
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  公衆電話網に接続されていて受付窓口と
なる電話番号に対する着呼に応答する電話網制御手段
と、
所定の電子メール網に接続されていて任意の電子メール
を任意のメールアドレス宛てに送出するための電子メー
ル網接続手段と、
適宜に設定したＵＲＬを記憶したＵＲＬ記録部と、
着呼時に発信者の電話番号Ｂを取得し、番号Ｂを番号Ｂ
の携帯電話機に割り当てられているメールアドレスＤに
変換する電話番号／メールアドレス変換手段と、
前記発信者電話番号Ｂからの着呼に応答して前記ＵＲＬ
記録部から１つ以上のＵＲＬを読みとり、そのＵＲＬを
ハイパーテキスト形式にしてメール本文に記述した電子
メールを作成し、その電子メールを前記電子メール網接

続手段により前記メールアドレスＤ宛てに発信する電子
メール発信手段と、
を備えたことを特徴とする携帯電話機向けのＵＲＬ通知
装置。
【請求項２】  公衆電話網に接続されていて受付窓口と
なる複数の窓口電話番号に対する着呼に応答する電話網
制御手段と、
所定の電子メール網に接続されていて任意の電子メール
を任意のメールアドレス宛てに送出するための電子メー
ル網接続手段と、
前記窓口電話番号のそれぞれに対応づけして１つ以上の
ＵＲＬを適宜なメモリに記憶させたＵＲＬ記録部と、
ある窓口電話番号Ａに着呼した発信者電話番号Ｂを取得
し、番号Ｂを番号Ｂの携帯電話機に割り当てられている
メールアドレスＤに変換する電話番号／メールアドレス
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変換手段と、
前記発信者電話番号Ｂからの着呼があった前記窓口電話
番号Ａに対応づけられている１つ以上のＵＲＬを前記Ｕ
ＲＬ記録部から読み取り、そのＵＲＬをハイパーテキス
ト形式にしてメール本文に記述した電子メールを作成
し、その電子メールを前記電子メール網接続手段により
前記メールアドレスＤ宛てに発信する電子メール発信手
段と、
を備えたことを特徴とする携帯電話機向けのＵＲＬ通知
装置。
【請求項３】  請求項１または請求項２において、前記
電話網制御手段に着呼があったときに発信者の電話番号
を取得し、その発信者電話番号が所定の携帯電話網の所
属番号であるか否かを判断する番号類別手段を備え、こ
れにより所定の携帯電話網の所属番号であると判断され
た場合に、前記電話番号／メールアドレス変換手段およ
び前記電子メール発信手段を機能させることを特徴とす
る携帯電話機向けのＵＲＬ通知装置。
【請求項４】  請求項３において、前記番号類別手段で
所定の携帯電話網の所属電話番号ではないと判断された
場合、サービスの対象外であることを知らせる自動音声
応答を行うことを特徴とする携帯電話機向けのＵＲＬ通
知装置。
【請求項５】  請求項１～４のいずれかにおいて、前記
ＵＲＬ記録部には１つの窓口電話番号に複数のＵＲＬが
対応付けられており、前記電子メール発信手段は、処理
実行時の時間的な要素に基づいて、前記複数のＵＲＬの
中から電子メールに記述するＵＲＬを選択することを特
徴とする携帯電話機向けのＵＲＬ通知装置。
【請求項６】  請求項１～４のいずれかにおいて、前記
ＵＲＬ記録部には１つの窓口電話番号に複数のＵＲＬが
対応付けられており、前記電子メール発信手段は、前記
電話網制御手段に着呼があったときに発信者の携帯電話
機の位置情報を取得し、この位置情報に基づいて、前記
複数のＵＲＬの中から電子メールに記述するＵＲＬを選
択することを特徴とする携帯電話機向けのＵＲＬ通知装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話機から各
種ホームページにアクセスすることが簡単にかつ素早く
できる、携帯電話機向けにホームページＵＲＬを通知す
る装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】現在使用されている携帯電話やＰＨＳな
どの移動通信端末（以下、携帯電話機）の中には、音声
通話機能だけでなく電子メール機能や、インターネット
