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(57)【要約】
【課題】オペレータ端末がアクセスした対象の機器では
なく、その機器と通信可能に接続された他の機器に問題
がある場合に、オペレータ端末がアクセスした対象の機
器を利用することで、当該他の機器の設定操作や機器状
況の閲覧を可能とする。
【解決手段】携帯型端末１０は、オペレータ端末１５０
からの指示に応じて、携帯型端末１０が接続されている
ローカルエリアネットワークに接続されている電化製品
５０を検出し、検出された電化製品５０の機種関連情報
を決定する。そして、携帯型端末１０は、決定された機
種関連情報によって、オペレータ端末１５０から電化製
品５０に対する設定操作や、電化製品５０の機器状況の
閲覧を可能にすることで、電化製品５０の障害を解決す
ることが可能となる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信可能に接続され、かつ、公衆回線
網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリモートサポートを受ける携帯型端
末であって、
　前記オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型端末が接続されているローカルエ
リアネットワークに接続されている電化製品を検出する電化製品検出手段と、
　前記検出された電化製品の機種関連情報を決定する電化製品決定手段と、
　前記オペレータ端末から、決定された前記機種関連情報に基づいて、前記電化製品の設
定操作又は機器状況の閲覧のいずれかを可能にするオペレータ補佐手段と、を備える携帯
型端末。
【請求項２】
　前記オペレータ補佐手段は、前記ローカルエリアネットワークに接続されている電化製
品の設定操作又は機器状況の閲覧を、当該携帯型端末が有するプロキシ機能を使って、当
該ローカルエリアネットワークを介してのみ閲覧可能な当該電化製品の設定ページを表示
することで実現する請求項１に記載の携帯型端末。
【請求項３】
　前記オペレータ補佐手段は、前記ローカルエリアネットワークに接続されている電化製
品の設定操作又は機器状況の閲覧を、当該携帯型端末が有する画面転送機能を使って実現
する請求項１に記載の携帯型端末。
【請求項４】
　前記電化製品決定手段は、通信可能に接続されたオペレータサーバから前記電化製品の
機種関連情報を取得する請求項１に記載の携帯型端末。
【請求項５】
　請求項４に記載の携帯型端末が有する前記電化製品決定手段からの要求に応じて、当該
電化製品の機種関連情報を決定するオペレータサーバ。
【請求項６】
　請求項１に記載の携帯型端末と通信可能に接続されたオペレータ端末であって、前記電
化製品の機種関連情報に基づいて、当該携帯型端末と前記ローカルエリアネットワーク及
び前記電化製品に関するネットワークマップを表示するオペレータ端末。
【請求項７】
　請求項５に記載のオペレータ端末であって、前記ネットワークマップに表示され前記電
化製品の周辺に、当該電化製品の機器状況を表示するオペレータ端末。
【請求項８】
　請求項５に記載のオペレータ端末であって、前記ネットワークマップに表示され前記電
化製品に対して、オペレータからの指示を受付けることで、当該電化製品に対応するプロ
グラム又はデータを、所定の電化製品に対して設定するオペレータ端末。
【請求項９】
　ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信可能に接続され、かつ、公衆回線
網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリモートサポートを受ける携帯型端
末と、
　前記オペレータ端末と通信可能に接続されたオペレータサーバと、から構成されるオペ
レータシステムであって、
　前記携帯型端末は、
　　前記オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型端末が接続されているローカル
エリアネットワークに接続されている電化製品を検出する電化製品検出手段と、
　　前記検出された電化製品の機種関連情報を決定する電化製品決定手段と、
　　前記オペレータ端末から、決定された前記機種関連情報に基づいて、前記電化製品の
設定操作又は機器状況の閲覧のいずれかを可能にするオペレータ補佐手段と、を備え、
　前記オペレータサーバは、前記携帯型端末から前記電化製品の機種関連情報を受信し、
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前記電化製品の機種関連情報に基づいて、当該携帯型端末と前記ローカルエリアネットワ
ーク及び前記電化製品に関するネットワークマップを生成するネットワークマップ生成手
段を備えるオペレータシステム。
【請求項１０】
　ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信可能に接続され、かつ、公衆回線
網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリモートサポートを受ける携帯型端
末が実行するリモートサポート方法であって、
　前記オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型端末が接続されているローカルエ
リアネットワークに接続されている電化製品を検出する電化製品検出ステップと、
　前記検出された電化製品の機種関連情報を決定する電化製品決定ステップと、
　前記オペレータ端末から、決定された前記機種関連情報に基づいて、前記電化製品の設
定操作又は機器状況の閲覧のいずれかを可能にするオペレータ端末補佐ステップと、を備
えるリモートサポート方法。
【請求項１１】
　ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信可能に接続され、かつ、公衆回線
網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリモートサポートを受ける携帯型端
末に、
　前記オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型端末が接続されているローカルエ
リアネットワークに接続されている電化製品を検出する電化製品検出ステップ、
　前記検出された電化製品の機種関連情報を決定する電化製品決定ステップ、
　前記オペレータ端末から、決定された前記機種関連情報に基づいて、前記電化製品の設
