
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯電話のサービスを提供する通信事業者が、電子メールをサーバに蓄積して配信する電
子メールサービスとともに、データ通信用のパケット通信網を利用可能にしている場合に
、パケット通信網を介してデータ伝送を行う通信端末装置を搭載する移動体に、電子メー
ルを送信する移動体への電子メール送信方法であって、
電子メールの送信側は、電子メール通信網を介して電子メールをサーバに送信するととも
に、パケット通信網を介して通信端末装置に、電子メール送信を通知するデータを送付し
、
移動体側は、パケット通信網を介してのデータ伝送中に、通信端末装置が電子メール送信
を通知するデータを受信すると、パケット通信網を介してのデータ伝送を一時中断して、
電子メール通信網のサーバから、送信された電子メールを読出すことを特徴とする移動体
への電子メール送信方法。
【請求項２】
前記通信端末装置に、音声メッセージ読上げ機能を設けておき、
前記電子メール送信を通知するデータを受信すると、電子メール有りを示す音声メッセー
ジを読上げることを特徴とする請求項１記載の移動体への電子メール送信方法。
【請求項３】
前記通信端末装置に、前記電子メール送信を通知するデータを受信すると、前記パケット
通信網を介してのデータの伝送を一時的に中断して、前記電子メール通信網のサーバから
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電子メールを読取る機能を設けておくことを特徴とする請求項１または２記載の移動体へ
の電子メール送信方法。
【請求項４】
前記電子メール送信を通知するデータは、時間データを含み、
前記通信端末装置は、該時間データに従って、前記データの伝送の中断を行う時間を設定
することを特徴とする請求項３記載の移動体への電子メール送信方法。
【請求項５】
前記データの伝送の中断を行う時間は、前記パケット通信網を介して送付するデータを追
加して、更新が可能であることを特徴とする請求項４記載の移動体への電子メール送信方
法。
【請求項６】
前記電子メールをサーバから読取ると、前記送信側に電子メール受信を通知することを特
徴とする請求項１～５のいずれかに記載の移動体への電子メール送信方法。
【請求項７】
携帯電話のサービスを提供する通信事業者が、電子メールをサーバに蓄積して配信する電
子メールサービスとともに、データ通信用のパケット通信網を利用可能にしている場合に
、移動体に搭載されて、パケット通信網を介してデータ伝送を行う通信端末装置であって
、
パケット通信網を介するデータ通信中に、受信されるデータ中から、予め定める電子メー
ルの送信を通知するデータを検出するメール送信検出手段と、
メール送信検出手段が電子メールの送信を通知するデータを検出するとき、該データ通信
を一時的に中断して、送信された電子メールをサーバから読取るように制御する制御手段
とを含むことを特徴とする通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話のパケット通信網を介してデータ通信を行う車両などの移動体への電
子メール送信方法および通信端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、自動車などの移動体に通信端末を搭載し、管理センタとの間で無線通信しなが
ら、移動体の動態管理などが行われている。動態管理のシステムは、たとえばタクシーな
どの乗客からの要求に応じて適切に配車を行ったり、宅配便の配送車を適切に誘導したり
するために、必要となる。自動車の動態管理では、複数の車両に対し、各車両の現在位置
や状態などを管理センタで把握しておくために、各車両と管理センタとの間で、頻繁に無
線通信を行う必要がある。このような無線通信には、予め割当てられる周波数および変調
形式の電波が使用される。
【０００３】
近年、携帯電話の普及が目覚ましく、利用可能な地域が広がり、電話通話ばかりではなく
、データ通信にも便宜が図られるようになってきている。たとえば、ＮＴＴドコモ各社は
、ＤｏＰａと称する無線パケットサービスを、携帯電話のデータ通信用に提供している。
ＤｏＰａでは、一般の携帯電話が９．６ｋｂｐｓの帯域のＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）であるのに対し、その３チャネル分をまとめて最大２
８．８ｋｂｐｓを利用可能にしている。さらに、課金は伝送されるパケット単位で行われ
、通話のように接続されている時間には対応しないので、常時接続している状態で、低コ
ストでデータ通信を行うことができる。しかも、通信可能な圏外に出ても、パケット通信
網側に対策が施され、接続状態が直ぐには切断されず、圏内に戻ればデータ通信が再開さ
れる。このような携帯電話の無線パケットサービスは、車両の動態管理などでも利用可能
である。携帯電話を利用すれば、新たに無線通信設備を設置することなく、効率的な動態
管理などが可能になる。
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【０００４】
携帯電話では、電子メールも利用可能である。電子メールは、送信側と受信側とが同時に
