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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアプリケーションソフトウェアを動作可能とし、複数の種類のネットワークに接
続可能な通信端末装置であって、
　自装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する選択手段を有し、
　前記選択手段は、前記アプリケーションソフトウェアから当該アプリケーションソフト
ウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述した接続プロファイルを受付け、その
接続プロファイルを基に前記最適なネットワークを選択し、
　前記アプリケーションの通信状態を監視する通信監視マネージャを含み、
　前記選択手段は、前記通信監視マネージャによる前記アプリケーションソフトウェアの
通信状態から前記アプリケーションソフトウェアの優先度を計算し、この優先度に基づい
て最適なネットワークを選択することを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　前記ネットワーク各々の特性情報を格納するネットワークデータベースを含み、
　前記選択手段は、前記ネットワークの選択を行う際に前記接続プロファイルと前記ネッ
トワークデータベースに格納された特性情報とのマッチングを行って前記最適なネットワ
ークを選択することを特徴とする請求項１記載の通信端末装置。
【請求項３】
　前記ネットワークの特性情報をダウンロードして前記ネットワークデータベースに格納
するダウンローダを含むことを特徴とする請求項２記載の通信端末装置。
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【請求項４】
　複数のアプリケーションソフトウェアを同時に動作可能とし、複数の種類のネットワー
クに接続可能な通信端末装置であって、
　自装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する選択手段を有し、
　前記選択手段は、前記アプリケーションソフトウェアから当該アプリケーションソフト
ウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述した接続プロファイルを受付け、それ
ら複数の接続プロファイルをマージして前記最適なネットワークを選択し、
　前記アプリケーションの状態を監視するアプリケーションマネージャを含み、
　前記アプリケーションマネージャにて前記アプリケーションソフトウェアの状態から当
該アプリケーションソフトウェアの優先度を計算し、
　前記選択手段は、その優先度に基づいて最適なネットワークを選択することを特徴とす
る通信端末装置。
【請求項５】
　前記ネットワーク各々の特性情報を格納するネットワークデータベースを含み、
　前記選択手段は、前記ネットワークの選択を行う際に、マージした接続プロファイルと
前記ネットワークデータベースに格納された特性情報とのマッチングを行って前記最適な
ネットワークを選択することを特徴とする請求項３記載の通信端末装置。
【請求項６】
　前記ネットワークの特性情報をダウンロードして前記ネットワークデータベースに格納
するダウンローダを含むことを特徴とする請求項４記載の通信端末装置。
【請求項７】
　複数のアプリケーションソフトウェアを動作可能とし、複数の種類のネットワークに接
続可能な通信端末装置に用いるネットワーク選択方法であって、
　前記通信端末装置側に、前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワー
クを選択するステップを有し、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、その接続プロファイルを基に前記最適なネットワークを
選択し、
　前記アプリケーションソフトウェアの通信状態を監視し、この状態から前記アプリケー
ションソフトウェアの優先度を計算し、この優先度に応じて最適なネットワークを選択す
ることを特徴とするネットワーク選択方法。
【請求項８】
　前記最適なネットワークを選択するステップは、前記ネットワークの選択を行う際に前
記接続プロファイルと前記ネットワーク各々の特性情報を格納するネットワークデータベ
ースに格納された特性情報とのマッチングを行って前記最適なネットワークを選択するこ
とを特徴とする請求項７記載のネットワーク選択方法。
【請求項９】
　前記ネットワークの特性情報をダウンローダにてダウンロードして前記ネットワークデ
ータベースに格納することを特徴とする請求項８記載のネットワーク選択方法。
【請求項１０】
　複数のアプリケーションソフトウェアを同時に動作可能とし、複数の種類のネットワー
クに接続可能な通信端末装置に用いるネットワーク選択方法であって、
　前記通信端末装置側に、前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワー
クを選択するステップを有し、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、それら複数の接続プロファイルをマージして前記最適な
ネットワークを選択し、
　前記アプリケーションソフトウェアの状態を監視し、この状態からアプリケーションソ
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フトウェアの優先度を計算し、この優先度に応じて最適なネットワークを選択することを
特徴とするネットワーク選択方法。
【請求項１１】
　前記最適なネットワークを選択するステップは、前記ネットワークの選択を行う際に、
マージした接続プロファイルと前記ネットワーク各々の特性情報を格納するネットワーク
データベースに格納された特性情報とのマッチングを行って前記最適なネットワークを選