定操作又は機器状況の閲覧のいずれかを可能にするオペレータ端末補佐ステップ、を実行
させるためのリモートサポート用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オペレータ端末と公衆回線網を介して接続されてリモートサポートを受ける
携帯型端末、リモートサポート方法及び、リモートサポート用プログラム、オペレータシ
ステム、オペレータサーバ、及びオペレータ端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、公衆回線網に接続された携帯端末をＷｅｂサーバ等と接続することで、ユーザに
様々なサービスが提供されている。特に、スマートフォン（高機能携帯電話）の登場によ
り、従来、パソコンに対して行われていた高度なサービスを、携帯電話で行うことが可能
になってきた。
【０００３】
　また、サーバが提供するサービスではなく、スマートフォン単独でも、様々な機能がそ
れ自体に搭載されている。したがって、ユーザは、搭載されている全ての機能を熟知する
には時間がかかることが多い。例えば、ユーザが所望する機能が、スマートフォンに搭載
されていても、その機能を設定する方法が不明であるため、ユーザがその機能を活用する
ことができないといった問題も生じている。
【０００４】
　したがって、このような高度なＷｅｂサービスや、高度なスマートフォンの機能を最大
限、利用するには、スマートフォンに対する設定操作や機能を、ユーザは熟知する必要が
ある。さらに、操作に不慣れなユーザが、端末に対して、初めての設定を行うと、削除す
べきでない設定情報を削除してしまったり、適切でない設定を行うことでエラーを発生さ
せてしまう場合も多い。
【０００５】
　このような課題に対して、ユーザの端末に対して、システムからリモートサポート（遠
隔保守）を行うことで、ユーザの端末を遠隔から設定したり、遠隔からユーザを指導する
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方法が知られている。例えば、特許文献１では、サポート対象となる各クライアントの画
面情報をサーバ側で取得し、サーバでこの画面情報を、常時、一覧表示することで、クラ
イアントに対するサポート及び監視の効率を向上させることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－６０６２号公報
【特許文献２】特開２０１１－０３４３１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一方、リモートサポートを行う端末から、サポートを受けるユーザ端末にリモートログ
イン等をして、リアルタイムで画面共有をすることで、リモート操作を行うことが知られ
ている。すなわち、オペレータ端末に、ユーザ端末に表示されている画面を、逐次、転送
して表示するとともに、オペレータ端末を操作すると、あたかも、ユーザ端末を操作して
いるかのように、入力操作（リモート操作）を行うことが可能となる。さらに、特許文献
２では、携帯電話機を利用して、リモートサポートを行う方法が開示されている。
【０００８】
　しかしながら、オペレータ端末を操作するオペレータが、リモートログインをした結果
、リモートログインをしている機器に問題があるのではなく、リモートログインをしてい
る機器に接続されている機器に問題がある場合がある。例えば、サポートを受けているス
マートフォンを家庭内の無線ＬＡＮに接続する際に、ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ
　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）の設定をする必要があるが、この際に、無線ルータのＳＳＩＤ
設定を閲覧し、操作する必要が生じる。しかし、スマートフォンだけにログインしていて
も、埒があかない。
【０００９】
　そこで、本発明者は、サポート対象である機器（ここでは、スマートフォン）を利用し
て、この機器に通信可能に接続された機器の操作や閲覧ができないかという点に着目した
。
【００１０】
　本発明は、これらの課題に鑑み、オペレータ端末がアクセスした対象の機器ではなく、
その機器と通信可能に接続された他の機器に問題がある場合に、オペレータ端末がアクセ
スした対象の機器を利用することで、当該他の機器の設定操作や機器状況の閲覧を可能と
する携帯型端末、リモートサポート方法及び、リモートサポート用プログラム、オペレー
タシステム、オペレータサーバ、及びオペレータ端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【００１２】
　第１の特徴に係る発明は、ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信可能に
接続され、かつ、公衆回線網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリモート
サポートを受ける携帯型端末であって、
　前記オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型端末が接続されているローカルエ
リアネットワークに接続されている電化製品を検出する電化製品検出手段と、
　前記検出された電化製品の機種関連情報を決定する電化製品決定手段と、
　前記オペレータ端末から、決定された前記機種関連情報に基づいて、前記電化製品の設
定操作又は機器状況の閲覧のいずれかを可能にするオペレータ補佐手段と、を備える携帯
型端末を提供する。
【００１３】
　第１の特徴に係る発明によれば、ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信
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可能に接続され、かつ、公衆回線網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリ
モートサポートを受ける携帯型端末は、オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型
端末が接続されているローカルエリアネットワークに接続されている電化製品を検出し、
検出された電化製品の機種関連情報を決定する。そして、携帯型端末は、オペレータ端末
から、決定された機種関連情報に基づいて、電化製品の設定操作又は機器状況の閲覧のい
