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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声データ記録機能および画像データ記録機能（１２）のうち少なくとも１つを有する
携帯デジタル装置（１４）の使用を制御する方法であって、
　前記携帯デジタル装置が別の携帯デジタル装置周辺の特定の地理的地域内に位置してい
るかを決定する工程と
　前記携帯デジタル装置が前記別の携帯デジタル装置周辺の特定の地理的地域（１０）内
に位置する場合、前記別の携帯デジタル装置により送信された第１の抑止信号を受信して
前記携帯デジタル装置の動作を抑止する工程と
　を含む方法。
【請求項２】
請求項１記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記特定の地理的地域（１０）内の固定位置セキュリティステーション（２０）を基点
とする送信を有する第２の抑止信号を受信する工程と、前記第１または第２の抑止信号の
受信に応答して前記携帯デジタル装置（１４）の前記音声および画像データ記録機能（１
２）のうち少なくとも１つの機能を無効にする工程とを有するものである。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記携帯デジタル装置（１４）は、当該装置が前記特定
の地理的地域（１０）の外側にある場合、前記音声および画像データ記録機能（１２）が
有効となるように設定されるものである。
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【請求項４】
　請求項２記載の方法において、少なくとも１つの前記携帯デジタル装置（１４）は、前
記固定位置セキュリティステーション（２０）によって送信された前記第２の抑止信号の
受信可能範囲を広げるリピータ（中継器）として使用されるものである。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記抑止する工程は、
　前記携帯デジタル装置が前記特定の地理的地域内にある場合、前記音声記録および画像
データ記録機能（１２）のうち少なくとも１つの動作を抑止する工程を含むものである。
【請求項６】
請求項５記載の方法において、この方法は、さらに、
　ＧＰＳ、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＡ、ＵＴＭＳ、および３Ｇの群から選択されるナビ
ゲーションモジュールを使用して、前記携帯デジタル装置（１４）の前記地理的地域を監
視する工程を有するものである。
【請求項７】
　請求項５記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記携帯デジタル装置（１４）の地理的地域を、少なくとも２つの携帯電話基地局から
の信号の三角測量によって監視する工程を有するものである。
【請求項８】
　請求項１記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記特定の地理的地域（１０）に現在存在すると検出された前記携帯デジタル装置（１
４）に関するデータを保存する工程（８０８）を含むものである。
【請求項９】
　請求項１記載の方法において、前記動作（１２）は、当該動作が再び有効化できるまで
、所定の期間の間抑止されるものである。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、前記装置はメモリを有し、前記方法は、
　抑止動作が発生したことを示すため、前記装置（１４）のメモリを修正する工程（８１
２）と、
　前記抑止動作が前記データ記録機能（１２）へのアクセスが許容される前に発生したこ
とを示す、前記メモリ修正がされているかをチェックする工程（７０４）と
　を含むものである。
【請求項１１】
　請求項１０記載の方法において、前記第１の抑止信号は、少なくとも１つのラジオ周波
数で送信する通信スキームを使用して前記携帯デジタル装置（１４）で受信され、当該通
信スキームはＧＳＭ、ＧＰＲＳ、３Ｇ、ｉモード、ＵＴＭＳ、超広帯域（ＵＷＢ）ワイヤ
レスデータ標準および／またはＣＤＭＡによってサポートされる群から選択されるもので
ある。
【請求項１２】
　請求項１１記載の方法において、前記第１の抑止信号を送信するのに使用される少なく
とも１つの周波数は周期的に変更され、これにより安全性が向上するものである。
【請求項１３】
　請求項１記載の方法において、前記第１の抑止信号は、音声信号または光周波数で送信
される信号の形式で前記携帯デジタル装置（１４）に通信されるものである。
【請求項１４】
　請求項１記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記装置の使用の制御を実行するために、前記装置（１４）に使用制御コードをインス
トールする工程を含むものである。
【請求項１５】
