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(57)【要約】
【課題】リモートロック時におけるセキュリティを確保
しつつ、ユーザへの連絡先などに関する情報を簡単に報
知することができ、また電源切れや電源ＯＦＦ後であっ
ても報知を維持することができるようにする。
【解決手段】本発明に係る情報処理装置に適用可能な携
帯電話機１においては、信号処理部１２は受信されたメ
ールまたは着信にリモートロック命令が含まれるか否か
を判定し、リモートロック処理部１３は、メールまたは
着信にリモートロック命令が含まれると判定された場合
、携帯電話機１にリモートロックを実行し、リモートロ
ック処理部１３は、メールの内容または着信における発
信元の電話番号を表示する指令を表示管理部１４に供給
し、表示部１５はリモートロックを実行するに際しメー
ルの内容または着信における発信元の電話番号を表示し
、電源管理部１６はリモートロック処理部１２からの指
令に従い、電源をＯＦＦの状態にするように制御する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信されたメールまたは着信にリモートロック命令が含まれるか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段により前記メールまたは着信にリモートロック命令が含まれると判定され
た場合、情報処理装置にリモートロックを実行するように制御する第１の制御手段と、
　前記第１の制御手段により前記情報処理装置にリモートロックを実行するに際し、前記
メールの内容または前記着信における発信元の電話番号を表示する表示手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、電源をＯＦＦの状態にするように制御する第２の制御手段をさら
に備え、
　この第２の制御手段は、前記リモートロック命令が受信されたことにより電源をＯＦＦ
の状態に制御するとともに、電源をＯＦＦにした後、予め設定された所定の時間経過した
ときに、電源を一時的にＯＮの状態にするように制御し、
　前記表示手段は、すでに表示されている前記メールの内容または前記着信における発信
元の電話番号を消去することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　受信されたメールまたは着信にリモートロック命令が含まれるか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段により前記メールまたは着信にリモートロック命令が含まれると判定され
た場合、情報処理装置にリモートロックを実行するように制御する第１の制御手段と、
　時間帯に予め対応付けられて登録されている連絡先データベースを参照して、連絡先に
関する情報を取得する取得手段と、
　前記第１の制御手段により前記情報処理装置にリモートロックを実行するに際し、前記
取得手段により取得された前記連絡先に関する情報を表示する表示手段と
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、電源をＯＦＦの状態にするように制御する第２の制御手段をさら
に備え、
　この第２の制御手段は、前記リモートロック命令が受信されたことにより電源をＯＦＦ
の状態に制御するとともに、前記連絡先データベースに予め対応付けられた登録されてい
る各時間帯の開始時刻ごとに、電源を一時的にＯＮの状態にするように制御し、
　前記表示手段は、前記連絡先データベースに予め対応付けられた登録されている各時間
帯の開始時刻ごとに、前記連絡先に関する情報を更新して表示することを特徴とする請求
項３に記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置に係り、特に、リモートロックを実行することができるようにし
た情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機には、単なる通話による通信機能だけでなく、アドレス帳機能、イン
ターネットなどのネットワークを介したメール機能や、Ｗｅｂページなどを閲覧すること
が可能なブラウザ機能などの種々の機能が搭載されている。
【０００３】
　特に、例えばユーザが携帯電話機を気が付かないうちに紛失したり、盗難にあったり、
あるいは、置き忘れてしまった場合などに、他の携帯電話機や固定電話機などを用いてリ
モートロックすることが可能なリモートロック機能も搭載されるようになってきている（
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例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　特許文献１に提案されている技術によれば、リモート操作信号によって、以後の発信先
電話番号を固定する機能と、メモリの読み出しを禁止する機能を有し、これにより、紛失
または盗難にあった携帯電話機に対しての使用の禁止および円滑な回収を行うことができ
る。
【特許文献１】特開平１０－１２６４９５号公報
【発明の開示】
【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に提案されている技術では、発信先を固定することにより、
紛失または盗難にあった携帯電話機に対しての使用を禁止するとともに、携帯電話機の円
滑な回収を行うこと（すなわち、所有者であるユーザに携帯電話機が戻ってくるまでの時
間を短縮すること）ができるが、そもそも、紛失または盗難にあった携帯電話機に対して
リモートロックが実行された後にそのまま放置され、その結果、紛失または盗難にあった
携帯電話機の電源が切れてしまった場合、たとえ第三者がその携帯電話機を発見したとし
ても、第三者はこの携帯電話機を操作することはできないことから、紛失または盗難にあ
った携帯電話機の所有者であるユーザへの連絡先を第三者が知ることは困難であるという
課題があった。
【０００６】
　また、リモートロック実行時にセキュリティ目的で紛失または盗難にあった携帯電話機
の電源をＯＦＦにする場合もあるが、このような場合に第三者がこの携帯電話機を発見し
たとしても、一般に、第三者とユーザの所有する携帯電話機が同機種であるなどの特段の
事情がない限り、上述した場合と同様に、第三者がこの携帯電話機の電源をＯＮにしてユ
ーザへの連絡先などを知ることは困難であった。
【０００７】
　以上のように、紛失または盗難にあった携帯電話機の電源が切れてしまったり、電源が
ＯＦＦにされてしまった場合、高いレベルのセキュリティは確保することはできるが、第
三者がこの携帯電話機の所有者であるユーザへの連絡先などを知ることは困難であった。
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、リモートロック時におけるセ
キュリティを確保しつつ、電源切れや電源ＯＦＦ後であってもユーザへの連絡先などに関
する情報を簡単に報知することができる情報処理装置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】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、第１の発明にかかる情報処理装置では、受信されたメ
ールまたは着信にリモートロック命令が含まれるか否かを判定する判定手段と、判定手段
によりメールまたは着信にリモートロック命令が含まれると判定された場合、情報処理装
