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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線回線に接続して通信を行う第１の通信部と、
　この第１の通信部を介して電子メールを送受する制御を行うメール制御手段と、
　データ処理装置と通信を行うための第２の通信部と、
　前記第２の通信部を介して前記データ処理装置との通信が可能であるか否か判定する判
定手段と、
　前記判定手段が通信可能と判定した場合に、前記メール制御手段が受信した電子メール
を前記第２の通信部を介して前記データ処理装置へ転送するメール中継手段とを具備し、
　前記メール中継手段は、更に前記データ処理装置から送信用の電子メール及びその送信
先情報を前記第２の通信部を介して受け取ると、自装置を発信元として前記送信用の電子
メールを前記メール制御手段に送信させ、
　前記判定手段が通信可能と判定した場合に、自装置の表示部において電子メール作成す
るために保持されているアドレス帳情報と絵文字情報と画像情報を前記第２の通信部を介
して前記データ処理装置へ送信するサポート手段を
　更に具備していることを特徴とする無線通信装置。
【請求項２】
　メール中継手段は、前記メール制御手段が受信した電子メールを件名に変更を加えるこ
となく前記第２の通信部を介して前記データ処理装置へ転送することを特徴とする請求項
１に記載の無線通信装置。
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【請求項３】
　画像を表示するための表示手段と、
　データ及びコマンドの入力を行うための入力手段と、
　プロセッサを含んで構成され、前記入力手段により入力されたデータをコマンドに応じ
て処理すると共に、所要の場合に所要の画像に対応する表示データを前記表示手段へ与え
て画像を表示させる中央処理部と、
　無線通信装置が無線通信により電子メールの送受を行う第１の通信部とは異なる第２の
通信部と接続してデータ通信を行うための第３の通信部と、
　前記無線通信装置から前記第３の通信部を介して電子メールが到来すると、前記中央処
理部による着信処理を実行させる中継メール制御手段とを具備し、
　中継メール制御手段は、更に自装置において作成された無線通信装置経由の電子メール
を前記第３の通信部を介して前記無線通信装置へその送信先情報と共に送信し、
　前記無線通信装置の表示部において電子メールを作成する入力環境を、当該装置に実現
する環境実現手段と、
　中継メール作成用の情報を保持する保持手段を具備し、
　前記環境実現手段は、前記無線通信装置において電子メール作成するために保持されて
いるアドレス帳情報と絵文字情報と画像情報が前記第３の通信部を介して到来すると、前
記保持手段へ前記到来した情報を保持させることを特徴とするデータ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自装置において送受する電子メールを中継する無線通信装置と、上記無線
通信装置が中継した電子メールを受け取ると共に、上記無線通信装置から送信させる電子
メールを作成可能であり、これを無線通信装置へ送信するようにしたデータ処理装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機などの無線通信装置と、パーソナルコンピュータ（以下、パソコンと
称す）などのデータ処理装置とは、それぞれ電子メール機能を備えていることから、パソ
コンにおいて作成したメールを携帯電話機経由で送信することも考えられている（特許文
献１、特に、０１１０～０１１２欄参照）。
【特許文献１】特開２００３－１３１９８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は上記のような無線通信装置とデータ処理装置における電子メールに関する連携
処理の現状に鑑みなされたもので、その目的は、無線通信装置において受信した電子メー
ルをデータ処理装置において読むことができ、これに対する返信の電子メールを含めた送
信メールを作成可能なデータ処理装置を提供し、また、これを無線通信装置を経由してこ
