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(57)【要約】
【課題】無線電話基地局と無線ＬＡＮ基地局を収容する
電話制御装置には、無線電話端末の消費電力に応じて無
線方式を選択する手段が無く、無線電話端末の省電力化
が難しかった。
【解決手段】無線電話基地局２００経由の通話と無線Ｌ
ＡＮ基地局３００経由の通話のうち、無線電話端末４０
０の消費電力を小さくできる経路を選択して、音声パス
を切り換える。更に、どちらか一方の無線システムを経
由した情報サービスを利用している時に、他方の無線シ
ステムを経由した通話が発生した場合、情報サービスと
通話をどちらか一方の無線システムに集約する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線電話基地局および無線ＬＡＮ基地局を収容し、前記無線電話基地局または前記無線
ＬＡＮ基地局に帰属する無線電話端末の通話に係る音声信号パスを設定する電話制御装置
において、
　前記無線電話基地局を経由する音声信号パスを設定した場合に前記無線電話端末が消費
する電力を推定する第１の消費電力推定手段と、前記無線ＬＡＮ基地局を経由する音声信
号パスを設定した場合に前記無線電話端末が消費する電力を推定する第２の消費電力推定
手段と、前記無線電話端末への着信または前記無線電話端末からの発信に対して前記無線
電話基地局または前記無線ＬＡＮ基地局のいずれかを経由する音声信号パスを設定する音
声信号パス設定手段とを有し、
　前記無線電話端末への着信または該無線電話端末からの発信があって、前記無線電話基
地局経由の音声信号パスおよび前記無線ＬＡＮ基地局経由の音声信号パスの両方の音声信
号パスが設定可能な状態であったとき、前記音声信号パス設定手段は、前記第１の消費電
力推定手段が推定する消費電力と前記第２の消費電力推定手段が推定する消費電力とを比
較し、当該着信または発信に係る呼制御信号が経由する呼制御信号パスに係らず、消費電
力が小さい側の音声信号パスを選択して前記無線電話端末との音声信号パスを設定するこ
とを特徴とする電話制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電話制御装置であって、
　前記第２の消費電力推定手段は、
　前記無線ＬＡＮ基地局から所定のデータを取得する取得手段と、
取得した前記所定のデータから再送がない場合の前記無線電話端末が消費する平均電力を
算出する平均電力算出手段と、
前記所定のデータから現在の通信環境におけるパケット再送率を算出するパケット再送率
算出手段と、
前記所定のデータから1パケットあたりの待ち時間を算出する待ち時間算出手段と、をさ
らに有し、
前記平均電力算出手段と前記パケット再送率算出手段と待ち時間算出手段のいずれかひと
つまた複数の算出手段から、当該無線電話端末の消費電力を推定することを特徴とする電
話制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電話制御装置であって、
　前記無線LAN基地局から取得する所定のデータは、該無線電話端末の電波強度、パケッ
トサイズ、通信速度、電波品質、帯域保障機能の有無、省電力モードの有無、該無線電話
端末以外の無線電話端末の通信帯域であることを特徴とする電話制御装置。
【請求項４】
　無線電話基地局と無線ＬＡＮ基地局とを収容し、前記無線電話基地局または前記無線Ｌ
ＡＮ基地局に帰属する無線電話端末の通話に係る音声信号パスを設定する電話制御装置に
おいて、
　前記無線電話端末が前記無線ＬＡＮ基地局を経由したデータ通信中か否かを判定する無
線ＬＡＮ基地局経由データ通信中判定手段と、前記無線電話端末への着信または該無線電
話端末からの発信に対して前記無線電話基地局または前記無線ＬＡＮ基地局のいずれかを
経由する音声信号パスを設定する音声信号パス設定手段とを有し、
　前記無線電話基地局を経由する前記無線電話端末への着信または該無線電話端末からの
発信があったとき、且つ、前記無線ＬＡＮ基地局経由データ通信中判定手段が該無線電話
端末は前記無線ＬＡＮ基地局を経由してデータ通信中であると判定したとき、前記音声信
号パス設定手段は、当該着信または発信に係る呼制御信号が経由する呼制御信号パスに係
らず、前記無線ＬＡＮ基地局経由の音声信号パスを設定することを特徴とする電話制御装
置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線電話基地局と無線ＬＡＮ基地局を収容する電話制御装置に係り、特に無
