
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
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外部装置から遠隔制御される内蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体か
らなる携帯端末の携帯端末遠隔制御方法において、
　前記外部装置から送信された、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変
更する変更メールを受信する工程と、
　前記受信した変更メールに基づいて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括
して更新する第１の更新工程と、
　前記受信した変更メールを前記内蔵メモリに格納する第１の格納工程と、
　前記記憶媒体が他の記憶媒体に差し替えられた場合に、前記第１の格納工程により内蔵
メモリに格納された変更メールに基づいて、前記他の記憶媒体の記憶内容を更新する第２
の更新工程と、
　を含んだことを特徴とする携帯端末遠隔制御方法。

前記記憶媒体は、プロセッサおよびメモリを有するＩＣカードまたは通信事業者が発行
する加入者識別モジュールカードからなり、
　前記第１の更新工程は、前記装置本体のプロセッサが前記変更メールに含まれるアプリ
ケーションを実行して前記内蔵メモリの記憶内容を更新するとともに、該装置本体のプロ
セッサと前記ＩＣカードまたは加入者識別モジュールカード内のプロセッサとのプロセッ
サ間通信を介して前記ＩＣカードまたは加入者識別モジュールカード内の記憶内容を更新



【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、内蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる携帯端末を
外部装置から遠隔制御する携帯端末遠隔制御方法に関する。
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し、
　前記第２の更新工程は、前記装置本体のプロセッサが前記変更メールに含まれるアプリ
ケーションを実行して、該装置本体のプロセッサと前記ＩＣカードまたは加入者識別モジ
ュールカード内のプロセッサとのプロセッサ間通信を介して前記ＩＣカードまたは加入者
識別モジュールカード内の記憶内容を更新することを特徴とする請求項１に記載の携帯端
末遠隔制御方法。

前記受信した変更メールを前記記憶媒体に格納する第２の格納工程と、前記記憶媒体が
他の装置本体に装着された場合に、前記第２の格納工程により記憶媒体に格納された変更
メールに含まれるアプリケーションを実行して前記他の装置本体の内蔵メモリの記憶内容
を更新する第３の更新工程と、をさらに含んだことを特徴とする請求項１または２に記載
の携帯端末遠隔制御方法。

前記外部装置は、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変更するアプリ
ケーション並びに設定変更識別子を有する変更メールを送信し、
　前記第１の更新工程は、前記変更メール中に前記設定変更識別子が存在する場合には、
当該変更メールに含まれるアプリケーションを起動して内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶
内容を一括して更新することを特徴とする請求項１、２または３に記載の携帯端末遠隔制
御方法。

外部装置から遠隔制御される内蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体か
らなる携帯端末の携帯端末において、
　前記外部装置から送信された、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変
更する変更メールを受信する手段と、
　前記受信した変更メールに基づいて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括
して更新する第１の更新手段と、
　前記受信した変更メールを前記内蔵メモリに格納する第１の格納手段と、
　前記記憶媒体が他の記憶媒体に差し替えられた場合に、前記第１の格納手段により内蔵
メモリに格納された変更メールに基づいて、前記他の記憶媒体の記憶内容を更新する第２
の更新手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯端末。

外部装置から遠隔制御される内蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体か
らなる携帯端末の携帯端末遠隔制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体において、
　前記外部装置から送信された、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変
更する変更メールを受信する工程と、
　前記受信した変更メールに基づいて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括
して更新する第１の更新工程と、
　前記受信した変更メールを前記内蔵メモリに格納する第１の格納工程と、
　前記記憶媒体が他の記憶媒体に差し替えられた場合に、前記第１の格納工程により内蔵
メモリに格納された変更メールに基づいて、前記他の記憶媒体の記憶内容を更新する第２
の更新工程と、
　をコンピュータに実行させるための携帯端末遠隔制御プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体。



【０００２】
　近時、電話機本体に各種の記憶媒体を搭載して、通信端末としての機能のみならず電子
取引端末としての機能をも実現する携帯電話装置が実用化されつつある。具体的には、電
話機本体としての機能を実現するＭＥ（ Module　 Element）、加入者識別モジュールとし
ての機能を実現するＳＩＭカード（ Subscriber　 Identity　 Module　 Card）、および外付
けの記憶媒体として各種の機能（クレジットカード機能など）を発揮するＩＣカード（ In
tegrated　 Circuit Card）を備えて形成される携帯電話装置である。
【０００３】
　このように、携帯電話装置によって実現される機能が広がっていることから、これらの
機能をユーザ（電話加入者）の要求に応じて変更する必要性が高まりつつある。すなわち
、電話加入者が携帯電話装置の設定内容の変更を希望するような場合には、ＭＥ、ＳＩＭ
カードおよびＩＣカードの機能を通信事業者の遠隔制御によって変更する必要がある。
【０００４】
【従来の技術】
　従来より、ネットワーク上に接続された複数の計算機システムを電子メールを用いて遠
隔制御する方法が知られている。図７は、従来技術における計算機システムの遠隔制御を
説明する図である。図７において、管理装置７０は、計算機システム７１、７２、７３に
対して設定変更用の電子メールをそれぞれ送信し、計算機システム７１、７２、７３は、
それぞれ設定変更用の電子メールを受信して設定変更をおこなうことによって、複数の計
算機システムを遠隔制御するようになっている。
【０００５】
　この複数の計算機システムを遠隔制御する方法は、ＭＥ、ＳＩＭカードおよびＩＣカー
ドを備えて形成される携帯電話装置の遠隔制御にも同様に適用することができる。図８は
、従来技術における携帯電話装置の遠隔制御を説明する図である。図８において、管理装
置８０は、ＭＥ９１、ＳＩＭカード９２およびＩＣカード９３を備えて形成される携帯電
話装置９０に対し、ＭＥの設定変更用メール、ＳＩＭカードの設定変更用メール、および
ＩＣカードの設定変更用メールをそれぞれ送信することによって、ＭＥ９１、ＳＩＭカー
ド９２およびＩＣカード９３の機能をそれぞれ変更するようになっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記の従来技術は、ＭＥ、ＳＩＭカードおよびＩＣカードの機能を一括
して設定変更しようとする場合に、別々の設定変更用メールを送信して設定変更をしなけ
ればならず、携帯電話装置における設定変更の効率が良くないという問題点があった。特
に、同期が取り難いことに起因して、携帯電話装置がＳＩＭカードの設定変更用メールを
ＭＥの設定変更用メールよりも先に受信してしまったような場合には、通信ができなくな
ってしまう。
【０００７】
　また、上記の従来技術は、新たに装着したＳＩＭカードまたはＩＣカードに対しても同
様に設定変更しようとする場合や、ＳＩＭカードまたはＩＣカードを新たなＭＥに装着し
て当該新たなＭＥに対しても同様に設定変更しようとする場合に、改めて設定変更用メー
ルを送信して設定変更をしなければならず、携帯電話装置における設定変更の効率が良く
ないという問題点があった。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたもので、携帯電話装置の設定内容を効率良く変更する
ことができる携帯端末遠隔制御方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上述目的を達成するために、本発明は、
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外部装置から遠隔制御される内蔵メモリを備え
た装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる携帯端末の携帯端末遠隔制御方法において
、前記外部装置から送信された、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変