の無線通信装置が発信元であるかのようにして送信することが可能な無線通信装置を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に係る無線通信装置は、無線回線に接続して通信を行う第１の通信部と、この第
１の通信部を介して電子メールを送受する制御を行うメール制御手段と、データ処理装置
と通信を行うための第２の通信部と、前記第２の通信部を介して前記データ処理装置との
通信が可能であるか否か判定する判定手段と、前記判定手段が通信可能と判定した場合に
、前記メール制御手段が受信した電子メールを前記第２の通信部を介して前記データ処理
装置へ転送する一方、前記データ処理装置から送信用の電子メール及びその送信先情報を
前記第２の通信部を介して受け取ると、自装置を発信元として前記送信用の電子メールを
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前記メール制御手段に送信させるメール中継手段とを具備し、
　前記メール中継手段は、更に前記データ処理装置から送信用の電子メール及びその送信
先情報を前記第２の通信部を介して受け取ると、自装置を発信元として前記送信用の電子
メールを前記メール制御手段に送信させ、
　前記判定手段が通信可能と判定した場合に、自装置の表示部において電子メール作成す
るために保持されているアドレス帳情報と絵文字情報と画像情報を前記第２の通信部を介
して前記データ処理装置へ送信するサポート手段を
　更に具備していることを特徴とする。
【０００６】
　本発明に係る無線通信装置では、メール中継手段は、前記メール制御手段が受信した電
子メールを件名に変更を加えることなく前記第２の通信部を介して前記データ処理装置へ
転送することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係るデータ処理装置は、画像を表示するための表示手段と、データ及びコマン
ドの入力を行うための入力手段と、プロセッサにより構成され、前記入力手段により入力
されたデータをコマンドに応じて処理すると共に、所要の場合に所要の画像に対応する表
示データを前記表示手段へ与えて画像を表示させる中央処理部と、無線通信装置が無線通
信により電子メールの送受を行う第１の通信部とは異なる第２の通信部と接続してデータ
通信を行うための第３の通信部と、前記無線通信装置から前記第３の通信部を介して電子
メールが到来すると、前記中央処理部による着信処理を実行させる一方、自装置において
作成された無線通信装置経由の電子メールを前記第３の通信部を介して前記無線通信装置
へその送信先情報と共に送信する中継メール制御手段とを具備し、
　中継メール制御手段は、更に自装置において作成された無線通信装置経由の電子メール
を前記第３の通信部を介して前記無線通信装置へその送信先情報と共に送信し、
　前記無線通信装置の表示部において電子メールを作成する入力環境を、当該装置に実現
する環境実現手段と、
　中継メール作成用の情報を保持する保持手段を具備し、
　前記環境実現手段は、前記無線通信装置において電子メール作成するために保持されて
いるアドレス帳情報と絵文字情報と画像情報が前記第３の通信部を介して到来すると、前
記保持手段へ前記到来した情報を保持させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の本発明に係る無線通信装置は、受信した電子メールを第２の通信部を介
してデータ処理装置へ転送するので、無線通信装置経由の電子メールに関して、データ処
理装置を着信先とし、データ処理装置にて無線通信装置経由の電子メールを読むことがで
き便利である。
【００１１】
　また、データ処理装置から送信用の電子メール及びその送信先情報を第２の通信部を介
して受け取ると、自装置を発信元として送信用の電子メールをメール制御手段に送信させ
るので、返信電子メールが発信元は無線通信装置となり、受信者が違和感なく返信を受け
取ることができる。
【００１２】
　また、自装置の表示部において電子メール作成するために保持されているアドレス帳情
報と絵文字情報と画像情報を第２の通信部を介してデータ処理装置へ送信するので、デー
タ処理装置において無線通信装置経由の電子メールを作成する場合に、これを用いること
ができ、便利である。
【００１３】
　また、受信した電子メールを件名に変更を加えることなく第２の通信部を介してデータ