置にリモートロックを実行するように制御する第１の制御手段と、第１の制御手段により
情報処理装置にリモートロックを実行するに際し、メールの内容または着信における発信
元の電話番号を表示する表示手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　この第１の発明にかかる情報処理装置においては、受信されたメールまたは着信にリモ
ートロック命令が含まれるか否かが判定され、メールまたは着信にリモートロック命令が
含まれると判定された場合、情報処理装置にリモートロックが実行されるように制御され
、情報処理装置にリモートロックを実行するに際し、メールの内容または着信における発
信元の電話番号が表示され、電源がＯＦＦの状態にされるように制御される。
【００１１】
　次に、上述した課題を解決するために、第２の発明にかかる情報処理装置では、受信さ
れたメールまたは着信にリモートロック命令が含まれるか否かを判定する判定手段と、判
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定手段によりメールまたは着信にリモートロック命令が含まれると判定された場合、情報
処理装置にリモートロックを実行するように制御する第１の制御手段と、時間帯に予め対
応付けられて登録されている連絡先データベースを参照して、連絡先に関する情報を取得
する取得手段と、第１の制御手段により情報処理装置にリモートロックを実行するに際し
、取得手段により取得された連絡先に関する情報を表示する表示手段とを備えることを特
徴とする。
【００１２】
　この第２の発明にかかる情報処理装置においては、受信されたメールまたは着信にリモ
ートロック命令が含まれるか否かが判定され、メールまたは着信にリモートロック命令が
含まれると判定された場合、情報処理装置にリモートロックが実行されるように制御され
、時間帯に予め対応付けられて登録されている連絡先データベースを参照して、連絡先に
関する情報が取得され、情報処理装置にリモートロックを実行するに際し、取得された連
絡先に関する情報が表示され、電源がＯＦＦの状態にされるように制御される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、リモートロック時におけるセキュリティを確保しつつ、ユーザへの連
絡先などに関する情報を簡単に報知することができ、また電源切れや電源ＯＦＦ後であっ
ても報知を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１５】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る情報処理装置として適用可能な携帯電話機１の内
部の構成を表している。
【００１６】
　図１に示されるように、通信部１１、信号処理部１２、リモートロック処理部１３、表
示管理部１４、表示部１５、電源管理部１６、電源回路部１７、および操作部１８により
構成される。
【００１７】
　通信部１１は、図示せぬ基地局から送信された無線信号を、図示せぬアンテナを介して
受信し、受信された無線信号のダウンコンバートを行って中間周波信号を求め、さらに直
交復調処理、ＲＡＫＥ受信機（図示せず）による各パスの逆拡散及び合成処理などを行う
。
【００１８】
　その後、このＲＡＫＥ受信機から出力された受信パケットデータは、信号処理部１２に
入力される。信号処理部１２は、例えばＤＳＰ（Digital Signal Processor）などからな
り、受信パケットデータをまずメディア毎に分離し、分離されたメディア毎のデータに対
してそれぞれ復号処理を施す。
【００１９】
　信号処理部１２は、例えば受信パケットデータにオーディオデータが含まれている場合
、このオーディオデータをスピーチコーデックにより復号する。また、信号処理部１２は
、受信パケットデータに動画像データが含まれている場合、この動画像データをビデオコ
ーデックにより復号する。さらに、信号処理部１２は、受信パケットデータがダウンロー
ドコンテンツである場合、このダウンロードコンテンツを伸長する。
【００２０】
　復号処理により得られたディジタルオーディオ信号は、ＰＣＭコーデック（図示せぬ）
によりＰＣＭ復号された後、増幅されてスピーカ（図示せぬ）により出力される。一方、
ビデオコーデックにより復号されたディジタル動画像信号は、表示管理部１５を介して表
示部１４に供給され表示される。
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【００２１】
　また、信号処理部１２は、通信部１１においてメールを受信すると、通信部１１から入
力された受信パケットデータに基づいて、受信されたメールのタイトルや送信先（送信者
）、メールの本文などを解析し、リモートロック命令を含むメールであるか否かを判定す
る。具体的には、受信されたメールのタイトルが予め設定された所定のタイトル（例えば
「ご連絡ください。」など）であるか否か、または、メールの本文が予め設定された所定
の文（例えば「携帯電話を探しています。」など）を含むか否か、受信されたメールの送
信先アドレスが予め設定されたアドレスであるか否かなどにより、リモートロック命令を
含むメールであるか否かが判定される。勿論、これらを複数組み合わせてリモートロック
命令を含むメールであるか否かを判定するようにしてもよい。
【００２２】
　一方、信号処理部１２は、通信部１１において他の携帯電話機１や固定電話機などから
の着信を受けると、通信部１１から入力された受信パケットデータに基づいて、この着信
を解析し、リモートロックを含む着信であるか否かを判定する。具体的には、予め設定さ
れた所定の電話番号（例えば「０９０－××××－△△△△」など）からの着信で、かつ
予め定められたロックコードを含んでいるか否か、または、予め設定された所定の電話番
号などから所定の回数（例えば５回など）着信があったか否かにより、リモートロック命
令を含む着信であるか否かが判定される。
【００２３】
　信号処理部１２は、この判定結果をリモートロック処理部１３に供給するとともに、メ
ールを受信した場合には、そのメールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）をリ
モートロック処理部１３に供給し、着信の場合、その着信された発信元の電話番号などを
リモートロック処理部１３に供給する。
【００２４】
　リモートロック処理部１３は、信号処理部１２から供給された判定結果（リモートロッ
ク命令を含むメールまたは着信であるか否かに関する判定結果）を取得し、取得された判
定結果に基づいてリモートロック命令を含むメールまたは着信であるか否かを認識する。
【００２５】
　リモートロック処理部１３は、取得されたリモートロック命令を含むメールであると認
識すると、信号処理部１２から供給されたメールの内容（例えばメールのタイトルや本文
など）を取得し、取得されたメールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）の表示
を表示管理部１４に指令する。
【００２６】
　一方、リモートロック処理部１３は、取得されたリモートロック命令を含む着信である
と認識すると、信号処理部１２から供給された着信された発信元の電話番号（例えば「０
９０－××××－△△△△」）などを取得し、取得された着信された発信元の電話番号（
例えば「０９０－××××－△△△△」）などの表示を表示管理部１４に指令する。