【００１０】
　この発明によれば、

もって携帯端末
の設定内容を効率良く変更することができるという効果を奏する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照して本発明にかかる携帯端末遠隔制御方法の実施の形態１～３につい
て詳細に説明する。なお、下記に示す実施の形態１～３では、本発明にかかる携帯端末遠
隔制御方法を利用した携帯電話遠隔制御システムについて説明することとする。
【００１２】
（実施の形態１）
　まず最初に、本発明にかかる実施の形態１の携帯電話遠隔制御システムの構成について
説明する。図１は、本発明にかかる実施の形態１の携帯電話遠隔制御システムの構成を示
す図である。同図に示すように、実施の形態１の携帯電話遠隔制御システムは、一般電話
機１と、パーソナルコンピュータ２と、通信事業者が所有するサーバとしてのリモートコ
ントロールセンタ１０と、基地局３を介しての携帯電話装置２０とを、電話網４に接続し
て構成される。
【００１３】
　概略的には、リモートコントロールセンタ１０は、携帯電話装置２０の電話加入者から
、一般電話機１、パーソナルコンピュータ２、または携帯電話装置２０を介して携帯電話
装置２０の設定変更に係る要求を受け付ける。そして、この要求に応じた設定変更用アプ
リケーションを前記電話加入者の携帯電話装置２０に送信することによって、当該携帯電
話装置２０の設定内容を変更させる遠隔制御をおこなう。
【００１４】
　ここで、実施の形態１の携帯電話遠隔制御システムは、携帯電話装置２０の設定内容を
変更させる処理に特徴があり、具体的には、設定変更用アプリケーションを一つの電文で
携帯電話装置２０に送信し、携帯電話装置２０を形成する電話機本体および記憶媒体の設
定内容を一括して変更するよう処理をおこなう。
【００１５】
　次に、図２を参照して、図１に示したリモートコントロールセンタ１０の構成を説明す
る。図２は、図１に示したリモートコントロールセンタ１０の構成を示すブロック図であ
る。同図に示すように、図１に示したリモートコントロールセンタ１０は、利用者情報管
理部１１と、アプリケーション管理部１２と、送受信部１３と、制御部１４とを備えて構
成される。
【００１６】
　概略的には、リモートコントロールセンタ１０は、電話網４に接続された一般電話機１
、パーソナルコンピュータ２、および携帯電話装置２０の相互間の通信を制御するほか、
携帯電話装置２０に設定変更用のアプリケーションを送信することによって、携帯電話装
置２０の設定内容を変更させる処理をおこなう。なお、通信制御処理に関する構成につい
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更する変更メールを受信する工程と、前記受信した変更メールに基づいて、前記内蔵メモ
リおよび記憶媒体の記憶内容を一括して更新する第１の更新工程と、前記受信した変更メ
ールを前記内蔵メモリに格納する第１の格納工程と、前記記憶媒体が他の記憶媒体に差し
替えられた場合に、前記第１の格納工程により内蔵メモリに格納された変更メールに基づ
いて、前記他の記憶媒体の記憶内容を更新する第２の更新工程と、を含んだことを特徴と
する。

内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変更する変更メー
ルを受信し、受信した変更メールに基づいて、内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一
括して更新し、受信した変更メールを内蔵メモリに格納し、記憶媒体が他の記憶媒体に差
し替えられた場合に、内蔵メモリに格納された変更メールに基づいて、他の記憶媒体の記
憶内容を更新するようにしたので、一回の通信メールによって装置本体および記憶媒体を
一括して設定変更でき、また、新たに装着した記憶媒体に対しても同様に設定変更しよう
とする場合でも、変更メールを改めて外部装置から受信する必要がなく、