処理装置へ転送するので、転送の痕跡が残らず、違和感なく電子メールを読むことができ
る。
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【００１４】
　また、本発明に係るデータ処理装置は、無線通信装置から第３の通信部を介して電子メ
ールが到来すると、中央処理部による着信処理を実行させるので、データ処理装置にて無
線通信装置経由の電子メールを読むことができ便利である。
【００１５】
　また、自装置において作成された無線通信装置経由の電子メールを第３の通信部を介し
て無線通信装置へその送信先情報と共に送信するので、返信等の送信電子メールが発信元
は無線通信装置となり、受信者が違和感なく返信等を受け取ることができる。
【００１６】
　また、無線通信装置の表示部において電子メールを作成する入力環境を、当該装置に実
現するので、恰も無線通信装置の表示部において電子メールを作成している操作性が得ら
れる。
【００１７】
　また、無線通信装置において電子メール作成するために保持されているアドレス帳情報
と絵文字情報と画像情報が第３の通信部を介して到来すると、保持手段へ到来した情報を
保持させるので、無線通信装置において電子メール作成するために用いられている情報を
用いて、恰も無線通信装置の表示部において電子メールを作成している操作性が得られる
。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下添付図面を参照して、本発明に係る無線通信装置とデータ処理装置の実施例を説明
する。各図において、同一の構成要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略する
。図１に、無線通信装置の実施例である携帯電話機１０とデータ処理装置の実施例である
パソコン２０の要部機能ブロック図が示されている。携帯電話機１０は、無線回線３０に
接続して通信を行う第１の通信部１１と、データ処理装置であるパソコン２０と通信を行
うための第２の通信部１２とを備えている。この第２の通信部１２は、例えば、Blue Too
thや赤外線などによる通信を行うものであるが、これ以外に無線・有線を問わずデータ通
信可能な構成であれば限定されるものではない。
【００１９】
　上記第１の通信部１１には、メール制御手段１３が接続されている。メール制御手段１
３は、第１の通信部１１を介して電子メールを送受する制御を行うものである。メール制
御手段１３は、自装置用メール処理手段１４及びメール中継手段１５に接続されている。
自装置用メール処理手段１４は、当該携帯電話機１０を用いた通常のメール送受信に関す
る処理を行うもので、送受信等に係る電子メールを記憶しておくメール記憶部３１と、ア
ドレス帳情報と絵文字情報と画像情報等を記憶するメール用情報部３２とを備える。
【００２０】
　自装置用メール処理手段１４は、ＬＥＤなどの表示部３３と各種キーを備える操作部３
４に接続され、操作部３４により電子メールの作成のモードが選択されると、作成用画面
の画像情報を作成して表示部３３へ送り、作成用画面を表示する。作成された電子メール
は操作部３４による送信指示により自装置用メール処理手段１４が、メール制御手段１３
と第１の通信部を介して送信する。
【００２１】
　また、電子メールを受信した場合には後に説明する「接続完了モード」である場合を除
き、自装置用メール処理手段１４が、図示しないスピーカやバイブレータを作動させて着
信を報知し、メール記憶部３１へ記憶し、操作部３４によるメールの表示指示により表示
部３３において表示する通所の電子メール受信処理を行う。
【００２２】
　第２の通信部１２には、判定手段１６が接続されており、判定手段１６は、第２の通信
部１２を介してパソコン２０との通信が可能であるか否か判定する。例えば、第２の通信
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部１２は所定時間間隔によりパソコン２０との通信を試みて、所定のＩＤが通信により返
されたか否かを判定手段１６において判定する。判定手段１６の判定結果は、サポート手
段１７とメール中継手段１５に与えられている。判定手段１６が「パソコン２０との通信
が可能である」と判定すると、接続中モードとなる。
【００２３】