【００２７】
　また、リモートロック処理部１３は、表示部１５におけるメールの内容または着信され
た電話番号などの表示が完了した後、携帯電話機１の操作をロックする操作ロックや、携
帯電話機１の図示せぬ記憶部（例えばＨＤＤ（Hard Disc Drive）や不揮発性メモリなど
により構成される）に記憶されている電話番号などに関する情報の読み出しをロックする
メモリダイヤルロックなどの種々の携帯電話機１に関するリモートロックを実行するとと
もに、このリモートロックの実行に際し、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源
ＯＦＦの状態にする指令を電源管理部１６に供給する。
【００２８】
　表示管理部１４は、表示部１５による種々の情報の表示を管理する。
【００２９】
　表示部１５は、例えばマイクロカプセル方式などの電子ペーパーなどからなり、紙の長
所である視認性と携帯性を保持しつつ、表示内容を電気的に書き換えることが可能であり
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、電力の供給が停止したとしても、直前の表示内容を表示し続けることができる。換言す
れば、表示部１５は、メモリ特性を有する表示装置である。
【００３０】
　なお、勿論、例えばマイクロカプセル方式などの電子ペーパーなどからなる表示部１５
以外に、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）からなる他の表示部を設けるようにしもよい
が、この場合は、ＬＣＤのみに電源供給を行う第２の電源があることが好ましい。
【００３１】
　電源管理部１６は、電源回路部１７からの携帯電話機１の各部への電力供給を管理する
。電源回路部１７は、ユーザの操作により終話・電源キー（図示せぬ）がオン状態にされ
ると、内蔵されたバッテリパックから各部に対して電力を供給することにより携帯電話機
１を動作可能な状態に起動する。
【００３２】
　操作部１８は、図示せぬ操作キーや操作ボタンなどにより構成される。
【００３３】
　次に、図２のフローチャートを参照して、図１の携帯電話機１におけるリモートロック
処理について説明する。このリモートロック処理は、ユーザが携帯電話機１を紛失したこ
とまたは盗難にあったことなどに気が付き、ユーザが他の携帯電話機１あるいはパーソナ
ルコンピュータなどからリモートロック命令を含むメールを携帯電話機１に送信した後、
携帯電話機１がユーザにより他の携帯電話機１あるいはパーソナルコンピュータなどから
リモートロック命令を含むメールを受信することで、開始される。
【００３４】
　ステップＳ１において、通信部１１は、図示せぬ基地局からメールを受信する。すなわ
ち、通信部１１は、図示せぬ基地局から送信された無線信号を、図示せぬアンテナを介し
て受信し、受信された無線信号のダウンコンバートを行って中間周波信号を求め、さらに
直交復調処理、ＲＡＫＥ受信機（図示せず）による各パスの逆拡散及び合成処理などを行
う。
【００３５】
　その後、このＲＡＫＥ受信機から出力された受信パケットデータは、信号処理部１２に
入力される。信号処理部１２は、例えばＤＳＰなどからなり、受信パケットデータをまず
メディア毎に分離し、分離されたメディア毎のデータに対してそれぞれ復号処理を施す。
【００３６】
　ステップＳ２において、信号処理部１２は、通信部１１においてメールを受信すると、
通信部１１から入力された受信パケットデータに基づいて、受信されたメールのタイトル
や送信先（送信者）、メールの本文などを解析する。具体的には、受信されたメールのタ
イトルが予め設定された所定のタイトル（例えば「ご連絡ください。」など）であるか否
か、または、メールの本文が予め設定された所定の文（例えば「携帯電話を探しています
。」など）を含むか否か、受信されたメールの送信先アドレスが予め設定されたアドレス
であるか否かが解析される。勿論、メールに予め指定されたロックコードを含ませ、これ
を検出することで実現することもできる。
【００３７】
　ステップＳ３において、信号処理部１２は、受信されたメールのタイトルや送信先（送
信者）、メールの本文などの解析結果に基づいて、リモートロック命令を含むメールであ
るか否かを判定する。勿論、これらを複数組み合わせてリモートロック命令を含むメール
であるか否かを判定するようにしてもよい。
【００３８】
　信号処理部１２は、この判定結果をリモートロック処理部１３に供給する。また、信号
処理部１２は、メールを受信した場合には、そのメールの内容（例えばメールのタイトル
や本文など）をリモートロック処理部１３に供給する。
【００３９】
　ステップＳ３においてリモートロック命令を含むメールではないと判定された場合、リ
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モートロック処理部１３はステップＳ４で、信号処理部１２から供給された判定結果に基
づいてリモートロック命令を含むメールではないと認識するとともに、信号処理部１２は
、通常のメール処理を実行し、メールにおけるテキストデータを表示管理部１４を介して
表示部１５に表示させる。表示部１５は、表示管理部１４の制御に従い、メールにおける
テキストデータを表示する。その後、リモートロック処理は終了する。
【００４０】
　一方、ステップＳ３においてリモートロック命令を含むメールであると判定された場合
、リモートロック処理部１３はステップＳ５で、信号処理部１２から供給された判定結果
（リモートロック命令を含むメールであるか否かに関する判定結果）に基づいてリモート
ロック命令を含むメールであることと認識するともに、信号処理部１２から供給されたメ
ールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）を取得し、取得されたメールの内容（
例えばメールのタイトルや本文など）の表示を表示管理部１４に指令する。
【００４１】
　ステップＳ６において、表示管理部１４は、リモートロック処理部１３の指令に従い、
メールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）を表示部１５に表示させる。表示部
１５は、表示管理部１４の制御に従い、メールの内容（例えばメールのタイトルや本文な
ど）を表示する。
【００４２】
　例えばメールの内容のうち、タイトルとして「ご連絡ください。」が表示部１５に表示
されるとともに、本文として「携帯電話を探しています。下記のアドレスまたは電話番号
までご連絡頂けますようお願い致します。アドレス：××××＠△△△△。電話番号：０
３－○○○○－××××。」が表示部１５に表示される。
【００４３】
　勿論、このようなメールの内容に限られず、この携帯電話機１が現在紛失中などである
旨や、携帯電話機１の所有者であるユーザへの連絡先などが第三者に分かりさえすればよ
い。
【００４４】
　なお、表示部１５におけるこれらの表示内容は、表示部１５が例えば電子ペーパーなど
のメモリ特性を有する表示装置であることから、その後、携帯電話機１の電源がＯＦＦに
されたとしても表示され続ける。
【００４５】
　ステップＳ７において、リモートロック処理部１３は、表示部１５におけるメールの内
容または着信された電話番号などの表示が完了した後、携帯電話機１の操作をロックする
操作ロックや、携帯電話機１の図示せぬ記憶部（例えばＨＤＤや不揮発性メモリなどによ
り構成される）に記憶されている電話番号などに関する情報の読み出しをロックするメモ