などのホームページのコンテンツをディスプレイに表示
することができるブラウザ機能を有するものが多い。こ
れらのブラウザ機能を利用したデータ情報サービスの中

でも、携帯電話機向けのホームページは様々な商業用宣
伝媒体としても非常に重要である。
【０００３】利用者は外出中でも携帯電話機を常に携帯
しており、しかも多くの時間電源を入れっぱなしにして
いる。従って、利用者に向けて、各人の情報取得欲求に
応えるホームページコンテンツをオンタイムに送信する
ことができれば、非常に高い宣伝効果を上げることが予
測される。
【０００４】そこで例えば、電車内の吊り広告の中に
「さらに詳しい情報を今すぐ携帯電話でゲット！以下の
ＵＲＬにアクセスして下さい。」などと付記して、ＷＷ
Ｗネットワークなどにおけるホームページコンテンツの
アドレス（ＵＲＬ）を記載しておくことが考えられる。
ブラウザ機能付き携帯電話機、例えばここでは、それが
ＮＴＴ移動網株式会社のｉモード（商標）携帯電話機と
すると、その利用者がこの広告を閲覧し、その広告内容
に関心を持てば、直ちに自分のｉモード携帯電話機で記
載されたＵＲＬを指定してホームページを閲覧しようと
するであろう。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の携帯
電話機で利用者が新しいＵＲＬを入力するのは、以下に
示すように非常に不便であった。例えばｉモード携帯電
話機の場合、ＵＲＬを入力するには、まず「ｉ」と表示
されているボタンを押して、各種ｉモード向けサービス
のメニューを表示する。このメニューの中には「メー
ル」  や「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ」といった項目が用意され
ており、ここで「Ｉｎｔｅｒｎｅｔ」を選択する。次に
「ＵＲＬ入力」や「ＵＲＬ履歴」といった項目が表示さ
れるので「ＵＲＬ入力」を選択する。すると「http://w
ww.----/----/----/i/」といった、前回入力したＵＲＬ
が表示され、その下に「ＯＫ」、「Ｃａｎｃｅｌ」と表
示されている。ここで、「ＯＫ」や「Ｃａｎｃｅｌ」を
選択せずに、そのまま実行キーを押すと、アルファベッ
トや数字で記述されるＵＲＬの入力を待ち受ける画面が
表示される。ここで所望のホームページのＵＲＬを入力
する。
【０００６】ところが、携帯電話機の文字入力ボタンは
パソコンのキーボードなどと違って数が少ないため、ア
ルファベットを入力するボタンは数字入力ボタンと兼用
である。「文字」と表示されたボタンを押すと数字入力
状態（ディスプレイに「数」と表示される）と英字入力
状態（ディスプレイに）「英」と表示される）が切り替
わる。ＵＲＬは主にアルファベットや数字、それ
に「：」、「／」や「．」などの記号から構成されてい
るので、適宜切り替えて入力することになる。
【０００７】アルファベットは数が多いので各数字ボタ
ンに複数のアルファベットが割り当てられている。例え
ば、「４」のボタンにはアルファベットの「Ｇ」「Ｈ」
「Ｉ」が割り当てられているので、「Ｉ」を入力するに
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は英字入力状態にして「４」のボタンを３度押す必要が
ある。このようにしてＵＲＬを入力し終えると実行ボタ
ンを押す。すると入力したＵＲＬとともに「ＯＫ」、
「Ｃａｎｃｅｌ」の項目が表示されるので「ＯＫ」を選
択する。すると「指定のページを表示することができな
い場合があります」というメッセージとともに再び「Ｏ
Ｋ」が表示されるので、実行ボタンを押す。すると「ペ
ージ取得中」と表示され、ようやくｉモードサーバが所
望のホームページをネットワークから探し始め、発見し
次第ｉモード携帯電話機に向けて送信してくれる。ｉモ
ード携帯電話機ではこれを受信して、ブラウザソフトで
表示する。
【０００８】このように所望のホームページを表示させ
るまでに非常に手間のかかる従来の状況では、電車内の
吊り広告などに利用者の関心を引くホームページのＵＲ
Ｌが付記されていても、そのホームページを表示させる
