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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メール機能を備えた制御対象装置と、電子メール機能を備え、前記制御対象装置を
遠隔操作するための操作端末と、を具備する遠隔制御システムであって、
　前記制御対象装置は、
　遠隔操作で選択可能な項目毎に、当該項目を表す情報と、当該項目が属するグループを
表すクラス情報と、を含むアイコン情報が記憶されたアイコン情報記憶手段と、
　前記アイコン情報記憶手段に記憶されているアイコン情報がメール本文に記述あるいは
添付された電子メールであるメニュー通知メールを作成し、当該メニュー通知メールを前
記操作端末に送信するメニュー通知手段と、
　遠隔操作で選択された項目毎に、当該項目を表す情報がメール本文に記述あるいは添付
された電子メールである操作内容通知メールを前記操作端末から受信した場合に、当該操
作内容通知メールから、前記遠隔操作で選択された項目を表す情報を抽出して、当該情報
が表す項目に従い処理を実行する実行手段と、を有し、
　前記操作端末は、
　前記制御対象装置から前記メニュー通知メールを受信するメニュー取得手段と、
　前記メニュー取得手段により受信した前記メニュー通知メールからアイコン情報を抽出
するとともに、クラス情報毎に、当該クラス情報を含むアイコン情報に含まれている、遠
隔操作で選択可能な項目を表す情報を操作画面に表示して、ユーザに、抽出したアイコン
情報のなかから、クラス情報毎にいずれか一つのアイコン情報を選択させる操作受付手段
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と、
　前記操作受付手段によってクラス情報毎に選択されたアイコン情報に含まれている、前
記遠隔操作で選択可能な項目を表す情報が、前記遠隔操作で選択された項目を表す情報と
してメール本文に記述あるいは添付された前記操作内容通知メールを作成して、前記制御
対象装置に当該操作内容通知メールを送信する実行要求手段と、を有する
　ことを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の遠隔制御システムであって、
　前記メニュー通知手段は、
　前記操作端末上で動作し、クラス情報毎に、当該クラス情報を含むアイコン情報に含ま
れている遠隔操作で選択可能な項目を表す情報を操作画面に表示して、ユーザに、クラス
情報毎にいずれか一つのアイコン情報を選択させるためのプログラムを、前記メニュー通
知メールに添付し、
　前記操作受付手段は、
　前記メニュー取得手段により受信した前記メニュー通知メールからプログラムを抽出し
て起動し、当該プログラムにより、クラス情報毎に、当該クラス情報を含むアイコン情報
に含まれている、遠隔操作で選択可能な項目を表す情報を操作画面に表示して、ユーザに
、クラス情報毎にいずれか一つのアイコン情報を選択させる
ことを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遠隔制御システムで用いられる制御対象装置として機能する
ことを特徴とする制御対象装置。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の遠隔制御システムで用いられる操作端末として機能すること
を特徴とする操作端末。
【請求項５】
　操作端末による制御対象装置の遠隔制御方法であって、
　前記操作端末および前記制御対象装置は、それぞれ電子メール機能を備え、
　前記制御対象装置が、遠隔操作で選択可能な項目毎に、当該項目を表す情報と、当該項
目が属するグループを表すクラス情報と、を含むアイコン情報がメール本文に記述あるい
は添付された電子メールであるメニュー通知メールを作成し、当該メニュー通知メールを
前記操作端末に送信し、
　前記操作端末が、前記制御対象装置から受信した前記メニュー通知メールに応答して、
当該メニュー通知メールからアイコン情報を抽出するとともに、クラス情報毎に、当該ク
ラス情報を含むアイコン情報に含まれている、遠隔操作で選択可能な項目を表す情報を操
作画面に表示して、ユーザに、抽出したアイコン情報のなかから、クラス情報毎にいずれ
か一つのアイコン情報を選択させ、クラス情報毎に選択されたアイコン情報に含まれてい
る、前記遠隔操作で選択可能な項目を表す情報が、遠隔操作で選択された項目を表す情報
としてメール本文に記述あるいは添付された電子メールである操作内容通知メールを作成
して、当該操作内容通知メールを前記制御対象装置に送信し、
　前記制御対象装置が、前記操作端末から受信した前記操作内容通知メールに応答して、
当該操作内容通知メールから、前記遠隔操作で選択された項目を表す情報を抽出し、当該
情報が表す項目に従い処理を実行する
ことを特徴とする遠隔制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　特許文献１には、家電機器と、家電機器を遠隔操作するための端末装置と、家電機器お
よび端末装置にネットワークを通じて接続されるサーバと、を有する遠隔制御システムが
開示されている。
【０００３】
　この遠隔制御システムにおいて、サーバは、端末装置からの要求に応じて、家電機器に
対応する操作画面を提供する。そして、操作画面に入力された制御情報を、端末装置から
受信して家電機器に送信する。これを受けて、家電機器は、サーバから受信した制御情報
に従った動作を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１８６０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の遠隔制御システムは、家電機器の遠隔操作可能な項
目が追加・変更される都度、操作画面を介して、この追加・変更された項目に関する制御
情報を端末装置から受付可能とするために、サーバを修正しなければならない。このため
、柔軟性に欠ける。また、専用のサーバを設置しなければならずコストが嵩む。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、遠隔操作可能な項目
の追加・変更に柔軟に対応でき、かつ専用のサーバを必要としない遠隔制御技術を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明では、遠隔操作可能な項目に関する情報の、制御対
象装置から操作端末への送信、および遠隔操作の実施項目に関する情報の、操作端末から
制御対象装置への送信に、電子メールを利用する。そして、操作端末は、制御対象装置か
ら受信した、遠隔操作可能な項目に関する情報に基づいて操作画面を表示して、ユーザか
ら制御対象装置の遠隔操作を受け付ける。一方、制御対象装置は、操作端末から受信した
、遠隔操作の実施項目に関する情報に従い処理を実行する。
【０００８】
　例えば、本発明は、電子メール機能を備えた制御対象装置と、電子メール機能を備え、
前記制御対象装置を遠隔操作するための操作端末と、を具備する遠隔制御システムであっ
て、
　前記制御対象装置は、
　遠隔操作で選択可能な項目毎に、当該項目を表す情報と、当該項目が属するグループを
表すクラス情報と、を含むアイコン情報が記憶されたアイコン情報記憶手段と、
　前記アイコン情報記憶手段に記憶されているアイコン情報がメール本文に記述あるいは
添付された電子メールであるメニュー通知メールを作成し、当該メニュー通知メールを前
記操作端末に送信するメニュー通知手段と、
　遠隔操作で選択された項目毎に、当該項目を表す情報がメール本文に記述あるいは添付
された電子メールである操作内容通知メールを前記操作端末から受信した場合に、当該操
作内容通知メールから、前記遠隔操作で選択された項目を表す情報を抽出して、当該情報
が表す項目に従い処理を実行する実行手段と、を有し、
　前記操作端末は、
　前記制御対象装置から前記メニュー通知メールを受信するメニュー取得手段と、
　前記メニュー取得手段により受信した前記メニュー通知メールからアイコン情報を抽出
するとともに、クラス情報毎に、当該クラス情報を含むアイコン情報に含まれている、遠
隔操作で選択可能な項目を表す情報を操作画面に表示して、ユーザに、抽出したアイコン