ては通常の網管理局と同様であるので、ここではその説明を省略し、設定変更処理に関す
る内容について説明する。
【００１７】
　利用者情報管理部１１は、携帯電話装置２０の電話加入者に係る加入者識別情報を管理
する。具体的には、携帯電話装置２０の電話番号、電話加入者の氏名、パスワードなどの
電話加入者認証に役立つ情報や、携帯電話装置２０における現在の設定内容などの設定変
更内容決定に役立つ情報を記憶して管理する。
【００１８】
　アプリケーション管理部１２は、携帯電話装置２０の設定内容を変更するための設定変
更用アプリケーションを管理する。この設定変更用アプリケーションとは、携帯電話装置
２０を形成する電話機本体および記憶媒体、すなわち、ＭＥ（ Module　 Element）、ＳＩ
Ｍカード（ Subscriber　 Identity　 Module　 Card）、およびＩＣカード（ Integrated　 Ci
rcuit Card）の記憶内容を一括して変更することができるアプリケーションである。
【００１９】
　この設定変更用アプリケーションの内容としては、たとえば、着信音オフモードから着
信音オンモードへの変更や、電話機本体、ＳＩＭカードおよびＩＣカードによって実現さ
れる機能の追加・変更や、電話機本体、ＳＩＭカードおよびＩＣカードによって実現され
る機能全てを利用不可能にする設定変更（盗難・紛失時の設定変更）などがある。なお、
この具体的内容については後述する。
【００２０】
　送受信部１３は、電話網４を介して一般電話機１、パーソナルコンピュータ２、および
携帯電話装置２０との間で設定変更処理に関する通信をおこなう。具体的には、携帯電話
装置２０の電話加入者から一般電話機１、パーソナルコンピュータ２、または携帯電話装
置２０を介して携帯電話装置２０の設定変更に係る要求を含んだ情報を受信する。また、
この要求の受付に際して、携帯電話装置２０の電話番号、電話加入者の氏名、パスワード
などの電話加入者認証に役立つ情報を受信する。また、この要求に対応する設定変更用の
アプリケーションを携帯電話装置２０に送信する。
【００２１】
　制御部１４は、リモートコントロールセンタ１０の各部を制御して設定変更処理に関す
る処理をおこなう。具体的には、送受信部１３から受信した携帯電話装置２０の電話番号
、電話加入者の氏名、パスワードと利用者情報管理部１１によって管理された加入者識別
情報とを比較して、電話加入者が正規の電話加入者であるか否かを認証する。そして、正
規の電話加入者であると認証された場合には、送受信部１３から受信した携帯電話装置２
０の設定変更に係る要求に対応する設定変更用アプリケーションを、アプリケーション管
理部１２に管理されたアプリケーションのなかから決定する。
【００２２】
　そして、制御部１４は、決定した設定変更用アプリケーションを含んだ電文（メール）
を作成し、このメールを送受信部１３から携帯電話装置２０に送信する。ここで、制御部
１４は、通常のメールと区別するために、設定変更用アプリケーションを含んだメールに
設定変更識別子を付加して送信する。なお、制御部１４は、携帯電話装置２０が電源オフ
状態若しくは通信可能圏外であるために設定変更用アプリケーションを受信することがで
きない場合には、携帯電話装置２０が受信するまで設定変更用アプリケーションを送信す
るよう動作する。
【００２３】
　次に、図３を参照して、図１に示した携帯電話装置２０の構成を説明する。図３は、図
１に示した携帯電話装置２０の構成を示すブロック図である。同図に示すように、図１に
示した携帯電話装置２０は、電話機本体としてのＭＥ３０と、携帯電話装置２０に対して
着脱可能な記憶媒体としてのＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０とを備えて構成され
る。
【００２４】
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　概略的には、携帯電話装置２０は、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０
を用いて通信端末としての機能や電子商取引端末としての機能を発揮するほか、リモート
コントロールセンタ１０から設定変更用アプリケーションを受信することによって、ＭＥ
３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の設定内容を変更する処理をおこなう。
【００２５】
　なお、通信端末および電子商取引端末としての機能を発揮させる、ＭＥ３０、ＳＩＭカ
ード４０およびＩＣカード５０の各構成については通常のＩＣカード搭載型携帯電話装置
と同様であるので、ここではその詳細な説明を省略して、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０お
よびＩＣカード５０の各機能について簡単に説明し、その後に、設定変更処理に関する内
容について説明する。
【００２６】
　図３に示すように、ＭＥ３０は、記憶部３１と、制御部３２と、送受信部３３とを備え
て構成され、ＳＩＭカード４０は、記憶部４１と、制御部４２とを備えて構成され、ＩＣ
カード５０は、記憶部５１と、制御部５２とを備えて構成される。なお、図３には図示し
ていないが、通常の携帯電話装置としての機能を実現するために必要な構成部分として、
キー入力部（操作部）、音声入力部、音声出力部、表示部なども備える。
【００２７】
　ＭＥ３０は、電話機本体としての機能を実現するものである。具体的には、音声の送受
信、メールの送受信、各種アプリケーション（Ｊａｖａアプレット）のダウンロード、イ
ンターネットを利用した音楽データや画像データのダウンロード、携帯電話装置２０に装
着されたＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０との間のプロセッサ間通信、 Bluetooth
などの無線技術を利用した他の携帯電話装置・ＰＯＳ端末・自動販売機などとの間の通信
、非接触ＩＣカード向けリーダ／ライタを利用した非接触ＩＣカードとの間の通信などの
機能を実現する。
【００２８】
　そしてＭＥ３０において、記憶部３１は、これらの機能を実現するために用いられる各
種のプログラムやデータを記憶し、制御部３２は、記憶部３１を制御してこれらの機能を
発揮させる処理をおこなう。
【００２９】
　ＳＩＭカード４０は、通信事業者によって発行された記憶媒体であり、携帯電話装置２
０の加入者を識別する加入者識別モジュールとしての機能を実現するものである。具体的
には、ＳＩＭカード４０において、記憶部４１は、外部との通信時に必要となる加入者識
別情報（電子証明書）・端末情報などや、これらの情報を暗号化するための暗号化プログ
ラムを記憶し、制御部４２は、記憶部４１を制御して加入者識別モジュールとしての機能
を発揮させる処理をおこなう。
【００３０】
　ＩＣカード５０は、通信事業者以外の第三者によって発行された記憶媒体であり、携帯
電話装置２０における外付けの記憶媒体として各種の機能を発揮する。具体的には、クレ
ジットカード、キャッシュカード、各種チケット、定期券、商店のポイントカード、病院
の診察券、画像記憶媒体、音楽記憶媒体などの機能を実現する。
【００３１】