　請求項１４記載の方法において、前記使用制御コードは、前記装置（１４）内のメモリ
にインストールされるものである。
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【請求項１６】
　請求項１記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記音声データ記録機能および前記画像データ記録機能（１２）のうちの少なくとも１
つに関連する、前記装置（１４）内のコードを修正する工程と、当該コードが前記装置に
よって実行されるのを防止する工程とを含むものである。
【請求項１７】
　請求項１記載の方法において、この方法は、さらに、
　通信ネットワークから前記装置（１４）への接続の切断を検出する工程と、
　前記装置の前記通信ネットワークからの接続が切断されていることを検出した際、取得
されたデータに関する通常の保存動作および通常の送信動作を修正する工程のうちの１つ
を防止する工程と
　を含むものである。
【請求項１８】
　請求項１記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記携帯デジタル装置が前記特定の地理的地域内にある場合、前記データ記録機能の企
てられた動作を検出する工程と、
　前記データ記録機能により取得されたデータに関する通常の保存動作機能を防止する工
程と
　を含むものである。
【請求項１９】
　請求項１７記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記装置から前記取得データを削除する工程を含むものである。
【請求項２０】
　請求項１７記載の方法において、この方法は、さらに、
　前記装置に関する前記取得データをセキュリティエンティティに送信する工程を含むも
のである。
【請求項２１】
　請求項１７記載の方法であって、この方法は、さらに、
　ソース識別信号を前記特定の地理的地域に一斉送信する工程を含むものである。
【請求項２２】
　請求項２１記載の方法において、前記ソース識別信号は音声トーンまたは一連の光信号
を含むものである。
【請求項２３】
　請求項２１記載の方法であって、この方法は、さらに、
　ネットワークを介して送信されるデータが前記ソース識別信号の記録を含んでいるかを
チェックする工程と、
　その対象とする受信者の代りにセキュリティエンティティに前記データを送信する工程
と
　を含むものである。
【請求項２４】
　請求項１記載の方法において、セキュリティステーション（２０）は車両に搭載できる
ように取り付けられ、当該セキュリティステーションは、前記特定の地理的地域（１０）
に、抑止若しくは無効化信号を断続的に一斉送信／送信し、前記携帯デジタル装置（１４
）の少なくとも１つの機能（１２）が、前記信号の受信して無効化されるものである。
【請求項２５】
　通信ネットワークを介してデータ伝送を制御する方法であって、
　ソース識別信号を含む企てられたデータ伝送を第１の携帯デジタル装置が検出する工程
であって、このソース識別信号は前記第１の携帯デジタル装置周辺の特定の地理的地域内
の第２の携帯デジタル装置により送信されたものである、前記検出する工程と、
　前記第１の携帯デジタル装置が抑止信号を前記第２の携帯デジタル装置に送信する工程
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であって、これにより前記第２の携帯デジタル装置が前記第１の携帯デジタル装置周辺の
前記特定の地理的地域内に位置している場合、前記第２の携帯デジタル装置による前記ソ
ース識別信号を含む企てられたデータ伝送を防止するものである、前記送信する工程と
　を含む方法。
【請求項２６】
　通信システムであって、
　特定の地理的地域に第１の抑止信号を送信するセキュリティ監視ステーションと、
　音声記録機能および画像データ記録機能のうち少なくとも１つの機能を有する少なくと
も１つの携帯デジタル装置と、
　前記特定の地理的地域に第２の抑止信号を送信する、当該特定の地理的地域内のもう１
つの携帯デジタル装置と
　を有し、
　前記少なくとも１つの携帯デジタル装置が前記特定の地理的地域内に位置している場合
、前記少なくとも１つの携帯デジタル装置の前記音声および画像データ記録機能のうちの
少なくとも１つが、前記第１または第２の抑止信号の受信に応答して防止されるものであ
る
　通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯デジタル装置、そのような装置を制御する方法、そのような装置を取り入
れたシステム、およびそのような装置で使用するソフトウェアに関するものである。前記
用語「携帯デジタル装置」は、多くの異なった携帯データ記録および／または記憶装置を
広義に含むものに使用され、この例として、移動（セル）電話（カメラおよびビデオ電話
を含む）、インターネット接続可能画像装置(例えば、ＧＰＲＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を有するデジタルカメラ、ＰＤＡｓ（Ｐｅｒｓｏ
ａｎｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ま
たはカメラモジュールを有する若しくは有さないＭＰ３プレーヤーなどがある。このよう
な装置は、これらに限定されるものではないが、ＧＰＲＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐａｃｋｅｔ
　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ブルートゥース、ＷＬＡＮ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、ＵＭ
ＴＳ、赤外線およびＳＩＭ更新、ＷＡＰ、３Ｇ、またはそれらの組合せの通信方法を使用
することができる。
【背景技術】
【０００２】
　携帯デジタル装置に保存することができるデータ量は急速に増加しており、同様にデー
タ送信速度も絶えず増加しているので、訪問客が安全でないＰＣまたはターミナルからマ
テリアルを無許可および不正にダウンロードする行為に従事するという前提の、重大な問
題が存在する。さらには、２．５Ｇおよび３Ｇ（および次世代）技術のような通信の継続
的発展は、極度に速いデータ送信速度（典型的には１４４Ｋｂ／秒から２Ｍｂ／秒）を提
供し、現在の「ブロードバンド」技術と同じような送信速度を携帯ユーザに提供するであ
ろう。これは、多くの新しいアプリケーションへの道を開き、移動（セル）電話機能と静
止画または動画を撮れるカメラ機能とを組み合せた統合された装置が使用されるであろう
ことが予想される。これは多くの機会を提供するが、それと同時にある危険も伴う。例え
ば、高品質な静止画または動画および／または音声記録を捕獲および送信できる装置を広
く利用可能にすることは、多くのアプリケーションで安全性を危うくするかもしれない。
例えば、商業施設への合法的な訪問客が、例えば書類、建物レイアウト、産業工程などの
慎重を期する商業的性格を持つものの静止画または動画を不法に記録および送信すること
ができるかもしれない。また、美術館、劇場、コンサート会場などの公共施設で、契約義
務、著作権法などに違反して、訪問客が静止画、動画、音楽演奏、または同様のものを不
法に記録および送信するかもしれない。子供または大人の画像がこっそりとロッカールー
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ムなどで撮られる可能性に対する懸念も表明されており、また人々の画像を未許可に撮る
ことに対する宗教上の反対もある。前記テクノロジーが問題に陥らないように、前記サー
ビスの提供者および製造者はこれらの懸念に対処する必要がある。
【０００３】
　従って、電話などの携帯デジタル装置の使用を制御して、特定の場所での使用を防止す
る必要があるという確信に至った。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一形態において、本発明はデータ記録若しくは捕獲機能を有する携帯デジタル装置の使
用を制御する方法を提供し、この方法は、前記携帯デジタル装置が特定の地理的位置また
は地域内に位置するときに、前記データ記録若しくは捕獲機能の動作を抑止することを含
む。
【０００５】
　第１のシステムでは、記録／捕獲されるデータが音声、画像、若しくはビデオデータで
ある場合、セキュリティステーションは禁止ゾーンで抑止または無効にする信号を断続的
に同報通信することができ、少なくとも前記携帯デジタル装置の音声記録および／または
画像装置がこの信号を受信すると無効化される。前記携帯デジタル装置は、一旦前記禁止
ゾーンの外側に戻ると、前記音声記録／画像装置の機能性が回復するように、好ましくは
設定されている。これは、例えばセキュリティステーションから無効化信号を受信した後
の一定期間の間、前記画像機能が抑止されるが、後続の無効化信号を受信しなければ元に
戻るように前記装置を設定することによって達成される。このシステムでは、前記携帯デ
ジタル装置の位置を割り出す必要はない。
【０００６】
　別の実施形態では、固定されたセキュリティステーションではなくむしろ携帯装置（例
えば、特別に設定された電話）を使用して、抑止若しくは無効にする信号を（断続的に）
送信／同報通信することもできる。このようにすると、前記特定の規制された地理的位置
または地域は、そのような携帯抑止装置の一定の半径周囲内として定義できる。前記携帯
抑止装置は、ある人が携帯して有効化することができ（このようにして、「パーソナル・
ワイアレス・プライバシー・ゾーン」を提供する）または車両に運び込み／固定すること
もできる。１若しくはそれ以上の携帯抑止装置を使用することのもう１つの結果は、固定
されたセキュリティステーションによる信号同報通信の受信可能範囲を強化／拡大するた
めの追加ノード／リピータとして使用できることである。
【０００７】
　別の実施形態では、前記方法は、前記携帯デジタル装置の地理的位置の監視を含み、前