択することを特徴とする請求項１０記載のネットワーク選択方法。
【請求項１２】
　前記ネットワークの特性情報をダウンローダにてダウンロードして前記ネットワークデ
ータベースに格納することを特徴とする請求項１１記載のネットワーク選択方法。
【請求項１３】
　複数のアプリケーションソフトウェアを動作可能とし、複数の種類のネットワークに接
続可能な通信端末装置内のコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する処理を含み
、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、その接続プロファイルを基に前記最適なネットワークを
選択させ、
　前記アプリケーションソフトウェアの通信状態を監視させ、この状態から前記アプリケ
ーションソフトウェアの優先度を計算させ、この優先度に応じて最適なネットワークを選
択させることを特徴とするプログラム。
【請求項１４】
　複数のアプリケーションソフトウェアを同時に動作可能とし、複数の種類のネットワー
クに接続可能な通信端末装置内のコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する処理を含み
、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、それら複数の接続プロファイルをマージして前記最適な
ネットワークを選択させ、
　前記アプリケーションソフトウェアの状態を監視させ、この状態からアプリケーション
ソフトウェアの優先度を計算させ、この優先度に応じて最適なネットワークを選択させる
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信端末装置及びそれに用いるネットワーク選択方法並びにそのプログラムに
関し、特に移動端末を用いて多種多様なネットワークに接続する際のネットワーク選択方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話網、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）をはじめと
する無線ネットワークの普及に伴い、移動端末装置を用いて多種多様なネットワークに接
続したいという要求が増大している。
【０００３】
　上記のネットワークは、それぞれ異なる特性（具体的には、通信速度、料金、セキュリ
ティレベル等）を持っているため、実際にネットワークを利用する場合には、条件に合っ
た最適なネットワークを選択する必要がある。
【０００４】
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　従来、このネットワークの選択は、移動端末装置のユーザが手動で行うことが多いが、
これは利便性を低下させるため、ユーザのプロファイルや移動端末装置で動作するアプリ
ケーションソフトウェア（以下、アプリケーションとする）のプロファイルに応じて自動
的に選択を行う方式が検討されてきている。
【０００５】
　例えば、上記のネットワークの選択方法としては、端末装置内のアプリケーションが通
信要求を発した時に、伝送データの性質と通信ネットワークの特性とに応じて最適なネッ
トワークを選択する方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平０９－１６０８５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した従来のネットワーク選択方法では、複数のネットワークを利用可能な端末装置
において、ネットワークの選択作業がユーザの手動操作にて行われており、端末装置が複
数のネットワークを利用可能であるにもかかわらず、その利便性を低下させてしまうとい
う問題がある。
【０００８】
　また、従来のネットワーク選択方法としては、上記の特許文献１の技術のように、ネッ
トワーク特性に応じて自動的にネットワークを選択する方式も提案されているが、複雑な
コンテキスト（状況）、具体的には複数のアプリケーションから要求される品質が異なる
ネットワークへの接続要求が発せられた時、それを総合的に判断して最適なネットワーク
を自動的に選択する方法はない。
【０００９】
　この複数のアプリケーションから要求される品質が異なるネットワークへの接続要求と
は、例えば、ファイルのダウンロードアプリケーション等の高速な転送と料金とを優先す
るアプリケーションからの接続要求と、内線ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話サービス等のそれほど速度は要求しないが低遅延かつ
高セキュリティを優先するアプリケーションからの接続要求とを示している。この場合、
要求されるネットワークの種類が異なるため、それを総合的に判断して最適なネットワー
クを自動的に選択する方法はない。
【００１０】
　上記の特許文献１の技術では、端末側が事前に利用可能なネットワークの特性を知って
いなければならず、複数のアプリケーションが同時に通信を行う場合の競合回避が不十分
である。具体的には、上記の特許文献１の技術の場合、通信順序を決定してデータの順序
制御を行うだけであり、複数のアプリケーションの要求を同時に満たす最適なネットワー
クを選択するといったことができない。さらに、上記の特許文献１の技術では、アプリケ
ーション毎にアプリケーションエージェントを作成しなければならない。
【００１１】
　また、従来のネットワーク選択方法としては、端末側において接続可能なネットワーク
の特性を事前に知っておく必要があるが、このネットワークの特性を自動的に取得する方
法もない。
【００１２】
　このため、従来のネットワーク選択方法においては、利用可能なネットワークの特性を
自動的に判断する方法、及び複数のアプリケーションの接続要求を総合的に判断してネッ
トワークを選択する方法が必要とされている。
【００１３】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、最適なネットワークを自動選択して当