線電話端末の通話時消費電力が小さい基地局経由の音声パスを選択する電話制御装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、家庭内では無線ＬＡＮを経由した通話料金の安い固定ＩＰ網を利用し、外ではカ
バーエリアの広い無線電話基地局を経由した無線電話を利用するＦＭＣ（Fixed Mobile C
onvergence）サービスが開始されている。ＦＭＣサービスでは、携帯電話などの無線電話
ネットワークと無線ＬＡＮに代表されるローカルエリアネットワークの両方に接続可能な
無線電話端末を利用する。無線ＬＡＮ経由の通信では、通話料金に対するメリットの他、
広帯域な固定ＩＰ網と広帯域な無線ＬＡＮ技術により大容量の情報サービスを利用できる
こともメリットとなっている。
【０００３】
　また、小型の無線電話基地局（フェムトセル）をＩＰ網経由で無線電話網に接続するこ
とにより、既存の無線電話基地局では電波の届きにくかった場所でも無線電話端末を使え
、同じＩＰ回線を利用して複数の無線技術を連携させることも可能となってきた。
【０００４】
　特許文献１は、無線ＬＡＮ機能を有する無線電話端末が、無線ＬＡＮからの受信電波強
度に閾値を設け、無線電話基地局を経由した通信の最中に、無線ＬＡＮの受信電波強度が
閾値以上になった場合に、自動的に無線ＬＡＮを経由した通信に切り換える技術を開示し
ている。
【０００５】
　無線電話用電話機、無線ＬＡＮ用電話機とも、省電力化が大きな課題となっている。無
線デバイスの省電力化により、両者とも以前から比べると待ち受け時間は、かなり改善さ
れてきている。しかし、無線電話用電話機、無線ＬＡＮ用電話機とも、連続通話時間は、
まだまだ物足りない。これは、無線電話用電話機、無線ＬＡＮ用電話機とも、安定した通
話品質を得るためには送信電波強度や受信感度を高くしなければならず、品質優先である
がためになかなか改善が進まないためである。
【０００６】
　特許文献２は、通信圏外で有るか否かを判定し、通信圏外であるならばベースバンド部
への電力供給をＯＦＦさせることにより省電力化を行う技術を開示している。しかし、特
許文献２に開示の技術では、通信中には応用できず、かつ無線部（ＲＦ部）の電力供給を
ＯＦＦすることができない。無線電話と無線ＬＡＮを比較した場合、無線電話は、狭帯域
であるため、一つの音声信号を送受信する時間が長いこと、通信中は常に信号同期を必要
とするため無線部およびベースバンド部への電力供給を完全にＯＦＦできないことが原因
で省電力化が困難である。これに対し、無線ＬＡＮは、広帯域であり、一つの音声信号を
送受信する時間が短く、かつパケット通信であるため音声信号の送受信タイミングをスケ
ジューリングしたり、一つの無線電話端末で送受信を占有する期間を確保できれば、それ
以外の時間は無線部およびベースバンド部への電力供給をＯＦＦできる。このため、無線
ＬＡＮは、省電力化については無線電話に比べて容易である。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１９２１６３号公報
【特許文献２】特開２００７－０３６８６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、無線ＬＡＮは、電波環境（受信電波強度、外来雑音、干渉、フェージング）が



(4) JP 2010-68447 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

悪化すると、通信帯域が低下し、パケットの再送が多く発生する。このため、無線ＬＡＮ
は、前述した音声信号の送信時間や受信時間を短くできなくなる場合がある。また、どち
らか一方の無線部を経由した情報サービスを利用している時に、他方の無線部を経由した
通話が発生した場合、両方の無線部を起動することになり、無線電話端末の消費電力が増
大する。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、無線電話基地局経由の
通話と無線ＬＡＮ基地局経由の通話のうち、無線電話端末の消費電力を小さくできる経路
を選択して、音声パスを切り換えることにある。更に、どちらか一方の無線システムを経
由した情報サービスを利用している時に、他方の無線システムを経由した通話が発生した
場合、情報サービスと通話をどちらか一方の無線システムに集約することで、無線電話端
末の両無線部が同時に起動することを防ぎ、無線電話端末の消費電力を小さくすることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題は、無線電話基地局および無線ＬＡＮ基地局を収容し、無線電話基地局ま
たは無線ＬＡＮ基地局に帰属する無線電話端末の通話に係る音声信号パスを設定し、無線
