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(57)【要約】
【課題】情報通信端末の付加を大きくすることなく、サ
ーバ装置に蓄積されている自機宛の受信データについて
、効率よく処理できるようにする。
【解決手段】サーバ装置からの受信データの一覧リスト
が、入力処理項目３０１～３０５と共に、表示手段に表
示される。選択手段（チェック欄）を通じて、表示され
ている一覧リストから所望の受信データを複数選択でき
るようにする。一覧リストにおいて複数の受信データが
選択された状態にあるときに、入力処理項目３０１～３
０５の一つが選択された場合に、選択されている複数の
受信データに対して一括して、選択された入力処理項目
に対応する処理を実行するように制御手段がサーバ装置
を制御するようにする。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報通信端末とネットワークを通じて接続され、前記情報通信端末宛の電子メールを受
信し、受信した前記電子メールを受信データとして蓄積しているサーバ装置であって、
　前記情報通信端末からの選択に基づき、前記情報通信端末から属性情報を受信する受信
手段と、
　前記受信した属性情報に応じて、前記属性情報を有する前記電子メールの前記受信デー
タを検索する検索手段と、
　前記検索手段の検索結果に基づき、前記受信データの一覧リストを前記情報通信端末に
送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とするサーバ装置。
【請求項２】
　請求項１記載のサーバ装置であって、
　前記送信手段は、前記情報通信端末の選択に応じて、前記受信データの一覧リストのう
ち選択された受信データを送信することを特徴とするサーバ装置。
【請求項３】
　前記請求項１記載のサーバ装置であって、
　前記情報通信端末の選択に応じて、前記受信データの一覧リストのうち選択された受信
データを削除することを特徴とするサーバ装置。
【請求項４】
　前記請求項１記載のサーバ装置であって、
　前記受信手段は、前記情報通信端末からの選択に基づき、前記情報通信端末から複数の
属性情報を受信し、
　前記検索手段は前記複数の属性情報に応じて、前記複数の属性情報を有する電子メール
の受信データを検索することを特徴とするサーバ装置。
【請求項５】
　前記請求項２記載のサーバ装置であって、
　前記送信手段は、前記受信データの一覧リストと、前記受信データの一覧リストのうち
選択された受信データを一緒に送信することを特徴とするサーバ装置。
【請求項６】
　前記請求項２記載のサーバ装置であって、
　前記送信手段は、複数の前記受信データを同時に送信することを特徴とするサーバ装置
。
【請求項７】
　前記請求項１記載のサーバ装置であって、
　前記受信手段が受信する属性情報は、電子メールアドレス、ドメイン名、サブドメイン
名、ユーザＩＤの少なくとも１つであることを特徴とするサーバ装置。
【請求項８】
　サーバ装置とネットワークを通じて接続され、前記サーバ装置により受信されて、蓄積
されている自分宛の電子メールの受信データを取得するようにする情報通信端末であって
、
　選択された属性情報を前記サーバ装置に送信する送信手段と、
　前記属性情報を有する前記電子メールの前記受信データの検索結果として前記サーバ装
置から送信される前記受信データの一覧リストを受信する受信手段と、
　を備えることを特徴とする情報通信端末。
【請求項９】
　前記請求項８記載の情報通信端末であって、
　前記受信手段により受信された一覧リストと、当該一覧リストに含まれる受信データを
取得する処理を実行するための入力を受け付ける入力処理項目を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている一覧リストから所望の受信データを複数選択する選択手
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段と、
　前記選択手段によって複数の受信データが選択されているときに前記入力処理項目が選
択された場合、前記選択手段が選択している複数の受信データを一括して送信するよう前
記サーバ装置に要求する制御手段と、
　を備えることを特徴とする情報通信端末。
【請求項１０】
　請求項９に記載の情報通信端末であって、
　前記表示手段は、それまでに１度も取得していない前記受信データについては、未受信
を示すマークを表示することを特徴とする情報通信端末。
【請求項１１】
　請求項９に記載の情報通信端末であって、
　前記表示手段は、それまでに１度も通知されていない前記受信データについては、着信
表示マークを表示することを特徴とする情報通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、電子メール通信などの通信サービスを提供する情報通信システム
で用いられるサーバ装置および情報通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ＰＨＳ端末などの携帯無線通信端末の普及と、これら携帯無線通信端末を用いた
データ通信の伝送速度の高速化により、音声通信だけでなく、例えばテキストデータや画
像データなどの種々のデータを無線通信するようにする無線データ通信サービスが注目さ
れている。
【０００３】
　例えば、ＰＨＳ端末を使用する例では、伝送速度が３２ｋビット／秒でのデータ通信が
可能となり、アナログ電話回線でモデムを使用した場合の伝送速度の２８．８ｋビット／
秒または３３．６ｋビット／秒と同程度の伝送速度となり、電子メールのやり取りや、フ
ァクシミリ通信などが、携帯無線通信端末により屋外から行える環境が整ってきている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、パーソナルコンピュータや携帯型情報処理表示端末などの情報通信端末を用
いて、ネットワークに接続されたサーバ装置に蓄積されている自分宛ての電子メールの受
信データを取得する場合には、まず情報通信端末とサーバ装置との間に通信回線を接続す
る。そして、情報通信端末は、自分宛ての電子メールの受信データであって、サーバ装置
に蓄積されている電子メールの受信データの一覧リストの提供を受ける。
【０００５】
　情報通信端末の使用者は、この受信データの一覧リストの中から、送信を要求する電子
メールの受信データを選択し、サーバ装置に対して、選択した電子メールの受信データの
送信を要求する。サーバ装置は、情報通信端末からの送信要求に応じて、要求された電子
メールの受信データを抽出し、これを要求元の情報通信端末に送信する。これにより、情
報通信端末の使用者は、自分宛ての電子メールの受信データを取得して、情報通信端末の
表示画面に表示するなどして利用することができる。
【０００６】
　サーバ装置から提供を受ける電子メールの受信データの一覧リストには、例えば、図１
６に示すように、電子メールの受信データの送信元の電子メールアドレスなどの情報が表
示され、情報通信端末の使用者は、この一覧リストに表示された電子メールアドレスに基
づいて、サーバ装置に対して送信を要求する受信データを選択する。
【０００７】
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　この場合、電子メールアドレスは、その電子メールアドレスの所有者の電子メールボッ
クスと呼ばれる電子メールの受信データの格納場所を示す情報であり、所有者と１対１に
対応する情報である。したがって、この電子メールアドレスによって、電子メールの受信
データの送信元を特定することができる。
【０００８】
　この電子メールアドレスは、ＵＲＬ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃ
ａｔｏｒ）形式で表記され、図１７に示すように、ユーザ識別情報（ユーザＩＤ）ＵＤ、
ドメイン名ＤＮ、このドメイン名ＤＮに従属するサブドメイン名ＳＢなどの複数の属性情
報からなる多文字の情報である。
【０００９】
　ドメイン名ＤＮおよびサブドメイン名ＳＢは、電子メールの受信データの格納場所のホ
ストコンピュータを示す情報である。ドメイン名ＤＮは、組織名や会社名を示す情報Ｄ１
と、組織種別コードＤ２と、国別コードＤ３を備えるものである。したがって、同じ会社
に勤務する人は、同じドメイン名、サブドメイン名を有し、ユーザＩＤのみが異なる電子
メールアドレスが多数存在する場合もある。
【００１０】
　そして、サーバ装置に蓄積されている自分宛ての電子メールの受信データが多くなって
くると、これに応じて受信データの一覧リストに表示される電子メールアドレスも多くな
り、受信データの一覧リストから、目的とする送信元の電子メールアドレスを探し出し、
サーバ装置に提供を要求するのに、手間や時間が掛かるようになる。
【００１１】
　また、前述のように、電子メールアドレスは、アルファベットや記号などからなる多文
字の情報であり、類似する電子メールアドレスも多いので、目的の送信元の電子メールア
ドレスと、その他の送信元の電子メールアドレスとを間違えたり、目的とする送信元の電
子メールアドレスを見落としたりするなどのことが発生する場合がある。
【００１２】
　そこで、情報通信端末において、自分宛ての電子メールの受信データの一覧リストの中
ら、目的とする送信元からの受信データの一覧リストを作成しなおし、自分宛ての電子メ
ールの受信データが多数あっても、簡単かつ迅速に、目的の送信元からの電子メールの受
信データを探し出して、サーバ装置に対して送信を要求できるようにすることが考えられ
る。
【００１３】
　しかし、上述のように、電子メールの受信データの一覧リストを加工し直すなどの処理
を端末において行う場合、例えば、元の一覧リストと加工し直した一覧リストとの両方を
端末のメモリに保持しなければならないなど端末の負担が大きくなる。
【００１４】
　特に、情報通信端末が携帯無線通信端末の場合、小型化、軽量化が要求されるため、大
容量のメモリを搭載することができない。このため、上述のような一覧リストの加工処理
を携帯無線通信端末で行うようにした場合には、メモリ容量が不足して、処理が遅くなっ
たり、取り込むことができる電子メールの受信データ量が少なくなったりすることも考え
られ好ましくない。
【００１５】
　この発明は、以上の点にかんがみ、情報通信端末の付加を大きくすることなく、サーバ
装置に蓄積されている自機宛の受信データについて、必要な受信データのみを選択して一
括して提供を受けることができるなど、効率よく処理できるようにすることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明のサーバ装置は、
　情報通信端末とネットワークを通じて接続され、前記情報通信端末宛の電子メールを受
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信し、受信した前記電子メールを受信データとして蓄積しているサーバ装置であって、
　前記情報通信端末からの選択に基づき、前記情報通信端末から属性情報を受信する受信
手段と、
　前記受信した属性情報に応じて、前記属性情報を有する前記電子メールの前記受信デー
タを検索する検索手段と、
　前記検索手段の検索結果に基づき、前記受信データの一覧リストを前記情報通信端末に
送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１７】
　この請求項１に記載の発明のサーバ装置によれば、情報通信端末からの選択に基づき、
情報通信端末からの属性情報が受信され、その属性情報に応じて、属性情報を有する電子
メールの受信データが検索される。そして、検索結果に基づき、受信データの一覧リスト
が情報通信端末に送信される。これにより、一覧リストを利用して、電子メールの受信デ
ータを効率よく処理することができるようにされる。
【００１８】
　また、請求項８に記載の発明の情報通信端末は、
　サーバ装置とネットワークを通じて接続され、前記サーバ装置により受信されて、蓄積
されている自分宛の電子メールの受信データを取得するようにする情報通信端末であって
、
　選択された属性情報を前記サーバ装置に送信する送信手段と、
　前記属性情報を有する前記電子メールの前記受信データの検索結果として前記サーバ装
置から送信される前記受信データの一覧リストを受信する受信手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１９】
　この請求項８に記載の発明の情報通信端末によれば、選択された属性情報がサーバ装置
に送信され、その属性情報を有する電子メールの受信データの検索結果としてサーバ装置
から送信される受信データの一覧リストが受信される。これにより、一覧リストを利用し
て、電子メールの受信データを効率よく処理することができるようにされる。
【発明の効果】
【００２０】
　この発明によれば、サーバ装置に蓄積されている情報通信端末宛の受信データについて
、情報通信端末のユーザの指示に応じて効率よく処理することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】この発明による情報通信端末の一実施の形態が用いられる情報通信システムのネ
ットワーク構成の全体の概要を示す図である。
【図２】図１の具体的なネットワーク構成例を示す図である。
