に送出することにより当該表示
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部３３に着呼通知画面データに基づく着呼通知画面（図示せず）を表示する。
【００３７】
　この場合、着呼通知画面内には、他のユーザの名前（すなわち、ネット電話をかけてき
た他のユーザの名前）と、当該他のユーザが使用している第２の携帯通信端末２０Ｂに割
り当てられたネット電話番号（すなわち、通信元通知情報が示すネット電話番号）と、今
回の通信に利用されている通信経路の例えば名称とが表示されている。これにより制御部
３０は、表示部３３に表示した着呼通知画面により、ユーザに対し通話を要求している他
のユーザの名前や、当該他のユーザの使用している第２の携帯通信端末２０Ｂのネット電
話番号、また今回の通信に利用される通信経路を通知することができる。
【００３８】
　そして制御部３０は、この際、ユーザにより指定部３１を介して、第２の携帯通信端末
２０Ｂとの通信接続を許可する接続許可命令（すなわち、オンフック命令）が入力される
と、この通信接続の許可を示す接続許可データを生成し、この接続許可データを第２の通
信部３７に送出する。これにより第２の通信部３７は、制御部３０から与えられた接続許
可データに所定の送信処理を施して接続許可信号を生成し、この接続許可信号をアクセス
ポイントに向けて送信する。これにより第２の通信部３７は、接続許可信号をアクセスポ
イントからインターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信し、かくして、
第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間のインターネット１２を介した通信接続
を確立させる。
【００３９】
　また制御部３０は、このとき例えば第２の通信部３７に接続許可信号を送出したことを
切換部３９に通知する。そして切換部３９は、このときも制御部３０からの通知に応じて
第２の通信部３７を音声信号生成部３５及び出力部３６と接続する。これにより制御部３
０は、上述と同様に音声信号生成部３５により生成した送信音楽データを第２の通信部３
７により送信音声信号としてインターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送
信する。また制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから送信される受信音声信号を第
２の通信部３７により受信して出力部３６により音声として出力する。このようにして制
御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから着呼があったときにもユーザにより応答が許
可されると、第１の携帯通信端末２０Ａを使用しているユーザと、第２の携帯通信端末２
０Ｂを使用している他のユーザとの通話を成立させる。
【００４０】
　ところで携帯電話機能による通信は、屋外や屋内に関わらずに多数設置された基地局を
介して公衆電話回線網１１を利用している。このため携帯電話機能による通信では、通信
場所がほとんど限定されずに何処でも通信可能であるという利点を有している。しかしな
がら携帯電話機能による通信で通信経路として利用する公衆電話回線網１１や、当該公衆
電話回線網１１への接続に利用する多数の基地局は、例えば１つの通信会社により維持管
理されている。このため携帯電話機能による通信では、公衆電話回線網１１や多数の基地
局の維持管理のために、当該通信を通話に利用したユーザから比較的高い通信料が徴収さ
れている。
【００４１】
　これに対してネット電話機能による通信は、上述した基地局よりも格段的に設置数が少
なく、また設置場所のほとんどが屋内というように制限されたアクセスポイントを介して
インターネット１２を利用している。このためネット電話機能による通信では、通信場所
が大幅に制限されている。しかしながらネット電話機能による通信では、コンピュータ通
信等ですでに利用されている既存のインターネット１２を、通信経路として流用している
ため、当該通信を通話に利用したときに発生する通信料が格段的に安いという利点を有し
ている。
【００４２】
　このため制御部３０は、第１の携帯通信端末２０Ａの使用環境及び通信料等の使用状況
に応じてユーザに、これら携帯電話機能及びネット電話機能の一方を任意に選択させて使
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い分けさせることができる。よって制御部３０は、第１の携帯通信端末２０Ａを、ユーザ
に対する使い勝手を向上させて他のユーザとの通話を実現させることができる。
【００４３】
（２－３）通信経路切換処理
　次に、第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中にそ
の通信に利用している通信経路を切り換える（すなわち、公衆電話回線網１１からインタ
ーネット１２へ、またインターネット１２から公衆電話回線網１１へと通信経路を切り換
える）通信経路切換処理について詳述する。
【００４４】
　まず、上述した構成に加えて第１の携帯通信端末２０Ａは、例えば工場出荷時にメーカ
側で、第２の携帯通信端末２０Ｂの通信に利用するように指定された１つの通信経路とし
てインターネット１２を示す利用経路情報が記憶部３２に記憶されている。これにより制
御部３０は、例えば第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に応じた第１の携帯通信端末２
０Ａと当該第２の携帯通信端末２０Ｂの通信時に、通信経路として公衆電話回線網１１が
利用されると、当該第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信に利用する通信経路を公衆電話回
線網１１から、利用経路情報が示すインターネット１２に切り換えるように設定する。
【００４５】
　そして制御部３０は、第１の携帯通信端末２０Ａがユーザにより使用されいている状態
で、当該ユーザにより第２の携帯通信端末２０Ｂの通信に利用する通信経路が特には指定
されなければ、工場出荷時にメーカ側により指定されたインターネット１２を、ユーザに
より指定されたものとする。これにより制御部３０は、例えば第２の携帯通信端末２０Ｂ
からの着呼に応じた第１の携帯通信端末２０Ａと当該第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信
時に、通信経路として公衆電話回線網１１が利用されると、当該第１及び第２の携帯通信
端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用する通信経路を公衆電話回線網１１から、利用経路情
報が示すインターネット１２に切り換える設定をそのまま維持する。
【００４６】
　これに対して制御部３０は、ユーザにより指定部３１を介して第２の携帯通信端末２０
Ｂとの通信に利用する１つの通信経路として公衆電話回線網１１が指定されると、当該指
定された公衆電話回線網１１を示す利用経路情報を記憶部３２に送出して、すでに記憶し
ていた利用経路情報に上書きすることで、当該利用経路情報の内容を更新する。これによ
り制御部３０は、例えば第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に応じた第１の携帯通信端
末２０Ａと当該第２の携帯通信端末２０Ｂの通信時に通信経路としてインターネット１２
が利用されると、当該第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信に利用する通信経路をインター
ネット１２から、新たな利用経路情報が示す公衆電話回線網１１に切り換えるように設定
する。
【００４７】
　このようにしてユーザにより第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に
利用する１つの通信経路が指定された状態で、制御部３０は、例えば第２の携帯通信端末
２０Ｂからの着呼に応じて第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信接続が確
立すると（すなわち、着呼に応じて接続許可データを第１及び第２の通信部３４及び３７
に送出すると）と、これを判別部３８に通知する。判別部３８は、制御部３０から第１及
び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂとの通信接続の確立が通知されると、第１及び第
２の通信部３４及び３７の動作状態（例えば、第１の通信部３４と音声信号生成部３５及
び出力部３６との間の送信音声データ及び受信音声データの授受の有無や、第２の通信部
３７と音声信号生成部３５及び出力部３６との間の送信音声データ及び受信音声データの
授受の有無）、又は第１及び第２の通信部３４及び３７と、音声信号生成部３５及び出力
部３６との接続状態等により、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に
より動作している一方の第１又は第２の通信部３４又は３７を検出する。
【００４８】
　そして判別部３８は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信により動
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作している一方の第１又は第２の通信部３４又は３７を検出すると、その検出結果に応じ
て、当該第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に利用されている通信経
路を判別する。すなわち、判別部３８は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
間の通信により第１の通信部３４が動作している場合、当該第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に１つの通信経路として公衆電話回線網１１が利用されている
と判別する。これに対して判別部３８は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
間の通信により第２の通信部３７が動作している場合、当該第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に１つの通信経路としてインターネット１２が利用されている
と判別する。そして判別部３８は、記憶部３２から利用経路情報を読み出す。
【００４９】
　判別部３８は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用されている
１つの通信経路と、利用経路情報が示す１つの通信経路とを比較して、これらが一致する
か否かを判別し、その判別結果を切換部３９に通知する。
【００５０】
　その結果、切換部３９は、判別部３８により、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び
２０Ｂの通信に利用されている１つの通信経路と、利用経路情報が示す１つの通信経路と
が一致したと判別された場合、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に
利用されている１つの通信経路を何ら切り換えないようにする。すなわち、切換部３９は
、このときの通信に応じた一方の第１又は第２の通信部３４又は３７と、音声信号生成部
３５及び出力部３６との接続を維持する。
【００５１】
　これに対して切換部３９は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利
用されている１つの通信経路と、利用経路情報が示す１つの通信経路とが一致しないと判
別部３８により判別された場合、第２の携帯通信端末２０Ｂに対し通信経路の切り換えを
要求する経路切換要求データを生成する。
【００５２】
　ここで切換部３９は、ユーザによる事前の指定に応じて、第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に利用されている１つの通信経路を、公衆電話回線網１１から
インターネット１２へ切り換える場合と、これとは逆にインターネット１２から公衆電話
回線網１１へ切り換える場合とがある。従って以下には、まず第１及び第２の携帯通信端
末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信に利用されている１つの通信経路を公衆電話回線網１１から
インターネット１２へ切り換える場合について説明した後、インターネット１２から公衆
電話回線網１１へ切り換える場合について説明する。
【００５３】
　まず図５（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、切換部３９は、第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用されている通信経路を公衆電話回線網１１からインターネ
ット１２に切り換える場合、制御部３０に対し、このとき通信している第２の携帯通信端
末２０Ｂの携帯電話番号を要求する。その結果、切換部３９は、第２の携帯通信端末２０
Ｂから送信された（すなわち、着呼のときに取得した）携帯電話発呼データ内の通信元通
知情報が示す携帯電話番号を取得する。
【００５４】
　また切換部３９は、記憶部３２から電話番号リストＮＬ（図４）を読み出す。そして切
換部３９は、この電話番号リストＮＬ内で、制御部３０から取得した携帯電話番号（すな
わち、現在、公衆電話回線網１１を介して通信している第２の携帯通信端末２０Ｂに割り
当てられた携帯電話番号）に対応付けられているネット電話番号（すなわち、現在通信し
ている第２の携帯通信端末２０Ｂに割り当てられているネット電話番号）を検索し、その
検索結果に応じて経路切換要求データを生成する。
【００５５】
　ここで経路切換要求データには、電話番号リストＮＬから検索したネット電話番号が通
信経路の切換相手である第２の携帯通信端末２０Ｂを示す経路切換相手指定情報として格
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納されている。また経路切換要求データには、第１の携帯通信端末２０Ａに割り当てられ
ているネット電話番号が通信経路の切換要求元である当該第１の携帯通信端末２０Ａを示
す経路切換元通知情報として格納されている。切換部３９は、このような経路切換要求デ
ータを生成すると、これを第２の通信部３７に送出する。
【００５６】
　第２の通信部３７は、このとき切換部３９から与えられた経路切換要求データに所定の
送信処理を施して経路切換要求信号を生成し、この経路切換要求信号をアクセスポイント
に向けて送信する。そして第２の通信部３７は、アクセスポイントに向けて経路切換要求
信号を送信した時点から予め設定された所定の受信待受時間の間、第２の携帯通信端末２
０Ｂからインターネット１２を利用する通信接続を許可する接続許可信号が返信されるこ
とを待ち受ける。
【００５７】
　ここで第２の通信部３７は、例えば第２の携帯通信端末２０Ｂと公衆電話回線網１１を
介して通信中の第１の携帯通信端末２０Ａがアクセスポイントの通信エリア内に入ってい
ないと、経路切換要求信号を、ネットワーク１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂへは
送信し得ていないため、受信待受時間が経過しても当該第２の携帯通信端末２０Ｂからの
接続許可信号の返信を受けることができない。また第２の通信部３７は、例えば第２の携
帯通信端末２０Ｂと公衆電話回線網１１を介して通信中の第１の携帯通信端末２０Ａがア
クセスポイントの通信エリア内に入っていても、この第２の携帯通信端末２０Ｂが何れの
アクセスポイントの通信エリア内にも入っていなければ、経路切換要求信号を受信し得な