通信する必要はなく、送信側は実際にはサーバに向けて送信し、受信側はサーバに蓄積さ
れた電子メールを読出せばよく、お互いに都合がよいタイミングで送付を行うことができ
る。車載の通信端末装置でも、運転者が車両を走行させている際には、電子メールを読む
ことはできず、運転者が車両を停車させた状態で電子メールの読出しが行われる。これに
対して、電話連絡であれば、運転者側の都合に関係なく、運転者はリアルタイムで応答し
なければならない。また、電子メールであれば、送付された文章等を表示させておくこと
もできるので、伝達される各種情報を全部完全に覚える必要はない。電話での通信では、
聞いた情報を記憶しておかなければならない。ただし、一般の電子メールの送受信では、
受信側がサーバにアクセスしないと、電子メールが到着しているか否かが判らない。
【０００５】
電子メールなどの送信を、受信側に通知するようにすれば、受信側は電子メールなどが到
着していることを知ることができる。特開２０００－２９９７４５号公報には、サーバの
指定されたメールアドレスに対して電子メールを送信すると、そのメールアドレスに対応
した宛先に対し、電子メールを送信した旨を、ＩＳＤＮ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いて通知したり、その通知に応じて
電子メールを受信する技術が開示されている。また特開平６－１８８９８２号公報には、
音声蓄積サービスを行うボイスメールシステムで、メッセージに緊急度のランクを付し、
緊急度が最高ランクのメッセージに対しては、メッセージが再生されるまで、所定の間隔
でメッセージ受信の通知を繰返して、再生を繰返し要求したり、強制的に再生する技術が
開示されている。
【０００６】
以上のような電子メールの送信通知は、電子メールを伝送する通信経路とは異なる通信経
路を用いて行われる。そのような異なる通信経路を切替えながらデータの送受信を行う技
術としては、たとえば特開１０－１６４２５６号公報に、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ
　Ｗｅｂ）システムで、ＷＷＷブラウザがＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕ
ｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）を用いてホームページに記述された電話番号を読取り、その相手
先に公衆網を介してアクセスする技術が開示されている。ＷＷＷブラウザによるホームペ
ージの読取りは、インターネット網に接続して行い、公衆網を介する電話番号へのアクセ
スは、一旦、インターネット網への接続を切断してから行い、アクセス終了後、再びイン
ターネット網に接続してＷＷＷブラウザの使用に戻るようにしている。
【０００７】
電子メールの受信確認については、特開平１１－３３６３５９号公報や特開２０００－１
８１８１７号公報などに電子メールで返信する技術が開示されている。特開平１１－３３
６３５９号公報には、立体駐車場の出庫管理システムに電子メールを利用し、使用者が待
ち時間なく自動車を出庫することができるように、予め電子メールを受信して出庫スケジ
ュールを作成し、電子メールの受信に対しては受信確認の電子メールを返信する技術が開
示されている。特開２０００－１８１８１７号公報には、電子メールサーバが、返送要求
情報が付加された電子メールを受信側のクライアントが受信すると、受信確認メールを生
成して送信側に返送する技術が開示されている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
車両などの移動体と管理センタとの間で、現在位置や車両状態などを逐次連絡するために
携帯電話のパケット通信サービスを利用している場合に、電子メールも利用可能であれば
、運転者への連絡などを有効かつ確実に行うことができる。しかし、電子メールは一方的
な送信であり、相手方が受信して読んだか否かを通常確認することはできない。従来から
の方法で、送信を通知することはできても、受信を確認することができるタイミングは、
次の２つの場合が多い。
▲１▼相手方が受信した結果、返事の電子メールを返してくるとき。
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▲２▼相手先のメールアドレスを誤って記載し、受信者不明のエラー通知を受けるとき。
【０００９】
すなわち、相手方から返事があるときを除いて、相手先のメールアドレスが正しい場合に
は、「正常に届いて読んでくれる。」という期待をする以外に方法がない。
【００１０】
また、現状、ＮＴＴドコモ各社から提供されるＤｏＰａなどのパケット通信サービスとｉ
モードなどの電子メールサービスとは、同時に利用することはできない制約がある。移動
体側がＤｏＰａ網などを介するパケット通信中であれば、パケット通信を終了して、電子
メール受信操作を行う必要がある。しかしながら、パケット通信の終了は、電子メールの
到着を知らなければ行うことができない。したがって、所定のパケット通信が終了してか
ら電子メール受信操作が行われるので、受信操作が行われるまで、電子メールを送信して