　そしてＩＣカード５０において、記憶部５１は、これらの機能を実現するために用いら
れる各種のプログラムやデータを記憶し、制御部５２は、記憶部５１を制御してこれらの
機能を発揮させる処理をおこなう。
【００３２】
　なお、ここでは、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０がそれぞれ制御部４２、５２
を備える場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＳＩＭカード４０
およびＩＣカード５０がそれぞれ制御部４２、５２を備えない場合にも適用できる。この
場合には、ＭＥ３０の制御部３２が、それぞれの記憶部４１、４２に記憶されたデータや
プログラムを用いて、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の機能を発揮させることと
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なる。
【００３３】
　また、ここでは、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０がそれぞれ独立し
て機能を発揮する場合を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＭＥ３０、
ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０が全体として一つの機能を発揮する場合にも適用
できる。この場合には、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の各記憶部３
１、３２、３３に記憶されたデータやプログラムを適宜用いて全体で一つの機能を発揮す
ることとなる。
【００３４】
　また、ここでは、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の各記憶部３１、
３２、３３が別々のデータやプログラムを記憶する場合を示したが、本発明はこれに限定
されるものではなく、各記憶部３１、３２、３３が重複するデータやプログラムを記憶す
る場合にも適用できる。この場合には、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５
０がそれぞれ同様の機能を発揮することとなる。
【００３５】
　以上説明してきたように、携帯電話装置２０は、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩ
Ｃカード５０によって各種の機能を実現する。そして、携帯電話装置２０は、これらの機
能に係る設定内容を変更する処理もおこなう。以下、この設定変更処理に関する内容につ
いて説明する。
【００３６】
　ＭＥ３０の送受信部３３は、電話網４を介してリモートコントロールセンタ１０から、
ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０によって実現される機能に係る設定内
容を一括して変更する設定変更用のアプリケーションを受信する。具体的には、設定変更
用アプリケーションを含んだメールに設定変更識別子を付加されたものを受信する。
【００３７】
　ＭＥ３０の制御部３２は、メールに付加された設定変更識別子に応答して当該メールを
開封し、メールに含まれた設定変更用アプリケーションを起動して、ＭＥ３０、ＳＩＭカ
ード４０およびＩＣカード５０によって実現される機能に係る設定内容を一括して変更す
る。具体的には、ＭＥ３０のみならず、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０にもアク
セス（プロセッサ間通信）し、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０が有す
る各種プログラムおよびデータを追加・削除・変更などすることによって、設定内容を一
括して変更する。
【００３８】
　設定変更の具体的な内容としては、たとえば、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣ
カード５０によって実現される所定の機能を一括してバージョンアップさせる設定変更、
ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０によって実現される全ての機能を一括
して利用不可能とする設定変更（紛失・盗難時用の設定変更）などがある。
【００３９】
　また、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の各記憶部３１、３２、３３
に記憶されたデータやプログラムを適宜用いて全体で一つの機能を発揮するような場合に
おいて、これらのデータやプログラムを一括して変更する設定変更や、各記憶部３１、３
２、３３に重複するデータやプログラムが記憶されているような場合において、これらの
データやプログラムを一括して同様に変更する設定変更なども考えられる。
【００４０】
　なお、ここでは、ＭＥ３０の制御部３２が設定変更用アプリケーションを起動してＭＥ
３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の設定内容を変更する場合を示したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、ＳＩＭカード４０の制御部４２またはＩＣカード
５０の制御部５２が主導となってＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の設
定内容を変更する場合にも適用できる。
【００４１】
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　次に、図４を参照して、本発明にかかる実施の形態１の動作（設定変更処理）を説明す
る。図４は、本発明にかかる実施の形態１の動作を説明するフローチャートである。なお
、ここでは、リモートコントロールセンタ１０において、設定変更に係る要求の受付処理
、電話加入者の認証処理、および要求に対応する設定変更用アプリケーションの決定処理
が既におこなわれたものとして説明する。
【００４２】
　図４に示すように、リモートコントロールセンタ１０は、携帯電話装置２０を形成する
ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の設定内容を変更する設定変更用アプ
リケーションを含んだメールを携帯電話装置２０に対して送信する（ステップＳ４０１）
。
【００４３】
　そして、携帯電話装置２０は、リモートコントロールセンタ１０から設定変更用アプリ
ケーションを含んだメールを受信し（ステップＳ４０２）、該メールに設定変更識別子が
付加されているか否かを判定する（ステップＳ４０３）。
【００４４】
　そして、設定変更識別子が付加されていると判定した場合には（ステップＳ４０３肯定
）、当該設定変更識別子に応答して設定変更用アプリケーションが含まれたメールを自動
的に開封する（ステップＳ４０５）。
【００４５】
　そして、携帯電話装置２０は、開封されたメールに含まれた設定変更用アプリケーショ
ンを起動し（ステップＳ４０６）、携帯電話装置２０を形成するＭＥ３０、ＳＩＭカード