いため、同様に受信待受時間が経過しても当該第２の携帯通信端末２０Ｂからの接続許可
信号の返信を受けることができない。そして第２の通信部３７は、このようにアクセスポ
イントに向けて経路切換要求信号を送信した時点から受信待受時間が経過しても、接続許
可信号を受信しないと、その旨を切換部３９に通知する。
【００５８】
　従って切換部３９は、第２の通信部３７から受信待受時間が経過しても接続許可信号を
受信していないことが通知されると、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で
インターネット１２を利用した通信接続が確立し得ないことにより、第１の通信部３４と
、音声信号生成部３５及び出力部３６との接続を維持する。これにより切換部３９は、こ
の際、第１の携帯通信端末２０Ａに対し公衆電話回線網１１を利用した第２携帯通信端末
２０Ｂとの通信を継続させる。
【００５９】
　これに対して第２の通信部３７は、例えば通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ
及び２０Ｂがそれぞれ異なるアクセスポイントの通信エリア内に入っていると、経路切換
要求信号を最寄りのアクセスポイントからインターネット１２を介して第２の携帯通信端
末２０Ｂに送信し得るため、受信待受時間内に当該第２の携帯通信端末２０Ｂからインタ
ーネット１２を介して送信された接続許可信号を最寄りのアクセスポイント経由で受信す
る。そして第２の通信部３７は、接続許可信号を受信すると、この接続許可信号に所定の
受信処理を施して接続許可データを生成し、これを切換部３９に送出する。
【００６０】
　切換部３９は、第２の通信部３７から接続許可データが与えられると、これに応じて第
１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間でインターネット１２を利用した通信接続
が確立したことを認識する。そして切換部３９は、このとき第１の通信部３４と音声信号
生成部３５との接続を遮断すると共に、第２の通信部３７と音声信号生成部３５とを接続
する。また切換部３９は、音声信号生成部３５に対する第１の通信部３４から第２の通信
部３７への接続の切り換えに合わせて、当該音声信号生成部３５から第１の通信部３４に
替えて第２の通信部３７に送出し始める送信音声データの先頭となるように、通信経路の
切り換えを指示する経路切換指示データを第２の通信部３７に送出する。
【００６１】
　この際、第１の通信部３４は、音声信号生成部３５との接続が遮断されるものの、この
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接続の遮断までに音声信号生成部３５から与えられていた送信音声データを送信処理し、
当該送信音声データを送信音声信号として基地局へ送信し終えると、第２の携帯通信端末
２０Ａとの通信用の送信処理を全て終了する。また第２の通信部３７は、切換部３９から
経路切換指示データが与えられると、第２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の送信処理を
開始する。そして第２の通信部３７は、この経路切換指示データに所定の送信処理を施し
て経路切換指示信号を生成し、これを最寄りのアクセスポイントに向けて送信する。また
第２の通信部３７は、この経路切換指示データに引き続き音声信号生成部３５から与えら
れた送信音声データにも所定の送信処理を施して送信音声信号を生成し、これも最寄りの
アクセスポイントに向けて送信する。これにより第２の通信部３７は、経路切換指示信号
と送信音声信号とを順次アクセスポイントからインターネット１２を介して第２の携帯通
信端末２０Ｂに送信する。
【００６２】
　さらに第２の通信部３７は、第２の携帯通信端末２０Ｂに対し経路切換指示信号を送信
すると、第２の携帯通信端末２０Ｂから、この第２の携帯通信端末２０Ｂにおける通信経
路の切換が完了したことを通知する経路切換完了信号が、公衆電話回線網１１に替えてイ
ンターネット１２を介して送信され、引き続き受信音声信号も、公衆電話回線網１１に替
えてインターネット１２を介して送信されることにより、これら経路切換完了信号と受信
音声信号との受信を待ち受ける。その結果、第２の通信部３７は、第２の携帯通信端末２
０Ｂからインターネット１２を介して送信された経路切換完了信号を最寄りのアクセスポ
イント経由で受信すると、この経路切換完了信号に所定の受信処理を施して経路切換完了
データを生成して、これを切換部３９に送出する。
【００６３】
　これにより切換部３９は、第２の通信部３７から経路切換完了データが与えられると、
これに応じて第２の携帯通信端末２０Ｂにおいて送信音声信号及び受信音声信号の送受信
に利用していた通信経路の切り換え（すなわち、公衆電話回線網１１からインターネット
１２へと切り換え）が完了したことを認識する。
【００６４】
　ところで第１の通信部３４は、この際、第２の携帯通信端末２０Ｂから公衆電話回線網
１１を介して送信されていた受信音声信号がインターネット１２を利用する送信に切り換
えられるものの、当該公衆電話回線網１１を介して送信された受信音声信号を基地局経由
で受信している間は、この受信音声信号を受信処理する。そして第１の通信部３４は、基
地局経由で受信した受信音声信号を受信音声信号として出力部３６へ送出し終えると、第
２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の受信処理を全て終了し、当該受信処理の終了を切換
部３９に通知する。よって切換部３９は、第２の携帯通信端末２０Ｂにおいて送信音声信
号及び受信音声信号の送受信に利用していた通信経路の切り換えが完了し、かつ第１の通
信部３４での受信処理が終了すると、これに応じて第１の通信部３４と出力部３６との接
続を遮断すると共に、第２の通信部３７と出力部３６とを接続する。
【００６５】
　ここで第２の通信部３７は、最寄りのアクセスポイント経由で経路切換指示信号に引き
続き受信音声信号を受信すると、この受信音声信号に所定の受信処理を施して受信音声デ
ータを生成する。そして第２の通信部３７は、受信音声データを生成し始めたときに出力
部３６と接続されていると、当該生成した受信音声データをその出力部３６に送出する。
しかしながら第２の通信部３７は、受信音声データを生成し始めたときに出力部３６と接
続されていないと、第１の通信部３４から出力部３６への受信音声信号の送出が終了して
、当該第１の通信部３４に替えて出力部３６が接続されるまでの間、例えば、生成した受
信音声データを一時的に保持している。そして、第２の通信部３７は、第１の通信部３４
に替えて出力部３６が接続されると、一時的に保持していた受信音声データを出力部３６
へと送出し始める。
【００６６】
　すなわち第２の通信部３７は、切換部３９により第１の通信部３４から第２の通信部３
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７へと出力部３６の接続が切り換えられた時点（以下、これを接続切換時点と呼ぶ）と、
受信音声データの生成を開始した時点（以下、これを生成開始時点と呼ぶ）とを監視して
いる。そして第２の通信部３７は、接続切換時点と生成開始時点とが一致したときには、
生成を開始した受信音声データを直ちに出力部３６へ送出し始める。これにより第２の通
信部３７は、通信経路の切り換えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声
が通話途中に途切れることを回避している。
【００６７】
　また第２の通信部３７は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に後であるときに
は、受信音声信号に対する受信処理の処理速度を通常よりも高速にして受信音声データを
生成しながら出力部３６へ送出する。これにより第２の通信部３７は、通信経路の切り換
えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声が通話途中に途切れることを極
力回避している。
【００６８】
　さらに第２の通信部３７は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるとき
には、一時的に保持していた受信音声データを、単位時間当たりの送出量を通常の送出量
よりもわずかに多くして出力部３６へ送出し始める。そして第２の通信部３７は、一時的
に保持していた受信音声データを出力部３６へ送出し終えると、引き続き受信音声信号を
受信して受信音声データを生成しながら、これを出力部３６に送出する。これにより第２
の通信部３７は、このように接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるときに
は、一時的に保持している受信音声データを出力部３６へ出力し終えるまで、当該出力部
３６から他のユーザの音声をあたかもわずかに早送り再生しているように出力させる。よ
って第２の通信部３７は、通信経路の切り換えにより、出力部３６から出力される他のユ
ーザの音声の一部が通話途中に消失することを回避していると共に、受信音声データを一
時的に保持していた分だけ出力部３６から出力される他のユーザの音声が遅延することを
回避している。
【００６９】
　このようにして第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に
応じて公衆電話回線網１１を介した通信を開始したとき、利用経路情報に、第２の携帯通
信端末２０Ｂとの通信に利用する１つの通信経路としてインターネット１２がユーザによ
り予め指定されており、且つ、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂが
それぞれ異なるアクセスポイントの通信エリア内に入っている場合には、ユーザに何ら煩
雑な操作を行わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの
通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に容易に切り換えることができる
。
【００７０】
　すなわち第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している相手
方のユーザが公衆電話回線網１１を介して携帯電話をかけてきて通話を開始したとき、通
信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂがインターネット１２を介して通信
接続できた場合には、例えば、「通話に用いる通信になるべく通信料をかけたくない」と
所望した第１の携帯通信端末２０Ａのユーザにより、通話に用いる通信経路としてインタ
ーネット１２が予め指定されていたことに応じて、ユーザに何ら煩雑な操作を行わせるこ
となく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路を公衆電話回
線網１１からインターネット１２に容易に切り換えることができ、その結果として、通信
中に通信経路を容易に変更し得る。
【００７１】
　ところで、ここまでは、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用し
ている通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に切り換えるとき、第１の
携帯通信端末２０Ａが通信経路の切換要求元である場合について説明したが、引き続き、
第２の携帯通信端末２０Ｂが通信経路の切換要求元であり、かつ第１の携帯通信端末２０
Ａが通信経路の切換相手である場合について説明する。すなわち、通信経路の切換要求元
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である第２の携帯通信端末２０Ｂは、この際、第１の携帯通信端末２０Ａからの着呼に応
じた第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信中に、上述した場合と同様の処
理を実行する。また通信経路の切換相手である第１の携帯通信端末２０Ａについては、第
１の携帯通信端末２０Ａへの発呼に応じた第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の通信中に、当該第２の携帯通信端末２０Ｂからインターネット１２を介して送信される
経路切換要求信号を、第２の通信部３７が最寄りのアクセスポイント経由で受信すると、
この経路切換要求信号に所定の受信処理を施して経路切換要求データを生成し、これを切
換部３９に送出する。
【００７２】
　この際、切換部３９は、第２の通信部３７から経路切換要求データが与えられたことに
応じて、インターネット１２を介した通信接続を許可する接続許可データを生成し、これ
を第２の通信部３７に送出する。これにより第２の通信部３７は、切換部３９から与えら
れた接続許可データに所定の送信処理を施して接続許可信号を生成し、これを最寄りのア
クセスポイントに向けて送信する。このようにして第２の通信部３７は、接続許可信号を
アクセスポイントからインターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信する
。
【００７３】
　そして第２の通信部３７は、第２の携帯通信端末２０Ｂからインターネット１２を介し
て送信された経路切換指示信号を最寄りのアクセスポイント経由で受信すると、この経路
切換指示信号に対し所定の受信処理を施して経路切換指示データを生成し、これを切換部
３９に送出する。これにより切換部３９は、第２の通信部３７から経路切換指示データが
与えられると、これに応じて第２の携帯通信端末２０Ｂから送信音声信号及び受信音声信
号の送受信に利用していた通信経路の切り換え（すなわち、公衆電話回線網１１からイン
ターネット１２へと切り換え）が要求されたことを認識する。
【００７４】
　切換部３９は、第２の通信部３７から経路切換指示データが与えられると、これに応じ
て第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間でインターネット１２を利用した通信
接続が確立したことを認識する。そして切換部３９は、このとき第１の通信部３４と音声
信号生成部３５との接続を遮断すると共に、第２の通信部３７と音声信号生成部３５とを
接続する。また切換部３９は、音声信号生成部３５に対する第１の通信部３４から第２の
通信部３７への接続の切り換えに合わせて、当該音声信号生成部３５から第１の通信部３
４に替えて第２の通信部３７に送出し始める送信音声データの先頭となるように、通信経
路の切り換えの完了を通知する経路切換完了データを第２の通信部３７に送出する。
【００７５】
　この際、第１の通信部３４は、音声信号生成部３５との接続が遮断されるものの、この
接続の遮断までに音声信号生成部３５から与えられていた送信音声データを送信処理し、
当該送信音声データを送信音声信号として基地局へ送信し終えると、第２の携帯通信端末
２０Ａとの通信用の送信処理を全て終了する。また第２の通信部３７は、切換部３９から
経路切換完了データが与えられると、第２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の送信処理を
開始する。そして第２の通信部３７は、この経路切換完了データに所定の送信処理を施し
て経路切換完了信号を生成し、これを最寄りのアクセスポイントに向けて送信する。また
第２の通信部３７は、この経路切換完了データに引き続き音声信号生成部３５から与えら
れた送信音声データにも所定の送信処理を施して送信音声信号を生成し、これも最寄りの
アクセスポイントに向けて送信する。これにより第２の通信部３７は、経路切換完了信号
と送信音声信号とを順次アクセスポイントからインターネット１２を介して第２の携帯通
