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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線を用いた電子会議システムであって、
　会議を管理する会議管理サーバと、該会議管理サーバと無線通信可能な情報端末装置と
を含み、
　前記情報端末装置は、
　会議参加者各自が使用可能な第１の情報端末と、前記第１の情報端末と通信可能な第２
の情報端末とからなり、
　前記第２の情報端末は、会議参加者を特定する機能を有し、この機能を通じて受信した
、第１の情報端末と会議管理サーバとの無線通信の接続に必要な設定情報を、前記第１の
情報端末に送信するとともに、
　前記第２の情報端末は、
　会議参加者を特定する機能を通じて前記設定情報を受信するための第１通信手段と、
　前記第１の情報端末との通信を行う第２通信手段と、
　前記第１通信手段及び第２通信手段の通信制御を行う通信制御手段とを有し、
　前記通信制御手段は、
　前記第１通信手段が受信した前記設定情報を、前記第２通信手段によって前記第１の情
報端末に送信させ、
　前記第１通信手段が携帯電話の公衆回線であることを特徴とする電子会議システム。
【請求項２】
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　前記第１の情報端末と前記会議管理サーバとの間の第１の通信方式と、前記第１の情報
端末と前記第２の情報端末との間の第２の通信方式が同じであることを特徴とする請求項
１に記載の電子会議システム。
【請求項３】
　前記第２の情報端末が会議参加者を特定する機能を通じて前記設定情報を受信する第３
の通信方式と、前記第２の情報端末と前記第１の情報端末との間の第２の通信方式とは、
直接通信が不可能な異なった通信方式であることを特徴とする請求項１に記載の電子会議
システム。
【請求項４】
　前記第２通信手段が無線ＬＡＮ（local　area　network）であることを特徴とする請求
項１に記載の電子会議システム。
【請求項５】
　前記第１通信手段は、前記設定情報を電子メールで受信することを特徴とする請求項１
に記載の電子会議システム。
【請求項６】
　前記通信制御手段は、
　前記第１通信手段で受信された設定情報が、前記第２通信手段によって前記第１の情報
端末に送信された後、該設定情報を削除することを特徴とする請求項１に記載の電子会議
システム。
【請求項７】
　前記通信制御手段は、
　前記第２通信手段で設定情報を送信する際、一時的に送信設定を変更することを特徴と
する請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項８】
　前記第１通信手段は、前記会議管理サーバと通信可能であるとき、
　前記通信制御手段は、前記第１の情報端末を特定するための情報を前記会議管理サーバ
に送信し、その後、該会議管理サーバから前記設定情報を受信するように前記第１通信手
段の通信を制御することを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項９】
　前記第１通信手段は、前記会議管理サーバと通信可能であるとき、
　前記通信制御手段は、第２通信手段によって第１の情報端末に設定情報を送信し、該第
１の情報端末から返信された情報に基づいて、前記第１の情報端末が前記会議管理サーバ
との通信が可能か否かを判断することを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項１０】
　前記通信制御手段は、
　前記第１の情報端末が前記会議管理サーバとの通信が可能か否かを判断した結果を、前
記第１通信手段によって前記会議管理サーバに送信させることを特徴とした請求項９に記
載の電子会議システム。
【請求項１１】
　前記通信制御手段は、
　前記設定情報を第１の情報端末に送信する際に、第２通信手段による該第１の情報端末
との接続が不可能であると判断された場合、前記第１の情報端末の起動の催促を使用者に
報知する報知機能を有していることを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項１２】
　前記通信制御手段は、
　前記設定情報を第１の情報端末に送信する際に、第２通信手段と第１の情報端末との接
続が不可能であると判断された場合、前記第２通信手段と第１の情報端末との接続動作を
一定時間試みることを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項１３】
　前記設定情報は、複数の無線方式に対応した設定情報からなることを特徴とした請求項
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１に記載の電子会議システム。
【請求項１４】
　前記設定情報に含まれる複数の無線方式に対応した設定情報に推薦順位が設定されてい
ることを特徴とする請求項１３に記載の電子会議システム。
【請求項１５】
　前記第１の情報端末は、
　前記第２の情報端末から送信される設定情報を受信し、且つ、前記会議管理サーバと通
信を行うための第３通信手段と、
　前記第３通信手段によって受信した設定情報に基づいて、前記会議管理サーバとの通信
が可能なように、該第３通信手段の接続用の設定を変更する設定変更手段とを備えている
ことを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項１６】
　前記第３通信手段は、無線ＬＡＮであることを特徴とする請求項１５に記載の電子会議
システム。
【請求項１７】
　前記第３通信手段は、前記第２の情報端末から送信された設定情報によって第１の情報
端末と会議管理システムとの接続が不可能である場合に、不可能であることを該第２の情
報端末に送信することを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項１８】
　前記第１の情報端末は、前記会議管理サーバとの接続可能な無線方式を複数種類備え、
それぞれの無線方式に付された優先順位に従って切り換わることを特徴とする請求項１に
記載の電子会議システム。
【請求項１９】
　前記会議管理サーバと前記第２の情報端末とが通信可能であるとき、
　前記会議管理サーバは、
　上記第２の情報端末に設定情報を送信するのを受付完了確認後に行うことを特徴とする
請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項２０】
　前記会議管理サーバと前記第２の情報端末とが通信可能であるとき、
　前記会議管理サーバは、
　前記第２の情報端末に設定情報の送信を、該第２の情報端末への情報の送信許可後に行
うことを特徴とする請求項１に記載の電子会議システム。
【請求項２１】
　会議を管理する会議管理サーバと、該会議管理サーバと無線ＬＡＮで接続される複数の
情報端末装置とで構成される電子会議システムにおいて、
　上記情報端末装置は、
　上記会議管理サーバから上記無線ＬＡＮ接続用の設定情報を携帯電話の公衆回線経由で
受け取る第１通信手段と、上記会議管理サーバと上記無線ＬＡＮで通信する第２通信手段
と、上記第１通信手段で受け取った無線ＬＡＮ接続用の設定情報に基づいて、上記第２通
信手段における無線ＬＡＮ接続用の設定を行う接続設定手段とを備えていることを特徴と
する電子会議システム。
【請求項２２】
　上記会議管理サーバは、
　開催される電子会議のみに有効な無線ＬＡＮ接続用の設定情報を上記情報端末装置に送
信することを特徴とする請求項２１に記載の電子会議システム。
【請求項２３】
　上記会議管理サーバは、
　会議参加者を目視で確認できる情報を持ち、それを表示可能な表示装置を持つことを特
徴とする請求項２１に記載の電子会議システム。
【請求項２４】
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　上記会議管理サーバは、
　会議参加者の機器の接続状態を受信し表示する機能を有することを特徴とした請求項２
１に記載の電子会議システム。
【請求項２５】
　上記会議管理サーバは、
　会議参加者の機器の接続権限を、前記設定情報で管理することを特徴とした請求項２１
に記載の電子会議システム。
【請求項２６】
　無線ＬＡＮ（local　area　network）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情
報端末装置において、
　携帯電話の公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設定情報を受
け取る第１通信手段と、
　上記電子会議で無線ＬＡＮを用いて通信する第２通信手段と、
　上記第１通信手段によって受け取った設定情報に基づいて、上記第２通信手段で用いる
無線ＬＡＮ接続用の設定を行う接続設定手段とを備えていることを特徴とする情報端末装
置。
【請求項２７】
　携帯電話の公衆回線経由で受け取る無線ＬＡＮ接続用の設定情報は、開催される電子会
議のみに有効な無線ＬＡＮ接続用の設定情報であることを特徴とする請求項２６に記載の
情報端末装置。
【請求項２８】
　会議を管理する会議管理サーバと、該会議管理サーバと無線ＬＡＮで接続される複数の
第１の情報端末とで構成される電子会議システムにおいて、
　上記第１の情報端末は、
　上記会議管理サーバと上記無線ＬＡＮで通信する第２通信手段と、上記会議管理サーバ
から上記無線ＬＡＮ接続用の設定情報を携帯電話の公衆回線経由で受け取る第２の情報端
末から受け取った無線ＬＡＮ接続用の設定情報に基づいて、上記第２通信手段における無
線ＬＡＮ接続用の設定を行う接続設定手段とを備えていることを特徴とする電子会議シス
テム。
【請求項２９】
　無線ＬＡＮ（local　area　network）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情
報端末装置の通信設定方法において、
　携帯電話の公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設定情報を受
け取り、
　受け取った設定情報に基づいて、上記情報端末装置に対して電子会議で用いる無線ＬＡ
Ｎ接続用の設定を行うことを特徴とする通信設定方法。
【請求項３０】
　上記携帯電話の公衆回線で受け取る無線ＬＡＮ接続用の設定情報は、開催される電子会
議のみに有効な無線ＬＡＮ接続用の設定情報であることを特徴とする請求項２９に記載の
通信設定方法。
【請求項３１】
　無線ＬＡＮ（local　area　network）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情
報端末装置の通信設定プログラムにおいて、
　携帯電話の公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設定情報を受
け取る手順と、
