
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信機能を有する携帯電話機本体を備えた監視装置であって、
　ユーザーによるキー入力操作を検出する操作検出手段と、
　 前記監視装置の現在位置
を示す位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　取得した位置情報に基づいて、前記監視装置の位置の移動の有無を判定する位置移動判
定手段と
　を備え、
　前記携帯電話機本体は、前記操作検出手段により所定時間、前記キー入力操作が検出さ
れず、かつ、前記位置移動判定手段による判定結果が移動無しである場合に、異常通知メ
ッセージを所定の宛先に送信する
　ことを特徴とする監視装置。
【請求項２】
　前記検出動作は、所定の時間帯においてのみ行う
　ことを特徴とする請求項１記載の監視装置。
【請求項３】
　前記監視装置はさらに、前記操作検出手段により所定時間、前記キー入力操作が検出さ
れなかった場合に、その旨の警告を発する警告発生手段を備え、
　前記携帯電話機本体は、前記警告が発せられてから一定時間内に、前記操作検出手段に
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最後のキー入力操作の検出時から、所定時間経過した場合に、



よって前記操作が検出されなかった場合に限り、前記異常通知メッセージを所定の宛先に
送信する
　ことを特徴とする請求項１又は２記載の監視装置。
【請求項４】
　前記監視装置はさらに、
　時刻を計測する時刻計測手段と、
　ユーザーからのキー入力操作を検出する毎に、前記時刻計測手段によって測定された当
該キー入力操作の検出時刻と当該キー入力操作内容とを含む操作履歴情報を記録媒体に記
録する操作履歴記録手段と、
　他の通信端末からの呼出要求メッセージを受取る呼出受取手段と、
　受取った呼出要求メッセージに操作履歴情報の取得要求であることを示す取得要求識別
コードが含まれているか否かを判定する判定手段と
　を備え、
　前記携帯電話機本体はさらに、取得要求識別コードが含まれている場合に、
前記記録媒体に記録されている操作履歴情報を前記通信端末宛に送信する
　ことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の監視装置。
【請求項５】
　前記監視装置はさらに、
　着呼時に鳴動するリンガーと、
　受け取った呼出要求メッセージに前記取得要求識別コードが含まれている場合に、リン
ガーの鳴動を抑止する抑止手段を備える
　ことを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の監視装置。
【請求項６】
　前記監視装置はさらに、取得した位置情報の示す位置が所定の位置範囲内にあるか否か
を判定する位置判定手段を備え、
　前記位置移動判定手段は、取得した位置情報の示す位置が所定の位置範囲内にない場合
に限り、取得した位置情報に基づいて、前記監視装置の位置の移動があったか否かを判定
し、
　前記携帯電話機本体は、さらに、前記操作検出手段により所定時間、前記キー入力操作
が検出されず、かつ、取得した位置情報の示す位置が所定の位置範囲内にある場合に、異
常通知メッセージを所定の宛先に送信する
　ことを特徴とする請求項１～５の何れかに記載の監視装置。
【請求項７】
　前記位置情報取得手段は、前記位置情報を、時間間隔をあけて複数回取得し、
　前記位置移動判定手段は、取得した各位置情報の比較結果に基づいて、前記監視装置の
位置の移動があったか否かを判定し、
　前記携帯電話機本体は、前記操作検出手段により所定時間、前記キー入力操作が検出さ
れず、かつ、前記位置移動判定手段による判定結果が移動有りである場合に、前記異常通
知メッセージの送信を抑止する
　ことを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の監視装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機の無線送受信機能を備えた監視装置に関し、特に高齢者等の一人暮
らしをしている人の安否を確認し、異常を通知する機能を備えた監視装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、我が国において、一人暮らしをしている高齢者の数は、約３００万人いるといわれ
ており、今後、その数は、急速に増加することが予測されている。
このような一人暮らしの高齢者の場合、周囲に安否を気遣ってくれる人がいないため、事
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故や病気により突然倒れても誰もすぐに気づくことができない。