からかなり時間が経過してしまうこともあり得る。車両の運転者などへ電子メールを送信
するのは、その時点の現在位置に近い場所への移動指示など、リアルタイムに受信するこ
とが必要な内容である可能性が高く、受信に時間がかかると、適切な時期を逸してしまう
おそれもある。
【００１１】
本発明の目的は、携帯電話のパケット通信サービスを利用するデータ通信中でも、電子メ
ールの伝達を迅速かつ確実に行うことができる移動体への電子メール送信方法および通信
端末装置を提供することである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、携帯電話のサービスを提供する通信事業者が、電子メールをサーバに蓄積して
配信する電子メールサービスとともに、データ通信用のパケット通信網を利用可能にして
いる場合に、パケット通信網を介してデータ伝送を行う通信端末装置を搭載する移動体に
、電子メールを送信する移動体への電子メール送信方法であって、
電子メールの送信側は、電子メール通信網を介して電子メールをサーバに送信するととも
に、パケット通信網を介して通信端末装置に、電子メール送信を通知するデータを送付し
、
移動体側は、パケット通信網を介してのデータ伝送中に、通信端末装置が電子メール送信
を通知するデータを受信すると、パケット通信網を介してのデータ伝送を一時中断して、
電子メール通信網のサーバから、送信された電子メールを読出すことを特徴とする移動体
への電子メール送信方法である。
【００１３】
本発明に従えば、電子メールを送信する移動体は、携帯電話のサービスを提供する通信事
業者が、電子メールをサーバに蓄積して配信する電子メールサービスとともに、データ通
信用のパケット通信網を利用可能にしている場合に、パケット通信網を介してデータ伝送
を行う通信端末装置を搭載する。電子メールの送信側は、電子メール通信網を介して電子
メールをサーバに送信するとともに、パケット通信網を介して、電子メール送信を通知す
るデータを移動体が搭載する通信端末装置に送付するので、パケット通信のセッション中
でも、電子メールの送信を確実に通知することができる。移動体側では、メール送信を通
知するデータを受信すると、パケット通信網を介してのデータ伝送を一時中断して、電子
メール通信網のサーバから、送信された電子メールを読出すので、送信後迅速に電子メー
ルを受信して読出すことができる。
【００１４】
また本発明は、前記通信端末装置に、音声メッセージ読上げ機能を設けておき、
前記電子メール送信を通知するデータを受信すると、電子メール有りを示す音声メッセー
ジを読上げることを特徴とする。
【００１５】
本発明に従えば、電子メール送信を通知するデータの受信は、電子メール有りを示す音声
メッセージの読上げで移動体側に知らされるので、車両の運転者などが運転操作中であっ
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ても、電子メールの到着を確実に知ることができる。
【００１６】
また本発明で、前記通信端末装置に、前記電子メール送信を通知するデータを受信すると
、前記パケット通信網を介してのデータの伝送を一時的に中断して、前記電子メール通信
網のサーバから電子メールを読取る機能を設けておくことを特徴とする。
【００１７】
本発明に従えば、電子メールの送信を通知するデータを受信すると、車両の運転者などが
直接操作しないでも、パケット通信のセッションが一時中断され、電子メールの読取りが
行われるので、電子メールの受信を迅速かつ確実に行うことができる。
【００１８】
また本発明で、前記電子メール送信を通知するデータは、時間データを含み、前記通信端
末装置は、該時間データに従って、前記データの伝送の中断を行う時間を設定することを
特徴とする。
【００１９】
本発明に従えば、電子メール送信を通知するデータに含まれる時間データに応じてパケッ
ト通信のセッションを中断し、電子メールの読取りを行うことができるので、電子メール
に画像情報等が含まれて読出しに時間がかかるときであっても、内容に沿った時間を設定
することができる。
【００２０】
また本発明で、前記データの伝送の中断を行う時間は、前記パケット通信網を介して送付
するデータを追加して、更新が可能であることを特徴とする。
【００２１】
本発明に従えば、パケット通信のセッションを中断する時間は、データを追加して更新が
可能であるので、画一的な時間設定を変更することができる。
【００２２】
また本発明は、前記電子メールをサーバから読取ると、前記送信側に電子メール受信を通
知することを特徴とする。
【００２３】
本発明に従えば、電子メールの送信側に受信確認を通知することができるので、送信側で
電子メールが移動体側に受信されたことを、確認することができる。
【００２４】
さらに本発明は、携帯電話のサービスを提供する通信事業者が、電子メールをサーバに蓄
積して配信する電子メールサービスとともに、データ通信用のパケット通信網を利用可能
にしている場合に、移動体に搭載されて、パケット通信網を介してデータ伝送を行う通信
端末装置であって、
パケット通信網を介するデータ通信中に、受信されるデータ中から、予め定める電子メー
ルの送信を通知するデータを検出するメール送信検出手段と、