電話基地局を経由する音声信号パスを設定した場合に無線電話端末が消費する電力を推定
する第１の消費電力推定手段と、無線ＬＡＮ基地局を経由する音声信号パスを設定した場
合に無線電話端末が消費する電力を推定する第２の消費電力推定手段と、無線電話端末へ
の着信または無線電話端末からの発信に対して無線電話基地局または無線ＬＡＮ基地局の
いずれかを経由する音声信号パスを設定する音声信号パス設定手段とを有し、無線電話端
末への着信または該無線電話端末からの発信があって、無線電話基地局経由の音声信号パ
スおよび無線ＬＡＮ基地局経由の音声信号パスの両方の音声信号パスが設定可能な状態で
あったとき、音声信号パス設定手段は、第１の消費電力推定手段が推定する消費電力と第
２の消費電力推定手段が推定する消費電力とを比較し、当該着信または発信に係る呼制御
信号が経由する呼制御信号パスに係らず、消費電力が小さい側の音声信号パスを選択して
無線電話端末との音声信号パスを設定する電話制御装置により、達成できる。
【００１１】
　また、無線電話基地局と無線ＬＡＮ基地局とを収容し、無線電話基地局または無線ＬＡ
Ｎ基地局に帰属する無線電話端末の通話に係る音声信号パスを設定し、無線電話端末が無
線ＬＡＮ基地局を経由したデータ通信中か否かを判定する無線ＬＡＮ基地局経由データ通
信中判定手段と、無線電話端末への着信または該無線電話端末からの発信に対して無線電
話基地局または無線ＬＡＮ基地局のいずれかを経由する音声信号パスを設定する音声信号
パス設定手段とを有し、無線電話基地局を経由する無線電話端末への着信または該無線電
話端末からの発信があったとき、且つ、無線ＬＡＮ基地局経由データ通信中判定手段が該
無線電話端末は無線ＬＡＮ基地局を経由してデータ通信中であると判定したとき、音声信
号パス設定手段は、当該着信または発信に係る呼制御信号が経由する呼制御信号パスに係
らず、無線ＬＡＮ基地局経由の音声信号パスを設定する電話制御装置により、達成できる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の無線システムに対応する無線電話端末の通話に掛かる消費電力
を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、実施例を用い図面を参照しながら詳述する。なお
、実質同一部位には同じ参照番号を振り、説明は繰り返さない。
【実施例１】
【００１４】
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　図１ないし図６を参照して、実施例１を説明する。まず、図１を参照して、電話ネット
ワークの構成を説明する。
【００１５】
　電話ネットワーク１０００は、ＩＰ電話網９００、ＩＰ網７００、無線電話網８００、
電話制御装置１００、無線電話基地局２００、無線ＬＡＮ基地局３００、無線電話端末４
００で構成される。また、電話制御装置１００と無線ＬＡＮ基地局３００とは、ＬＡＮ（
ローカルエリアネットワーク）６００で接続されている。さらに、電話制御装置１００と
無線電話基地局２００とは、無線電話基地局用のインターフェース５００で接続されてい
る。
【００１６】
　電話制御装置１００は、ＩＰ網７００と接続され、携帯電話等の無線電話網８００やＩ
Ｐ電話網９００を介して、無線電話端末４００と通話相手の端末との呼制御を行なう。な
お、無線電話端末４００は、無線電話基地局２００と接続するための第１の無線部と、無
線ＬＡＮ基地局３００と接続するための第２の無線部を搭載した端末である。
【００１７】
　図１の（ａ）は、電話制御装置１００の無線電話網８００経由の通話経路、（ｂ）はＩ
Ｐ電話網９００経由の通話経路である。電話制御装置１００は、無線電話端末４００の無
線電話基地局２００経由の通話における消費電力に関する調査経路（ｅ）と、無線ＬＡＮ
基地局３００経由の通話における消費電力に関する調査経路（ｆ）を使い、無線電話端末
４００の第１および第２の無線部の状態を調査する。電話制御装置１００は、各基地局２
００、３００経由の通話における消費電力を推定して比較する。比較した結果、無線電話
基地局２００経由の消費電力が小さいと判定したならば、電話制御装置１００は、着呼の
際に（ｃ）の経路を選択する。一方、無線ＬＡＮ基地局３００経由の消費電力が小さいと
判定したならば、電話制御装置１００は、着呼の際に（ｄ）の経路を選択する。
【００１８】
　図２を参照して、電話制御装置１００の構成について機能ブロック図を用いて説明する
。図２において、電話制御装置１００は、ＩＰ回線接続終端部１０１、無線電話網接続終
端部１０２、音声パス切換部１０３、ＩＰ電話網接続終端部１０４、無線電話基地局イン
ターフェース部１０５、音声パス判定部１０６、呼制御部１０７、無線電話基地局経由消
