
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークによるネットワークアクセス環境に ユーザ
端末への情報の到着通知を行う 情報到着通知システムで
あって、
　 前記ユーザ端末の種別毎の差異を考慮して到着通知
を送信する到着通知取扱い手段を有
　

　
することを特徴とする情報到着通知システム。

【請求項２】
　前記到着通知編集手段は、前記到着通知種別判定手段で判定された到着通知の種別を基
に少なくとも適切な最大受信データ量と情報記述言語とを考慮した到着通知を編集するよ
う構成したことを特徴とする 記載の情報到着通知システム。
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おいて情報発信サーバから
ネットワークゲートウェイを含む

前記ネットワークゲートウェイは、
し、

前記到着通知取扱い手段は、前記到着通知を受け入れる受け入れ手段と、前記ユーザ端
末の種別を予め記憶する端末種別記憶手段と、前記端末種別記憶手段に記憶されている前
記ユーザ端末の種別を基に前記受け入れ手段で受け入れた到着通知の種別を判定する到着
通知種別判定手段と、前記受け入れ手段で受け入れた到着通知と前記到着通知種別判定手
段で判定された到着通知種別とを基に前記到着通知を編集する到着通知編集手段と、前記
到着通知編集手段で編集された到着通知を前記無線ネットワークを介して前記ユーザ端末
へ送信する到着通知送信手段とを含み、

前記端末種別記憶手段は、前記ユーザ端末からの情報取得要求を契機として前記ユーザ
端末の種別を動的に記憶

請求項１



【請求項３】
　前記到着通知送信手段は、前記到着通知種別判定手段で判定された到着通知の種別を基
に少なくとも適切な無線ネットワークとデータ転送プロトコルと接続方式とを考慮した到
着通知を前記ユーザ端末に送信するよう構成したことを特徴とする

記載の情報到着通知システム。
【請求項４】
　 前記ユーザ端末からの情報取得要求に含まれる端末種別を
読出して前記端末種別記憶手段に記憶させる手段 ことを特徴とする

記載の情報到着通知システム。
【請求項５】
　無線ネットワークによるネットワークアクセス環境に ユーザ
端末への情報の到着通知を行う

情報到着通知方法であって、
　 前記ユーザ端末の種別毎の差異を考慮して到着通知
を送信するステップを
　

み、
　

することを特徴とする情報到着通知方法。
【請求項６】
　前記到着通知を編集するステップは、前記判定された到着通知の種別を基に少なくとも
適切な最大受信データ量と情報記述言語とを考慮した到着通知を編集するようにしたこと
を特徴とする 記載の情報到着通知方法。
【請求項７】
　前記到着通知を前記無線ネットワークを介して前記ユーザ端末へ送信するステップは、
前記判定された到着通知の種別を基に少なくとも適切な無線ネットワークとデータ転送プ
ロトコルと接続方式とを考慮した到着通知を前記ユーザ端末に送信するようにしたことを
特徴とする 記載の情報到着通知方法。
【請求項８】
　 前記ユーザ端末からの情報取得要求に含まれる端
末種別を読出して前記端末種別記憶手段に記憶させるステップ ことを特徴とする

記載の情報到着通知方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報到着通知システム及びそれに用いる情報到着通知方法に関し、特にネットワ
ーク側からユーザに新規情報が到着したことを通知する情報到着通知方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の情報到着通知方法においては、あるユーザ宛に電子メール等の情報が届い
た時に、そのユーザにおいて情報が届いたことを即時に知るための仕組みへのニーズが高
まっている。
【０００３】
こうしたニーズに対応するために、ユーザ側から定期的にネットワークに新規情報の到着
の有無の確認をすることなく、ネットワーク側からユーザに新規情報が到着したことを通
知するためのしくみが必要とされている。このしくみとしては、到着通知をネットワーク
ゲートウェイからユーザに向けて送信する方式がある。
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請求項１または請求項
２

前記到着通知取扱い手段は、
を含む 請求項１から請

求項３のいずれか

おいて情報発信サーバから
ネットワークゲートウェイを含む情報到着通知システムに

用いられる
前記ネットワークゲートウェイは、

実行し、
前記到着通知を送信するステップは、前記到着通知を受け入れるステップと、その受け

入れた到着通知の種別を前記ユーザ端末の種別を予め記憶する端末種別記憶手段の記憶内
容に基づいて判定するステップと、受け入れた到着通知と判定された到着通知種別とを基
に前記到着通知を編集するステップと、この編集された到着通知を前記無線ネットワーク
を介して前記ユーザ端末へ送信するステップとを含