ずれかを可能にする。
【００１４】
　したがって、オペレータは、オペレータ端末がアクセスした対象の機器ではなく、その
機器と通信可能に接続された他の機器に問題がある場合に、オペレータ端末がアクセスし
た対象の機器を利用することで、当該他の機器の設定操作や機器状況の閲覧を可能とする
。
【００１５】
　第１の特徴に係る発明は、携帯型端末のカテゴリであるが、リモートサポート方法及び
、リモートサポート用プログラムであっても同様の作用、効果を奏する。
【００１６】
　第２の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明であって、前記オペレータ補佐
手段は、前記ローカルエリアネットワークに接続されている電化製品の設定操作又は機器
状況の閲覧を、当該携帯型端末が有するプロキシ機能を使って、当該ローカルエリアネッ
トワークを介してのみ閲覧可能な当該電化製品の設定ページを表示することで実現する携
帯型端末を提供する。
【００１７】
　第３の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明であって、前記オペレータ補佐
手段は、前記ローカルエリアネットワークに接続されている電化製品の設定操作又は機器
状況の閲覧を、当該携帯型端末が有する画面転送機能を使って実現する携帯型端末を提供
する。
【００１８】
　第４の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明であって、前記電化製品決定手
段は、通信可能に接続されたオペレータサーバから前記電化製品の機種関連情報を取得す
る携帯型端末を提供する。
【００１９】
　第５の特徴に係る発明によれば、第４の特徴に係る発明である携帯型端末が有する前記
電化製品決定手段からの要求に応じて、当該電化製品の機種関連情報を決定するオペレー
タサーバを提供する。
【００２０】
　第４，第５の特徴に係る発明では、電化製品の機種関連情報をオペレータサーバが決定
することで、この機能を携帯型端末に備える必要がなく、ＳａａＳ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　
ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）型で機能を提供することが可能となる。
【００２１】
　第６の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る携帯型端末と通信可能に接続された
オペレータ端末であって、前記電化製品の機種関連情報に基づいて、当該携帯型端末と前
記ローカルエリアネットワーク及び前記電化製品に関するネットワークマップを表示する
オペレータ端末を提供する。
【００２２】
　したがって、携帯型端末が接続されているローカルエリアネットワークのネットワーク
マップをオペレータ端末に表示することが可能となる。
【００２３】
　第７の特徴に係る発明では、第５の特徴に係る発明であって、前記ネットワークマップ
に表示され前記電化製品の周辺に、当該電化製品の機器状況を表示するオペレータ端末を
提供する。
【００２４】
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　第８の特徴に係る発明では、第５の特徴に係る発明であって、前記ネットワークマップ
に表示され前記電化製品に対して、オペレータから入力を受付けることで、当該電化製品
に対応するプログラム又はデータを、所定の電化製品に対して設定するオペレータ端末を
提供する。
【００２５】
　したがって、オペレータ端末に表示されたネットワークマップを、オペレータが操作す
ることで、ローカルエリアネットワーク内の電化製品に対して、所定のプログラムやデー
タを設定することが可能となる。
【００２６】
　第９の特徴に係る発明では、ローカルエリアネットワークを介して電化製品と通信可能
に接続され、かつ、公衆回線網を介して通信可能に接続されたオペレータ端末からリモー
トサポートを受ける携帯型端末と、
　前記オペレータ端末と通信可能に接続されたオペレータサーバと、から構成されるオペ
レータシステムであって、
　前記携帯型端末は、
　　前記オペレータ端末からの指示に応じて、当該携帯型端末が接続されているローカル
エリアネットワークに接続されている電化製品を検出する電化製品検出手段と、
　　前記検出された電化製品の機種関連情報を決定する電化製品決定手段と、
　　前記オペレータ端末から、決定された前記機種関連情報に基づいて、前記電化製品の
設定操作又は機器状況の閲覧のいずれかを可能にするオペレータ補佐手段と、を備え、
　前記オペレータサーバは、前記携帯型端末から前記電化製品の機種関連情報を受信し、
前記電化製品の機種関連情報に基づいて、当該携帯型端末と前記ローカルエリアネットワ
ーク及び前記電化製品に関するネットワークマップを生成するネットワークマップ生成手
段を備えるオペレータシステムを提供する。
【００２７】
　したがって、オペレータは、オペレータ端末がアクセスした対象の機器ではなく、その
機器と通信可能に接続された他の機器に問題がある場合に、オペレータ端末がアクセスし
た対象の機器を利用することで、当該他の機器の設定操作や機器状況の閲覧を可能とする
。
【００２８】
　第９の特徴に係る発明は、オペレータシステムのカテゴリであるが、リモートサポート
方法及び、リモートサポート用プログラムであっても同様の作用、効果を奏する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、オペレータは、オペレータ端末がアクセスした対象の機器ではなく、
その機器と通信可能に接続された他の機器に問題がある場合に、オペレータ端末がアクセ
スした対象の機器を利用することで、当該他の機器の設定操作や機器状況の閲覧を可能と
する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、オペレータシステム１の全体構成図である。
【図２】図２は、オペレータサーバ２００、携帯型端末１０、オペレータ端末１５０の機
能ブロック図である。
【図３】図３は、オペレータサーバ２００、携帯型端末１０、オペレータ端末１５０が実
行するリモートサポート処理を示すフローチャート図である。
【図４】図４は、携帯型端末１０、電化製品５０が実行する電化製品アクセス処理を示す
フローチャート図である。
【図５】図５は、オペレータ端末１５０に表示される画面イメージ図（サポート情報画面
）である。
