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(57)【要約】
【課題】Ｗｅｂページによる監視中でも通報先の電話に
異常を通報することができ、遠隔監視装置自体は公衆回
線への接続を不要とする遠隔監視装置を得る。
【解決手段】監視対象１の状態を示すデータを収集し、
Ｗｅｂサーバ２２により、Ｗｅｂページで表示するとと
もに、監視対象１に異常がある場合には、音声通報機能
２３により、異常を通報する音声データをＶｏＩＰ機能
２４に送り、ＶｏＩＰ機能２４がこの音声データをイン
ターネットプロトコルに変換して、インターネット経由
で、ＩＳＰ７のＶｏＩＰサーバ７１に送り、ＶｏＩＰサ
ーバ７１から公衆回線８を介して電話９に通報するよう
にして、Ｗｅｂ監視端末６によりＷｅｂページの監視中
でも通報先の電話９に異常を通報することができるよう
にした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視対象の状態を示すデータをネットワークを介して収集するデータ収集手段、このデ
ータ収集手段により収集されたデータに基づき、上記監視対象の状態をＷｅｂページで表
示するＷｅｂサーバ、上記監視対象の異常が検出されたとき、この検出された異常を音声
データにより通報する音声通報手段、及びこの音声通報手段が通報する音声データを取得
し、この取得した音声データをインターネットプロトコルに変換して、インターネット経
由で所定の通報先に通報するＶｏＩＰ手段を備えたことを特徴とする遠隔監視装置。
【請求項２】
　上記ＶｏＩＰ手段は、複数備えられ、この複数の上記ＶｏＩＰ手段により、同時に複数
の通報先に異常通報を行うことを特徴とする請求項１記載の遠隔監視装置。
【請求項３】
　上記通報先からの返信により、上記通報先が受信したことを確認する受信確認手段を備
えたことを特徴とする請求項１記載の遠隔監視装置。
【請求項４】
　上記通報先は、インターネットを介して接続されたＩＰ電話であることを特徴とする請
求項１～請求項３のいずれかに記載の遠隔監視装置。
【請求項５】
　上記通報先のＩＰ電話の認証を行う認証手段を備えたことを特徴とする請求項４記載の
遠隔監視装置。
【請求項６】
　上記ＩＰ電話への入力に応じて、上記監視対象を制御する制御手段を備えたことを特徴
とする請求項５記載の遠隔監視装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の遠隔監視装置、及びこの遠隔監視装置とインタ
ーネットを介して接続され、上記遠隔監視装置のＷｅｂサーバによって表示される上記Ｗ
ｅｂページを取得して表示するブラウザを有するＷｅｂ監視端末を備えたことを特徴とす
る遠隔監視システム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電話通報機能を有し、Ｗｅｂを用いて監視対象を監視する遠隔監視装置及
びこれを用いた遠隔監視システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＷｅｂを用いた遠隔監視装置においては、サーバは、監視対象の状態をＷｅｂで
監視できるようにするために、専用回線を用いてインターネットに接続されるとともに、
担当者の携帯電話に異常を通知するために、公衆回線にも接続されていた。（例えば、特
許文献１参照）
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４６１９５号公報（第３～１０頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のＷｅｂを用いた遠隔監視装置では、特許文献１のように、担当者に電話で異常を
通報するために、Ｗｅｂページを監視するための監視端末と接続する回線とは別に、公衆
回線に接続する必要があった。さらに、公衆回線に接続するためにはモデムが必要であっ
た。
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また、監視端末との接続に公衆回線を用いる場合には、監視端末との接続中は電話回線を
占有してしまうため、電話で異常を通報することができなくなるという問題があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、Ｗｅｂページに
よる監視中でも通報先の電話に異常を通報することができ、遠隔監視装置自体は公衆回線
への接続を不要とすることが可能な遠隔監視装置及びこれを用いた遠隔監視システムを得
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  この発明に係わる遠隔監視装置においては、監視対象の状態を示すデータをネットワー
クを介して収集するデータ収集手段、このデータ収集手段により収集されたデータに基づ