【図３】サーバ装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】この発明による情報通信端末の一実施の形態の外観を示す図である。
【図５】着信を使用者に報知する表示例を示す図である。
【図６】この発明による情報通信端末の一実施の形態のブロック図である。
【図７】実施の形態の情報通信システムにおける電子メール機能時の処理を説明するため
のフローチャートの一部である。
【図８】実施の形態の情報通信システムにおける電子メール機能時の処理を説明するため
のフローチャートの一部である。
【図９】実施の形態の情報通信システムにおける携帯情報通信端末でのメールリスト（受
信データリスト）の表示の例を示す図である。
【図１０】実施の形態の情報通信システムにおける受信データの取り込み手順を説明する
ためのフローチャートである。
【図１１】実施の形態の情報通信システムにおける受信データの検索手順を説明するため
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のフローチャートである。
【図１２】実施の形態の情報通信システムにおいて、受信データの検索を行う場合に用い
る検索条件の設定画面の表示例を示す図である。
【図１３】実施の形態の情報通信システムにおいて、受信データの検索を行なった後に情
報通信端末において表示されるメールリスト（受信データリスト）の表示例を示す図であ
る。
【図１４】実施の形態の情報通信システムにおける受信データの検索手順の他の例を説明
するためのフローチャートである。
【図１５】実施の形態の情報通信システムにおける情報通信端末に取り込まれた受信デー
タの一覧リストの表示の例を示す図である。
【図１６】受信データリストの表示の例を示す図である。
【図１７】ＵＲＬ形式の電子メールアドレスについて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、この発明による情報通信端末の実施の形態を、図を参照しながら説明する。
　以下に説明する実施の形態において、情報通信端末は、携帯無線通信端末の構成とされ
たものである。そして、この実施の形態においては、１個の共通サーバ装置に対して、こ
のサーバ装置と契約関係にある複数個の携帯無線通信端末がネットワークを通じて接続さ
れる。そして、各携帯無線通信端末から希望する相手方への情報送信および自分宛ての情
報の受信は、個々の携帯無線通信端末と前記サーバ装置とが協働することにより、行われ
る。
【００２３】
　［ネットワークシステムの説明］
　図１は、この発明の実施の形態が適用された通信ネットワークシステムの概念構成を説
明するための図であり、この図１において、１は共通サーバ装置と契約関係がある携帯無
線通信端末、２は共通サーバ装置である。複数個の携帯無線通信端末１と、共通の共通サ
ーバ装置２とは、携帯無線通信端末用のネットワーク３と、このネットワーク３に対して
、１～複数個のアクセスポイント４を通じて接続される専用基幹ネットワーク５を通じて
接続される。
【００２４】
　携帯無線通信端末用ネットワーク３には、共通サーバ装置２と契約関係にない他の携帯
無線通信端末も接続されるが、後述するような共通サーバ装置２の協働処理のサービスを
受けることができる携帯無線通信端末は、予め、この共通サーバ装置２と契約関係が結ば
れた携帯無線通信端末１のみである。共通サーバ装置２との契約関係がない携帯無線通信
端末との混同を避けるため、以下の説明においては、共通サーバ装置２と契約関係にある
携帯無線通信端末を会員端末と呼ぶことにする。
【００２５】
　複数個の会員端末１および他の同種の携帯無線通信端末のそれぞれは、例えば電波の届
く範囲を考慮した所定のエリア単位に設けられる無線基地局６に対して無線接続される。
無線基地局６同志の間の接続など、携帯無線通信端末用のネットワーク３では、例えば光
ケーブルが用いられる。
【００２６】
　専用基幹ネットワーク５に対しては、このネットワーク５を管理するネットワーク管理
サーバ装置７が接続される。このネットワーク管理サーバ装置７は、共通サーバ装置２と
会員端末１との間の、いわゆるルーティングを管理する。したがって、ネットワーク管理
サーバ装置７でのルーティング管理上から見たときには、共通サーバ装置２は、専用基幹
ネットワーク５に接続される端末装置の一つとして位置づけることができる。なお、この
場合、このネットワーク管理サーバ装置７は、インターネット８に対しても接続される。
【００２７】
　そして、この実施の形態においては、ネットワーク管理サーバ装置７は、共通サーバ装
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置２に対して直接的にも接続され、会員端末１からの共通サーバ装置２へのアクセス履歴
などを、ネットワーク管理サーバ装置７から共通サーバ装置２に送るように構成されてい
る。すなわち、この実施の形態では、会員端末１の課金ログ収集などの会員総合管理は、
共通サーバ装置２が行うように構成している。
【００２８】
　つまり、この実施の形態の場合、会員端末１は、共通サーバ装置２と契約関係があるの
であって、ネットワーク管理サーバ装置７と契約関係にあるのではない。そして、共通サ
ーバ装置２は、会員端末１のネットワーク接続上の管理をネットワーク管理サーバ装置７
に委託するものであって、共通サーバ装置２とネットワーク管理サーバ装置７との間にも
契約関係がある。したがって、共通サーバ装置２は、他の専用基幹ネットワークおよびそ
のネットワーク管理サーバ装置とも、前述の専用基幹ネットワーク５およびそのネットワ
ーク管理サーバ装置７と全く同様の関係を持って接続されることが可能である。
【００２９】
　この実施の形態の場合、共通サーバ装置２から見たときには、個々の会員端末１に対し
ては、特定の専用基幹ネットワークを割り当てて、各会員端末１からの共通サーバ装置２
へのアクセスは、必ず、その会員端末用に割り当てた専用基幹ネットワークを通るように
管理するのであるが、会員端末１から見た場合には、共通サーバ装置２とネットワーク管
理サーバ装置７との間の契約関係は全く無関係であるので、会員端末１は、単に共通サー
バ装置２だけにアクセスして共通サーバ装置２だけにより管理されているようになる。
【００３０】
　このようなネットワーク管理構成によれば、例えば、共通サーバ装置２に個々のネット
ワーク管理サーバ装置７が備えるサービス機能をすべて持たせるようにすることにより、
会員端末１の使用者は、各個のネットワーク管理サーバ装置７が備える種々のサービスを
受けるために、個々のネットワーク管理サーバ装置７に対して契約するのではなく、共通
サーバ装置２と契約関係を生じさせるだけで、この共通サーバ装置２が持つ種々のサービ
スを受けられるようになり、非常に便利である。
【００３１】
　そして、共通サーバ装置２は、公衆回線網９に接続され、後述するように、会員端末１
が、この公衆回線網９に接続されるファクシミリ端末やパーソナルコンピュータなどの通
信端末１０との間で通信データの送受を行うことができるようにするための機能を備えて
いる。
【００３２】
　さらに、この実施の形態においては、共通サーバ装置２は、会員端末１に対して、情報
提供サービスを行えるように構成されていると共に会員端末１はこの情報提供サービスを
受ける機能を備えて構成されている。このため、共通サーバ装置２に対しては、提供情報
のデータベースの一部となる記憶部を備える。また、共通サーバ装置２は、コンテンツ提
供装置１１と接続されており、このコンテンツ提供装置１１から、会員への提供情報のデ
ータベースの一部となる情報を取得して、会員端末１に提供するようにする。
【００３３】
　コンテンツ提供装置１１は、会員に提供する情報として、それぞれ固有の提供情報を有
する提供会社が備えるもので、共通サーバ装置２を有するサービス会社との契約により、
共通サーバ装置２を通じて会員端末１に、その情報を提供するものである。図１では、コ
ンテンツ提供装置１１は、１個だけ示したが、通常、複数個のコンテンツ提供装置１１が
共通サーバ装置２に接続されるものである。
【００３４】
　また、共通サーバ装置２とコンテンツ提供装置１１との接続態様は、専用線を通じて接
続される場合と、インターネットなどのネットワークを通じて接続される場合とがある。
【００３５】
　この実施の形態においては、携帯無線通信端末１の使用者と、共通サーバ装置２の所有
会社との契約が行われると、前述したように、携帯無線通信端末１は会員端末１となる。
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例えば、会員端末１を使用者が購入することが、共通サーバ装置２に対する契約関係の発
生とするようにすることができる。
【００３６】
　すなわち、携帯無線通信端末を会員端末１として使用者が購入するときに、その会員端
末１には、前述したように、各端末ごとの特定の専用基幹ネットワークを通じた共通サー
バ装置２のアドレス情報が予め与えられ、不揮発性メモリに格納される。また、この不揮
発性メモリには、会員端末であることを示す会員情報として、識別情報やパスワードが格
納される。
【００３７】
　ただし、この共通サーバ装置２のアドレス情報や会員情報の会員端末１への書き込み登
録は、会員端末１の購入時に、端末販売員や購入者が行ってもよいが、予め、会員端末１
に登録しておくとよい。その場合には、アドレスを入力する操作が全く不要となるので、
使用者には共通サーバ装置を意識させずに、会員端末１を利用させるようにすることがで
きる。
【００３８】
　そして、後述もするように、会員端末１で、ファクシミリ通信や電子メール通信の処理
が開始されるとき、それに先立ち、前記の予め記憶されているアドレス情報および会員情
報を用いて、会員端末１は、自動的に共通サーバ装置２に接続する処理を実行するもので
ある。
【００３９】
　この実施の形態においては、会員端末１は、携帯性に優れ、また、その通信機能および
その関連機能を、共通サーバ装置２と協働することにより、実現するものである。
【００４０】
　すなわち、会員端末１は、大容量のメモリを有しない。その代わりに、共通サーバ装置
２が、各会員端末１用のメモリあるいはメモリエリアを備える。また、会員端末１は、必
要最小限の処理のためのアプリケーション（マイクロコンピュータのソフトウエア）を除
き、種々の機能を実現するためのアプリケーションを、共通サーバ装置２に委ねるように
している。すなわち、会員端末１において、使用者が、目的とする機能を得るための要求
に相当する、例えばキー操作を行うと、その要求が共通サーバ装置２に送られ、共通サー
バ装置２で当該機能のアプリケーションが実行される。そして、そのアプリケーションで
の処理結果が、会員端末１に送られてくる。
【００４１】
　以上が、この発明の実施の形態のネットワーク構成の概要であるが、より具体的な構成
について以下に説明する。
【００４２】
　図２は、上述した図１の通信ネットワークシステムの概念構成を、より具体化したもの
である。この場合、会員端末１は、ＰＨＳ電話端末と、データ通信機能を備えるＰＤＡ（
パーソナル・デジタル・アシスタンツ）との複合機の構成を有し、ＰＨＳ電話機能のほか
に、後述するように、ファクシミリ通信機能、電子メール通信機能を備えると共に、共通
サーバ装置２に蓄積されたサービスコンテンツのうちからの情報の提供を受ける機能を備
えている。
【００４３】
　無線基地局６が接続される携帯無線通信端末用のネットワーク３は、この例では、ＰＨ
Ｓ／ＩＳＤＮ網３ｎである。したがって、会員端末１は、無線基地局６－ＰＨＳ／ＩＳＤ
Ｎ網３ｎ－無線基地局６を通じて、他の会員端末１または会員以外のＰＨＳ端末と電話通
信ができると共に、無線基地局６－ＰＨＳ／ＩＳＤＮ網３ｎを通じて一般加入電話端末と
電話通信ができる。
【００４４】
　専用基幹ネットワーク５は、この例では、ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバ
イダー）が管理するネットワークとされる。すなわち、５Ｎは、そのＩＳＰバックボーン
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、つまり、ＬＡＮなどのネットワークであり、このＩＳＰバックボーン５ＮとＰＨＳ／Ｉ
ＳＤＮ網３ｎとは、ＰＨＳ用の３２ｋビット／秒の伝送速度の業界標準方式であるＰＩＡ
ＦＳ（ＰＨＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｆｏｒｕｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）用の
アクセスポイント４Ｐを通じて接続されている。
【００４５】
　また、５ＮはこのＩＳＰ用のルータであり、これを介して、ＩＳＰバックボーン５Ｎと
、ネットワーク管理サーバ装置７に対応するＩＳＰサーバ装置７Ｉと、共通サーバ装置２
とが接続される。
【００４６】
　ＩＳＰサーバ装置７Ｉは、共通サーバ装置２側の委託により、前述したように、会員端
末１からのアクセスがあったときに、その認証をとる。すなわち、ＩＳＰサーバ装置７Ｉ
には、このＩＳＰサーバ装置７Ｉを経由して共通サーバ装置２にアクセスする会員端末１
の会員情報、例えば会員識別情報（会員ＩＤ）やパスワードなどが予め登録されており、