リダイヤルロックなどの携帯電話機１に関する種々のリモートロックを実行する。
【００４６】
　これにより、紛失または盗難にあった携帯電話機１のセキュリティ処理が実行され、た
とえ第三者に電源をＯＮにされた場合であっても、この携帯電話機１のセキュリティを保
することができ、第三者による不正利用を防止することができる。
【００４７】
　ステップＳ８において、リモートロック処理部１３は、ステップＳ７におけるリモート
ロックの実行が終了した後、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源ＯＦＦの状態
にする指令を電源管理部１６に供給する。
【００４８】
　ステップＳ９において、電源管理部１６は、リモートロック処理部１３からの指令に従
い、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源ＯＦＦの状態にするように電源回路部
１７を制御する。電源回路部１７は、電源管理部１６の制御に従い、電源回路部１７から
の携帯電話機１の各部への電力供給を停止して電源ＯＦＦの状態にする。
【００４９】
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　これにより、携帯電話機１の電源はＯＦＦ状態となる。
【００５０】
　なお、その後、紛失または盗難された携帯電話機１が所有者であるユーザの手元に戻っ
てきた場合、ユーザにより操作部１８が操作されることにより、携帯電話機１は携帯電話
機１の電源をＯＮの状態にし、さらに、リモートロック処理部１３は、携帯電話機１に実
行されたロックを解除し、表示部１５における表示をクリア（消去）する指令を表示管理
部１４に供給する。表示部１５は、表示管理部１４の制御に従い、表示されたメールの内
容などをクリア（消去）する。
【００５１】
　本発明の第１実施形態においては、ユーザが携帯電話機１を紛失したり、または盗難に
あったことに気が付き、他の携帯電話機１やパーソナルコンピュータなどからリモートロ
ック命令を含むメールを送信させた際に、受信されたメールのタイトルや送信先（送信者
）、メールの本文などを解析し、リモートロック命令を含むメールであるか否かを判定し
、リモートロック命令を含むメールであると判定された場合、メールの内容（例えばメー
ルのタイトルや本文など）をメモリ特性を有する表示部１５に表示させることができる。
【００５２】
　そして、携帯電話機１に関する種々のリモートロック処理を実行した後、携帯電話機１
の電源をＯＦＦの状態にすることができる。
【００５３】
　これにより、リモートロック実行時にセキュリティ目的で紛失または盗難にあった携帯
電話機の電源をＯＦＦにしてしまった場合や、その後、紛失または盗難にあった携帯電話
機の電源が切れてしまった場合であっても、第三者に、携帯電話機１の所有者であるユー
ザへの連絡先を知らせることができる。
【００５４】
　従って、リモートロック時におけるセキュリティを確保しつつ、ユーザへの連絡先など
に関する情報を簡単に報知することができ、また電源切れや電源ＯＦＦ後であっても報知
を維持することができる。その結果、紛失または盗難された携帯電話機１がユーザの手元
に戻ってくる確率を高めることができるとともに、紛失または盗難された携帯電話機１が
ユーザの手元に戻ってくるまでの時間を短縮することができる。
【００５５】
　なお、図２のフローチャートを参照して説明したリモートロック処理においては、他の
携帯電話機１やパーソナルコンピュータからのメールを用いてリモートロック処理を実行
するようにしたが、このような場合に限られず、例えば所定の発信元からの着信を受けた
り、所定の発信元からの着信を予め設定された所定の回数受けたりすることでリモートロ
ック処理を実行するようにしてもよいし、あるいは、ＤＴＭＦ（Dual-Tone Multi-Freque
ncy）トーン信号に基づいてリモートロック処理を実行するようにしてもよい。
【００５６】
　以下、例えば所定の発信元からの着信を受けたり、所定の発信元からの着信を予め設定
された所定の回数受けたりすることでリモートロック処理を実行する方法を用いたリモー
トロック処理について説明する。
【００５７】
　図３のフローチャートを参照して、図１の携帯電話機１における他のリモートロック処
理について説明する。なお、図３のステップＳ１７乃至Ｓ１９の処理は、図２のステップ
Ｓ７乃至Ｓ９の処理と基本的には同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００５８】
　ステップＳ１１において、通信部１１は、図示せぬ基地局を介して、他の携帯電話機１
や固定電話機などからの着信を受ける。すなわち、通信部１１は、図示せぬ基地局から送
信された無線信号を、図示せぬアンテナを介して受信し、受信された無線信号のダウンコ
ンバートを行って中間周波信号を求め、さらに直交復調処理、ＲＡＫＥ受信機（図示せず
）による各パスの逆拡散及び合成処理などを行う。
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【００５９】
　その後、このＲＡＫＥ受信機から出力された受信パケットデータは、信号処理部１２に
入力される。信号処理部１２は、例えばＤＳＰなどからなり、受信パケットデータをまず
メディア毎に分離し、分離されたメディア毎のデータに対してそれぞれ復号処理を施す。
【００６０】
　ステップＳ１２において、信号処理部１２は、通信部１１において他の携帯電話機１や
固定電話機などからの着信を受けると、通信部１１から入力された受信パケットデータに
基づいて、この着信を解析する。
【００６１】
　ステップＳ１３において、信号処理部１２は、着信の解析結果に基づいて、リモートロ
ック命令を含む着信であるか否かを判定する。具体的には、予め設定された所定の電話番
号（例えば「０９０－××××－△△△△」など）からの着信で、かつ予め定められたロ
ックコードを含んでいるか否か、または、予め設定された所定の電話番号などから所定の
回数（例えば５回など）着信があったか否かにより、リモートロック命令を含む着信であ
るか否かが判定される。
【００６２】
　信号処理部１３は、この判定結果をリモートロック処理部１３に供給する。
【００６３】
　ステップＳ１３においてリモートロック命令を含む着信ではないと判定された場合、リ
モートロック処理部１３はステップＳ１４で、信号処理部１２から供給された判定結果に
基づいてリモートロック命令を含む着信ではないと認識するとともに、信号処理部１２は
、通常の着信処理を実行する。その後、リモートロック処理は終了する。
【００６４】
　ステップＳ１３においてリモートロック命令を含む着信であると判定された場合、リモ
ートロック処理部１３はステップＳ１５で、信号処理部１２から供給された判定結果（リ
モートロック命令を含む着信であるか否かに関する判定結果）に基づいてリモートロック
命令を含む着信であることと認識するともに、信号処理部１２から供給された発信元の電
話番号（例えば「０９０－××××－△△△△」など）を取得し、取得された発信元の電
話番号（例えば「０９０－××××－△△△△」など）の表示を表示管理部１４に指令す
る。
【００６５】
　ステップＳ１６において、表示管理部１４は、リモートロック処理部１３の指令に従い
、発信元の電話番号（例えば「０９０－××××－△△△△」など）を表示部１５に表示
させる。表示部１５は、表示管理部１４の制御に従い、発信元の電話番号（例えば「０９