該ネットワークに接続／切断することができる通信端末装置及びそれに用いるネットワー
ク選択方法並びにそのプログラムを提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明による通信端末装置は、複数のアプリケーションソフトウェアを動作可能とし、
複数の種類のネットワークに接続可能な通信端末装置であって、
　自装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する選択手段を備え、
　前記選択手段は、前記アプリケーションソフトウェアから当該アプリケーションソフト
ウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述した接続プロファイルを受付け、その
接続プロファイルを基に前記最適なネットワークを選択し、
　前記アプリケーションの通信状態を監視する通信監視マネージャを含み、
　前記選択手段は、前記通信監視マネージャによる前記アプリケーションソフトウェアの
通信状態から前記アプリケーションソフトウェアの優先度を計算し、この優先度に基づい
て最適なネットワークを選択している。
【００１５】
　本発明による他の通信端末装置は、複数のアプリケーションソフトウェアを同時に動作
可能とし、複数の種類のネットワークに接続可能な通信端末装置であって、
　自装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する選択手段を備え、
　前記選択手段は、前記アプリケーションソフトウェアから当該アプリケーションソフト
ウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述した接続プロファイルを受付け、それ
ら複数の接続プロファイルをマージして前記最適なネットワークを選択し、
　前記アプリケーションの状態を監視するアプリケーションマネージャを含み、
　前記アプリケーションマネージャにて前記アプリケーションソフトウェアの状態から当
該アプリケーションソフトウェアの優先度を計算し、
　前記選択手段は、その優先度に基づいて最適なネットワークを選択している。
【００１６】
　本発明によるネットワーク選択方法は、複数のアプリケーションソフトウェアを動作可
能とし、複数の種類のネットワークに接続可能な通信端末装置に用いるネットワーク選択
方法であって、
　前記通信端末装置側に、前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワー
クを選択するステップを備え、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、その接続プロファイルを基に前記最適なネットワークを
選択し、
　前記アプリケーションソフトウェアの通信状態を監視し、この状態から前記アプリケー
ションソフトウェアの優先度を計算し、この優先度に応じて最適なネットワークを選択し
ている。
【００１７】
　本発明による他のネットワーク選択方法は、複数のアプリケーションソフトウェアを同
時に動作可能とし、複数の種類のネットワークに接続可能な通信端末装置に用いるネット
ワーク選択方法であって、
　前記通信端末装置側に、前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワー
クを選択するステップを備え、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、それら複数の接続プロファイルをマージして前記最適な
ネットワークを選択し、
　前記アプリケーションソフトウェアの状態を監視し、この状態からアプリケーションソ
フトウェアの優先度を計算し、この優先度に応じて最適なネットワークを選択している。
【００１８】
　本発明によるプログラムは、複数のアプリケーションソフトウェアを動作可能とし、複
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数の種類のネットワークに接続可能な通信端末装置内のコンピュータに実行させるプログ
ラムであって、
　前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する処理を含み
、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、その接続プロファイルを基に前記最適なネットワークを
選択させ、
　前記アプリケーションソフトウェアの通信状態を監視させ、この状態から前記アプリケ
ーションソフトウェアの優先度を計算させ、この優先度に応じて最適なネットワークを選
択させている。
【００１９】
　本発明による他のプログラムは、複数のアプリケーションソフトウェアを同時に動作可
能とし、複数の種類のネットワークに接続可能な通信端末装置内のコンピュータに実行さ
せるプログラムであって、
　前記通信端末装置内のコンテキストに応じて最適なネットワークを選択する処理を含み
、
　前記最適なネットワークを選択するステップにおいて、前記アプリケーションソフトウ
ェアから当該アプリケーションソフトウェアにおける前記ネットワークの選択基準を記述
した接続プロファイルを受付け、それら複数の接続プロファイルをマージして前記最適な
ネットワークを選択させ、
　前記アプリケーションソフトウェアの状態を監視させ、この状態からアプリケーション
ソフトウェアの優先度を計算させ、この優先度に応じて最適なネットワークを選択させる
ことを特徴とする。
【００２０】
　すなわち、本発明の通信端末装置は、複数の種類のネットワークに接続することが可能
な通信端末装置において、コンテキスト（状況）に応じて通信端末装置が最適なネットワ
ークを自動的に選択可能とすることを特徴としている。
【００２１】
　より具体的に説明すると、本発明の通信端末装置では、ネットワークエージェントが複
数のアプリケーションソフトウェア（以下、アプリケーションとする）からの接続プロフ