　サポート手段１７は、判定手段１６による判定結果である「接続中モード」を示す情報
を与えられると、メール用情報部３２に保持されている情報を取り出し第２の通信部１２
を介してパソコン２０へ送信する。メール用情報部３２に保持されている情報は、前述の
通り、アドレス帳情報と絵文字情報と画像情報等である。上記「接続中モード」を示す情
報が与えられる毎に同じ情報を送信するのは無駄であるから、前回送信した情報との差分
に係る情報のみを送信する。差分情報の作成は、例えば、上記情報の送信後に自装置用メ
ール処理手段１４が、メール用情報部３２に保持されている情報の更新（変更、追加、削
除等）を行うと、この更新された情報を別に分けて記憶することにより行われる。
【００２４】
　第２の通信部１２を介して、メール用情報部３２に保持されている情報の送信が完了す
ると、「接続完了モード」となり、これがサポート手段１７からメール中継手段１５へ通
知される。「接続完了モード」の通知を受けたメール中継手段１５は、メール制御手段１
３が受信した電子メールを第２の通信部１２を介してパソコン２０へ転送する。
【００２５】
　パソコン２０は、プロセッサと主メモリのプログラム等により構成される中央処理部４
０を有し、データ及びコマンドの入力を行うための入力手段４２を備える。また、パソコ
ン画像を表示するための表示手段４１を備え、更に、第２の通信部１２と接続してデータ
通信を行うための第３の通信部４３を備える。
【００２６】
　パソコン２０では、中央処理部４０が入力手段４２により入力されたデータをコマンド
に応じて処理すると共に、所要の場合に所要の画像に対応する表示データを表示手段４１
へ与えて画像を表示させる。中央処理部４０には、メール記憶部４４が備えられ、送受信
に係る電子メールが記憶される。
【００２７】
　また、中央処理部４０には、中継メール制御手段４５、環境実現手段４６、保持手段４
７が備えられている。中継メール制御手段４５は、携帯電話機１０から第３の通信部４３
を介して電子メールが到来すると、中央処理部４０による着信処理を実行させるものであ
る。着信処理においては、図示しないスピーカから着信音を出力させると共に表示手段４
１への着信有を示す表示を行い、メール記憶部４４へ記憶し、入力手段４２によるメール
の表示指示により表示手段４１において表示する。
【００２８】
　環境実現手段４６は、携帯電話機１０の表示部３３において電子メールを作成する入力
環境を、当該パソコン２０に実現するソフトウエアである。具体的には、例えば携帯電話
機経由の電子メール作成のアイコンが表示手段４１の画面に表示されており、このアイコ
ンの操作によって図２（ａ）に示すようにパソコン２０における表示手段４１の画面に、
携帯電話機１０の表示部３３を真似た画像Ｉを表示すると共に、メニューアイコン８１を
表示する。メニューアイコン８１を操作すると、図２（ｂ）に示すようにパソコン２０に
おける表示手段４１の画面に、携帯電話機１０の表示部３３の画面を表示すると共に、絵
文字アイコン８２、画像アイコン８３、メールテンプレートアイコン８４、デコメール（
登録商標）アイコン８５を表示する。
【００２９】
　上記図２（ｂ）に示す画面において、絵文字アイコン８２をマウスにより操作すると、
絵文字一覧画像が表示され、適宜選択操作により入力することができる。画像アイコン８
３をマウスにより操作すると、画像一覧が表示され、適宜画像選択操作により入力するこ
とができる。メールテンプレートアイコン８４をマウスにより操作すると、メールテンプ
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レートが、携帯電話機１０の表示部３３を真似た画像Ｉに表示され、これ以降においてキ
ー操作を行って電子メールを作成することができる。デコメールアイコン８５をマウスに
より操作すると、メールの文字に色を付けし、画像等の添付を可能な電子メールのサービ
スへと進む。
【００３０】
　携帯電話機１０の表示部３３を真似た画像Ｉの中には、パソコン２０の入力手段４２に
おけるキーボードの通常キー操作により文字を入力することができるように環境実現手段
４６が構成される。また、携帯電話機１０を使用している感覚を生じさせるため、表示手
段４１の画面に、携帯電話機の操作部のキー配列にて数字キーや機能キーを表示し、マウ