メール送信検出手段が電子メールの送信を通知するデータを検出するとき、該データ通信
を一時的に中断して、送信された電子メールをサーバから読取るように制御する制御手段
とを含むことを特徴とする通信端末装置である。
【００２５】
本発明に従えば、移動体に搭載される通信端末装置は、携帯電話のサービスを提供する通
信事業者が、電子メールをサーバに蓄積して配信する電子メールサービスとともに、デー
タ通信用のパケット通信網を利用可能にしている場合に、移動体に搭載されて、パケット
通信網を介してデータ伝送を行う。通信端末装置は、メール送信検出手段と制御手段とを
含む。メール送信検出手段は、パケット通信網を介するデータ通信中に、受信されるデー
タ中から、予め定める電子メールの送信を通知するデータを検出するので、パケット通信
のセッション中でも、パケット通信網を介してメール送信の通知を行えば、メール送信通
知を検出することができる。制御手段は、メール送信検出手段が電子メールの送信を通知
するデータを検出するとき、データ通信を一時的に中断して、送信された電子メールをサ
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ーバから読取るように制御するので、パケット通信のセッションを一時中断して、電子メ
ールを読取らせることができる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の一形態として、移動体への電子メール送信方法を実現するシステ
ム構成を示す。本実施形態は、携帯電話のサービスを提供する通信事業者１が、ｉモード
網などの電子メールをサーバに蓄積して配信する電子メールサービス２とともに、ＤｏＰ
ａ網などのデータ通信用のパケット通信網３を利用可能にしている場合に、パケット通信
網３を介してデータ伝送を行う通信端末装置４を自動車などの移動体５に搭載しているこ
とが前提となる。電子メールサービス２には、メールサーバ６が設けられ、電子メールを
送受信する際の接続となる。パケット通信網３には、メールサーバ６とは異なる通信サー
バ７が設けられ、パケット通信のセッションを仲介する。データ通信は、パケット通信網
３で接続を保持したまま行う。この状態で電子メールを移動体５側の携帯電話８に送って
も、現状のしくみでは、携帯電話８が電子メールの受信通知を受けることはできない。電
子メールサービス２とパケット通信網３とは、接続先のサーバが異なるためである。
【００２７】
通信端末装置５は、無線通信手段としての携帯電話８と、車載端末９とを含む。車載端末
９は、たとえば動態管理の端末として利用され、制御手段１０、メール通信検出手段１１
、音声メッセージ再生手段１２および操作手段１３などを含む。制御手段１０は、予め作
成されているプログラムに従って、車載端末９および携帯電話８の制御を行う。車載端末
９が動態管理を行うためのデータは、たとえばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの機能を搭載して、収集することができる。操作手段１３へ
の入力操作で、収集するデータも動態管理に利用される。
【００２８】
メール送信検出手段１１は、パケット通信網３を介するデータ通信中に、受信されるデー
タ中から、予め定める電子メールの送信を通知するデータを検出するので、パケット通信
のセッション中でも、パケット通信網３を介してメール送信の通知を行えば、メール送信
通知を検出することができる。制御手段１０は、メール送信検出手段１１が電子メールの
送信を通知するデータを検出するとき、データ通信を一時的に中断して、送信された電子
メールをメールサーバ６から読取るように制御するので、パケット通信のセッションを一
時中断して、電子メールを読取らせることができる。
【００２９】
メール送信通知は、音声メッセージ再生手段１２から「電子メール有り」を示す音声メッ
セージを再生して行うこともできる。この音声メッセージを聞いた車両の運転者などは、
運転の都合がよいタイミングで、操作手段１３を操作し、データ通信のセッションを一時
的に中断して、電子メールの読取りを行うことができる。なお、パケット通信のセッショ
ン中断から電子メールの読取りを、制御手段１０による自動的な制御で行うか、操作手段
１３に対する手動操作で行うかは、操作手段１３への操作で予め設定しておく。
【００３０】
移動体がタクシーや、宅配便の配送車や、コンビニエンスストアなどへの商品配達車など
の場合、通信端末装置４は、車両の動態管理のためのデータを収集し、パケット通信網３
を介して収集したデータを管理センタ２０に送信する。管理センタ２０には、管理コンピ
ュータ２１やディスプレイ装置２２などが備えられ、パケット通信網３を介して受信され
るデータに従って、車両の現在位置などに基づく管理や、指示を行う。管理センタ２１か
ら移動体５である車両への指示は、電子メールの送信によって行われる。管理コンピュー
タ２１から電子メールサービス２のメールサーバ６への電子メールの送信と、パケット通
信網３を介するデータ通信とを円滑に行うため、ルータ２３が設けられる。
【００３１】
図１に示すようなシステム構成では、管理センタ２０などの電子メールの送信側は、電子
メールサービス２などのメールサーバ６に電子メールを送信するとともに、パケット通信