のに大変時間がかかるため、多くの利用者はわざわざこ
れを入力しようとはしなかった。従って、宣伝主の側と
しては、自社の宣伝対象である製品やサービスに興味を
持ってくれる有望な利用者が、自社のホームページにア
クセスしてくれる機会を、携帯電話機でＵＲＬを入力す
る作業が不便であったために、逃していた。
【０００９】一方、携帯電話機で音声通話を行うために
通常の電話番号を入力することは遙かに簡単である。上
記の例で言えば、通常の音声通話画面が表示されている
状態で、数字ボタンを使用して所望の電話番号を入力
し、発呼ボタンを押せばよい。このような事情からも、
音声通話による携帯電話向け各種情報サービスは盛んに
行われている。ところが、送受信されるデータ量ではな
く通話時間に応じて課金される料金体系が利用者にとっ
て負担となる点など問題も多い。また、ｉモード携帯電
話機などでブラウザに表示されたテキストやイメージデ
ータは一覧性もあり、利用しやすい点からもＵＲＬ入力
の不便さを解消する技術が望まれていた。
【００１０】そこで本発明は、携帯電話からの所望のホ
ームページへのアクセスを簡便にかつ素早くする、携帯
電話機に向けてＵＲＬを通知する装置を提供することを
目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、第１の発明は、公衆電話網に接続されていて受付
窓口となる電話番号に対する着呼に応答する電話網制御
手段と、所定の電子メール網に接続されていて任意の電
子メールを任意のメールアドレス宛てに送出するための
電子メール網接続手段と、適宜に設定したＵＲＬを記憶
したＵＲＬ記録部と、着呼時に発信者の電話番号Ｂを取
得し、番号Ｂを番号Ｂの携帯電話機に割り当てられてい
るメールアドレスＤに変換する電話番号／メールアドレ
ス変換手段と、前記発信者電話番号Ｂからの着呼に応答
して前記ＵＲＬ記録部から１つ以上のＵＲＬを読みと

り、そのＵＲＬをハイパーテキスト形式にしてメール本
文に記述した電子メールを作成し、その電子メールを前
記電子メール網接続手段により前記メールアドレスＤ宛
てに発信する電子メール発信手段とを備えたことを特徴
とする携帯電話機向けのＵＲＬ通知装置である。
【００１２】また、第２の発明は、公衆電話網に接続さ
れていて受付窓口となる複数の窓口電話番号に対する着
呼に応答する電話網制御手段と、所定の電子メール網に
接続されていて任意の電子メールを任意のメールアドレ
ス宛てに送出するための電子メール網接続手段と、前記
窓口電話番号のそれぞれに対応づけして１つ以上のＵＲ
Ｌを適宜なメモリに記憶させたＵＲＬ記録部と、ある窓
口電話番号Ａに着呼した発信者電話番号Ｂを取得し、番
号Ｂを番号Ｂの携帯電話機に割り当てられているメール
アドレスＤに変換する電話番号／メールアドレス変換手
段と、前記発信者電話番号Ｂからの着呼があった前記窓
口電話番号Ａに対応づけられている１つ以上のＵＲＬを
前記ＵＲＬ記録部から読み取り、そのＵＲＬをハイパー
テキスト形式にしてメール本文に記述した電子メールを
作成し、その電子メールを前記電子メール網接続手段に
より前記メールアドレスＤ宛てに発信する電子メール発
信手段とを備えたことを特徴とする携帯電話機向けのＵ
ＲＬ通知装置である。
【００１３】また、第３の発明は、第１または第２の発
明において、前記電話網制御手段に着呼があったときに
発信者の電話番号を取得し、その発信者電話番号が所定
の携帯電話網の所属番号であるか否かを判断する番号類
別手段を備え、これにより所定の携帯電話網の所属番号
であると判断された場合に、前記電話番号／メールアド
レス変換手段および前記電子メール発信手段を機能させ
ることを特徴とする携帯電話機向けのＵＲＬ通知装置で
ある。
【００１４】また、第４の発明は、第３の発明におい
て、前記番号類別手段で所定の携帯電話網の所属電話番
号ではないと判断された場合、サービスの対象外である
ことを知らせる自動音声応答を行うことを特徴とする携
帯電話機向けのＵＲＬ通知装置である。
【００１５】また、第５の発明は、第１～第４のいずれ