信端末２０Ｂに送信する。
【００７６】
　ところで第１の通信部３４は、この際、第２の携帯通信端末２０Ｂから公衆電話回線網
１１を介して送信されていた受信音声信号がインターネット１２を利用する送信に切り換
えられるものの、当該公衆電話回線網１１を介して送信された受信音声信号を基地局経由
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で受信している間は、この受信音声信号を受信処理する。そして第１の通信部３４は、基
地局経由で受信した受信音声信号を受信音声信号として出力部３６へ送出し終えると、第
２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の受信処理を全て終了し、当該受信処理の終了を切換
部３９に通知する。よって切換部３９は、第２の携帯通信端末２０Ｂから送信音声信号及
び受信音声信号の送受信に利用していた通信経路の切り換えが要求され、かつ第１の通信
部３４での受信処理が終了すると、これに応じて第１の通信部３４と出力部３６との接続
を遮断すると共に、第２の通信部３７と出力部３６とを接続する。
【００７７】
　ここで第２の通信部３７は、最寄りのアクセスポイント経由で経路切換要求信号に引き
続き受信音声信号を受信すると、この受信音声信号に所定の受信処理を施して受信音声デ
ータを生成する。そして第２の通信部３７は、受信音声データを生成し始めたときに出力
部３６と接続されていると、当該生成した受信音声データをその出力部３６に送出する。
しかしながら第２の通信部３７は、受信音声データを生成し始めたときに出力部３６と接
続されていないと、第１の通信部３４から出力部３６への受信音声信号の送出が終了して
、当該第１の通信部３４に替えて出力部３６が接続されるまでの間、例えば、生成した受
信音声データを一時的に保持している。そして、第２の通信部３７は、第１の通信部３４
に替えて出力部３６が接続されると、一時的に保持していた受信音声データを出力部３６
へと送出し始める。
【００７８】
　すなわち第２の通信部３７は、この場合も接続切換時点と生成開始時点とを監視してい
る。そして第２の通信部３７は、接続切換時点と生成開始時点とが一致したときには、生
成を開始した受信音声データを直ちに出力部３６へ送出し始める。これにより第２の通信
部３７は、通信経路の切り換えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声が
通話途中に途切れることを回避している。
【００７９】
　また第２の通信部３７は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に後であるときに
は、受信音声信号に対する受信処理の処理速度を通常よりも高速にして受信音声データを
生成しながら出力部３６へ送出する。これにより第２の通信部３７は、通信経路の切り換
えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声が通話途中に途切れることを極
力回避している。
【００８０】
　さらに第２の通信部３７は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるとき
には、一時的に保持していた受信音声データを、単位時間当たりの送出量を通常の送出量
よりもわずかに多くして出力部３６へ送出し始める。そして第２の通信部３７は、一時的
に保持していた受信音声データを出力部３６へ送出し終えると、引き続き受信音声信号を
受信して受信音声データを生成しながら、これを出力部３６に送出する。これにより第２
の通信部３７は、このように接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるときに
は、一時的に保持している受信音声データを出力部３６へ出力し終えるまで、当該出力部
３６から他のユーザの音声をあたかもわずかに早送り再生しているように出力させる。よ
って第２の通信部３７は、通信経路の切り換えにより、出力部３６から出力される他のユ
ーザの音声の一部が通話途中に消失することを回避していると共に、受信音声データを一
時的に保持していた分だけ出力部３６から出力される他のユーザの音声が遅延することを
回避している。
【００８１】
　このようにして第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼に応
じて公衆電話回線網１１を介した通信を開始したとき、インターネット１２を介して第２
の携帯通信端末２０Ｂから送信された経路切換要求信号を受信した場合には、この経路切
換要求信号に示される第２の携帯通信端末２０Ｂのユーザの指定に応じ、ユーザに何ら煩
雑な操作を行わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの
通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に簡易に切り換えることができる
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。
【００８２】
　すなわち第１の携帯通信端末２０Ａは、この第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが第２
の携帯通信端末２０Ｂのユーザに公衆電話回線網１１を介して携帯電話をかけて通話を開
始したときに、インターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂから送信された経
路切換要求信号を受信した場合には、例えば、「通話に用いる通信になるべく通信料をか
けたくない」と所望した第２の携帯通信端末２０Ｂのユーザにより通話に用いる通信経路
としてインターネット１２が予め指定されていたことに応じて、ユーザに何ら煩雑な操作
を行わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路
を公衆電話回線網１１からインターネット１２に容易に切り換えることができ、その結果
として、通信中に通信経路を容易に変更し得る。
【００８３】
　次に図６（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、切換部３９は、第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用されている通信経路をインターネット１２から公衆電話回
線網１１に切り換える場合、制御部３０に対し、このとき通信している第２の携帯通信端
末２０Ｂのネット電話番号を要求する。その結果、切換部３９は、第２の携帯通信端末２
０Ｂから送信された（すなわち、着呼のときに取得した）ネット電話発呼データ内の通信
元通知情報が示すネット電話番号を取得する。
【００８４】
　また切換部３９は、記憶部３２から電話番号リストＮＬ（図４）を読み出す。そして切
換部３９は、この電話番号リストＮＬ内で、制御部３０から取得したネット電話番号（す
なわち、現在、インターネット１２を介して通信している第２の携帯通信端末２０Ｂに割
り当てられたネット電話番号）に対応付けられている携帯電話番号（すなわち、現在通信
している第２の携帯通信端末２０Ｂに割り当てられている携帯電話番号）を検索し、その
検索結果に応じて経路切換要求データを生成する。
【００８５】
　ここで経路切換要求データには、電話番号リストＮＬから検索した携帯電話番号が通信
経路の切換相手である第２の携帯通信端末２０Ｂを示す経路切換相手指定情報として格納
されている。また経路切換要求データには、第１の携帯通信端末２０Ａに割り当てられて
いる携帯電話番号が通信経路の切換要求元である当該第１の携帯通信端末２０Ａを示す経
路切換元通知情報として格納されている。切換部３９は、このような経路切換要求データ
を生成すると、これを第１の通信部３４に送出する。
【００８６】
　第１の通信部３４は、このとき切換部３９から与えられた経路切換要求データに所定の
送信処理を施して経路切換要求信号を生成し、この経路切換要求信号を基地局に向けて送
信する。そして第１の通信部３４は、基地局に向けて経路切換要求信号を送信した時点か
ら予め設定された所定の受信待受時間の間、第２の携帯通信端末２０Ｂから公衆電話回線
網１１を利用する通信接続を許可する接続許可信号が返信されることを待ち受ける。
【００８７】
　ここで第１の通信部３４は、例えば第２の携帯通信端末２０Ｂとインターネット１２を
介して通信中の第１の携帯通信端末２０Ａが基地局の通信エリア内に入っていないと、経
路切換要求信号を、公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂへは送信し得
ていないため、受信待受時間が経過しても当該第２の携帯通信端末２０Ｂからの接続許可
信号の返信を受けることができない。また第１の通信部３４は、例えば第２の携帯通信端
末２０Ｂとインターネット１２を介して通信中の第１の携帯通信端末２０Ａが基地局の通
信エリア内に入っていても、この第２の携帯通信端末２０Ｂが何れの基地局の通信エリア
内にも入っていなければ、経路切換要求信号を受信し得ないため、同様に受信待受時間が
経過しても当該第２の携帯通信端末２０Ｂからの接続許可信号の返信を受けることができ
ない。そして第１の通信部３４は、このようにアクセスポイントに向けて経路切換要求信
号を送信した時点から受信待受時間が経過しても、接続許可信号を受信しないと、その旨
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を切換部３９に通知する。
【００８８】
　従って切換部３９は、第１の通信部３４から受信待受時間が経過しても接続許可信号を
受信していないことが通知されると、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で
公衆電話回線網１１を利用した通信接続が確立し得ないことにより、第２の通信部３７と
、音声信号生成部３５及び出力部３６との接続を維持する。これにより切換部３９は、こ
の際、第１の携帯通信端末２０Ａに対しインターネット１２を利用した第２携帯通信端末
２０Ｂとの通信を継続させる。
【００８９】
　これに対して第１の通信部３４は、例えば通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ
及び２０Ｂがそれぞれ異なる基地局の通信エリア内に入っていると、経路切換要求信号を
最寄りの基地局から公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信し得る
ため、受信待受時間内に当該第２の携帯通信端末２０Ｂから公衆電話回線網１１を介して
送信された接続許可信号を最寄りの基地局経由で受信する。そして第１の通信部３４は、
接続許可信号を受信すると、この接続許可信号に所定の受信処理を施して接続許可データ
を生成し、これを切換部３９に送出する。
【００９０】
　切換部３９は、第１の通信部３４から接続許可データが与えられると、これに応じて第
１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で公衆電話回線網１１を利用した通信接続
が確立したことを認識する。そして切換部３９は、このとき第２の通信部３７と音声信号
生成部３５との接続を遮断すると共に、第１の通信部３４と音声信号生成部３５とを接続
する。また切換部３９は、音声信号生成部３５に対する第２の通信部３７から第１の通信
部３４への接続の切り換えに合わせて、当該音声信号生成部３５から第２の通信部３７に
替えて第１の通信部３４に送出し始める送信音声データの先頭となるように、通信経路の
切り換えを指示する経路切換指示データを第１の通信部３４に送出する。
【００９１】
　この際、第２の通信部３７は、音声信号生成部３５との接続が遮断されるものの、この
接続の遮断までに音声信号生成部３５から与えられていた送信音声データを送信処理し、
当該送信音声データを送信音声信号としてアクセスポイントへ送信し終えると、第２の携
帯通信端末２０Ａとの通信用の送信処理を全て終了する。また第１の通信部３４は、切換
部３９から経路切換指示データが与えられると、第２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の
送信処理を開始する。そして第１の通信部３４は、この経路切換指示データに所定の送信
処理を施して経路切換指示信号を生成し、これを最寄りの基地局に向けて送信する。また
第１の通信部３４は、この経路切換指示データに引き続き音声信号生成部３５から与えら
れた送信音声データにも所定の送信処理を施して送信音声信号を生成し、これも最寄りの
基地局に向けて送信する。これにより第１の通信部３４は、経路切換指示信号と送信音声
信号とを順次基地局から公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信す
る。
【００９２】
　さらに第１の通信部３４は、第２の携帯通信端末２０Ｂに対し経路切換指示信号を送信
すると、第２の携帯通信端末２０Ｂから、この第２の携帯通信端末２０Ｂにおける通信経
路の切換が完了したことを通知する経路切換完了信号が、インターネット１２に替えて公
衆電話回線網１１を介して送信され、引き続き受信音声信号も、インターネット１２に替
えて公衆電話回線網１１を介して送信されることにより、これら経路切換完了信号と受信
音声信号との受信を待ち受ける。その結果、第１の通信部３４は、第２の携帯通信端末２
０Ｂから公衆電話回線網１１を介して送信された経路切換完了信号を最寄りの基地局経由
で受信すると、この経路切換完了信号に所定の受信処理を施して経路切換完了データを生
成して、これを切換部３９に送出する。
【００９３】
　これにより切換部３９は、第１の通信部３４から経路切換完了データが与えられると、
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これに応じて第２の携帯通信端末２０Ｂにおいて送信音声信号及び受信音声信号の送受信
に利用していた通信経路の切り換え（すなわち、インターネット１２から公衆電話回線網
１１への切り換え）が完了したことを認識する。
【００９４】
　ところで第２の通信部３７は、この際、第２の携帯通信端末２０Ｂからインターネット
１２を介して送信されていた受信音声信号が公衆電話回線網１１を利用する送信に切り換
えられるものの、当該インターネット１２を介して送信された受信音声信号をアクセスポ
イント経由で受信している間は、この受信音声信号を受信処理する。そして第２の通信部
３７は、アクセスポイント経由で受信した受信音声信号を受信音声信号として出力部３６
へ送出し終えると、第２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の受信処理を全て終了し、当該
受信処理の終了を切換部３９に通知する。よって切換部３９は、第２の携帯通信端末２０
Ｂにおいて送信音声信号及び受信音声信号の送受信に利用していた通信経路の切り換えが
完了し、かつ第２の通信部３７での受信処理が終了すると、これに応じて第２の通信部３
７と出力部３６との接続を遮断すると共に、第１の通信部３４と出力部３６とを接続する
。
【００９５】
　ここで第１の通信部３４は、最寄りの基地局経由で経路切換指示信号に引き続き受信音
声信号を受信すると、この受信音声信号に所定の受信処理を施して受信音声データを生成
する。そして第１の通信部３４は、受信音声データを生成し始めたときに出力部３６と接
続されていると、当該生成した受信音声データをその出力部３６に送出する。しかしなが
ら第１の通信部３４は、受信音声データを生成し始めたときに出力部３６と接続されてい
ないと、第２の通信部３７から出力部３６への受信音声信号の送出が終了して、当該第２
の通信部３７に替えて出力部３６が接続されるまでの間、例えば、生成した受信音声デー
タを一時的に保持している。そして、第１の通信部３４は、第２の通信部３７に替えて出