費電力推定部１０８、無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９、ＬＡＮインターフェース部
１１０、アドレス登録部１２０で構成される。
【００１９】
　ＩＰ回線接続終端部１０１は、ＩＰ網７００との接続制御を行なう。無線電話網接続終
端部１０２は、ＩＰ網７００を経由した無線電話網８００との接続制御を行なう。ＩＰ電
話網接続終端部１０４はＩＰ網７００を経由したＩＰ電話網９００との接続制御を行なう
。無線電話基地局インターフェース部１０５は、無線電話基地局２００と電話制御装置１
００を接続するインターフェースである。ＬＡＮインターフェース部１１０は、ＬＡＮ６
００とのデータ送受信に係わる制御を行なう。呼制御部１０７は、ＬＡＮインターフェー
ス部１１０を介して接続される、ＬＡＮ６００に接続された図示しない有線／無線電話端
末を内線電話として制御する。
【００２０】
　無線電話基地局経由消費電力推定部１０８は、無線電話基地局インターフェース部１０
５と無線電話基地局２００を介して、無線電話端末４００の送信電波強度などを調査し、
通話に係わる端末の消費電力を推定する。無線電話基地局経由消費電力推定部１０８は、
無線電話基地局２００が制御する無線電話端末４００の送信電波強度を調査して算出した
送信電力と受信電力から消費電力を推定しても良い。無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０
９は、ＬＡＮインターフェース部１１０とＬＡＮ６００、無線ＬＡＮ基地局３００を介し
て、無線電話端末４００の送信電波強度、伝送速度、受信電波品質、優先制御や省電力モ
ードの有効無効などを調査し、通話に係わる端末の消費電力を推定する。具体的には無線
ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９は、無線電話端末４００の送信電波強度と送信パケット
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サイズと送信速度から１パケットあたりの送信エネルギーを算出する。無線ＬＡＮ経由消
費電力推定部１０９は、無線電話端末４００からの受信電波品質を調査してパケット再送
率を算出し、前記１パケットあたりの送信エネルギーと、前記パケット再送率からパケッ
ト送信に係わる消費電力を推定する。無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９は、他の無線
ＬＡＮ端末のトラフィックと前記無線電話端末４００の優先制御や帯域保証機能の有効／
無効とその方式から一パケットあたりの送信待ち時間を算出することで送信待ちに係わる
消費電力を推定する。また、無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９は、無線電話端末４０
０への送信パケットサイズと送信速度を調査して１パケットあたりの受信エネルギーを算
出する。無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９は、無線電話端末４００への受信電波品質
を調査してパケット再送率を算出する。無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９は、１パケ
ットあたりの受信エネルギーと前記パケット再送率からパケット受信に係わる消費電力を
推定する。無線ＬＡＮ経由消費電力推定部１０９は、他の無線電話端末のトラフィックと
該無線電話端末４００の優先制御や帯域保証機能や省電力モードの有効／無効およびその
方式から、１パケットあたりの受信待ち時間を算出することで受信待ちに係わる消費電力
と、送受信回路への給電を停止するスリープモードに係わる消費電力を推定する。無線Ｌ
ＡＮ経由消費電力推定部１０９は、無線電話端末４００の送信と送信待ちおよび受信と受
信待ちおよびスリープモードに係わる消費電力とから、前記無線電話端末４００の消費電
力を推定しても良い。
【００２１】
　音声パス判定部１０６は、無線電話基地局経由消費電力推定部１０８と無線ＬＡＮ経由
消費電力推定部１０９で推定された端末消費電力を比較し、端末消費電力の小さい方を経
由した音声パスを音声パス切換部１０３に対して設定する。
【００２２】
　音声パス切換部１０３はアドレス登録部１２０を参照して音声パスを切り換える。アド
レス登録部１２０には、無線電話端末４００毎に無線電話用の電話番号と無線ＬＡＮ用の
アドレスのペアで予め登録されている。尚、アドレス登録部１２０への登録には手動で行
うか、無線ＬＡＮ経由で無線電話網へ接続した時にその情報を読み取り、自動的に登録し