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情報のなかから、クラス情報毎にいずれか一つのアイコン情報を選択させる操作受付手段
と、
　前記操作受付手段によってクラス情報毎に選択されたアイコン情報に含まれている、前
記遠隔操作で選択可能な項目を表す情報が、前記遠隔操作で選択された項目を表す情報と
してメール本文に記述あるいは添付された前記操作内容通知メールを作成して、前記制御
対象装置に当該操作内容通知メールを送信する実行要求手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遠隔操作可能な項目の追加・変更に柔軟に対応でき、かつ専用のサー
バを必要としない遠隔制御技術を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係る電話システムの概略図である。
【図２】図２（Ａ）は、本実施の形態に係る電話システムの、電話機能・プレゼンス操作
に関する遠隔制御の動作例を説明するためのシーケンス図であり、図２（Ｂ）は、本実施
の形態に係る電話システムの、コンテンツ操作に関する遠隔制御の動作例を説明するため
のシーケンス図である。
【図３】図３は、本発明の一実施の形態に係る電話システムを構成する電話端末１の概略
機能構成図である。
【図４】図４（Ａ）は、アイコン情報格納部１１１に格納されている電話機能・プレゼン
ス操作のアイコン情報１１１０の一例を模式的に表した図であり、図４（Ｂ）は、アイコ
ン情報格納部１１１に格納されているコンテンツ操作のアイコン情報１１１０の一例を模
式的に表した図である。
【図５】図５は、メニュー通知メール生成部１１２によって自動生成されるコンテンツ操
作のアイコン情報１１１０の一例を模式的に表した図である。
【図６】図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）は、操作内容通知メールの一例を模式的に表した図
である。
【図７】図７は、携帯端末２からメニュー要求メールを受信した場合における電話端末１
の動作を説明するためのフロー図である。
【図８】図８は、携帯端末２から操作内容通知メールを受信した場合における電話端末１
の動作を説明するためのフロー図である。
【図９】図９は、本発明の一実施の形態に係る電話システムを構成する携帯端末２の概略
機能構成図である。
【図１０】図１０（Ａ）は、電話端末１を遠隔操作する場合における携帯端末２の動作を
説明するためのフロー図であり、図１０（Ｂ）は、図１０（Ａ）に示す遠隔操作受付処理
（Ｓ２０５）を説明するためのフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明の実施の形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る電話システムの概略図である。
【００１３】
　図示するように、本実施の形態の電話システムは、ＬＡＮ６に接続された少なくとも一
台の電話端末１と、無線基地局５を介してＷＡＮ７に接続された少なくとも一台の携帯端
末２と、を有する。ここで、ＬＡＮ６には、電話端末１のプレゼンス情報を管理するプレ
ゼンスサーバ３が接続されている。また、ＬＡＮ６は、ゲートウェイ（ＧＷ）４を介して
ＷＡＮ７に接続されている。
【００１４】
　本実施の形態の電話システムは、遠隔制御システムとしての機能を有する。すなわち、
電話端末１は、遠隔制御システムにおける制御対象装置に該当し、携帯端末２は、遠隔制
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御システムにおける操作端末に該当する。そして、遠隔操作可能な項目（以下、遠隔操作
可能項目）に関する情報の電話端末１から携帯端末２への送信、および遠隔操作の実施項
目（以下、遠隔操作実施項目）に関する情報の携帯端末２から電話端末１への送信には、
電子メールが利用される。携帯端末２は、電話端末１から受信した遠隔操作可能項目に関
する情報に基づいて操作画面を表示し、ユーザから遠隔操作を受け付ける。一方、電話端
末１は、携帯端末２から受信した遠隔操作実施項目に関する情報に従い処理を実行する。
【００１５】
　なお、本実施の形態では、遠隔操作対象の機能として、留守録、着信転送等の電話機能
の設定（以下、電話機能操作）、プレゼンス情報の設定（以下、プレゼンス操作）、およ
びコンテンツの格納、閲覧等のコンテンツ処理（以下、コンテンツ操作）を想定している
。
【００１６】
　図２（Ａ）は、本実施の形態に係る電話システムの、電話機能・プレゼンス操作に関す
る遠隔制御の動作例を説明するためのシーケンス図である。
【００１７】
　携帯端末２は、電話機能・プレゼンス操作のメニュー要求の指示をユーザから受け付け
ると（Ｓ３０１）、電話機能・プレゼンス操作の遠隔操作可能項目を要求するための電子
メール（以下、メニュー要求メール）を生成し、このメニュー要求メールを電話端末１に
送信する（Ｓ３０２）。
【００１８】
　これを受けて、電話端末１は、電話機能・プレゼンス操作の遠隔操作可能項目に関する
情報（以下、アイコン情報）、およびアイコン情報を用いてユーザから遠隔操作を受け付
けるためのアプリケーションプログラム（以下、操作アプリ）を送信するための電子メー
ル（メニュー通知メール）を生成し（Ｓ３０３）、このメニュー通知メールを携帯端末２
に送信する（Ｓ３０４）。
【００１９】
　携帯端末２は、電話端末１から受け取ったメニュー通知メールから電話機能・プレゼン
ス操作のアイコン情報および操作アプリを取得する。そして、操作アプリを起動し、電話
機能・プレゼンス操作のアイコン情報を用いて、ユーザから電話機能・プレゼンス操作の
操作内容を受け付けるための操作画面を表示する（Ｓ３０５）。
【００２０】
　それから、携帯端末２は、ユーザから電話機能・プレゼンス操作の操作内容を受け付け
たならば（Ｓ３０６）、この操作内容を通知するための認証情報付き電子メール（操作内
容通知メール）を生成して（Ｓ３０７）、電話端末１に送信する（Ｓ３０８）。
【００２１】
　電話端末１は、携帯端末２から操作内容通知メールを受信すると、この操作内容通知メ
ールに記述されている認証情報を用いて認証処理を実施する（Ｓ３０９）。そして、認証
成立したならば、操作内容通知メールを解析して、電話機能操作およびプレゼンス操作各
々の操作内容を抽出する（Ｓ３１０）。そして、抽出した電話機能操作の操作内容に従い
、電話機能を設定するとともに（Ｓ３１１）、抽出したプレゼンス操作の操作内容に従い
、プレゼンスサーバ３へのプレゼンス情報の設定を行う（Ｓ３１２）。
【００２２】
　図２（Ｂ）は、本実施の形態に係る電話システムの、コンテンツ操作に関する遠隔制御
の動作例を説明するためのシーケンス図である。
【００２３】
　携帯端末２は、コンテンツ操作のメニュー要求の指示をユーザから受け付けると（Ｓ３
２１）、コンテンツ操作の遠隔操作可能項目を要求するための電子メール（メニュー要求
メール）を生成し、このメニュー要求メールを電話端末１に送信する（Ｓ３２２）。
【００２４】
　これを受けて、電話端末１は、コンテンツ操作のアイコン情報および操作アプリを送信
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するための電子メール（メニュー通知メール）を生成して（Ｓ３２３）、このメニュー通
知メールを携帯端末２に送信する（Ｓ３２４）。
【００２５】
　携帯端末２は、電話端末１から受け取ったメニュー通知メールからコンテンツ操作のア
イコン情報および操作アプリを取得する。そして、操作アプリを起動し、コンテンツ操作
のアイコン情報を用いて、ユーザからコンテンツ操作の操作内容を受け付けるための操作
画面を表示する（Ｓ３２５）。
【００２６】
　それから、携帯端末２は、ユーザからコンテンツ操作の操作内容を受け付けたならば（
Ｓ３２６）、この操作内容を通知するための認証情報付きの電子メール（操作内容通知メ
ール）を生成して（Ｓ３２７）、この操作内容通知メールを電話端末１に送信する（Ｓ３
２８）。
【００２７】
　電話端末１は、携帯端末２から操作内容通知メールを受信すると、この操作内容通知メ
ールに記述されている認証情報を用いて認証処理を実施する（Ｓ３２９）。そして、認証
成立したならば、操作内容通知メールを解析して、コンテンツ操作の操作内容を抽出する
（Ｓ３３０）。そして、抽出したコンテンツ操作の操作内容に従い、コンテンツの格納、