ァイルを受付け、それら複数の接続プロファイルをマージし、マージした接続プロファイ
ルを基に最適なネットワークを選択している。
【００２２】
　本発明の通信端末装置では、ネットワークの選択を行う際、マージした接続プロファイ
ルとネットワークデータベースに格納されたネットワーク特性情報とのマッチングを行う
ことで、最適なネットワークを選択している。その後、ネットワークエージェントは接続
マネージャに指示を行い、ネットワークの接続作業を行わせる。
【００２３】
　これによって、本発明の通信端末装置では、接続プロファイルに応じてネットワークエ
ージェントがネットワークを自動的に選択しているため、ユーザの手を煩わせることなく
、最適なネットワークを自動選択して通信端末装置がネットワークに接続／切断すること
が可能となる。
【００２４】
　また、本発明の通信端末装置では、アプリケーションからのネットワーク接続要求時に
、アプリケーションが個別に接続プロファイルをネットワークエージェントに引渡し、ネ
ットワークエージェント側で接続ネットワークを自動選択しているので、アプリケーショ
ンの要求に応じた最適なネットワークが自動的に選択可能となる。
【００２５】
　さらに、本発明の通信端末装置では、各アプリケーションからの接続プロファイルをネ
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ットワークエージェント側でマージしてからネットワークを検索するため、複数のアプリ
ケーションが同時に動作する環境でも、最適なネットワークの選択を行うことが可能とな
る。
【００２６】
　さらにまた、本発明の通信端末装置では、ダウンローダを使ってネットワークの特性情
報を必要に応じてダウンロードしているので、接続対象となるネットワークの特性情報を
事前に知らなくても、最適なネットワークの選択を自動的に行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、以下に述べるような構成及び動作とすることで、最適なネットワークを自動
選択して当該ネットワークに接続／切断することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の第１の実施例
による通信端末装置の構成を示すブロック図である。図１において、通信端末装置１はネ
ットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３に接続してネットワ
ークサービスを受けるための端末装置であり、これら複数のネットワークＡ１０１、ネッ
トワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３に接続する能力を持っている。
【００２９】
　ネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３としては、例え
ば有線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、無線ＬＡＮ、携帯電話網、Ｐ
ＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆ
ｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、
シリアル通信等がある。
【００３０】
　また、通信端末装置１はアプリケーションソフトウェア（以下、アプリケーションとす
る）１１と、接続プロファイル１２と、ネットワークエージェント１３と、接続マネージ
ャ１４と、ネットワークデータベース１５と、ダウンローダ１６と、記録媒体１７とから
構成されている。
【００３１】
　アプリケーション１１はクライアントサーバ型のアプリケーションであり、ネットワー
クを利用してサーバに接続してサービスをユーザに提供する。アプリケーション１１は接
続プロファイル１２を任意の個数持つことができる。接続プロファイル１２はネットワー
クの選択基準を記述したデータであり、必要な帯域幅、最小遅延、セキュリティパラメー
タ、課金上限等のネットワークに対する要求基準が記述されている。ここで、通信端末装
置１はアプリケーション１１を任意の個数持ち、複数のアプリケーション１１を同時に動
作させることができるものとする。
【００３２】
　ネットワークエージェント１３はネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネッ
トワークＣ１０３の選択を行うためのコンポーネントである。ネットワークエージェント
１３は複数のアプリケーション１１から接続プロファイル１２を受け取り、これを総合的
に判断してネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３のいす
れかを選択し、接続マネージャ１４に接続指示を行う。
【００３３】
　ネットワークの選択を行う際、ネットワークエージェント１３は各ネットワークＡ１０
１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３の特性を知る必要がある。このネット
ワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３の特性はネットワークデ
ータベース１５に保存されている。各ネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネ
ットワークＣ１０３の特性は事前に静的にネットワークデータベース１５に格納しておい
てもよいし、必要に応じて動的にダウンロードしてもよい。ダウンローダ１６はネットワ
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ークを使用してネットワーク特性情報をダウンロードしてネットワークデータベース１５
に格納するための機能である。
【００３４】
　接続マネージャ１４はネットワークエージェント１３からのネットワーク接続指示を受