０－××××－△△△△」など）を表示する。
【００６６】
　例えば発信元の電話番号（例えば「０９０－××××－△△△△」など）が表示部１５
に表示される。
【００６７】
　なお、上述したように、表示部１５におけるこれらの表示内容は、表示部１５が例えば
電子ペーパーなどのメモリ特性を有する表示装置であることから、その後、携帯電話機１
の電源がＯＦＦにされたとしても表示され続ける。
【００６８】
　その後、処理はステップＳ１７に進み、ステップＳ１７以降の処理が実行される。すな
わち、リモートロック処理が実行され、その後、携帯電話機１の電源がＯＦＦの状態にな
される。
【００６９】
　これにより、リモートロック時におけるセキュリティを確保しつつ、電源切れや電源Ｏ
ＦＦ後であってもユーザへの連絡先などに関する情報をより簡単に報知することができる
。その結果、紛失または盗難された携帯電話機１がユーザの手元に戻ってくる確率を高め
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ることができるとともに、紛失または盗難された携帯電話機１がユーザの手元に戻ってく
るまでの時間を短縮することができる。
【００７０】
　なお、携帯電話機１の紛失や盗難が発生する前に、ユーザにより操作部１８が操作され
ることにより、予め、好みに応じて所有者であるユーザの連絡先に関する情報を設定し、
設定された所有者であるユーザの連絡先に関する情報をリモートロック処理の実行時に表
示部１５に表示させるようにしてもよい。これにより、例えばメールによりリモートロッ
ク処理を実行する場合に、ユーザが他の携帯電話機やパーソナルコンピュータからメール
を作成させて送信させる際の所要時間を短縮することができるとともに、メールや着信に
などによるリモートロック処理時に、ユーザへの連絡先などに関する情報をより正確に第
三者に報知することができる。
【００７１】
　また、本発明の第１実施形態においては、リモートロック処理前にメールの内容または
発信元の電話番号などを表示部１５に表示した後、携帯電話機１の電源をＯＦＦの状態に
するようにしたが、このような場合に限られず、例えばリモートロック処理が実行された
後、しばらくの間、携帯電話機１の電源をＯＮの状態にしたままにし、携帯電話機１の電
源回路部１７の電圧が低電圧であると検知されたとき、換言すれば、携帯電話機１の電源
が切れる前にメールの内容を表示部１５に表示するようにしてもよい。
【００７２】
　なお、図２または図３のフローチャートを参照して説明したリモートロック処理におい
ては、リモートロック処理前にメールの内容または発信元の電話番号などを表示部１５に
表示した後、携帯電話機１の電源をＯＦＦ状態にし、表示部１５にメールの内容または発
信元の電話番号などを表示し続けるようにしたが、個人情報の保護の観点から、近年、個
人情報の取り扱いなどが重要視されるようになってきていることから、最小限度において
メールの内容または発信元の電話番号など表示部１５に表示しつつ、ユーザへの連絡先な
どに関する情報を第三者に報知することが望ましい。
【００７３】
　そこで、電源タイマを所定の時間（例えば５分間など）に設定し、設定された所定の時
間が経過したとき、携帯電話機１の電源をＯＮの状態にし、あるいは、内部的に一部ＯＮ
の状態にして、表示部１５に表示される表示内容を書き換え、表示されているメールの内
容または発信元の電話番号などをクリア（消去）するようにしてもよい。以下、この方法
を用いた本発明の第２実施形態について説明する。
【００７４】
［第２実施形態］
　図４は、本発明の第２実施形態に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機１の内部の
構成を表している。なお、図１の構成に対応するものについては、同一の符号を付してお
り、その説明は繰り返しになるので省略する。
【００７５】
　リモートロック処理部１３は、リモートロックの実行に際し、表示部１５によりメール
の内容または発信元の電話番号などが表示された後、電源回路部１７からの電力供給を停
止して電源をＯＦＦの状態にする指令を電源管理部１６に供給する。また、リモートロッ
ク処理部１３は、電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされ
た後、予め設定された所定の時間（例えば５分間など）経過したときに、電源回路部１７
からの電力供給を再開して電源を一時的にＯＮの状態にする指令を電源タイマ管理部１９
に供給する。
【００７６】
　電源タイマ管理部１９は、リモートロック処理部１３から供給された指令（すなわち、
電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされた後、予め設定さ
れた所定の時間（例えば５分間など）経過したときに、電源回路部１７からの電力供給を
再開して電源を一時的にＯＮの状態にする指令）に従い、電源管理部１６を制御し、電源
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回路部１７からの携帯電話機１の全体または一部の電力供給を一時的に行わせる。
【００７７】
　次に、図５のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機におけるリモートロック処
理について説明する。なお、図５のステップＳ３１乃至Ｓ３８、およびステップＳ４０の
処理は、図２のステップＳ１乃至Ｓ９の処理と基本的には同様であり、その説明は繰り返
しになるので省略する。また、図５のフローチャートを用いて説明するリモートロック処
理においては、リモートロック処理をメールに含まれるリモートロック命令により実行さ
せる場合について適用するようにしたが、このような場合に限られず、他の携帯電話機１
や固定電話機などからの着信に含まれるリモートロック命令によりリモートロック処理を
実行する場合にも適用するようにしてもよい。
【００７８】
　ステップＳ３９において、リモートロック処理部１３は、電源回路部１７からの電力供
給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされた後、予め設定された所定の時間（例えば５分
間など）経過したときに、電源回路部１７からの電力供給を再開して電源を一時的にＯＮ
の状態にする指令（すなわち、電源タイマによる一時的な電源ＯＮの指令）を電源タイマ
管理部１９に供給する。
【００７９】
　電源タイマ管理部１９は、リモートロック処理部１３から供給された電源タイマによる
一時的な電源ＯＮの指令に従い、電源タイマを所定の時間に設定する。
【００８０】
　ステップＳ４１において、電源タイマ管理部１９は、リモートロック処理部１３から供
給された電源タイマによる一時的な電源ＯＮの指令に従って設定された電源タイマに基づ
き、電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされた後、予め設
定された所定の時間（例えば５分間など）経過したか否かを判定し、電源回路部１７から
の電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされた後、予め設定された所定の時間（例
えば５分間など）経過したと判定するまで待機する。
【００８１】
　ステップＳ４１において電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状