力部３６が接続されると、一時的に保持していた受信音声データを出力部３６へと送出し
始める。
【００９６】
　すなわち第１の通信部３４は、切換部３９により第２の通信部３７から第１の通信部３
４へと出力部３６の接続が切り換えられた接続切換時点と、受信音声データの生成を開始
した生成開始時点とを監視している。そして第１の通信部３４は、接続切換時点と生成開
始時点とが一致したときには、生成を開始した受信音声データを直ちに出力部３６へ送出
し始める。これにより第１の通信部３４は、通信経路の切り換えによって、出力部３６か
ら出力される他のユーザの音声が通話途中に途切れることを回避している。
【００９７】
　また第１の通信部３４は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に後であるときに
は、受信音声信号に対する受信処理の処理速度を通常よりも高速にして受信音声データを
生成しながら出力部３６へ送出する。これにより第１の通信部３４は、通信経路の切り換
えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声が通話途中に途切れることを極
力回避している。
【００９８】
　さらに第１の通信部３４は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるとき
には、一時的に保持していた受信音声データを、単位時間当たりの送出量を通常の送出量
よりもわずかに多くして出力部３６へ送出し始める。そして第１の通信部３４は、一時的
に保持していた受信音声データを出力部３６へ送出し終えると、引き続き受信音声信号を
受信して受信音声データを生成しながら、これを出力部３６に送出する。これにより第１
の通信部３４は、このように接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるときに
は、一時的に保持している受信音声データを出力部３６へ出力し終えるまで、当該出力部
３６から他のユーザの音声をあたかもわずかに早送り再生しているように出力させる。よ
って第１の通信部３４は、通信経路の切り換えにより、出力部３６から出力される他のユ
ーザの音声の一部が通話途中に消失することを回避していると共に、受信音声データを一
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時的に保持していた分だけ出力部３６から出力される他のユーザの音声が遅延することを
回避している。
【００９９】
　このようにして第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に
応じてインターネット１２を介した通信を開始したとき、利用経路情報に、第２の携帯通
信端末２０Ｂとの通信に利用する１つの通信経路として公衆電話回線網１１がユーザによ
り予め指定されており、且つ、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂが
それぞれ異なる基地局の通信エリア内に入っている場合には、ユーザに何ら煩雑な操作を
行わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路を
インターネット１２から公衆電話回線網１１に容易に切り換えることができる。
【０１００】
　すなわち第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している相手
方のユーザがインターネット１２を介してネット電話をかけてきて通話を開始したとき、
第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂが公衆電話回線網１１を介して通信接続で
きる場合には、例えば、「移動中に通話することが多いので、できるだけ通話が途切れな
いようにしたい」と所望した第１の携帯通信端末２０Ａのユーザにより通話に用いる通信
経路として公衆電話回線網１１が予め指定されていたことに応じて、ユーザに何ら煩雑な
操作を行わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信
経路をインターネット１２から公衆電話回線網１１に容易に切り換えることができ、その
結果として、通信中に通信経路を容易に変更し得る。
【０１０１】
　ところで、ここまでは、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用し
ている通信経路をインターネット１２から公衆電話回線網１１に切り換えるとき、第１の
携帯通信端末２０Ａが通信経路の切換要求元である場合について説明したが、引き続き、
第２の携帯通信端末２０Ｂが通信経路の切換要求元であり、かつ第１の携帯通信端末２０
Ａが通信経路の切換相手である場合について説明する。すなわち、通信経路の切換要求元
である第２の携帯通信端末２０Ｂは、この際、第１の携帯通信端末２０Ａからの着呼に応
じた第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信中に、上述した場合と同様の処
理を実行する。また通信経路の切換相手である第１の携帯通信端末２０Ａについては、第
１の携帯通信端末２０Ａへの発呼に応じた第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の通信中に、当該第２の携帯通信端末２０Ｂから公衆電話回線網１１を介して送信された
経路切換要求信号を、第１の通信部３４が最寄りの基地局経由で受信すると、この経路切
換要求信号に所定の受信処理を施して経路切換要求データを生成し、これを切換部３９に
送出する。
【０１０２】
　この際、切換部３９は、第１の通信部３４から経路切換要求データが与えられたことに
応じて、公衆電話回線網１１を介した通信接続を許可する接続許可データを生成し、これ
を第１の通信部３４に送出する。これにより第１の通信部３４は、切換部３９から与えら
れた接続許可データに所定の送信処理を施して接続許可信号を生成し、これを最寄りの基
地局に向けて送信する。このようにして第１の通信部３４は、接続許可信号を基地局から
公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信する。
【０１０３】
　そして第１の通信部３４は、第２の携帯通信端末２０Ｂから公衆電話回線網１１を介し
て送信された経路切換指示信号を最寄りの基地局経由で受信すると、この経路切換指示信
号に対し所定の受信処理を施して経路切換指示データを生成し、これを切換部３９に送出
する。これにより切換部３９は、第１の通信部３４から経路切換指示データが与えられる
と、これに応じて第２の携帯通信端末２０Ｂから送信音声信号及び受信音声信号の送受信
に利用していた通信経路の切り換え（すなわち、インターネット１２から公衆電話回線網
１１へと切り換え）が要求されたことを認識する。
【０１０４】
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　切換部３９は、第１の通信部３４から経路切換指示データが与えられると、これに応じ
て第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で公衆電話回線網１１を利用した通信
接続が確立したことを認識する。そして切換部３９は、このとき第２の通信部３７と音声
信号生成部３５との接続を遮断すると共に、第１の通信部３４と音声信号生成部３５とを
接続する。また切換部３９は、音声信号生成部３５に対する第２の通信部３７から第１の
通信部３４への接続の切り換えに合わせて、当該音声信号生成部３５から第２の通信部３
７に替えて第１の通信部３４に送出し始める送信音声データの先頭となるように、通信経
路の切り換えの完了を通知する経路切換完了データを第１の通信部３４に送出する。
【０１０５】
　この際、第２の通信部３７は、音声信号生成部３５との接続が遮断されるものの、この
接続の遮断までに音声信号生成部３５から与えられていた送信音声データを送信処理し、
当該送信音声データを送信音声信号としてアクセスポイントへ送信し終えると、第２の携
帯通信端末２０Ａとの通信用の送信処理を全て終了する。また第１の通信部３４は、切換
部３９から経路切換完了データが与えられると、第２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の
送信処理を開始する。そして第１の通信部３４は、この経路切換完了データに所定の送信
処理を施して経路切換完了信号を生成し、これを最寄りの基地局に向けて送信する。また
第１の通信部３４は、この経路切換完了データに引き続き音声信号生成部３５から与えら
れた送信音声データにも所定の送信処理を施して送信音声信号を生成し、これも最寄りの
基地局に向けて送信する。これにより第１の通信部３４は、経路切換完了信号と送信音声
信号とを順次基地局から公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに送信す
る。
【０１０６】
　ところで第２の通信部３７は、この際、第２の携帯通信端末２０Ｂからインターネット
１２を介して送信されていた受信音声信号が公衆電話回線網１１を利用する送信に切り換
えられるものの、当該インターネット１２を介して送信された受信音声信号をアクセスポ
イント経由で受信している間は、この受信音声信号を受信処理する。そして第２の通信部
３７は、アクセスポイント経由で受信した受信音声信号を受信音声信号として出力部３６
へ送出し終えると、第２の携帯通信端末２０Ａとの通信用の受信処理を全て終了し、当該
受信処理の終了を切換部３９に通知する。よって切換部３９は、第２の携帯通信端末２０
Ｂから送信音声信号及び受信音声信号の送受信に利用していた通信経路の切り換えが要求
され、かつ第２の通信部３７での受信処理が終了すると、これに応じて第２の通信部３７
と出力部３６との接続を遮断すると共に、第１の通信部３４と出力部３６とを接続する。
【０１０７】
　ここで第１の通信部３４は、最寄りの基地局経由で経路切換要求信号に引き続き受信音
声信号を受信すると、この受信音声信号に所定の受信処理を施して受信音声データを生成
する。そして第１の通信部３４は、受信音声データを生成し始めたときに出力部３６と接
続されていると、当該生成した受信音声データをその出力部３６に送出する。しかしなが
ら第１の通信部３４は、受信音声データを生成し始めたときに出力部３６と接続されてい
ないと、第２の通信部３７から出力部３６への受信音声信号の送出が終了して、当該第３
７に替えて出力部３６が接続されるまでの間、例えば、生成した受信音声データを一時的
に保持している。そして、第１の通信部３４は、第２の通信部３７に替えて出力部３６が
接続されると、一時的に保持していた受信音声データを出力部３６へと送出し始める。
【０１０８】
　すなわち第１の通信部３４は、この場合も接続切換時点と生成開始時点とを監視してい
る。そして第１の通信部３４は、接続切換時点と生成開始時点とが一致したときには、生
成を開始した受信音声データを直ちに出力部３６へ送出し始める。これにより第１の通信
部３４は、通信経路の切り換えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声が
通話途中に途切れることを回避している。
【０１０９】
　また第１の通信部３４は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に後であるときに
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は、受信音声信号に対する受信処理の処理速度を通常よりも高速にして受信音声データを
生成しながら出力部３６へ送出する。これにより第１の通信部３４は、通信経路の切り換
えによって、出力部３６から出力される他のユーザの音声が通話途中に途切れることを極
力回避している。
【０１１０】
　さらに第１の通信部３４は、接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるとき
には、一時的に保持していた受信音声データを、単位時間当たりの送出量を通常の送出量
よりもわずかに多くして出力部３６へ送出し始める。そして第１の通信部３４は、一時的
に保持していた受信音声データを出力部３６へ送出し終えると、引き続き受信音声信号を
受信して受信音声データを生成しながら、これを出力部３６に送出する。これにより第１
の通信部３４は、このように接続切換時点よりも生成開始時点が時間的に前であるときに
は、一時的に保持している受信音声データを出力部３６へ出力し終えるまで、当該出力部
３６から他のユーザの音声をあたかもわずかに早送り再生しているように出力させる。よ
って第１の通信部３４は、通信経路の切り換えにより、出力部３６から出力される他のユ
ーザの音声の一部が通話途中に消失することを回避していると共に、受信音声データを一
時的に保持していた分だけ出力部３６から出力される他のユーザの音声が遅延することを
回避している。
【０１１１】
　このようにして第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼に応
じてインターネット１２を介した通信を開始したとき、公衆電話回線網１１を介して第２
の携帯通信端末２０Ｂから送信された経路切換要求信号を受信した場合には、この経路切
換要求信号に示される第２の携帯通信端末２０Ｂのユーザの指定に応じ、ユーザに何ら煩
雑な操作を行わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの
通信経路をインターネット１２から公衆電話回線網１１に簡易に切り換えることができる
。
【０１１２】
　すなわち第１の携帯通信端末２０Ａは、ユーザが第２の携帯通信端末２０Ｂのユーザに
インターネット１２を介してネット電話をかけて通話を開始したときに、公衆電話回線網
１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂから送信された経路切換要求信号を受信した場合
には、例えば、「移動中に通話することが多いので、できるだけ通話が途切れないように
したい」と所望した第２の携帯通信端末２０Ｂのユーザにより通話に用いる通信経路とし
て公衆電話回線網１１が予め指定されていたことに応じて、ユーザに何ら煩雑な操作を行
わせることなく、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路をイ
ンターネット１２から公衆電話回線網１１に容易に切り換えることができ、その結果とし
て、通信中に通信経路を容易に変更し得る。
【０１１３】
　これに加えて制御部３０は、上述したように着呼に応じて第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂとが通信すると、着呼通知画面を介して、この通信に利用されている通
信経路をユーザに通知し得るようになされている。また切換部３９は、第１及び第２の携
帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂとの通信途中に、通信経路を切り換えると、この切換後の通
信経路を制御部３０に通知する。これにより制御部３０は、切換部３９により通信経路が
切り換えられたときにも、例えば通信経路の切換通知用の所定の表示画面を介してユーザ
に切換後の通信経路を通知（又は確認）させ得るようになされている。
【０１１４】
　さらに指定部３１には、例えば第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に
利用する通信経路として公衆電話回線網１１を指定するための第１の経路指定ボタンと、
当該通信経路としてインターネット１２を指定するための第２の経路指定ボタンとが設け
られている。そして制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に応じた第１及