け付け、その指示に応答して適切なネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネッ
トワークＣ１０３に接続する機能である。
【００３５】
　記録媒体１７は通信端末装置１を図示せぬＣＰＵ（中央処理装置）及びＲＡＭ（リード
オンリメモリ）を含むコンピュータで構成した場合にそのコンピュータで実行されるプロ
グラムを格納している。
【００３６】
　図２は図１の通信端末装置１の内部動作を示すシーケンスチャートであり、図３及び図
４は図１の接続プロファイル１２を示す図であり、図５は図３及び図４に示す接続プロフ
ァイル１２をマージした例を示す図であり、図６は本発明の第１の実施例によるネットワ
ーク特性情報を示す図である。これら図１～図６を参照して本発明の第１の実施例による
通信端末装置１の動作について説明する。尚、図２に示す処理は通信端末装置１のＣＰＵ
が記録媒体１７のプログラムをＲＡＭに移して実行することで実現される。
【００３７】
　通信端末装置１はネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０
３の特性情報を入手する。これらネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネット
ワークＣ１０３の特性情報はネットワークデータベース１５に静的に格納するか、必要に
応じてその場でダウンロードする。ダウンロードによってネットワークＡ１０１、ネット
ワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３の特性情報を入手する場合、通信端末装置１はダ
ウンローダ１６を使ってダウンロードを行い（図２のａ１）、ダウンロードした特性情報
をネットワークデータベース１５に設定する（図２のａ２）。
【００３８】
　通信端末装置１はユーザがアプリケーション１１を起動すると、アプリケーション１１
自身が保持する接続プロファイル１２の利用開始をネットワークエージェント１３に対し
て送信する（図２のａ３）。ここでは、ユーザが２個のアプリケーション１１ａ，１１ｂ
を起動した場合について説明する。各アプリケーション１１ａ，１１ｂがネットワークエ
ージェント１３に送信した接続プロファイル１２を図３及び図４に示す。
【００３９】
　図３においては、高速な転送を要求しかつ料金が安いものを選ぶプロファイルａを示し
ている。このプロファイルａはアプリケーション１１ａの接続プロファイルであり、帯域
幅１０Ｍｂｐｓ以上、遅延５００ｍｓ以下で、課金を優先するというものである。例えば
、ファイルのダウンロードアプリケーション等がこのようなプロファイルａを持つ。
【００４０】
　これに対し、図４においては、それほど転送速度を要求しないが、低遅延かつ高セキュ
リティ、ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を要求するプロファイルｂを
示している。このプロファイルｂはアプリケーション１１ｂの接続プロファイルであり、
帯域幅１２８ｋｂｐｓ以上、遅延５０ｍｓ以下、高セキュリティを要求し、ＱｏＳレベル
を優先するというものである。例えば、内線ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）電話サービス等がこのようなプロファイルｂを持つ。
【００４１】
　ネットワークエージェント１３はプロファイルａ，ｂの利用開始を受信する毎に、各ア
プリケーション１１ａ，１１ｂから受信したプロファイルａ，ｂをすべてマージする（図
２のａ４）。具体的には、各プロファイルａｂの要求をすべて満たすプロファイルを作成
する。マージして作成したプロファイルを図５に示す。
【００４２】
　図５において、マージしたプロファイルは帯域幅１０Ｍｂｐｓ以上、遅延５０ｍｓ以下
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、高セキュリティを要求し、課金及びＱｏＳレベルを優先するというものである。このマ
ージしたプロファイルは図３に示すプロファイルａと図４に示すプロファイルｂとの要求
をともに満たしている。
【００４３】
　次に、ネットワークエージェント１３はネットワークデータベース１５に対してマージ
されたプロファイルを引き渡し、検索を要求する（図２のａ５）。ここで、例としてネッ
トワークデータベース１５に図６に示す特性情報が記載されていた場合について考える。
【００４４】
　図６において、“Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ａ”の特性情報は、帯域幅２０Ｍｂｐｓ
、遅延３０ｍｓ、高セキュリティを要求し、課金が１．５＄／ｍｉｎ、ＱｏＳレベルを優
先しないとなっている。
【００４５】
　また、“Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ｂ”の特性情報は、帯域幅５Ｍｂｐｓ、遅延７０
ｍｓ、高セキュリティを要求し、課金が０．５＄／ｍｉｎ、ＱｏＳレベルを優先するとな
っている。
【００４６】
　さらに、“ＩｒＤＡ”の特性情報は、帯域幅５１２ｋｂｐｓ、遅延２０ｍｓ、中セキュ
リティを要求し、課金が０＄／ｍｉｎ、ＱｏＳレベルを優先しないとなっている。
【００４７】
　さらにまた、シリアル通信（Ｓｅｒｉａｌ）の特性情報は、帯域幅６４ｋｂｐｓ、遅延
３０ｍｓ、高セキュリティを要求し、課金が０＄／ｍｉｎ、ＱｏＳレベルを優先しないと
なっている。
【００４８】
　したがって、すべての条件に合致するネットワークは“Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ　Ａ
”の１つだけであるので、ネットワークデータベース１５はこれを検索結果としてネット
ワークエージェント１３に返す（図２のａ６）。
【００４９】
　合致するネットワークが複数見つかった場合には、プロファイルに指定された順序（本
プロファイルの場合には課金、ＱｏＳパラメータ）でネットワーク特性をソートし、もっ