そして、このような異常事態が発生した場合には、早期に適切な手当てを施すことが一命
をとりとめる上で重要である。
【０００３】
そこで、一人暮らしの高齢者の安否を確認するための技術がいくつか開示されている。
例えば、後述する特許文献１においては、高齢者が日常生活を行う上で使用する物（例え
ば、トイレのドア）にその作動回数を検出するセンサーを設け、検出した作動回数を電話
回線を介して安否確認センターに通知し、通知された作動回数に基づいて対象者である高
齢者の安否を推測する技術が開示されている。
【０００４】
又、後述する特許文献２においては、家庭内に配置されている日常使用する電気製品の操
作状況（例えば、電気ポットの利用回数）をモニターし、操作状況を、当該操作状況を監
視する相手先に送信するシステムが開示されている。
【０００５】
【特許文献１】
特開 2001-357475
【０００６】
【特許文献２】
特開 2000-138761
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献１及び２に開示されている技術は、何れも高齢者が自宅にいる場
合には適用できるが、高齢者が外出した場合には安否の確認をすることができない。
そこで、本発明は、屋内、屋外を問わず高齢者の安否を確認することが可能な監視装置を
提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明の監視装置は、無線送受信機能を備えた携帯電話機本体
と、ユーザーによるキー入力操作を検出する操作検出手段と、最後のキー入力操作の検出
時から、所定時間経過したことを検知した場合に、前記携帯電話機本体の備える無線送受
信機能を用いて異常通知メッセージを所定の宛先に送信する送信手段とを備えることを特
徴とする。
【０００９】
これにより、屋内、屋外を問わずユーザーの身に何か異常が起こった可能性がある場合に
、そのことが検出されて、その旨のメッセージが相手先に送信されるので、相手先は、容
易にユーザーの安否を確認することができる
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態における監視装置は、無線送受信機能を備えた携帯電話機が組み込ま
れた監視装置である。
図１は、本発明の実施の形態における監視装置１００の構成を示す機能ブロック図である
。監視装置１００は、図１に示す通り、アンテナ１０１、ＧＰＳ用アンテナ１０２、デュ
プレクサ１０３、受信部１０４、送信部１０５、ＧＰＳ処理部１０６、スピーカ１０７、
マイク１０８、制御部１０９、クロック部１１０、タイマー部１１１、記憶部１１２、表
示部１１３、操作部１１４、リンガー１１５から構成される。
【００１１】
デュプレクサ１０３は、アンテナ１０１を介して入力された通信電波を受信部１０４に出
力し、送信部１０５より入力された通信電波をアンテナ１０１を介して無線送信する。
受信部１０４は、デュプレクサ１０３から入力された通信電波を通信データに復調処理し
て、制御部１０９に出力する。
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【００１２】
ここで、「通信データ」とは、通話の音声データ、異常通知メッセージや操作履歴情報な
どの文字情報、画像データなどのことをいう。
なお、異常通知メッセージ及び操作履歴情報については、後述する。
送信部１０５は、制御部１０９より入力された通信データを変調処理し、通信電波として
デュプレクサ１０３に出力する。
【００１３】
ＧＰＳ処理部１０６は、制御部１０９からの指示に応じて、ＧＰＳ用アンテナ１０２を介
してＧＰＳ衛星から送信される監視装置１００の位置情報を一定時間間隔で受信し、受信
した位置情報を制御部１０９に出力する。
ここで、「位置情報」とは、監視装置１００の位置を示す経度及び緯度で示される情報の
ことをいう。
【００１４】
クロック部１１０は、現在時刻（年月日を含む。）を計測し、制御部１０９からの指示に
応じて計測した時刻を制御部１０９に出力する。
タイマー部１１１は、後述する異常監視処理が実行されている場合における、ユーザーか
らの入力操作が検知されたか否かを判定するための、予め設定された判定時間を計測し、
制御部１０９からの指示に応じて計測した時間を制御部１０９に出力する。
【００１５】
記憶部１１２は、入力操作特定テーブル、判定時間、異常通知メッセージ、操作履歴情報
、設定時間帯情報、異常通知先のメールアドレス及び電話番号、位置移動判定閾値、警告
音声データ、鳴動回数などを記憶している。
ここで、「入力操作テーブル」とは、操作部１１４から入力されるキー入力の種類と当該