かの発明において、前記ＵＲＬ記録部には１つの窓口電
話番号に複数のＵＲＬが対応付けられており、前記電子
メール発信手段は、処理実行時の時間的な要素に基づい
て、前記複数のＵＲＬの中から電子メールに記述するＵ
ＲＬを選択することを特徴とする携帯電話機向けのＵＲ
Ｌ通知装置である。
【００１６】また、第６の発明は、第１～第４のいずれ
かの発明において、前記ＵＲＬ記録部には１つの窓口電
話番号に複数のＵＲＬが対応付けられており、前記電子
メール発信手段は、前記電話網制御手段に着呼があった
ときに発信者の携帯電話機の位置情報を取得し、この位
置情報に基づいて、前記複数のＵＲＬの中から電子メー
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ルに記述するＵＲＬを選択することを特徴とする携帯電
話機向けのＵＲＬ通知装置である。
【００１７】
【発明の実施の形態】この明細書では、「ＵＲＬ」とは
ＷＷＷネットワークなどにおけるホームページコンテン
ツのアドレスを示すもの一般を指す。また、「携帯電話
機」とは、通常のいわゆる携帯電話機の他にＰＨＳや携
帯情報端末などを含み、利用者が外出先などに持ち運ん
で音声通話および電子メールなどのデータ送受信をでき
るもの全てを指す。
【００１８】＝＝＝ネットワーク構成＝＝＝
図１は本発明の一実施例における、携帯電話機向けのＵ
ＲＬ通知装置１０（以下、ＵＲＬ通知装置）を含む携帯
電話機通信ネットワークの概略を示している。
【００１９】ある特定の通信事業者Ｃが運営する移動体
通信網１２に所属する携帯電話機１４ａ、１４ｂは、無
線インターフェースを介して移動体通信網に接続してい
る。この移動体通信網は関門交換局を介して公衆回線網
に接続しており、一般の加入電話との間で通話が可能で
ある。また、これらの携帯電話機１４ａ、１４ｂはパケ
ット通信伝送路などを介してインターネット網にも接続
している。これらの携帯電話機１４ａ、１４ｂはブラウ
ザ機能や電子メール送受信機能を有しているため、イン
ターネットのホームページコンテンツを参照したり、イ
ンターネットメールを送受信することができる。
【００２０】本発明の対象であるＵＲＬ通知装置１０
は、本実施例では上記公衆回線網とインターネット網の
それぞれに接続されており、所定の複数の電話番号（以
下、窓口電話番号）や、ＩＰアドレスが割り当てられて
いる。したがってＵＲＬ通知装置１０は、携帯電話１４
ａ、１４ｂを含むあらゆる加入電話から、公衆回線網を
介して窓口電話番号に向けた発呼を受信することができ
る。またＵＲＬ通知装置１０は、インターネット網を介
して携帯電話１４ａ、１４ｂなどとの間で電子メールを
送受信することができる。
【００２１】＝＝＝ＵＲＬ通知装置の構成＝＝＝
図２はＵＲＬ通知装置１０の構成を概略的に示してい
る。サーバ制御部１６としては、コンピュータ本体とモ
ニタなどの周辺装置を含んで構成される一般的なパーソ
ナルコンピュータなどを使用することができる。ＵＲＬ
通知装置１０は、バスなどの適宜なデータ転送経路２４
を介して、サーバ制御部１６に公衆回線通信インターフ
ェース１８や電子メール送信インターフェース２０、お
よび自動音声応答部２２などの各周辺構成部が接続され
てなるコンピュータシステムとなっている。サーバ制御
部１６は、これらの各周辺構成部とデータ通信を行って
制御し、ＵＲＬ通知装置１０を統括している。
【００２２】また、サーバ制御部１６の記憶部には、Ｕ
ＲＬデータベース２６が設けられている。このＵＲＬデ
ータベース２６には、前記複数の窓口電話番号のそれぞ

れに対応づけられたＵＲＬのリストが格納されている。
公衆回線通信インターフェース（以下、回線インターフ
ェース）１８は、公衆回線網と音声信号の通信を行うイ
ンターフェースである。電子メール送信インターフェー
ス（以下、メールインターフェース）２０は、インター
ネット網に対して任意のメールアドレスに向けて電子メ
ールを送出するためのインターフェースである。
【００２３】自動音声応答部（以下、応答部）２２は、
ＵＲＬ通知装置１０に発呼してきた電話機と音声信号に
よって通信するため、音声信号の符号化・伸張を行うＡ