スによるキー操作を行った文字を入力することができるように環境実現手段４６を構成し
ても良い。或いは、これらの二通りの方式のいずれかを操作者が選択するように構成して
も良い。
【００３１】
　また、携帯電話機経由の電子メール作成のアイコンが表示手段４１の画面に表示されて
いる状態において、このアイコンの操作によって図２（ａ）を省略し、図２（ｂ）に示す
表示を行うようにしても良い。更に、別の例では、図３に示すように携帯電話機１０の表
示部３３を真似た画像Ｉを表示するように環境実現手段４６を構成しても良い。図３では
、ソフトキーである「メニュー」や「範囲」と共にパソコン２０の入力手段４２における
キーボードの対応キー「Ｆ１」、「Ｆ２」を表示し、この「Ｆ１」、「Ｆ２」などのキー
操作により機能を実現し、また文字を入力することができるように環境実現手段４６を構
成しても良い。
【００３２】
　図１に示される中継メール制御手段４５は、上記のようにして作成された電子メールに
ついて、携帯電話機１０経由の電子メールとする場合には、当該電子メールを第３の通信
部４３を介して携帯電話機１０へ発信元を携帯電話機１０とするためのフラグと送信宛先
と共にメール送信ボタン（画面Ｉ）の操作に応じて送信するものである。従って、携帯電
話機１０を用いた通常の電子メール送信の感覚で送信が行われる。この電子メールと送信
宛先等は、携帯電話機１０に第２の通信部１２を介してメール中継手段１５により受け取
られ、メール中継手段１５は、送信宛先を宛先アドレスとし又フラグに基づき携帯電話機
１０のアドレスを発信元アドレスとして、この送信用の電子メールをメール制御手段１３
に送信させる。
【００３３】
　更に、中央処理部４０の保持手段４７は、中継メール作成用の情報を保持するものであ
り、メール用情報部３２に保持されている情報、つまり、アドレス帳情報と絵文字情報と
画像情報等が記憶されるものである。前述の「接続中モード」のときに、サポート手段１
７による送られた、メール用情報部３２に保持されている情報（全ての情報または差分情
報）が第３の通信部４３を介して到来すると、上記保持手段４７へ到来した情報を保持さ
せる。これにより、環境実現手段４６が図２や図３を用いて説明したように送信電子メー
ルの作成環境を提供するときに、アドレス帳情報と絵文字情報と画像情報等として適宜引
き出して用いることができる。
【００３４】
　上記のような構成を有する携帯電話機１０は、実際には図５に示されるように構成され
ている。アンテナ５１は、無線部（ＲＦ回路）５２に接続され、無線部５２には変復調部
５３が接続されており、変復調部５３には多重化分離部５４が接続され、多重化分離部５
４には音声映像処理部５５が接続され、音声映像処理部５５にはスピーカ５６、マイクロ
フォン５７、ＬＣＤ（表示器）５８が接続されている。
【００３５】
　上記多重化分離部５４には音声映像処理部５５は、ＣＰＵを含む主制御部５０に接続さ
れている。主制御部５０には、キー操作部２２、第２の通信部１２が接続されている。
【００３６】
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　アンテナ５１から到来する信号は、無線部（ＲＦ回路）５２により受信されダウンコン
バートされて変復調部５３へ送られ、変復調部５３にて復調されて多重化分離部５４へ送
られる。多重化分離部５４では多重化された情報を分離して、制御情報等は主制御部５０
へ送り、音声・映像情報は音声映像処理部５５へ送る。音声映像処理部５５では音声信号
化及び映像信号化を行い、音声信号はスピーカ５６から出力し、映像信号はＬＣＤ（表示
器）５８に送って映像を表示する。
【００３７】
　マイクロフォン５７から入力された音声は、音声映像処理部５５にてデータ化されて多
重化分離部５４に送られる。多重化分離部５４では、音声映像処理部５５から送られた情
報及び主制御部５０から送られる制御情報や電子メールなどのキャラクタ情報を多重化し
て変復調部５３へ送り変調が行われる。変調された信号は無線部（ＲＦ回路）５２により
受信されアップコンバートされてアンテナ５１から送出される。
【００３８】
　第２の通信部１２は、図１において説明したものであり、無線部（ＲＦ回路）５２は第
１の通信部１１に応答する。図１の各手段は主制御部５０によってプログラムにより実現