び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信中に、ユーザにより指定部３１の第１及び
第２の経路指定ボタンの一方が例えば押下操作され、一方の通信経路が指定されると、当
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該通信経路の指定を判別部３８に通知すると共に、その指定された通信経路を切換部３９
に通知する。
【０１１５】
　判別部３８は、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に応じた第１及び第２の携帯通信
端末２０Ａ及び２０Ｂの通信中に、制御部３０からユーザにより、この通信に利用する通
信経路が指定されたことが通知されると、上述と同様に当該第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用されている１つの通信経路を判別し、その判別結果と、こ
のときユーザにより指定された一方の通信経路とを比較するようにして、引き続き上述と
同様に処理する。これにより切換部３９は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０
Ｂの通信中でも、ユーザにより、この通信に利用する通信経路が指定されると、その指定
に応じて判別部３８により、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用
されている１つの通信経路と、ユーザの指定が示す１つの通信経路とが一致しないと判別
されたときには、上述と同様に第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利
用する通信経路を、公衆電話回線網１１からインターネット１２へと、又はインターネッ
ト１２から公衆電話回線網１１へと切り換えることができるようになされている。
【０１１６】
　また切換部３９は、判別部３８により、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の通信に利用されている１つの通信経路と、ユーザの指定が示す１つの通信経路とが一致
すると判別されたときには、上述と同様に通信経路の切り換えを実行しない。すなわち切
換部３９は、例えば、ユーザの勘違いにより、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２
０Ｂの通信に利用されている１つの通信経路と同じ通信経路が、指定部３１の第１及び第
２の経路指定ボタンの押下操作により指定された場合に、通信経路の切り換え処理を無理
に実行しないため、第１の携帯通信端末２０Ａの処理負荷を不必要に増加させるといった
ことを回避できる。
【０１１７】
　このようにして第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に
応じた通信中に、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂがそれぞれ異な
る基地局又はアクセスポイントの通信エリア内に入っている場合には、ユーザに対し、指
定部３１の第１及び第２の経路指定ボタンの一方を押下するという簡易な操作をさせるだ
けで、通信中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路をインターネッ
ト１２から公衆電話回線網１１に、又はインターネット１２から公衆電話回線網１１に容
易に切り換えることができる。
【０１１８】
　すなわち第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している相手
方のユーザが公衆電話回線網１１を介して携帯電話をかけてきたことによる通話中に、例
えば、第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが所定の駅の構内等に立ち入り、この駅の構内
がアクセスポイントの通信エリア内で、且つ、第２の携帯通信端末２０Ｂがアクセスポイ
ントのエリア内に入っている場合には、「この駅の構内はアクセスポイントかもしれない
ので、できるならば、通信料のかからないインターネット１２による通信で通話したい」
と所望した第１の携帯通信端末２０Ａのユーザに対し、第２の経路指定ボタンを押下させ
る（すなわちインターネット１２を指定させる）という簡易な操作をさせるだけで、通信
中の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路を公衆電話回線網１１から
インターネット１２に容易に切り換えることができ、その結果として、通信中に通信経路
を容易に変更し得る。
【０１１９】
　また第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂを使用している相手方の
ユーザがインターネット１２を介してネット電話をかけてきたことによる通話中に、例え
ば、アクセスポイントのエリア内である所定のカフェで通話中の第１の携帯通信端末２０
Ａのユーザがカフェの外に移動しなければならないときに、第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂが基地局のエリア内に入っている場合には、「通話を維持するため、で
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きるならば、通信を維持し易い公衆電話回線網１１による通信で通話したい」と所望した
第１の携帯通信端末２０Ａのユーザに対し、第１の経路指定ボタンを押下させる（すなわ
ち公衆電話回線網１１を指定させる）という簡易な操作をさせるだけで、通信中の第１及
び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信経路をインターネット１２から公衆電話回
線網１１に容易に切り換えることができ、その結果として、通信中に通信経路を容易に変
更し得る。
【０１２０】
（２－４）通信経路切換処理手順
　ここで、第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中に
その通信に利用されている通信経路を切り換えるとき、第１の携帯通信端末２０Ａが通信
経路の切換要求元である場合の、第１の携帯通信端末２０Ａで行われる通信経路を切り換
える処理（以下、これを第１の通信経路切換処理と呼ぶ）の手順（以下、これを第１の通
信経路切換処理手順と呼ぶ）ＲＴ１について、図７に示すフローチャートに沿って詳しく
説明する。第１の携帯通信端末２０Ａの制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂからの
着呼に応じて第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信接続が確立すると、第
１の通信経路切換処理手順ＲＴ１を開始し、ステップＳＰ１で第１及び第２の携帯通信端
末２０Ａ及び２０Ｂの通信に利用されている１つの通信経路と、第１の携帯通信端末２０
Ａのユーザが指定する１つの通信経路（すなわちこの場合、ユーザの指定により記憶部３
２に予め記憶している利用経路情報が示す１つの通信経路又は、ユーザによる指定部３１
の第１及び第２の経路指定ボタンへの押下操作により指定される１つの通信経路）とを比
較し、これらが一致するか否かを判別して次のステップＳＰ２に移る。
【０１２１】
　ステップＳＰ２において制御部３０は、通信経路を切り換えるか否かを判別する。この
ステップＳＰ２において否定結果が得られると、このことは、第１及び第２の携帯通信端
末２０Ａ及び２０Ｂが、第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが指定した通信経路を介して
通信していることを示している。従って、このとき制御部３０は、通信経路を切り換えず
にステップＳＰ８に移る。
【０１２２】
　これに対し、このステップＳＰ２において肯定結果が得られると、このことは、第１及
び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂが、第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが指定し
ていない通信経路を介して通信していることを示している。従って、このとき制御部３０
は、次のステップＳＰ３に移る。
【０１２３】
　ステップＳＰ３において制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂに対し、現時点で通
信に用いていない方の通信経路を介して経路切換要求信号を送信し、次のステップＳＰ４
に移る。
【０１２４】
　ステップＳＰ４において制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂからの接続許可信号
の返信を待ち受け、この接続許可信号が返信されてきたか否かを判別する。このステップ
ＳＰ４において肯定結果が得られると、このことは、現時点で通信に用いていない方の通
信経路を介して第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で通信接続が確立したこ
とを示している。従って、このとき制御部３０は、ステップＳＰ６に移る。
【０１２５】
　これに対し、ステップＳＰ４において否定結果が得られると、このことは、現時点で通
信に用いていない方の通信経路を介して第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間
で通信接続する処理を継続中であることを示している。従って、このとき制御部３０は、
次のステップＳＰ５に移る。
【０１２６】
　ステップＳＰ５において制御部３０は、所定の受信待受時間が経過したか否かを判別す
る。このステップＳＰ５において肯定結果が得られると、このことは、現時点で通信に用
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いていない方の通信経路を介して第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間で通信
接続する処理に失敗（すなわち、タイムアウト）したことを示している。従って、このと
き制御部３０は、ステップＳＰ８に移る。
【０１２７】
　これに対し、このステップＳＰ５において否定結果が得られると、このことは、現時点
で通信に用いていない方の通信経路を介して第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０
Ｂ間で通信接続する処理を未だ継続中であることを示している。従って、このとき制御部
３０は、ステップＳＰ４に戻る。そして制御部３０は、ステップＳＰ４及びステップＳＰ
５のいずれかで肯定結果が得られるまで、上述したステップＳＰ４及びステップＳＰ５の
処理を繰り返す。
【０１２８】
　ステップＳＰ６において制御部３０は、現時点で通信に用いている方の通信経路を介し
た送信処理を終了すると共に現時点で通信に用いていない方の通信経路を介した送信処理
を開始することで、第２の携帯通信端末２０Ｂに対する送信処理を切り換える。そして制
御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂに対し、通信経路の切り換えを指示する経路切換
指示信号を送信して、次のステップＳＰ７に移る。
【０１２９】
　ステップＳＰ７において制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから送信される、こ
の第２の携帯通信端末２０Ｂにおける通信経路の切り換えの完了を示す経路切換完了信号
を受信すると、現時点で通信に用いている方の通信経路を介した受信処理を終了すると共
に現時点で通信に用いていない方の通信経路を介した受信処理を開始することで、第２の
携帯通信端末２０Ｂに対する受信処理を切り換える。このようにして制御部３０は、第１
及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信中において、かかる通信に利用している
通信経路を切り換えて、次のステップＳＰ８に移る。
【０１３０】
　ステップＳＰ８において制御部３０は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の通信中に、ユーザにより指定部３１の第１及び第２の経路指定ボタンの一方が押下操作
されたか否かを判別する。このステップＳＰ８において肯定結果が得られると、このこと
は、第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが通話中に一方の通信経路を指定したことを表し
ている。従って、このとき制御部３０は、ステップＳＰ１に戻り、上述したステップＳＰ
１乃至ステップＳＰ７の処理を実行する。
【０１３１】
　これに対し、ステップＳＰ８において否定結果が得られると、このことは、第１の携帯
通信端末２０Ａのユーザが通話中に通信経路を未だ指定していないことを示している。従
って、このとき制御部３０は、次のステップＳＰ９に移る。
【０１３２】
　ステップＳＰ９において制御部３０は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の通信が終了したか否かを判別する。このステップＳＰ９において肯定結果が得られると
、このことは、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂのいずれかのユーザからの
所定の通信切断操作に応じて通信が切断されて、通話が終了したことを示している。従っ
て、このとき制御部３０は、ステップＳＰ１０に移り、かかる第１の通信経路切換処理手
順ＲＴ１を終了する。
【０１３３】
　これに対し、ステップＳＰ９において否定結果が得られると、このことは、第１及び第
２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂは未だ通信中であり、第１及び第２の携帯通信端末２
０Ａ及び２０Ｂのユーザ同士の通話が行われていることを示している。従って、このとき
制御部３０は、ステップＳＰ８に戻り、かかるステップＳＰ８及びステップＳＰ９のいず
れかにおいて肯定結果が得られるまで、上述したステップＳＰ８及びステップＳＰ９の処
理を繰り返す。
【０１３４】
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　このような第１の通信経路切換処理手順ＲＴ１により、制御部３０は、通信経路の切換
要求元である第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中
にその通信に利用している通信経路を切り換えるようになされている。
【０１３５】
　次に、第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中にそ
の通信に利用されている通信経路を切り換えるとき、第２の携帯通信端末２０Ｂが通信経
路の切換要求元であり、かつ第１の携帯通信端末２０Ａが通信経路の切換相手である場合
の、第１の携帯通信端末２０Ａで行われる通信経路を切り換える処理（以下、これを第２
の通信経路切換処理と呼ぶ）の手順（以下、これを第２の通信経路切換処理手順と呼ぶ）
ＲＴ２について、図８に示すフローチャートに沿って詳しく説明する。第１の携帯通信端
末２０Ａの制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼に応じて第１及び第２の携
帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信接続が確立すると、第２の通信経路切換処理手順ＲＴ