　受け取った設定情報に基づいて、上記情報端末装置に対して電子会議で用いる無線ＬＡ
Ｎ接続用の設定を行う手順とをコンピュータに実行させる通信設定プログラム。
【請求項３２】
　請求項３１のプログラムを実行する電子機器。
【請求項３３】
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　上記会議管理サーバは、上記第２の情報端末から上記設定情報の要求を受信すると、該
要求に含まれる上記第１の情報端末のＭＡＣ（Media Access Control）アドレスに基づい
て、電子会議の参加者からの要求であるか否かを判断することを特徴とする請求項１記載
の電子会議システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を利用した電子会議
システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮを利用した電子会議システムが、特許文献１（特開２００４－２１５０１（
平成１６年１月２２日公開））に開示されている。
【０００３】
　特許文献１に開示された電子会議システムは、ノート型のパーソナルコンピュータ等か
ら成る複数の情報端末（ＰＣ）と、会議室内に設置された無線ＬＡＮアクセスポイント（
無線ＬＡＮ　ＡＰ）と、サーバコンピュータ等から成る会議用共有データサーバと、サー
バコンピュータ等から成る会議室管理サーバと、有線ＬＡＮとで構成され、会議主催者等
により会議室の予約日時が登録されると、会議室管理サーバが会議実施時に無線ＬＡＮ接
続用パラメータの値を決定し、予約時間になると無線ＬＡＮ接続用パラメータの値を予約
時に決定した値に変更するようになっている。
【０００４】
　ところが、通常、無線ＬＡＮシステムによって通信を行う場合には、お互いに通信用の
設定を予め行う必要がある。上記の特許文献１に開示された電子会議システムにおいても
同様であり、予めサーバとノートＰＣの無線ＬＡＮの通信用の設定が出来ていないと、は
じめの通信が出来ないようになっている。このため、他部門が参加するような会議、すな
わち参加者が追加されるような会議では、一旦ノートＰＣの通信設定を、サーバに接続で
きるようにする必要がある。
【０００５】
　従って、従来の無線ＬＡＮを用いた電子会議システムでは、会議への参加者の追加が容
易でなく、また、急な会議開催時においても迅速に対応できない等、柔軟な対応ができな
いという問題が生じる。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、電子会議への参加
者の追加を容易にし、柔軟な対応ができる電子会議システムを提供することにある。
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る情報端末装置は、上記課題を解決するため
に、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加
者が各自使用する情報端末装置において、公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線
ＬＡＮ接続用の設定情報を受け取る第１通信手段と、上記電子会議で無線ＬＡＮを用いて
通信する第２通信手段と、上記第１通信手段によって受け取った設定情報に基づいて、上
記第２通信手段で用いる無線ＬＡＮ接続用の設定を行う接続設定手段とを備えていること
を特徴としている。
【０００８】
　上記の構成によれば、接続設定手段によって、第１通信手段で受け取った設定情報に基
づいて第２通信手段で用いる無線ＬＡＮ接続用の設定が行われるので、電子会議で使用さ
れる無線ＬＡＮの初期設定が自動的に行われることになる。
【０００９】
　しかも、上記第１通信手段には、公衆回線経由で無線ＬＡＮ接続用の設定情報が通知さ
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れるので、公衆回線によって特定することができる情報端末装置であれば、電子会議の参
加が容易になる。
【００１０】
　このように、情報端末装置が公衆回線で特定できれば、開催する電子会議で用いられる
無線ＬＡＮ接続用の設定情報を何時でも通知することが可能となるので、例えば、電子会
議を急に開催する場合であっても、迅速に対応することが可能となる。
【００１１】
　従って、上記構成の情報端末装置を用いれば、電子会議への参加者の追加を容易にし、
柔軟な対応ができる電子会議システムを提供するができるという効果を奏する。
【００１２】
　本発明の電子会議システムは、上記の目的を達成するために、会議を管理する会議管理
サーバと、該会議管理サーバと無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）で
接続される複数の情報端末装置とで構成される電子会議システムにおいて、上記情報端末
装置は、上記会議管理サーバから上記無線ＬＡＮ接続用の設定情報を公衆回線経由で受け
取る第１通信手段と、上記会議管理サーバと上記無線ＬＡＮで通信する第２通信手段と、
上記第１通信手段で受け取った無線ＬＡＮ接続用の設定情報に基づいて、上記第２通信手
段における無線ＬＡＮ接続用の設定を行う接続設定手段とを備えていることを特徴として
いる。
【００１３】
　上記の構成によれば、電子会議への参加者の追加を容易にし、柔軟な対応ができる電子
会議システムを提供するができるという効果を奏する。
【００１４】
　本発明の通信設定方法は、上記の目的を達成するために、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａ
ｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情報端末装置の
通信設定方法において、公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設
定情報を受け取り、受け取った設定情報に基づいて、上記情報端末装置に対して電子会議
で用いる無線ＬＡＮ接続用の設定を行うことを特徴としている。
【００１５】
　上記の構成によれば、電子会議への参加者の追加を容易にし、柔軟な対応ができる電子
会議システムを提供するができるという効果を奏する。
【００１６】
　本発明の通信設定プログラムは、上記の目的を達成するために、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａ
ｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情報端末
装置の通信設定プログラムにおいて、公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡ
Ｎ接続用の設定情報を受け取る手順と、受け取った設定情報に基づいて、上記情報端末装
置に対して電子会議で用いる無線ＬＡＮ接続用の設定を行う手順とをコンピュータに実行
させる通信設定プログラムであってもよい。
【００１７】
　上記の構成によれば、プログラムをコンピュータに実行させることで、汎用のコンピュ
ータを利用して、電子会議への参加者の追加を容易にし、柔軟な対応ができる電子会議シ
ステムを容易に実現することができるという効果を奏する。
【００１８】
　本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分に理
解されるであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本実施の形態にかかる電子会議システムの概要を示すブロック図である。
【図２】図１に示す電子会議システムの具体例を示す図である。
【図３】図１に示す会議システムの機能ブロック図である。
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【図４】図１に示す携帯電話の機能ブロック図である。
【図５】図１に示すノートＰＣの機能ブロック図である。
【図６】図１に示す電子会議システムにおける通信処理の流れを示すシーケンス図である
。
【図７】会議システムにおける通信処理時の表示画面例を示す図である。
【図８】会議システムにおける通信処理時の表示画面例を示す図である。
【図９】会議システムにおける通信処理時の表示画面例を示す図である。
【図１０】ノートＰＣが起動していない場合の処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１１】携帯電話の設定情報出力処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１２】会議システムの他の構成を示す機能ブロック図である。
【図１３】無線方式の選択処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】本電子会議システムの他の通信処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１５】本電子会議システムのさらに他の通信処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１６】本電子会議システムのさらに他の通信処理の流れを示すシーケンス図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の一実施の形態について説明すれば、以下の通りである。
【００２１】
　本実施の形態に係る電子会議システムは、図１に示すように、サーバコンピュータとし
ての会議システム（会議管理サーバ）１０１と、該会議システム１０１と公衆回線１０２
を介して接続されたクライアントコンピュータとしての複数の情報端末（情報端末装置）
１０３とで構成されている。また、上記情報端末１０３は、上記会議システム１０１と無
線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続されている。図１において、
実線は有線による信号の流れを示し、破線は無線による信号の流れを示す。
【００２２】
　上記情報端末１０３は、会議参加者が持参する携帯電話（第１通信手段、第２通信手段
、第２の情報端末）２０１とノートＰＣ（第２通信手段、第１の情報端末）３０１とを含
んだものとなっている。
【００２３】
　上記携帯電話２０１とノートＰＣ３０１とは、無線ＬＡＮで接続されており、該携帯電
話２０１からノートＰＣ３０１へ必要な情報（後述する無線ＬＡＮの設定情報等）が伝送
されるようになっている。
【００２４】
　各情報端末１０３のノートＰＣ３０１は、それぞれ会議システム１０１に無線ＬＡＮで
接続されることで、該会議システム１０１内のデータベースにアクセスして必要な情報を
得るようになっている。この得た情報に基づいて、情報端末１０３を持参した会議参加者
は、電子会議を行うことになる。
【００２５】
　上記携帯電話２０１には、受付装置１１４からの指示に従って会議システム１０１から