ＩＳＰサーバ装置７Ｉは、当該ＩＳＰバックボーン５Ｎに接続された端末に対するアクセ
スがあったときに、そのアクセスをしてきた端末が、当該ＩＳＰバックボーン５Ｎを通じ
て共通サーバ装置２に接続すべき会員端末１であるか否かの認証を行い、会員端末１であ
れば、そのアクセスをルータ５Ｒを通じて共通サーバ装置２に着信させる。そして、ＩＳ
Ｐサーバ装置７Ｉは、当該会員端末１のアクセスの履歴（ログ）を共通サーバ装置２に送
る。
【００４７】
　なお、コンテンツ提供装置１１は、この例では、インターネット８を通じて共通サーバ
装置２に接続され、共通サーバ装置２が必要なときに、このコンテンツ提供装置１１から
提供すべき情報をインターネット８を通じて取得して、会員端末１に提供するようにする
。なお、前述もしたように、コンテンツ提供装置１１は、インターネット８を通じてでは
なく、専用線を通じて共通サーバ装置２と接続するようにすることもできる。また、ＩＳ
Ｐサーバ装置７Ｉもコンテンツ提供装置となることもできる。
【００４８】
　［共通サーバ装置２の構成］
　図３は、共通サーバ装置２の一実施の形態の構成を示すブロック図である。この図３に
示すように、共通サーバ装置２は、マスターサーバ２１と、メールサーバ２２と、ファク
シミリサーバ２３と、着信通知サーバ２４と、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａ
ｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）Ｄサーバ２５と、コンテンツサーバ２６と、コンテンツ
用Ｐｒｏｘｙサーバ２７とが、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）により接続されて
構成されている。
【００４９】
　マスターサーバ２１は、会員データの管理、コンテンツオプション等の申し込み、解約
処理やネットワーク全体の管理メンテナンスを行う。マスターサーバ２１は、前述した会
員ＩＤやパスワードなどの会員識別情報を含む会員データ（ユーザ情報）などを記憶する
メモリ２１Ｍを備える。
【００５０】
　メールサーバ２２は、主としてメールサービスの管理・運用を行うものであり、ＰＯＰ
（Ｐｏｓｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ機能を実装しており、会員端末１
とのインターフェース処理を行う。そして、メールサーバ２２は、会員端末用のメールボ
ックスと呼ばれるメモリ２２Ｍを備える。メールボックス２２Ｍは、各会員端末１のそれ
ぞれ毎に区分けされたメモリエリアを備え、各会員端末宛ての電子メールの受信データを
、各会員端末毎に蓄える。
【００５１】
　なお、この実施の形態では、後述するように、ある会員端末から他の会員端末宛てに送
信された、イメージデータ（画像データ）を含まないテキストデータ形式のファクシミリ
データも、このメールボックス２２Ｍの前記他の会員端末用のメモリエリアに、電子メー
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ルデータとして蓄えられる。
【００５２】
　ファクシミリサーバ２３は、ファクシミリ通信機能のアプリケーションを実行する。会
員端末１とのインターフェース用にメールサーバ機能を実装し、また、Ｇ３ファクシミリ
用のＰＳＴＮ（公衆交換電話網）通信回線機能も実装し、ＩＳＤＮ網９に接続されている
。また、ファクシミリデータとしての画像データを記憶するファクシミリボックス（以下
ＦＡＸボックスという）と呼ばれるメモリ２３Ｍを備える。ＦＡＸボックス２３Ｍも、各
会員端末毎に区分けされたメモリエリアを備え、各会員端末宛ての、イメージデータを含
むファクシミリ受信データを各会員端末１毎に蓄える。
【００５３】
　着信通知サーバ２４は、電子メールやファクシミリの着信が会員端末宛てにあった場合
に、ＩＳＤＮ回線（ＩＳＤＮ網９）を通じて、各会員端末１に通知するためのものである
。
【００５４】
　ＨＴＴＰＤサーバ２５は、会員端末１とのインターフェースを制御する。会員端末１が
、この共通サーバ装置２に接続されている場合のすべての処理は、このサーバ２５を経由
して各機能サーバに接続される。
【００５５】
　コンテンツサーバ２６は、共通サーバ装置２が提供するコンテンツ情報処理用のサーバ
である。このサーバ２６は、提供するコンテンツ情報用として、２つのメモリ２６Ａ，２
６Ｂを備える。その一つのメモリ２６Ａは、予めこのサーバ２６内に提供する情報を保持
するためのものである。もう一つのメモリ２６Ｂは、この共通サーバ装置２内には、提供
する情報を保持せず、利用時に、インターネット経由でデータを取得したものを格納する
ためのものである。
【００５６】
　コンテンツ用Ｐｒｏｘｙサーバ２７は、コンテンツデータを、インターネットを経由し
て、外部から取得するために使用される。Ｐｒｏｘｙサーバ２７は、図示しないファイア
ウォールと共に機能させることによって、外部からの不正なアクセスを防御しながら、フ
ァイアウォールの内側から自由に外部にアクセスできる環境を作っている。
【００５７】
　以上のように、共通サーバ装置２は、電子メール通信やファクシミリ通信を実行するア
プリケーションを備えるほか、会員端末１が要求する機能を実行するためのアプリケーシ
ョンを備えるものである。
【００５８】
　［会員端末１について］
　次に、会員端末１について説明する。図４は、会員端末１の外観の一例であり、また、
図６は、この会員端末１の内部回路構成の一例である。前述もしたように、この例の会員
端末１は、ＰＨＳ電話機能と、ファクシミリ通信および電子メール通信機能と、情報提供
サービスを受けるデータ通信機能を備える複合端末の構成を有するものである。
【００５９】
　この実施の形態の会員端末１は、図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示すように、端末本体
１００に対して開閉可能のカバーパネル１０１を備え、このカバーパネル１０１を閉じた
図４（Ａ）の状態では、ＰＨＳ電話端末として動作する電話モードになり、カバーパネル
１０１を開いた図４（Ｂ）の状態では、ファクシミリ通信機能と、電子メール通信機能と
、情報提供サービス受信機能とを得ることができるデータ通信モードになる。このモード
切り換えのために、図示しないが、カバーパネル１０１の開閉を検知するセンサが設けら
れている。
【００６０】
　このセンサとしては、例えばカバーパネル１０１の内側に突起を設けると共に、これと
対応する本体１００側の位置に押圧スイッチを設け、カバーパネル１０１の前記突起によ
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り、機械的に本体１００側の押圧スイッチを押圧する機械的なセンサを用いる。
【００６１】
　また、カバーパネル１０１と本体１００との一方に、磁石を設け、他方に感磁性素子か
らなるスイッチを設ける構成のセンサスイッチを用いるようにしてもよい。
【００６２】
　そして、会員端末１は、図４（Ｂ）に示すように、カバーパネル１０１を開けた状態の
ときに現れる本体１００側の面に、大型のメインＬＣＤ（液晶ディスプレイ）１０５Ｍを
備え、このメインＬＣＤ１０５Ｍの表示面に、通信文、メニュー、受信ファクシミリリス
トや受信電子メールリストなどを表示することができる。
【００６３】
　カバーパネル１０１の表側には、図４（Ａ）に示すように、電話用（ダイヤル用）のテ
ンキー１０２が設けられていると共に、小さいサイズのサブＬＣＤ１０５Ｓが設けられて
いる。１０３は、ＰＨＳ用のアンテナである。
【００６４】
　そして、カバーパネル１０１を閉じた図４（Ａ）の状態では、例えば透明プラスチック
板などからなるＬＣＤ窓１０４を通じてＬＣＤ１０５の表示面が臨めるようにされる。こ
の場合、カバーパネル１０１を閉じた電話モードにおいて、待ち受け状態のときには、サ
ブＬＣＤ１０５Ｓのみが表示状態となり、メインＬＣＤ１０５Ｍは消灯状態となっている
。
【００６５】
　そして、電話モードにおいて、例えば発呼をするときには、メインＬＣＤ１０５Ｍが表
示可能状態となる。しかし、この場合に、ＬＣＤ表示窓１０４から臨める部分だけに表示
が行われるように、メインＬＣＤ１０５Ｍが表示制御されている。そして、ＬＣＤ表示窓
１０４から臨める部分に、使用者により入力された電話番号などが表示されるようにされ
る。
【００６６】
　図５は、電話モードでカバーパネル１０１において使用者が観視する表示部の様子を示
すもので、図５（Ａ）は待ち受け状態でのサブＬＣＤ１０５Ｓおよび表示窓１０４での表
示状態の例を示し、また、図５（Ｂ）は発呼時のサブＬＣＤ１０５Ｓおよび表示窓１０４
での表示状態の例を示すものである。
【００６７】
　この場合、この図５において、サブＬＣＤ１０５Ｓに表示される各マーク（文字を含む
）２０１～２０７は、それぞれ、それらマークが表示されることにより、次のような意味
内容を示すものである。
【００６８】
　すなわち、マーク２０１は、会員端末１が電波が届く場所に在って、受けている電波の
強さを示すものであり、電波の強さに応じて表示内容が変化する。例えば、アンテナマー
クの右のバーが強さによって変化する。マーク２０２は、会員端末１が公衆モードで使用
されていることを示す。マーク２０３は、会員端末１が電波の届かない場所に在ることを
示す。マーク２０４は、電池の残量を示すもので、残量に応じて表示態様が変わる。
 
【００６９】
　マーク２０５は、自己の端末宛てのファクシミリ着信があることを示すファクシミリ着
信マークで、後述するように共通サーバ装置２からのファクシミリ着信通知を受けて表示
される。また、マーク２０６は、自己の端末宛ての電子メールの着信があることを示す電
子メール着信マークで、共通サーバ装置２からの電子メール着信通知を受けて表示される
。マーク２０７は、端末１の電話着信の使用者への報知態様がベル鳴動ではなく、振動に
よるものとなっていることを示すものである。
【００７０】
　カバーパネル１０１を開くと、サブＬＣＤ１０５Ｓの表示は、使用者には見えなくなる
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ので、会員端末１がデータ通信モードになると、サブＬＣＤ１０５Ｓは消灯状態になり、
メインＬＣＤ１０５Ｍが表示可能状態になる。そして、それまでサブＬＣＤ１０５Ｓに表
示されていた前記マーク２０１～２０７は、メインＬＣＤ１０５Ｍの、サブＬＣＤ１０５
Ｓに対応する表示エリアに表示されるように制御される。
【００７１】
　この実施の形態の会員端末１においては、メインＬＣＤ１０５Ｍの表面には透明のタッ
チパネル１０６が貼付されており、カバーパネル１０１の裏側に、図４（Ｂ）のように取
り外し自在に取り付けられているペン１０７によるタッチ操作や、手書き文字入力を受け
付ける機能を備えるようにしている。
【００７２】
　また、カバーパネル１０１の裏側には、メニューキーＫ１、オンライン接続キーＫ２、
機能キーＫ３、…などの複数個のキー釦１０８が、ダイレクトキーとして設けられている
。さらに、メインＬＣＤ１０５Ｍの右横には、回動キーと押しボタンキーとの２つの機能
を合わせ持つジョグダイヤルキー１０９が設けられる。このジョグダイヤルキー１０９を
回動キーとして回動操作したときには、例えばメニューなどにおける項目選択動作が行え
、また、押しボタンキーとして押下操作したときには、選択された項目の決定入力を意味
するものとして扱われる。
【００７３】
　次に、図６の会員端末１の回路ブロックについて説明する。
　この例の会員端末１は、大きく分けて、通信機能部１１０と、制御部１２０とからなる
。
【００７４】
　通信機能部１１０は、アンテナ１１１と、ＲＦ処理部１１２と、送受信データ処理部１
１３と、マイクロホンアンプ１１４と、スピーカアンプ１１５と、マイクロホン１００Ｍ
Ｃと、スピーカ１００ＳＰとからなる。
【００７５】
　制御部１２０は、マイクロコンピュータにより構成されており、ＣＰＵで構成されるシ
ステムコントロール部１２１と、ＲＯＭ１２２と、ＤＲＡＭ１２３と、書き換え可能な不
揮発性メモリとしてのフラッシュメモリ１２４とを備えている。
【００７６】
　システムコントロール部１２１には、カバーパネル１０１の開閉に応じてオン・オフす
る前述したようなセンサスイッチＳＷが接続されており、このセンサスイッチＳＷのオン
・オフにより、カバーパネル１０１が開状態か、閉状態かをシステムコントロール部１２
１は検知し、カバーパネル１０１が閉状態のときには、当該会員端末１をＰＨＳ電話用端
末として制御する電話モードとする。また、カバーパネル１０１が開状態のときには、当
該会員端末１を、ファクシミリ通信用、メール通信用、共通サーバ装置２から提供される
情報の再生用などの端末として制御するデータ通信モードとする。
【００７７】
　システムコントロール部１２１には、また、テンキー１０２のキースイッチ群や、カバ
ーパネル１０１の裏側に設けられたキー釦１０８のスイッチ群の状態を示す情報が入力さ
れるようにされており、システムコントロール部１２１は、使用者によりキー操作がなさ
れたとき、それがテンキー１０２やキー釦１０８のいずれかであるかを検知し、その検知
したキーに応じた処理を実行するようにする。
【００７８】
　また、システムコントロール部１２１には、メインＬＣＤドライバ１２５およびサブＬ