10

20

30

40

50

(6) JP 3611805 B2 2005.1.19



網３を介して通信端末装置４に、電子メール送信を通知するデータを送付する。移動体５
側は、パケット通信網３を介してのデータ伝送中に、通信端末装置４が電子メール送信を
通知するデータを受信すると、パケット通信網３を介してのデータ伝送を一時中断して、
電子メールサービス２のメールサーバ６から、送信された電子メールを読出すことによっ
て、送信側から移動体５側への電子メール送信が行われる。
【００３２】
図２は、図１のシステム構成で電子メールの送信を行う場合の全体的な手順を示す。ステ
ップｓ０から手順を開始し、ステップｓ１では、送信側から移動体５の携帯電話８に電子
メールを送信する。電子メールは、実際上、電子メールサービス２のメールサーバ６に、
移動体５に搭載される携帯電話８を宛先として蓄積される。ステップｓ２では、移動体５
に対して、たとえば、「電子メールを確認してください」などのメッセージを、パケット
通信網３を介して送信する。ステップｓ３では、パケット通信網３を介して送信されたメ
ッセージがメール送信検出手段１１によって検出される。送信メッセージ検出手段１１は
、パケット通信網３を介するデータ伝送のセッション中でも、メッセージを検出すること
ができる。データ伝送のセッション中でなければ、メッセージのみが送信されるので、容
易に検出することができる。
【００３３】
ステップｓ４では、送信メッセージ検出手段１１が検出したメッセージは、音声メッセー
ジ再生手段１２によって、検出されたメッセージの内容に従って音声化される。車両の運
転者等は、音声メッセージを聞き、ステップｓ５での操作手段１３への操作で、パケット
通信網３との接続を切断する。ステップｓ６では、車両の運転者等が、操作手段１３に対
し、電子メールサービス２のメールサーバ６から電子メールを読取る操作を行う。ステッ
プｓ７では、車両の運転者等が、操作手段１３に対して、電子メールの送信側に向けて、
受信確認を示すメールを送信する。次のステップｓ８では、パケット通信網３との接続を
再設定し、ステップｓ９で手順を終了する。
【００３４】
本実施形態では、ステップｓ４で、電子メール送信を通知するデータの受信は、電子メー
ル有りを示す音声メッセージの読上げで移動体側に知らされるので、車両の運転者などが
運転操作中であっても、電子メールの到着を確実に知ることができる。運転者などは、運
転操作に支障がないときに、操作手段１３を操作し、ステップｓ５～ステップｓ８の手順
を実行すればよい。なお、この手順は、制御手段１０によって自動的に行うように制御す
ることもできる。すなわち、通信端末装置４には、電子メール送信を通知するデータを受
信すると、パケット通信網３を介してのデータの伝送を一時的に中断して、メールサーバ
６から電子メールを読取る機能も設けてある。操作手段１３からこの機能を利用するよう
にすれば、電子メールの送信を通知するデータを受信すると、車両の運転者などが直接操
作しないでも、パケット通信のセッションが一時中断され、電子メールの読取りが行われ
るので、電子メールの受信を迅速かつ確実に行うことができる。
【００３５】
また、自動的に制御する場合、電子メール送信を通知するデータに時間データを含めてお
き、通信端末装置４は、時間データに従ってデータの伝送の中断を行う時間を設定するよ
うにすることもできる。電子メール送信を通知するデータに含まれる時間データに応じて
パケット通信のセッションを中断し、電子メールの読取りを行うことができるので、電子
メールに画像情報等が含まれて読出しに時間がかかるときであっても、内容に沿った時間
を設定することができる。
【００３６】
またデータの伝送の中断を行う時間は、パケット通信網３を介して送付するデータを追加
して、更新が可能であるようにすることもできる。パケット通信のセッションを中断する
時間は、データを追加して更新が可能となるので、画一的な時間設定を変更することがで
きる。
【００３７】
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【発明の効果】
以上のように本発明によれば、パケット通信網を介するデータ通信のセッション中でも、