公衆回線１０２を介して、無線ＬＡＮの初期設定情報が通知される。この初期設定情報は
、開催対象となる電子会議に限定された情報である。そして、携帯電話２０１に通知され
た無線ＬＡＮの初期設定情報を情報端末１０３内のノートＰＣ３０１に無線ＬＡＮを通じ
て伝送する。この初期設定情報を受け取ったノートＰＣ３０１は、会議システム１０１と
のやり取りを行うための無線ＬＡＮの初期設定を行う。以上の処理の流れの詳細について
は後述する。
【００２６】
　上記構成の電子会議システムを具体化した場合、例えば図２に示すような構成となる。
【００２７】
　図２において、受付装置１１４は、会議参加者の受付を行う装置であり、例えば、タッ
チパネル等の操作パネルからなる。この受付装置１１４からの信号、すなわち会議参加者
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の受付を確認した信号は、前述した会議システム１０１に送信される。
【００２８】
　会議システム１０１には、本電子会議を管理する管理者１０５が操作するノートＰＣ１
０７が接続されている。このノートＰＣ１０７には、会議システム１０１から会議参加者
の受付確認の信号が送信される。
【００２９】
　また、上記会議システム１０１には、無線ＬＡＮ用アンテナ１１５が設けられており、
会議室内の情報端末１０３のノートＰＣ３０１と無線ＬＡＮシステムを構築するようにな
っている。この無線ＬＡＮの設定情報は、本電子会議の開催期間のみ有効なものとする。
【００３０】
　さらに、上記会議システム１０１は、公衆回線１０２に接続されており、上記管理者１
０５からの指示によって、上記無線ＬＡＮの設定情報を会議参加者に対して通知するよう
になっている。このとき、会議参加者が持参している情報端末１０３の携帯電話２０１に
無線ＬＡＮの設定情報が送信される。そして、この無線ＬＡＮの設定情報は、携帯電話２
０１から情報端末１０３内のノートＰＣ３０１に伝送される。このときの伝送方法は、携
帯電話２０１とノートＰＣ３０１との間で構築される無線ＬＡＮシステムによって行われ
るものとするが、これに限定するものではない。
【００３１】
　なお、上記管理者１０５は、上記ノートＰＣ１０７を操作することで、会議参加者に対
して電子会議用の無線ＬＡＮの設定情報を通知するように、会議システム１０１に指示し
ている。
【００３２】
　このように、会議参加者の持参したノートＰＣ３０１に対する無線ＬＡＮの設定を開始
するのを管理者１０５がノートＰＣ１０７を操作して行ってもよいが、これに限定される
ものではなく、例えば受付装置１１４の受付確認時に自動的に行ってもよい。この場合、
ノートＰＣ３０１が立ち上がった後に、携帯電話２０１と該ノートＰＣ３０１との間で通
信が開始されるようにしていれば、該携帯電話２０１を介して直ぐに会議用の無線ＬＡＮ
設定情報が該ノートＰＣ３０１に送信される。このときの管理者１０５のノートＰＣ１０
７上では、接続（状態）の表示部分にＴｒｙあるいはＷａｉｔ等の表示を出すことで、管
理者１０５に無線ＬＡＮ設定情報が送信状態であることを知らせる。具体的には、会議シ
ステム１０１に対して、携帯電話２０１が公衆回線１０２を介して接続Ｔｒｙ中の信号を
出してもよいし、管理者１０５のノートＰＣ１０７に対して、会議システム１０１自身が
ノートＰＣ３０１と接続されるまで接続Ｔｒｙ中の信号を出してもよい。
【００３３】
　ここで、本電子会議システムを構成する会議システム１０１、情報端末１０３の概要に
ついて以下に説明する。
【００３４】
　上記会議システム１０１は、例えば図３に示すように、システム全体を制御する制御部
１１０を中心に、表示装置１１１、操作入力装置１１２、設定決定部１１３、受付装置１
１４、無線ＬＡＮ用アンテナ１１５、無線ＬＡＮ部１１６、無線ＬＡＮ制御部１１７、公
衆回線用アンテナ１１８、公衆回線部１１９、公衆回線制御部１２０、サーバ・データ記
憶部１２１が接続された構成となっている。
【００３５】
　上記サーバ・データ記憶部１２１は、電子会議に参加する参加者のリストを示すメンバ
ーリスト１２２、電子会議で使用するデータとして会議用データＡ１２３、会議用データ
Ｂ１２４、会議用データＣ１２５等が記憶され、必要に応じて読み出される。
【００３６】
　上記表示装置１１１、操作入力装置１１２は、図２に示す管理者１０５が操作するノー
トＰＣ１０７で実現される。すなわち、上記表示装置１１１は、ノートＰＣ１０７の表示
パネルに相当し、上記操作入力装置１１２は、ノートＰＣ１０７のキーボードやタッチパ
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ッド等に相当している。
【００３７】
　上記設定決定部１１３は、上記制御部１１０からの制御信号や時間、乱数や予め用意さ
れたリスト等に基づいて、電子会議で使用するための無線ＬＡＮの接続用の設定を決定す
るようになっている。ここで決定された無線ＬＡＮの接続用の設定情報が公衆回線用アン
テナ１１８から公衆回線１０２を通じて会議参加者の携帯電話２０１に通知される。
【００３８】
　上記無線ＬＡＮ用アンテナ１１５は、無線ＬＡＮ部１１６を介して無線ＬＡＮ制御部１
１７に接続されており、無線ＬＡＮによるノートＰＣ３０１との通信を可能にしている。
【００３９】
　上記公衆回線用アンテナ１１８は、公衆回線部１１９を介して公衆回線制御部１２０に
接続されており、公衆回線による携帯電話２０１との通信を可能にしている。
【００４０】
　本会議システム１０１は、公衆回線経由で該会議システム１０１とノートＰＣ３０１と
の間の無線ＬＡＮ接続用の設定情報を携帯電話２０１に送信するようになっている。
【００４１】
　この場合の設定情報としては、基本的には、無線ＬＡＮ方式としてのＩＥＥＥ８０２．
１１ｅ，ｉ，ｇ，ａ等、無線チャンネル、ＳＳＩＤ、パスワード、ＭＡＣアドレス、ユー
ザ名、暗号化方式（ＡＥＣ等）とそのコード、権限情報、アクセス先のＵＲＬ等が考えら
れ、これらの一部もしくは全部が考えられる。
【００４２】
　なお、無線ＬＡＮの設定情報としては、上記の設定情報以外であってもよく、接続設定
に必要なものであれば何でもよい。つまり、無線方式が変更になった場合には、設定情報
の種類も異なる。
【００４３】
　続いて、本電子会議システムに参加する参加者が持参する情報端末１０３に含まれる携
帯電話２０１の概要について以下に説明する。
【００４４】
　上記携帯電話２０１は、例えば図４に示すように、装置全体を制御す制御部２１０を中
心に、表示装置２１１、操作入力装置２１２、無線ＬＡＮ用アンテナ２１３、無線ＬＡＮ
部２１４、無線ＬＡＮ制御部２１５、公衆回線用アンテナ２１６、公衆回線部２１７、公
衆回線制御部２１８、携帯電話記憶部２１９が接続された構成となっている。
【００４５】
　上記携帯電話記憶部２１９には、ＰＣ（ノートＰＣ３０１）との接続設定データ２２０
、個人認証データ２２１が記憶されており、必要に応じて読み出されるようになっている
。上記ＰＣとの接続設定データ２２０としては、無線ＬＡＮ接続に必要なＳＳＩＤ等、セ
キュリティや暗号化に必要な情報であり、少なくとも最低限の無線ＬＡＮ接続に必要な設
定情報を含み、必要に応じ、セキュリティ情報等を含む。
【００４６】
　上記表示装置２１１は、携帯電話２０１の表示部に相当し、上記操作入力装置２１２は
、携帯電話２０１のテンキー等の入力部に相当する。
【００４７】
　上述のように、携帯電話２０１には、通信手段として、公衆回線用アンテナ２１６が上
記公衆回線部２１７を介して公衆回線制御部２１８に接続された構成の他に、ノートＰＣ
３０１との間で無線ＬＡＮシステムを構築するための、無線ＬＡＮ用アンテナ２１３が無
線ＬＡＮ部２１４を介して無線ＬＡＮ制御部２１５に接続された構成を有している。
【００４８】
　続いて、本電子会議システムに参加する参加者が持参する情報端末１０３に含まれるノ
ートＰＣ３０１の概要について以下に説明する。
【００４９】
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　上記ノートＰＣ３０１は、例えば図５に示すように、装置全体を制御する制御部（接続
設定手段）３１０を中心に、表示装置３１１、操作入力装置３１２、無線ＬＡＮ用アンテ
ナ３１３、無線ＬＡＮ部３１４、無線ＬＡＮ制御部３１５、ＰＣ記憶部３１６が接続され
た構成となっている。
【００５０】
　上記ＰＣ記憶部３１６は、例えばハードディスクドライブからなり、携帯（携帯電話２
０１）との接続設定データ３１７、無線ＬＡＮ設定やパスワード等の会議用設定データ３
１８、その他プレゼン（プレゼンテーション）データ３１９等が記憶されており、必要に
応じて読み出されるようになっている。上記携帯との接続設定データ３１７としては、ユ
ーザネームやユーザＩＤ、無線ＬＡＮ接続に必要なＳＳＩＤ等、セキュリティや暗号化に
必要な情報であり、少なくとも最低限の会議システムに接続無線ＬＡＮ接続に必要な設定
情報を含み、必要に応じ、セキュリティ情報等を含む。
【００５１】
　上記表示装置３１１は、ノートＰＣ３０１の表示部に相当し、上記操作入力装置３１２
は、ノートＰＣ３０１のキーボード等の入力部に相当する。
【００５２】
　上述のように、ノートＰＣ３０１には、通信手段として、携帯電話２０１及び会議シス
テム１０１との間で無線ＬＡＮシステムを構築するための、無線ＬＡＮ用アンテナ３１３
が無線ＬＡＮ部３１４を介して無線ＬＡＮ制御部３１５に接続された構成を有している。
【００５３】
　ここで、上記構成の電子会議システムにおける通信処理の流れについて、図２に示す電
子会議システムの概略図、図６に示すシーケンス図及び図７～図９を参照しながら以下に
説明する。ここでの通信設定処理は、主に、ノートＰＣ３０１と会議システム１０１との
間の通信設定処理について説明する。
【００５４】
　始めに、会議システム１０１における処理の流れについて説明する。
【００５５】
　まず、受付装置１１４にて、受付入力が行われる（ステップＳ１）と、受付入力の情報
に基づいて、テーブル更新・表示変更処理が行われる（ステップＳ２）。この更新・変更
情報は、管理者１０５のノートＰＣ１０７に送信される。
【００５６】
　この場合のテーブル更新・表示変更処理としては、例えば図８に示すようなメンバーリ
スト画面において、各メンバーの各種状態を更新あるいは変更処理することである。この
処理の詳細については後述する。
【００５７】
　次に、会議システム１０１では、管理者１０５からの出席確認・操作処理（ステップＳ
４１）において行われた結果に基づいて送信操作処理を行う（ステップＳ３）。ここで、
送信操作処理とは、受付完了した会議参加者に対して、電子会議で使用する無線ＬＡＮの
設定情報を送信するための操作処理を示す。
【００５８】
　続いて、携帯回線、すなわち公衆回線１０２を介して上記の無線ＬＡＮの設定情報の送
信（設定送信）を行う（ステップＳ４）。なお、この設定情報は、公衆回線１０２（携帯
回線）を通じて携帯電話２０１に送信される。