キー入力に対応する操作内容の記述との対応関係を示すテーブルのことをいい、入力操作
テーブルには、全てのキー入力の種類を含めることとしてもよいし、特定のキー入力の種
類のみを含めることとしてもよい。後述する異常監視処理が実行されている場合に、入力
操作テーブルに含まれるキー入力の種類について、入力操作が判定時間内に検出されたか
否かが判定される。
【００１６】
ここでは、全てのキー入力の種類が入力操作テーブルに含まれていることとする。
図２は、入力操作テーブルの具体例を示す。
又、「異常通知メッセージ」とは、後述する異常監視処理において、異常ありと判定され
た場合に、異常通知先に通知される、安否の確認ができない旨の文字又は音声メッセージ
のことをいう。異常通知メッセージの異常通知先への通知は、記憶部１１２に記憶されて
いる異常通知先のメールアドレス宛に送信することにより、行うこととしてもよいし、音
声メッセージの場合には、異常通知先の電話番号に発呼し、異常通知先が発呼に応答する
と、当該音声メッセージを送信することにより、行うこととしてもよい。図３は、異常通
知メッセージの具体例を示す。ここでは、文字メッセージの具体例が示されているが、音
声メッセージの場合には、例えば、具体例に示される内容のメッセージが音声により通知
される。
【００１７】
又、「操作履歴情報」とは、後述する異常監視処理において、ユーザーからのキー入力操
作が検知される毎に、制御部１０９によって、記憶部１１２に記録される、当該キー入力
操作の操作内容と当該キー入力操作が行われた日時とを示す情報のことをいう。
図４は、操作履歴情報の具体例を示す。
【００１８】
又、「設定時間帯情報」とは、ユーザーによって設定される、後述する異常監視処理を実
行する時間帯を示す情報のことをいう。
又、「位置移動判定閾値」とは、後述する異常監視処理において、監視装置１００の位置
移動があったか否かの判定に用いる、位置情報の示す経度及び緯度の時間変化量の閾値の
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ことをいう。
【００１９】
又、「警告音声データ」とは、後述する異常監視処理において、リンガ１１５を介して発
せられる警告音の元データのことをいう。
又、「鳴動回数」は、リンガ１１５を介して発せられる警告音の最大回数のことをいう。
表示部１１３は、制御部１０９から入力された、画像データや文字情報を表示する。
【００２０】
操作部１１４は、テンキー、電源入力キー、通話キー等各種の入力キーを有し、入力キー
の入力を介してユーザーからの各種キー入力（例えば、通話キー入力）を受け付け、受け
付けたキー入力を入力信号として制御部１０９に出力する。
リンガ１１５は、制御部１０９から警告音声データが入力されると、鳴動して警告音声デ
ータに基づく警告音を発生する。
【００２１】
制御部１０９は、マイクロプロセッサとＲＯＭ（ Read Only Memory）及びＲＡＭ（ Random
 Access Memory）、などから構成され、ＲＯＭに格納されている制御プログラムに従って
、監視装置１００の全体の制御を行う。
又、制御部１０９は、ＲＯＭに格納されている異常監視プログラムに従って、異常監視処
理を実行する。
【００２２】
以下、制御部１０９の行う異常監視処理の動作について説明する。図５は、上記動作を示
すフローチャートである。
制御部１０９は、操作部１１４より異常監視モード選択指示の入力があると（ステップＳ
５０１）、クロック部１１０より現在時刻を取得し、さらに記憶部１１２より設定時間帯
情報を読出し、現在時刻が設定時間帯情報の示す時間帯に該当するか否かを判定する（ス
テップＳ５０２）。
【００２３】
該当しない場合（ステップＳ５０２：Ｎ）、異常監視処理を終了し、該当する場合（ステ
ップＳ５０２：Ｙ）、記憶部１１２より、判定時間を読出し、タイマーをセットし（ステ
ップＳ５０３）、判定時間の計測を開始し、操作部１１４から入力信号が入力されるか否
かにより、ユーザーからのキー入力操作があったか否かを判定する（ステップＳ５０４）
。
【００２４】
キー入力操作があった場合（ステップＳ５０４：Ｙ）、記憶部１１２から入力操作テーブ
ルを読出し、入力された入力信号に基づいてキー入力の種類を特定し、入力操作テーブル
から特定したキー入力の種類に対応する操作内容を読出し、さらにクロック部１１０より
現在時刻を取得し、読み出した操作内容の記述と取得した現在時刻とに基づいて、操作履
歴情報を作成し、記憶部１１２に記録し（ステップＳ５１３）、ステップＳ５０２の処理
に戻る。
【００２５】
無かった場合（ステップＳ５０４：Ｎ）、タイマー部１１１より計測された時間を取得し
、判定時間が経過したか否かを判定する（ステップＳ５０５）。