電子メールの送信を確実に通知し、移動体側で、パケット通信のセッションを一時中断し
て、送信後迅速に電子メールを受信して読出すことができる。
【００３８】
また本発明によれば、電子メール送信を、音声メッセージの読上げで知らされるので、車
両の運転者などが運転操作中であっても、電子メールの到着を確実に知ることができる。
【００３９】
また本発明によれば、車両の運転者などが直接操作しないでも、パケット通信のセッショ
ンが一時中断されて電子メールの読取りが行われるので、電子メールの受信を迅速かつ確
実に行うことができる。
【００４０】
また本発明によれば、電子メールの内容に沿った時間を設定して、パケット通信のセッシ
ョンを中断し、電子メールを受信することができる。
【００４１】
また本発明によれば、パケット通信のセッションを中断する時間を更新して、画一的な時
間設定を変更することができる。
【００４２】
また本発明によれば、受信確認の通知で、送信側は電子メールが移動体側に受信されたこ
とを確認することができる。
【００４３】
さらに本発明によれば、移動体に搭載される通信端末装置は、パケット通信網を介するデ
ータ通信中でも、パケット通信網を介してメール送信の通知を行えば、パケット通信のセ
ッションを一時中断して、電子メールを読取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態である移動体への電子メール送信方法を実現するシステム
構成を示すブロック図である。
【図２】図１の実施形態での全体的な電子メール送信手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　通信事業者
２　電子メールサービス
３　パケット通信網
４　通信端末装置
５　移動体
６　メールサーバ
７　通信サーバ
８　携帯電話
９　車載端末
１０　制御手段
１１　メール送信検出手段
１２　音声メッセージ再生手段
１３　操作手段
２０　管理センタ
２１　管理コンピュータ
２２　ディスプレイ装置
２３　ルータ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(9) JP 3611805 B2 2005.1.19



フロントページの続き

(72)発明者  本島　雅浩
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内
(72)発明者  丸岡　正人
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内
(72)発明者  森田　智子
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内
(72)発明者  水野　正孝
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内

    審査官  石井　研一

(56)参考文献  特開２０００－１５１８３４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０１３５６９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－１１０５９６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－３６２８２６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２９９７４５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１８８９８２（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１８１８１７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H04L 12/58   100
              H04B  7/26
              H04Q  7/38

(10) JP 3611805 B2 2005.1.19


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