閲覧等の処理を行う（Ｓ３３１）。
【００２８】
　つぎに、本実施の形態に係る電話システムを構成する電話端末１、携帯端末２について
詳細に説明する。
【００２９】
　まず、電話端末１について説明する。
【００３０】
　図３は、電話端末１の概略機能構成図である。
【００３１】
　図示するように、電話端末１は、通信インターフェース部１０１と、マンマシンインタ
ーフェース部１０２と、電話機能部１０３と、メール送受信部１０４と、メール機能部１
０５と、コンテンツ格納部１０６と、コンテンツ格納制御部１０７と、電話機能設定部１
０８と、プレゼンス情報設定部１０９と、操作アプリ格納部１１０と、アイコン情報格納
部１１１と、メニュー通知メール生成部１１２と、メール解析部１１３と、を有する。
【００３２】
　通信インターフェース部１０１は、ＬＡＮ６を介して、他の電話端末１、携帯端末２、
プレゼンスサーバ３等と通信を行うためのインターフェースである。
【００３３】
　マンマシンインターフェース部１０２は、ユーザが電話および各種操作を行うためのイ
ンターフェースであり、図示していないが、ハンドセット、スピーカ、フックボタン、ダ
イヤルキー等の操作部、およびＬＣＤ、ＬＥＤ等の表示部を備える。
【００３４】
　電話機能部１０３は、通信インターフェース部１０１を介して、発着信、着信転送、留
守録等の電話本来の機能を実現する。
【００３５】
　メール送受信部１０４は、ＳＭＴＰ、ＰＯＰ３等の通信プロトコルに従い、通信インタ
ーフェース部１０１を介して電子メールの送受信を行う。
【００３６】
　メール機能部１０５は、電子メールの生成、閲覧および管理を行う電子メールクライア
ントである。メール機能部１０５は、マンマシンインターフェース部１０２を介してユー
ザから受け付けた文字列を送信メールに展開したり、メール解析部１１３を介してメール
送受信部１０４から受け取った受信メールを、マンマシンインターフェース部１０２を介
してユーザに通知したり、送受信メールを保存したりする。
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【００３７】
　コンテンツ格納部１０６には、写真、動画、図面、それらに関連するメモ等のコンテン
ツデータが格納される。
【００３８】
　コンテンツ格納制御部１０７は、コンテンツ格納部１０６に対するコンテンツデータの
登録・変更・削除・読出しを制御するとともに、階層型ディレクトリによりコンテンツ格
納部１０６に格納されているコンテンツデータを管理する。
【００３９】
　電話機能設定部１０８は、マンマシンインターフェース部１０２を介してユーザから受
け付けた指示、あるいはメール解析部１１３から受け付けた指示に従い、電話機能部１０
３に、留守録、着信転送等の電話機能を設定する。
【００４０】
　プレゼンス情報設定部１０９は、電話機能部１０３、メール解析部１１３、あるいはマ
ンマシンインターフェース部１０２を介してユーザから受け付けた指示に従い、通信イン
ターフェース部１０１を介して、プレゼンスサーバ３にプレゼンス情報を送信したり、プ
レゼンスサーバ３からプレゼンス情報を受信して、マンマシンインターフェース部１０２
を介してユーザに通知したりする。
【００４１】
　操作アプリ格納部１１０には、操作アプリが格納されている。
【００４２】
　アイコン情報格納部１１１には、アイコン情報が格納されている。
【００４３】
　図４（Ａ）は、アイコン情報格納部１１１に格納されている電話機能・プレゼンス操作
のアイコン情報１１１０の一例を模式的に表した図であり、図４（Ｂ）は、アイコン情報
格納部１１１に格納されているコンテンツ操作のアイコン情報１１１０の一例を模式的に
表した図である。
【００４４】
　図示するように、アイコン情報格納部１１１には、電話機能・プレゼンス操作およびコ
ンテンツ操作のそれぞれについて、携帯端末２のユーザから受付可能な遠隔操作可能項目
に対応するアイコン情報１１１０が登録されている。それぞれのアイコン情報１１１０は
、クラス情報１１１１と、アイコン１１１２と、テキストデータ１１１３と、テキスト種
別１１１４と、を含む。クラス情報１１１１は、携帯端末２のユーザにアイコン情報１１
１０の分類として提示されるグループ情報である。同じグループに属するアイコン情報１
１１０には同じクラス情報１１１１が付与されている。アイコン１１１２は、図形や文字
を組み合わせた操作用グラフィックである。このアイコン１１１２は、操作アプリによっ
て携帯端末２の表示部に表示される操作画面上に展開され、このアイコン１１１２が属す
るアイコン情報１１１０を携帯端末２のユーザに選択させるために利用される。テキスト
データ１１１３は、遠隔操作の操作内容を表すための文字列である。テキスト種別１１１
４は、テキストデータ１１１３が表す文字列が情報［ｉｎｆｏ］を表しているのか、それ
とも制御コマンド［ｃｏｍｍａｎｄ］を表しているのかを示すフラグである。
【００４５】
　図４（Ａ）に示すように、電話機能・プレゼンス操作のアイコン情報１１１０は、クラ
ス情報１１１１によって複数のグループに分類される。操作アプリは、操作画面を介して
携帯端末２のユーザに、グループ単位にアイコン情報１１１０を提示して、グループごと
にアイコン情報１１１０を一つ選択させる。ここで、＜ｃｌａｓｓ１＞のグループに属す
るアイコン情報１１１０は、テキスト種別１１１４が情報［ｉｎｆｏ］を示し、かつテキ
ストデータ１１１３の文字列がプレゼンス情報「ユーザの行動（ａｃｔ）」を示している
。＜ｃｌａｓｓ２＞のグループに属するアイコン情報１１１０は、テキスト種別１１１４
が情報［ｉｎｆｏ］を示し、かつテキストデータ１１１３の文字列がプレゼンス情報「ユ
ーザの行き先（ｄｅｓ）」を示している。＜ｃｌａｓｓ３＞のグループに属するアイコン
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情報１１１０は、テキスト種別１１１４が情報［ｉｎｆｏ］を示し、かつテキストデータ
１１１３の文字列がプレゼンス情報「行動の開始時刻（ｓｔａ）」を示している。＜ｃｌ
ａｓｓ４＞のグループに属するアイコン情報１１１０は、テキスト種別１１１４が情報［
ｉｎｆｏ］を示し、かつテキストデータ１１１３の文字列がプレゼンス情報「行動の終了
時刻（ｅｎｄ）」を示している。＜ｃｌａｓｓ５＞および＜ｃｌａｓｓ６＞のグループに
属するアイコン情報１１１０は、テキスト種別１１１４が制御コマンド［ｃｏｍｍａｎｄ
］を示し、かつテキストデータ１１１３の文字列が電話機能操作の制御コマンドを示して
いる。そして、＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞のグループに属するアイコン情報１１１０は、テ
キスト種別１１１４が制御コマンド［ｃｏｍｍａｎｄ］を示し、かつテキストデータ１１
１３の文字列がプレゼンス操作の制御コマンドを示している。
【００４６】
　コンテンツ操作のアイコン情報１１１０も、電話機能・プレゼンス操作のアイコン情報
１１１０と同様に、クラス情報１１１１によって複数のグループに分類される。ここで、
コンテンツ操作のアイコン情報１１１０が分類されるグループは、コンテンツ操作の制御
コマンドを表すテキストデータ１１１３を含むアイコン情報１１１０が属するグループ＜
ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞と、コンテンツ格納部１０６内のコンテンツデータ名（格納フォル
ダまたは格納ファイルの名称）を表すテキストデータ１１１３を含むアイコン情報１１１
０が属するグループ群とに分けられる。しかし、図４（Ｂ）に示すように、アイコン情報
格納部１１１には、テキスト種別１１１４が制御［ｃｏｍａｎｄ］を示し、かつテキスト
データ１１１３の文字列がコンテンツ処理の制御コマンドを示す＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞
のグループに属するアイコン情報１１１０のみが格納されている。なお、他のグループに
属するコンテンツ操作のアイコン情報１１１０は、携帯端末２からコンテンツ操作のメニ
ュー要求メールが送信されるごとに、後述のメニュー通知メール生成部１１２により、コ
ンテンツデータが位置するディレクトリの階層を示すクラス情報１１１１が含まれるよう
に（コンテンツ格納部１０６内の同じディレクトリに位置するフォルダ及びファイルに関