／ＤコンバータやＤ／Ａコンバータ、応答音声に相当す
るデジタル音声データを格納した記憶部、および回線イ
ンターフェース１８部に音声信号を送信するためのイン
ターフェースなどを備えている。
【００２４】次に、このＵＲＬ通知装置１０の利用方法
とその動作について説明する。ここでは以下のような例
で説明する。すなわち、電車の吊り広告や雑誌の宣伝広
告などに「この広告内容をさらに詳しく見たい人は、今
すぐあなたの携帯電話機で次の電話番号にアクセス！：
○○○－××××」などと記載されているとする。○○
○－××××は本サービスで特別に用意した電話番号の
うちの１つであり、このような電話番号宛てに発呼する
と、全てＵＲＬ通知装置１０につながる（これを本願で
は窓口電話番号という）。なおこの実施例では、複数の
窓口電話番号を１つのＵＲＬ通知装置で受信する構成と
しているが、窓口電話番号が１つしかないＵＲＬ通知装
置であってもよい。
【００２５】上記の広告を見た携帯電話機Ｈの利用者
が、本発明のＵＲＬ通知装置１０に、○○○－××××
の電話番号（窓口電話番号Ａ）で電話をかけてきて、Ｕ
ＲＬ通知装置１０から当該利用者に対して、窓口電話番
号○○○－××××に記載された広告に関連のあるホー
ムページのＵＲＬを記載した電子メールを送り返す。こ
の実施例によるＵＲＬ通知サービスは、特定の移動体通
信事業者Ｃに所属する携帯電話機に専用のものであると
する。
【００２６】＝＝＝呼受信処理＝＝＝
まず、広告を見た利用者が広告に記載された窓口電話番
号Ａで発呼する（Ｓ１０１）と、利用者の携帯電話機と
ＵＲＬ通知装置との間で公衆回線網を介した音声通話チ
ャンネルが接続される。呼を受信したＵＲＬ通知装置１
０のサーバ制御部１６は、回線インターフェース１８を
通じて利用者の発信者電話番号Ｂを取得する（Ｓ１０
２）。次にサーバ制御部１６では、この発信者電話番号
Ｂが本ＵＲＬ通知装置１０におけるサービスの対象であ
る、特定の通信事業者Ｃの電話網に所属する携帯電話機
のものであるかどうかを類別する（Ｓ１０３）。通常、
携帯電話機の電話番号数列はその携帯電話機が所属する
通信事業者を特定するようになっているので、電話番号
Ｂの数列を認識してそれが当該事業者Ｃのものであるか
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どうかを判断すればよい。
【００２７】発信者電話番号Ｂを取得するには携帯電話
機の発信者電話番号通知機能を利用してもよい。発呼者
の携帯電話機が発信者電話番号通知をしない設定になっ
ている場合は、応答部２２から回線インターフェース１
８を介して「発信者番号通知をＯＮにする設定を行って
からおかけ直し下さい」という旨の自動音声メッセージ
を流し、利用者に発信者電話番号通知を促した上で通話
を切断する。
【００２８】上記の取得した発信者電話番号Ｂが事業者
Ｃに所属する番号であると判断された場合は、その次の
処理として窓口電話番号Ａを取得する（Ｓ１０４）。し
かし発信者電話番号Ｂが、事業者Ｃとは異なる通信事業
者に所属する携帯電話機の番号であると判断された場合
は、「申し訳ありませんが、通信事業者Ｃの携帯電話機
からおかけ直し下さい。」という旨の拒絶アナウンスを
流し（Ｓ１０７）、通話を切断して（Ｓ１０８）して処
理を終了する。また、発信者電話番号Ｂが携帯電話機か
らのものでなく一般の加入電話などからのものであると
判断されたときには、「申し訳ありませんが、本サービ
スは携帯電話機向けのサービスです。通信事業者Ｃの携
帯電話機からおかけ直し下さい。」といったアナウンス
を応答部２２によって流し、通話を切断する。
【００２９】窓口電話番号Ａを取得した場合（Ｓ１０
４）は、応答部２２によって「ありがとうございまし
た。これより電子メールの送信に移ります。電話を切っ
てお待ちください。」といったアナウンスを流し、通話
を切断する（Ｓ１０６）。
【００３０】＝＝＝電子メール送信処理＝＝＝
サーバ制御部１６は、取得した窓口電話番号Ａにあらか
じめ対応づけられて格納されていたＵＲＬを、ＵＲＬデ
ータベース２６から読み取る（Ｓ２０１）。各窓口電話