態にされた後、予め設定された所定の時間（例えば５分間など）経過したと判定された場
合、電源タイマ管理部１９はステップＳ４２で、電源タイマによる一時的な電源ＯＮの指
令に従い、電源管理部１６を制御し、電源回路部１７からの携帯電話機１の全体または一
部の電力供給を一時的に行わせ、携帯電話機１の全体または一部の電源を一時的にＯＮの
状態にするように電源管理部１６を制御する。電源回路部１７は、電源管理部１６の制御
に従い、電源回路部１７からの携帯電話機１の全体または一部の電源を一時的にＯＮの状
態にする。
【００８２】
　これにより、携帯電話機１の全体または一部の電源は一時的にＯＮの状態となる。
【００８３】
　電源タイマ管理部１９は、電源タイマにより一時的に電源がＯＮの状態になされた旨を
リモートロック処理部１３に通知する。
【００８４】
　ステップＳ４３において、リモートロック処理部１３は、電源タイマ管理部１９からの
電源タイマにより一時的に電源がＯＮの状態になされた旨の通知を受けると、携帯電話機
１の全体または一部の電源が一時的にＯＮの状態となされると、すでに表示部１５に表示
されているメールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）の表示を書き換えて、ク
リア（消去）するように表示管理部１４に指令する。
【００８５】
　ステップＳ４４において、表示管理部１４は、リモートロック処理部１３の指令に従い
、すでに表示部１５に表示されているメールの内容（例えばメールのタイトルや本文など
）の表示を書き換えて、クリア（消去）するように表示部１５を制御する。表示部１５は
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、表示管理部１４の制御に従い、すでに表示されているメールの内容（例えばメールのタ
イトルや本文など）を書き換えて、クリア（消去）する。
【００８６】
　ステップＳ４５において、電源管理部１６は、表示部１５に表示されていたメールの内
容（例えばメールのタイトルや本文など）が書き換えられて、クリア（消去）されると、
電源タイマ管理部１９からの指令に従い、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源
ＯＦＦの状態にするように電源回路部１７を制御する。電源回路部１７は、電源管理部１
６の制御に従い、電源回路部１７からの携帯電話機１の各部への電力供給を停止して電源
ＯＦＦの状態にする。
【００８７】
　これにより、携帯電話機１の電源は再度ＯＦＦ状態となる。
【００８８】
　従って、ユーザに関する個人情報の無意味な漏洩を防止し、最小限度においてメールの
内容または発信元の電話番号など表示部１５に表示しつつ、ユーザへの連絡先などに関す
る情報を第三者に報知することができる。
【００８９】
　なお、第三者が紛失または盗難にあった携帯電話機１を発見した場合、一般的に、ユー
ザに連絡を取るために、携帯電話機１の所有者であるユーザに関する情報を少しでも取得
しようとして、携帯電話機１の操作部１８のうちの電源キーなどを押下すると考えられる
。
【００９０】
　そこで、一旦、表示部１５に表示されているメールの内容または発信元の電話番号など
をクリア（消去）し、携帯電話機１の電源をＯＦＦの状態にした後、第三者により操作部
１８のうちの電源キーなどが押下されたとき、再度、メールの内容または発信元の電話番
号などを表示部１５に表示するようにしてもよい。これにより、ユーザに関する個人情報
の無意味な漏洩を防止し、最小限度においてメールの内容または発信元の電話番号など表
示部１５に表示しつつ、ユーザへの連絡先などに関する情報を第三者により効率的に報知
することができる。以下、この方法を用いた図４の携帯電話機１における他のリモートロ
ック処理について説明する。
【００９１】
　図６のフローチャートを参照して、図４の携帯電話機１における他のリモートロック処
理について説明する。なお、図６のステップＳ５１乃至Ｓ６５の処理は、図５のステップ
Ｓ３１乃至Ｓ４５の処理と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。また、
図６のフローチャートを用いて説明するリモートロック処理においては、リモートロック
処理をメールに含まれるリモートロック命令により実行させる場合について適用するよう
にしたが、このような場合に限られず、他の携帯電話機１や固定電話機などからの着信に
含まれるリモートロック命令によりリモートロック処理を実行する場合にも適用するよう
にしてもよい。
【００９２】
　ステップＳ６６において、リモートロック処理部１３は、第三者などにより操作部１８
のうちの電源キーが押下されたか否かを判定し、第三者などにより操作部１８のうちの電
源キーが押下されたと判定するまで待機する。
【００９３】
　ステップＳ６６において第三者などにより操作部１８のうちの電源キーが押下されたと
判定された場合、リモートロック処理部１３はステップＳ６７で、電源回路部１７からの
電力供給を再開して電源ＯＮの状態にする指令を電源管理部１６に供給する。
【００９４】
　ステップＳ６８において、電源管理部１６は、リモートロック処理部１３からの指令に
従い、電源回路部１７からの電力供給を再開して電源ＯＮの状態にするように電源回路部
１７を制御する。電源回路部１７は、電源管理部１６の制御に従い、電源回路部１７から
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の携帯電話機１の各部への電力供給を再開して電源ＯＮの状態にする。
【００９５】
　これにより、携帯電話機１の電源はＯＮ状態となる。
【００９６】
　ステップＳ６９において、リモートロック処理部１３は、メールの内容（例えばメール
のタイトルや本文など）の表示を表示管理部１４に指令する。
【００９７】
　ステップＳ７０において、表示管理部１４は、リモートロック処理部１３の指令に従い
、メールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）を表示部１５に表示させる。表示
部１５は、表示管理部１４の制御に従い、メールの内容（例えばメールのタイトルや本文
など）を表示する。
【００９８】
　これにより、第三者は、紛失または盗難された携帯電話機１の操作部１８のうちの電源
キーを押下したときに、表示部１５に表示されるメールの内容（例えばメールのタイトル
や本文など）をタイミングよく見て、携帯電話機１の所有者であるユーザへの連絡先に関
する情報を簡単に知ることができる。
【００９９】
　その後、処理はステップＳ５８に戻り、ステップＳ５８以降の処理が繰り返し実行され
る。すなわち、メールの内容（例えばメールのタイトルや本文など）が表示部１５に表示
され、携帯電話機１の電源がＯＦＦの状態にされた後、電源タイマにより、予め設定され
た所定の時間（例えば５分間など）が経過したとき、携帯電話機１の電源が一時的にＯＮ
の状態にされ、表示部１５に表示されているメールの内容（例えばメールのタイトルや本
文など）がクリア（消去）される。
【０１００】
　なお、図６のフローチャートを参照して説明したリモートロック処理においては、第三
者により操作部１８のうちの電源キーが押下されたときに、再度、メールの内容（例えば
メールのタイトルや本文など）を表示部１５に表示するようにしたが、このような場合に
限られず、例えば第三者により携帯電話機１の形状が変化されたとき（すなわち、例えば
携帯電話機１が折りたたみ式の携帯電話機である場合に、第三者により、閉じられた状態