連するアイコン情報１１１０が共通のグループに属するように）自動生成される。
【００４７】
　メニュー通知メール生成部１１２は、メール解析部１１３から受け付けたメニュー通知
メール生成指示に従い、操作アプリ格納部１１０に格納されている操作アプリおよびアイ
コン情報格納部１１１に格納されているアイコン情報１１１０を添付ファイルとするメニ
ュー通知メール（例えば、メニュー通知メールであること示す文字列をタイトルとし、メ
ール本文をなしとする空電子メール）を生成し、このメニュー通知メールを、メール送受
信部１０４を介して携帯端末２に送信する。
【００４８】
　例えば、メール解析部１１３から電話機能・プレゼンス操作のメニュー通知メール生成
指示を受け付けた場合、メニュー通知メール生成部１１２は、アイコン情報格納部１１１
から電話機能・プレゼンス操作のアイコン情報１１１０（図４（Ａ）参照）をすべて読み
出し、これらのアイコン情報１１１０が格納されたファイルをメニュー通知メールに添付
する。
【００４９】
　一方、メール解析部１１３からコンテンツ操作のメニュー通知メール生成指示を受け付
けた場合、メニュー通知メール生成部１１２は、アイコン情報格納部１１１からコンテン
ツ操作のアイコン情報１１１０（図４（Ｂ）参照）をすべて読み出すとともに、コンテン
ツ格納制御部１０７が管理しているコンテンツ格納部１０６のディレクトリ階層構造に従
ってコンテンツ操作のアイコン情報１１１０を作成する。そして、これらのアイコン情報
１１１０が格納されたファイルをメニュー通知メールに添付する。
【００５０】
　図５は、メニュー通知メール生成部１１２によって自動生成されるコンテンツ操作のア
イコン情報１１１０の一例を模式的に表した図である。メニュー通知メール生成部１１２
によって自動生成されるアイコン情報１１１０にも、クラス情報１１１１と、アイコン１
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１１２と、テキストデータ１１１３と、テキスト種別１１１４と、が含まれる。ここで、
クラス情報１１１１は、ディレクトリ階層上の位置関係を表している。例えば、＜ｃｌａ
ｓｓ１＞は＜ｃｌａｓｓ１ｘ＞の直近の上位層に、＜ｃｌａｓｓ１１＞はクラス＜ｃｌａ
ｓｓ１１ｘ＞の直近の上位層に、＜ｃｌａｓｓ１２＞はクラス＜ｃｌａｓｓ１２ｘ＞の直
近の上位層に、そして、＜ｃｌａｓｓ１３＞はクラス＜ｃｌａｓｓ１３ｘ＞の直近の上位
層に、それぞれ位置する。また、テキストデータ１１１３は、ディレクトリ階層上の対象
位置にあるフォルダまたはファイルの名称と、この名称がフォルダ名であるか、それとも
ファイル名であるかを示す文字列（図５では「ｆｏｌ」、「ｆｉｌ」）と、を含んで形成
される。また、アイコン１１１２は、テキストデータ１１１３が表す文字列を含んで形成
される。
【００５１】
　メール解析部１１３は、メール送受信部１０４から受け取った電子メールを解析して、
それが携帯端末２から受信したメニュー要求メールあるいは操作内容通知メールであるか
否かを判断する。ここで、メニュー要求メールは、電話機能・プレゼンス操作あるいはコ
ンテンツ操作のメニュー要求メールであることを示す文字列をタイトルに含み、かつメー
ル本文をなしとする空電子メールである。また、操作内容通知メールは、電話機能・プレ
ゼンス操作あるいはコンテンツ操作の操作内容通知メールであることを示す文字列をタイ
トルに含み、かつ、認証情報（ＩＤ、パスワードおよびユーザ名）および遠隔操作実施項
目のアイコン情報１１１０がメール本文に展開された電子メールである。
【００５２】
　図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）は、操作内容通知メールの一例を模式的に表した図である
。図示するように、操作内容通知メールは、操作内容通知メールであることを示す文字列
をタイトル２１２０に含み、かつ、認証情報２１２２、および遠隔操作実施項目のアイコ
ン情報１１１０がメール本文２１２１に展開されている。
【００５３】
　図６（Ａ）は、プレゼンス情報を新規に登録する場合の電話機能・プレゼンス操作の操
作内容通知メールを例示している。メール本文２１２１には、プレゼンス情報の各項目（
「ユーザの行動（ａｃｔ）」、「ユーザの行き先（ｄｅｓ）」、「行動の開始時刻（ｓｔ
ａ）」、「行動の終了時刻（ｅｎｄ）」）に対応するクラス情報１１１１（＜ｃｌａｓｓ
１＞～＜ｃｌａｓｓ４＞）を含むアイコン情報１１１０と、電話機能操作の制御コマンド
として転送ＯＫを表すテキストデータ１１１３および電話機能操作の制御コマンドに対応
するクラス情報１１１１（＜ｃｌａｓｓ５＞）を含むアイコン情報１１１０と、電話機能
操作の制御コマンドとして留守録ＮＧを表すテキストデータ１１１３および電話機能操作
の制御コマンドに対応するクラス情報１１１１（＜ｃｌａｓｓ６＞）を含むアイコン情報
１１１０と、プレゼンス操作の制御コマンドとしてプレゼンス情報の保存命令を表すテキ
ストデータ１１１３およびプレゼンス操作の制御コマンドに対応するクラス情報１１１１
（＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞）を含むアイコン情報１１１０と、が展開されている。
【００５４】
　図６（Ｂ）は、ＧＰＳ情報を登録する場合の電話機能・プレゼンス操作の操作内容通知
メールを例示している。メール本文２１２１には、プレゼンス操作の制御コマンドとして
ＧＰＳ情報の登録命令を表すテキストデータ１１１３およびプレゼンス操作の制御コマン
ドに対応するクラス情報１１１１（＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞）を含むアイコン情報１１１
０がＧＰＳ情報２１２３とともに展開されている。
【００５５】
　図６（Ｃ）は、コンテンツデータを保存する場合のコンテンツ操作の操作内容通知メー
ルを例示している。メール本文２１２１には、コンテンツ操作の制御コマンドとしてコン
テンツの保存命令を表すテキストデータ１１１３およびコンテンツ操作の制御コマンドに
対応するクラス情報１１１１（＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞）を含むアイコン情報１１１０が
展開されている。また、この操作内容通知メールには保存対象のコンテンツデータ２１２
４が添付されている。
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【００５６】
　なお、図６（Ａ）ないし図６（Ｃ）に示す例では、メール本文２１２１に展開するアイ
コン情報１１１０にアイコン１１１２を含めていないが、これを含めるようにしてもよい
。
【００５７】
　メール解析部１１３は、メール送受信部１０４から受け取った電子メールがメニュー要
求メールおよび操作内容通知メール以外の電子メールであるならば、この電子メールをメ
ール機能部１０５に渡す。一方、メニュー要求メールであるならば、このメニュー要求メ
ールで指定されている電話機能・プレゼンス操作あるいはコンテンツ操作のメニュー通知
メール生成指示を、このメニュー要求メールの送信元である携帯端末２のメールアドレス
とともにメニュー通知メール生成部１１２に通知する。また、操作内容通知メールである
ならば、この操作内容通知メールから操作内容を抽出し、この操作内容に従って電話機能
設定部１０８およびプレゼンス情報設定部１０９、あるいはコンテンツ格納制御部１０７
を制御する。
【００５８】
　図７は、携帯端末２からメニュー要求メールを受信した場合における電話端末１の動作
を説明するためのフロー図である。
【００５９】
　まず、メール解析部１１３は、メニュー要求メールが電話機能・プレゼンス操作のメニ
ュー要求メールであるか、それともコンテンツ操作のメニュー要求メールであるかを判断
する（Ｓ１０１）。具体的には、メニュー要求メールのタイトルを解析し、電話機能・プ
レゼンス操作のメニュー要求メールであることを示す文字列が含まれているか、それとも
コンテンツ操作のメニュー要求メールであることを示す文字列が含まれているかを判断す
る。
【００６０】
　つぎに、メール解析部１１３は、メニュー要求メールが電話機能・プレゼンス操作のメ
ニュー要求メールであるならば（Ｓ１０１で「電話機能・プレゼンス操作」）、電話機能
・プレゼンス操作のメニュー通知メール生成指示を、メニュー要求メールの送信元である