される。
【００３９】
　また、図１に示されるパソコン２０は、図５に示される構成により構築される。すなわ
ち、装置を統括制御するＣＰＵ６１を有し、このＣＰＵ６１に上記ＣＰＵ６１が用いるプ
ログラム及びデータ等の情報が記憶される主記憶装置６２が接続されている。更に、ＣＰ
Ｕ６１には、システムバス６３を介してキーボード制御部である第１入力制御部６４、表
示制御部６５、プリンタ制御部６６、第４通信制御部６７、マウス制御部である第２の入
力制御部６８、ディスク制御部６９、第３の通信制御部７１が接続されている。
【００４０】
　第１入力制御部６４には各種情報をキー入力可能なキーボード入力装置７２が接続され
、表示制御部６５には情報を表示するためのＬＣＤなどの表示装置７３が接続され、プリ
ンタ制御部６６には情報を印字出力するためのプリンタ装置７４が接続され、第４通信制
御部６７には回線を介して通信を行うための第４通信処理部７５が接続され、第２入力制
御部６８にはポインティングディバイスであるマウス７６が接続され、ディスク制御部６
９には補助記憶装置であるＨＤＤ７７が接続されている。第３通信制御部７１には第３通
信処理部７８が接続され、これらは図１における第３の通信部４３を構成する。
【００４１】
　なお、第４通信制御部６７と第４通信処理部７５は、回線を介してネットワークに接続
されて通信を行うための構成であり、携帯電話機１０を経由せず、このパソコン２０によ
る電子メールの送受信やインターネットのサーバに接続して情報を得るなどの処理が可能
である。また、ＣＰＵ６１と主記憶装置６２により図１の中央処理部４０が構成され、主
記憶装置６２に記憶されているプログラムや各種データを用いて中継メール制御手段４５
、環境実現手段４６が実現される。この図５に示した構成は一例であり、データ処理装置
としては、これ以外の構成を備えるものであっても、またプリンタ装置７４などを備えな
い構成とすることもできる。
【００４２】
　図４の構成において、主制御部５０に備えられる図６、図７のフローチャートに対応す
るプログラムにより、図１に示した携帯電話機１０の各手段が実現されるので、図６、図
７のフローチャートに基づき携帯電話機１０のメール転送動作を説明する。携帯電話機１
０が動作中に適宜なタイミングでパソコン２０（ＰＣ）と近接状態（通信可能状態）にあ
るか否かを判定する（Ｓ１１）。ここで、パソコン２０と近接状態であると判定すると、
「接続中モード」となる（Ｓ１２）。
【００４３】
　「接続中モード」においては、情報をパソコン２０へデータ送信する処理を行って、デ
ータの同期をとり（Ｓ１３）、データ同期が図られたか検出する（Ｓ１４）。これによっ



(8) JP 5277830 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

て、メール用情報部３２の情報と保持手段４７の情報の一致化が図られ、「接続完了モー
ド」へ移行する（Ｓ１５）。
【００４４】
　図７は、メール受信によりスタートさせるプログラムであり、電子メールが受信される
と、携帯電話機１０経由の送信メールであるかを電子メールと共に送られる携帯電話機１
０経由フラグにより検出し（Ｓ２１）、携帯電話機１０経由フラグがセットされていると
きには、ステップＳ２２へ進み、電子メールに付された送信宛先を宛先アドレスとし、当
該携帯電話機１０のアドレスを発信元アドレスとして上記フラグを削除した上記電子メー
ルを送信する（Ｓ２２）。
【００４５】
　上記ステップＳ２１においてＮＯへ分岐した場合には、自装置が「接続中モード」であ
る場合に当該モードを抜けるまで待ち（Ｓ２３）、自装置が「接続完了モード」であるか
を検出し（Ｓ２４）、「接続完了モード」である場合には件名に「Ｆｗ：」を付加するな
どの変更を加えることなく、携帯電話機１０経由の送信メールであることを示すフラグを
付けてパソコン２０へ転送する（Ｓ２５）。
【００４６】
　また、ステップＳ２４において「接続完了モード」でないことが検出されると、パソコ
ン２０と近接状態にないために、通常の電子メール受信動作を行う（Ｓ２６）。既に説明
した通り、パソコン２０から送られた電子メールを携帯電話機１０経由で送信した場合や
網側から送られた電子メールを携帯電話機１０経由でパソコン２０へ転送した場合に、メ