ＣＤドライバ１２８が接続され、後述するＲＯＭ１２２のプログラムおよび表示データを
用いてメインＬＣＤ１０５ＭおよびサブＬＣＤ１０５Ｓに、前述したマーク表示や、その
他の所定の表示画像を表示するようにする。
【００７９】
　また、システムコントロール部１２１には、使用者への、電話の着信通知のためのブザ
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ー１２７やＬＥＤ（発光ダイオード）１２６が接続されている。
【００８０】
　ＲＯＭ１２２には、共通サーバ装置２との接続のためのシーケンスを制御するプログラ
ムや、共通サーバ装置２からの着信通知を受けた場合の制御プログラムや、ＰＨＳ電話通
信のための制御プログラム、ファクシミリ送信のための制御プログラム、メール送信のた
めの制御プログラム、ファクシミリデータやメールデータを受信するための制御プログラ
ムなどの会員端末１での通信のために最低限必要な通信アプリケーションプログラムと、
メインＬＣＤ１０５ＭやサブＬＣＤ１０５Ｓを表示制御するプログラムやメニュー表示な
どのための表示データ、その他が記憶されている。
【００８１】
　ＤＲＡＭ１２３は、後述するように、共通サーバ装置２から取得した受信データを一時
的に蓄えたり、その他、ワークエリアとして使用するメモリを領域を備えるものである。
【００８２】
　フラッシュメモリ１２４には、前述したように、共通サーバ装置２に対してＩＳＰサー
バ装置７Ｉを通じて会員端末１から自動接続するためのネットワーク上のアドレス情報が
予め格納されている。また、このフラッシュメモリ１２４には、当該会員端末１が共通サ
ーバ装置２と契約関係のある端末であって、ファクシミリ通信サービスや電子メールサー
ビス、また、情報提供サービスを共通サーバ装置２から受けることができる端末であるこ
とを示すと共に、各会員端末を識別するための会員ＩＤやパスワードなどの会員識別情報
も記憶されている。
【００８３】
　この会員識別情報は、前述もしたように、共通サーバ装置２のメインサーバ２１にも記
憶されて共通サーバ装置２においても管理されている。また、ＩＳＰサーバ装置７Ｉも、
この会員情報によりアクセスしてきたのが会員であるか否かの認証を行うものである。
【００８４】
　さらに、また、このフラッシュメモリ１２４には、ＤＲＡＭ１２３に一時的に蓄えた受
信データの内の、特に保存しておきたいデータを格納する領域を備えている。
【００８５】
　以上のような構成を備える会員端末１の動作を、関連する共通サーバ装置の動作も含め
て、以下に説明する。
【００８６】
　［ＰＨＳ電話モードについて］
　まず、ＰＨＳ電話モードについて説明する。カバーパネル１０１を閉じた状態で、テン
キー１０２を用いて、相手方の電話番号をダイヤル入力すると、発呼がなされる。また、
カバーパネル１０１を閉じた状態で、ＰＨＳ電話端末としての当該会員端末１に電話の着
信があると、それがブザー１２７により使用者に知らされ、使用者が応答すると、その電
話着信を受けることができ、通話状態になる。
【００８７】
　なお、カバーパネル１０１を開いた状態で電話着信があったときには、図示しないが、
会員端末１に設けられている通話キーを押すことにより、いつでも通話が可能である。た
だし、通話は、カバーパネル１０１を閉じた状態で行うようにする。
【００８８】
　そして、会員端末１は、このＰＨＳ電話通話時には、システムコントロール部１２１か
らの制御を送受信データ処理部１１３が受けながら、送話信号を送信し、また、受話信号
を受信する。
【００８９】
　すなわち、マイクロホン１００ＭＣからの音声信号がアンプ１１４を介して送受信デー
タ処理部１１３に供給されて送信データに変換され、ＲＦ処理部１１２を通じ、アンテナ
１１１を通じて無線基地局６に対して送信されると共に、無線基地局６よりの相手側から
の通話音声のデータがアンテナ１１１で受信され、その受信データが送受信データ処理部
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１１３で処理されて、相手の通話音声信号が復元され、それがアンプ１１５を通じてスピ
ーカ１００ＳＰに供給されて放音される。
【００９０】
　なお、この電話モードの待ち受け状態において共通サーバ装置２からのＩＳＤＮ網９（
ＰＨＳ／ＩＳＤＮ網３ｎと一部重複）を通じての疑似着呼による着信通知があると、前述
したサブＬＣＤ１０５Ｓに、ファクシミリまたは電子メールの着信通知マーク２０５また
は２０６を表示して、使用者にこれらファクシミリまたは電子メールの着信が報知される
。
【００９１】
　［データ通信モードについて］
　次に、データ通信モードについて説明する。この通信モードにおいては、ファクシミリ
機能、電子メール機能、ＷＷＷブラウザ機能、メモ機能などを会員端末１は、実現できる
ように構成されている。これらの機能の一覧メニューは、キー釦１０８の内のメニューキ
ーを操作することにより、メインＬＣＤ１０５Ｍの画面上に表示される。そして、使用者
が、このメインＬＣＤ１０５Ｍの画面に表示される一覧メニューから、ジョグダイヤルキ
ー１０９の回動操作および押下操作により希望する機能を選択して、決定することにより
、会員端末１は、その機能を実行するモードの状態になる。
【００９２】
　この実施の形態の会員端末１において、ファクシミリデータの送信および受信をする場
合、また、電子メールの送信および受信をする場合は、すべて共通サーバ装置２を介して
処理される。
【００９３】
　そして、会員端末１と共通サーバ装置２との間でのデータのやり取りにおいては、ファ
クシミリ通信方式としての既定の通信方式に関係なく、すべてネットワーク３およびネッ
トワーク５に適合する通信方式によって行うようにする。すなわち、この実施の形態の場
合には、ファクシミリデータと電子メールデータとは、インターネットで電子メールを転
送するのに用いられる標準的な手順であるＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎ
ｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用い、また、ＷＷＷブラウザ機能における共通サーバ装
置２からの提供情報は、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）を用い、ＰＨＳ網を利用したＰＩＡＦＳ方式により、会員端末１と共通サーバ
装置２との間で送信データおよび受信データをやり取りする。
【００９４】
　なお、ＷＷＷブラウザ機能における共通サーバ装置２と会員端末１との間でやり取りす
るデータは、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で作
成される。
【００９５】
　この場合、会員端末１においては、送信データは、ＤＲＡＭ１２３に一時格納され、送
信実行によりシステムコントロール部１２１により読み出されて、前述の通信プロトコル
およびデータ形式で、送受信データ処理部１１３、ＲＦ処理部１１２、アンテナ１１１を
順次介して無線送信される。
【００９６】
　また、共通サーバ装置２からの受信データは、アンテナ１１１で受信され、ＲＦ処理部
１１２、送受信データ処理部１１３を通じて、システムコントロール部１２１によりＤＲ
ＡＭ１２３に一時格納される。そして、システムコントロール部１２１の制御により、メ
インＬＣＤドライバ１２５を通じてメインＬＣＤ１０５Ｍに表示データとして送られ、受
信データによる表示内容が表示される。
【００９７】
　メモ機能には、ペン１０７とタッチパネル１０６とを用いて入力を行う「手書きメモ」
と、メインＬＣＤ１０５Ｍの画面にキーボードを表示して、その表示キーボードを利用し
て文書を作成する「タイプメモ」とがある。そして、手書きメモとタイプメモのいずれの
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場合も、作成したイメージまたは文書をファクシミリデータとして送信できるように構成
されている。
【００９８】
　「手書きメモ」の場合には、使用者によってペン１０７が用いられて手書き入力された
文字や図形が、タッチパネル１０６を通じてイメージデータとして読み込まれ、ファクシ
ミリ送信用のバッファメモリに記憶される。この場合、イメージデータのデータ形式は、
ＳＭＴＰにより伝送可能なデータ形式とされる。例えばＧＩＦ（Ｇｒａｆｉｃｓ　Ｉｎｔ
ｅｒｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ）形式とされる。
【００９９】
　また、「タイプメモ」の場合には、メインＬＣＤ１０５Ｍの画面に、例えばアルファベ
ットのタイプ入力キーボタンがグラフィックスイメージとして表示されて、そのタイプ入
力キーがペン１０７や指で指示されることにより、文字入力がなされる。この場合には、
入力データはテキストデータ形式でファクシミリ送信用のバッファメモリに記憶される。
【０１００】
　手書きメモまたはタイプメモのいずれのモードの場合においても、メインＬＣＤ１０５
Ｍの画面上には、「ＦＡＸ送信（ファクシミリ送信）」のアイコンを含むメニューバーが
表示され、この「ＦＡＸ送信」のアイコンが例えばペンで選択されると、送信すべき相手
方端末の電話番号や、ファクシミリタイトルなどの入力モード画面になる。そして、相手
方端末の電話番号やタイトルの入力後、このモードのときに表示されている「送信」のア
イコンを選択すると、手書きメモあるいはタイプメモで作成されたイメージまたは文書が
ファクシミリデータとして送信される。
【０１０１】
　ただし、前述したように、この場合にファクシミリデータは電子メールデータとして共
通サーバ装置２に送信されるので、イメージデータおよび文書データはファクシミリ通信
のビットマップデータではなく、イメージデータは例えばＧＩＦ形式とされ、また、文書
データは、テキストデータ形式とされる。
【０１０２】
　そして、宛先が会員以外のときには、共通サーバ装置２が、受け取ったデータを、ビッ
トマップデータに変換して、当該会員以外の端末にファクシミリ送信する処理を実行する
。
【０１０３】
　一方、宛先が会員端末１であるときには、共通サーバ装置２は、受け取ったデータを、
テキストデータ形式やＧＩＦ形式のまま、宛先の各会員端末ごとに区分けして、メールボ
ックス２２ＭあるいはＦＡＸボックス２３Ｍに格納し、各会員端末１に対しては、着信通
知サーバ２４を通じて当該会員端末１宛ての着信があったことを通知する。この着信通知
は、ファクシミリデータ受信の場合だけでなく、電子メールのデータ受信のときにも行わ
れる。
【０１０４】
　そして、後述するように、共通サーバ装置２は、各会員端末１から自分宛てのファクシ
ミリ受信情報の取得要求があったときに、そのテキストデータ形式やＧＩＦ形式のまま、
ＳＭＴＰにより取得要求をしてきた会員端末１に転送するようにする。
【０１０５】
　機能一覧メニューからファクシミリ機能が選択されているときに、キー釦１０８のうち
のオンライン接続キーＫ２が押されると、その会員端末１は、共通サーバ装置２と接続す
るための処理を自動的に行う。すなわち、フラッシュメモリ１２４のアドレスデータおよ
び会員情報を用いて共通サーバ装置２と接続する要求を会員端末１は送出する。すると、
ネットワーク管理サーバであるＩＳＰサーバ７Ｉが当該アクセスしてきた端末が会員端末
であるかどうかの認証を前記会員情報により行い、会員端末であれば、共通サーバ装置２
に接続する処理を行う。
【０１０６】
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　共通サーバ装置２は、接続された会員端末を認識し、当該会員端末宛てに受信したファ
クシミリ受信データの一覧リストを作成し、当該会員端末１に送る。したがって、この例
では、オンライン接続キーＫ２は、受信データ一覧リストの要求キーの役割も有する。ま
た、この際に、共通サーバ装置２は、接続要求をしてきた会員端末１宛てのファクシミリ
着信および電子メール着信であって、いまだ当該会員端末１に通知していないものがあれ
ば、その着信通知を会員端末１に宛てて送る。
【０１０７】
　会員端末１は、共通サーバ装置２からの着信通知を受けて、メインＬＣＤ１０５Ｍに、
前述したファクシミリ着信表示マーク２０５および／または電子メール着信表示マーク２
０６を表示する。
【０１０８】
　また、会員端末１は、共通サーバ装置２からの、ファクシミリ受信データの一覧リスト
のデータを受信してＤＲＡＭ１２３に一時格納し、その一覧リストをメインＬＣＤ１０５
Ｍの画面に表示する。使用者は、ジョグダイヤルキー１０９やペン１０７を用いて、この
一覧リストから希望するファクシミリ受信データを選択することができる。希望するファ
クシミリ受信データの選択がなされ、「取り込み」のアイコンが選択されると、会員端末
１は、当該受信データの取得の要求を、共通サーバ装置２に送信する。
【０１０９】
　このファクシミリ受信データの取得要求を受けると、共通サーバ装置２は、要求された
ファクシミリ受信データを抽出して、ＳＭＴＰにより会員端末１に送る。会員端末１は、
受け取ったデータをＤＲＡＭ１２３に一時格納し、表示データに変換し、メインＬＣＤ１
０５Ｍの画面に表示する。したがって、使用者は、自分が必要なファクシミリデータを選
んで、メインＬＣＤ１０５Ｍの画面で見ることができる。
【０１１０】