記監視した場所と禁止ゾーンとを比較し、前記携帯デジタル装置が前記禁止ゾーンにある
ときに、前記音声記録／画像装置の動作を抑止する。
【０００８】
　地理的位置は、さまざまな方法で監視することができる。一例として、携帯デジタル装
置が、例えばＧＰＳ+ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＣＤＭＳ、ＵＴＭＳ、および３Ｇなどのナビゲ
ーションモジュールまたは機能を有することができる。また、前記携帯デジタル装置がセ
ルラーネットワーク内で動作している場合、前記携帯デジタル装置の場所は、２若しくは
それ以上のセルラーベースステーションからの信号による三角測量で測定することができ
る。前記システムは、全般的な受信状態を高めるためにローカル送信器を利用することも
できる。前記禁止ゾーンが選択されたエントリポイントを通してのみアクセスできる区域
にある場合には、前記エントリポイントを通して携帯デジタル装置が前記禁止ゾーンに入
ったときに、各エントリポイントは検出するように設計された誘導ループまたは他の検出
器を有してもよい。その他の検出手段には、赤外線信号、および例えばＷＬＡＮ、Ｗｉ－
ｆｉおよびブルートゥースなどの短距離低出力ラジオシステムが含まれる。上記各システ
ムでは、前記携帯デジタル装置の存在だけではなく、前記携帯デジタル装置を識別する一
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意の移動電話番号などの情報アドレスも検出する。当然のことながら、ＧＰＳは見通し線
（ラインオブサイト）を必要とするので普通は建物の中では機能しないので、ＧＰＳシス
テムは、例えば飛行場などの大きな屋外の禁止ゾーンにより適している。建物内部での使
用のために前記システムに修正を加えてもよく、例えば建物の上にＧＰＳアンテナを設置
することにより前記建物の場所が確定され、無効化信号を前記建物内部の該当する部屋に
送り、そして例えばＩＲまたはラジオ送信器によって同報通信する。
【０００９】
　禁止ゾーン（またはその入口）で前記携帯デジタル装置の存在を積極的に監視する代り
に、前記携帯デジタル装置が禁止ゾーンに入ったことを間接的に推定することもできる。
例えば、禁止ゾーンの各従業員が磁気ストライプまたは「スマート」カードチップに搭載
された一意の情報を有するＩＤカードを携帯している場合、従業員が仕事場に到着してカ
ードを機械に通すと、それにより、前記システムが前記カード所有者に属すると記録され
た１若しくはそれ以上の携帯デジタル装置を抑止するようにすることもできる。
【００１０】
　前記方法はさらに、前記特定の地理的位置／地域（または「禁止ゾーン」）に存在する
（または存在してきた）と検出された装置に関するデータを保存する工程と、前記存在す
る装置にデータを送信する工程とを含めることができます。例えば、前記ユーザが写真撮
影許可されない区域、または前記区域が例えば商店／モールで、前記データがマーケティ
ング情報に関わるようなものである区域にユーザが入ったことを示すメッセージを前記デ
ータに含めることができる。
【００１１】
　前記音声記録／画像装置の動作を抑止するに至る前記工程は、前記携帯デジタル装置ま
たはセキュリティモニタリングタステーションで部分的に実行することができる。即ち、
前記携帯デジタル装置がいくつかの方法でその位置を確定し、これを（事前の問合せの有
無を問わず）セキュリティモニタリングタステーションに送信し、そこでこの情報が比較
され、前記携帯デジタル装置が前記禁止ゾーンにある場合は、前記セキュリティモニタリ
ングタステーションが前記携帯デジタル装置に信号を返信し前記音声記録／画像装置の動
作を抑止することができる。また、前記セキュリティモニタリング装置自体が前記携帯デ
ジタル装置の存在を検出し、前記音声記録／画像装置の動作を抑止する信号を送信するこ
とができる。
【００１２】
　前記抑止動作は、ソフトウェア命令に関するものであってもよい。例えば、前記携帯デ
ジタル装置がメールに添付して音声ファイル／ストリーム、静止画または動画を送信する
場合は、例えばメール送付または添付を有するメール送付を防止するなど、この動作の重
要な工程の１つを阻止することによって前記抑止を実現することができる。また、前記抑
止動作は前記音声記録／画像装置を無効にすることを含んでもよい。前記抑止動作は重要
な情報が送信されることを防ぐもので、ある場合には前記画像または音声データを単に「
スクランブル」するだけでもよい。別の実施形態では、前記抑止動作は前記携帯デジタル
装置をそれ自身で無効化することができる。
【００１３】
　前記動作が再び有効化されるまで、前記動作は所定期間の間、抑止することができる。
この方法は、ある方法（例えば、クッキーファイルの保存またはメモリへのフラグ設定）
で前記装置のメモリ／記憶を修正して、前記抑止動作が生じたことを示すようにする、修
正する工程と、データ記録若しくは捕獲機能へのアクセスを許容する前に前記メモリ／記
憶がこのようにして修正されているかどうかをチェックする工程と、を含むことができる