番号に対応づけられているのは、その窓口電話番号が付
記されていた広告に関連するホームページのＵＲＬであ
る。このＵＲＬは各窓口電話番号に対して複数個ずつ用
意されて（以下、１つの場合および複数の場合を含めて
「ＵＲＬセット」と呼ぶ）いてもよい。
【００３１】その次に、読みとったＵＲＬをハイパーテ
キスト形式で記載した電子メールＭを作成する（Ｓ２０
２）。この電子メールＭには上記ＵＲＬの他にも、適宜
な広告文や、「ご利用ありがとうございました」といっ
たメッセージを加えてもよい。
【００３２】その次に、発信者電話番号Ｂを所定の規則
に従って発信者携帯電話機のメールアドレスに変換する
（Ｓ２０３）。所定の規則とは例えば、ＮＴＴ移動網株
式会社のｉモード携帯電話機には、各携帯電話機自身の
電話番号と所定のドメイン名からなるメールアドレスが
割り当てられているので、０９０４×××××××とい
う発信者電話番号の携帯電話から着呼を受けた場合は、
０９０４×××××××＠ｄｏｃｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐと

いうメールアドレスに変換する。なお、この電話番号／
メールアドレス変換処理（Ｓ２０３）を実行するタイミ
ングはこの実施例のものに限定されるものではなく、前
記ＵＲＬ読み取り処理（Ｓ２０１）の前に行ってもよい
し、もしくは前記電子メール作成処理（Ｓ２０２）の前
に行ってもよい。またはこれらの処理とパラレルに行っ
てもよい。
【００３３】次に、この作成された電子メールＭを、メ
ールインターフェース２０を介して、メールアドレスＤ
に向けて送信する（Ｓ２０４）。この電子メールＭは携
帯電話Ｈの利用者によって受信される。電子メールＭに
は、利用者が所望のホームページのＵＲＬがハイパーテ
キスト形式で記載されているので、このＵＲＬをクリッ
クする（または矢印キーなどでＵＲＬを反転表示させて
実行キーを押すなどする）だけで、通信事業者Ｃの移動
体通信網からすぐに当該ＵＲＬのホームページコンテン
ツがこの携帯電話機Ｈに送信される。送信され次第、利
用者はこのホームページを閲覧することができる。
【００３４】＝＝＝変形例など＝＝＝
上記実施例では、１つの窓口電話番号に対して１つのＵ
ＲＬセットを用意してＵＲＬデータベース２６にあらか
じめ格納しておいた。しかし、１つの窓口電話番号に対
してＵＲＬセットを複数種類用意しておいてもよい。例
えば、あるレストランのホームページコンテンツは「本
日のランチメニュー」などを掲載した昼用のものと、
「本日のおすすめディナーコース」などを掲載した夜用
のものの２種類があるとする。このレストランのホーム
ページ情報に対応する窓口電話番号で発呼してきた利用
者に対しては、発呼があった時刻を考慮した処理をサー
バ制御部１６で実行して、上記昼用のＵＲＬを読みとり
これを電子メールに記載して送信する。このように、処
理実行時の時間的な要素を反映させてＵＲＬを選択すれ
ば、よりいっそう個別化した情報を有するホームページ
を速やかに配信することができるので、さらに大きな広
告宣伝効果を上げるものである。
【００３５】さらには、時間的な要素に基づいて電子メ
ールに記載するＵＲＬを類別することに代えて／加え
て、発呼した携帯電話機の存在している位置の情報を取
得して、この位置情報を反映させたＵＲＬ（例えば、そ
の携帯電話機を使用している利用者の周辺にあるレスト
ランのホームページＵＲＬなど）を電子メールに記載し
て送信することとしてもよい。このようにすれば、より
いっそう個別化した情報を有するホームページを速やか
に配信することができるので、さらに大きな広告宣伝効
果を上げるものである。
【００３６】また、上記実施例ではＵＲＬ通知装置１０
は１つのコンピュータで構成されるものとしたが、提供
するサービスの規模などによっては、ＣＴＩサーバ、デ
ータベースサーバ、メールサーバなどのコンピュータを
独立させ、これらとその他の周辺構成部を適宜なデータ
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転送経路を介して接続する構成としてもよい。