とも有利なものを１つ選択する。
【００５０】
　ネットワークエージェント１３はこの結果を接続マネージャ１４に引き渡し、ネットワ
ークの接続要求を行う（図２のａ７）。接続マネージャ１４は指定されたネットワークに
接続する（図２のａ８）。接続マネージャ１４はネットワークへの接続が完了すると、接
続完了通知をネットワークエージェント１３に返し（図２のａ９）、ネットワークエージ
ェント１３はさらに接続完了通知をアプリケーション１１に返す（図２のａ１０）。
【００５１】
　これによって、各アプリケーション１１はネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０
２、ネットワークＣ１０３のうちの指定した条件を満たしたネットワークに接続してサー
ビスをユーザに提供することができる。
【００５２】
　ネットワークの利用終了処理も、上記とほぼ同じシーケンスで行う。アプリケーション
１１はネットワークの利用を終了すると、ネットワークエージェント１３にプロファイル
の利用終了を要求する。これは上記のａ３の処理に該当する。ネットワークエージェント
１３はこのプロファイルを除外して再度プロファイルのマージを行い（図２のａ４）、以
後はａ５以降の処理を、上記と同様に行う。
【００５３】
　このように、本実施例では、接続プロファイル１２に応じてネットワークエージェント
１３がネットワークＡ１０１、ネットワークＢ１０２、ネットワークＣ１０３を自動的に
選択するため、ユーザの手を煩わせることなく、最適なネットワークを自動選択して通信
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端末装置１がネットワークに接続／切断することができる。
【００５４】
　また、本実施例では、アプリケーション１１からのネットワーク接続要求時に、アプリ
ケーション１１が個別に接続プロファイル１２をネットワークエージェント１３に引渡し
、ネットワークエージェント１３側で接続するネットワークを選択することができるため
、アプリケーション１１の要求に応じた最適なネットワークを自動的に選択することがで
きる。
【００５５】
　さらに、本実施例では、ダウンローダ１６を使ってネットワークＡ１０１、ネットワー
クＢ１０２、ネットワークＣ１０３の特性情報を必要に応じてダウンロードすることがで
きるため、複数のアプリケーション１１が同時に動作する環境でも、最適なネットワーク
の選択を自動的に行うことができる。
【００５６】
　上述した本発明の第１の実施例では、複数のアプリケーション１１からの接続プロファ
イル１２をマージし、すべてのプロファイルに合致したネットワークを選択しているが、
この方法では合致するネットワークが１つも存在しないケースが考えられる。そこで、本
発明の第２の実施例では、このようなケースであっても、一部のアプリケーションをネッ
トワークに接続することができるようにしている。
【００５７】
　図７は本発明の第２の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。図７
において、本発明の第２の実施例による通信端末装置２は、アプリケーション優先順位表
２１を追加した以外は、図１に示す本発明の第１の実施例に夜通信端末装置１と同様の構
成となっており、同一構成要素には同一符号を付している。また、同一構成要素の動作は
アプリケーション優先順位表２１に記載されているアプリケーション１１の優先順位にし
たがって動作する以外は上記の本発明の第１の実施例と同様である。
【００５８】
　図８は図７のアプリケーション優先順位表２１の構成例を示す図である。図８において
、アプリケーション優先順位表２１には「音声通話：１」、「メーラ：２」、「Ｗｅｂブ
ラウザ：３」が記載されている。
【００５９】
　本実施例において、プロファイルのマージ、ネットワークの検索を行った時に、ネット
ワークが１つも見つからなかった場合、まず、ネットワークエージェント１３はプロファ
イルを引き渡された各アプリケーション１１の優先順位をアプリケーション優先順位表２
１を参照して決定し、最も優先順位が低いアプリケーションを特定し、そのアプリケーシ
ョンには接続失敗を通知する。
【００６０】
　次に、ネットワークエージェント１３はこの特定したアプリケーションに対応するプロ
ファイルを除いて、他のプロファイルのマージ作業を再度行い、マージしたプロファイル
を基にネットワークの検索を行う。この時点で、ネットワークエージェント１３はネット
ワークが見つかれば、そのネットワークへの接続を行う。見つからなかった場合、ネット
ワークエージェント１３は再度、最も優先順位の低いアプリケーションの特定から上記の
処理を繰り返す。
【００６１】
　本実施例では、上記の方法を用いることで、優先順位の低いアプリケーションをネット
ワークに接続することができないものの、優先順位の高いアプリケーションをネットワー
クに接続することができるので、アプリケーションの競合問題を解決することができる。
【００６２】
　上述した本発明の第１の実施例では、アプリケーション１１自身が接続プロファイル１
２を保持しているが、この接続プロファイル１２をアプリケーション１１から切り離し、
別のデータベースとして持つことも可能である。



(11) JP 4576965 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

【００６３】
　図９は本発明の第３の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。図９
において、本発明の第３の実施例による通信端末装置３は接続プロファイルデータベース
３１を設け、接続プロファイル１２をアプリケーション１１から切り離した以外は、図１
に示す本発明の第１の実施例に夜通信端末装置１と同様の構成となっており、同一構成要
素には同一符号を付している。また、同一構成要素の動作は接続プロファイルデータベー