前記端末種別記憶手段は、前記ユーザ端末からの情報取得要求を契機として前記ユーザ
端末の種別を動的に記憶

請求項５

請求項５または請求項６

前記到着通知を送信するステップは、
を含む 請

求項５から請求項７のいずれか



【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の情報到着通知方法では、ユーザ端末への到着通知方式として複数の端末種
別の存在を考慮したり、複数の無線ネットワーク種別を考慮したりする必要がない。
【０００５】
しかしながら、無線ネットワークを利用したネットワークアクセス方式の発展に伴って、
複数の端末種別の存在を考慮したり、複数の無線ネットワーク種別を考慮したりする必要
が生じてきている。
【０００６】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、各ユーザが使用している端末毎の差異を
考慮して到着通知を各ユーザに送信することができる情報到着通知システム及びそれに用
いる情報到着通知方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明による情報到着通知システムは、無線ネットワークによるネットワークアクセス
環境に ユーザ端末への情報の到着通知を行う

情報到着通知システムであって、
　 前記ユーザ端末の種別毎の差異を考慮して到着通知
を送信する到着通知取扱い手段を備え
　

　
ている。

【０００８】
　本発明による情報到着通知 は、無線ネットワークによるネットワークアクセス環境
に ユーザ端末への情報の到着通知を行う

情報到着通知方法であって、
　 前記ユーザ端末の種別毎の差異を考慮して到着通知
を送信するステップを
　

　
ている。

【０００９】
すなわち、本発明の情報到着通知システムは、無線ネットワークによるネットワークアク
セス環境におけるユーザへの情報の到着通知において、ユーザが使用している端末種別毎
の差異を考慮して到着通知を送信するシステムを提供するものである。
【００１０】
より具体的に説明すると、本発明の情報到着通知システムでは、情報発信サーバからある
ユーザに向けて発信された情報がインタネット経由でネットワークゲートウェイに到達し
、内部の到着情報取り扱い機能部の到着情報受け入れ手段にて受け入れられる。
【００１１】
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おいて情報発信サーバから ネットワークゲー
トウェイを含む

前記ネットワークゲートウェイは、
、

前記到着通知取扱い手段は、前記到着通知を受け入れる受け入れ手段と、前記ユーザ端
末の種別を予め記憶する端末種別記憶手段と、前記端末種別記憶手段に記憶されている前
記ユーザ端末の種別を基に前記受け入れ手段で受け入れた到着通知の種別を判定する到着
通知種別判定手段と、前記受け入れ手段で受け入れた到着通知と前記到着通知種別判定手
段で判定された到着通知種別とを基に前記到着通知を編集する到着通知編集手段と、前記
到着通知編集手段で編集された到着通知を前記無線ネットワークを介して前記ユーザ端末
へ送信する到着通知送信手段とを具備し、

前記端末種別記憶手段は、前記ユーザ端末からの情報取得要求を契機として前記ユーザ
端末の種別を動的に記憶し

方法
おいて情報発信サーバから ネットワークゲートウ

ェイを含む情報到着通知システムに用いられる
前記ネットワークゲートウェイが、

実行し、
前記到着通知を送信するステップが、前記到着通知を受け入れるステップと、その受け

入れた到着通知の種別を前記ユーザ端末の種別を予め記憶する端末種別記憶手段の記憶内
容に基づいて判定するステップと、受け入れた到着通知と判定された到着通知種別とを基
に前記到着通知を編集するステップと、この編集された到着通知を前記無線ネットワーク
を介して前記ユーザ端末へ送信するステップとを具備し、