き、監視対象の状態をＷｅｂページで表示するＷｅｂサーバ、監視対象の異常が検出され
たとき、この検出された異常を音声データにより通報する音声通報手段、及びこの音声通
報手段が通報する音声データを取得し、この取得した音声データをインターネットプロト
コルに変換して、インターネット経由で所定の通報先に通報するＶｏＩＰ手段を備えたも
のである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明は、以上説明したように、監視対象の状態を示すデータをネットワークを介し
て収集するデータ収集手段、このデータ収集手段により収集されたデータに基づき、監視
対象の状態をＷｅｂページで表示するＷｅｂサーバ、監視対象の異常が検出されたとき、
この検出された異常を音声データにより通報する音声通報手段、及びこの音声通報手段が
通報する音声データを取得し、この取得した音声データをインターネットプロトコルに変
換して、インターネット経由で所定の通報先に通報するＶｏＩＰ手段を備えたので、公衆
回線への接続を行うことなく、Ｗｅｂページによる監視中でも通報先に異常を通報するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態１を図に基づいて説明する。
　図１は、この発明の実施の形態１による遠隔監視システムを示す構成図である。
図１において、監視対象１から監視対象１の状態を示すデータをネットワークを介して収
集する遠隔監視装置であるＷｅｂコントローラ２と、ブラウザにより、Ｗｅｂコントロー
ラ２からＷｅｂ監視画面６１を取得して表示するＷｅｂ監視端末６とが、それぞれルータ
３、５を介して、インターネット４に接続されている。
また、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ
７１を有するＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダー）７が、インターネット４と
公衆回線８の両方に接続されている。公衆回線８には、電話９１～９ｎが接続されている
。
【０００９】
　Ｗｅｂコントローラ２は、監視対象１からネットワークを介して監視対象の状態を示す
データを収集するデータ収集機能２１（データ収集手段）と、データ収集機能２１で収集
されたデータを公開するＷｅｂサーバ２２と、データ収集機能２１にて異常検出時に、通
報先定義データ２３１から該当する通報先データを取得するとともに、音声通報データ２
３２から該当する音声データを取得して、ＶｏＩＰ機能２４に通知する音声通報機能２３
（音声通報手段）と、音声データをインターネットプロトコルに変換して送信するＶｏＩ
Ｐ機能２４（ＶｏＩＰ手段）から構成されている。
【００１０】
　図２は、この発明の実施の形態１による遠隔監視装置のＷｅｂにより監視する場合の動
作を示すフローチャートである。
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　図３は、この発明の実施の形態１による遠隔監視装置の異常通報を行う場合の動作を示
すフローチャートである。
【００１１】
　次に、動作について説明する。
図２で、まず、Ｗｅｂにより監視する場合の動作について説明する。
ステップＳＴ１１で、Ｗｅｂ監視端末６は、Ｗｅｂコントローラ２からＷｅｂ監視画面６
１をダウンロードし、ステップＳＴ１２で、Ｗｅｂ監視画面６１からＷｅｂサーバ２２に
データリクエストをする。これを受けて、Ｗｅｂサーバ２２は、ステップＳＴ１３で、デ
ータ収集機能２１により監視対象１からデータを取得し、Ｗｅｂ監視画面６１に取得した
データを送信する。ステップＳＴ１４で、Ｗｅｂ監視画面６１は、画面に表示されるデー
タを、Ｗｅｂサーバ２２から送信されたデータに更新する。これにより、Ｗｅｂ監視端末
６により監視対象１の状態を監視することができる。
【００１２】
　次に、異常通報を行う場合の動作について、図３により説明する。
ステップＳＴ２１で、監視対象１の異常をデータ収集機能２１が検知し、ステップＳＴ２
２で、データ収集機能２１は、音声通報機能２３に対して通報要求をする。これを受けて
、音声通報機能２３は、ステップＳＴ２３で、当該イベントに対応する音声通報データを
音声通報データ２３２から取得し、通報先を通報先定義データ２３１から取得する。
次いで、ステップＳＴ２４で、音声通報機能２３は、音声通報データと通報先データをＶ
ｏＩＰ機能２４に通知し、ステップＳＴ２５で、ＶｏＩＰ機能２４は、ＩＳＰ７のＶｏＩ
Ｐサーバ７１に対して接続する。
ステップＳＴ２６で、ＩＳＰ７は、通報先の電話９に対し、電話をかける。ステップ２７
で、監視員が電話９を取ると、ＩＳＰ７からＶｏＩＰ機能２４に接続確立の情報が通知さ