４０およびＩＣカード５０の設定内容を一括して変更する（ステップＳ４０７）。なお、
設定変更識別子が付加されていないと判定した場合には（ステップＳ４０３否定）、通常
のメールであると確認して該メールの内容を表示する（ステップＳ４０４）。
【００４６】
　以上説明したように、実施の形態１によれば、リモートコントロールセンタ１０が携帯
電話装置２０の使用者から当該携帯電話装置の設定変更に係る要求を受け付け、該受け付
けた要求に応じて、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の記憶内容を一括
して変更する変更メールを携帯電話装置２０に対して送信し、携帯電話装置２０が変更メ
ールに基づいて、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の記憶内容を一括し
て更新することとしたので、一回の通信メールによってＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およ
びＩＣカード５０を一括して設定変更し、もって携帯電話装置２０の設定内容を効率良く
変更することができる。
【００４７】
　また、実施の形態１によれば、変更メールに含まれるアプリケーションをＭＥ３０が実
行して、ＭＥ３０、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の記憶内容を更新することこ
ととしたので、複雑な機能を実現する携帯電話装置２０に対しても、その設定内容を効率
良く変更することができる。
【００４８】
　また、実施の形態１によれば、ＭＥ３０の制御部３２が変更メールに含まれるアプリケ
ーションを実行してＭＥ３０の記憶部３１の記憶内容を更新するとともに、ＭＥ３０の制
御部３２とＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の制御部４２、５２とのプロセッサ間
通信を介してＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０の記憶部４１、５１の記憶内容を更
新することとしたので、複数の記憶媒体を備えて各種の機能を実現する携帯電話装置２０
に対しても、その設定内容を効率良く変更することができることができる。特に、携帯電
話装置２０を紛失した場合には、ＭＥ３０のみならず、ＳＩＭカード４０およびＩＣカー
ド５０の機能を利用不可能にする設定変更が有効である。
【００４９】
　また、実施の形態１によれば、リモートコントロールセンタ１０が、ＭＥ３０、ＳＩＭ
カード４０およびＩＣカード５０を一括して変更するアプリケーション並びに設定変更識
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別子を有する変更メールを送信し、携帯電話装置２０が、メール中に設定変更識別子が存
在する場合には、当該メールに含まれるアプリケーションを起動してＭＥ３０、ＳＩＭカ
ード４０およびＩＣカード５０の記憶内容を一括して更新することとしたので、ユーザが
携帯電話装置２０に対して設定変更用の特別な操作をすることなく設定内容を効率良く変
更することができる。特に、携帯電話装置２０を紛失した場合には、遠隔制御によって機
能を利用不可能にする設定変更が有効である。
【００５０】
　また、実施の形態１によれば、リモートコントロールセンタ１０が、携帯電話装置２０
の使用者から当該携帯電話装置２０の設定変更に係る要求を受け付けた際に、該受け付け
た要求に対応するアプリケーションを含む変更メールを作成することとしたので、携帯電
話装置２０の設定内容をユーザの希望に応じて効率良く変更することができる。
【００５１】
　また、実施の形態１によれば、リモートコントロールセンタ１０が、携帯電話装置２０
の使用者から当該携帯電話装置２０の設定変更に係る要求を受け付けた際に、該使用者が
正規な電話加入者であるか否かを認証し、正規な電話加入者であると認証された場合に、
受け付けた要求に対応するアプリケーションを含む変更メールを作成することとしたので
、電話加入者以外の第三者の意図によって携帯電話装置２０の設定内容が勝手に変更され
ることを防止することができる。
【００５２】
　なお、実施の形態１では、ＳＩＭカード４０およびＩＣカード５０を備えた携帯電話装
置に対して遠隔制御する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、内
蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる、あらゆる携帯端末（たと
えば、ＰＤＡなど）を外部装置から遠隔制御する場合に適用することができる。
【００５３】
（実施の形態２）
　ところで、上記実施の形態１では、ＭＥにＳＩＭカードおよびＩＣカードが装着されて
いる状態の携帯電話装置が設定変更用アプリケーションを受信して設定変更処理をおこな
う場合を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定変更されたＳＩＭカー
ドまたはＩＣカードが取り外されて、他のＳＩＭカードまたはＩＣカードが新たに装着さ
れた場合に、当該他のＳＩＭカードまたはＩＣカードに対して同様の設定変更処理をおこ
なうこともできる。
【００５４】
　そこで、本発明にかかる実施の形態２では、設定変更されたＳＩＭカードが取り外され
て、他のＳＩＭカードが新たに装着された携帯電話装置における設定変更処理について説
明する。なお、実施の形態２においては、携帯電話遠隔システムのシステム構成は図１に
示すものと同様のものとなり、リモートコントロールセンタ１０の構成は図２に示したも
のと同様のものとなり、携帯電話装置２０の構成は図３に示したものと同様のものとなる
ので、ここではその説明を省略し、本発明にかかる実施の形態２の動作（差し替え後のＳ
ＩＭカードに対する設定変更処理）のみを説明する。
【００５５】
　図５は、本発明にかかる実施の形態２の動作を説明するフローチャートである。なお、
ここでは、実施の形態１で説明した設定変更処理が既におこなわれているものとして説明
する。
【００５６】
　すなわち、リモートコントロールセンタ１０の制御部１４は、「ＳＩＭカード４０が他
のＳＩＭカードに差し替えられる毎に当該他のＳＩＭカードに対しても同様の設定変更を
おこなう」旨の携帯電話装置２０の設定変更に係る付加的な要求を受け付けた場合に、「
ＳＩＭカードを他のＳＩＭカードに差し替える毎に同様の設定変更をおこなう」旨の識別
子を付加した設定変更用アプリケーションを携帯電話装置２０に送信し、携帯電話装置２
０は、受信した設定変更用アプリケーションを用いて実施の形態１で説明した設定変更処
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理をおこなったものとして説明する。
【００５７】
　図５に示すように、携帯電話装置２０は、設定変更用アプリケーションを用いて設定変
更処理をおこなった後に、この設定変更用アプリケーションが「ＳＩＭカードを他のＳＩ
Ｍカードに差し替える毎に同様の設定変更をおこなう」ものであると識別子によって判定
した場合には（ステップＳ５０１肯定）、この設定変更用アプリケーションをＭＥ３０の