前記端末種別記憶手段が、前記ユーザ端末からの情報取得要求を契機として前記ユーザ
端末の種別を動的に記憶し



その後に、到着通知種別判定手段において、ユーザ毎の端末種別記憶部に記憶されている
当該ユーザの端末種別を基に到着通知種別を決定し、到着通知編集手段にて受け入れた情
報と到着通知種別とを基に到着通知を編集し、到着通知送信手段によってユーザが使用し
ている端末へ向けて到着通知を送信する。送信された到着通知は無線ネットワーク経由で
ユーザ端末に到達する。これによって、ユーザが使用している端末種別に適した到着通知
を送信することが可能となる。
【００１２】
尚、ユーザ毎の端末種別記憶部に記憶されている各ユーザの端末種別は予め記憶されてい
るものとしているが、ユーザからの情報取得要求を契機として動的に記憶されたユーザ毎
の端末種別記憶部から読出し、到着通知の種別を決定することも可能である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
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は本発明の一実施例による
情報到着通知システムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例
による情報到着通知システムは情報発信サーバ１と、インタネット１００と、ネットワー
クゲートウェイ２と、無線ネットワーク２００と、ユーザ端末４とから構成されている。
【００１４】
情報発信サーバ１は最終的にある特定のユーザに到達することになる情報をインタネット
１００に送信する。インタネット１００は情報発信サーバ１から発信された情報を中継す
る一般のインタネットである。
【００１５】
ネットワークゲートウェイ２は到着情報取り扱い機能部３を備え、到着情報取り扱い機能
部３は到着情報受け入れ手段３１と、到着通知種別判定手段３２と、ユーザ毎の端末種別
記憶部３３と、到着通知編集手段３４と、到着通知送信手段３５とから構成されている。
【００１６】
到着情報受け入れ手段３１は情報発信サーバ１から発信されてインタネット１００を経由
してネットワークゲートウェイ２に到達した情報を受付ける。到着通知種別判定手段３２
は到着した情報の宛先ユーザが使用している端末種別をユーザ毎の端末種別記憶部３３か
ら読出し、宛先ユーザへ送信する到着通知の種別を判定する。ユーザ毎の端末種別記憶部
３３は各ユーザが使用している端末種別を記憶している。
【００１７】
到着通知編集手段３４は到着情報受け入れ手段３１で受け入れた情報と到着通知種別とを
基に到着通知を編集する。到着通知送信手段３５は到着通知種別判定手段３２において判
定した到着通知の種別を基に、宛先ユーザに向けて適切な無線ネットワーク、データ転送
プロトコル、接続方式、最大受信データ量、情報記述言語等を考慮した到着通知を送信す
る。
【００１８】
無線ネットワーク２００は世界的に用いられているＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ
　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ），ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ
　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ），ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ），ＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｃｅｌｌｕｌａｒ）等を含んでおり、そのデータ転送プロトコルとしてはＩＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ），ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
）等がある。また、接続方式としては回線交換方式、パケット交換方式等がある。
【００１９】
ユーザ端末４は無線ネットワークアクセス機能をもった端末であり、到着通知を解釈する
。ここで、ユーザ端末４として想定されるものは、サポートする無線ネットワーク、デー
タ転送プロトコル、接続方式、最大受信データ量、情報記述言語等がそれぞれ各端末間で
同一でなくてもよい。これらは端末種別を基に区別することができる。
【００２０】
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図２は本発明の一実施例による情報到着通知システムの動作を示すフローチャートである
。これら図１及び図２を参照して本発明の一実施例による情報到着通知システム全体の動
作について説明する。
【００２１】