　また、電子メール機能が選択されているときに、キー釦１０８のうちのオンライン接続
キーＫ２が押されたときも、ファクシミリ機能が選択されていた場合と同様にして、その
会員端末１は、共通サーバ装置２と接続するための処理を自動的に行う。そして、共通サ
ーバ装置２では、電子メールの受信データの一覧リストを作成し、当該会員端末１に送る
と共に、着信通知すべき受信データがあるときには、着信通知を当該会員端末１に送る。
【０１１１】
　会員端末１は、この一覧リストのデータを受信し、その一覧リストをメインＬＣＤ１０
５Ｍの画面に表示する。また、共通サーバ装置２からの着信通知を受けて、メインＬＣＤ
１０５Ｍに、前述したファクシミリ着信表示マーク２０５および／または電子メール着信
表示マーク２０６を表示する。
【０１１２】
　そして、使用者は、ジョグダイヤルキー１０９やペン１０７を用いて、電子メールの受
信データの一覧リストから希望する電子メールの受信データを選択することができる。希
望する電子メールの受信データの選択がなされ、「取り込み」のアイコンが選択されると
、会員端末１は、当該受信データの取得の要求を、共通サーバ装置２に送信する。
【０１１３】
　これを受けて、共通サーバ装置２は、要求された電子メールの受信データを抽出して、
ＳＭＴＰにより会員端末１に送る。会員端末１は、受け取ったデータをＤＲＡＭ１２３に
一時格納し、表示データに変換し、メインＬＣＤ１０５Ｍの画面に表示する。
【０１１４】
　この実施の形態では、受信データに関する関連情報に関しても、会員端末１が、その生
成処理や加工処理のためのアプリケーションを持つ必要はない。すなわち、前述したよう
に、ファクシミリ機能、あるいは、電子メール機能が選択され、オンライン接続キーＫ２
が押下されたときには、自己の会員端末宛てのファクシミリ受信データリストや電子メー
ル受信データリストが、共通サーバ装置２で生成されて送られてくる。そして、会員端末
１では、このリストから、見たい受信データを選択して見ることができる。
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【０１１５】
　ＷＷＷブラウザ機能が選択された状態で、オンライン接続キーＫ２が押された場合には
、前述と同様にして、共通サーバ装置２と会員端末１との間の接続処理がなされ、共通サ
ーバ装置２からは、共通サーバ装置２が提供することができる情報の一覧を含む、共通サ
ーバ装置２のいわゆるホームページが会員端末１に送られる。
【０１１６】
　そして、ホームページ中の提供可能な情報の中から、使用者が欲しい情報を選択すると
、その情報の要求が会員端末１から共通サーバ装置２に送られ、共通サーバ装置２は、そ
の要求に応じた情報を会員端末１に送る。会員端末１は、これを受信して、メインＬＣＤ
１０５Ｍの画面に表示する。これにより、使用者は、提供された情報を、ＬＣＤ１０５Ｍ
の画面を観視することができる。
【０１１７】
　［会員端末宛ての電子メールの受信データの取得］
　前述したように、通常は、データ通信モードにおいて、ファクシミリ機能あるいは電子
メール機能を選択して共通サーバ装置２に接続する操作をすると、受信データリストが共
通サーバ装置２から送られてくるので、このリストから取り込みたい受信データを指定し
て受信データ取得要求を送出することで、希望する受信データを取得することができる。
【０１１８】
　ところが、共通サーバ装置２に蓄積された自己宛ての電子メールの受信データが多数あ
る場合には、共通サーバ装置２から提供される電子メールの受信データの一覧リストに表
示される送信元の電子メールアドレスなどの情報も多くなり、電子メールの受信データの
一覧リストから目的とする送信元の電子メールアドレスを探し出すのに手間や時間が掛か
るようになる。
【０１１９】
　また、前述したように、電子メールアドレスは、アルファベットや記号などからなる多
文字の情報であり、類似するものが多いので、一覧リストに表示される電子メールアドレ
スが多くなってくると、目的とする送信元の電子メールアドレスと、その他の送信元の電
子メールアドレスとを間違えたり、目的とする送信元の電子メールアドレスを見落とすな
どの不都合が発生する。
【０１２０】
　そこで、この実施の形態においては、会員端末１において、電子メールアドレスを構成
する属性情報であるユーザＩＤ、ドメイン名、サブドメイン名のうち、少なくとも１つを
指定する。そして、共通サーバ装置２に蓄積されている電子メールの受信データに付加さ
れている送信元の電子メールアドレスが、この指定した属性情報に一致する属性情報を有
する電子メールの受信データを、共通サーバ装置２において検索し、検索の結果得られた
受信データの一覧リストを共通サーバ装置２から会員端末１に提供する。そして、会員端
末１は、指定した属性情報によって絞り込まれたメールリストを通じて、目的とする送信
元からの電子メールの受信データを共通サーバ装置２から取得することができるようにさ
れている。
【０１２１】
　このような検索処理は、会員端末１において、電子メール機能を選択し、かつ、共通サ
ーバ装置２に接続して電子メールに受信データの一覧リスト（以下メールリストという）
を取得してそれを表示している状態にあり、会員端末１と共通サーバ装置２とが接続状態
にあるときに実行可能とされる。つまり、検索処理は、後述もするように、メールリスト
の表示画面から移行可能な処理の１つとして提供されている。
【０１２２】
　［メールリストの取得およびメールリストから移行可能な処理について］
　図７および図８の流れ図を参照して、使用者がメールリストを取得し、このメールリス
トを通じて電子メールの受信データを利用する場合の手順について説明する。
【０１２３】
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　使用者は、会員端末１がデータ通信モードにあるときに、メインＬＣＤ１０５Ｍに表示
されている機能一覧メニューから電子メール機能が選択され、オンライン接続キーＫ２が
押下されると（手順Ｓ１）、会員端末１は、前述したようにして、共通サーバ装置２と接
続するための処理を自動的に行う（手順Ｓ２）。すなわち、フラッシュメモリ１２４に記
憶されている自己の会員端末１の会員識別情報と、ＩＳＰサーバ装置７Ｉを通じた共通サ
ーバ装置２への接続のためのアドレスデータとを用いて、共通サーバ装置２と接続する要
求を会員端末１は送出する。
【０１２４】
　この接続要求に対して、ネットワーク管理サーバであるＩＳＰサーバ７Ｉが当該アクセ
スしてきた端末が会員端末であるかどうかの認証を、接続要求に含まれる会員端末である
か否かの会員識別情報やパスワードを用いて行い（手順Ｓ３）、会員端末であれば、共通
サーバ装置２に接続する処理を行う（手順Ｓ４）。
【０１２５】
　すると、共通サーバ装置２は、会員端末１からの接続要求を受け取り、接続された会員
端末がいずれの会員端末であるかを認識する（手順Ｓ５）。そして、共通サーバ装置２は
、接続要求元の当該会員端末１宛ての電子メール受信データの一覧リストであるメールリ
スト作成し（手順Ｓ６）、作成したメールリストを要求元の会員端末１に送る（手順Ｓ７
）。したがって、この例では、オンライン接続キーＫ２は、メールリストの要求キーの役
割も有する。
【０１２６】
　そして、図８に示すように、会員端末１では、共通サーバ装置２から送信されてくるメ
ールリストを受信してＤＲＡＭ１２３に格納し（手順Ｓ８）、ＤＲＡＭ１２３に格納した
メールリストをメインＬＣＤ１０５Ｍに表示する（手順Ｓ９）。
【０１２７】
　図９は、会員端末１のメインＬＣＤ１０５Ｍに表示されるメールリストの表示例である
。すなわち、各受信データは、図示のように、送信元の電子メールアドレス、受信した日
付、タイトルを１行としてリスト表示される。この場合、メールリストは、共通サーバ装
置２において受信した日付順（受信日時順）で表示される。
【０１２８】
　そして、この実施の形態では、会員端末１がそれまでに１度も取得していない受信デー
タ（未受信データ）については、それを知らせる情報が共通サーバ装置２からのリスト情
報に含まれており、この未受信データには、「未受」の欄に★印が、図示のように付加さ
れる。
【０１２９】
　また、このリスト表示画面においては、次の処理機能を示すタグ（アイコンボタンに相
当）３０１～３０５が表示されている。使用者が、処理機能を選択して例えばペン１０７
やジョグダイヤルキー１０９により、タグ３０１～３０５のいずれかの位置を指示するこ
とにより、タグ３０１～３０５に表示されている内容の処理機能が実行される。
【０１３０】
　この実施の形態においては、ペン１０７やジョグダイヤルキー１０９を操作し、処理の
対象となる電子メールの受信データの行にカーソルを合わせることにより、表示、取り込
み、削除などの処理の対象となる受信データを選択する受信データの選択入力や、タグ３
０１～３０５の選択入力を受け付ける（手順Ｓ１０）。なお、図９の例では、カーソル位
置は、アンダーラインを付した行であって、行の右横に矢印を付して示している。図９で
は、「７．」の行がカーソルで指示されている。
【０１３１】
　次に、会員端末１は、メールリストの表示画面から移行可能な他の処理を指示する操作
があったか否かを判別し（手順Ｓ１１）、当該操作があれば、その指示された処理を実行
する（手順Ｓ１２）。つまり、メールリストの表示画面において、タグ３０１の［検索］
、タグ３０２の［表示］、タグ３０３の［取り込み］、タグ３０４の［指定項目削除］の
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いずれかがペン１０７やジョグダイヤルキー１０９で選択指示操作された場合には、選択
指示された各タグに応じた処理を実行する。
【０１３２】
　この実施の形態においては、タグ３０１の［検索］、タグ３０２の［表示］、タグ３０
３の［取り込み］、タグ３０４の［指定項目削除］に対応して、検索、表示、取り込み、
削除の各処理を行うためのいわゆるサブルーチンが用意されており、手順Ｓ１２において
は、選択されたタグ３０１～３０４に応じた処理のサブルーチンが実行されて、検索、表
示、取り込み、削除などの各処理が行われる。そして、選択されたタグに応じた処理が終
了すると、手順Ｓ９からの処理が繰り返され、メールリストを通じての各処理が可能とさ
れる。
【０１３３】
　また、前記移行処理への指示がなかったときには、タグ３０５の［回線切断］が選択指
示されたか否か判別し（手順Ｓ１３）、当該タグ３０５の［回線切断］が選択指示された
場合には、共通サーバ装置２との回線切断を実行し（手順Ｓ１４）、図７、図８に示した
処理を終了する。
【０１３４】
　このように、この実施の形態においては、会員端末１において、電子メール機能が選択
され、オンライン接続キーＫ２を押下することにより、共通サーバ装置２から電子メール
の受信データの一覧リストであるメールリストの提供を受けて、当該会員端末１宛ての電
子メールの受信データを対象として、検索、表示、取り込み、削除などの処理を行うこと
ができるようにされている。
【０１３５】
　［メールリストからの受信データの取り込み処理など］
　図８に示した手順Ｓ１０において、処理の対象となる電子メールの受信データが選択指
示されると共に、タグ３０３の［取り込み］が選択指示された場合には、カーソルが位置
付けら電子メールの受信データの取り込み処理が、図８に示した手順Ｓ１２において実行
される。
【０１３６】
　図１０は、メールリストを通じての電子メールの受信データの取り込み処理を説明する
ためのフローチャートである。この電子メールの取り込み処理は、前述のように、図７、
図８を用いて説明した処理の手順Ｓ１２において実行可能とされる処理の１つである。
【０１３７】
　会員端末１のメインＬＣＤ１０５に表示されたメールリストの表示画面において、処理
の対象となる電子メールの受信データが選択指示され、タグ３０３の［取り込み］が選択
指示されると、会員端末１は、メールリスト上においてカーソルが位置付けられている受
信データの送信要求を生成して、共通サーバ装置２に送信する（手順Ｓ２１）。
【０１３８】
　共通サーバ装置２は、会員端末１からの送信要求を受信して解析し（手順Ｓ２２）、こ
の送信要求に応じた電子メールの受信データをメールボックス２２Ｍから抽出する（手順
Ｓ２３）。そして、抽出した電子メールの受信データを要求元の会員端末１に送信する（
手順Ｓ２４）。
【０１３９】
　会員端末１は、共通サーバ装置２からの電子メールの受信データを受信して、これをＤ
ＲＡＭ１２３に格納し（手順Ｓ２５）、この受信データの取り込み処理を終了する。そし
て、前述した図８の示す手順Ｓ１２の処理に戻り、手順Ｓ９からの処理が繰り返される。
【０１４０】
　これにより、会員端末１の使用者が要求した電子メールの受信データが共通サーバ装置
２から会員端末１に取り込まれ、会員端末１において、メインＬＣＤ１０５Ｍに表示する
などして利用することができるようにされる。
【０１４１】
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　また、ペン１０７やジョグダイヤルキー１０９を操作して、処理の対象となる電子メー
ルの受信データの行にカーソルを合わせ、タグ３０２の［表示］をペン１０７やジョグダ
イヤルキー１０９で選択指示操作すると、カーソルが位置付けられた受信データが、ＤＲ
ＡＭ１２３に取り込まれている場合には、これをＤＲＡＭ１２３から読み出して、メイン