記憶部３１に格納する（ステップＳ５０２）。
【００５８】
　そして、設定変更処理がおこなわれたＳＩＭカード４０が取り外され、他のＳＩＭカー
ドが新たに装着された場合には（ステップＳ５０３肯定）、携帯電話装置２０は、「ＳＩ
Ｍカードを他のＳＩＭカードに差し替える毎に同様の設定変更をおこなう」設定変更用ア
プリケーションがＭＥ３０の記憶部３１に格納されているか否かを判定する（ステップＳ
５０４）。
【００５９】
　そして、「ＳＩＭカードを他のＳＩＭカードに差し替える毎に同様の設定変更をおこな
う」設定変更用アプリケーションが格納されていると判定した場合には（ステップＳ５０
４肯定）、当該アプリケーションを起動して（ステップＳ５０５）、新たに装着されたＳ
ＩＭカードの設定内容をＳＩＭカード４０と同様の設定内容に変更する（ステップＳ５０
６）。
【００６０】
　以上説明したように、実施の形態２によれば、携帯電話装置２０が、変更メールをＭＥ
３０の記憶部３１に格納し、ＳＩＭカード４０が他のＳＩＭカードに差し替えられた場合
に、格納された変更メールに含まれるアプリケーションを実行して前記他のＳＩＭカード
の記憶内容を更新することとしたので、新たに装着したＳＩＭカードに対しても同様に設
定変更しようとする場合でも、変更メールを改めてリモートコントロールセンタ１０から
受信する必要がなく、もって携帯電話装置２０の設定内容を効率良く変更することができ
る。特に、紛失した携帯電話装置に新たなＳＩＭカードを装着して使用するような悪意の
第三者に対しては、携帯電話装置の機能を利用不可能とする設定変更が有効である。
【００６１】
　なお、実施の形態２では、ＳＩＭカード４０が他のＳＩＭカードに差し替えられた場合
を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＩＣカード５０が他のＩＣカー
ドに差し替えられた場合にも適用することができる。
【００６２】
（実施の形態３）
　ところで、上記実施の形態２では、設定変更されたＳＩＭカードまたはＩＣカードが取
り外されて、他のＳＩＭカードまたはＩＣカードが新たに装着された携帯電話装置におい
て、当該他のＳＩＭカードまたはＩＣカードに対して同様の設定変更処理をおこなう場合
を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、設定変更されたＳＩＭカードまた
はＩＣカードを取り外し、設定変更されていないＭＥを備えた他の携帯電話装置に新たに
装着した場合に、当該ＭＥに対して同様の設定変更処理をおこなうこともできる。
【００６３】
　そこで、本発明にかかる実施の形態３では、携帯電話装置２０から取り外されたＳＩＭ
カードが新たに装着された他の携帯電話装置２１における設定変更処理について説明する
。なお、実施の形態３においては、携帯電話遠隔システムのシステム構成は図１に示すも
のと同様のものとなり、リモートコントロールセンタ１０の構成は図２に示したものと同
様のものとなり、携帯電話装置２０、２１の構成は図３に示したものと同様のものとなる
ので、ここではその説明を省略し、本発明にかかる実施の形態３の動作（差し替え後のＭ
Ｅに対する設定変更処理）のみを説明する。
【００６４】
　図６は、本発明にかかる実施の形態３の動作を説明するフローチャートである。なお、
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ここでは、実施の形態１で説明した設定変更処理が既におこなわれているものとして説明
する。
【００６５】
　すなわち、リモートコントロールセンタ１０の制御部１４は、「ＳＩＭカード４０を他
の携帯電話装置に装着する毎に当該他の携帯電話装置のＭＥに対しても同様の設定変更を
おこなう」旨の携帯電話装置２０の設定変更に係る付加的な要求を受け付けた場合に、「
ＳＩＭカードを他のＭＥに装着する毎に同様の設定変更をおこなう」旨の識別子を付加し
た設定変更用アプリケーションを携帯電話装置２０に送信し、携帯電話装置２０は、受信
した設定変更用アプリケーションを用いて実施の形態１で説明した設定変更処理をおこな
ったものとして説明する。
【００６６】
　図６に示すように、携帯電話装置２０は、設定変更用アプリケーションを用いて設定変
更処理をおこなった後に、この設定変更用アプリケーションが「ＳＩＭカードを他のＭＥ
に装着する毎に同様の設定変更をおこなう」ものであると識別子によって判定した場合に
は（ステップＳ６０１肯定）、この設定変更用アプリケーションをＳＩＭカード４０の記
憶部４１に格納する（ステップＳ６０２）。
【００６７】
　そして、設定変更されたＳＩＭカード４０を携帯電話装置２０から取り外し（ステップ
Ｓ６０３）、取り外したＳＩＭカード４０を他の携帯電話装置２１に新たに取り付ける（
ステップＳ６０４）。
【００６８】
　そして、ＳＩＭカード４０が新たに装着された携帯電話装置２１は、「ＳＩＭカードを
他のＭＥに装着する毎に同様の設定変更をおこなう」設定変更用アプリケーションがＳＩ
Ｍカード４０の記憶部４１に格納されているか否かを判定する（ステップＳ６０５）。
【００６９】
　そして、「ＳＩＭカードを他のＭＥに装着する毎に同様の設定変更をおこなう」設定変
更用アプリケーションが格納されていると判定した場合には（ステップＳ６０５肯定）、
当該アプリケーションを起動して（ステップＳ６０６）、携帯電話装置２１のＭＥの設定
内容を携帯電話装置２０のＭＥ３０と同様の設定内容に変更する（ステップＳ６０７）。
【００７０】
　以上説明したように、実施の形態３によれば、携帯電話装置２０が、変更メールをＳＩ
Ｍカード４０に格納し、このＳＩＭカード４０が他の携帯電話装置２１に装着された場合
に、格納された変更メールに含まれるアプリケーションを実行して前記他の携帯電話装置
２１のＭＥの記憶内容を更新することとしたので、設定変更したＳＩＭカード４０を新た
な携帯電話装置２１に装着して当該新たなＭＥに対しても同様に設定変更しようとする場
合でも、変更メールを改めてリモートコントロールセンタ１０から受信する必要がなく、
もって携帯電話装置２１の設定内容を効率良く変更することができる。特に、紛失した携
帯電話装置からＳＩＭカードを取り出して、他の携帯電話装置に装着して使用するような
悪意の第三者に対しては、携帯電話装置の機能を利用不可能とする設定変更が有効である
。
【００７１】
　なお、実施の形態３では、ＳＩＭカード４０が他の携帯電話装置２１に装着された場合
を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ＩＣカード５０が他の携帯電話
装置２１に装着された場合にも適用することができる。
【００７２】
　以上本発明にかかる実施の形態１～３について図面を参照して詳述してきたが、具体的
な構成例はこれらの実施の形態１～３に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲の設計変更等があっても本発明に含まれる。
【００７３】
　また、実施の形態１～３で説明した携帯電話遠隔制御方法は、あらかじめ用意されたプ
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ログラムをパーソナル・コンピューターやワークステーションなどのコンピュータで実行