ても良い。
【００２３】
　通常、図２の（ａ）の経路で無線電話網８００を介した通話は無線電話基地局２００を
経由、（ｂ）の経路ＩＰ電話網９００を介した通話は無線ＬＡＮ基地局３００を経由する
。しかし、電話制御装置１００は、消費電力推定機能により無線電話端末４００の消費電
力が小さい方の音声パスである（ｃ）または（ｄ）の経路に切り換える。
【００２４】
　図３を参照して、無線電話基地局２００と無線電話端末４００との間で送受信される音
声データを説明する。ここで、図３は無線電話端末４００の送信電力と受信電力の時間経
過のグラフである。図３の縦軸は電力、横軸は時間である。また、各グラフ左端の（ａ／
ｂ－ｎ）において、ｎ＝１は送信電力、ｎ＝２は受信電力、ａは比較的端末消費電力の小
さい場合、ｂは比較的端末消費電力の大きい場合を示している。なお、送受信音声データ
サイズおよび伝送速度が一定であり、かつ音声データ送受信も一定周期で行われる。
【００２５】
　送信音声データ３０および送信音声データ３４は、面積が一つの送信音声データに対す
る消費エネルギーを表す。受信音声データ３２および受信音声データ３６も、面積が一つ
の受信音声データに対する消費エネルギーを表す。
【００２６】
　送信待機状態３１および送信待機状態３５は、送信機の電力供給を完全にＯＦＦする場
合を示している。受信待機状態３３および受信待機状態３７は、同期を保持するためアウ
ェイク状態（待ち受け状態）であることを示しており、面積がデータ受信の１周期に生じ
る受信待機の消費エネルギーを表す。
【００２７】
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　グラフ（ａ－１）、（ａ－２）と比較して、グラフ（ｂ－１）、（ｂ－２）は、無線電
話端末４００が無線電話基地局２００から離れた位置にあるため、送信電波強度や受信感
度が高く設定されており、送受信電力が大きくなっている。
【００２８】
　この場合、電話制御装置１００は、その時点の送信電波強度と受信感度を調査して、送
信機の消費電力と受信機の消費電力に対応付け、ｔ１、ｔ２を図３で示し、式（１）～式
（３）にて無線電話端末４００の無線通信に係わる消費電力を推定する。
【００２９】
　送信機消費電力ＷＴ＝（ｗｔ×ｔ１＋ｗｔｓ×ｔ２）÷（ｔ１＋ｔ２）…（１）
　　ｗｔ：送信電力
　　ｗｔｓ：送信待機時電力
　受信機消費電力ＷＲ＝（ｗｒ×ｔ１＋ｗｔｒ×ｔ２）÷（ｔ１＋ｔ２）…（２）
　　ｗｒ：受信電力
　　ｗｒｓ：受信待機時電力
　無線機電力Ｗ＝ＷＴ＋ＷＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（３）
　なお、図３では時分割多重を記載しているが、その他周波数分割多重、符号分割多重で
あっても良い。
【００３０】
　図４を参照して、無線ＬＡＮ基地局３００と無線電話端末４００との間で送受信される
音声パケットを説明する。ここで、図４は無線電話端末４００の送信電力と受信電力の時
間経過のグラフである。図４の縦軸は電力、横軸は時間である。また、各グラフ左端の（
ａ／ｂ－ｎ）において、ｎ＝１は送信電力、ｎ＝２は受信電力、ａは比較的端末消費電力
の小さい場合、ｂは比較的端末消費電力の大きい場合を示している。なお、無線ＬＡＮは
、パケット単位で送受信するため、ここではデータをパケットと表現している。
【００３１】
　無線ＬＡＮでは、送受信音声パケットの伝送速度が電波状況により変動するため、同じ
パケットサイズであったとしても、送受信に要する時間が異なる。また、音声パケットの
送受信間隔は平均的に一定周期ではある。しかし、送受信のタイミングは他の端末が送受
信するパケットとの競合により変化する。
【００３２】
　グラフ（ａ－１）、（ａ－２）は、音声パケットに対する優先制御または帯域確保の機
能が有効であり、かつ送受信タイミングが無線ＬＡＮ基地局３００によりスケジューリン
グされている。したがって、決まったタイミングで送受信が行われるため、それ以外の時
間は完全に送受信機への電力供給をＯＦＦできている。また、電波の品質が良く余分な再
送パケットによる電力消費も無い。更には低い送信電波強度および受信感度で高速の伝送
が行われるため、送受信電力および送受信時間が小さく、送受信エネルギーも小さくて済
む。
【００３３】
　一方、グラフ（ｂ－１）、（ｂ－２）は、音声パケットに対する優先制御もしくは帯域
確保の機能が無効であり、かつ送受信タイミングが無線ＬＡＮ基地局３００によりスケジ
ューリングされていないため、他の端末と競合関係にある。したがって、ランダムなタイ
ミングで送受信が行われるため、送信待ちや受信のアウェイク状態を維持する必要がある