ＬＣＤ１０５Ｍに表示することができるようにされる。
【０１４２】
　同様にして、処理の対象となる電子メールの受信データを選択指示し、タグ３０４の［
指定項目削除］を選択指示すると、カーソルが位置付けられた電子メールの受信データの
削除要求を生成し、これを共通サーバ装置２に送信する。これにより、不要になった電子
メールの受信データを共通サーバ装置２のメールボックス２２Ｍから削除することができ
るようにされる。
【０１４３】
　また、複数件の受信データの取得や削除を同時に要求することもできる。その場合には
、カーソルを指定する受信データの行に合わせた後、その行のチェック欄を、例えばペン
１０７や、ジョグダイヤルキー１０９により指示する。指示されたチェック欄が、図示の
ように黒く塗り潰されて表示される。
【０１４４】
　この作業を、同時に取得要求する、あるいは、同時に削除要求するすべての受信データ
の行について行った後に、タグ３０３の［取り込み］、あるいは、タグ３０４の［指定項
目削除］をペン１０７やジョグダイヤルキー１０９で選択指示操作する。これにより、選
択されたすべての受信データについての取得要求、あるいは、削除要求が共通サーバ装置
２に送信され、電子メールの複数の受信データを同時に取得するようにしたり、削除する
ことができるようにされている。
【０１４５】
　このように、この実施の形態において、会員端末１は、共通サーバ装置２より、図９に
示したような電子メールの受信データの一覧リストであるメールリストの提供を受けて、
このメールリストを通じて電子メールの受信データの取り込みや表示、あるいは、メール
ボックスからの削除などを行うことができると共に、後述する検索処理を行うことができ
るようにされている。
【０１４６】
　［電子メールの受信データの検索処理］
　前述にもしたように、共通サーバ装置２と回線接続して、共通サーバ装置２からのメー
ルリストを会員端末１に表示し、このメールリストを通じて、受信データを選択指定し、
受信データを共通サーバ装置２から取り込んだり、取り込んだ電子メールの受信データを
メインＬＣＤ１０５Ｍに表示したり、あるいは、共通サーバ装置２に蓄積されている自己
宛ての受信データを削除するなどの処理を行うことができるようにされている。
【０１４７】
　しかし、自己宛ての電子メールの受信データが多数ある場合などにおいて、受信日時順
に表示されたメールリストからでは、目的とする送信元からの電子メールの受信データを
探し出し難い場合がある。
【０１４８】
　そこで、この実施の形態においては、図９に示したメールリストの表示画面において、
タグ３０１の［検索］が選択された場合には、電子メールの受信データの送信元を示す電
子メールアドレスについての検索条件の入力が可能とされて、この検索条件に一致する電
子メールアドレスを有する電子メールの受信データのメールリストを共通サーバ装置２よ
り取得して表示することができるようにされている。このような検索処理も前述の受信デ
ータの取り込み処理と同様に、メールリストから移行可能な処理の１つであり、図８に示
した手順Ｓ１２において実行される処理の１つである。
【０１４９】
　図１１は、図９に示したメールリストの表示画面において、タグ３０１の［検索］が選
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択指示操作された場合に実行される検索処理について説明するためのフローチャートであ
る。つまり、この図１１に示す処理は、図７、図８を用いて前述した電子メール機能時の
処理において、タグ３０１の［検索］が選択指示操作された場合に図８に示した手順Ｓ１
２において呼び出されて実行される処理である。
【０１５０】
　メールリストの表示画面において、タグ３０１の［検索］が選択指示操作されると、会
員端末１は、電子メールの受信データの検索条件設定画面を表示し（手順Ｓ３１）、検索
条件の入力を受け付ける（手順Ｓ３２）。
【０１５１】
　図１２は、この実施の形態において、会員端末１のメインＬＣＤ１０５Ｍに表示される
検索条件設定画面の表示例である。この実施の形態においては、図１２に示すように、検
索条件として指定可能な項目として、ユーザＩＤ、ドメイン名、サブドメイン名という電
子メールアドレスを構成する属性情報の名称と、これらの属性情報を指定するために用い
られる、各属性情報に対応する四角枠からなるチェック欄が設けられている。
【０１５２】
　また、選択した属性情報に応じた条件を入力するための条件入力欄４０３が設けられる
と共に、この条件入力欄に条件を入力するための表示キーボード（ソフトウエアキーボー
ド）４０４がメインＬＣＤ１０５Ｍの下側に表示される。
【０１５３】
　そして、検索条件として指定する属性情報のチェック欄を、例えばペン１０７や、ジョ
グダイヤルキー１０９により指示することにより、指示されたチェック欄が、図示のよう
に黒く塗り潰されて表示される。属性情報が選択されると、次に、条件入力欄４０３へ、
選択した属性情報の具体的な条件情報を入力することができるようにされる。
【０１５４】
　例えば、ユーザＩＤを選択すると、条件入力欄４０３には、目的とする送信元の電子メ
ールアドレスのユーザＩＤを入力することができる。同様に、ドメイン名を選択した場合
には、目的とする送信元の電子メールアドレスのドメイン名を、また、サブドメイン名を
選択した場合には、目的とする送信元の電子メールアドレスのサブドメイン名を、条件入
力欄４０３に入力することができるようにされる。図１２に示した検索条件設定画面の表
示例においては、当該会員端末１宛ての電子メールの受信データのうち、送信元の電子メ
ールアドレスのユーザＩＤが「ａａａａ」である受信データを検索するように検索条件が
設定されている。
【０１５５】
　そして、会員端末１は、図１２に示した検索条件設定画面において、タグ４０２の［実
行］が選択指示操作されて、検索の実行指示が入力されたか否かを判断する（手順Ｓ３３
）。
【０１５６】
　手順Ｓ３３の判断処理において、実行指示が入力されていないと判断したときには、タ
グ４０１の［中止］が選択操作されて、図１１に示す検索処理の中止が指示されたか否か
を判断する（手順Ｓ３４）。
【０１５７】
　手順Ｓ３４の判断処理において、中止指示がされていないと判断したときには、手順Ｓ
３２からの処理を繰り返す。また、手順Ｓ３４の判断処理において、中止指示がされたと
判断したときには、図１１に示す検索処理を終了する。そして、この図１１に示した検索
処理が呼び出された図８の処理に戻り、図８の手順Ｓ９からの処理が繰り返される。つま
り、図８の手順Ｓ９の処理により、ＤＲＡＭ１２３に記憶されているメールリストが再表
示され、このメールリストからの処理が可能にされる。
【０１５８】
　手順Ｓ３３の判断処理において、実行指示が入力されたと判断したときには、会員端末
１は、入力された検索条件を含む検索要求を生成し、共通サーバ装置２に送信する（手順
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Ｓ３５）。
【０１５９】
　共通サーバ装置２は、会員端末１からの検索要求を受けて、この検索要求に含まれる検
索条件に基づいて、要求元の会員端末１宛ての電子メールの受信データの中から、各受信
データが有する電子メールの送信元の電子メールアドレスが、検索条件に一致する受信デ
ータを検索し、検索条件に一致する電子メールの受信データのメールリストを作成する（
手順Ｓ３６）。そして、この検索結果に応じて作成したメールリストを要求元の会員端末
１に送信する（手順Ｓ３７）。
【０１６０】
　会員端末１は、共通サーバ装置２からの検索の結果に応じて作成された新たなメールリ
ストを受信してＤＲＡＭ１２３に格納する（手順Ｓ３８）。そして、図１１に示す検索処
理を終了する。そして、この図１１に示した検索処理が呼び出された図８の処理に戻り、
図８の手順Ｓ９からの処理が繰り返される。つまり、検索の結果、共通サーバ装置２から
新たに提供を受けてＤＲＡＭ１２３に記憶された新たなメールリストが図８の手順Ｓ９の
処理によりＤＲＡＭ１２３から読み出されてメインＬＣＤ１０５Ｍに表示され、この新た
に提供されたメールリストからの処理が可能にされる。
【０１６１】
　このように、会員端末１からの検索条件に応じて、共通サーバ装置２において行われた
検索の結果に基づいて作成された新たなメールリストが会員端末１に提供され、これがメ
インＬＣＤ１０５Ｍに表示される。そして、この新たなメールリストを通じて、前述した
ように、メールリストに表示されたタグ３０１～３０４を選択指示操作することにより、
指示したタグに応じて、検索、表示、取り込み、削除などの各処理を行うことができるよ
うにされる。
【０１６２】
　図１３は、会員端末１からの検索条件に応じて行った検索の結果に基づいて作成されて
提供された新たなメールリストの表示例を示す図である。図１３に示すメールリストの表
示例は、図１２の検索条件設定画面に示したように、会員端末１の使用者により設定入力
された、ユーザＩＤが「ａａａａ」であるとする検索条件に基づいて、共通サーバ装置２
において行われた検索処理に応じて作成されたものである。つまり、図１３に示すメール
リストは、送信元の電子メールアドレスのユーザＩＤが「ａａａａ」である受信データの
メールリストである。
【０１６３】
　この場合、メールリストには、送信元のユーザＩＤが「ａａａａ」である受信データし
か表示されないので、目的とする送信元からの電子メールの受信データを簡単かつ迅速に
行うことができる。また、目的とする送信元から電子メールが送信されてきているにもか
かわらず、これをメールリストから見落としたり、選択指示する電子メールの受信データ
を間違えるなどということも少なくすることができる。
【０１６４】
　また、検索条件に応じた検索処理は、共通サーバ装置２において行われるので、会員端
末１の負荷が大きくなることもない。
【０１６５】
　また、前述したように、検索条件として、ドメイン名やサブドメイン名を用いることが
できるようにされているので、同じドメイン名、あるいは、同じサブドメイン名の受信デ
ータのメールリストを作成することができる。この場合には、ドメイン名、あるいは、サ
ブドメイン名が同じ電子メールアドレスを有する電子メールの受信データだけに絞り込ん
だメールリストを作成し、目的とする電子メールの受信データを正確かつ迅速に探し出し
て、処理の対象にすることができる。
【０１６６】
　また、この実施の形態においては、電子メールアドレスの複数の属性情報を検索条件と
して選択することができる。例えば、ユーザＩＤとドメイン名、ユーザＩＤとサブドメイ
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ン名、ドメイン名とサブドメイン名、というように２つの属性情報を検索条件として選択
することができる。また、ユーザＩＤとドメイン名とサブドメイン名との３つの属性情報
を検索条件として選択することができる。このように、複数の属性情報を検索条件として
選択した場合には、条件入力欄４０３には、選択した属性情報に応じて、複数の属性情報
を入力することができるようにされる。
【０１６７】
　これにより、より詳細な検索条件に基づいて、共通サーバ装置２において検索処理を行
って、より絞り込んだメールリストを会員端末１が取得するようにすることができる。
【０１６８】
　また、会員端末１は、自己から提供した検索条件に基づいて、共通サーバ装置２より検
索の結果に応じて絞り込まれて作成されたメールリストの提供を受けた後、共通サーバ装
置２のメールサーバに蓄積されている自己宛ての電子メールの受信データの全部について
のメールリストを再度表示したい場合には、以下のようにして、共通サーバ装置２より繰
り返し提供を受けることができる。
【０１６９】
　すなわち、この実施の形態においては、メールリストの表示画面において、オンライン
接続キーＫ２が押下された場合には、会員端末１は、メールリストの送信要求を生成し、
これを共通サーバ装置２に送信する。この場合、会員端末１と共通サーバ装置２との間に
は、通信回線が既に接続されているので、このメールリストの送信要求に応じて、共通サ
ーバ装置２は、要求元の会員端末１宛ての電子メールの受信データのメールリストを作成
しなおして、要求元の会員端末１に送信する。
【０１７０】
　このように、この実施の形態において会員端末１は、検索条件を設定し、この検索条件
の応じて絞り込んだメールリストと、当該会員端末１宛ての電子メールの受信データの全
部についてのメールリストとを、必要に応じて取得することができるようにされている。
【０１７１】
　なお、前述の実施の形態においては、送信元のアドレス情報が、会員端末１からの属性
情報に一致する属性情報を有するものである受信データの一覧リストが、共通サーバ装置
２において生成され、会員端末１に提供されるものとして説明した。
【０１７２】
　しかし、これに限るものではなく、共通サーバ装置２に蓄積されている接続要求元の会
員端末１宛ての電子メールの受信データ全部について、当該会員端末１からのアドレス情
報の属性情報に基づいて並べ換えたメールリストを作成し、これを当該会員端末１に提供
するようにすることもできる。
【０１７３】
　このように並べ換えを行う場合には、前述の実施の形態のように、アドレス情報を構成
する属性情報自体を共通サーバ装置２に送信する必要はなく、並べ換えの基準情報（ソー