２を開始し、ステップＳＰ１１において、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の通信に利用されていない１つの通信経路を介して、第２の携帯通信端末２０Ｂから経路
切換要求信号が送信されてくることを待ち受け、この経路切換要求信号を受信したか否か
を判別する。
【０１３６】
　このステップＳＰ１１において肯定結果が得られると、このことは、通信に用いる通信
経路の切り換えを第２の携帯通信端末２０Ｂが要求していることを示している。従って、
このとき制御部３０は、ステップＳＰ１３に移る。
【０１３７】
　ステップＳＰ１３において制御部３０は、受信した経路切換要求信号に応じた通信経路
を介して接続許可信号を第２の携帯通信端末２０Ｂに返信し、次のステップＳＰ１４に移
る。
【０１３８】
　ステップＳＰ１４において制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから送信される経
路切換指示信号を受信するまで待ち受け、この経路切換指示信号を受信すると、次のステ
ップＳＰ１５に移る。
【０１３９】
　ステップＳＰ１５において制御部３０は、現時点で通信に用いている方の通信経路を介
した受信処理を終了すると共に現時点で通信に用いていない方の通信経路を介した受信処
理を開始することで、第２の携帯通信端末２０Ｂに対する受信処理を切り換える。そして
制御部３０は、現時点で通信に用いている方の通信経路を介した送信処理を終了すると共
に現時点で通信に用いていない方の通信経路を介した送信処理を開始することで、第２の
携帯通信端末２０Ｂに対する送信処理を切り換える。そして制御部３０は、第２の携帯通
信端末２０Ｂに対し、この第２の携帯通信端末２０Ｂでの通信経路の切り換えの完了を示
す経路切換指示信号を送信して、ステップＳＰ１１に戻る。
【０１４０】
　一方でステップＳＰ１１において否定結果が得られると、このことは、第２の携帯通信
端末２０Ｂからの経路切換要求信号を未だ受信していないことを示している。従って、こ
のとき制御部３０は、次のステップＳＰ１２に移る。
【０１４１】
　ステップＳＰ１２において制御部３０は、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０
Ｂの通信が終了したか否かを判別する。このステップＳＰ１２において肯定結果が得られ
ると、このことは、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂのいずれかのユーザか
らの所定の通信切断操作に応じて通信が切断されて、通話が終了したことを示している。
従って、このとき制御部３０は、ステップＳＰ１６に移り、かかる第２の通信経路切換処
理手順ＲＴ２を終了する。
【０１４２】
　これに対し、ステップＳＰ１２において否定結果が得られると、このことは、第１及び
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第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂは未だ通信中であり、第１及び第２の携帯通信端末
２０Ａ及び２０Ｂのユーザ同士の通話が行われていることを示している。従って、このと
き制御部３０は、ステップＳＰ１１に戻り、かかるステップＳＰ１１及びステップＳＰ１
２のいずれかにおいて肯定結果が得られるまで、上述したステップＳＰ１１及びステップ
ＳＰ１２の処理を繰り返す。
【０１４３】
　このような第２の通信経路切換処理手順ＲＴ２により、制御部３０は、通信経路の切換
相手である第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中に
その通信に利用している通信経路を切り換えるようになされている。
【０１４４】
　実際上、通信システム１０において、第１の携帯通信端末２０Ａが第１の通信経路切換
処理手順ＲＴ１を実行すると共に第２の携帯通信端末２０Ｂが第２の通信経路切換処理手
順ＲＴ２を実行することで、又は第２の携帯通信端末２０Ｂが第１の通信経路切換処理手
順ＲＴ１を実行すると共に第１の携帯通信端末２０Ａが第２の通信経路切換処理手順ＲＴ
２を実行することで、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの通信中に、通信に
利用している通信経路を切り換えるようになされている。
【０１４５】
（２－５）第１の実施の形態の動作及び効果
　以上の構成において第１の携帯通信端末２０Ａは、ユーザの指定する通信経路を示す利
用経路情報を予め記憶しておき、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に応じて、公衆電
話回線網１１又はインターネット１２を利用した通信を行っているとき、現時点で通信に
利用している通信経路が利用経路情報に示されるユーザの指定した通信経路であるか否か
を判別し、判別の結果、ユーザの指定した通信経路ではなく、且つユーザの指定した通信
経路を介して第２の携帯通信端末２０Ｂと通信接続できた場合に、第２の携帯通信端末２
０Ｂとの通信に利用する通信経路を切り換える。
【０１４６】
　従って第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼により、こ
の第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信を行っているとき、ユーザに何ら煩雑な操作を行わ
せることなく、利用経路情報に示されるユーザの指定した通信経路での通信に切り換える
ことができ、その結果として、通信中に通信経路を容易に変更することができる。
【０１４７】
　また第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に応じて、公
衆電話回線網１１又はインターネット１２を利用した通信を行っているときに、ユーザに
より第１及び第２の経路指定ボタンを押下操作されると、現時点で通信に利用している通
信経路がこの第１及び第２の経路指定ボタンの押下操作により指定された通信経路である
か否かを判別し、判別の結果、第１及び第２の経路指定ボタンの押下操作により指定され
た通信経路でなく、且つ第１及び第２の経路指定ボタンの押下操作により指定された通信
経路を介して第２の携帯通信端末２０Ｂと通信接続できた場合に、第２の携帯通信端末２
０Ｂとの通信に利用する通信経路を切り換える。
【０１４８】
　従って第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼により、こ
の第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信を行っているとき、ユーザに対し、第１及び第２の
経路指定ボタンを押下するという簡易な操作をさせるだけで、ユーザの指定した通信経路
での通信に切り換えることができ、その結果として、通信中に通信経路を容易に変更する
ことができる。
【０１４９】
　さらに第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼により、この
第２の携帯通信端末２０Ｂとの間で、公衆電話回線網１１又はインターネット１２を利用
した通信を行っているとき、現時点で通信に利用していない通信経路を介して第２の携帯
通信端末２０Ｂから送信された経路切換要求信号を受信した場合に、第２の携帯通信端末
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２０Ｂとの通信に利用する通信経路を、経路切換要求信号を受信した通信経路に切り換え
る。
【０１５０】
　従って第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼により、この
第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信を行っているとき、ユーザに何ら煩雑な操作を行わせ
ることなく、経路切換要求信号に示される第２の携帯通信端末２０Ｂのユーザの指定する
方の通信経路での通信に切り換えることができ、その結果として、通信中に通信経路を容
易に変更することができる。
【０１５１】
　以上の構成によれば、公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂと通信す
る第１の通信部３４と、インターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂと通信す
る第２の通信部３７との一方による第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中に、この第２の
携帯通信端末２０Ｂとの通信に利用されている公衆電話回線網１１又はインターネット１
２と、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信に利用するように指定された公衆電話回線網１
１又はインターネット１２とが一致するか否かを判別し、当該第２の携帯通信端末２０Ｂ
との通信に利用されている公衆電話回線網１１又はインターネット１２と、第２の携帯通
信端末２０Ｂとの通信に利用するように指定された公衆電話回線網１１又はインターネッ
ト１２とが一致しないと判別された場合、第２の携帯通信端末２０Ｂと通信している一方
の第１又は第２の通信部３４又は３７を、他方の第１又は第２の通信部３４又は３７に切
り換えるようにしたことにより、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中に、何ら煩雑な操
作を行わせることなく、当該第２の携帯通信端末２０Ｂと通信する一方の第１又は第２の
通信部３４又は３７を他方の第１又は第２の通信部３４又は３７へ容易に切り換えること
ができ、かくして通信中に通信経路を容易に変更することができる。
【０１５２】
　また第１の携帯通信端末２０Ａは、第２の携帯通信端末２０Ｂへの発呼に応じて、一方
の第１又は第２の通信部３４又は３７による第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中に、第
２の携帯通信端末２０Ｂから送信された経路切換要求信号を他方の第１又は第２の通信部
３４又は３７により受信した場合、第２の携帯通信端末２０Ｂと通信している一方の第１
又は第２の通信部３４又は３７を、他方の第１又は第２の通信部３４又は３７に切り換え
るようにしたことにより、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信中に、何ら煩雑な操作を行
わせることなく、当該第２の携帯通信端末２０Ｂと通信する一方の第１又は第２の通信部
３４又は３７を他方の第１又は第２の通信部３４又は３７へ容易に切り換えることができ
、かくして通信中に通信経路を容易に変更することができる。
【０１５３】
（２－６）第１の実施の形態における他の実施の形態
　なお上述した第１の実施の形態においては、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２
０Ｂの固有の識別情報として、公衆電話回線網１１上で第１及び第２の携帯通信端末２０
Ａ及び２０Ｂを識別する携帯電話番号や、インターネット１２上で第１及び第２の携帯通
信端末２０Ａ及び２０Ｂを識別するネット電話番号を適用するようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、公衆電話回線網１１又はインターネット１２上で第１及
び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂを識別することができるのであれば、識別情報と
しては、所定のネットワーク毎のＩＰ（Internet Protocol）アドレスやネットワークＩ
Ｄ（IDentification）等であっても良く、特に限定しない。
【０１５４】
　また上述した第１の実施の形態においては、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼によ
り通信を開始したときにのみ、第１の携帯通信端末２０Ａが、利用経路情報に示されるユ
ーザの指定する方の通信経路での通信に切り換えるようにした場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼により通信を開始したときに
利用経路情報に示されるユーザの指定する方の通信経路に切り換えられなかった場合に、
利用経路情報に示されるユーザの指定する方の通信経路への切り換えを試み続ける（すな
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わち、ポーリングし続ける）ようにしても良い。そうすることで、例えば、利用経路情報
にはインターネット１２を利用することが示されているものの、第２の携帯通信端末２０
Ｂからの公衆電話回線網１１を介した携帯電話での着呼に応じて通信を開始したときには
アクセスポイントの通信エリア内に入っていなかったために公衆電話回線網１１での通信
を継続している第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが、かかる公衆電話回線網１１での通
信を継続したままアクセスポイントの通信エリア内である所定の駅の構内等に入ったとき
に、このユーザに対して、指定部３１の第１及び第２の経路指定ボタンを押下操作させる
ことなく、利用経路情報に応じて、通信に利用する通信経路を公衆電話回線網１１からイ
ンターネット１２へと切り換えることができ、その結果として、より一層、通信中に通信
経路を容易に変更し得ると共に、使い勝手を向上できる。
【０１５５】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、電話番号リストＮＬを第１及び第２の携
帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの記憶部３２に予め記憶しておくようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、例えば、発呼を行った第１の携帯通信端末２０Ａから着
呼を受けた第２の携帯通信端末２０Ｂに対して、発呼時や、通信接続時、通信を確保した
後などに、この第１の携帯通信端末２０Ａのユーザ名に携帯電話番号とネット電話番号を
対応付けたリスト（以下、これを個人リストと呼ぶ）も一緒に送信するようにして、着呼
を受けた第２の携帯通信端末２０Ｂは、この送信されてきた個人リストに基づき、現時点
で使用していない通信経路の携帯電話番号及びネット電話番等を取得するようにしても良
い。その場合、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの記憶部３２に電話番号リ
ストＮＬを記憶しておかなくても済む分だけ、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２
０Ｂを簡易に構成することができる。また、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０
Ｂが発呼するとき、所定のサーバを介するようにして、このサーバに電話番号リストＮＬ
を記憶させておくようにしても良い。その場合、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び
２０Ｂの記憶部３２に電話番号リストＮＬを記憶しておかなくても済む分だけ、第１及び
第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂを簡易に構成することができる。
【０１５６】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、ユーザの指定に応じて現時点で通信に利