【図６】図６は、オペレータ端末１５０に表示される画面イメージ図（ネットワークマッ
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プ画面）である。
【図７】図７は、オペレータ端末１５０に表示される画面イメージ図（ネットワークマッ
プ画面：機器情報アイコンを含む）である。
【図８】図８は、オペレータサーバ２００が記憶する設定ページアドレスリストである。
【図９】図９は、オペレータサーバ２００、携帯型端末１０、電化製品５０が実行する設
定ページ取得処理を示すフローチャート図である。
【図１０】図１０は、オペレータ端末１５０に表示される画面イメージ図（設定ページ）
である。
【図１１】図１１は、携帯型端末１０に表示される画面イメージ図（設定ページ）である
。
【図１２】図１２は、携帯型端末１０が実現するプロキシ機能を説明するための概念図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００３２】
　［オペレータシステムのシステム構成］
　図１は、本発明の好適な実施形態であるオペレータシステム１のシステム構成図である
。オペレータシステム１は、携帯型端末１０、電化製品５０ａ，ｂ，ｃ（以下、明示しな
い限りは単に「５０」とする）、オペレータサーバ２００、公衆回線網３（インターネッ
ト網や第３世代、第４世代通信網など）、オペレータ端末１５０から構成される。
【００３３】
　携帯型端末１０は、公衆回線網３を介して、オペレータサーバ２００と通信可能に接続
されている。携帯型端末１０と各電化製品５０は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）で接続されている。携帯型端末１０は、オペレータサーバ２００又はオペレ
ータ端末１５０とは、公衆回線網３を介して接続される。オペレータサーバ２００とオペ
レータ端末１５０は、ローカルエリアネットワークで接続されていてもよいし、公衆回線
網３を介して接続されていてもよい。オペレータシステム１内の通信は、無線通信、有線
通信を問わない。携帯型端末１０が公衆回線網３と接続するために、ルータ等のネットワ
ーク機器を介して通信可能であってよい。
【００３４】
　携帯型端末１０は、ユーザがサポートを受けるための一般的な情報端末であってよく、
後述する機能を備える情報機器や電化製品である。携帯型端末１０は、例えば、携帯電話
、スマートフォン１０ｂ、複合型プリンタ、テレビ１０ａ、ルータ又はゲートウェイ等の
ネットワーク機器、コンピュータ１０ｃに加えて、冷蔵庫、洗濯機等の白物家電であって
もよいし、電話機、ネットブック端末、スレート端末、電子書籍端末、電子辞書端末、携
帯型音楽プレーヤ、携帯型コンテンツ再生・録画プレーヤ等の一般的な情報家電であって
よい。
【００３５】
　電化製品５０は、データ通信を行うことが可能な家庭用又は業務用の電化製品であって
、例えば、パソコン５０ｃ、テレビ５０ｂ、電話機、コンピュータに加えて、携帯電話、
携帯情報端末、ネットブック端末、スレート端末、電子書籍端末、携帯型音楽プレーヤ、
オーディオコンポ、コンテンツ再生・録画プレーヤ、プリンタ、ＦＡＸ機、コピー機、ス
キャナ機、ＭＦＰ（多機能周辺装置、多機能プリンタ）等の情報家電のみならず、冷蔵庫
、洗濯機、食器洗浄乾燥機、扇風機、エアコン、電気ストーブ、炊飯器、電子レンジ等の
白物家電や、電気照明、サーバ、ルータ５０ａ、ゲートウェイ、ＮＡＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）等も含む。
【００３６】
　オペレータ端末１５０は、携帯型端末１０に対してサポートを行うオペレータが使用す
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る一般的な情報端末である。
【００３７】
　オペレータサーバ２００は、携帯型端末１０とオペレータ端末１５０とのデータ処理を
中継し、各種処理を行うサーバである。
【００３８】
　［各機能の説明］
　図２は、オペレータ端末１５０、オペレータサーバ２００、携帯型端末１０の機能ブロ
ックと各機能の関係を示す図である。
【００３９】
　携帯型端末１０、オペレータ端末１５０は、制御部として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ），ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ），ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備え、通信部として、例えば、
ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ対応デ
バイス又は、第３世代移動通信システム等のＩＭＴ－２０００規格に準拠した無線デバイ
ス等を備える（有線によるＬＡＮ接続であってもよい）。
【００４０】
　さらに、携帯型端末１０及びオペレータ端末１５０は、出力・入力部として、制御部で
制御したデータや画像を出力表示する表示部を備え、かつ、ユーザやサポート者からの入
力を受付けるタッチパネルやキーボード、マウス等を備える。加えて、携帯型端末１０及
びオペレータ端末１５０は、記憶部として、ハードディスクや半導体メモリによる、デー
タのストレージ部を備える。
【００４１】
　携帯型端末１０において、制御部が所定のプログラムを読み込むことで、通信部、出力
・入力部、記憶部と協働して、電化製品アクセスモジュール１３、リモートサポートモジ
ュール１５を実現する。電化製品アクセスモジュール１３は、通信可能に接続された電化
製品５０を検出する電化製品検出モジュール１１と、検出した電化製品５０を決定する電
化製品決定モジュール１２とから構成される。リモートサポートモジュール１５は、オペ
レータの操作を補佐するためのオペレータ補佐モジュール１６を備える。
【００４２】
　電化製品５０は、同様に、制御部として、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備え、通信部と
して、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ対応デバイス又は、第３世代移
動通信システム等のＩＭＴ－２０００規格に準拠した無線デバイス等を備える（有線によ
るＬＡＮ接続であってもよい）。加えて、電化製品５０は、記憶部として、ハードディス
クや半導体メモリによる、データのストレージ部を備えてよい。
【００４３】