判定時間が経過していない場合（ステップＳ５０５：Ｎ）、ステップＳ５０４の処理に戻
り、経過した場合（ステップＳ５０５：Ｙ）、ＧＰＳ処理部１０６にＧＰＳを起動するよ
うに指示し（ステップＳ５０６）、ＧＰＳ処理部１０６から一定時間間隔で入力される位
置情報を取得し（ステップＳ５０７）、取得した位置情報と、直前に取得した位置情報と
を比較し、両者の示す経度、緯度の値の各変化量を算出し、算出した各変化量が記憶部１
１２に記憶されている、経度及び緯度の各位置移動判定閾値よりも大きいか否かにより、
監視装置１００の位置が移動したか否かを判定する（ステップＳ５０８）。
【００２６】
位置移動している場合（ステップＳ５０８：Ｙ）、ステップＳ５０２の処理に戻り、位置
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移動していない場合（ステップＳ５０８：Ｎ）、記憶部１１２から警告音声データを読出
し、リンガ１１５に出力し、リンガ１１５を鳴動させて（ステップＳ５０９）、警告音を
発生させ、鳴動回数をカウントするための変数ｋ（初期値は０に設定されているものとす
る。）をインクリメントし、操作部１１４から入力信号が検知されたか否かにより、ユー
ザーからの応答があったか否かを判定する（ステップＳ５１０）。
【００２７】
応答がない場合（ステップＳ５１０：Ｎ）、変数ｋの値が記憶部１１２に記憶されている
鳴動回数に達したか否かを判定する（ステップＳ５１１）。
鳴動回数に達していない場合（ステップＳ５１１：Ｎ）、ステップＳ５０９の処理に戻り
、達している場合（ステップＳ５１１：Ｙ）、記憶部１１２から異常通知先のメールアド
レスと異常通知メッセージを読出し、当該メールアドレス宛に異常通知メッセージを送信
部１０５を介して送信する（ステップＳ５１２）。
＜補足＞
以上、本発明に係る監視装置１００について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明
はこれら実施の形態に限られないことは勿論である。
（１）例えば、本実施の形態においては、監視装置１００側で異常監視処理を実行し、ユ
ーザーの異常の有無を判定することとしたが、異常通知先である相手側の携帯電話機から
、監視装置１００に操作履歴情報の取得を要求し、取得し、取得した操作履歴情報に基い
て、ユーザーの異常の有無を判定することとしてもよい。
【００２８】
具体的には、相手側の携帯電話機において、操作履歴情報の取得要求であることを示す取
得要求識別コードと発呼先である監視装置１００の電話番号とを含む呼出要求メッセージ
を作成し、作成した呼出要求メッセージを基地局を介して監視装置１００に送信し、当該
呼出要求メッセージを受信した監視装置１００において、制御部１０９が当該呼出要求メ
ッセージに取得要求識別コードが含まれているか否かを判定し、含まれている場合に、リ
ンガ１１５を鳴動させることなく、記憶部１１２から操作履歴情報と異常通知先のメール
アドレスとを読出し、当該メールアドレス宛に操作履歴情報を送信し、当該呼出要求メッ
セージに取得要求識別コードが含まれていない場合にリンガ１１５を鳴動させることとし
てもよい。
【００２９】
なお、上記において、送信される操作履歴情報は、最後に記録された操作履歴情報のみと
してもよい。
これにより、異常監視者は、監視対象者であるユーザーに気づかれることなく、随時、ユ
ーザーの異常の有無の判定データとなる操作履歴情報を取得することができ、ユーザーの
状態を把握することができる。
（２）又、本実施の形態においては、入力操作テーブルに全てのキー入力の種類が含まれ
ることとしたが、キー入力の種類をユーザーが日常頻繁に行う特定のキー入力の種類（例
えば、「受信メールを開く」ためのキー入力）に限定し、図５のステップＳ５０４の処理
を、制御部１０９がユーザーからの特定のキー入力操作があったか否かを、特定のキー入
力の種類が含まれている入力操作テーブルを参照して判定する処理に置き換えることとし
てもよい。
（３）本実施の形態における異常監視処理においては、鳴動回数に達したか否かにより、
異常通知メッセージを送信するタイミングを判定したが（図５のステップＳ５１１）、鳴
動回数ではなく、リンガ１１５の鳴動後、所定時間経過したか否かをタイマー部１１１で
計測することにより、異常通知メッセージを送信するタイミングを判定することとしても
よい。
（４）本実施の形態においては、図５のステップＳ５０８において、監視装置１００の位
置移動がない場合に、リンガーを鳴動させることとしたが、他の方法でユーザーに警告を
発することとしてもよい。例えば、監視装置１００をバイブレーションさせたり、発光さ
せたり、監視装置１００から警告メッセージを発生させることにより、警告を発すること