れ、ステップＳＴ２８で、ＶｏＩＰ機能２４は、音声データをＩＰデータに変換して送信
する。次いで、ステップＳＴ２９で、ＶｏＩＰサーバ７１は、受信したＩＰデータを音声
データに変換し、電話９に対し、送信する。このようにして、異常通報することができる
。
【００１３】
　実施の形態１によれば、ＷｅｂコントローラにＶｏＩＰ機能を追加することで、音声通
報を行うのにインターネット経由で、ＶｏＩＰサーバを介して電話をかけられるため、Ｗ
ｅｂコントローラを公衆回線に直接接続する必要がなくなる。
これにより、モデムや公衆回線の契約が不要となり、導入コストを抑えることができる。
また、ＷｅｂコントローラとＶｏＩＰサーバ間は、ＩＰ電話として通信を行うので、公衆
電話に比べて遠距離の通信費が安くなり、通信費も抑えることができる。
さらに、インターネットプロトコルを用いることで、同時に複数場所との接続が可能とな
るため、Ｗｅｂ監視端末が監視中でも電話に通報することが可能となる。
【００１４】
実施の形態２．
　図４は、この発明の実施の形態２による遠隔監視装置を示す構成図である。
　図４において、１、２、２１～２４、２３１、２３２は図１におけるものと同一のもの
である。図４では、Ｗｅｂコントローラ２にＶｏＩＰ機能２４が複数設けられている。
【００１５】
　実施の形態１では、Ｗｅｂコントローラ２にＶｏＩＰ機能２４を追加し、インターネッ
ト経由で音声通報する場合について述べたが、実施の形態２は、図４に示すようにＷｅｂ
コントローラ２にＶｏＩＰ機能２４を複数設け、複数の電話９１～９ｎに対し、回線を追
加することなく、同時に通報できるようにしている。
【００１６】
実施の形態２によれば、これにより、従来の公衆回線を使用した音声通報では、一回線で
一箇所しか通報できなかったが、複数の電話に対し、回線を追加することなく、同時に通
報することが可能となり、複数の監視員に素早く異常を通報することが可能となる。
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【００１７】
実施の形態３．
　図５は、この発明の実施の形態３による遠隔監視装置を示す構成図である。
　図５において、１、２、２１～２４、２３１、２３２は図１におけるものと同一のもの
である。図５では、Ｗｅｂコントローラ２に、電話から送信される受信確認信号を受信し
、電話が受信したことを確認する受信確認機能２５（受信確認手段）を設けている。
【００１８】
　図６は、この発明の実施の形態３による遠隔監視装置の異常通報を行う場合の動作を示
すフローチャートである。
　図６において、ＳＴ２１～ＳＴ２９は図３におけるものと同一の処理を示している。図
６では、図３のＳＴ２７の処理の次に、受信確認を行うためのステップＳＴ２７１、ＳＴ
２７２を追加している。
【００１９】
実施の形態１では、Ｗｅｂコントローラ２にＶｏＩＰ機能２４を追加し、インターネット
経由で音声通報する場合について述べたが、実施の形態３は、図５に示すように、Ｗｅｂ
コントローラ２に受信確認機能２５を追加した。
これにより、図６のステップＳＴ２７で、監視員が電話９を取るとＩＳＰ７から、ＶｏＩ
Ｐ機能２４に接続確立の情報が通知され、続いて、ステップＳＴ２７１で、監視員が、例
えば、♯キーを押すことにより、電話９から受信確認信号が送信される。ステップＳＴ２
７２で、受信確認機能２５で、電話９から送信された受信確認信号が受信できなければ、
受信できるまで、一定間隔でリトライすることができるようになる。
【００２０】
実施の形態３によれば、これにより、監視員が電話を受信したことを確実に確認すること
が可能となる。
【００２１】
実施の形態４．
　図７は、この発明の実施の形態４による遠隔監視システムを示す構成図である。
　図７において、１～７、２１～２４、６１、７１、２３１、２３２は図１におけるもの
と同一のものである。図７では、インターネット４にＩＰ電話１０が接続されている。
【００２２】
　実施の形態１では、Ｗｅｂコントローラ２にＶｏＩＰ機能２４を追加し、インターネッ
ト及び公衆回線経由で音声通報する場合について述べたが、実施の形態４は、図７に示す
ように、通報先の電話にＩＰ電話１０を適用し、インターネット４のみを使用して音声通
報する。
【００２３】
これにより、インターネット４のみ使用して音声通報することが可能となり、公衆回線の
回線使用料が不要となる。
【００２４】
　また、本実施の形態４では、インターネットの代わりにイントラネットとし、ＩＳＰの
代わりに、ＶｏＩＰサーバを用いた構成にしてもよい。
【００２５】
実施の形態５．
　図８は、この発明の実施の形態５による遠隔監視システムを示す構成図である。
　図８において、１～７、１０、２１～２４、６１、７１、２３１、２３２は図７におけ
るものと同一のものである。図８では、ＩＰ電話１０に認証機能１０１を設けるとともに