。また、電波の品質が悪く余分な再送パケットによる電力消費を生じる。更には高い送信
電波強度および受信感度で低速の伝送が行われるため、送受信電力および送受信時間が大
きく、送受信エネルギーも大きくなる。　送信音声パケット４０および送信音声パケット
４４は、面積が一つの送信音声パケットに対する消費エネルギーを表す。受信音声パケッ
ト４２および受信音声パケット４７も、面積が一つの受信音声パケットに対する消費エネ
ルギーを表す。送信スリープモード期間４１および送信スリープモード期間４５は、送信
機への供給電力をＯＦＦする。送信待ち期間４６は、他の端末が送受信するパケットとの
競合により生じる。受信スリープモード期間４３は、受信機への電力供給をＯＦＦする。
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受信アウェイク期間４８は、ランダムな受信に対応する。また、再送パケット４４Ｒおよ
び再送パケット４７Ｒは、再送されたパケットを示す。このように、無線ＬＡＮの場合、
電波環境や機能によって消費電力は大きく変化する。電話制御装置１００は、以下の式（
４）～（６）にて無線電話端末４００の無線通信に係わる消費電力を推定する。
【００３４】
　送信機消費電力ＷＴ＝（ｗｔ×ｔ３＋ｗｔｓ×ｔ４）×（Ｋｔ＋Ｋｔｒ）…（４）
　　ｗｔ：送信電力
　　ｗｔｓ：送信待機時電力
　　ｔ３：１パケットあたりの平均送信時間
　　ｔ４：１パケットあたりの平均送信待機時間
　　Ｋｔ：単位時間あたりの送信パケット数（非再送）
　　Ｋｔｒ：単位時間あたりの再送パケット数
　受信機消費電力ＷＲ＝（ｗｒ×ｔ５＋ｗｔｒ×ｔ６）×（Ｋｒ＋Ｋｒｒ）…（５）
　　ｗｒ：受信電力
　　ｗｒｓ：受信待機時電力
　　ｔ５：１パケットあたりの平均受信待機時間
　　ｔ６：１パケットあたりの平均受信時間
　　Ｋｒ：単位時間あたりの受信パケット数（非再送）
　　Ｋｒｒ：単位時間あたりの再送パケット数
　無線機電力Ｗ＝ＷＴ＋ＷＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（６）
　図５を参照して、無線電話端末４００への着信に係わる電話制御装置１００の処理を説
明する。ここで、図５は無線電話端末４００への着信に係わる電話制御装置１００のフロ
ーチャートである。図５において、電話制御装置１００は、無線電話端末４００への着信
を待つ（Ｓ５００）。着信があった場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００は、無線電話網
８００からの着信か否かを判定する（Ｓ５０１）。無線電話網８００からの着信の場合（
ＹＥＳ）、電話制御装置１００は、無線電話網８００との接続処理を行う（Ｓ５０２）。
ＩＰ電話網９００からの着信であった場合（ＮＯ）、電話制御装置１００は、ＩＰ電話網
９００との接続処理を行う（Ｓ５０８）。次に、電話制御装置１００は、無線電話基地局
２００経由と無線ＬＡＮ基地局３００経由の通話に関する端末の消費電力を推定する（Ｓ
５０３、Ｓ５０４）。電話制御装置１００は、無線電話基地局２００経由と無線ＬＡＮ基
地局３００経由のどちらを経由した通話の端末消費電力が小さいかを判定する（Ｓ５０５
）。無線電話基地局２００経由の通話の方を端末消費電力が小さいと判定したならば（Ｙ
ＥＳ）、電話制御装置１００は、無線電話基地局２００経由の端末接続処理と音声パスを
設定し（Ｓ５０６）、終了する。無線ＬＡＮ基地局３００経由の通話の方を端末消費電力
が小さいと判定したならば（ＮＯ）、電話制御装置１００は、無線ＬＡＮ基地局３００経
由の端末接続と音声パスを設定し（Ｓ５０７）、終了する。
【００３５】
　図６を参照して、無線電話端末４００からの発信に係わる電話制御装置１００の処理を
説明する。ここで、図６は無線電話端末４００からの発信に係わる電話制御装置１００の
フローチャートである。図６において、電話制御装置１００は、無線電話端末４００から
の発信を待つ（Ｓ６００）。発信があった場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００は、無線
電話基地局２００経由と無線ＬＡＮ基地局３００経由の通話に関する端末の消費電力を推
定する（Ｓ６０１、Ｓ６０２）。電話制御装置１００は、無線電話基地局２００経由と無
線ＬＡＮ基地局３００経由のどちらを経由した通話の端末消費電力が小さいかを判定する
（Ｓ６０３）。
【００３６】
　無線電話基地局２００経由の通話の方を端末消費電力が小さいと判定したならば（ＹＥ
Ｓ）、電話制御装置１００は、発信が無線電話基地局２００経由か否かを判定する（Ｓ６