携帯端末２のメールアドレスとともにメニュー通知メール生成部１１２に通知する。
【００６１】
　これを受けて、メニュー通知メール生成部１１２は、アイコン情報格納部１１１から電
話機能・プレゼンス操作のアイコン情報１１１０（図４（Ａ）参照）をすべて読み出す（
Ｓ１０２）。また、操作アプリ格納部１１０から操作アプリを読み出す（Ｓ１０６）。
【００６２】
　つぎに、メニュー通知メール生成部１１２は、電話機能・プレゼンス操作のメニュー通
知メールを生成する。具体的には、電話機能・プレゼンス操作のメニュー通知メールであ
ること示す文字列をタイトルに含み、メール本文をなしとする空電子メールを生成し、こ
れを電話機能・プレゼンス操作のメニュー通知メールとする。そして、電話機能・プレゼ
ンス操作のメニュー通知メールに電話機能・プレゼンス操作のアイコン情報１１１０およ
び操作アプリを添付し（Ｓ１０７）、この電話機能・プレゼンス操作のメニュー通知メー
ルを、メール送受信部１０４および通信インターフェース部１０１を介して、メニュー要
求メールの送信元である携帯端末２に送信する（Ｓ１０８）。
【００６３】
　一方、メール解析部１１３は、メニュー要求メールがコンテンツ操作のメニュー要求メ
ールであるならば（Ｓ１０１で「コンテンツ操作」）、コンテンツ操作のメニュー通知メ
ール生成指示を、メニュー要求メールの送信元である携帯端末２のメールアドレスととも
にメニュー通知メール生成部１１２に通知する。
【００６４】
　これを受けて、メニュー通知メール生成部１１２は、アイコン情報格納部１１１からコ
ンテンツ操作のアイコン情報１１１０（図４（Ｂ）参照）をすべて読み出す（Ｓ１０３）
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。また、コンテンツ格納制御部１０７からコンテンツ格納部１０６のディレクトリ情報を
取得する（Ｓ１０４）。そして、取得したディレクトリ情報が示すディレクトリ階層構造
に従って、図５に示すようなコンテンツ操作のアイコン情報１１１０を生成する（Ｓ１０
５）。また、操作アプリ格納部１１０から操作アプリを読み出す（Ｓ１０６）。
【００６５】
　つぎに、メニュー通知メール生成部１１２は、コンテンツ操作のメニュー通知メールを
生成する。具体的には、コンテンツ操作のメニュー通知メールであること示す文字列をタ
イトルに含み、メール本文をなしとする空電子メールを生成し、これをコンテンツ操作の
メニュー通知メールとする。そして、コンテンツ操作のメニュー通知メールにコンテンツ
操作のアイコン情報１１１０および操作アプリを添付し（Ｓ１０７）、このコンテンツ操
作のメニュー通知メールを、メール送受信部１０４および通信インターフェース部１０１
を介して、メニュー要求メールの送信元である携帯端末２に送信する（Ｓ１０８）。
【００６６】
　図８は、携帯端末２から操作内容通知メールを受信した場合における電話端末１の動作
を説明するためのフロー図である。
【００６７】
　まず、メール解析部１１３は、操作内容通知メールの認証処理を実施する（Ｓ１２１）
。具体的には、メール本文２１２１から認証情報２１２２を抽出し、この認証情報２１２
２が、遠隔操作を許可するユーザの認証情報として予め登録されているか否かを判断する
。そして、認証失敗の場合（Ｓ１２２でＮＯ）、メール解析部１１３は、所定のエラー処
理を実施する（Ｓ１４１）。例えば、メール機能部１０５に、エラーメッセージが記述さ
れた電子メールを生成させ、この電子メールを、メール送受信部１０４および通信インタ
ーフェース部１０１を介して操作内容通知メールの送信元である携帯端末２に送信させる
。
【００６８】
　一方、認証成功の場合（Ｓ１２２でＹＥＳ）、メール解析部１１３は、操作内容通知メ
ールが電話機能・プレゼンス操作の操作内容通知メールであるか、それともコンテンツ操
作の操作内容通知メールであるかを判断する（Ｓ１２３）。具体的には、操作内容通知メ
ールのタイトル２１２０を解析し、電話機能・プレゼンス操作の操作内容通知メールであ
ることを示す文字列が含まれているか、それともコンテンツ操作の操作内容通知メールで
あることを示す文字列が含まれているかを判断する。
【００６９】
　つぎに、メール解析部１１３は、操作内容通知メールが電話機能・プレゼンス操作の操
作内容通知メールであるならば（Ｓ１２３で「電話機能・プレゼンス操作」）、操作内容
通知メールのメール本文２１２１から電話機能操作の制御コマンドを抽出する（Ｓ１２４
）。具体的には、メール本文２１２１から、電話機能操作の制御コマンドに対応するクラ
ス情報１１１１（図４（Ａ）では＜ｃｌａｓｓ５＞、＜ｃｌａｓｓ６＞）を含むアイコン
情報１１１０を検索し、検索したアイコン情報１１１０に含まれるテキストデータ１１１
３を電話機能操作の制御コマンドとして抽出する。あるいは、メール本文２１２１から、
制御コマンド［ｃｏｍｍａｎｄ］を表すテキスト種別１１１４を含むアイコン情報１１１
０を検索し、検索したアイコン情報１１１０のテキストデータ１１１３のうち、その文字
列が電話機能操作の制御コマンドとして予め登録されたテキストデータ１１１３を、電話
機能操作の制御コマンドとして抽出する。それから、メール解析部１１３は、抽出した電
話機能操作の制御コマンドを電話機能設定部１０８に渡す。
【００７０】
　これを受けて、電話機能設定部１０８は、電話機能操作の制御コマンドに従い、携帯端
末２への着信転送、留守録等の電話機能を設定する（Ｓ１２５）。
【００７１】
　つぎに、メール解析部１１３は、操作内容通知メールのメール本文２１２１からプレゼ
ンス操作の制御コマンドを抽出する（Ｓ１２６）。具体的には、メール本文２１２１から
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、プレゼンス操作の制御コマンドに対応するクラス情報１１１１（図４（Ａ）では＜ｃｌ
ａｓｓ－ｅｎｄ＞）を含むアイコン情報１１１０を検索し、このアイコン情報１１１０の
テキストデータ１１１３をプレゼンス操作の制御コマンドとして抽出する。あるいは、メ
ール本文２１２１から、制御コマンド［ｃｏｍｍａｎｄ］を表すテキスト種別１１１４を
含むアイコン情報１１１０を検索し、検索したアイコン情報１１１０のテキストデータ１
１１３のうち、その文字列がプレゼンス操作の制御コマンドとして予め登録されたテキス
トデータ１１１３を、プレゼンス操作の制御コマンドとして抽出する。
【００７２】
　それから、メール解析部１１３は、抽出したプレゼンス操作の制御コマンドを解析する
（Ｓ１２７）。
【００７３】
　その結果、プレゼンス操作の制御コマンドがプレゼンス情報の解除命令であるならば（
Ｓ１２７で「解除」）、メール解析部１１３は、プレゼンス情報設定部１０９にプレゼン
ス情報の解除を指示する。これを受けて、プレゼンス情報設定部１０９は、通信インター
フェース部１０１を介してプレゼンスサーバ３にアクセスし、プレゼンスサーバ３に登録
されている自電話端末１のプレゼンス情報の解除を要求する（Ｓ１２８）。
【００７４】
　プレゼンス操作の制御コマンドがプレゼンス情報の登録命令であるならば（Ｓ１２７で
「登録」）、メール解析部１１３は、プレゼンス情報設定部１０９にプレゼンス情報の解
除を指示する。これを受けて、プレゼンス情報設定部１０９は、通信インターフェース部
１０１を介してプレゼンスサーバ３にアクセスし、プレゼンスサーバ３に登録されている
自電話端末１のプレゼンス情報の解除を要求する（Ｓ１２９）。
【００７５】
　それから、メール解析部１１３は、操作内容通知メールのメール本文２１２１からプレ
ゼンス情報を抽出する（Ｓ１３０）。具体的には、メール本文２１２１から、プレゼンス
情報の各項目（「ユーザの行動（ａｃｔ）」、「ユーザの行き先（ｄｅｓ）」、「行動の
開始時刻（ｓｔａ）」、「行動の終了時刻（ｅｎｄ）」）に対応するクラス情報１１１１
（図４（Ａ）では＜ｃｌａｓｓ１＞～＜ｃｌａｓｓ４＞）を含むアイコン情報１１１０を
検索し、検索したアイコン情報１１１０のテキストデータ１１１３を、このアイコン情報
１１１０のクラス情報１１１１に対応する項目のプレゼンス情報として抽出する。あるい
は、メール本文２１２１から、情報［ｉｎｆｏ］を表すテキスト種別１１１４を含むアイ
コン情報１１１０を検索し、検索したアイコン情報１１１０のテキストデータ１１１３を
、このテキストデータ１１１３に含まれる文字列が示す項目（図４（Ａ）では［ａｃｔ］