することによって実現することができる。このプログラムは、ハードディスク、フロッピ
ーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体
に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。
またこのプログラムは、上記記録媒体を介して、インターネットなどのネットワークを介
して配布することができる。
【００７４】
（付記１ 蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる携帯端末を遠
隔制御する外部装置の携帯端末遠隔制御方法において、
　前記携帯端末の使用者から当該携帯端末の設定変更に係る要求を受け付ける工程と、
　該受け付けた要求に応じて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変更
する変更メールを前記使用者の携帯端末に対して送信する変更メール送信工程と、
　を含んだことを特徴とする携帯端末遠隔制御方法。
（付記２ 部装置から遠隔制御される内蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記
憶媒体からなる携帯端末の携帯端末遠隔制御方法において、
　前記外部装置から送信された、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変
更する変更メールを受信する工程と、
　前記受信したメールに基づいて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して
更新する第１の更新工程と、
　を含んだことを特徴とする携帯端末遠隔制御方法。
（付記３ 記第１の更新工程は、前記変更メールに含まれるアプリケーションを前記装
置本体が実行して、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を更新することを特徴とす
る付記２に記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記４ 記記憶媒体は、プロセッサおよびメモリを有するＩＣカードまたは通信事業
者が発行する加入者識別モジュールカードからなり、前記第１の更新工程は、前記装置本
体のプロセッサが前記変更メールに含まれるアプリケーションを実行して前記内蔵メモリ
の記憶内容を更新するとともに、該装置本体のプロセッサと前記ＩＣカードまたは加入者
識別モジュールカード内のプロセッサとのプロセッサ間通信を介して前記ＩＣカードまた
は加入者識別モジュールカード内の記憶内容を更新することを特徴とする付記２または３
に記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記５ 記受信した変更メールを前記内部メモリに格納する第１の格納工程と、前記
記憶媒体が他の記憶媒体に差し替えられた場合に、前記第１の格納工程により内部メモリ
に格納された変更メールに含まれるアプリケーションを実行して前記他の記憶媒体の記憶
内容を更新する第２の更新工程と、をさらに含んだことを特徴とする付記２、３または４
に記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記６ 記受信した変更メールを前記記憶媒体に格納する第２の格納工程と、前記記
憶媒体が他の装置本体に装着された場合に、前記第２の格納工程により記憶媒体に格納さ
れた変更メールに含まれるアプリケーションを実行して前記他の装置本体の内部メモリの
記憶内容を更新する第３の更新工程と、をさらに含んだことを特徴とする付記２～５のい
ずれか一つに記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記７ 記変更メール送信工程は、内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して
変更するアプリケーション並びに設定変更識別子を有する変更メールを送信し、前記第１
の更新工程は、メール中に前記設定変更識別子が存在する場合には、当該メールに含まれ
るアプリケーションを起動して内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して更新する
ことを特徴とする付記１～６のいずれか一つに記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記８ 記変更メール送信工程は、前記携帯端末の使用者から当該携帯端末の設定変
更に係る要求を受け付けた際に、該受け付けた要求に対応するアプリケーションを含む変
更メールを作成する変更メール作成工程をさらに含んだことを特徴とする付記１～７のい
ずれか一つに記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記９ 記携帯端末の使用者から当該携帯端末の設定変更に係る要求を受け付けた際
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に、該使用者が正規な使用者であるか否かを認証する認証工程をさらに含み、前記変更メ
ール作成工程は、前記認証工程により前記使用者が正規な使用者であると認証された場合
に、受け付けた要求に対応するアプリケーションを含む変更メールを作成することを特徴
とする付記８に記載の携帯端末遠隔制御方法。
（付記１０ 蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる携帯端末を
外部装置から遠隔制御する携帯端末遠隔制御システムにおいて、
　前記外部装置が前記携帯端末の使用者から当該携帯端末の設定変更に係る要求を受け付
ける手段と、
　該受け付けた要求に応じて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変更
する変更メールを前記使用者の携帯端末に対して送信する変更メール送信手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯端末遠隔制御システム。
（付記１１ 蔵メモリを備えた装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる携帯端末を
外部装置から遠隔制御する携帯端末遠隔制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体において、
　前記外部装置が前記携帯端末の使用者から当該携帯端末の設定変更に係る要求を受け付
ける工程と、
　該受け付けた要求に応じて、前記内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変更
する変更メールを前記使用者の携帯端末に対して送信する変更メール送信工程と、
　をコンピュータに実行させるための携帯端末遠隔制御プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体。
【００７５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、