ス３１に記載されている接続プロファイル１２に基づいてネットワークの自動選択を行う
以外は上記の本発明の第１の実施例と同様である。
【００６４】
　接続プロファイルデータベース３１はアプリケーション１１の識別子をキーに、接続プ
ロファイル１２を維持するデータベースである。本実施例では、アプリケーション１１が
接続プロファイル１２を持つ必要はなく、ネットワークエージェント１３に対して接続／
切断要求を行う際に、アプリケーション１１の識別子を送るだけでよい。
【００６５】
　つまり、ネットワークエージェント１３はアプリケーション１１からの接続／切断要求
に応じて、アプリケーション１１の識別子をキーとして対応する接続プロファイル１２を
接続プロファイルデータベース３１から検索する。
【００６６】
　尚、接続プロファイル１２は事前に通信端末装置３に入れておくのではなく、必要に応
じてダウンローダ１６からダウンロードして接続プロファイルデータベース３１に投入す
ることも可能である。
【００６７】
　図１０は本発明の第４の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図であり、図
１１は本発明の第４の実施例によるアプリケーション優先度計算パラメータを示す図であ
る。図１０において、本発明の第４の実施例による通信端末装置４は、アプリケーション
マネージャ４１を追加した以外は、図１に示す本発明の第１の実施例による通信端末装置
１と同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付している。また、同一構成
要素の動作はアプリケーション１１の動作状態を監視するアプリケーションマネージャ４
１の判断にしたがって動作する以外は上記の本発明の第１の実施例と同様である。
【００６８】
　本実施例において、プロファイルのマージ、ネットワークの検索を行った時に、ネット
ワークが１つも見つからなかった場合、まず、ネットワークエージェント１３はプロファ
イルを引き渡された各アプリケーション１１の優先順位をアプリケーションマネージャ４
１に問い合わせる。
【００６９】
　アプリケーションマネージャ４１は、アプリケーション１１の動作状態を監視し、その
優先度を決定する。具体的には、図１１に示すアプリケーション優先度計算パラメータを
基に優先度を計算する。例えば、アプリケーションが稼動中でアプリケーションのＵＩ（
Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が表示されており、過去１分以内の通信量が１００ＫＢ
で、特権状態で稼動しているならば優先度は「４」となる。
【００７０】
　ネットワークエージェント１３は、もっとも優先度が低いアプリケーションを特定し、
そのアプリケーションには接続失敗を通知する。次に、ネットワークエージェント１３は
この特定したアプリケーションに対応するプロファイルを除いて、他のプロファイルのマ
ージ作業を再度行い、マージしたプロファイルを基にネットワークの検索を行う。この時
点で、ネットワークエージェント１３はネットワークが見つかれば、そのネットワークへ
の接続を行う。見つからなかった場合、ネットワークエージェント１３は再度、最も優先
順位の低いアプリケーションの特定から上記の処理を繰り返す。
【００７１】
　本実施例では、上記の方法を用いることで、優先度を動的に計算することができ、優先
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度の低いアプリケーションをネットワークに接続することができないものの、優先度の高
いアプリケーションをネットワークに接続することができるので、アプリケーションの競
合問題を解決することができる。
【００７２】
　図１２は本発明の第５の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。図
１２において、本発明の第５の実施例による通信端末装置５は、通信監視マネージャ５１
と接続プロファイル５２とを追加し、接続プロファイル１２を削除した以外は、図１に示
す本発明の第１の実施例による通信端末装置１と同様の構成となっており、同一構成要素
には同一符号を付している。また、同一構成要素の動作はアプリケーション１１の動作状
態を監視する通信監視マネージャ５１の判断にしたがって動作する以外は上記の本発明の
第１の実施例と同様である。
【００７３】
　本実施例においては、接続プロファイル５２がアプリケーション１１の単位ではなく、
サービスの単位、具体的にはアプリケーション１１からの接続先のアドレス／ポート番号
単位で用意されている。
【００７４】
　通信監視マネージャ５１はアプリケーション１１の通信状態を監視し、通信先のアドレ
ス／ポート番号を監視する。アプリケーション１１が通信を開始しようとした時に、通信
監視マネージャ５１は接続プロファイル５２の組の中からアドレス／ポート番号が合致す
るものを選び、これをネットワークエージェント１３に通知する。
【００７５】
　図１３は図１２の接続プロファイル５２の一例を示す図である。図１３においては、通
信先のアドレスが「ｓｅｒｖｅｒ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ」で、ポート番号が「８０番
」である場合のプロファイルを示しており、要求条件は図３のものと同等である。
【００７６】
　図１４は図１２の接続プロファイル５２の他の例を示す図である。図１４において、通
信先のアドレスが任意でポート番号が「５０６０番」である場合のプロファイルを示して
おり、要求条件は図４のものと同等である。
【００７７】
　アプリケーション１１が、例えば「ｓｅｒｖｅｒ２．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ」に対し
て、５０６０番ポートで通信しようとした時、通信監視マネージャ５１は接続プロファイ
ルとして図１４に示すプロファイルを選び、これをネットワークエージェント１３に通知
する。これによって、最適なネットワークが選択される。