【００５９】
　次いで、会議システム１０１は、各ＰＣ（ノートＰＣ３０１）とＷ－ＬＡＮ（無線ＬＡ
Ｎ）通信を開始する（ステップＳ５）。
【００６０】
　その後、テーブルの更新・表示変更処理を行う（ステップＳ６）。ここでは、図８に示
すメンバーリストとして表示するための情報の更新処理等が行われる。
【００６１】
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　以上のステップＳ１～ステップＳ６までの処理が電子会議に参加するメンバー全てに対
して行われる。
【００６２】
　その後、会議システム１０１による会議を開催する（ステップＳ７）。そして、管理者
１０５から会議終了の指示があれば、終了操作入力処理を行う（ステップＳ８）。
【００６３】
　この処理によって、終了指示を各機器へ送信する（ステップＳ９）。そして、Ｗ－ＬＡ
Ｎ設定変更処理を行う（ステップＳ１０）。この処理によって、会議終了後に、本電子会
議システムにアクセスできないようにしている。
【００６４】
　その後、テーブルの更新・表示変更処理を行う（ステップＳ１１）。ここでは、図８に
示すメンバーリストとして表示するための情報の更新処理等が行われる。
【００６５】
　次に、携帯電話２０１における処理について説明する。
【００６６】
　まず、ＰＣとの通信可能状態で、携帯回線（公衆回線１０２）からの通信を待ち受ける
（ステップＳ２１）。ここでは、携帯電話２０１とノートＰＣ３０１との間で無線ＬＡＮ
システムを構築する。なお、この場合、携帯電話２０１の無線ＬＡＮ設定が、ノートＰＣ
３０１との接続可能でない場合は、一時的にノートＰＣ３０１との間で無線接続可能な設
定にすることで、通信を行ってもよい。これら設定は、２１９の記憶部等に記憶しておけ
ばよい。この無線ＬＡＮシステムをＷ－ＬＡＮ１とする。
【００６７】
　続いて、携帯回線で設定受信を行う（ステップＳ２２）。ここでは、会議システム１０
１における処理のステップＳ４の動作によって送信された無線ＬＡＮの設定情報を受信す
ることになる。
【００６８】
　そして、受信した設定情報に基づいて、Ｗ－ＬＡＮ１経由で無線ＬＡＮの設定命令を送
信する（ステップＳ２３）。この設定情報によって、ノートＰＣ３０１側の無線ＬＡＮの
設定が変更されるので、携帯電話２０１とノートＰＣ３０１との間で構築された無線ＬＡ
Ｎシステムは解除された状態、すなわち通信停止状態となる。
【００６９】
　最後に、会議終了時に、再び、ノートＰＣ３０１側の無線ＬＡＮの設定がＷ－ＬＡＮ１
用の設定に変更されるので、携帯電話２０１とノートＰＣ３０１との間の無線ＬＡＮシス
テムが構築され、通信が開始される（ステップＳ２４）。
【００７０】
　続いて、ノートＰＣ３０１における処理について説明する。
【００７１】
　まず、携帯電話２０１との間で通信可能状態とする（ステップＳ３１）。この状態で携
帯電話２０１からの指令を待つ。この場合、ノートＰＣ３０１では、無線ＬＡＮシステム
としてＷ－ＬＡＮ１を構築するための無線ＬＡＮ設定が使用されている。
【００７２】
　続いて、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮ１を介して設定命令を受信し（ステップＳ３
２）、会議システム１０１との無線ＬＡＮを構築するためのＷ－ＬＡＮの設定を変更する
（ステップＳ３３）。
【００７３】
　これにより、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との間で無線ＬＡＮシステムを
構築し、会議参加状態となる（ステップＳ３４）。
【００７４】
　この会議参加状態で、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１から会議終了の信号待
ちとなる（ステップＳ３５）。ここで、会議終了の信号を受信したら、ノートＰＣ３０１
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は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻す処理を行う（ステップＳ３６）。ここで、Ｗ－ＬＡＮの
設定を基に戻すとは、ノートＰＣ３０１と携帯電話２０１との間で無線ＬＡＮシステムを
構築できるように無線ＬＡＮの設定を変更することである。
【００７５】
　次いで、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻すことで、再び携帯電話２０
１との通信を開始する（ステップＳ３７）。
【００７６】
　最後に、管理者１０５による処理操作について以下に説明する。
【００７７】
　まず、管理者１０５が操作するノートＰＣ１０７に対して、会議システム１０１からメ
ンバーリスト等のテーブルの変更情報が通知されると、管理者１０５は、出席確認・操作
を行う（ステップＳ４１）。
【００７８】
　ここで、出席確認・操作とは、図７から図９に示すノートＰＣ１０７の表示画面に表示
される画面に基づいて行われるものとする。
【００７９】
　例えば、ノートＰＣ１０７の初期画面が、図７に示すようなメニュー選択画面であると
きに、参加メンバーリストを選択する。そして、選択した参加メンバーリストを表示して
いる表示画面として、図８に示すようなリストがノートＰＣ１０７に表示される。この図
８に示すメンバーリスト画面では、メンバー毎に拡大ボタン１０８、電話番号ボタン１０
９が設けられている。これらボタンは、マウスによるクリック操作で実行できるようにな
っている。例えば、出席確認のために、あるメンバーの拡大ボタン１０８をクリックする
と、図９に示すような、顔写真入りのメンバー情報が表示される。これにより、出席を確
認したら、管理者１０５は、図９に示す電話番号ボタン１０９をクリックする。これによ
り、出席したメンバーの携帯電話２０１に本電子会議で使用する無線ＬＡＮ設定情報を通
知するように会議システム１０１に指示をする。
【００８０】
　ステップＳ４１の処理を本電子会議の参加者全員に行った後、会議開催となる（ステッ
プＳ４２）。なお、会議開催中、ノートＰＣ１０７の表示部は、図７に示すメニュー画面
となっている。
【００８１】
　そして、管理者１０５は、会議の終了が伝えられると会議終了動作に入る（ステップＳ
４３）。ここで、管理者１０５は、ノートＰＣ１０７に表示された図７に表示されている
メニュー画面から会議終了送信を選択することで、会議システム１０１に会議終了を通知
する。
【００８２】
　上述した処理では、携帯電話２０１に電子会議用の無線ＬＡＮの設定情報が通知された
ときに、会議参加者の情報端末１０３のノートＰＣ３０１が既に起動した状態を想定して
いたが、ノートＰＣ３０１が起動していない場合の処理について図１０に示すシーケンス
図を参照に以下に説明する。
【００８３】
　始めに、携帯電話２０１側の処理について説明する。
【００８４】
　まず、携帯電話２０１は、受付処理を行う（ステップＳ５１）。この処理は、携帯電話
２０１以外で行ってもよい。
【００８５】
　続いて、携帯電話２０１は、ＰＣ（ノートＰＣ３０１）との通信を開始するための処理
を行う（ステップＳ５２）。なお、既にノートＰＣ３０１と通信状態にあれば、このステ
ップの処理は不要となる。
【００８６】
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　次いで、携帯電話２０１は、ノートＰＣ３０１との通信が可能であるか否かを判断する
（ステップＳ５３）。
【００８７】
　ここで、通信可能であると判断すれば、携帯電話２０１の表示画面に、「通信可能です
、設定を送ります」と表示する（ステップＳ５４）。そして、設定情報をノートＰＣ３０
１に送信する（ステップＳ５６）。
【００８８】
　一方、ステップＳ５３において、ノートＰＣ３０１との通信が不可であると判断すれば
、携帯電話２０１に通信不可表示を行うと共に、「ＰＣを起動して下さい」等の表示を行
い会議参加者にノートＰＣ３０１の起動を促し（ステップＳ５５）、ステップＳ５２に移
行し、ＰＣとの通信開始処理を行う。
【００８９】
　次に、ノートＰＣ３０１側の処理について説明する。
【００９０】
　まず、ユーザがＰＣ電源をＯＮにする（ステップＳ６１）。ここでは、携帯電話２０１
側の処理のステップＳ５５における表示を見てユーザがノートＰＣ３０１の起動を行う。
【００９１】
　続いて、ノートＰＣ３０１は、携帯電話２０１との間の通信開始処理を行う（ステップ
Ｓ６２）。ここで、ノートＰＣ３０１は、携帯電話２０１との通信が確立されたら、その
旨を携帯電話２０１に通知する。
【００９２】
　次いで、ノートＰＣ３０１は、携帯電話２０１からの無線ＬＡＮの設定情報を受信し（
ステップＳ６３）、この設定情報に基づいてＷ－ＬＡＮの設定を変更する（ステップＳ６
４）。
【００９３】
　そして、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との通信を確立し（ステップＳ６５
）、会議参加状態となる（ステップＳ６６）。
【００９４】
　上記ノートＰＣ３０１がウェイクアップＬＡＮを備えていれば、携帯電話２０１からの
通信信号によって自動的に起動させることができる。
【００９５】
　ここで、携帯電話２０１からノートＰＣ３０１への無線ＬＡＮの設定情報を出力するま
での処理を図１１に示すフローチャートを参照しながら以下に説明する。
【００９６】
　まず、携帯電話２０１は、メール受信待ち状態にあり（ステップＳ１１１）、メールの
着信を判断する（ステップＳ１１２）。
【００９７】
　ここで、メールを着信したと判断した場合、そのメール内容が無線ＬＡＮの設定情報で
あるか否かを判断する（ステップＳ１１３）。
【００９８】
　ステップＳ１１３において、無線ＬＡＮの設定情報であると判断したとき、携帯電話２
０１の表示部に「設定が来ました」と表示する（ステップＳ１１４）。
【００９９】
　そして、ユーザによる設定情報の確認操作を待つ（ステップＳ１１５）。そして、着信
した設定がユーザの設定として使用するか否かの判断が行われる（ステップＳ１１６）。
【０１００】
　ここで、拒否が選択されなければ、すなわち着信した設定を使用すると判断されれば、
設定情報を表示する（ステップＳ１１７）。携帯電話２０１における表示例として、「Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１ｇで接続要求」等が考えられる。
【０１０１】
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　そして、携帯電話２０１は、この設定情報をノートＰＣ３０１に送信し（ステップＳ１
１８）、該着信メールを削除する（ステップＳ１１９）。
【０１０２】
　一方、ステップＳ１１６において、拒否が選択されれば、すなわち着信した設定を使用
しないと判断されれば、後で設定する処理を実行する（ステップＳ１２０）。
【０１０３】