ール記憶部３１に電子メールを残す。この場合において、上記のフラグに基づき、携帯電
話機１０経由であることをリストに記号を付けてメール記憶部３１に記憶する。このよう
にすると、転送や返信の状況について履歴が残っており、時間を経過した場合に転送や返
信の状況を思い出すことを容易とする。
【００４７】
　図５の構成において、ＣＰＵ６１が主記憶装置６２に備えられる図８のフローチャート
に対応するプログラムにより、図１に示したパソコン２０の各手段を実現する。以下に、
図８のフローチャートに基づきパソコン２０が電子メール送信する動作を説明する。
【００４８】
　電子メールを送信（返信を含む）ための操作を行うと、図８のフローチャートがスター
トとなる。携帯電話機１０経由で送信する選択操作を行ったか否かに基づき、携帯電話機
１０経由かを判定する（Ｓ３１）。携帯電話機１０経由でない場合には、パソコン２０に
備えられたおけるメーラによる通常の電子メール送信処理が実行される（Ｓ３２）。
【００４９】
　上記ステップＳ３１において、携帯電話機１０経由であることが検出された場合には、
既に図２、図３により説明したような携帯電話機用のメール作成画面を表示し（Ｓ３３）
、電子メール内容や宛先などの入力を受け付けてメール等の作成をし（Ｓ３４）、携帯電
話機１０の表示部３３を真似た画像Ｉのボタン操作などによる送信指示が入力されたかを
確認する（Ｓ３５）。
【００５０】
　送信指示が入力されると、電子メールが携帯電話機１０へ送られる（Ｓ３６）。この場
合において、電子メールには、送信宛先の宛先アドレスや携帯電話機１０経由フラグが含
まれる。また、返信の場合には件名に「Ｒｅ：」が付加され、恰も携帯電話機１０からの
返信である形態が採用される。つまり、通常の送信や返信のメールと同じ感覚で入力する
ことで、このフラグ等が付されて送信がなされる。この電子メール送信後の携帯電話機１
０の動作は、図７において説明した通りである。
【００５１】
　このパソコン２０においても、上記のフラグに基づき、携帯電話機１０経由であること
をリストに記号を付けてメール記憶部４４に記憶する。このようにすると、送信や返信の
状況について履歴が残っており、時間を経過した場合に送信や返信の状況を思い出すこと
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【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明に係る無線通信装置及びデータ処理装置の実施例の電子メール送受信に関
わる構成を示すブロック図。
【図２】本発明に係るデータ処理装置の実施例により提供される無線通信装置経由のメー
ル作成画面の第一例を示す図。
【図３】本発明に係るデータ処理装置の実施例により提供される無線通信装置経由のメー
ル作成画面の第二例を示す図。
【図４】本発明に係る無線通信装置の実施例の構成を示すブロック図。
【図５】本発明に係るデータ処理装置の実施例の構成を示すブロック図。
【図６】本発明に係る無線通信装置の実施例により実行されるデータ処理装置に近接状態
における動作を説明するためのフローチャート。
【図７】本発明に係る無線通信装置の実施例により実行されるメール受信動作を説明する
ためのフローチャート。
【図８】本発明に係るデータ処理装置の実施例により実行されるメール送信動作を説明す
るためのフローチャート。
【符号の説明】
【００５３】
１０　携帯電話機　　　　　　　　　　　　　　１１　第１の通信部
１２　第２の通信部　　　　　　　　　　　　　１３　メール制御手段
１４　自装置用メール処理手段　　　　　　　　１５　メール中継手段
１６　判定手段　　　　　　　　　　　　　　　１７　サポート手段
２０　パソコン　　　　　　　　　　　　　　　３０　無線回線
３１　メール記憶部　　　　　　　　　　　　　３２　メール用情報部
３３　表示部　　　　　　　　　　　　　　　　３４　操作部
４０　中央処理部　　　　　　　　　　　　　　４１　表示手段
４２　入力手段　　　　　　　　　　　　　　　４３　第３の通信部
４４　メール記憶部　　　　　　　　　　　　　４５　中継メール制御手段
４６　環境実現手段　　　　　　　　　　　　　４７　保持手段
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