、Ｗｅｂコントローラ２に認証機能２６（認証手段）を設けたものである。
【００２６】
　図９は、この発明の実施の形態５による遠隔監視装置の異常通報を行う場合の動作を示
すフローチャートである。
　図９において、ＳＴ２１～ＳＴ２５、ＳＴ２８、ＳＴ２９は図３におけるものと同一の



(6) JP 2008-193236 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

処理を示している。図９では、図３のＳＴ２５の処理の次に、ＩＰ電話による認証のため
のステップＳＴ２６１、ＳＴ２７４、ＳＴ２７５、ＳＴ２８１を追加している。
【００２７】
　実施の形態４では、ＩＰ電話を使用してインターネットで音声通報する場合について述
べたが、実施の形態５は、図８に示すように、Ｗｅｂコントローラ２及びＩＰ電話１０に
それぞれ、認証機能２６、認証機能１０１を追加し、接続時に認証された場合のみ音声通
報を行う。
図９のステップＳＴ２６１で、ＩＳＰ７は、通報先のＩＰ電話１０に対し電話をかけ、次
いで、ステップＳＴ２７４で、ＩＰ電話１０から認証機能１０１によって電子証明書（暗
号鍵）をＷｅｂコントローラ２に送信する。
ステップＳＴ２７５では、Ｗｅｂコントローラ２の認証機能２６によって、予め登録され
た証明書（暗号鍵）か否かを判断し、登録されたものなら、ステップＳＴ２８で、ＩＰ電
話１０に対し、音声通報し、登録されていないものであれば、ステップＳＴ２８１で、回
線を切断する。
【００２８】
実施の形態５によれば、以上から、認証されたＩＰ電話以外への誤送信による情報漏洩を
防止することが可能となる。
【００２９】
実施の形態６．
　図１０は、この発明の実施の形態６による遠隔監視システムを示す構成図である。
　図１０において、１～７、１０、２１～２４、２６、６１、７１、１０１、２３１、２
３２は図８におけるものと同一のものである。図１０では、Ｗｅｂコントローラ２に監視
対象を制御する制御機能２７（制御手段）を設けている。
【００３０】
　実施の形態５では、認証されたＩＰ電話以外への誤送信による情報漏洩を防止した音声
通報を行う場合について述べたが、実施の形態６は、音声通報された内容によって、すぐ
に監視対象を制御したい（例えば、Ａ池水位異常高という内容に対してポンプを運転させ
たい場合）という場合に備え、図１０に示すように、Ｗｅｂコントローラ２に制御機能２
７を追加した。
これにより、例えばＩＰ電話１０の＊１を押すことで、ＩＰ電話１０から特定の信号が送
信され、これを受けたＷｅｂコントローラ２の制御機能２７で、予め登録された＊１に対
する特定の監視対象への制御信号に変換し、その監視対象へ制御信号を出力するようにし
た。
【００３１】
実施の形態６によれば、音声通報とともに、監視対象への制御が可能になり、信頼性及び
即時性の高い制御を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】この発明の実施の形態１による遠隔監視システムを示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１による遠隔監視装置のＷｅｂにより監視する場合の動作
を示すフローチャートである。
【図３】この発明の実施の形態１による遠隔監視装置の異常通報を行う場合の動作を示す
フローチャートである。
【図４】この発明の実施の形態２による遠隔監視装置を示す構成図である。
【図５】この発明の実施の形態３による遠隔監視装置を示す構成図である。
【図６】この発明の実施の形態３による遠隔監視装置の異常通報を行う場合の動作を示す
フローチャートである。
【図７】この発明の実施の形態４による遠隔監視システムを示す構成図である。
【図８】この発明の実施の形態５による遠隔監視システムを示す構成図である。
【図９】この発明の実施の形態５による遠隔監視装置の異常通報を行う場合の動作を示す
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フローチャートである。
【図１０】この発明の実施の形態６による遠隔監視システムを示す構成図である。
【符号の説明】
【００３３】
１　監視対象、２　Ｗｅｂコントローラ、３　ルータ、４　インターネット、
５　ルータ、６　Ｗｅｂ監視端末、７　ＩＳＰ、８　公衆回線、９　電話、
１０　ＩＰ電話、２１　データ収集機能、２２　Ｗｅｂサーバ、２３　音声通報機能、
２４　ＶｏＩＰ機能、２５　受信確認機能、２６　認証機能、２７　制御機能、
６１　ブラウザ、７１　ＶｏＩＰサーバ、１０１　認証機能、
２３１　通報先定義データ、２３２　音声通報データ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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