まず、情報発信サーバ１からユーザへ向けて情報が発信される（図２ステップＳ１）。発
信された情報はインタネット１００によって中継され（図２ステップＳ２）、ネットワー
クゲートウェイ２の到着情報取り扱い機能部３の到着情報受け入れ手段３１にて受信され
る（図２ステップＳ３）。到着情報受け入れ手段３１にて受け入れられた情報にはこの情
報の宛先ユーザが指定されている。
【００２２】
到着通知種別判定手段３２はこの指定された宛先ユーザが使用している端末種別をユーザ
毎の端末種別記憶部３３から読出し、宛先ユーザへ送信する到着通知の種別を判定する（
図２ステップＳ４）。尚、各ユーザが使用している端末種別は予めネットワークオペレー
タ等によって、ユーザ毎の端末種別記憶部３３に登録されているものとする。
【００２３】
到着通知編集手段３４は到着情報受け入れ手段３１にて受け入れた情報と、到着通知種別
判定手段３２にて判別した到着通知種別とを基に宛先ユーザに向けて適切な最大受信デー
タ量、情報記述言語等を選択し、到着通知を編集する（図２ステップＳ５）。
【００２４】
到着通知送信手段３５は到着通知種別判定手段３２において判定した到着通知の種別を基
に宛先ユーザに向けて適切な無線ネットワーク、データ転送プロトコル、接続方式等を選
択し、到着通知編集手段３４にて編集した到着通知を送信する（図２ステップＳ６）。
【００２５】
到着通知送信手段３５にて送信された到着通知は無線ネットワーク２００を経由し（図２
ステップＳ７）、ユーザ端末４に到達する（図２ステップＳ８）。
【００２６】
図３は図１の情報発信サーバ１が発信した情報を示す図である。図３において、情報発信
サーバ１が発信した情報は宛先ユーザ「ＡＢＣ１２３」と、発信元「ＸＹＺ気象情報サー
ビス」と、情報タイトル「明日の天気予報」と、内容「明日の東京の天気は晴れです」と
を含んでいる。
【００２７】
図４（ａ），（ｂ）は図１のユーザ毎の端末種別記憶部３３に保存された情報を示す図で
ある。図４（ａ）において、ユーザ毎の端末種別記憶部３３にはユーザ「ＡＢＣ１２３」
，「ＡＣＥ１３５」，・・・毎に端末種別「端末タイプＡ」，「端末タイプＢ」，・・・
が保存されている。
【００２８】
また、図４（ｂ）において、ユーザ毎の端末種別記憶部３３には端末種別「端末タイプＡ
」，「端末タイプＢ」，・・・毎に到着通知種別「種別Ｘ」，「種別Ｙ」，・・・と、無
線ネットワーク「ＧＰＲＳ」，「ＧＳＭ」，・・・と、プロトコル「ＩＰ」，「ＳＭＳ」
，・・・と、通知内容「新着情報あり」，「発信元」，「情報タイトル」，・・・とが保
存されている。
【００２９】
図５は図１の到着通知編集手段３４による編集結果を示す図である。図５において、到着
通知編集手段３４は「新着情報」として、「発信元：ＸＹＺ気象情報サービス」、「情報
タイトル：明日の天気予報」のように編集する。
【００３０】
これら図１～図５を参照して本発明の一実施例による情報到着通知システム全体の動作に
ついて具体的に説明する。
【００３１】
図３に示すような情報が情報発信サーバ１から発信され、これを到着情報受け入れ手段３
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１にて受信したとする（図２ステップＳ１～Ｓ３）。ユーザ毎の端末種別記憶部３３にて
、図４に示すような情報が保持しているとすると、到着通知種別判定手段３２は宛先ユー
ザ「ＡＢＣ１２３」が使用している端末種別をユーザ毎の端末種別記憶部４３から読出す
。宛先ユーザ「ＡＢＣ１２３」が使用している端末種別は「端末タイプＡ」であり、「端
末タイプＡ」のユーザへ送信する到着通知の種別は「種別Ｘ」であると判定する（図２ス
テップＳ４）。
【００３２】
到着通知編集手段３４は、図３に示す情報と、到着通知種別である「種別Ｘ」とを基に到
着通知を編集する。この場合、送信する到着通知の内容は、情報が新たに到着したことと
、情報発信元と、情報タイトルとであるため、図５に示すように編集される（図２ステッ
プＳ５）。
【００３３】
到着通知送信手段３５は到着通知種別である「種別Ｘ」を基に宛先ユーザに向けて適切な
無線ネットワークである「ＧＰＲＳ方式」、データ転送プロトコルである「ＩＰ」を用い
て到着通知を送信する（図２ステップＳ６）。この到着通知は無線ネットワーク２００を
経由し、ユーザ端末４に到達する（図２ステップＳ７，Ｓ８）。
【００３４】
このように、ネットワークゲートウェイ２においてユーザ毎の端末種別を記憶しておき、
その端末種別から最適な到着通知種別を判定し、到着通知種別にあった到着通知を編集し
、適切な無線ネットワーク方式、データ転送プロトコル等を選択し、到着通知を送信する
ことによって、各ユーザが使用している端末毎の差異を考慮し、到着通知を各ユーザに送
信することができる。
【００３５】
図６は本発明の他の実施例による情報到着通知システムの構成を示すブロック図である。