【００３７】また、上記実施例ではＵＲＬ通知装置１０
と通信事業者Ｃの移動体通信網をインターネット網を介
して接続したが、規定のプロトコルに従って相互にデー
タ通信が可能であれば、通信事業者Ｃの（例えばパケッ
ト伝送路網などの）データ通信網と専用線などを介して
接続してもよい。同様に、上記実施例ではＵＲＬ通知装
置１０と通信事業者との呼の接続を、公衆回線網を介し
て行うこととしたが、移動体通信網の関門ゲートウェイ
とＵＲＬ通知装置１０とをダイレクトに専用線などで接
続することとしてもよい。
【００３８】また、上記実施例のＵＲＬ通知サービス
は、単一の移動体通信事業者Ｃに所属する携帯電話機に
専用のものであるとしたが、複数の移動体通信事業者向
けにサービスを提供する、すなわち複数の通信事業者が
運営する移動体電話網に所属する携帯電話機からの呼を
受信してそれらの携帯電話機に対してＵＲＬ付き電子メ
ールを送信することももちろん可能である。
【００３９】なお、上記実施例では、サーバ制御部１６
において発信者電話番号Ｂが本サービスの対象である通
信事業者Ｃの電話網に所属する携帯電話機のものである
かどうかを類別する（Ｓ１０３）こととした。ところ
が、はじめの広告で「※本サービスは通信事業者Ｃの携
帯電話向けのものです。」などと断っておいて、特に上
記のような発信者電話番号を類別するプロセスを設けな
い構成とすることも可能である。そのときは例えば、対
象外の電話機から呼を受けた場合でも、一律に電子メー
ルが送信されるが、対象外の電話機向けの電子メールは
宛先不明となって配信されない。
【００４０】
【発明の効果】例えば、電車の吊り広告や雑誌の宣伝広
告ページを見てその内容に関心を持った携帯電話利用者
がその広告に付記された電話番号に発呼すると、その広
告に関連したホームページのＵＲＬがハイパーテキスト
形式で記載された電子メールがすぐに送り返されてく
る。電子メールに記載されたＵＲＬをクリックする（ま
たは矢印キーなどでＵＲＬを反転表示させて実行キーを

押すなどする）と、すぐに当該ＵＲＬのホームページコ
ンテンツがこの携帯電話機に送信され、これを閲覧する
ことができる。従来、携帯電話機にいちいち手指でＵＲ
Ｌを入力してから所望のホームページコンテンツを受信
して閲覧していた方式に較べると、格段に簡便かつ素早
く所望のホームページを閲覧することができる。
【００４１】その結果、宣伝主の側にとっても、宣伝対
象となる製品やサービスに興味を持ってくれる利用者に
対してすばやくホームページコンテンツを届けることが
できるので、大きな宣伝効果を上げることができる。
【００４２】また、電子メールに記載するＵＲＬを選択
するに際して、処理実行時の時間的要素や、発呼者の位
置情報を反映させることができるので、よりいっそう個
別化した情報を有するホームページを速やかに配信する
ことができ、さらに大きな広告宣伝効果を上げるもので
ある。また、本サービスの対象外である電話機からの発
呼者にその旨を通知し、かつ、本サービスの対象となる
携帯電話機からの発呼を促すことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＵＲＬ通知装置を含む通信ネットワー
クの概略図である。
【図２】本発明の実施例におけるメールサーバの構成図
である。
【図３】上記実施例のＵＲＬ通知装置が実行する呼受信
処理のフローチャートである。
【図４】上記実施例のＵＲＬ通知装置が実行する電子メ
ール送信処理のフローチャートである。
【符号の説明】
１０  ＵＲＬ通知装置
１２  通信事業者Ｃが運営する移動体通信網
１４ａ、１４ｂ  携帯電話機
１６  サーバ制御部
１８  公衆回線通信インタフェース
２０  電子メール送信インターフェース
２２  自動音声応答部
２６  ＵＲＬデータベース
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【図１】

【図２】 【図４】
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