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としてもよい。
（５）本実施の形態においては、異常監視処理において、監視装置１００の位置にかかわ
らず、図５のステップＳ５０８の処理を行うこととしたが、監視装置１００が屋外に有る
場合にのみステップＳ５０８の処理を行うこととしてもよい。
【００３０】
具体的には、予めユーザーが滞在する可能性が高い家屋（例えば、自宅や知人の家）の位
置情報を予め記憶部１１２に記録しておき、図５のステップＳ５０８の処理を行う前に、
制御部１０９が取得した位置情報の示す位置と、記憶部１１２に予め記録している上記家
屋の位置情報の示す位置とを比較し、位置の差（経度、緯度の差）が所定の範囲にあるか
否かにより、監視装置１００が上記家屋内に位置しているか否かを判定し、上記家屋内に
位置している場合に、ＧＰＳを停止して、図５のステップＳ５０９～ステップＳ５１２の
処理を行い、上記家屋内に位置していない場合に、図５のステップＳ５０８～ステップＳ
５１２の処理を行うこととしてもよい。
【００３１】
これにより、監視装置の移動が少なく、屋外に比べ、位置情報の精度が劣る家屋内におい
て、余分な処理を行うことなく、迅速に異常を判定することができる。
（６）本実施の形態においては、図５のステップＳ５０８において、取得した位置情報と
、直前に取得した位置情報とを比較し、両者の示す経度、緯度の値の各変化量を算出し、
算出した各変化量が記憶部１１２に記憶されている、経度及び緯度の各位置移動判定閾値
よりも大きいか否かにより、監視装置１００の位置が移動したか否かを判定することとし
たが、両者の示す経度、緯度の値が変化したか否かにより判定することとしてもよい。
【００３２】
【発明の効果】
（１）本発明は、無線送受信機能を備えた携帯電話機本体と、ユーザーによるキー入力操
作を検出する操作検出手段と、最後のキー入力操作の検出時から、所定時間経過したこと
を検知した場合に、前記携帯電話機本体の備える無線送受信機能を用いて異常通知メッセ
ージを所定の宛先に送信する送信手段とを備える。
【００３３】
これにより、屋内、屋外を問わずユーザーの身に何か異常が起こった可能性がある場合に
、そのことが検出されて、その旨のメッセージが相手先に送信されるので、相手先は、容
易にユーザーの安否を確認することができる
（２）（１）において、前記検知動作は、所定の時間帯においてのみ行うこととしてもよ
い。
【００３４】
これにより、例えば、ユーザーの睡眠時間帯のように、異常でないのに操作が検出されな
い可能性が高い時間帯を検出対象外とすることができるので、誤動作によって異常通知メ
ッセージが送信されるのを有効に防ぐことができる。
（３）（１）又は（２）において、前記監視装置はさらに、装置本体の現在位置を示す位
置情報を取得する位置情報取得手段と、取得した位置情報に基づいて、前記監視装置の位
置の移動があったか否かを判定する位置移動判定手段とを備え、前記送信手段はさらに、
前記位置の移動がなかった場合に限り、異常通知メッセージを所定の宛先に送信すること
としてもよい。
【００３５】
これにより、ユーザーが電車で移動中であるため、長時間操作をしない場合などに、異常
通知メッセージが送信されることを防ぐことができ、より確実に異常を検出することがで
きる。
（４）（１）～（３）の何れかにおいて、前記監視装置はさらに、所定時間経過したこと
が検知された場合に、その旨の警告を発する警告発生手段を備え、前記送信手段は、前記
警告が発せられてから一定時間内に、前記操作検出手段によって前記キー入力操作が検出
されなかった場合に限り、異常通知メッセージを送信することとしてもよい。
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【００３６】
これにより、ユーザーが監視装置を身につけていなかったり、居眠りしていたりして長時
間、操作をしない場合においても、そのことをユーザーに知らせることができるので、誤
った異常通知メッセージが送信される回数を低減することができる。
（５）（１）～（４）の何れかにおいて、前記監視装置はさらに、時刻を計測する時刻計
測手段と、ユーザーからのキー入力操作を検出する毎に、前記時刻計測手段によって測定
された当該キー入力操作の検出時刻と当該キー入力操作内容とを含む操作履歴情報を記録
媒体に記録する操作履歴記録手段と、他の通信端末からの呼出要求メッセージを受取る呼
出受取手段と、受取った呼出要求メッセージに操作履歴情報の取得要求であることを示す
取得要求識別コードが含まれているか否かを判定する判定手段とを備え、前記送信手段は
さらに、取得要求識別コードが含まれている場合に、記録媒体に記録されている操作履歴