０４）。発信が無線電話基地局２００経由の場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００は、無
線電話基地局２００経由の端末接続、音声パス設定を行う（Ｓ６０５）。ステップ６０４
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で無線ＬＡＮ基地局３００経由の発信の場合（ＮＯ）、電話制御装置１００は、無線電話
端末４００への無線切換通知を送信し（Ｓ６０８）、ステップ６０５に遷移する。
【００３７】
　次に、電話制御装置１００は、無線電話網８００への発信か否かを判定する（Ｓ６０６
）。無線電話網８００への発信の場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００は、無線電話網８
００への接続および発信を行ない（Ｓ６０７）、終了する。ＩＰ電話網９００への発信の
場合（ＮＯ）、電話制御装置１００は、ＩＰ電話網９００への接続および発信を行ない（
Ｓ６０９）、終了する。
【００３８】
　ステップ６０３で無線ＬＡＮ基地局３００経由の通話の方を端末消費電力が小さいと判
定したならば（ＮＯ）、電話制御装置１００は、発信が無線ＬＡＮ基地局３００経由か否
かを判定する（Ｓ６１０）。無線ＬＡＮ基地局３００経由の発信であるならば（ＹＥＳ）
、電話制御装置１００は、無線ＬＡＮ基地局３００経由の端末接続および音声パスの設定
を行い（Ｓ６１１）、ステップ６０６に遷移する。無線電話基地局２００経由の発信であ
るならば、電話制御装置１００は、無線電話端末４００へ無線の切換通知を送信して（Ｓ
６１２）、ステップ６１１に遷移する。
【実施例２】
【００３９】
　図７ないし図１０を参照して、実施例２を説明する。まず、無線電話ネットワーク２０
００の構成について、図７の構成図を用いて説明する。
【００４０】
　図７において、無線電話ネットワーク２０００は、実施例１の無線電話ネットワーク１
０００に加えて、インターネット９５０を図示している。図７の（ｄ）はインターネット
９５０に対して、無線ＬＡＮ基地局３００経由で無線電話端末４００が情報の送受信を行
う経路を示している。無線電話端末４００が、広帯域特性を利用して無線ＬＡＮ基地局３
００経由で情報の送受信（ビデオストリームなど）を行っている場合、無線電話網８００
に対する無線電話基地局２００を経由した通話は、２つの無線部を起動することになり大
きな電力を消費する。実施例２では、無線ＬＡＮ基地局３００経由の通信が行われている
場合、電話制御装置１００Ａは、無線電話網８００の音声パスを無線ＬＡＮ基地局３００
経由に切り換える。音声パスを（ｃ）に示す。これによって、電話制御装置１００は、無
線電話端末４００が起動する無線部を一本化し、消費電力を押さえる。
【００４１】
　図８を参照して、電話制御装置１００Ａの機能ブロックを説明する。図８において、電
話制御装置１００Ａは、実施例１の電話制御装置１００に、ルータ部１３０、データ通信
有無判定部１４０が加わっている。ルータ部１３０は、無線電話端末４００を含めＬＡＮ
６００に接続される図示しないデータ端末に対するデータのルーティング処理を行う。デ
ータ通信有無判定部１４０は、ルータ部１３０から、無線電話端末４００のアドレスを宛
先にしたデータを監視する。アドレス登録部１２０は、データ通信が行われているとき、
音声パス判定部１０６にデータ通信中であることを送信する。音声パス判定部１０６は、
無線ＬＡＮ基地局３００経由を音声パス切換部１０３に対して設定する。無線電話網８０
０からの着呼があったとき、音声パス切換部１０３は、無線ＬＡＮ基地局３００経由を選
択して、音声パスを切り換える。
【００４２】
　図９を参照して、無線電話端末４００への着信に関する電話制御装置１００の動作を説
明する。ここで、図９は無線電話端末４００への着信に関する電話制御装置１００のフロ
ーチャートである。図９において、電話制御装置１００Ａは、無線電話端末４００への着
信を待つ（Ｓ９００）。無線電話端末４００への着信があった場合（ＹＥＳ）、電話制御
装置１００Ａは、無線電話網８００からの着信か否かを判定する（Ｓ９０１）。無線電話
網８００からの着信の場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００Ａは、無線電話網８００との
接続処理を行う（Ｓ９０２）。
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【００４３】
　次に、電話制御装置１００Ａは、無線電話端末４００の情報通信状態を調査し（Ｓ９０
３）、無線ＬＡＮ経由の情報通信中か否かを判定する（Ｓ９０４）。無線ＬＡＮ経由の情