　次に、ユーザによる後で処理を行うのか否かを判断するための確認操作待ち状態となる
（ステップＳ１２１）。続いて、ユーザによる確認操作に基づいて、後で設定するか否か
を判断する（ステップＳ１２２）。
【０１０４】
　ここで、後で設定すると判断した場合には、設定情報を待っていることを会議システム
１０１側に送信し（ステップＳ１２３）、会議システム１０１から設定情報が再度送信さ
れるまで一定時間待ち（ステップＳ１２４）、ステップＳ１１１に移行して設定情報のメ
ールを待つ。
【０１０５】
　一方、ステップＳ１２２において、後で設定することが選択されなければ、送信された
設定情報を使用しない旨を会議システム１０１に送信し（ステップＳ１２５）、ステップ
Ｓ１１１に移行してメールを待つ。
【０１０６】
　ここで、携帯電話２０１から会議システム１０１へ情報を送信する場合は、携帯電話２
０１が会議システム１０１の電話番号を予め知っている必要がある。この場合、受付で電
話番号を各参加者に教えてもよい。
【０１０７】
　本実施の形態では、無線ＬＡＮの接続方式（以下、無線方式と称する）について特に限
定して記載していないが、実際には種々の無線方式が存在し、無線方式が異なれば、通信
が行えないという不具合が生じる。
【０１０８】
　そこで、無線方式を考慮し、どのような無線方式においても通信可能なような電子会議
システムを実現する必要がある。具体的には、会議システム１０１側で種々の無線方式に
対応できる構成とすればよい。
【０１０９】
　例えば、図１２に示すように、会議システム１０１は、複数の無線方式に対応するため
に、無線ＬＡＮ用アンテナ１１５と無線ＬＡＮ部１１６との組を無線方式毎に備え、それ
らの切換制御を無線ＬＡＮ制御部１１７によって行うようにすればよい。なお、図１２で
は、無線方式として、無線ＬＡＮ用アンテナ１１５ａと無線ＬＡＮ部１１６ａの組と、無
線ＬＡＮ用アンテナ１１５ｂと無線ＬＡＮ部１１６ｂの組との２種類を示しているが、こ
れに限定されるものではない。現時点では、無線方式として、「ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ
」、「ＩＥＥＥ８０２．１１ａ」、「ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ」の３種類を考慮している
。
【０１１０】
　図１２に示す構成の会議システム１０１において、無線方式の選択の処理の流れについ
て、図１３に示すフローチャートを参照しながら以下に説明する。
【０１１１】
　まず、ノートＰＣ３０１は、携帯電話２０１から設定情報を受信する（ステップＳ７１
）。
【０１１２】
　そして、設定情報が１つか否かを判断する（ステップＳ７２）。ここで、設定情報が一
つであると判断された場合、ステップＳ７３に移行して設定情報による設定は可能である
か否かを判断する。
【０１１３】



(15) JP 4260842 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

　ステップＳ７３において、設定情報による設定が可能であれば、設定情報をノートＰＣ
３０１の表示部に表示する（ステップＳ７４）。表示例としては、「ＩＥＥＥ８０２．１
１ｇで接続」等が考えられる。
【０１１４】
　そして、設定情報が使用できることを携帯電話２０１に送信する（ステップＳ７５）。
【０１１５】
　次に、ノートＰＣ３０１は、設定情報に基づいてＷ－ＬＡＮの設定を変更する（ステッ
プＳ７６）。これにより、ノートＰＣ３０１と会議システム１０１との間で通信が確立さ
れる（ステップＳ７７）。
【０１１６】
　この状態で、ノートＰＣ３０１の表示部は、接続中である旨を表示し（ステップＳ７８
）、会議に参加する（ステップＳ７９）。
【０１１７】
　また、ステップＳ７３において、設定情報が使用できないと判断した場合には、エラー
を携帯電話２０１に送信する（ステップＳ８１）と共に、ノートＰＣ３０１の表示部に「
ＩＥＥＥ８０２．１１ｇでは接続出来ません。」という内容を表示し（ステップＳ８２）
、ステップＳ７１に移行する。
【０１１８】
　また、ステップＳ７２において、設定情報が１つでないと判断した場合には、設定の中
に第１希望の設定情報があるか否かを判断する（ステップＳ８０）。ここで、第１希望の
設定情報があると判断した場合、設定情報をノートＰＣ３０１の表示部に表示する（ステ
ップＳ８３）。表示例としては、「第１希望のＩＥＥＥ８０２．１１ｇで接続」等が考え
られる。
【０１１９】
　そして、設定情報が使用できることを携帯電話２０１に送信する（ステップＳ８４）。
【０１２０】
　次に、ノートＰＣ３０１は、設定情報に基づいてＷ－ＬＡＮの設定を変更する（ステッ
プＳ８５）。これにより、ノートＰＣ３０１と会議システム１０１との間で通信が確立さ
れる（ステップＳ８６）。
【０１２１】
　この状態で、ノートＰＣ３０１の表示部は、接続中である旨を表示し（ステップＳ８７
）、会議に参加する（ステップＳ８８）。
【０１２２】
　また、ステップＳ８０において、設定情報のなかに第１希望の設定情報が無ければ、第
２希望の設定情報があるか否かを判断する（ステップＳ８９）。ここで、第２希望の設定
情報があると判断した場合、設定情報をノートＰＣ３０１の表示部に表示する（ステップ
Ｓ９０）。表示例としては、「第２希望のＩＥＥＥ８０２．１１ａで接続」等が考えられ
る。
【０１２３】
　そして、設定情報が使用できることを携帯電話２０１に送信する（ステップＳ９１）。
【０１２４】
　次に、ノートＰＣ３０１は、設定情報に基づいてＷ－ＬＡＮの設定を変更する（ステッ
プＳ９２）。これにより、ノートＰＣ３０１と会議システム１０１との間で通信が確立さ
れる（ステップＳ９３）。
【０１２５】
　この状態で、ノートＰＣ３０１の表示部は、接続中である旨を表示し（ステップＳ９４
）、会議に参加する（ステップＳ９５）。
【０１２６】
　さらに、ステップＳ８９において、設定情報のなかに第２希望の設定情報が無ければ、
その他の接続が可能か否かを判断する（ステップＳ９６）。ここで、その他の接続が可能
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であると判断した場合、設定情報をノートＰＣ３０１の表示部に表示する（ステップＳ９
７）。表示例としては、「ＩＥＥＥ８０２．１１ｂで接続」等が考えられる。
【０１２７】
　そして、設定情報が使用できることを携帯電話２０１に送信する（ステップＳ９８）。
【０１２８】
　次に、ノートＰＣ３０１は、設定情報に基づいてＷ－ＬＡＮの設定を変更する（ステッ
プＳ９９）。これにより、ノートＰＣ３０１と会議システム１０１との間で通信が確立さ
れる（ステップＳ１００）。
【０１２９】
　この状態で、ノートＰＣ３０１の表示部は、接続中である旨を表示し（ステップＳ１０
１）、会議に参加する（ステップＳ１０２）。
【０１３０】
　また、ステップＳ９６において、設定情報の中にその他の接続可能な設定情報が無けれ
ば、エラーを携帯電話２０１に送信し（ステップＳ１０３）、「設定可能な情報がありま
せん」とノートＰＣ３０１の表示部に表示させ（ステップＳ１０４）、ステップＳ７１に
移行する。
【０１３１】
　なお、ここでは無線方式として、無線ＬＡＮの物理層で分類したが、通信速度やその他
の規格（有線含む）で分類してもよい。
【０１３２】
　なお、このように有線のＬＡＮ等含んでいる場合は、各自に送信される無線ＬＡＮで会
議システムに接続する設定譲歩から必要な部分を使って接続しても良いし、各自に送信さ
れる接続情報に有線ＬＡＮの設定を含んでもかまわない。
【０１３３】
　上記のように無線方式を考慮した場合、図１３に示すように設定情報が使用できない場
合にはエラー情報が会議システム１０１に送信され、再度、設定処理が実行されることに
なる。以下の説明では、このようなエラー対応の処理の流れについて示す。
【０１３４】
　上記構成の電子会議システムにおいて、他の通信設定の処理の流れについて図１４に示
すシーケンス図を参照しながら以下に説明する。ここでは、エラー対応処理について説明
する。
【０１３５】
　始めに、会議システム１０１の処理の流れについて説明する。
【０１３６】
　まず、受付装置１１４にて、受付入力が行われる（ステップＳ２０１）と、受付入力の
情報に基づいて、テーブル更新・表示変更処理が行われる（ステップＳ２０２）。この更
新・変更情報は、管理者１０５のノートＰＣ１０７に送信される。
【０１３７】
　次に、会議システム１０１では、管理者１０５からの出席確認・操作処理（ステップＳ
２６１）において行われた結果に基づいて送信操作処理を行う（ステップＳ２０３）。こ
こで、送信操作処理とは、受付完了した会議参加者に対して、電子会議で使用する無線Ｌ
ＡＮの設定情報を送信するための操作処理を示す。
【０１３８】
　続いて、携帯回線、すなわち公衆回線１０２を介して上記の無線ＬＡＮの設定情報の送
信（設定送信）を行う（ステップＳ２０４）。なお、この設定情報は、公衆回線１０２（
携帯回線）を通じて携帯電話２０１に送信される。
【０１３９】
　次に、携帯回線とＷ－ＬＡＮで結果を受信する（ステップＳ２０５）。ここで結果とは
、ノートＰＣ３０１との通信結果を示す。
【０１４０】
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　続いて、会議システム１０１は、通信結果に基づいてノートＰＣ３０１との通信が可能
か否かを判断する（ステップＳ２０６）。ここで、通信可能であると判断した場合、テー
ブル更新・表示変更を行う（ステップＳ２０７）。
【０１４１】
　一方、ステップＳ２０６にて通信可能でないと判断されれば、ステップＳ２０２に移行
する。
【０１４２】
　以上のステップＳ２０１～ステップＳ２０７までの処理が電子会議に参加するメンバー
全てに対して行われる。
【０１４３】
　その後、会議システム１０１による会議を開催する（ステップＳ２０８）。そして、管
理者１０５から会議終了の指示があれば、終了操作入力処理を行う（ステップＳ２０９）
。
【０１４４】
　この処理によって、終了指示を各機器へ送信する（ステップＳ２１０）。そして、携帯
電話２０１からの完了信号を待つ（ステップＳ２１１）。
【０１４５】
　最後に、携帯電話２０１から完了信号を受信した後、Ｗ－ＬＡＮ設定変更処理と、テー
ブルの更新処理を行う（ステップＳ２１２）。
【０１４６】
　次に、携帯電話２０１における処理について説明する。
【０１４７】
　まず、ＰＣとの通信可能状態で、携帯回線（公衆回線１０２）からの通信を待ち受ける
（ステップＳ２２１）。ここでは、携帯電話２０１とノートＰＣ３０１との間で無線ＬＡ
Ｎシステムを構築する。この無線ＬＡＮシステムをＷ－ＬＡＮ１とする。
【０１４８】
　続いて、携帯回線で設定受信を行う（ステップＳ２２２）。ここでは、会議システム１
０１における処理のステップＳ２０４の動作によって送信された無線ＬＡＮの設定情報を
受信することになる。
【０１４９】