用いていない方の通信経路で通信接続したら、通信経路を切り換えるようにした場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、ユーザの指定に応じて現時点で通信に利用いてい
ない方の通信経路で通信接続した後に、通信速度や通信負荷等を計測することにより、か
かる通信経路で通話が確保できるか否かを判別してから通信経路を切り換えるようにして
も良い。そうすることで、通信に用いる通信経路を切り換えたら、通信が維持できなくて
途切れてしまった、といったことを回避することができる。
【０１５７】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に
より通信を開始した第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、指定部３１の第１及び第２の経
路指定ボタンの一方が例えば押下されることに応じて、通信に利用する通信経路を切り換
えるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第２の携帯通信端末２０
Ｂへの発呼により通信を開始した第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、指定部３１の第１
及び第２の経路指定ボタンの一方が例えば押下されることに応じて、通信に利用する通信
経路を切り換えるようにしても良い。そうすることで、例えば、アクセスポイントの通信
エリア内に入っていなかったことに応じて、第２の携帯通信端末２０Ｂとの間で公衆電話
回線網１１を利用した通信を開始した第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが、この公衆電
話回線網１１を利用した通信を継続したままアクセスポイントの通信エリアである所定の
駅の構内等に入ったときに、第２の経路指定ボタンを押下操作することで、第２の携帯通
信端末２０Ｂがアクセスポイントの通信エリア内に入っている場合には、通信に利用する
通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に切り換えることができ、その結
果として、通話状況に合わせてユーザの指定する通信経路に容易に変更できる。
【０１５８】
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　さらに上述した第１の実施の形態においては、第１の携帯通信端末２０Ａと第２の携帯
通信端末２０Ｂとの間で音声信号を通信してユーザ同士で通話を行わせるようにした場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、第１及び第２の通信部により第２の携帯通信
端末２０Ｂに送信される送信画像信号を生成する画像信号生成部と、第２の携帯通信端末
２０Ｂから送信されて第１及び第２の通信部により受信される受信画像信号に基づく画像
を表示する表示部とを設け、音声信号と共に、この画像信号生成部で生成した画像信号を
第２の携帯通信端末２０Ｂに送信するようにすると共に、第２の携帯通信端末２０Ｂから
送信される画像信号を受信して表示部に表示するようにして、ユーザ同士にテレビ電話に
よる画像音声通話を行わせるようにしても良く、その場合も、上述と同様にして通信に利
用する通信経路を切り換えることができる。
【０１５９】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び
２０Ｂの記憶部３２に、自己に対して予め指定された利用経路情報のみを記憶するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、他のユーザの第２の携帯通信端末２
０Ｂ毎の利用経路情報を記憶部３２に記憶するようにしても良い。具体的には、他のユー
ザの第２の携帯通信端末２０Ｂ毎の利用経路情報を、ユーザの名前に対応付けて電話番号
リストＮＬに付加するようにすれば良く、その場合、第１の携帯通信端末２０Ａは、着呼
に応じて通信を開始したときに、電話番号リストＮＬに基づいて発呼してきた第２の携帯
通信端末２０Ｂの利用経路情報を取得し、この利用経路情報に応じて通信経路の切り換え
を行うことができる。また、例えば、第１の携帯通信端末２０Ａに予め指定された利用経
路情報と、電話番号リストＮＬから取得した第２の携帯通信端末２０Ｂに予め指定された
利用経路情報とを比較して、それぞれの利用経路情報に示される通信経路が一致したとき
に、この利用経路情報に応じて、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ間の通信
経路を切り換えるようにしても良い。そうすることで、第１及び第２の携帯通信端末２０
Ａ及び２０Ｂの双方のユーザの所望する通信経路で通信することができる。さらに、第１
及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ毎の利用経路情報を、ユーザの名前に対応付け
て示す利用経路情報リストを新たに生成したり、データベース化する等して第１及び第２
の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂの記憶部３２に記憶させるようにしても良い。
【０１６０】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、第１の携帯通信端末２０Ａのユーザが指
定した１つの利用経路情報に応じて、第２の携帯通信端末２０Ｂ（すなわち他の全ての携
帯通信端末２０）との通信に利用する通信経路を切り換えるようにした場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、ユーザに対し、通信を行う第２の携帯通信端末２０Ｂ毎に
利用経路情報を指定させて、例えば第２の携帯通信端末２０Ｂ毎（すなわち他のユーザ毎
）に電話番号リストＮＴに追加したり、ユーザの名前に対応付けて示す利用経路情報リス
トを新たに生成する等して、この電話番号リストや利用経路情報リストに示される第２の
携帯通信端末２０Ｂ毎の利用経路情報に応じて通信に利用する通信経路を切り換えるよう
にしても良い。その場合、第１の携帯通信端末２０Ａは、例えば、ユーザにより、携帯電
話はかかり易いがネット電話はかかり難い他のユーザの使用する第２の携帯通信端末２０
Ｂに対して、利用経路情報として公衆電話回線網１１が予め指定されている場合には、通
信に利用する通信経路をインターネット１２から公衆電話回線網１１に切り換えることが
でき、また、ネット電話はかかり易いが携帯電話はかかり難い他のユーザの使用する第２
の携帯通信端末２０Ｂに対して、利用経路情報としてインターネット１２が予め指定され
る場合には、通信に利用する通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に切
り換えることができ、その結果として、電話をかけてきた他のユーザ毎に、通信に利用す
る通信経路を通信中に切り換えることができる。
【０１６１】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、通信経路として、携帯電話機能により通
信可能な公衆電話回線網１１と、スカイプ（Ｓｋｙｐｅ）等のネット電話の機能により通
信可能なインターネット１２とを適用するようにした場合について述べたが、本発明はこ
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れに限らず、通信経路としては、固定電話の機能により通信可能な固定電話回線網等を適
用するようにしても良い。また、ネット電話機能としては、スカイプ（Ｓｋｙｐｅ）だけ
でなくＭＳＮ（Micro Soft Network）等の他のインスタントメッセンジャーを用いるよう
にしても良く、その場合、利用経路情報や第１及び第２の経路指定ボタンの押下操作に応
じて、公衆電話回線網１１及びインターネット１２を切り換えるだけでなく、通信速度や
通信料金などに応じて、ネット電話の機能としてのスカイプやＭＳＮ、他のインスタント
メッセンジャーを切り換えるようにすることができる。さらにこの場合、ネット電話の機
能としてのスカイプやＭＳＮ、他のインスタントメッセンジャーを、それぞれ別の通信経
路として扱っても良い。具体的には、上述したネット電話番号を、スカイプの機能に応じ
たネット電話番号（以下、これをスカイプ電話番号と呼ぶ）やＭＳＮの機能に応じたネッ
ト電話番号（以下、これをＭＳＮ電話番号と呼ぶ）、または他のインスタントメッセンジ
ャーの機能に応じたそれぞれの電話番号等に分けて、これらを第１の携帯通信端末２０Ａ
及び第２の携帯通信端末２０Ｂのそれぞれに割り当てることで、上述と同様にして実現で
きる。すなわち、通信中に切り換える通信経路は、公衆電話回線網１１とインターネット
１２との２種類だけでなく、固定電話回線網等を加えても良いし、またネット電話の種類
に応じていくらでも追加して設定可能であるものとする。
【０１６２】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、第２の携帯通信端末２０Ｂからの着呼に
より通信を開始した第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、利用経路情報に応じて通信経路
を切り換えるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第２の携帯通信
端末２０Ｂへの発呼により通信を開始した第１の携帯通信端末２０Ａにおいて、利用経路
情報に応じて通信経路を切り換えるようにしても良い。これにより、例えば、通信料金が
かからないインターネット１２を利用することを利用経路情報で予め指定されている場合
に、インターネット１２を介して第２の携帯通信端末２０Ｂと通信可能な使用状況である
にも関わらず、ユーザの勘違いにより公衆電話回線網１１を介した発呼により第２の携帯
通信端末２０Ｂと接続してしまった第１の携帯通信端末２０Ａが、利用経路情報に応じて
、通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に切り換えることができ、かく
して、ユーザの指定する通信経路に容易に変更することができる。
【０１６３】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、判別部３８により、現時点で通信に利用
している通信経路を判別するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
判別部３８は、現時点で通信に利用している通信経路を制御部３０に要求して教えてもら
っても良い。
【０１６４】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、第１の携帯通信端末２０Ａと第２の携帯
通信端末２０Ｂとの間で経路切換指示信号と経路切換完了信号とを送受することに基づき
、通信経路を切り換えるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第１
の携帯通信端末２０Ａと第２の携帯通信端末２０Ｂとの間で共通のタイマーを設定し、こ
のタイマーに合わせたタイミングで通信経路を切り換えるようにしても良い。以下、タイ
マーを用いた通信経路の具体的な手法について、通信経路を公衆電話回線網１１からイン
ターネット１２に切り換える場合を例にして説明する。
【０１６５】
　第１の携帯通信端末２０Ａの制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから送信された
接続許可信号を受信してインターネット１２を介して通信接続が確立されると、音声信号
生成部３５から第１の通信部３４に送出されている音声データを第２の通信部３７にも送
出する。そして第２の通信部３７は、音声信号生成部３５から送出される音声データに所
定の送信処理を施して音声送信信号を得て、この音声送信信号をインターネット１２を介
して相手方携帯通信端末に送信する。また制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂから
接続許可信号に引き続きインターネット１２を介して送信された音声に相当する音声受信
信号を、第２の通信部３７で受信して所定の受信処理を施すことで、第１の通信部３４で
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受信して生成している音声データと同じ音声データを第２の通信部３７でも生成する。ち
なみに、制御部３０は、この第２の通信部３７で音声データを生成するものの、第１の通
信部３４により公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端末２０Ｂとの間で通信を行
っている間は、第２の通信部３７で生成した音声データを出力部３６に送信しないように
設定されていることにより、出力部３６から出力されるのは第１の通信部３４から送信さ
れる音声データに基づく音声（すなわち、公衆電話回線網１１を介して第２の携帯通信端
末２０Ｂから送信されてくる音声受信信号に基づく音声）のみである。従って制御部３０
は、第１の通信部３４から送信される音声データに基づく音声に対して第２の通信部３７
から送信される音声データに基づく音声を重ねて出力部３６から一緒に出力させることに
起因して、音声が乱れたり干渉したりすることを未然に防止することができ、結果として
、通話を行っているユーザに不快な思いをさせることを回避できる。
【０１６６】
　また制御部３０は、第２の携帯通信端末２０Ｂとの通信接続が確立されると、第２の通
信部３７により、例えばこの第２の携帯通信端末２０Ｂとの間の処理で用いる共通のタイ
マーを設定することで同期をとるようになされている。
【０１６７】
　切換部３９は、第２の通信部３７によりインターネット１２を介して第２の携帯通信端
末２０Ｂとの通信接続が確立し、この第２の携帯通信端末２０Ｂとの間で同期をとると、
例えば、第１及び第２の通信部第１の通信部３４及び３７を切り換える処理を実行するま
での現時点からの時間をタイマーでの計時用に設定することにより、通信に利用する通信
経路を切り換えるタイミング（この場合、公衆電話回線網１１をインターネット１２に切
り換えるタイミング）を示すデータ（以下、これを切換タイミングデータと呼ぶ）を生成
し、この切換タイミングデータを第２の通信部３７を介して第２の携帯通信端末２０Ｂに
送出すると共に、かかる切換タイミングデータに示されるタイミングになるまでの時間の
計時をタイマーにより開始する。そして切換部３９は、タイマーでの計時により切換タイ
ミングデータに示される切り換えのタイミングになったことを検出すると、公衆電話回線
網１１を介した相手方携帯通信端末との接続を切断するように第１の通信部３４を制御す
ると共に、第２の通信部３７を制御して、この第２の通信部３７で生成した音声データを
出力部３６に送出して音声データに基づく音声を出力させて、音声通話に用いる通信部を
切り換える。このとき、第２の携帯通信端末２０Ｂにおいても、タイマーでの計時に応じ
て、切換タイミングデータに示される切り換えのタイミングで音声通話に用いる通信部が
切り換えられていることにより、その結果として第１の携帯通信端末２０Ａは、切換タイ
ミングデータに示される切り換えのタイミングで、第２の携帯通信端末２０Ｂとの音声通
話に使用する通信経路を公衆電話回線網１１からインターネット１２に切り換えることが
できる。かくして、第１の携帯通信端末２０Ａは、切換タイミングデータに示される切り
換えのタイミングで、通信に利用されている通信経路を公衆電話回線網１１からインター
ネット１２に切り換えるときに、例えば、何らかの通信トラブルによりインターネット１
２が通話を行うだけの通信を維持できないような通信状態であった場合に通信経路の切り
換えを無理に実行して通信（通話）を長時間中断させてしまうといったことを回避するこ