報通信中の場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００Ａは、無線ＬＡＮ経由の端末接続、音声
パス設定を行ない（Ｓ９０５）、終了する。無線ＬＡＮ経由の情報通信中で無い場合（Ｎ
Ｏ）、電話制御装置１００Ａは、無線電話基地局２００経由の端末接続、音声パス設定を
行ない（Ｓ９０７）、終了する。
  ステップ９０１でＩＰ電話網９００からの着信の場合（ＮＯ）、電話制御装置１００Ａ
は、ＩＰ電話網９００との接続を行ない（Ｓ９０６）、ステップ９０５に遷移する。
【００４４】
　図１０を参照して、無線電話端末４００からの発信に関する電話制御装置１００Ａの動
作を説明する。ここで、図１０は無線電話端末４００からの発信に関する電話制御装置１
００Ａのフローチャートである。図１０において、電話制御装置１００Ａは、無線電話端
末４００からの発信を待つ（Ｓ７００）。無線電話端末４００からの発信があった場合（
ＹＥＳ）、電話制御装置１００Ａは、発信が無線電話基地局２００経由か否かを判定する
（Ｓ７０１）。発信が無線電話基地局２００経由の場合（ＹＥＳ）、電話制御装置１００
Ａは、無線電話網８００との接続処理を行なう（Ｓ７０２）。次に、電話制御装置１００
Ａは、無線電話端末４００の情報通信状況を調査し（Ｓ７０３）、無線ＬＡＮ経由の情報
通信中か否かを判定する（Ｓ７０４）。無線ＬＡＮ経由の情報通信中の場合（ＹＥＳ）、
電話制御装置１００Ａは、無線電話端末４００に無線の切換通知を送信し（Ｓ７０５）、
無線ＬＡＮ経由の端末接続、音声パス設定を行ない（Ｓ７０６）、終了する。ステップ７
０４で無線ＬＡＮ経由の情報通信中でない場合（ＮＯ）、電話制御装置１００Ａは、無線
電話基地局２００経由の端末接続、音声パス設定を行ない（Ｓ７０８）、終了する。ステ
ップ７０１でＩＰ電話網９００への発信の場合（ＮＯ）、電話制御装置１００Ａは、ＩＰ
電話網９００との接続を行ない（Ｓ７０７）、ステップ７０６に遷移する。
【００４５】
　上述した実施例に拠れば、インターネットへアクセス中の無線電話端末への無線電話網
からの発信または着信を、無線ＬＡＮ基地局経由に切替えることによって、無線電話端末
の電力消費を抑える電話制御装置を提供できる。
【００４６】
　なお、上述した実施例では、図５、図６で発信および着信を契機に無線電話端末が省電
力となる音声パスを選択する方法について説明したが、実施例は、これに限定されない。
例えば、通話中に定期的または、無線電話端末の送信電波強度や受信感度などを常に監視
し、この変化を契機に通信状況を調査して通話路の切り替えを行ってもよい。これによっ
て電波環境が頻繁に変化する環境下においても、細かな制御により無線電話端末の電力消
費を抑えるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】電話ネットワークのブロック図である。
【図２】電話制御装置の機能ブロック図である。
【図３】無線電話端末の送信電力と受信電力の時間経過のグラフである。
【図４】無線電話端末の送信電力と受信電力の時間経過のグラフである。
【図５】無線電話端末への着信に係わる電話制御装置のフローチャートである。
【図６】無線電話端末からの発信に係わる電話制御装置のフローチャートである。
【図７】無線電話ネットワークのブロック図である。
【図８】電話制御装置の機能ブロック図である。
【図９】無線電話端末への着信に関する電話制御装置のフローチャートである。
【図１０】無線電話端末からの発信に関する電話制御装置のフローチャートである。
【符号の説明】
【００４８】
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　１００…電話制御装置、１０１…ＩＰ回線接続終端部、１０２…無線電話網接続終端部
、１０３…音声パス切換部、１０４…ＩＰ電話網接続終端部、１０５…無線電話基地局イ
ンターフェース部、１０６…音声パス判定部、１０７…呼制御部、１０８…無線電話基地
局経由消費電力推定部、１０９…無線ＬＡＮ経由消費電力推定部、１１０…ＬＡＮインタ
ーフェース部、１２０…アドレス登録部、１３０…ルータ部、１４０…データ通信有無判
定部、２００…無線電話基地局、３００…無線ＬＡＮ基地局、４００…無線電話端末、５
００…無線電話基地局用のインターフェース、６００…ＬＡＮ、７００…ＩＰ網、８００
…無線電話網、９００…ＩＰ電話網、９５０…インターネット、１０００…電話ネットワ
ーク、２０００…電話ネットワーク。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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