　そして、受信した設定情報に基づいて、Ｗ－ＬＡＮ１経由で無線ＬＡＮの設定命令をノ
ートＰＣ３０１に送信する（ステップＳ２２３）。
【０１５０】
　続いて、ノートＰＣ３０１から返答を受け付け（ステップＳ２２４）、受け付けた返答
情報に基づいてノートＰＣ３０１に対する無線ＬＡＮの設定情報が妥当、すなわち正当で
あるか否かを判断する（ステップＳ２２５）。ここで、正当であると判断すれば、正常で
ある旨を会議システム１０１に返信する（ステップＳ２２６）。
【０１５１】
　一方、ステップＳ２２５において正当でないと判断すれば、異常である旨を会議システ
ム１０１に返信するとともに、ステップＳ２２１に移行する（ステップＳ２２７）。
【０１５２】
　次に、ノートＰＣ３０１からの通信状態について待ち受け（ステップＳ２２８）、受け
取った通信状態に基づいて、会議システム１０１とノートＰＣ３０１との間の通信が終了
したのか否かを判断する（ステップＳ２２９）。ここで、終了と判断した場合、通信完了
を示す完了信号を会議システム１０１に返信する（ステップＳ２３０）。ここで、完了信
号は、会議システム１０１のステップＳ２１１の段階で送信される。
【０１５３】
　一方、ステップＳ２２９において、終了でないと判断すれば、異常信号を会議システム
１０１に返信し、ステップＳ２２１に移行する（ステップＳ２３１）。ここで、異常信号
は、会議システム１０１のステップＳ２０５の段階で送信される。
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【０１５４】
　続いて、ノートＰＣ３０１における処理について説明する。
【０１５５】
　まず、携帯電話２０１との間で通信可能状態とする（ステップＳ２４１）。この状態で
携帯電話２０１からの指令を待つ。この場合、ノートＰＣ３０１では、無線ＬＡＮシステ
ムとしてＷ－ＬＡＮ１を構築するための無線ＬＡＮ設定が使用されている。
【０１５６】
　続いて、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮ１を介して設定命令を受信し（ステップＳ２
４２）、設定情報の正当性を判断する（ステップＳ２４３）。ここで、設定情報が正当、
すなわちノートＰＣ３０１と会議システム１０１との通信が可能であると判断した場合、
正当である旨を携帯電話２０１に返信する（ステップＳ２４４）。また、設定情報が正当
でないと判断すれば、異常を携帯電話２０１に返信し（ステップＳ２４５）、ステップＳ
２４１に移行する。
【０１５７】
　続いて、設定情報が正当であれば、会議システム１０１との無線ＬＡＮを構築するため
のＷ－ＬＡＮの設定を変更する（ステップＳ２４６）。
【０１５８】
　ここで、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との通信を確認する（ステップＳ２
４７）。
そして、通信が正常であるか否かを判断する（ステップＳ２４８）。ここで、通信が正常
であると判断されれば、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との間で無線ＬＡＮシ
ステムを構築し、会議参加状態となる（ステップＳ２４９）。
【０１５９】
　この会議参加状態で、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１から会議終了の信号待
ちとなる（ステップＳ２５０）。ここで、会議終了の信号を受信したら、ノートＰＣ３０
１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻す処理を行う（ステップＳ２５１）。ここで、Ｗ－ＬＡ
Ｎの設定を基に戻すとは、ノートＰＣ３０１と携帯電話２０１との間で無線ＬＡＮシステ
ムを構築できるように無線ＬＡＮの設定を変更することである。
【０１６０】
　次いで、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻すことで、再び携帯電話２０
１との通信を開始するとともに、正常である旨を携帯電話２０１に送信する（ステップＳ
２５２）。
【０１６１】
　一方、ステップＳ２４８において正常でないと判断されれば、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に
戻し（ステップＳ２５３）、異常である旨を携帯電話２０１に送信する（ステップＳ２５
４）。
【０１６２】
　最後に、管理者１０５による処理操作について以下に説明する。
【０１６３】
　まず、管理者１０５が操作するノートＰＣ１０７に対して、会議システム１０１からメ
ンバーリスト等のテーブルの変更情報が通知されると、管理者１０５は、出席確認・操作
を行う（ステップＳ２６１）。
【０１６４】
　ここで、出席確認・操作とは、図７から図９に示すノートＰＣ１０７の表示画面に表示
される画面に基づいて行われるものとする。
【０１６５】
　ステップＳ２６１の処理を本電子会議の参加者全員に行った後、会議開催となる（ステ
ップＳ２６２）。なお、会議開催中、ノートＰＣ１０７は図７に示すメニュー画面となっ
ている。
【０１６６】
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　そして、管理者１０５は、会議の終了が伝えられると会議終了動作に入る（ステップＳ
２６３）。ここで、管理者１０５は、ノートＰＣ１０７に表示された図７に表示されてい
るメニュー画面から会議終了送信を選択することで、会議システム１０１に会議終了を通
知する。
【０１６７】
　上記構成の電子会議システムにおいて、他の通信設定の処理の流れについて図１５に示
すシーケンス図を参照しながら以下に説明する。ここでは、受け付け自動処理について説
明する。
【０１６８】
　始めに、会議システム１０１の処理の流れについて説明する。
【０１６９】
　まず、受付装置１１４にて、受付入力が行われる（ステップＳ３０１）と、受付入力の
情報がテーブルで確認される（ステップＳ３０２）。
【０１７０】
　次いで、受け付け入力された情報が正当、すなわち正当な参加者の受け付けであるか否
かを判断する（ステップＳ３０３）。ここで、正当であると判断すれば、携帯回線で設定
情報を携帯電話２０１に送信する（ステップＳ３０４）。
【０１７１】
　一方、ステップＳ３０３において、正当でないと判断すれば、エラー表示を行い（ステ
ップＳ３０５）、ステップＳ３０１に移行する。ここで、エラー情報は、管理者１０５の
操作するノートＰＣ１０７の表示部に表示される。
【０１７２】
　続いて、テーブル更新・表示変更処理が行われる（ステップＳ３０６）。
【０１７３】
　次に、会議システム１０１では、ノートＰＣ３０１との通信を確立する（ステップＳ３
０７）。
【０１７４】
　そして、再度、テーブル更新・表示変更処理が行われる（ステップＳ３０８）。ここで
は、図８に示すメンバーリストにおいて通信接続に関する項目が更新または変更の対象と
なっている。
【０１７５】
　以上のステップＳ３０１～ステップＳ３０８までの処理が電子会議に参加するメンバー
全てに対して行われる。
【０１７６】
　その後、会議システム１０１による会議を開催する（ステップＳ３０９）。そして、管
理者１０５から会議終了の指示があれば、終了操作入力処理を行う（ステップＳ３１０）
。
【０１７７】
　この処理によって、終了指示を各機器へ送信する（ステップＳ３１１）。
【０１７８】
　そして、携帯電話２０１から完了信号を受信した後、Ｗ－ＬＡＮ設定変更処理を行い（
ステップＳ３１２）、続いて、テーブルの更新・表示変更処理を行う（ステップＳ３１３
）。
【０１７９】
　次に、携帯電話２０１における処理について説明する。
【０１８０】
　まず、受付処理が行われる（ステップＳ３２１）。この処理は、受付処理は携帯電話２
０１以外で行ってもよい。
【０１８１】
　次に、携帯回線（公衆回線１０２）を介して会議システム１０１からの設定情報を受信
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する（ステップＳ３２２）。
【０１８２】
　そして、携帯電話２０１とノートＰＣ３０１との間での通信確立待ち状態となる（ステ
ップＳ３２３）。通信が確立されれば、設定情報をノートＰＣ３０１に送信する（ステッ
プＳ３２４）。
【０１８３】
　なお、会議中は、ノートＰＣ３０１の無線ＬＡＮの設定が会議システム１０１との通信
用の無線ＬＡＮの設定となっているので、ノートＰＣ３０１と携帯電話２０１との通信が
遮断された状態となる。
【０１８４】
　そして、最終的に、会議が終了すれば、ノートＰＣ３０１との通信を再度開始する（ス
テップＳ３２５）。
【０１８５】
　続いて、ノートＰＣ３０１における処理について説明する。
【０１８６】
　まず、ＰＣ電源をＯＮする（ステップＳ３３１）。ここでは、ウェイクアップＬＡＮで
可能となる。
【０１８７】
　次いで、携帯電話２０１との間で通信を開始する（ステップＳ３３２）。この状態で携
帯電話２０１からの指令を待つ。この場合、ノートＰＣ３０１では、無線ＬＡＮシステム
としてＷ－ＬＡＮ１を構築するための無線ＬＡＮ設定が使用されている。
【０１８８】
　続いて、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮ１を介して設定情報を受信する（ステップＳ
３３３）。
【０１８９】
　続いて、会議システム１０１との無線ＬＡＮを構築するためのＷ－ＬＡＮの設定を変更
し（ステップＳ３３４）、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との間で通信を確立
する（ステップＳ３３５）
　そして、会議参加状態となる（ステップＳ３３６）。
【０１９０】
　この会議参加状態で、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１から会議終了の信号待
ちとなる（ステップＳ３３７）。ここで、会議終了の信号を受信したら、ノートＰＣ３０
１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻す処理を行う（ステップＳ３３８）。ここで、Ｗ－ＬＡ
Ｎの設定を基に戻すとは、ノートＰＣ３０１と携帯電話２０１との間で無線ＬＡＮシステ
ムを構築できるように無線ＬＡＮの設定を変更することである。
【０１９１】
　次いで、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻すことで、再び携帯電話２０
１との通信を開始する（ステップＳ３３９）。
【０１９２】
　最後に、管理者１０５による処理操作について以下に説明する。
【０１９３】
　まず、管理者１０５が操作するノートＰＣ１０７に対して、会議システム１０１からメ
ンバーリスト等のテーブルの変更情報が通知されると、管理者１０５は、出席確認・操作
を行う（ステップＳ３４１）。
【０１９４】
　ここで、出席確認・操作とは、図７から図９に示すノートＰＣ１０７の表示部に表示さ