もって携
帯端末の設定内容を効率良く変更することができるという効果を奏する。
【００７６】
　また、本発明によれば、

【００７７】
　また、本発明によれば、

10

20

30

40

50

(13) JP 3851071 B2 2006.11.29

）内

）内

外部装置から遠隔制御される内蔵メモリを備え
た装置本体および着脱可能な記憶媒体からなる携帯端末の携帯端末遠隔制御方法において
、外部装置から送信された、内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して変更する変
更メールを受信し、受信した変更メールに基づいて、内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内
容を一括して更新し、受信した変更メールを内蔵メモリに格納し、記憶媒体が他の記憶媒
体に差し替えられた場合に、内蔵メモリに格納された変更メールに基づいて、他の記憶媒
体の記憶内容を更新するようにしたので、一回の通信メールによって装置本体および記憶
媒体を一括して設定変更でき、また、新たに装着した記憶媒体に対しても同様に設定変更
しようとする場合でも、変更メールを改めて外部装置から受信する必要がなく、

記憶媒体は、プロセッサおよびメモリを有するＩＣカードまた
は通信事業者が発行する加入者識別モジュールカードからなり、装置本体のプロセッサが
変更メールに含まれるアプリケーションを実行して内蔵メモリの記憶内容を更新するとと
もに、該装置本体のプロセッサとＩＣカードまたは加入者識別モジュールカード内のプロ
セッサとのプロセッサ間通信を介してＩＣカードまたは加入者識別モジュールカード内の
記憶内容を更新し、装置本体のプロセッサが変更メールに含まれるアプリケーションを実
行して、該装置本体のプロセッサとＩＣカードまたは加入者識別モジュールカード内のプ
ロセッサとのプロセッサ間通信を介してＩＣカードまたは加入者識別モジュールカード内
の記憶内容を更新するようにしたので、複数の記憶媒体を備えて各種の機能を実現する携
帯端末に対しても、その設定内容を効率良く変更することができるという効果を奏する。

受信した変更メールを記憶媒体に格納し、記憶媒体が他の装置
本体に装着された場合に、記憶媒体に格納された変更メールに含まれるアプリケーション
を実行して他の装置本体の内蔵メモリの記憶内容を更新するようにしたので、設定変更し
た記憶媒体を新たな携帯端末に装着して当該新たな装置本体に対しても同様に設定変更し
ようとする場合でも、変更メールを改めて外部装置から受信する必要がなく、もって携帯
端末の設定内容を効率良く変更することができるという効果を奏する。



【００７８】
　また、本発明によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にかかる実施の形態１の携帯電話遠隔制御システムの構成を示す図であ
る。
【図２】　図１に示したリモートコントロールセンタ１０の構成を示すブロック図である
。
【図３】　図１に示した携帯電話装置２０の構成を示すブロック図である。
【図４】　本発明にかかる実施の形態１の動作を説明するフローチャートである。
【図５】　本発明にかかる実施の形態２の動作を説明するフローチャートである。
【図６】　本発明にかかる実施の形態３の動作を説明するフローチャートである。
【図７】　従来の技術における計算機システムの遠隔制御を説明する図である。
【図８】　従来の技術における携帯電話装置の遠隔制御を説明する図である。
【符号の説明】
　１　一般電話機
　２　パーソナルコンピュータ
　３　基地局
　４　電話網
　１０　リモートコントロールセンタ
　１１　利用者情報管理部
　１２　アプリケーション管理部
　１３　送受信部
　１４　制御部
　２０、２１　携帯電話装置
　３０　ＭＥ
　３１　記憶部
　３２　制御部
　３３　送受信部
　４０　ＳＩＭカード
　４１　記憶部
　４２　制御部
　５０　ＩＣカード
　５１　記憶部
　５２　制御部
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外部装置は、内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して
変更するアプリケーション並びに設定変更識別子を有する変更メールを送信し、携帯端末
は、変更メール中に設定変更識別子が存在する場合には、当該変更メールに含まれるアプ
リケーションを起動して内蔵メモリおよび記憶媒体の記憶内容を一括して更新するように
したので、ユーザが携帯端末に対して設定変更用の特別な操作をすることなく設定内容を
効率良く変更することができるという効果を奏する。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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