、［ｄｅｓ］、［ｓｔａ］、「ｅｎｄ］いずれか）のプレゼンス情報として抽出する。そ
して、メール解析部１１３は、抽出した各項目のプレゼンス情報をプレゼンス情報設定部
１０９に通知し、プレゼンス情報設定部１０９にプレゼンス情報の登録を指示する。これ
を受けて、プレゼンス情報設定部１０９は、通信インターフェース部１０１を介してプレ
ゼンスサーバ３にアクセスし、メール解析部１１３から受け取った各項目のプレゼンス情
報を自電話端末１のプレゼンス情報として、プレゼンスサーバ３に登録を要求する（Ｓ１
３１）。
【００７６】
　プレゼンス操作の制御コマンドがプレゼンス情報の追加・変更命令であるならば（Ｓ１
２７で「追加・変更」）、メール解析部１１３は、Ｓ１３０と同様に、操作内容通知メー
ルのメール本文２１２１からプレゼンス情報を抽出する（Ｓ１３２）。そして、抽出した
各項目のプレゼンス情報をプレゼンス情報設定部１０９に通知し、プレゼンス情報設定部
１０９にプレゼンス情報の追加・変更を指示する。これを受けて、プレゼンス情報設定部
１０９は、通信インターフェース部１０１を介してプレゼンスサーバ３にアクセスし、メ
ール解析部１１３から受け取った各項目のプレゼンス情報の、プレゼンスサーバ３に登録
されている自電話端末１のプレゼンス情報への追加・変更を要求する（Ｓ１３３）。
【００７７】
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　プレゼンス操作の制御コマンドが、ＧＰＳ情報２１２３を伴うＧＰＳ登録命令であるな
らば（Ｓ１２７で「ＧＰＳ登録」）、メール解析部１１３は、このＧＰＳ情報２１２３を
プレゼンス情報設定部１０９に通知して、プレゼンス情報設定部１０９にＧＰＳ情報の登
録を指示する。これを受けて、プレゼンス情報設定部１０９は、通信インターフェース部
１０１を介してプレゼンスサーバ３にアクセスし、メール解析部１１３から受け取ったＧ
ＰＳ情報２１２３を自電話端末１のＧＰＳ情報として、プレゼンスサーバ３に登録を要求
する（Ｓ１３４）。
【００７８】
　一方、操作内容通知メールがコンテンツ操作の操作内容通知メールであるならば（Ｓ１
２３で「コンテンツ操作」）、メール解析部１１３は、操作内容通知メールのメール本文
２１２１からコンテンツ操作の制御コマンドを抽出する（Ｓ１３５）。具体的には、メー
ル本文２１２１から、コンテンツ操作の制御コマンドに対応するクラス情報１１１１（図
４（Ｂ）では＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞）を含むアイコン情報１１１０を検索し、このアイ
コン情報１１１０のテキストデータ１１１３をコマンド処理の制御コマンドとして抽出す
る。あるいは、メール本文２１２１から、制御コマンド［ｃｏｍｍａｎｄ］を表すテキス
ト種別１１１４を含むアイコン情報１１１０を検索し、検索したアイコン情報１１１０の
テキストデータ１１１３のうち、その文字列がコンテンツ操作の制御コマンドとして予め
登録されたテキストデータ１１１３を、コンテンツ操作の制御コマンドとして抽出する。
【００７９】
　つぎに、メール解析部１１３は、操作内容通知メールのメール本文２１２１からディレ
クトリのパス情報を生成する（Ｓ１３６）。具体的には、メール本文２１２１から、情報
［ｉｎｆｏ］を表すテキスト種別１１１４を含むアイコン情報１１１０を検索し、検索し
たアイコン情報１１１０のテキストデータ１１１３からファイル名あるいはフォルダ名を
抽出する。つぎに、検索したアイコン情報１１１０のクラス情報１１１１が表すディレク
トリ階層上の位置に対して直近の上位層を表すクラス情報１１１１を含むアイコン情報１
１１０を、図７のＳ１０５においてメニュー通知メール生成部１１２が生成したコンテン
ツ操作のアイコン情報１１１０（図５参照）のなかから検索し、検索したアイコン情報１
１１０のテキストデータ１１１３からフォルダ名を抽出する。この処理を、検索したアイ
コン情報１１１０のクラス情報１１１１が表す位置がディレクトリ階層上の最上位となる
まで繰返し、これにより抽出したファイル名およびすべてのフォルダ名を、所定の区切り
記号を介してディレクトリ階層順に連結する。これによりパス情報を生成する。
【００８０】
　それから、メール解析部１１３は、抽出したコンテンツ操作の制御コマンドを解析する
（Ｓ１３７）。
【００８１】
　コンテンツ操作の制御コマンドがコンテンツの取得命令であるならば（Ｓ１３７で「コ
ンテンツ取得」）、メール解析部１１３は、コンテンツ格納制御部１０７に、生成したパ
ス情報を通知してコンテンツデータの読み出しを指示する。これを受けて、コンテンツ格
納制御部１０７は、メール解析部１１３により通知されたパス情報により特定されるディ
レクトリ階層上の位置に格納されているコンテンツデータをコンテンツ格納部１０６から
読み出し、このコンテンツデータをメール解析部１１３に渡す。メール解析部１１３は、
メール機能部１０５に、コンテンツ格納制御部１０７から渡されたコンテンツデータを添
付ファイルとする電子メールを生成させ、この電子メールを、メール送受信部１０４およ
び通信インターフェース部１０１を介して、操作内容通知メールの送信元である携帯端末
２に送信させる（Ｓ１３８）。
【００８２】
　コンテンツ操作の制御コマンドがコンテンツの一覧取得命令であるならば（Ｓ１３７で
「一覧取得」）、メール解析部１１３は、コンテンツ格納制御部１０７に、生成したパス
情報を通知してコンテンツの属性情報の一覧取得を指示する。これを受けて、コンテンツ
格納制御部１０７は、メール解析部１１３より通知されたパス情報により特定されるディ
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レクトリ階層上の位置に格納されている各コンテンツデータ（ファイルまたはフォルダ）
のサムネイル、名称、作成日時、データ種別等の属性情報を取得し、この属性情報をメー
ル解析部１１３に渡す。メール解析部１１３は、メール機能部１０５に、コンテンツ格納
制御部１０７から渡された各コンテンツデータの属性情報の格納ファイルが添付された電
子メールを生成させ、この電子メールを、メール送受信部１０４および通信インターフェ
ース部１０１を介して、操作内容通知メールの送信元である携帯端末２に送信させる（Ｓ
１３９）。
【００８３】
　コンテンツ操作の制御コマンドがコンテンツの保存命令であるならば（Ｓ１３７で「保
存」）、メール解析部１１３は、コンテンツ格納制御部１０７に、生成したパス情報およ
び操作内容通知メールに添付されたコンテンツデータを通知して保存を指示する。これを
受けて、コンテンツ格納制御部１０７は、メール解析部１１３より通知されたパス情報に
より特定されるコンテンツ格納部１０６のディレクトリ階層上の位置に、メール解析部１
１３より受け取ったコンテンツデータを保存する（Ｓ１４０）。
【００８４】
　つぎに、携帯端末２について説明する。
【００８５】
　図９は、携帯端末２の概略機能構成図である。
【００８６】
　図示するように、携帯端末２は、無線通信インターフェース部２０１と、マンマシンイ
ンターフェース部２０２と、携帯電話機能部２０３と、メール送受信部２０４と、メール
機能部２０５と、コンテンツ格納部２０６と、コンテンツ格納制御部２０７と、メニュー
要求メール生成部２０８と、ＧＰＳ受信部２０９と、操作アプリ格納部２１０と、アイコ
ン情報格納部２１１と、アプリ起動部２１２と、メール解析部２１３と、を有する。
【００８７】
　無線通信インターフェース部２０１は、無線基地局５を介して、他の携帯端末２、電話
端末１等と通信を行うためのインターフェースである。
【００８８】
　マンマシンインターフェース部２０２は、ユーザが電話および各種操作を行うためのイ
ンターフェースであり、図示していないが、ハンドセット、スピーカ、フックボタン、ダ
イヤルキー等の操作部、ＬＣＤ、ＬＥＤ等の表示部、およびＣＣＤカメラ等の撮像部を備
える。
【００８９】
　携帯電話機能部２０３は、無線通信インターフェース部２０１を介して、発着信等の携
帯電話本来の機能を実現する。
【００９０】
　メール送受信部２０４は、ＳＭＴＰ、ＰＯＰ３等の通信プロトコルに従い、無線通信イ
ンターフェース部２０１を介して電子メールの送受信を行う。
【００９１】
　メール機能部２０５は、電子メールの生成、閲覧および管理を行う電子メールクライア