れる画面に基づいて行われるものとする。
【０１９５】
　ステップＳ３４１の処理を本電子会議の参加者全員に行った後、会議開催となる（ステ
ップＳ３４２）。なお、会議開催中、ノートＰＣ１０７は図７に示すメニュー画面となっ
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ている。
【０１９６】
　そして、管理者１０５は、会議の終了が伝えられると会議終了動作に入る（ステップＳ
３４３）。ここで、管理者１０５は、ノートＰＣ１０７に表示された図７に表示されてい
るメニュー画面から会議終了送信を選択することで、会議システム１０１に会議終了を通
知する。
【０１９７】
　上記構成の電子会議システムにおいて、他の通信設定の処理の流れについて図１６に示
すシーケンス図を参照しながら以下に説明する。ここでは、無線ＬＡＮの自動設定、携帯
電話からの通信で動作開始、設定できない場合のエラー処理などを含む処理について説明
する。
【０１９８】
　始めに、会議システム１０１の処理の流れについて説明する。
【０１９９】
　まず、会議システム１０１は、携帯電話２０１からの電子会議システムで使用する無線
ＬＡＮの設定情報の要求を待ち（ステップＳ４０１）、携帯電話２０１からの要求をテー
ブルで確認し（ステップＳ４０２）、その要求の正当性を判断する（ステップＳ４０３）
。ここで、正当性の判断とは、電子会議の参加者からの要求であるか否かを判断すること
である。本実施の形態では、ノートＰＣ３０１のＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）アドレスから正当性を判断するものとする。
【０２００】
　そして、ステップＳ４０３において、正当であると判断すれば、設定情報を携帯電話２
０１に送信する（ステップＳ４０４）。一方、ステップＳ４０３において、正当でないと
判断すれば、正当でない旨（ＮＧ）を携帯電話２０１に送信し（ステップＳ４０５）、テ
ーブル更新・表示変更を行って、ステップＳ４０１に移行する（ステップＳ４０６）。
【０２０１】
　続いて、要求が正当であり、設定情報を送信した後、テーブル変更・表示変更を行う（
ステップＳ４０７）。
【０２０２】
　そして、ノートＰＣ３０１との通信を確認し（ステップＳ４０８）、テーブルの更新・
表示変更を行う（ステップＳ４０９）。
【０２０３】
　以上のステップＳ４０１～ステップＳ４０９までの処理が電子会議に参加するメンバー
全てに対して行われる。
【０２０４】
　その後、会議システム１０１による会議を開催する（ステップＳ４１０）。そして、管
理者１０５から会議終了の指示があれば、終了操作入力処理を行う（ステップＳ４１１）
。
【０２０５】
　この処理によって、終了信号を各機器へ送信する（ステップＳ４１２）。そして、Ｗ－
ＬＡＮの設定変更を行う（ステップＳ４１３）。そして、携帯電話２０１からの各終了確
認情報を受信し（ステップＳ４１４）、テーブルの更新処理を行う（ステップＳ４１５）
。
【０２０６】
　次に、携帯電話２０１における処理について説明する。
【０２０７】
　まず、携帯電話２０１は、ノートＰＣ３０１との間で、Ｗ－ＬＡＮ１を構築し、通信を
確立する（ステップＳ４２１）。そして、ノートＰＣ３０１のＭＡＣアドレスを検出する
（ステップＳ４２２）。
【０２０８】
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　次いで、携帯電話２０１は、携帯電話回線で設定情報を会議システム１０１に対して要
求する（ステップＳ４２３）。ここでは、要求情報として、ノートＰＣ３０１のＭＡＣア
ドレスを送信する。
【０２０９】
　そして、会議システム１０１からの正当性に対する回答を待ち（ステップＳ４２４）、
回答内容から正当である（ＯＫ）であるか否かを判断する（ステップＳ４２５）。ここで
、ＯＫである、すなわちノートＰＣ３０１が正当であると会議システム１０１に認められ
れば、設定情報を受信しその内容を携帯電話２０１の表示部に表示する（ステップＳ４２
６）。
【０２１０】
　一方、ステップＳ４２５において、正当でない、すなわちノートＰＣ３０１が正当でな
いと会議システム１０１が認めれば、その旨を携帯電話２０１の表示部に表示するととも
に、エラー処理を行い、ステップＳ４２１に移行する（ステップＳ４２７）。
【０２１１】
　続いて、正当であると判断された場合、ノートＰＣ３０１へ受信した設定情報を送信し
（ステップＳ４２８）、該設定情報でノートＰＣ３０１と会議システム１０１との間で通
信が可能であるか否かの結果を受信する（ステップＳ４２９）。
【０２１２】
　次に、受信した結果から設定情報で通信が可能である（ＯＫ）であるか否かを判断する
（ステップＳ４３０）。ここで、ＯＫであると判断すれば、携帯電話２０１の表示部に送
信完了を表示する（ステップＳ４３１）。一方、ＯＫでないと判断すれば、携帯電話２０
１の表示部にその旨を表示するとともに、エラー処理を行い、ステップＳ４２１に移行す
る（ステップＳ４３２）。
【０２１３】
　次に、ノートＰＣ３０１との通信を再開する（ステップＳ４３３）。この通信により、
会議システム１０１とノートＰＣ３０１との間の通信が終了したことを判断した場合、通
信完了を示す完了信号を会議システム１０１に送信する（ステップＳ４３４）。
【０２１４】
　続いて、ノートＰＣ３０１における処理について説明する。
【０２１５】
　まず、携帯電話２０１との間で通信可能状態とする（ステップＳ４４１）。この状態で
携帯電話２０１からの指令を待つ。この場合、ノートＰＣ３０１では、無線ＬＡＮシステ
ムとしてＷ－ＬＡＮ１を構築するための無線ＬＡＮ設定が使用されている。
【０２１６】
　続いて、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮ１を介して設定命令を受信し（ステップＳ４
４２）、設定情報の確認を行う（ステップＳ４４３）。そして、この設定確認処理におい
て、受信した設定情報で会議システム１０１と通信できるか否かを判断する、すなわちＯ
Ｋか否かを判断する（ステップＳ４４４）。
【０２１７】
　ここで、ＯＫである、すなわち設定情報により会議システム１０１と通信できると判断
すれば、会議システム１０１との無線ＬＡＮを構築するためのＷ－ＬＡＮの設定を変更す
る（ステップＳ４４５）。一方、ＯＫでない、すなわち設定情報により会議システム１０
１と通信できないと判断すれば、エラーである旨を携帯電話２０１に送信するとともに、
ステップＳ４４２に移行する（ステップＳ４４６）。
【０２１８】
　続いて、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との通信を確認する（ステップＳ４
４７）。そして、通信が正常（ＯＫ）であるか否かを判断する（ステップＳ４４８）。こ
こで、ＯＫであると判断すれば、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１との間で無線
ＬＡＮシステムを構築し、会議参加状態となる（ステップＳ４４９）。
【０２１９】
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　一方、ステップＳ４４８において、ＯＫでないと判断すれば、ノートＰＣ３０１は、Ｗ
－ＬＡＮの設定を元に戻し（ステップＳ４５０）、エラーである旨を携帯電話２０１に送
信し（ステップＳ４５１）、ステップＳ４４２に移行する。
【０２２０】
　そして、会議参加状態で、ノートＰＣ３０１は、会議システム１０１から会議終了の信
号待ちとなる（ステップＳ４５２）。ここで、会議終了の信号を受信したら、ノートＰＣ
３０１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を元に戻す処理を行う（ステップＳ４５３）。ここで、Ｗ－
ＬＡＮの設定を元に戻すとは、ノートＰＣ３０１と携帯電話２０１との間で無線ＬＡＮシ
ステムを構築できるように無線ＬＡＮの設定を変更することである。
【０２２１】
　次いで、ノートＰＣ３０１は、Ｗ－ＬＡＮの設定を基に戻すことで、再び携帯電話２０
１との通信を開始する（ステップＳ４５４）。
【０２２２】
　最後に、管理者１０５による処理操作について以下に説明する。
【０２２３】
　まず、管理者１０５は、ノートＰＣ１０７の表示部に表示されたメニュー選択画面（図
７）に対して初期化を選択し、初期化操作を行う（ステップＳ４６１）。ここで、初期化
操作によって、本電子会議における無線ＬＡＮの設定情報などを決定する。
【０２２４】
　次いで、管理者１０５は、会議の参加者の出欠などの状況をノートＰＣ１０７の表示画
面で確認し、エラー時は登録情報の修正などを行うとともに、会議参加者（メンバー）が
全員そろえば会議を開始するように会議システム１０１に指示をする（ステップＳ４６２
）。
【０２２５】
　そして、会議開催となる（ステップＳ４６３）。なお、会議開催中、ノートＰＣ１０７
は図７に示すメニュー画面となっている。
【０２２６】
　そして、管理者１０５は、会議の終了が伝えられると会議終了動作に入る（ステップＳ
４６４）。ここで、管理者１０５は、ノートＰＣ１０７に表示された図７に表示されてい
るメニュー画面から会議終了送信を選択することで、会議システム１０１に会議終了を通
知する。
【０２２７】
　以上のように、上記構成の電子会議システムにおいて、使用される情報端末１０３は、
無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加者が
各自使用する情報端末装置であって、公衆回線１０２経由で上記電子会議で使用される無
線ＬＡＮ接続用の設定情報を受け取る第１通信手段としての携帯電話２０１と、上記電子
会議で無線ＬＡＮを用いて通信する第２通信手段としてのノートＰＣ３０１、上記第１通
信手段によって受け取った設定情報に基づいて、上記第２通信手段で用いる無線ＬＡＮ接
続用の設定を行う接続設定手段としての制御部３１０を備えている。
【０２２８】
　上記構成によれば、接続設定手段によって、第１通信手段で受け取った設定情報に基づ
いて第２通信手段で用いる無線ＬＡＮ接続用の設定が行われるので、電子会議で使用され
る無線ＬＡＮの初期設定が自動的に行われることになる。
【０２２９】
　しかも、上記第１通信手段には、公衆回線経由で無線ＬＡＮ接続用の設定情報が通知さ
れるので、公衆回線によって特定することができる情報端末装置であれば、電子会議の参
加が容易になる。
【０２３０】
　このように、情報端末装置が公衆回線で特定できれば、開催する電子会議で用いられる
無線ＬＡＮ接続用の設定情報を何時でも通知することが可能となるので、例えば、電子会
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議を急に開催する場合であっても、迅速に対応することが可能となる。
【０２３１】
　従って、上記構成の情報端末装置を用いれば、電子会議への参加者の追加を容易にし、