図６において、本発明の他の実施例による情報到着通知システムはネットワークゲートウ
ェイ２内部の機能群としてアクセスゲートウェイ機能群５を設けた以外は図１に示す本発
明の一実施例による情報到着通知システムと同様の構成となっており、同一構成要素には
同一符号を付してある。また、同一構成要素の動作は本発明の一実施例と同様である。
【００３６】
アクセスゲートウェイ機能群５はプロトコル中継手段５１と、ユーザ毎の端末種別判定手
段５２と、ユーザ毎の端末種別記憶部５３とから構成されている。プロトコル中継手段５
１はユーザ端末４から送信されたインタネット１００等に存在する情報への取得要求を中
継する。
【００３７】
ユーザ毎の端末種別判定手段５２はユーザ端末４から送信されたインタネット１００等に
存在する情報への取得要求に含まれる端末種別を読出し、ユーザ毎の端末種別記憶部５３
に記憶させる。ユーザ毎の端末種別記憶部５３はユーザ毎の端末種別判定手段５２にて判
定した端末種別を記憶する。
【００３８】
図７は図１のアクセスゲートウェイ機能群５の動作を示すフローチャートであり、図８は
本発明の他の実施例による情報到着通知システム全体の動作を示すフローチャートである
。これら図６～図８を参照して本発明の他の実施例による情報到着通知システム全体の動
作の動作について説明する。
【００３９】
図８のステップＳ２１～Ｓ２３，Ｓ２５～Ｓ２８で示される本実施例における情報発信サ
ーバ１、インタネット１００、到着情報受け入れ手段３１、到着通知編集手段３４、到着
通知送信手段３５、無線ネットワーク２００、ユーザ端末４の動作は、図２に示す本発明
の一実施例による情報到着通知システムのステップＳ１～Ｓ３，Ｓ５～Ｓ８の動作と同一
のため、それらの説明については省略する。
【００４０】
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まず、ユーザ端末４はインタネット１００等に存在する情報への取得要求を行う。プロト
コル中継手段５１はこの取得要求を受け取る（図７ステップＳ１１）。ユーザ毎の端末種
別判定手段５２はこの取得要求に含まれる要求ユーザ情報と端末種別とからこのユーザが
使用している端末種別を読出し、ユーザ毎の端末種別記憶部５３に記憶させる（図７ステ
ップＳ１２）。これによって、当該ユーザの端末種別がユーザ毎の端末種別記憶部５３に
記憶されることとなる。
【００４１】
情報発信サーバ１からのユーザへ向けて情報が発信された時、図１に示す本発明の一実施
例では到着通知種別判定手段３２が宛先ユーザの使用している端末種別を予めネットワー
クオペレータ等によって登録されたデータであるユーザ毎の端末種別記憶部３３から読出
している。
【００４２】
これに対し、本実施例ではユーザからの情報取得要求を契機として動的に記憶されたユー
ザ毎の端末種別記憶部５３から読出し、到着通知の種別を判定している（図８ステップＳ
２４）。
【００４３】
図９は図６のユーザ端末４から送信される情報取得要求を示す図である。図９において、
情報取得要求には宛先ユーザ「ＡＢＣ１２３」と、端末種別「端末タイプＡ」と、要求情
報「最新経済ニュース」とを含んでいる。
【００４４】
これら図６～図９を参照して本発明の他の実施例による情報到着通知システム全体の動作
の動作について具体例に説明する。尚、情報発信サーバ１が発信した情報及び到着通知編
集手段３４による編集結果は、上記と同様に、図３及び図５に示すものとする。
【００４５】
まず、ユーザ端末から図９に示すような情報取得要求が送信され、この要求をプロトコル
中継手段５１にて受信したとする（図７ステップＳ１１）。ユーザ毎の端末種別判定手段
５２はこの取得要求に含まれる要求ユーザ情報と端末種別とからこのユーザ「ＡＢＣ１２
３」が使用している端末種別である「端末タイプＡ」を読出し、ユーザ毎の端末種別記憶
部５３に記憶させる（図７ステップＳ１２）。
【００４６】
情報発信サーバ１が発信した情報が図３に示すような情報であり、これを到着情報受け入
れ手段３１にて受信したとする（図８ステップＳ２１～Ｓ２３）。ユーザ毎の端末種別記
憶部５３には上記のステップＳ１２で記憶された情報として図４に示すような情報が保持
されている。
【００４７】
到着通知種別判定手段３２は宛先ユーザ「ＡＢＣ１２３」が使用している端末種別をユー
ザ毎の端末種別記憶部５３から読出す。ユーザ「ＡＢＣ１２３」が使用している端末種別
は「端末タイプＡ」であり、「端末タイプＡ」のユーザへ送信する到着通知の種別は「種
別Ｘ」であると判定する（図８ステップＳ２４）。
【００４８】
到着通知編集手段３４は図３に示す情報と、到着通知種別である「種別Ｘ」とを基に到着
通知を編集する。この場合、送信する到着通知の内容は情報が新たに到着したことと、情
報発信元と、情報タイトルとであるため、図５に示すように編集される（図８ステップＳ
２５）。
【００４９】