とができる。
【０１６８】
（３）第２の実施の形態
（３－１）通信システムの構成
　図９において、１００は全体として第２の実施の形態による通信システムを示す。かか
る通信システム１００は、実施の形態で上述した通信装置１を適用した第１及び第２の携
帯通信端末２００Ａ及び２００Ｂを有している。そして通信システム１００では、第１及
び第２の携帯通信端末２００Ａ及び２００Ｂが、携帯電話用の基地局（図示せず）に接続
された第１の通信経路としての公衆電話回線網１１を通話に利用する携帯電話機能を有し
ている。また通信システム１００では、第１及び第２の携帯通信端末２００Ａ及び２００
Ｂが、無線ＬＡＮ（Local Area Network）のアクセスポイント（図示せず）に接続された
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第２の通信経路としてのインターネット１２を通話に利用するネット電話機能も有してい
る。
【０１６９】
　これにより通信システム１００では、一方の第１又は第２の携帯通信端末２００Ａ又は
２００Ｂが、携帯電話機能により基地局と無線接続し、その基地局から公衆電話回線網１
１を介して他方の第１又は第２の携帯通信端末２００Ａ又は２００Ｂと通話用に通信し得
るようになされている。また通信システム１００では、一方の第１又は第２の携帯通信端
末２００Ａ又は２００Ｂが、ネット電話機能によりアクセスポイントと無線接続し、その
アクセスポイントからインターネット１２を介しても他方の第１又は第２の携帯通信端末
２００Ａ又は２００Ｂと通話用に通信し得るようになされている。
【０１７０】
（３－２）携帯通信端末の回路構成
　ここで通信システム１００の第１及び第２の携帯通信端末２００Ａ及び２００Ｂは、同
様に構成されている。従って以下には、図１０を用いて、第１の携帯通信端末２００Ａの
ハードウェア回路ブロックによるハードウェア回路構成についてのみ説明する。かかる第
１の携帯通信端末２００Ａは、当該第１の携帯通信端末２００Ａの筐体表面に設けられた
各種操作キーでなる操作入力部５４がユーザによって操作されると、当該操作入力部５４
でこれを認識し、その操作に応じた操作入力信号を入力処理部５３に送出する。入力処理
部５３は、供給される操作入力信号に対して所定の処理を施すことにより、当該操作入力
信号を操作コマンドに変換しバス６７を介して中央処理ユニット５０に送出する。
【０１７１】
　中央処理ユニット５０は、ＲＯＭ５１に予め記憶されている基本プログラムやアプリケ
ーションプログラム等の各種プログラムをバス６７を介してＲＡＭ５２に読み出す。そし
て中央処理ユニット５０は、ＲＡＭ５２上で展開した各種プログラムに従って全体を制御
すると共に、所定の演算処理や、入力処理部５３から与えられる操作コマンドに応じた各
種処理を実行する。
【０１７２】
　これにより中央処理ユニット５０は、携帯電話モード時、マイクロホン６３でユーザの
音声を集音して得られた送信音声信号を音声処理部６２によって音声データに変換する。
そして中央処理ユニット５０は、音声処理部６２によって得られた音声データに変復調回
路部５９でスペクトラム拡散処理を施した後、送受信回路部６０でデジタルアナログ変換
処理及び周波数変換処理を順次施し、得られた送信音声用の送信信号を携帯電話アンテナ
６１から公衆電話回線網の基地局（図示せず）に送信する。
【０１７３】
　このとき中央処理ユニット５０は、携帯電話アンテナ６１で受信した受信音声用の受信
信号を送受信回路部６０で増幅して周波数変換処理及びアナログデジタル変換処理を順次
施した後に変復調回路部５９でスペクトラム逆拡散処理を施し、得られた音声データを音
声処理部６２に送出する。そして中央処理ユニット５０は、音声処理部６２によって音声
データを受信音声信号に変換してスピーカ６４に送出し、かくしてスピーカ６４から受信
音声信号に基づく相手の音声を放音させる。このようにして中央処理ユニット５０は、携
帯電話モード時に、ユーザと相手との音声通話を成立させる。
【０１７４】
　また中央処理ユニット５０は、ネット電話モード時、マイクロホン６３でユーザの音声
を集音して得られた送信音声信号を音声処理部６２によって音声データに変換する。そし
て中央処理ユニット５０は、音声処理部６２によって得られた音声データをデータ処理部
６７で圧縮符号化した後、無線ＬＡＮ通信回路５７でパケット化し、得られたパケットを
無線ＬＡＮアンテナ５８からインターネットのアクセスポイント（図示せず）に送信する
。
【０１７５】
　このとき中央処理ユニット５０は、無線ＬＡＮアンテナ５８で受信したパケットを無線
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ＬＡＮ通信回路５７で繋げた後にデータ処理部６７で復号化し、得られた音声データを音
声処理部６２に送出する。そして中央処理ユニット５０は、音声処理部６２によって音声
データを受信音声信号に変換してスピーカ６４に送出し、かくしてスピーカ６４から受信
音声信号に基づく相手の音声を放音させる。このようにして中央処理ユニット５０は、ネ
ット電話モード時に、ユーザと相手との音声通話を成立させる。
【０１７６】
　さらに中央処理ユニット５０は、携帯電話モード時またはネット電話モード時、携帯電
話またはネット電話の機能によりユーザと相手との音声通話を行っていることの通知用の
通知画面データを生成し、これを表示処理部５５に送出する。これにより中央処理ユニッ
ト５０は、表示処理部５５によりディスプレイ５６に対し、その通知画面データに基づく
通知画面を表示してユーザに提示することができる。
【０１７７】
　さらに中央処理ユニット５０は、携帯電話モード時に他の携帯通信端末に携帯電話の機
能に応じた発呼を行うための携帯電話番号や、ネット電話モード時に他の携帯通信端末に
ネット電話の機能に応じた発呼を行うためのネット電話番号を、他の携帯通信端末のユー
ザの名前に対応付けてリスト化し、メディアインタフェース６５を介して、着脱可能な半
導体メモリのようなメディア６６に送出して記憶している。これにより中央処理ユニット
５０は、携帯電話モード時やネット電話モード時に、このリストをメディアインタフェー
ス６５を介してメディア６６から読み出し、この読み出したリストに基づいて、他の携帯
通信端末のユーザ毎の携帯電話番号及びネット電話番号でなる提示用の電話番号提示画面
データを生成し、これを表示処理部５５によりディスプレイ５６に対し表示させて、ユー
ザに電話番号を選択させることができる。
【０１７８】
　ところで第１の携帯通信端末２００Ａは、上述したように基本的には中央処理ユニット
５０がＲＯＭ５１に記憶された各種プログラムに従って各種処理を実行すると共に各ハー
ドウェアを制御している。このため第１の携帯通信端末２００Ａでは、図３について上述
した機能回路ブロックによるハードウェア構成の第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び
２０Ｂの機能に応じて、ＲＯＭ５１に記憶させる各種プログラムを、上述した第１の通信
経路切換処理手順ＲＴ１や第２の通信経路切換処理手順ＲＴ２を実行させるための通信プ
ログラムのように適宜選定することにより、中央処理ユニット５０を上述した制御部３０
、判別部３８及び切換部３９と同様に機能させることができる。
【０１７９】
　また第１の携帯通信端末２００Ａでは、操作入力部５４及び入力処理部５３を、上述し
た指定部３１（図３）と同様に機能させることができると共に、ＲＡＭ５２又はメディア
６６を、上述した記憶部３２（図３）と同様に機能させることができる。さらに第１の携
帯通信端末２００Ａでは、変復調回路部５９及び送受信回路部６０並びに携帯電話アンテ
ナ６１を、上述した第１の通信部３４（図３）と同様に機能させることができると共に、
データ処理部６７、無線ＬＡＮ通信回路５７及び無線ＬＡＮアンテナ５８を、上述した第
２の通信部３７（図３）と同様に機能させることができる。さらに第１の携帯通信端末２
００Ａでは、表示処理部５５及びディスプレイ５６を上述した表示部３３（図３）と同様
に機能させることができる。さらに第１の携帯通信端末２００Ａでは、音声処理部６２及
びスピーカ６４を、上述した出力部３６と同様に機能させることができると共に、音声処
理部６２及びマイクロホン６３を、上述した音声信号生成部３５と同様に機能させること
ができる。
【０１８０】
　従って第１の携帯通信端末２００Ａは、第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂ
の機能に応じて、ＲＯＭ５１に記憶させる各種プログラムを適宜選定することにより、当
該第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂと同様に上述した第１の通信経路切換処
理手順ＲＴ１や第２の通信経路切換処理手順ＲＴ２を実行することができ、かくして上述
した第１の実施の形態による第１及び第２の携帯通信端末２０Ａ及び２０Ｂと同様の効果
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を得ることができる。
【０１８１】
　因みに第１の携帯通信端末２００Ａについては、ＲＯＭ５１に対し予め通信プログラム
を記憶していても良いし、通信プログラムが格納されたプログラム格納媒体をインストー
ルするようにしても良い。そして通信プログラムを第１の携帯通信端末２００Ａにインス
トールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては、例えばフレキシブ
ルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみならず、各種プログラム
が一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等で実現しても良い。
また、これらプログラム格納媒体に復号プログラムを格納する手段としては、ローカルエ
リアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び無線通信媒体を利用
しても良く、ルータやモデム等の各種通信インタフェースを介して格納するようにしても
良い。
【０１８２】
（３－３）第２の実施の形態における他の実施の形態
　なお、上述した第２の実施の形態においては、本発明による通信装置を、図１０につい
て上述した第１の携帯通信端末２００Ａに適用するようにした場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、マイクロホン及びスピーカ付きのパーソナルコンピュータや、携帯
電話、やＰＨＳ（Personal Handy phone System）、ＰＤＡ（Personal Digital Assistan
t）、固定電話等のように、この他種々の通信装置に広く適用することができる。
【０１８３】
　また上述した第２の実施の形態においては、第１の通信経路を介して他の通信装置と接
続して通信する第１の通信部として、図１０について上述した変復調回路部５９及び送受
信回路部６０並びに携帯電話アンテナ６１を適用するようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、図９について上述したデータ処理部６７、無線ＬＡＮ通信回路５
７及び無線ＬＡＮアンテナ５８であっても良い。
【０１８４】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、第２の通信経路を介して他の通信装置と
接続して通信する第２の通信部として、図１０について上述したデータ処理部６７、無線
ＬＡＮ通信回路５７及び無線ＬＡＮアンテナ５８を適用するようにした場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、図９について上述した変復調回路部５９及び送受信回路部
６０並びに携帯電話アンテナ６１であっても良い。
【０１８５】
　また上述した第２の実施の形態においては、他の通信装置との通信時、当該他の通信装
置との通信に利用されている１つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装置との通信に
利用するように指定された１つの第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別する
判別部として、図１０について上述した中央処理ユニット５０を適用するようにした場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、他の通信装置との通信時、当該他の通信装置
との通信に利用されている１つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装置との通信に利
用するように指定された１つの第１又は第２の通信経路とが一致するか否かを判別するハ
ードウェア構成の判別回路等のように、この他種々の判別部を広く適用することができる
。
【０１８６】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、他の通信装置との通信時、判別部により
、他の通信装置との通信に利用されている１つの第１又は第２の通信経路と、他の通信装
置との通信に利用するように指定された１つの第１又は第２の通信経路とが一致しないと
判別された場合、他の通信装置と通信している一方の第１又は第２の通信部を、他方の第
１又は第２の通信部に切り換える切換部として、図１０について上述した中央処理ユニッ
ト５０を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、他の通信装
置との通信時、判別部により、他の通信装置との通信に利用されている１つの第１又は第
２の通信経路と、他の通信装置との通信に利用するように指定された１つの第１又は第２
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は第２の通信部を、他方の第１又は第２の通信部に切り換えるハードウェア構成の切換回
路等のように、この他種々の切換部を広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１８７】
　本発明は、ユーザの要求する通信経路で通信する通信装置、電話機、通信システム、通
信方法及び通信プログラムに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１８８】
【図１】実施の形態による通信装置の概要を示すブロック図である。
【図２】第１の実施の形態による通信システムの構成を示す略線図である。
【図３】第１の実施の形態の携帯通信端末の詳細構成を示すブロック図である。
【図４】電話番号リストの説明に供する表である。
【図５】携帯電話からネット電話への切り換えの説明に供する略線図である。
【図６】ネット電話から携帯電話への切り換えの説明に供する略線図である。
【図７】第１の通信経路切換処理手順のフローである。
【図８】第２の通信経路切換処理手順のフローである。
【図９】第２の実施の形態の通信システムの構成を示す略線図である。
【図１０】第２の実施の形態の携帯通信端末の回路構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１８９】
　１……通信装置、２、３４……第１の通信部、３、３７……第２の通信部、４、３８…
…判別部、５、３９……切換部、１０、１００……通信システム、１１……公衆電話回線
網、１２……インターネット、２０、２００……携帯通信端末、３０……制御部、３１…
…指定部、３３……表示部、３５……音声信号生成部、３６……出力部、３２……記憶部
、ＮＬ……電話番号リスト、ＲＴ１……第１の通信経路切換処理手順、ＲＴ２……第２の
通信経路切換処理手順。
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