柔軟な対応ができる電子会議システムを提供するができる。
【０２３２】
　上記第１通信手段と上記第２通信手段とは、無線ＬＡＮシステムを構築している構成で
あってもよい。
【０２３３】
　この場合、第２通信手段は、電子会議で使用する無線ＬＡＮシステムを構築するための
構成を有しているので、第１通信手段にのみ無線ＬＡＮシステムを構築するための構成を
追加すれば済む。
【０２３４】
　従って、少ない構成の追加で第１通信手段と第２通信手段との間での無線ＬＡＮシステ
ムを構築することができる。
【０２３５】
　上記第１通信手段として、上述のように携帯電話２０１を使用するのが好ましい。
【０２３６】
　この場合、携帯電話２０１を参加者毎に持参するようにすれば、各参加者の特定を明確
にできるので、参加者毎に異なる設定情報を通知することが可能になる。
【０２３７】
　ここで、異なる設定情報とは、例えば、電子会議中に閲覧権限を設定するための情報等
が考えられる。
【０２３８】
　また、公衆回線１０２経由で受け取る無線ＬＡＮ接続用の設定情報は、開催される電子
会議のみに有効な無線ＬＡＮ接続用の設定情報であればよい。
【０２３９】
　これにより、セキュリティの向上を図ることができる。
【０２４０】
　なお、本実施の形態では、設定情報を送信するタイミングとして、３通りの説明を行っ
ているが、これ以外であってもよい。
【０２４１】
　例えば、会議管理者の操作、受付通過時、携帯電話からの要求の３通りについては前述
したが、これ以外に、机と携帯電話と机がＩＤタグのようなもので通信することで、机に
ついたことを認識して、開始するようにしてもよい。また、携帯電話からの要求、ＩＤタ
グがサーバと接続されていれば、サーバから送信でもよい。あるいは、会議の開催５分前
に、設定情報を一斉に送信するようにしてもよい。これ以外であってもよい。
【０２４２】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種
々の変更が可能であり、変更したものも本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２４３】
　なお、上記実施の形態の電子会議システムの各部や各処理ステップは、ＣＰＵなどの演
算手段が、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭなどの記憶手段に記憶
されたプログラムを実行し、キーボードなどの入力手段、ディスプレイなどの出力手段、
あるいは、インターフェース回路などの通信手段を制御することにより実現することがで
きる。したがって、これらの手段を有するコンピュータが、上記プログラムを記録した記
録媒体を読み取り、当該プログラムを実行するだけで、本実施形態の電子会議システムの
各種機能および各種処理を実現することができる。また、上記プログラムをリムーバブル
な記録媒体に記録することにより、任意のコンピュータ上で上記の各種機能および各種処
理を実現することができる。
【０２４４】
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　この記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理を行うために図示しないメモリ、
例えばＲＯＭのようなものがプログラムメディアであっても良いし、また、図示していな
いが外部記憶装置としてプログラム読み取り装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入する
ことにより読み取り可能なプログラムメディアであっても良い。
【０２４５】
　また、何れの場合でも、格納されているプログラムは、マイクロプロセッサがアクセス
して実行される構成であることが好ましい。さらに、プログラムを読み出し、読み出され
たプログラムは、マイクロコンピュータのプログラム記憶エリアにダウンロードされて、
そのプログラムが実行される方式であることが好ましい。なお、このダウンロード用のプ
ログラムは予め本体装置に格納されているものとする。
【０２４６】
　また、上記プログラムメディアとしては、本体と分離可能に構成される記録媒体であり
、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等
の磁気ディスクやＣＤ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等のディスクのディスク系、ＩＣカード（メ
モリカードを含む）等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプ
ログラムを担持する記録媒体等がある。
【０２４７】
　また、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能なシステム構成であれば、通
信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する
記録媒体であることが好ましい。
【０２４８】
　さらに、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そ
のダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体
からインストールされるものであることが好ましい。
【０２４９】
　具体的には、電子メールの送受信が可能な情報端末とネットワークを介して通信可能で
、該情報端末から送信された電子メールに含まれるコンテンツを登録するためのコンテン
ツ登録プログラムであって、上記情報端末からの電子メールのメールアドレスが、初回登
録の電子メールのメールアドレスであるときに、コンテンツ登録用の専用メールアドレス
を作成する手順と、作成した専用メールアドレスを上記情報端末からの電子メールに付し
て返信する手順とをコンピュータに実行させるコンテンツ登録プログラムであればよい。
【０２５０】
　上記のコンテンツ登録プログラムに加えて、さらに、コンテンツ登録用の専用メールア
ドレス宛に送信された電子メールに含まれるコンテンツを、初回登録時に送信した電子メ
ールのメールアドレスを含むファイル名で登録する手順を加えてもよい。
【０２５１】
　本発明に係る情報端末装置は、以上のように、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情報端末装置において、公
衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設定情報を受け取る第１通信
手段と、上記電子会議で無線ＬＡＮを用いて通信する第２通信手段と、上記第１通信手段
によって受け取った設定情報に基づいて、上記第２通信手段で用いる無線ＬＡＮ接続用の
設定を行う接続設定手段とを備えている構成である。
【０２５２】
　また、上記第１通信手段と上記第２通信手段とは、無線ＬＡＮシステムを構築してもよ
い。この構成の場合、第２通信手段は、電子会議で使用する無線ＬＡＮシステムを構築す
るための構成を有しているので、第１通信手段にのみ無線ＬＡＮシステムを構築するため
の構成を追加すれば済む。従って、少ない構成の追加で第１通信手段と第２通信手段との



(26) JP 4260842 B2 2009.4.30

10

20

30

40

間での無線ＬＡＮシステムを構築することができる。
【０２５３】
　また、上記第１通信手段は、携帯電話からなっていてもよい。この構成の場合、携帯電
話を参加者毎に持参するようにすれば、各参加者の特定を明確にできるので、参加者毎に
異なる設定情報を通知することが可能になる。ここで、異なる設定情報とは、例えば、電
子会議中に閲覧権限を設定するための情報等が考えられる。
【０２５４】
　また、公衆回線経由で受け取る無線ＬＡＮ接続用の設定情報は、開催される電子会議の
みに有効な無線ＬＡＮ接続用の設定情報であってもよい。この構成の場合、セキュリティ
の向上を図ることができる。
【０２５５】
　本発明の電子会議システムは、以上のように、会議を管理する会議管理サーバと、該会
議管理サーバと無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）で接続される複数
の情報端末装置とで構成される電子会議システムにおいて、上記情報端末装置は、上記会
議管理サーバから上記無線ＬＡＮ接続用の設定情報を公衆回線経由で受け取る第１通信手
段と、上記会議管理サーバと上記無線ＬＡＮで通信する第２通信手段と、上記第１通信手
段で受け取った無線ＬＡＮ接続用の設定情報に基づいて、上記第２通信手段における無線
ＬＡＮ接続用の設定を行う接続設定手段とを備えている構成である。
【０２５６】
　また、上記会議管理サーバは、開催される電子会議のみに有効な無線ＬＡＮ接続用の設
定情報を上記情報端末装置に送信するようにしてもよい。この構成の場合、セキュリティ
の向上を図ることができる。
【０２５７】
　また、上記会議管理サーバは、開催された電子会議が終了した後、該電子会議で使用し
た無線ＬＡＮ接続用の設定を変更するようにしてもよい。この構成の場合、さらに、セキ
ュリティの向上を図ることができる。
【０２５８】
　本発明の通信設定方法は、以上のように、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情報端末装置の通信設定方法に
おいて、公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設定情報を受け取
り、受け取った設定情報に基づいて、上記情報端末装置に対して電子会議で用いる無線Ｌ
ＡＮ接続用の設定を行う方法である。
【０２５９】
　また、上記公衆回線で受け取る無線ＬＡＮ接続用の設定情報は、開催される電子会議の
みに有効な無線ＬＡＮ接続用の設定情報であってもよい。この構成の場合、セキュリティ
の向上を図ることができる。
【０２６０】
　本発明の通信設定プログラムは、以上のように、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）を用いた電子会議で会議参加者が各自使用する情報端末装置の通信設定
プログラムにおいて、公衆回線経由で上記電子会議で使用される無線ＬＡＮ接続用の設定
情報を受け取る手順と、受け取った設定情報に基づいて、上記情報端末装置に対して電子
会議で用いる無線ＬＡＮ接続用の設定を行う手順とをコンピュータに実行させる通信設定
プログラムであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２６１】
　本発明の情報端末装置は、公衆回線経由で無線通信の設定情報を取得するようになって
いるので、電子会議システム以外にも、通信方式を変更することによって、様々な用途に
も適用できる。
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