到着通知送信手段３５は到着通知種別である「種別Ｘ」を基に宛先ユーザに向けて適切な
無線ネットワークである「ＧＰＲＳ方式」、データ転送プロトコルである「ＩＰ」を用い
て到着通知を送信するので、到着通知は無線ネットワーク２００を経由し、ユーザ端末４
に到達する（図８ステップＳ２６～Ｓ２８）。
【００５０】
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本実施例ではユーザが使用している端末種別を、ユーザからの情報取得要求を基に判定す
ることによって、ユーザが複数の端末を保持していてＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カード等によって使い分ける場合に、ネットワークオペ
レータが予め登録した１つの端末の端末種別ではなく、ユーザが最近情報取得時に使用し
た端末の端末種別を判別し、適切に到着通知を送信することができるという新たな効果を
奏する。
【００５１】
尚、上述した実施例では、ユーザからの情報取得要求に端末種別が含まれており、記憶部
において端末種別に対応する到着通知種別を記憶し、記憶部において到着通知種別情報と
して無線ネットワーク種別やプロトコル種別や通知内容等が含まれる場合について説明し
ているが、ユーザからの情報取得要求に到着通知種別、無線ネットワーク種別、プロトコ
ル種別、通知内容等が含まれることも可能である。
【００５２】
また、ユーザからの情報取得要求時に使用されるプロトコルとして、ＨＴＴＰ（ｈｙｐｅ
ｒｔｅｘｔ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等を使用することも可能であり、Ｈ
ＴＴＰを使用する場合にはＵｓｅｒ－Ａｇｅｎｔヘッダとして端末種別が含まれることが
可能である。
【００５３】
さらに、上記の実施例では到着通知種別情報として無線ネットワーク種別やプロトコル種
別や通知内容を含む場合について説明しているが、端末が取り扱うことが可能な最大デー
タ量、端末がカラー端末かどうか、端末がサポートする記述言語、端末画面サイズ、端末
がサポートする画像フォーマット等のような情報が含まれることも可能である。
【００５４】
さらにまた、上記の実施例ではユーザ毎の端末種別記憶部 53に端末種別を記憶させるタイ
ミングとして、ユーザ端末４からインタネット１００上等に存在する情報への取得要求が
あったタイミングを実施例として説明しているが、端末種別を明示的に申告するためのサ
ーバを用意し、ユーザ端末４から端末種別を明示的に申告するためのサーバへアクセスす
るというタイミングにおいて、ユーザ毎の端末種別記憶部５３に端末種別を記憶させるこ
とも可能である。
【００５５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、無線ネットワークによるネットワークアクセス環境
におけるユーザ端末への情報の到着通知を行う際に、ユーザ端末の種別毎の差異を考慮し
て到着通知を送信することによって、各ユーザが使用している端末毎の差異を考慮して到
着通知を各ユーザに送信することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による情報到着通知システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による情報到着通知システムの動作を示すフローチャートであ
る。
【図３】図１の情報発信サーバが発信した情報を示す図である。
【図４】（ａ），（ｂ）は図１のユーザ毎の端末種別記憶部に保存された情報を示す図で
ある。
【図５】図１の到着通知編集手段による編集結果を示す図である。
【図６】本発明の他の実施例による情報到着通知システムの構成を示すブロック図である
。
【図７】図１のアクセスゲートウェイ機能群の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施例による情報到着通知システム全体の動作を示すフローチャー
トである。
【図９】図６のユーザ端末から送信される情報取得要求を示す図である。
【符号の説明】
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１　情報発信サーバ
２　ネットワークゲートウェイ
３　到着情報取り扱い機能部
４　ユーザ端末
５　アクセスゲートウェイ機能群
３１　到着情報受け入れ手段
３２　到着通知種別判定手段
３３，５３　ユーザ毎の端末種別記憶部
３４　到着通知編集手段
３５　到着通知送信手段
５１　プロトコル中継手段
５２　ユーザ毎の端末種別判定手段
１００　インタネット
２００　無線ネットワーク
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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