から開かれた状態に変化されたとき）に、再度、メールの内容（例えばメールのタイトル
や本文など）を表示部１５に表示するようにしてもよい。
【０１０１】
　ところで、ユーザにより操作部１８が操作されることにより、予め、ユーザの行動パタ
ーンとして時刻ごとにユーザが最も存在しそうな場所などに関する情報を設定するととも
に、設定されたこれらの情報を登録してデータベースなどにより管理しておき、リモート
ロック処理を実行する時刻などに応じて、データベースに登録されている場所（ユーザが
各時刻で最も存在しそうな場所）などに関する情報を、携帯電話機１の所有者であるユー
ザへの連絡先に関する情報としてリモートロック処理時に表示部１５に表示するようにし
てもよい。以下、この方法を用いた本発明の第３実施形態について説明する。
【０１０２】
［第３実施形態］
　図７は、本発明の第３実施形態に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機１の内部の
構成を表している。なお、図４の構成と対応するものについては、同一の符号を付してお
り、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１０３】
　行動履歴管理部２０は、予めユーザにより設定されたユーザの行動履歴に基づく連絡先
データベース２１を管理し、適宜、リモートロック処理部１３に供給する。
【０１０４】
　連絡先データベース２１には、例えば時間帯、場所、電話番号、メールアドレスなどが
予め対応付けられて登録されている。
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【０１０５】
　次に、図８のフローチャートを参照して、図７の携帯電話機１におけるリモートロック
処理について説明する。なお、図８のステップＳ８１乃至Ｓ８４の処理は、図２のステッ
プＳ１乃至Ｓ４の処理と同様であり、その説明は繰り返しになるので省略する。
【０１０６】
　また、図８のフローチャートを用いて説明するリモートロック処理においては、リモー
トロック処理をメールに含まれるリモートロック命令により実行させる場合について適用
するようにしたが、このような場合に限られず、他の携帯電話機１や固定電話機などから
の着信に含まれるリモートロック命令によりリモートロック処理を実行する場合にも適用
するようにしてもよい。
【０１０７】
　ステップＳ８５において、リモートロック処理部１３は、行動履歴管理部２０を制御し
、連絡先データベース２１を参照し、現在の時刻に応じたユーザへの最適な連絡先に関す
る情報を取得する。
【０１０８】
　図９は、行動履歴管理部２０により管理される連絡先データベース２１の構成例を表し
ている。
【０１０９】
　例えば図９の場合、時間帯「０９：００～２１：００」の場合には、例えばユーザが最
も高い確率で存在していると考えられる場所として「会社」、その場所での電話番号とし
て「０４２８－××－××××」、および、その場所でのメールアドレスとして「aaa＠x
xx.co.jp」が対応付けられて登録されている。
【０１１０】
　また、時間帯「２１：０１～０８：５９」の場合には、例えばユーザが最も高い確率で
存在していると考えられる場所として「自宅」、その場所での電話番号として「０３－×
×××－××××」、および、その場所でのメールアドレスとして「aaa＠bbb.ne.jp」が
対応付けられて登録されている。
【０１１１】
　なお、図９の連絡先データベースの場合、２つの時間帯に分け、それぞれの時間帯に応
じた連絡先を予め登録するようにしたが、このような場合に限られず、３つ以上の時間帯
に分けて、それぞれの時間帯に応じた連絡先を予め登録するようにしてもよい。
【０１１２】
　また、この連絡先データベース２１は、適宜、更新、追加、削除することができる。さ
らに、時間帯に対応付けて、例えばメッセージ（例えば「連絡ください。」など）なども
対応付けて登録するようにしてもよい。
【０１１３】
　例えば現在の時刻が１７時５６分である場合、時間帯「０９：００～２１：００」に含
まれることから、現在の時刻に応じたユーザへの最適な連絡先に関する情報として、例え
ばユーザが最も高い確率で存在していると考えられる場所として「会社」、その場所での
電話番号として「０４２８－××－××××」、および、その場所でのメールアドレスと
して「aaa＠xxx.co.jp」が取得される。なお、このとき、連絡先に関する情報として、予
め時間帯ごとに対応付けられて登録されている「電話番号」と「メールアドレス」のいず
れか１つを取得するようにしてもよいし、すべてを取得するようにしてもうよい。
【０１１４】
　ステップＳ８６において、リモートロック処理部１３は、取得された連絡先に関する情
報に基づいて、連絡先（例えば電話番号やメールアドレスなど）の表示を表示管理部１４
に指令する。
【０１１５】
　ステップＳ６において、表示管理部１４は、リモートロック処理部１３の指令に従い、
現在の時刻に応じたユーザへの最適な連絡先（例えば電話番号やメールアドレスなど）を



(15) JP 2008-199221 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

表示部１５に表示させる。表示部１５は、表示管理部１４の制御に従い、現在の時刻に応
じたユーザへの最適な連絡先（例えば電話番号やメールアドレスなど）を表示する。
【０１１６】
　例えば現在の時刻に応じたユーザへの最適な連絡先として「電話番号：０４２８－××
－××××。アドレス：aaa＠xxx.co.jp」が表示部１５に表示される。
【０１１７】
　ステップＳ８８において、リモートロック処理部１３は、表示部１５における連絡先の
表示が完了した後、携帯電話機１の操作をロックする操作ロックや、携帯電話機１の図示
せぬ記憶部（例えばＨＤＤや不揮発性メモリなどにより構成される）に記憶されている電
話番号などに関する情報の読み出しをロックするメモリダイヤルロックなどの携帯電話機
１に関する種々のリモートロックを実行する。
【０１１８】
　ステップＳ８９において、リモートロック処理部１３は、ステップＳ８８におけるリモ
ートロックの実行が終了した後、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源ＯＦＦの
状態にする指令を電源管理部１６に供給する。
【０１１９】
　ステップＳ９０において、リモートロック処理部１３は、リモートロック処理部１３は
、電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされた後、連絡先デ
ータベース２１に予め登録されている次の時間帯の開始時刻（例えば２１時０１分など）
になったとき、電源回路部１７からの電力供給を再開して電源を一時的にＯＮの状態にす
る指令（すなわち、電源タイマによる一時的な電源ＯＮの指令）を電源タイマ管理部１９
に供給する。
【０１２０】
　電源タイマ管理部１９は、リモートロック処理部１３から供給された電源タイマによる
一時的な電源ＯＮの指令に従い、電源タイマを次の時間帯の開始時刻に設定する。
【０１２１】
　ステップＳ９１において、電源管理部１６は、リモートロック処理部１３からの指令に
従い、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源ＯＦＦの状態にするように電源回路
部１７を制御する。電源回路部１７は、電源管理部１６の制御に従い、電源回路部１７か