　さらに、電化製品５０は、出力・入力部として、制御部で制御したデータや画像を出力
表示する表示部を備えてもよいし、ユーザやサポート者からの入力を受付けるタッチパネ
ルやキーボード、マウス等を備えてもよい。
【００４４】
　電化製品５０において、制御部が所定のプログラムを読み込むことで、通信部、出力・
入力部、記憶部と協働して、携帯型端末１０から送信されたパケットに対して応答をする
レスポンスモジュール５１、後述する設定ページを提供する設定ページ提供モジュール５
２、電化製品５０の機器状況を携帯型端末１０に送信する機器状況送信モジュール５３、
所定のプログラムを実行するプログラム実行モジュール５４を実現する。
【００４５】
　オペレータサーバ２００は、同様に、制御部として、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備え
、通信部として、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ対応デバイスを備え
る（有線であってもよい）。加えて、オペレータサーバ２００は、記憶部として、ハード
ディスクや半導体メモリによる、データのストレージ部を備える。
【００４６】
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　オペレータサーバ２００の制御部が所定のプログラムを読み込むことで、通信部、記憶
部と協働して、オペレータがオペレータ端末１５０を利用してリモートサポートを実行す
るためのリモートサポートモジュール２０１を実現する。リモートサポートモジュール２
０１は、オペレータ端末１５０からの操作を受付ける設定操作受付モジュール２０２と、
携帯型端末１０が属するローカルエリアネットワークのネットワークマップを生成するネ
ットワークマップ生成モジュール２０３と、後述する設定ページを表示するための設定ペ
ージ表示モジュール２０４と、から構成される。
【００４７】
　［リモートサポート処理］
　図３は、携帯型端末１０、オペレータサーバ２００、オペレータ端末１５０が実行する
リモートサポート処理のフローチャートである。上述した各装置のモジュールが行う処理
について、本処理にて併せて説明する。
【００４８】
　携帯型端末１０は、ユーザからサポートを要求する操作を受付ける（ステップＳ０１）
。携帯型端末１０には、例えば、リモートサポートを受けるためのアプリケーションがイ
ンストールされており、このアプリケーションを起動する操作をユーザから受付けたり、
所定の携帯型端末１０から所定のＷｅｂページにアクセスしたり、メッセージを送信する
ことで、サポートをオペレータサーバ２００に要求する。
【００４９】
　携帯型端末１０が、ユーザからサポートを要求する操作を受付けた場合（ステップＳ０
１：「ＹＥＳ」）には、携帯型端末１０は、オペレータサーバ２００に接続して、サポー
ト要求があった旨をオペレータサーバ２００に通知して、ステップＳ０２に処理を移す。
携帯型端末１０が、ユーザからサポートを要求する操作を受付けない場合（ステップＳ０
１：「ＮＯ」）は、ステップＳ０１の処理をループする。
【００５０】
　次に、オペレータサーバ２００のリモートサポートモジュール２０１は、オペレータ端
末１５０にサポート要求に対する受付けを行う（ステップＳ０２）。すなわち、リモート
サポートモジュール２０１は、一又は複数のオペレータ端末１５０にサポート要求があっ
たことを通知して、オペレータ端末１５０からのリモートサポートの開始指示を受付ける
。
【００５１】
　次に、オペレータ端末１５０は、オペレータから携帯型端末１０に対してリモートサポ
ート開始指示を受けると（ステップＳ０３）、オペレータサーバ２００は、当該オペレー
タ端末１５０と携帯型端末１０を接続する。ここで、一般的な端末へのリモートログイン
によるオペレータからのリモート操作のように、携帯型端末１０の表示部に表示されてい
る画面情報が、オペレータ端末１５０にて視認可能になってもよいし、携帯型端末１０を
オペレータ端末１５０から遠隔操作可能となってもよい。
【００５２】
　本処理までで、オペレータ端末１５０は、携帯型端末１０に対するサポート処理を実行
することが可能となる。例えば、オペレータ端末１５０の表示部には、図５に示すような
サポート情報６１が表示される。すなわち、携帯型端末１０のユーザが、ユーザ登録を予
め行なっていることで、お客様情報が出力されたり、携帯型端末１０の表示部に表示され
た画面情報が表示される。しかし、オペレータが携帯型端末１０をサポートしている際に
、携帯型端末１０と通信可能に接続された電化製品５０に不具合の原因があるとする。例
えば、携帯型端末１０がインターネットに接続できない場合に、携帯型端末１０の通信設
定は問題がないが、電化製品５０であるルータ５０ａに設定の問題があるとする。この場
合の処理について、以下で説明する。
【００５３】
　オペレータ端末１５０は、オペレータから電化製品５０（この場合は、ルータ５０ａ）
に対する閲覧指示を受付ける（ステップＳ０４）。閲覧指示とは、携帯型端末１０と通信
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可能に接続された電化製品５０の情報を閲覧するためにオペレータから受付ける指示であ
る。閲覧指示の一例としては、電化製品５０を含むネットワークマップの閲覧指示が該当
する。例えば、オペレータは、図５のサポート情報６１とは異なるウィンドウ（タブ）に
、携帯型端末１０が接続されたネットワークのネットワークマップを閲覧するために、オ
ペレータ端末１５０に閲覧指示をする。また、ネットワークマップの閲覧指示に限らず、
単に、電化製品５０の閲覧指示を受付けてもよい。
【００５４】
　オペレータ端末１５０は、オペレータから電化製品５０に対する閲覧指示を受付けた場
合（ステップＳ０４：「ＹＥＳ」）は、ステップＳ０５に処理を移す。オペレータから電
化製品５０に対する閲覧指示を受付けるまで（ステップＳ０４：「ＮＯ」）は、ステップ
Ｓ０４を繰り返すことで、処理待ちとなる。
【００５５】
　次に、オペレータサーバ２００のリモートサポートモジュール２０１は、携帯型端末１
０の電化製品アクセスモジュール１３に対して、電化製品検出指示を行う（ステップＳ０
５）。電化製品検出指示とは、携帯型端末１０とローカルエリアネットワークを介して通
信可能に接続された電化製品５０を携帯型端末１０の電化製品検出モジュール１１に検出
するように指示する処理である。
【００５６】
　携帯型端末１０の電化製品アクセスモジュール１３は、電化製品検出指示をオペレータ