【００７８】
　複数のアプリケーション１１が同時に通信を行おうとした場合、通信監視マネージャ５
１はそれぞれに合致するプロファイルをすべて選択してネットワークエージェント１３に
通知する。ネットワークエージェント１３はこれらのプロファイルをマージして接続ネッ
トワークを決定する。
【００７９】
　本実施例では、上記の方法を用いることで、接続サービスに応じて動的に最適なネット
ワークを選択させることができる。また、アプリケーションに接続プロファイルを予め事
前に設定しておく必要がない。
【００８０】
　図１５は本発明の第６の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。図
１５において、本発明の第６の実施例による通信端末装置６は、装置監視マネージャ６１
と接続プロファイル６２とセンサ６３とを追加し、アプリケーション１１と接続プロファ
イル１２とを削除した以外は、図１に示す本発明の第１の実施例による通信端末装置１と
同様の構成となっており、同一構成要素には同一符号を付している。また、同一構成要素
の動作はセンサ６３の状態を監視する装置監視マネージャ６１の判断にしたがって動作す
る以外は上記の本発明の第１の実施例と同様である。
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【００８１】
　本実施例においては、接続プロファイルはセンサ６３の状態に応じて用意する。センサ
６３としては、装置の状態を監視するものであれば何でもよく、例えばバッテリ残量、端
末の蓋の開閉状態、ユーザによるボタン操作の有無、温度、湿度、加速度等が考えられる
。また、装置内部の任意のソフトウェア状態を検出するものであってもよい。例えば、特
定のアプリケーションが稼動しているかどうか、メモリ上に特定の値が書込まれているか
どうか、空きメモリ容量、ＣＰＵの稼動状態等を検出するものであってもよい。また、こ
れらを複数組み合わせてもよい。
【００８２】
　装置監視マネージャ６１はセンサ６３の状態を監視することで、装置の状態を監視する
。装置の状態が変更された時、装置監視マネージャ６１は接続プロファイル６２の組の中
から装置状態に合致するものを選び、これをネットワークエージェント１３に通知する。
【００８３】
　図１６及び図１７は図１５の接続プロファイル６２の一例を示す図である。これら図１
６及び図１７に示す例では、装置のバッテリ残量に応じて図１６または図１７のプロファ
イルを選択する。
【００８４】
　バッテリ残量が３０％以上の場合には、図１６に示すプロファイルが選択され、できる
だけ高速なネットワーク（１０Ｍｂｐｓ以上）を選択する。これに対し、バッテリ残量が
３０％以下の場合には、図１７に示すプロファイルが選択され、比較的低い速度のネット
ワーク（１２８ｋｂｐｓ以上）でも接続する。
【００８５】
　本実施例では、上記の方法を用いることで、装置状態に応じて動的に最適なネットワー
クを選択させることができる。また、アプリケーションに接続プロファイルを予め事前に
設定しておく必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の通信端末装置の内部動作を示すシーケンスチャートである。
【図３】図１の接続プロファイルを示す図である。
【図４】図１の接続プロファイルを示す図である。
【図５】図３及び図４に示す接続プロファイル１２をマージした例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施例によるネットワーク特性情報を示す図である。
【図７】本発明の第２の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図８】図７のアプリケーション優先順位表の構成例を示す図である。
【図９】本発明の第３の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第４の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の第４の実施例によるアプリケーション優先度計算パラメータを示す図
である。
【図１２】本発明の第３の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】図１２の接続プロファイルの一例を示す図である。
【図１４】図１２の接続プロファイルの他の例を示す図である。
【図１５】本発明の第３の実施例による通信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１６】図１５の接続プロファイルの一例を示す図である。
【図１７】図１５の接続プロファイルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８７】
　１～６　通信端末装置
　　１１　アプリケーションソフトウェア
　　１２　接続プロファイル
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　　１３　ネットワークエージェント
　　１４　接続マネージャ
　　１５　ネットワークデータベース
　　１６　ダウンローダ
　　１７　記録媒体
　　２１　アプリケーション優先順位表
　　３１　接続プロファイルデータベース
　　４１　アプリケーションマネージャ
　　５１　通信監視マネージャ
　　５２　接続プロファイル
　　６１　装置監視マネージャ
　　６２　接続プロファイル
　　６３　センサ
　１０１　ネットワークＡ
　１０２　ネットワークＢ
　１０３　ネットワークＣ

【図１】 【図２】
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【図１５】
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【図１７】
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