ントである。メール機能部２０５は、マンマシンインターフェース部２０２を介してユー
ザから受け付けた文字列を送信メールに展開したり、メール解析部２１３を介してメール
送受信部２０４から受け取った受信メールを、マンマシンインターフェース部２０２を介
してユーザに通知したり、送受信メールを保存したりする。
【００９２】
　コンテンツ格納部２０６には、写真、動画、図面、それらに関連するメモ等のコンテン
ツデータが格納される。
【００９３】
　コンテンツ格納制御部２０７は、コンテンツ格納部２０６に対するコンテンツデータの
登録・変更・削除・読出しを制御する。
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【００９４】
　メニュー要求メール生成部２０８は、マンマシンインターフェース部２０２を介してユ
ーザから受け付けた指示に従い、電話機能・プレゼンス操作、あるいはコンテンツ操作の
メニュー要求メールを生成する。そして、メール送受信部２０４を介して電話端末１に、
このメニュー要求メールを送信する。
【００９５】
　ＧＰＳ受信部２０９は、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ情報を受信する。
【００９６】
　操作アプリ格納部２１０には、電話端末１から入手した操作アプリが格納される。
【００９７】
　アイコン情報格納部２１１には、電話端末１から入手したアイコン情報１１１０が格納
される。
【００９８】
　アプリ起動部２１２は、操作アプリ格納部２１０に格納された操作アプリを実行する。
アプリ起動部２１２は、操作アプリのアプリケーションフレームワークに相当する。
【００９９】
　メール解析部２１３は、メール送受信部２０４から受け取った電子メールを解析して、
それが、電話端末１から受信したメニュー通知メールであるか否かを判断する。具体的に
は、電子メールのタイトルに所定の文字列（メニュー通知メールであることを示す文字列
）が含まれているか否かに基づいて判断する。
【０１００】
　そして、メール解析部２１３は、メール送受信部２０４から受け取った電子メールがメ
ニュー通知メール以外の電子メールであるならば、この電子メールをメール機能部２０５
に渡す。一方、メニュー通知メールであるならば、このメニュー通知メールに添付されて
いる操作アプリ、アイコン情報１１１０をそれぞれ操作アプリ格納部２１０、アイコン情
報格納部２１１に格納するとともに、アプリ起動部２１２に操作アプリの起動を指示する
。
【０１０１】
　図１０（Ａ）は、電話端末１を遠隔操作する場合における携帯端末２の動作を説明する
ためのフロー図である。このフローは、メニュー要求メール生成部２０８が、マンマシン
インターフェース部２０２を介してユーザから、電話端末１の電話機能・プレゼンス操作
、あるいはコンテンツ操作のメニュー要求の指示を受け付けることにより開始される（図
２（Ａ）のＳ３０１、または、図２（Ｂ）のＳ３２１）。
【０１０２】
　まず、メニュー要求メール生成部２０８は、受け付けたユーザの指示に従い、電話機能
・プレゼンス操作のメニュー要求メール、あるいはコンテンツ操作のメニュー要求メール
を生成する。そして、メール送受信部２０４および無線通信インターフェース部２０１を
介して制御対象装置となる電話端末１に、このメニュー要求メールを送信する（Ｓ２０１
）。
【０１０３】
　つぎに、メール解析部２１３は、無線通信インターフェース部２０１およびメール送受
信部２０４を介して制御対象装置の電話端末１からメニュー通知メールが送られてくるの
を待つ（Ｓ２０２）。メニュー通知メールを受信したならば（Ｓ２０２でＹＥＳ）、この
メニュー通知メールに添付されている操作アプリ、アイコン情報１１１０をそれぞれ操作
アプリ格納部２１０、アイコン情報格納部２１１に保存する（Ｓ２０３）。それから、メ
ール解析部２１３は、アプリ起動部２１２に操作アプリの起動を指示する。
【０１０４】
　これを受けて、アプリ起動部２１２は、操作アプリ格納部２１０から操作アプリを読み
出して起動する（Ｓ２０４）。そして、操作アプリに従い、後述の遠隔操作受付処理を実
行する（Ｓ２０５）。
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【０１０５】
　その後、アプリ起動部２１２は、操作アプリの実行を終了し（Ｓ２０６）、操作アプリ
格納部２１０、アイコン情報格納部２１１から、それぞれ操作アプリ、アイコン情報１１
１０を削除する（Ｓ２０７）。
【０１０６】
　図１０（Ｂ）は、図１０（Ａ）に示す遠隔操作受付処理（Ｓ２０５）を説明するための
フロー図である。このフローは、アプリ起動部２１２が操作アプリに従って実行するもの
であるが、便宜上、操作アプリを動作主体として説明する。
【０１０７】
　まず、操作アプリは、予め用意された認証情報２１２２をメール本文２１２１に展開す
る（Ｓ２２１）。つぎに、マンマシンインターフェース部２０２の表示部に操作画面を表
示して、この操作画面上に、アイコン情報格納部２１１に格納されているアイコン情報１
１１０のアイコン１１１２をクラス情報１１１１単位で展開する（Ｓ２２２）。例えば、
クラス情報１１１１単位でページが切り替わるようにアイコン１１１２を操作画面上に展
開する。
【０１０８】
　つぎに、マンマシンインターフェース部２０２を介してユーザにより、操作画面上の任
意のアイコン１１１２が選択されると（Ｓ２２３でＹＥＳ）、操作アプリは、選択された
アイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０をメール本文２１２１に展開する（Ｓ
２２４）。このとき、アイコン１１１２を、メール本文２１２１に展開するアイコン情報
１１１０から除外してもかまわない。
【０１０９】
　つぎに、操作アプリは、選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０
が、プレゼンス操作あるいはコンテンツ操作の制御コマンドに対応するクラス情報１１１
１（図４（Ａ）および図４（Ｂ）では＜ｃｌａｓｓ－ｅｎｄ＞）を含むか否かを判断する
（Ｓ２２５）。選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０が、プレゼ
ンス操作あるいはコンテンツ操作の制御コマンドに対応するクラス情報１１１１を含むも
のでない場合（Ｓ２２５でＮＯ）、Ｓ２２３に戻って新たなアイコン１１１２が選択され
るのを待つ。
【０１１０】
　一方、選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０が、プレゼンス操
作あるいはコンテンツ操作の制御コマンドに対応するクラス情報１１１１を含むものであ
る場合（Ｓ２２５でＹＥＳ）、操作アプリは、選択されたアイコン１１１２に対応するア
イコン情報１１１０のテキストデータ１１１３が、ＧＰＳ情報の登録命令を表す文字列を
含むか否かをさらに判断する（Ｓ２２６）。
【０１１１】
　選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０のテキストデータ１１１
３が、ＧＰＳ情報の登録命令を表す文字列を含む場合（Ｓ２２６でＹＥＳ）、操作アプリ
は、ＧＰＳ受信部２０９から最新のＧＰＳ情報２１２３を取得し、このＧＰＳ情報２１２
３を、Ｓ２２４でメール本文２１２１に展開したアイコン情報１１１０に付加する（Ｓ２
２７）。それから、Ｓ２３１に進む。
【０１１２】
　一方、選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０のテキストデータ
１１１３が、ＧＰＳ情報の登録命令を表す文字列を含まない場合（Ｓ２２６でＮＯ）、操
作アプリは、選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０のテキストデ
ータ１１１３が、コンテンツの保存命令を表す文字列を含むか否かをさらに判断する（Ｓ
２２８）。
【０１１３】
　選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０のテキストデータ１１１
３が、コンテンツの保存命令を表す文字列を含まない場合（Ｓ２２８でＮＯ）、Ｓ２３１
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に進む。