サーバ２００より受けて、電化製品アクセス処理を実行する（ステップＳ０６）。電化製
品アクセス処理は、携帯型端末１０と電化製品５０が実行する処理で、図４に基づいて説
明する。
【００５７】
　［電化製品アクセス処理］
　電化製品アクセス処理は、携帯型端末１０が、所定のパケットを送受信することで、電
化製品５０の機種関連情報を決定する処理である。機種関連情報とは、電化製品５０の機
種名、メーカ名等の機器の種別の情報である。本処理は、特開２０１０－９７５８７号公
報に開示されるような、ネットワークで接続された電化製品の種別をパケットの送受信で
決定する処理が用いられてよい。以下では、この出願で開示される方法で、機種関連情報
を決定する処理について説明する。
【００５８】
　携帯型端末１０の電化製品検出モジュール１１は、電化製品５０に対して、検出パケッ
トを送信する（ステップＳ２０）。検出パケットは、Ｐｉｎｇ等のコマンドから送信され
るパケットであってよい。検出パケットを受信した各電化製品５０は、送信されたパケッ
トに対して、ＩＰアドレスを応答することで、検出応答処理を行う（ステップＳ２１）。
【００５９】
　電化製品５０を検出した後に、携帯型端末１０の電化製品決定モジュール１２は、検出
された電化製品５０に対して、リクエストパケットを送信する（ステップＳ２２）。リク
エストパケットとは、携帯型端末１０が電化製品５０の機種関連情報を決定するためのパ
ケットである。
【００６０】
　リクエストパケットは、例えば、ＡＲＰ（Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）、ＮＥＴＳＴＡＴ、ＩＣＭＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍ
ｅｓｓａｇｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎ
ｅｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｃｏｌ）等のコマンドであってよく、ｕＰｎＰ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｐｌｕｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙ）、ＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）準拠のプロトコルであってよい。
【００６１】
　電化製品５０は、送信されたリクエストパケットに対して、レスポンスパケットを送信
する（ステップＳ２３）。例えば、ＡＲＰコマンドの応答として、ＭＡＣアドレス（Ｍｅ
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ｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ）をレスポンスとして取得する
。また、ＮＥＴＳＴＡＴＡのコマンドにより、ＴＣＰ／ＩＰポートの使用中のポート番号
やポート占有率が判明する。
【００６２】
　携帯型端末１０の電化製品決定モジュール１２は、これらのリクエストパケットに基づ
いて、リクエストパケットを受信した電化製品５０の機種関連情報を決定する（ステップ
Ｓ２４）。機種関連情報の決定は、レスポンスパケットの得点化により決定される。
【００６３】
　一例として、電化製品５０の機種関連情報が、機種名Ａ又は機種名Ｂのいずれかである
かを決定することについて説明する。機種名Ａ、Ｂには、予め、この機種であれば受信す
るレスポンスパケットと対応する得点とが、定義ファイルとして記憶されている。例えば
、機種名Ａであれば、リクエストパケット（ＮＥＴＳＴＡＴ）に対して、レスポンスパケ
ット（ＴＣＰポートの５０００番は使用中）で、このようなレスポンスパケットを受信し
た場合は、得点を１加点するが、他のレスポンスであれば０点であるという定義が、複数
のリクエストパケット（ＮＥＴＳＴＡＴのみならず、ＡＲＰ等の他のレスポンスパケット
）に対して、定義ファイルに決定されている。ここで、電化製品５０から受信したレスポ
ンスパケットに対して、機種名Ａの定義ファイルと機種名Ｂの定義ファイルのぞれぞれの
定義で、得点化を行ない、得点が高い定義ファイルの機種名を、機種関連情報と決定する
。
【００６４】
　例えば、機種名Ａであれば、リクエストパケット（ＮＥＴＳＴＡＴ）に対して、レスポ
ンスパケット（ＴＣＰポートの５０００番は使用中）で、このようなレスポンスパケット
を受信した場合は、得点を１加点するが、他のレスポンスであれば０点であるという定義
であり、一方、機種名Ｂであれば、リクエストパケット（ＮＥＴＳＴＡＴ）に対して、レ
スポンスパケット（ＴＣＰポートの５０００番は未使用）で、このようなレスポンスパケ
ットを受信した場合は、得点を１加点するが、他のレスポンスであれば０点であるという
定義であるとする。
【００６５】
　この場合に、電化製品５０から、レスポンスパケット（ＴＣＰポートの５０００番は未
使用）を受信した場合は、機種名Ａの定義ファイルで算出すると０点で、機種名Ｂの定義
ファイルで算出すると、１点であるから、機種名Ｂが機種関連情報であると決定する。こ
の例では、リクエストパケットが、ＮＥＴＳＴＡＴのみで機種名Ｂを決定しているが、他
のリクエストパケット（例えば、ＡＲＰ）も同様に、得点化され、ＮＥＴＳＴＡＴの得点
とＡＲＰの得点との総得点で、機種関連情報が決定される。
【００６６】
　なお、上述の定義ファイルが、携帯型端末１０に記憶されているのではなく、オペレー
タサーバ２００に記憶されており、携帯型端末１０が電化製品５０から受信したレスポン
スパケットを、オペレータサーバ２００に送信して、オペレータサーバ２００に対して、
機種関連情報を要求してもよい。この場合は、オペレータサーバ２００が、要求に応じて
、機種関連情報を決定する。そして、オペレータサーバ２００が決定した機種関連情報を
、携帯型端末１０の電化製品決定モジュール１２が取得して、その後の処理を行う。一方
、オペレータサーバ２００により決定された機種関連情報が、携帯型端末１０に送信され
ることなく、オペレータサーバ２００が、ステップＳ０８からのネットワークマップ生成
処理を実行してよい。
【００６７】
　携帯型端末１０のオペレータ補佐モジュール１６は、機種関連情報を決定すると、オペ
レータサーバ２００に、これを送信する（ステップＳ０７）。複数の電化製品５０に対し