トキー）となる情報を会員端末１から共通サーバ装置２に提供するようにすればよい。
【０１７４】
　例えば、図１２に示した検索条件の設定画面において、ユーザＩＤ、ドメイン名、サブ
ドメイン名の３つの属性情報の少なくとも１つ選択するようにした後、選択した属性情報
の具体的情報を条件入力欄４０３に入力せずにタグ４０２の［実行］を選択入力操作した
ときには、選択指示された属性情報は何かを示す情報だけが検索要求に含まれて共通サー
バ装置２に送信される。そして、共通サーバ装置２においては、選択指示された属性情報
をソートキーとして、検索要求を送信してきた会員端末１宛ての電子メールの受信データ
の全部を対象に並べ換えを行って、メールリストを作成し、このメールリストを会員端末
１に提供するようにすることができる。
【０１７５】
　このようにした場合には、メールリストは、会員端末１において選択指示された属性情
報に基づいて並べ換えられているので、同じ属性情報を有する送信元の電子メールアドレ
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スの受信データは、メールリスト上において連続して表示するようにされる。これにより
、目的とする送信元からの電子メールの受信データが探し安くすることができる。
【０１７６】
　また、この場合、メールリストには、共通サーバ装置２のメールボックスに蓄積されて
いるこの会員端末１宛てのすべての受信データについての送信元の電子メールアドレスな
どの情報が表示されるため、このメールリストを用いて、当該情報通信端末宛てのすべて
の受信データを対象として、サーバ装置から受信データを取得して利用するようにするこ
とができる。
【０１７７】
　また、例えば、アドレス情報を構成する属性情報を選択指示すると共に、条件入力欄４
０３に選択指示した属性情報の具体的情報を入力したときには、選択指示した属性情報を
ソートキーとして電子メールの受信データの並べ換えを行ってメールリストを作成するよ
うにすると共に、送信元のアドレス情報が、条件入力欄４０３に入力された属性情報の具
体的情報に一致するものの電子メールの受信データを並べ換えたメールリストの先頭から
並べるようにすることもできる。
【０１７８】
　このようにした場合には、メールリストの先頭から目的とする送信元からの電子メール
の受信データについての情報を表示することができるので、目的とする送信元の電子メー
ルの受信データを見付けやすくすることができると共に、その他の電子メールの受信デー
タについての情報も、選択指示された属性情報をソートキーとして規則的に並べられるの
で、必要となった送信元からの電子メールの受信データについても探し出しやすくなる。
【０１７９】
　また、この場合、並び順は、選択指示された属性情報の昇順、降順のいずれの順序でも
並べ換えることができるので、並び順を予め決めておくようにするほか、会員端末１の使
用者により選択することができるようにし、この並び順の情報についても共通サーバ装置
２に提供することにより、会員端末１の使用者の指示に応じた並び順で、メールリストを
作成することができる。
【０１８０】
　［第２の実施の形態］
　前述の実施の形態において、会員端末１は、共通サーバ装置２よりメールリストを取得
し、このメールリストを通じて、自己宛ての電子メールの受信データの提供を要求するこ
とにより、共通サーバ装置２から電子メールの受信データの提供を受けるようにした。
【０１８１】
　しかし、会員端末１から共通サーバ装置２に検索条件を送信し、共通サーバ装置２にお
いての検索処理の結果に応じたメールリストを取得するようにしたときには、会員端末１
の使用者は、目的とする送信元からの電子メールの受信データをいち早く取得して、会員
端末１の表示画面に表示して見たいとする場合も多い。
【０１８２】
　そこで、この第２の実施の形態においては、会員端末１から共通サーバ装置２に検索条
件としての送信元の電子メールアドレスの属性情報を送信した場合には、共通サーバ装置
２は、その検索条件に応じて、検索処理を行い、その検索条件に一致する電子メールの受
信データと、そのメールリストとを会員端末１に提供するようにする。つまり、電子メー
ルの受信データの取り込み処理を行わなくても、設定した検索条件に一致する電子メール
の受信データを会員端末１に自動的に取り込むことができるようにされる。
【０１８３】
　これにより、会員端末１は、設定した検索条件に応じた電子メールの受信データと、そ
のメールリストとを一緒に取得することができるので、その取得したメールリストを通じ
て、検索条件に一致する電子メールの受信データを即座にメインＬＣＤ１０５Ｍに表示す
るなど処理を行うことができるようにしている。
【０１８４】
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　この第２の実施の形態の情報通信システム、サーバ装置、情報通信端末は、図１～図６
を用いて説明した、情報通信システム、サーバ装置、情報通信端末と同様に構成されるも
のである。しかし、会員端末１から検索条件の提供を受けた場合の共通サーバ装置２にお
いての処理が以下に説明するように、図１１を用いて前述した実施の形態とは異なるもの
である。
【０１８５】
　図１４は、会員端末１から送信された接続要求に応じて、共通サーバ装置２との間に接
続された通信回線を通じて、共通サーバ装置２から当該会員端末１に提供された図９に示
したメールリストの表示画面において、タグ３０１の［検索］が選択指示操作された場合
に実行される、この第２の実施の形態においての検索処理を説明するためのフローチャー
トである。つまり、この図１４に示す処理は、図７、図８を用いて前述した電子メール機
能時の処理において、タグ３０１の［検索］が選択指示操作された場合に図８に示した手
順Ｓ１２において呼び出されて実行される処理である。
【０１８６】
　図１４において、会員端末１で行われる手順Ｓ４１から手順Ｓ４５までの処理は、図１
１に示した検索処理の会員端末１で行われる手順Ｓ３１から手順Ｓ３５までの処理と同様
の処理である。
【０１８７】
　つまり、メールリストの表示画面において、タグ３０１の［検索］が選択指示操作され
ると、会員端末１は、図１２に示した電子メールの受信データの検索条件設定画面を表示
し（手順Ｓ４１）、検索条件の入力を受け付ける（手順Ｓ４２）。そして、会員端末１は
、検索条件設定画面において、タグ４０２の［実行］が選択指示操作されて、検索の実行
指示が入力されたか否かを判断する（手順Ｓ４３）。
【０１８８】
　手順Ｓ４３の判断処理において、実行指示が入力されていないと判断したときには、タ
グ４０１の［中止］が選択操作されて、図１１に示す検索処理の中止が指示されたか否か
を判断する（手順Ｓ４４）。
【０１８９】
　手順Ｓ４４の判断処理において、中止指示がされていないと判断したときには、手順Ｓ
４２からの処理を繰り返えす。また、手順Ｓ４４の判断処理において、中止指示がされた
と判断したときには、図１４に示す検索処理を終了する。そして、この図１４に示した検
索処理が呼び出された図８の処理に戻り、図８の手順Ｓ９からの処理が繰り返される。つ
まり、図８の手順Ｓ９の処理により、ＤＲＡＭ１２３に記憶されているメールリストが再
表示され、このメールリストからの処理が可能にされる。
【０１９０】
　手順Ｓ４３の判断処理において、実行指示が入力されたと判断したときには、会員端末
１は、入力された検索条件としての送信元の電子メールアドレスの属性情報を含む検索要
求を生成し、共通サーバ装置２に送信する（手順Ｓ４５）。
【０１９１】
　共通サーバ装置２は、会員端末１からの検索要求を受けて、この検索要求に含まれる検
索条件に基づいて、要求元の会員端末１宛ての電子メールの受信データの中から、各受信
データが有する電子メールの送信元の電子メールアドレスが、検索条件に一致する受信デ
ータを抽出し（手順Ｓ４６）、抽出した受信データのメールリストを作成する（手順Ｓ４
７）。
【０１９２】
　そして、会員端末１からの検索条件に応じて抽出した電子メールの受信データと、その
メールリストとを要求元の会員端末１に送信する（手順Ｓ４８）。
【０１９３】
　会員端末１は、共通サーバ装置２からの電子メールの受信データと、そのメールリスト
とを受信して、ＤＲＡＭ１２３に格納し（手順Ｓ４９）、図１４に示す検索処理を終了す
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る。そして、この図１４に示した検索処理が呼び出された図８の処理に戻り、図８の手順
Ｓ９からの処理が繰り返される。つまり、検索の結果、共通サーバ装置２から新たに提供
を受けてＤＲＡＭ１２３に記憶された新たなメールリストが図８の手順Ｓ９の処理により
ＤＲＡＭ１２３から読み出されてメインＬＣＤ１０５Ｍに表示され、この新たに提供され
たメールリストからの処理が可能にされる。
【０１９４】
　このように、この実施の形態においては、会員端末１は、検索条件を共通サーバ装置２
に提供することにより、共通サーバ装置から検索条件に一致する電子メールの受信データ
と、そのメールリストとを取得することができる。
【０１９５】
　そして、この検索処理により新たに会員端末１に提供されたメールリストが、会員端末
１のメインＬＣＤ１０５Ｍに表示され、この新たなメールリストを通じて、前述したよう
に、メールリストに表示されたタグ３０１～３０４を選択指示操作することにより、指示
したタグに応じて、検索、表示、取り込み、削除などの各処理を行うことができるように
される。
【０１９６】
　この場合、検索条件に一致する電子メールの受信データは、新たなメールリストと共に
、会員端末１に提供されてＤＲＡＭ１２３に格納されるので、メインＬＣＤ１０５Ｍに表
示された新たなメールリスト上で、電子メールの受信データを選択し、タグ３０２の［表
示］タグを選択指示操作することにより、検索条件に一致する電子メールの受信データを
即座にメインＬＣＤ１０５Ｍに表示させることができる。
【０１９７】
　すなわち、この第２の実施の形態においては、会員端末１の使用者は、検索条件に一致
する電子メールの受信データのメールリストを通じて、受信データの取り込みを行うこと
なく、検索条件に一致する電子メールの受信データを自動的に会員端末１に取り込んで、
即座に表示することができる。
【０１９８】
　なお、この第２の実施の形態において、検索条件に一致する電子メールの受信データの
メールリストは、図１３に示したメールリストと同様に表示されるものであるが、検索条
件に一致する電子メールの受信データは既に会員端末１に取り込まれているので、例えば
、タグ３０３の［取り込み］は表示されず、あるいは、選択指示することができないよう
にしてもよい。この場合には、タグ３０１の［検索］、タグ３０２の［表示］、タグ３０
４の［指定項目削除］、タグ３０５の［回線切断］に対応して、検索処理、選択指示した
受信データの表示処理、削除処理、および、回線切断処理が実行可能とされる。
【０１９９】
　また、この第２の実施の形態においても、会員端末１は、自己から提供した検索条件に
基づいて、共通サーバ装置２より検索の結果得られた電子メールの受信データと、そのメ
ールリストとの提供を受けた後、共通サーバ装置２のメールサーバに蓄積されている自己
宛ての電子メールの受信データの全部についてのメールリストを繰り返し提供を受けるこ
とができるようにされる。
【０２００】
　この場合、この第２の実施の形態においても、前述した実施の形態の場合と同様に、メ
ールリストの表示画面において、オンライン接続キーＫ２が押下された場合には、会員端
末１は、メールリストの送信要求を共通サーバ装置２に送信し、共通サーバ装置２から自
分宛ての電子メールの受信データ全部についてのメールリストの提供を受けることができ
るようにされている。
【０２０１】
　また、この第２の実施の形態においても、検索条件として、ドメイン名やサブドメイン
名を用いることができるようにされているので、同じドメイン名、あるいは、同じサブド
メイン名の受信データのメールリストを作成することができる。
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【０２０２】
　また、この第２の実施の形態においても、電子メールアドレスの複数の属性情報を検索
条件として選択することができる。例えば、ユーザＩＤとドメイン名、ユーザＩＤとサブ
ドメイン名、ドメイン名とサブドメイン名、というように２つの属性情報を検索条件とし
て選択することができる。また、ユーザＩＤとドメイン名とサブドメイン名との３つの属
性情報を検索条件として選択することができる。
【０２０３】
　なお、前述の実施の形態においては、会員端末１からのアドレス情報の属性情報に一致
する送信元のアドレス情報を有する受信データと、この受信データの一覧リストとが、共
通サーバ装置２から会員端末１に送信されてくるものとして説明した。
【０２０４】
　しかし、これに限るものではなく、会員端末１からのアドレス情報の属性情報に一致す
る送信元のアドレス情報を有する受信データと共に、共通サーバ装置２に蓄積されている
接続要求元の会員端末１宛ての電子メールの受信データ全部について、当該会員端末１か
らのアドレス情報の属性情報に基づいて並べ換えたメールリストを作成し、これを当該会
員端末１に提供するようにすることもできる。
【０２０５】