【０１１４】
　一方、選択されたアイコン１１１２に対応するアイコン情報１１１０のテキストデータ
１１１３が、コンテンツの保存命令を表す文字列を含む場合（Ｓ２２８でＹＥＳ）、操作
アプリは、コンテンツ格納制御部２０７から、コンテンツ格納部２０６に格納されている
コンテンツデータの一覧を取得して、マンマシンインターフェース部２０２の表示部に表
示する。そして、マンマシンインターフェース部２０２を介してユーザから保存対象のコ
ンテンツデータの指定を受け付け（Ｓ２２９）、保存対象のコンテンツデータをメールに
添付する（Ｓ２３０）。それから、Ｓ２３１に進む。
【０１１５】
　Ｓ２３１において、操作アプリは、メール本文２１２１に、操作内容通知メールである
ことを示すタイトル２１２０を含むメールヘッダと、メールフッタとを付加して、操作内
容通知メールを生成する。それから、メール送受信部２０４および無線通信インターフェ
ース部２０１を介して、操作内容通知メールを、制御対象装置の電話端末１（メニュー通
知メールの送信元）に送信する（Ｓ２３２）。
【０１１６】
　その後、操作アプリは、マンマシンインターフェース部２０２を介してユーザから、送
信内容通知メールの新規生成指示を受け付けたならば（Ｓ２３３でＹＥＳ）、Ｓ２２１に
戻って処理を続ける。また、操作アプリは、マンマシンインターフェース部２０２を介し
てユーザから、操作アプリの終了指示を受け付けたならば（Ｓ２３４でＹＥＳ）、このフ
ローを終了して、図１０（Ａ）のＳ２０６に進む。
【０１１７】
　以上、本発明の一実施の形態について説明した。
【０１１８】
　本実施の形態では、遠隔操作可能項目に関する情報の、電話端末１から携帯端末２への
送信と、遠隔操作実施項目に関する情報の、携帯端末２から電話端末１への送信とに、電
子メール（メニュー通知メール、操作内容通知メール）を利用している。そして、携帯端
末２は、電話端末１から受信したメニュー通知メールから、遠隔操作可能項目に関する情
報を抽出し、この抽出した情報に基づいて操作画面を表示し、ユーザから、電話端末１の
遠隔操作を受け付ける。一方、電話端末１は、携帯端末２から受信した操作内容通知メー
ルから、遠隔操作実施項目に関する情報を抽出し、この抽出した情報に従い処理を実行す
る。
【０１１９】
　したがって、本実施の形態によれば、遠隔操作可能項目に関する情報および遠隔操作実
施項目に関する情報を電話端末１および携帯端末２間で直接やり取りする。このため、電
話端末１の遠隔操作可能項目を追加・変更する場合、その電話端末１の変更だけで済むた
め（他の電話端末１への影響等を確認する必要がある大がかりなシステム変更を行う必要
がないため）、電話端末１の遠隔操作可能項目の追加・変更に柔軟に対応できる。また、
専用のサーバを必要としない。さらに、電子メールを利用するので、電話端末１および携
帯端末２各々に特別な通信プロトコルを実装させる必要もない。
【０１２０】
　また、本実施の形態では、操作内容通知メールにアイコン情報１１１０および操作アプ
リを添付して、電話端末１から携帯端末２に送信している。そして、携帯端末２は、電話
端末１から受信した操作内容通知メールに添付されている操作アプリを実行して、この操
作内容通知メールに添付されているアイコン情報１１１０に含まれるアイコン１１１２が
展開された操作画面を表示し、ユーザに所望のアイコン１１１２を選択させる。これによ
り、ユーザから、電話端末１の遠隔操作を受け付ける。
【０１２１】
　したがって、本実施の形態によれば、操作画面上に配置されるアイコンと操作アプリと
がセットで電話端末１側から個別に携帯端末２に提供するため、遠隔操作対象の機能に応
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じて異なる操作画面を採用するなど（例えば、電話機能・プレゼンス操作の場合とコンテ
ンツ操作の場合とで、アイコン１１１２の配置や背景を異ならせる）、電話端末１ごとに
、操作画面の切替え、変更等に柔軟に対応できる。
【０１２２】
　なお、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々
の変形が可能である。
【０１２３】
　例えば、上記の実施の形態では、アイコン情報１１１０および操作アプリを操作内容通
知メールに添付しているが、メニュー通知メールのメール本文２１２１に記述するように
してもよい。また、ユーザにより選択されたアイコン情報１１１０を操作内容通知メール
のメール本文２１２１に記述しているが、ユーザにより選択されたアイコン情報１１１０
の格納ファイルを操作内容通知メールに添付するようにしてもよい。
【０１２４】
　また、上記の実施の形態では、アイコン情報１１１０および操作アプリをメニュー通知
メールに添付して電話端末１から携帯端末２に送信しているが、携帯端末２に操作アプリ
を予め保持させるようにすることで、メニュー通知メールへの操作アプリの添付を省略し
てもよい。あるいは、電話端末１から取得した操作アプリを携帯端末２に継続して保持さ
せるようにするとともに、携帯端末２が電話端末１に操作アプリの添付の要否を通知する
ことにより、携帯端末２が操作アプリを取得済みの場合にはメニュー通知メールへの操作
アプリの添付を省略できるようにしてもよい。また、電話機能・プレゼンス操作およびコ
ンテンツ操作のそれぞれについて、アイコン情報１１１０が組み込まれた専用の操作アプ
リとすることにより、メニュー通知メールへのアイコン情報１１１０の添付を省略しても
よい。
【０１２５】
　また、上記の実施の形態では、電話システムを例に説明したが、本発明は、電子メール
機能を備えた制御対象装置および操作端末からなる遠隔制御システムに広く適用できる。
また、遠隔操作対象の機能も電話機能・プレゼンス操作およびコンテンツ操作に限定され
ない。
【０１２６】
　また、図３に示す電話端末１および図９に示す携帯端末２の機能構成は、ＡＳＩＣ（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、
ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）などの集積
ロジックＩＣによりハード的に実現されるものでもよいし、あるいはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）などの計算機によりソフトウエア的に実現さ
れるものでもよい。または、ＣＰＵ、メモリ、ＨＤＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の補助記憶装置
、およびＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）、モデム等の通信イ
ンターフェースを備えたＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等の汎用コンピュ
ータにおいて、ＣＰＵが所定のプログラムを補助記憶装置からメモリ上にロードして実行
することで実現されるものでもよい。
【符号の説明】
【０１２７】
　１：電話端末、２：携帯端末、３：プレゼンスサーバ、４：ゲートウェイ、５：無線基
地局、６：ＬＡＮ、７：ＷＡＮ、１０１：通信インターフェース部、１０２：マンマシン
インターフェース部、１０３：電話機能部、１０４：メール送受信部、１０５：メール機
能部、１０６：コンテンツ格納部、１０７：コンテンツ格納制御部、１０８：電話機能設
定部、１０９：プレゼンス情報設定部、１１０：操作アプリ格納部、１１１：アイコン情
報格納部、１１２：メニュー通知メール生成部、１１３：メール解析部、２０１：無線通
信インターフェース部、２０２：マンマシンインターフェース部、２０３：携帯電話機能
部、２０４：メール送受信部、２０５：メール機能部、２０６：コンテンツ格納部、２０
７：コンテンツ格納制御部、２０８：メニュー要求メール生成部、２０９：ＧＰＳ受信部
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、２１０：操作アプリ格納部、２１１：アイコン情報格納部、２１２：アプリ起動部、２
１３：メール解析部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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