て、機種関連情報が決定されている場合には、個々の電化製品５０の機種関連情報を送信
する。
【００６８】
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　オペレータサーバ２００のネットワークマップ生成モジュール２０３は、機種関連情報
に基づいて、ネットワークマップを生成する（ステップＳ０８）。オペレータサーバ２０
０には、予め、ネットワークマップに表示する電化製品のためのアイコン（以下、「電化
製品アイコン））が、機種関連情報と対応付けて記憶されている。したがって、受信した
機種関連情報に基づいて、対応する電化製品アイコンを抽出して、ネットワークマップを
生成する。また、ローカルエリアネットワークで接続されている電化製品５０を円等で表
し、公衆回線網３と接続されている場合は、雲等のアイコンを用いる。オペレータサーバ
２００は、生成したネットワークマップをオペレータ端末１５０に送信する。
【００６９】
　オペレータ端末１５０は、送信されたネットワークマップを受信し、表示する（ステッ
プＳ０９）。一例として、ネットワークマップは、図６に示すように構成される。オペレ
ータ端末１５０には、リモートサポートウィンドウ内に、複数のウィンドウタブが設けら
れて、サポート情報６１、ネットワークマップ６２が設けられて、オペレータの選択によ
り、表示選択が可能となっている。ネットワークマップは、電化製品アイコン７０ａ～ｂ
で表示される。例えば、ルータ５０ａは、機種関連情報が「ＮＷ―０１」と決定され、こ
れに対応する電化製品アイコン７０ａが表示されている。また、携帯型端末１０も、アイ
コン８０により表示されてよい。
【００７０】
　なお、図７に示すように、ネットワークマップ上に、各電化製品５０、携帯型端末１０
の機器状況が、対応する機器のアイコンの周辺に表示されてよい。機器状況とは、当該機
器の情報であって、例えば、電化製品５０の不具合状況、プログラム等の実行状況や、プ
ログラムのインストール進行状況、後述する設定ページの有無、電化製品５０を説明する
簡易情報である。後述する設定ページでは、機器状況では、電化製品５０の設定状況を含
む。
【００７１】
　例えば、携帯型端末１０は、電化製品５０を検出したにも関わらず、機種関連情報を決
定できなかった場合がある。この場合は、この電化製品５０は、機種関連情報を決定でき
ない不具合があったことを示すために、不明アイコン７２を電化製品アイコン７０ｃに表
示する。また、機種関連情報を決定できなかったが、リクエストパケットにより、電化製
品５０から取得した情報を簡易情報として表示する。これを、例えば、簡易情報の有無を
示すアイコン７１としてネットワークマップに表示したり、簡易情報そのものをネットワ
ークマップ上に表示する。
【００７２】
　なお、機器状況の取得については、電化製品５０に予めインストールされたプログラム
である機器状況送信モジュール５３を利用してもよい。機器状況送信モジュール５３は、
定期的に、電化製品５０の機器状況を取得して、携帯型端末１０に送信する機能を有する
。
【００７３】
　一方、後述するように、電化製品５０に対応する設定ページが存在する場合には、設定
ページアイコン７３を表示する。また、電化製品５０に所定のプログラムを実行していた
り、インストールしている場合には、そのインストールや実行の進捗を示すグラフをアイ
コン８１として表示する。
【００７４】
　［設定ページ取得処理］
　次に、オペレータサーバ２００と携帯型端末１０、電化製品５０は、設定ページ取得処
理を実行する（ステップＳ１０）。
【００７５】
　設定ページは、電化製品５０が提供するＷｅｂページであって、電化製品５０の機器状
況の閲覧、設定操作を可能にする。例えば、ルータ５０ａでは、自身がローカルのＷｅｂ
サーバとして機能することで、他の機器からルータ５０ａの設定ページの閲覧、入力が可
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能となる。
【００７６】
　すなわち、ルータ５０ａにローカルエリアネットワークで通信可能に接続されたパソコ
ン５０ｃのＷｅｂブラウザに、このルータ５０ａがプレイベートアドレスとして提供する
ＵＲＬアドレス又はＩＰアドレスを入力することで、これを検知したルータ５０ａが設定
ページを、パソコン５０ｃのＷｅｂブラウザに表示する。ユーザはＷｅｂブラウザを介し
て、設定ページの閲覧、入力が可能となる。後述するように、通常、設定ページは、公衆
回線網３を介して接続する機器（グローバルアドレスのみを有する機器）からは、閲覧、
入力することができない。
【００７７】
　最初に、オペレータサーバ２００の設定ページ表示モジュール２０４は、図８に示すよ
うな設定ページアドレスリストを参照して、携帯型端末１０から送信された機種関連情報
に基づいて、設定ページアドレスを検索する（ステップＳ３０）。設定ページアドレスリ
ストは、機種関連情報と設定ページのＵＲＬアドレス又はＩＰアドレスが対応づけられた
リストである。例えば、機種関連情報が「ＮＷ―０１」の場合は、設定ページアドレスは
、「http://192.168.1.1」となる。
【００７８】
　また、図８に示すように、機種関連情報と設定ページのＵＲＬアドレス又はＩＰアドレ
ス、さらに、設定ページの閲覧及び入力を行うための、ＩＤとパスワードが対応付けられ
ていてもよい。これらのＩＤとパスワードは、電化製品５０にデフォルトで設定されてい
るものであって、マニュアル等に記載されているＩＤとパスワードであってよい。これを
用いることで、ユーザが、デフォルトのＩＤとパスワードを知らない場合であっても、設
定ページの閲覧、入力が可能となる。
【００７９】
　次に、オペレータサーバ２００の設定操作受付モジュール２０２は、設定ページアドレ
スを携帯型端末１０に送信する。この際に、設定ページアドレスリストにＩＤとパスワー
ドが記憶されている場合は、このＩＤとパスワードをあわせて送信する。この場合は、次
のステップＳ３１を実行しない。
【００８０】
　設定ページアドレスリストにＩＤとパスワードが記憶されていない場合には、携帯型端
末１０の設定ページ提供モジュール５２は、携帯型端末１０自身に記憶されたＩＤとパス
ワードを取得する（ステップＳ３１）。すなわち、この場合は、ユーザは、設定ページの
ＩＤとパスワードを携帯型端末１０に記憶させている。
【００８１】
　携帯型端末１０のオペレータ補佐モジュール１６は、受信した設定ページアドレスに基
づいて電化製品５０にアクセスする（ステップＳ３２）。これに応じて、電化製品５０の