　つまり、共通サーバ装置１は、会員端末１から電子メールアドレスの属性情報が送信さ
れてきたときには、この属性情報に一致する属性情報の送信元の電子メールアドレスを有
する受信データを抽出して接続要求元の会員端末１に送信すると共に、接続要求元の会員
端末１宛ての電子メールの受信データ全部についてのメールリストを、送信されてきた属
性情報をソートキーとして並べ換えて作成し、これを接続要求元の会員端末１に送信する
ようにする。
【０２０６】
　このようにした場合には、会員端末１は、共通サーバ装置から検索条件に一致する電子
メールの受信データと、当該会員端末１宛ての全ての電子メールの受信データについての
メールリストであって、選択指示された属性情報をソートキーとして電子メールの受信デ
ータについての情報を並べ換えたメールリストと得ることができる。
【０２０７】
　また、並び順は、ソートキーの昇順、降順のいづれでも可能であり、前述したように、
会員端末１の使用者により、メールリストの並び順をソートキーの昇順とするか、降順と
するかを選択指示するようにすることもできる。
【０２０８】
　この場合、メールリストは、会員端末１において選択指示された電子メールアドレスの
属性情報に基づいて並べ換えられているので、同じ属性情報の送信元の電子メールアドレ
スを有する受信データは、メールリスト上において連続して表示するようにされる。これ
により、目的とする送信元からの電子メールの受信データを迅速に探し出して、メインＬ
ＣＤ１０５Ｍに表示して利用することができる。
【０２０９】
　また、この場合、メールリストには、電子メールアドレスを構成する１～複数の属性情
報に一致する属性情報のアドレス情報を有する受信データだけでなく、共通サーバ装置２
のメールボックスに蓄積されている、この会員端末１宛てのすべての受信データについて
の送信元の電子メールアドレスなどの情報が表示されるため、このメールリストを用いて
、当該情報通信端末宛てのすべての受信データを対象として、サーバ装置から受信データ
を取得して利用するようにすることができる。
【０２１０】
　また、このように会員端末１の使用者により選択指示された属性情報をソートキーとし
て、メールリストに表示する受信データについての情報の表示順を換える場合、受信デー
タについての情報の並び順は、ソートキーの昇順、降順のいづれでも可能である。また、
前述したように、会員端末１の使用者により、メールリストに表示する受信データについ



(28) JP 2010-267272 A 2010.11.25

10

20

30

40

50

ての情報の並び順をソートキーの昇順とするか、降順とするかを選択指示するようにする
こともできる。
【０２１１】
　また、前述の実施の形態においては、共通サーバ装置２からメールリストの提供を受け
た後、あるいは、電子メールの受信データと、メールリストとの提供を受けた後に、即座
に回線を切断することがないので、共通サーバ装置２と協働して行う他の処理機能に簡単
に移行することができる。
【０２１２】
　例えば、前述したように、メールリストからタグ３０１の［検索］を選択指示操作して
、検索条件を設定し、検索条件に一致する電子メールの受信データを取得した後に、例え
ばキー釦１０８のうちのメールボタンを押すと、［送信ボックス］と呼ぶ電子メール送信
の処理機能に移ることができる。したがって、共通サーバ装置２との接続回線を切断する
ことなく、電子メールの送信をすることができる。例えば、検索条件を指定して自分宛て
の電子メールの受信データを共通サーバ装置２から取得し、タグ３０２の［表示］を選択
指示して受信内容を表示したことにより、返信の必要性が生じた場合、即座に返信メール
の送信を行うことが可能である。
【０２１３】
　なお、前述の実施の形態においては、送信元の電子メールアドレスの属性情報を指定し
て行う検索処理は、メールリストに表示されるタグ３０１の［検索］を選択指示操作する
ことにより実行するようにしたが、これに限るものではない、例えば、検索処理を実行す
るためのダイレクトキーを押下したときに、図１１あるいは図１４に示した検索処理を実
行するようにすることができる。
【０２１４】
　［共通サーバ装置２と非接続状態からの検索処理］
　会員端末１においては、前述のようにしてＤＲＡＭ１２３に取り込んだ電子メールの受
信データを、共通サーバ装置２との回線を切断した状態において、「受信ボックス」とい
う処理を動作させることにより、メインＬＣＤ１０５Ｍの画面に表示させたり、フラッシ
ュメモリ１２４に保存するなどの処理を行うことができる。ＤＲＡＭ１２３に取り込んだ
ファクシミリの受信データについても同様に、共通サーバ装置２との回線を切断した状態
において、利用することができるようにされている。
【０２１５】
　すなわち、共通サーバ装置２との接続回線を切断した後、例えば図９あるいは図１３に
示した受信データリスト表示の状態において、使用者がペン１０７やジョグダイヤルキー
１０９により［メールリスト］のタグを指示操作すると、指示操作をするごとに、［受信
ボックス］と呼ぶＤＲＡＭ１２３に取り込んだ受信データについての処理画面と、［保存
ボックス］と呼ぶフラッシュメモリ１２４に格納した受信データについての処理画面と、
［送信ボックス］と呼ぶ電子メール送信を行うデータについての処理画面とが、サイクリ
ックに順次に選択される。
【０２１６】
　図１５は、電子メール機能における［受信ボックス］の処理画面の例を示すものである
。この画面のリストは、ＤＲＡＭ１２３に格納されている取り込んだ受信データのリスト
である。図１５において、「未読」の欄の★印が表示されているのは、端末に取り込んで
から、まだ表示していないデータであることを示すものである。
【０２１７】
　この［受信ボックス］の処理画面においても、次の処理機能を示すタグ（アイコンボタ
ンに相当）５０１～５０５が表示されている。使用者が、処理機能を選択して、例えばペ
ン１０７やジョグダイヤルキー１０９により、タグ５０１～５０５のいずれかの位置を指
示することにより、タグ５０１～５０５に表示されている内容の処理機能が実行される。
【０２１８】
　そして、この［受信ボックス］の画面において、タグ５０２の［表示］が選択指示操作
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されると、カーソルでそのとき指示された行の受信データが、メインＬＣＤ１０５Ｍに展
開されて表示される。また、タグ５０１の［保存］が選択指示されると、カーソルでその
とき指示された行の受信データが、フラッシュメモリ１２４に格納される。このフラッシ
ュメモリ１２３に格納された受信データは、メイン電源スイッチがオフとされても消去さ
れずに保存される。
【０２１９】
　このフラッシュメモリ１２４に格納された受信データは、前述した［保存ボックス］の
処理画面を呼び出すと保存リストが表示されるので、そのリストから選択して画面に展開
して表示することができる。
【０２２０】
　このように、この実施の形態の会員端末１は、共通サーバ装置２との間で通信回線が接
続されていない場合においても、既に会員端末１に取り込まれている受信データを利用し
たり、あるいは、この会員端末１から送信しようとする送信データを作成するなどの種々
の処理を行うことができるようにされている。
【０２２１】
　そして、このように、共通サーバ装置２と非接続状態にあるときに、目的とする送信元
からの電子メールの受信データを取得したい場合も発生する。このように、会員端末１と
共通サーバ装置２との間に通信回線が接続されていない場合に、会員端末１において現在
実行されている処理に関係なく、検索条件を指定して、目的の送信元からの電子メールの
受信データを取り込むようにすることができる。
【０２２２】
　この場合には、会員端末１に検索処理を実行するためのダイレクトキーを設け、この検
索用のダイレクトキーが押下されたときには、検索条件の設定入力が可能にされ、共通サ
ーバ装置２との通信回線の接続、検索条件に一致する電子メールの受信データとこの受信
データのメールリスト（受信データリスト）の取得、通信回線の切断までを一連の処理と
して自動的に行う。
【０２２３】
　すなわち、検索用のダイレクトキーが押下されたときには、会員端末１は、例えば、図
１２に示した検索条件の設定画面を表示し、検索条件の設定入力を受け付ける。そして、
タグ４０２の［実行］が選択指示操作されたときには、接続要求と設定された検索条件と
を共通サーバ装置２に対して送信する。
【０２２４】
　この接続要求に応じて、ＩＳＰサーバ装置７Ｉにより会員端末１の認証が行われ、会員
端末１と共通サーバ装置２との間に通信回線が接続するようにされる。そして、共通サー
バ装置２は、会員端末１からの検索条件に基づいて、この検索条件に一致する接続要求元
の会員端末１宛ての電子メールの受信データを抽出し、この抽出した電子メールの受信デ
ータのメールリストを作成して、これら受信データと、メールリストとを接続要求元の会
員端末１に対して送信する。
【０２２５】
　会員端末１は、この電子メールの受信データと、メールリストとを受信し、受信が完了
したときには、共通サーバ装置２との間に接続した通信回線を切断する。そして、会員端
末１は、自己が設定した検索条件に一致する電子メールの受信データについてのメールリ
ストをメインＬＣＤ１０５Ｍに表示し、このメールリストを通じて、共通サーバ装置２か
ら提供された自己が設定した検索条件に一致する電子メールの受信データを表示するなど
して利用することができるようにされる。
【０２２６】
　この場合には、会員端末１の使用者は、共通サーバ装置２との接続操作をすることなく
、検索条件を設定し、この検索条件に一致する電子メールの受信データと、この受信デー
タのメールリストとを取得して利用することができる。すなわち、会員端末１の使用者は
、より簡単な操作で、目的とする送信元からの電子メールの受信データと、そのメールリ
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【０２２７】
　また、接続された通信回線の切断処理をも自動的に行うことができるので、設定した検
索条件に一致する電子メールの受信データを取得した後に、即座に電子メールの返信など
共通サーバ装置２に対して情報を送信したり、共通サーバ装置２から情報を取得する処理
を行わない場合には、無駄に通信回線の使用料がかかることもない。
【０２２８】
　なお、以上の実施の形態においては、検索条件に応じて作成された電子メールの受信デ
ータのメールリスト（受信データリスト）を、あるいは、検索条件に一致する電子メール
の受信データと、検索条件に応じて作成された電子メールのメールリストとを共通サーバ
装置２から会員端末１が提供を受けるようにしたが、これに限るものではない。
【０２２９】
　例えば、検索条件に一致する電子メールの受信データのみを共通サーバ装置２から提供
を受けて、会員端末１において利用するようにすることもできる。
【０２３０】
　また、前述の実施の形態においては、電子メールの受信データを対象として、検索処理
を行うようにしたが、ファクシミリの受信データを対象とした検索処理を行うようにする
ことができる。この場合には、検索情報としては、ファクシミリの受信データの送信元の
ファクシミリ番号（送信元のファクシミリ装置に割り当てられた電話番号）を用いるよう
にすればよい。
【０２３１】
　また、検索条件としては、送信元の電子メールアドレスを構成する属性情報や、送信元
のファクシミリ番号などに限るものではなく、目的の送信元からの受信データを検索する
ために用いることができる情報、例えば、受信日時やタイトル情報などの情報を検索条件
として用いるようにすることもできる。
【０２３２】
　また、以上の実施の形態では、携帯無線通信端末は、ＰＨＳ電話の機能を備える場合と
して説明したが、電話機能としては、携帯電話であってもよい。その場合には、ネットワ
ークは携帯電話用のネットワークが使用されることになる。
【０２３３】
　また、情報通信端末としては、携帯無線通信端末に限るものではなく、通信機能を備え
た例えばパーソナルコンピュータなどの通信機器にこの発明を適用することができる。
【０２３４】
　また、以上の実施の形態では、電子メールおよびファクシミリは、ＳＭＴＰにより共通
サーバ装置２と会員端末１との間でデータのやり取りを行うようにしたが、電子メールお
よびファクシミリも、ＷＷＷブラウザ機能の場合と同様に、ＨＴＴＰによりデータのやり
取りをすることにより、共通サーバ装置２と会員端末１との間の通信を統一して、通信の
ためのアプリケーションを簡略化することができる。
【符号の説明】
【０２３５】
　１…携帯無線通信端末、２…共通サーバ装置、３…携帯無線通信端末用ネットワーク、
４…アクセスポイント、５…専用基幹ネットワーク、６…無線基地局、７…ネットワーク
管理サーバ装置、２１…マスターサーバ、２２…メールサーバ、２３…ファクシミリサー
バ、２４…着信通知サーバ、１００…携帯無線通信端末本体、１０１…カバーパネル、１
０２…テンキー、１０３…アンテナ、１０５Ｍ…メインＬＣＤ，１０５Ｓ…サブＬＣＤ，
１０６…タッチパネル、１０８…キー釦、１２１…システムコントロール部、１２２…Ｒ
ＯＭ、１２３…ＤＲＡＭ、１２４…フラッシュメモリ、３０１…検索タグ
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