情報を前記通信端末宛に送信することとしてもよい。
【００３７】
これにより、異常監視者は、随時、ユーザーの異常の有無の判定データとなる操作履歴情
報を取得することができ、ユーザーの状態を把握することができる。
（６）（５）において、前記監視装置はさらに、着呼時に鳴動するリンガーと、受け取っ
た呼出要求メッセージに前記取得要求識別コードが含まれている場合に、リンガの鳴動を
抑止する抑止手段を備えることとしてもよい。
【００３８】
これにより、異常監視者は、監視対象者であるユーザーに気づかれることなく、随時、ユ
ーザーの異常の有無の判定データとなる操作履歴情報を取得することができ、ユーザーの
状態を把握することができる。
（７）（３）において、前記監視装置はさらに、取得した位置情報の示す位置が所定の位
置範囲内にあるか否かを判定する位置判定手段を備え、前記位置移動判定手段は、取得し
た位置情報の示す位置が所定の位置範囲内にない場合に限り、取得した位置情報に基づい
て、前記監視装置の位置の移動があったか否かを判定することとしてもよい。
【００３９】
これにより、監視装置が、位置情報の精度が劣る家屋内（例えば、自宅）にあるか否かを
自動的に判定することができ、家屋内にある場合には、位置移動があったか否かを判定す
るという余分な処理を行うことなく、異常を判定し、監視装置が家屋外にある場合には、
さらに、位置移動があったか否かを判定し、位置移動がなかった場合に限り、異常がある
と判定されるので、取得した位置情報を有効に活用して異常の有無を効率的に判定するこ
とができる。
（８）（７）において、前記監視装置はさらに、所定時間経過したことが検知された場合
に、その旨の警告を発する警告発生手段を備え、前記送信手段は、前記警告が発せられて
から一定時間内に、前記操作検出手段によって前記操作が検出されなかった場合に限り、
異常通知メッセージを送信することとしてもよい。
【００４０】
これにより、ユーザーが監視装置を身につけていなかったり、居眠りしていたりして長時
間、操作をしない場合においても、そのことをユーザーに知らせることができるので、誤
った異常通知メッセージが送信される回数を低減することができる。
（９）（７）又は（８）において、前記監視装置はさらに、時刻を計測する時刻計測手段
と、ユーザーからのキー入力操作を検出する毎に、前記時刻計測手段によって測定された
当該キー入力操作の検出時刻と当該キー入力操作内容とを含む操作履歴情報を記録媒体に
記録する操作履歴記録手段と、他の通信端末からの呼出要求メッセージを受取る呼出受取
手段と、受取った呼出要求メッセージに操作履歴情報の取得要求であることを示す取得要
求識別コードが含まれているか否かを判定する判定手段とを備え、前記送信手段はさらに
、取得要求識別コードが含まれている場合に、記録媒体に記録されている操作履歴情報を
前記通信端末宛に送信することとしてもよい。
【００４１】
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これにより、異常監視者は、随時、ユーザーの異常の有無の判定データとなる操作履歴情
報を取得することができ、ユーザーの状態を把握することができる。（１０）（９）にお
いて、前記監視装置はさらに、着呼時に鳴動するリンガーと、受け取った呼出要求メッセ
ージに前記取得要求識別コードが含まれている場合に、リンガの鳴動を抑止する抑止手段
とを備えることとしてもよい。
【００４２】
これにより、異常監視者は、監視対象者であるユーザーに気づかれることなく、随時、ユ
ーザーの異常の有無の判定データとなる操作履歴情報を取得することができ、ユーザーの
状態を把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】監視装置１００の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】入力操作テーブルの具体例を示す図である。
【図３】異常通知メッセージの具体例を示す図である。
【図４】操作履歴情報の具体例を示す図である。
【図５】異常監視処理の動作を示すフローチャートである
【符号の説明】
１００　　監視装置
１０１　　アンテナ
１０２　　ＧＰＳ用アンテナ
１０３　　デュプレクサ
１０４　　受信部
１０５　　送信部
１０６　　ＧＰＳ処理部
１０７　　スピーカ
１０８　　マイク
１０９　　制御部
１１０　　クロック部
１１１　　タイマー部
１１２　　記憶部
１１３　　表示部
１１４　　操作部
１１５　　リンガー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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