設定ページ提供モジュール５２は、Ｗｅｂサーバとして機能して、設定ページを携帯型端
末１０に送信する（ステップＳ３３）。携帯型端末１０は、設定ページを受信すると、取
得したＩＤとパスワードを入力して、電化製品５０へ応答し、設定ページへのログインの
処理を行う。
【００８２】
　次に、携帯型端末１０は、設定ページをプロキシ処理でオペレータサーバ２００に送信
する（ステップＳ３４）。このプロキシ処理を、図１２を用いて説明する。電化製品５０
は、ローカルエリアネットワークで携帯型端末１０と接続されており、電化製品５０はプ
ライベートアドレス（１９２．１６８．１．１）を有し、携帯型端末１０はプライベート
アドレス（１９２．１６８．１．５０）を有する。設定ページのデータは、送信元が電化
製品５０のデータＡとして、携帯型端末１０にプライベートアドレスを利用して送信され
る。
【００８３】
　一方、携帯型端末１０とオペレータサーバ２００は、公衆回線網３により接続されてお
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り、グローバルアドレスにより接続されている。携帯型端末１０は、グローバルアドレス
（２１０．０．０．２１８）を有し、オペレータサーバ２００は、グローバルアドレス（
２１０．０．０．１）を有する。携帯型端末１０は、データＡをデータＢとして、送信元
を携帯型端末１０に変更し、グローバルアドレスを利用して、オペレータサーバ２００に
送信する。
【００８４】
　オペレータサーバ２００は、このプロキシ処理により、設定ページを受信し（ステップ
Ｓ３５）、オペレータ端末１５０に設定ページを送信する（ステップＳ３６）。
【００８５】
　図３のリモートサポート処理に戻り、オペレータ端末１５０は、受信した設定ページの
表示処理を行う（ステップＳ１１）。図１０にて、オペレータ端末１５０に表示される設
定ページの画面イメージを示す。オペレータ端末１５０には、リモートサポートウィンド
ウ内に、複数のウィンドウタブが設けられて、サポート情報６１、ネットワークマップ６
２に加えて、設定ページ６３が設けられて、オペレータの選択により、設定ページの表示
が可能となっている。
【００８６】
　図１０に示す設定ページは、ルータ５０ａである機種名「ＮＷ―０１」のネットワーク
設定ページとなっている。このページにより、ルータ５０ａの機器状況の閲覧と設定操作
を行うことが可能となる。例えば、ルータ５０ａの場合は、「無線ＬＡＮアクセスポイン
トの設定」、「ＳＳＩＤ設定」等の機器状況の閲覧と設定操作が可能になる。
【００８７】
　上記の説明では、携帯型端末１０が実行するプロキシ処理により、設定ページの閲覧を
可能としたが、のオペレータ補佐モジュール１６が実現する画面転送機能により、設定ペ
ージの閲覧を可能としてよい。すなわち、図１１に示すように、携帯型端末１０において
も、設定ページの閲覧、入力が可能である場合に、この画面情報をオペレータサーバ２０
０に転送する。画面情報をデータとしてオペレータサーバ２００に送信することで、携帯
型端末１０にて設定ページを表示することなく、転送のみが有効となってもよい。また、
オペレータ端末１５０からの入力情報を、携帯型端末１０を介して、電化製品５０に送信
して、設定操作を可能にする。
【００８８】
　なお、電化製品５０に対してプログラムをインストールしたり、所定のデータを設定す
るコマンドを、オペレータサーバ２００から受信して、携帯型端末１０を介して、電化製
品５０にて実行してもよい。すなわち、オペレータから、オペレータ端末１５０に表示さ
れたネットワークマップに対して、電化製品アイコンに対して、所定のプログラムのイン
ストールの操作やデータの設定の操作を受けることで、オペレータサーバ２００が、所定
のコマンドを電化製品５０に送信する。
【００８９】
　この際、オペレータサーバ２００はインストールするプログラムを他のサーバから受信
してもよいし、電化製品５０から自らプログラムをダウンロードするように、コマンドを
送信してもよい。また、所定のデータを設定するコマンドは、予めオペレータサーバ２０
０に記憶されていてよい。この所定のデータを設定するコマンドとは、例えば、電化製品
５０がプリンタの場合に、白黒印刷とカラー印刷の切替えであってよい。
【００９０】
　また、オペレータ端末１５０が、オペレータから、ネットワークマップに表示されてい
る複数の電化製品５０の指定を同時に受付けることで、複数の電化製品５０に対して、所
定のプログラムがインストールされてよい。
【００９１】
　なお、本発明のオペレータとは、通信事業者や電化製品５０の製造メーカに限定される
ことなく、企業等でサーバ等を管理する情報システム管理者であってもよい。この場合に
は、所定のデータを設定するコマンドとは、電化製品５０を利用するユーザの権限制御を
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設定するコマンドであってよい。すなわち、ネットワークマップに対して、オペレータ端
末１５０から権限を設定する操作を受付け、対応するコマンドをオペレータサーバ１００
が読出して、電化製品５０に送信し、設定する。
【００９２】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ，情報処理装置，各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭなど）等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。
この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または
外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、そのプログラムを、例えば、磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（記録媒体）に予め記録しておき、その記
憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供するようにしてもよい。
【００９３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００９４】
　１　オペレータシステム、３　公衆回線網、１０　携帯型端末、２００　オペレータサ
ーバ、１５０　オペレータ端末

【図１】 【図２】
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