らの携帯電話機１の各部への電力供給を停止して電源ＯＦＦの状態にする。
【０１２２】
　これにより、携帯電話機１の電源はＯＦＦ状態となる。
【０１２３】
　ステップＳ９２において、電源タイマ管理部１９は、リモートロック処理部１３から供
給された電源タイマによる一時的な電源ＯＮの指令に従って設定された電源タイマに基づ
き、電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状態にされた後、連絡先
データベース２１に予め登録されている次の時間帯の開始時刻（例えば２１時０１分など
）になったか否かを判定し、電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの
状態にされた後、連絡先データベース２１に予め登録されている次の時間帯の開始時刻（
例えば２１時０１分など）になったと判定するまで待機する。
【０１２４】
　ステップＳ９２において電源回路部１７からの電力供給が停止されて電源がＯＦＦの状
態にされた後、連絡先データベース２１に予め登録されている次の時間帯の開始時刻（例
えば２１時０１分など）になったと判定された場合、電源タイマ管理部１９はステップＳ
９３で、電源タイマによる一時的な電源ＯＮの指令に従い、電源管理部１６を制御し、電
源回路部１７からの携帯電話機１の全体または一部の電力供給を一時的に行わせ、携帯電
話機１の全体または一部の電源を一時的にＯＮの状態にするように電源管理部１６を制御
する。電源回路部１７は、電源管理部１６の制御に従い、電源回路部１７からの携帯電話
機１の全体または一部の電源を一時的にＯＮの状態にする。
【０１２５】
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　これにより、携帯電話機１の全体または一部の電源は一時的にＯＮの状態となる。
【０１２６】
　電源タイマ管理部１９は、電源タイマにより一時的に電源がＯＮの状態になされた旨を
リモートロック処理部１３に通知する。
【０１２７】
　ステップＳ９４において、リモートロック処理部１３は、電源タイマ管理部１９からの
電源タイマにより一時的に電源がＯＮの状態になされた旨の通知を受けると、行動履歴管
理部２０を制御し、連絡先データベース２１を参照し、現在の時刻に応じたユーザへの最
適な連絡先に関する情報を取得する。
【０１２８】
　例えば現在の時刻が２１時０１分になると、時間帯「２１：０１～０８：５９」に含ま
れることから、現在の時刻に応じたユーザへの最適な連絡先に関する情報として、例えば
ユーザが最も高い確率で存在していると考えられる場所として「自宅」、その場所での電
話番号として「０３－××××－××××」、および、その場所でのメールアドレスとし
て「aaa＠bbb.ne.jp」が取得される。
【０１２９】
　ステップＳ９５において、リモートロック処理部１３は、携帯電話機１の全体または一
部の電源が一時的にＯＮの状態となされると、すでに表示部１５に表示されている連絡先
（例えば電話番号やメールアドレスなど）の表示を書き換えて、新たな連絡先に更新する
ように表示管理部１４に指令する。
【０１３０】
　ステップＳ９６において、表示管理部１４は、リモートロック処理部１３の指令に従い
、すでに表示部１５に表示されている連絡先（例えば電話番号やメールアドレスなど）の
表示を書き換えて、新たな連絡先に更新するように表示部１５を制御する。表示部１５は
、表示管理部１４の制御に従い、すでに表示されている連絡先（例えば電話番号やメール
アドレスなど）を書き換えて、新たな連絡先に更新する。
【０１３１】
　例えば表示部１５における表示が、「電話番号：０４２８－××－××××。アドレス
：aaa＠xxx.co.jp」から「電話番号：０３－××××－××××。アドレス：aaa＠bbb.n
e.jp」に更新される。
【０１３２】
　ステップＳ９７において、電源管理部１６は、表示部１５に表示されていた連絡先（例
えば電話番号やメールアドレスなど）が書き換えられて、新たな連絡先に更新されると、
電源タイマ管理部１９からの指令に従い、電源回路部１７からの電力供給を停止して電源
ＯＦＦの状態にするように電源回路部１７を制御する。電源回路部１７は、電源管理部１
６の制御に従い、電源回路部１７からの携帯電話機１の各部への電力供給を停止して電源
ＯＦＦの状態にする。
【０１３３】
　これにより、携帯電話機１の電源は再度ＯＦＦ状態となる。
【０１３４】
　その後、処理はステップＳ９２に進み、ステップＳ９２以降の処理が繰り返しに実行さ
れる。すなわち、連絡先データベース２１に予め登録されている次の時間帯の開始時刻に
なる度に、その時間帯に最適なユーザへの連絡先に表示部１５における表示が更新される
。
【０１３５】
　これにより、第三者が紛失または盗難された携帯電話機１を発見した現在の時刻に応じ
て、携帯電話機１の所有者であるユーザへの最適な連絡先を変更して表示部１５に表示す
ることができ、電源切れや電源ＯＦＦ後であってもユーザへの連絡先などに関する情報を
簡単に、かつ、好適に報知することができる。その結果、紛失または盗難された携帯電話
機１がユーザの手元に戻ってくる確率をより高めることができるとともに、紛失または盗
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る。
【０１３６】
　なお、本発明は、携帯電話機１以外にも、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、パ
ーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型音楽再生機、携帯型動画再生機、その他
の情報処理装置であってもメール受信機能または電話機能が備わっていれば適用すること
ができる。
【０１３７】
　さらに、本発明の実施形態では、フローチャートのステップは、記載された順序に沿っ
て時系列的に行われる処理の例を示したが、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的あるいは個別実行される処理をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成
を示すブロック図。
【図２】図１の携帯電話機におけるリモートロック処理を説明するフローチャート。
【図３】図１の携帯電話機における他のリモートロック処理を説明するフローチャート。
【図４】本発明の第２実施形態に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成
を示すブロック図。
【図５】図４の携帯電話機におけるリモートロック処理を説明するフローチャート。
【図６】図４の携帯電話機における他のリモートロック処理を説明するフローチャート。
【図７】本発明の第３実施形態に係る情報処理装置に適用可能な携帯電話機の内部の構成
を示すブロック図。
【図８】図７の携帯電話機におけるリモートロック処理を説明するフローチャート。
【図９】図７の行動履歴管理部に管理される連絡先データベースの構成例を示す図。
【符号の説明】
【０１３９】
　１…携帯電話機、１１…通信部、１２…信号処理部、１３…リモートロック処理部、１
４…表示管理部、１５…表示部、１６…電源管理部、１７…電源回路部、１８…操作部、
１９…電源タイマ管理部、２０…行動履歴管理部、２１…連絡先データベース。
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