ものである。
【００１４】
　前記抑止動作は、多くの方法で前記携帯デジタル装置に伝達することができ、例えばＳ
ＭＳテキストメッセージシステムまたは、「ＳＩＭ更新」のようなネットワークオペレー
タによりダウンロードされるソフトウェアの変更を利用してもよい。また、前記携帯デジ
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タル装置への前記動作を抑止する信号が１若しくはそれ以上のラジオ周波数で送信するこ
とができ、例えば、１若しくはそれ以上のＧＳＭ、ＧＰＲＳ、３Ｇ、ｉモード、ＵＴＭＳ
、超広帯域（ＵＷＢ）ワイヤレスデータ標準および／またはＣＤＭＡ、および同種のもの
などによってサポートされる周波数を使用して、前記信号を送付することができる。これ
により、前記方法が１つ以上のネットワークで稼動できるようにする。前記１若しくはそ
れ以上の周波数には、「ライセンスフリー周波数」および／またはＦＭ／ＡＭラジオ周波
数を含んでもよい。前記信号を送付する前記１若しくはそれ以上の周波数は、セキュリテ
ィを向上させるために周期的に変更することができる。さらに、前記信号は、典型的には
普通の人間の聴覚範囲外にある周波数を有する音声／トーンの形式で送信することができ
る。前記トーンは暗号化されていてもされていなくても良く、必要に応じて前記装置で解
読できるものである。前記信号は、例えば赤外線または紫外線周波数のような１若しくは
それ以上の光周波数（固定または変調）で送信することができる。前記装置には、前記装
置の一部としてまたは前記装置の別個として、受光器を提供することができる。
【００１５】
　前記方法は、さらに、前記装置の使用制御を実行するために、前記装置にコードをイン
ストールする工程を含めてもよい。前記装置内のメモリ、プロセッサまたはその他のコン
ポーネント（例えば、ＳＩＭカード）に含める方法によって、前記使用制御コードをイン
ストールすることができる。前記方法はさらに、前記使用制御コードを有効化する工程を
含んでもよく、例えば、請求に応じてＳＩＭカードから装置のプロセッサへ前記使用制御
コードを送信することによって行うことができる。前記使用制御コードは前記装置に「電
波（Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ａｉｒ）」技術および／またはＷｉ－ｆｉ「ホットスポット」に
よって送信することができる。
【００１６】
　ある場合には、前記データ記録または送信動作を永久的に抑止するように，少なくとも
試みることが望ましいかもしれない。従って、前記方法には、前記動作に関する前記装置
内のコードを修正あるいは削除する工程、および／または前記装置によってそのようなコ
ードが実行／保存されるのを防止する工程を含めてもよい。
【００１７】
　前記方法には、前記ネットワークからの前記装置の切断を検出する工程と、前記切断の
際に捕獲データに関する通常の保存動作および／または通常の送信動作を防止および／ま
たは修正する工程を含んでもよい。
【００１８】
　前記方法は、（通常は前記携帯デジタル装置が特定の地理的位置または地域に位置する
際に）前記データ記録若しくは捕獲機能が企てた動作を検出する工程と、前記捕獲データ
に関する通常の保存動作および／または通常の送信動作を防止する工程とを含んでもよい
。
【００１９】
　「通常の保存動作」には、ユーザが前記装置を使用して前記データを検閲および／また
は操作できるような方法で、前記装置がメモリに前記データの保存を行う工程を含めるこ
とができる。「通常の送信動作」には、例えば画像メッセージ、メール、またはブルート
ゥース（登録商標）リンクによって、前記装置から他のエンティティに前記データを送信
するために、前記装置が行う工程を含めることができる。
【００２０】
　前記方法には、前記装置から前記捕獲データを削除する工程を含むことができる。さら
に前記方法には、例えばネットワークオペレータ（移動電話ネットワークまたはインタネ
ットサービスプロバイダ）、前記地理的位置／地域と関係がある警察／警備機関および／
または当局、および職場の場合は、例えば雇用者または人事部のようなセキュリティ当局
に、前記捕獲データを送信する工程を含んでもよい。前記データを捕獲しようと企てた前
記装置／ユーザの詳細（例えば、移動電話番号）も前記セキュリティ当局に送信されても
よい。従って、このような方法で傍受されたデータは「押収」されたと考えることができ
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、前記ユーザは該当する当局に通報される。
【００２１】
　前記方法は、前記特定の地理的位置または地域で、ソース識別信号を同報通信する工程
をさらに含んでもよい。前記ソース識別信号は、典型的には通常では人間には聞き取れな
い周波数を有する音声トーンを含んでもよい。また加えて、前記ソース識別信号は、一連
の光信号またはその他の光学特性を含めることができる。従って、前記ソース識別信号は
、前記位置／地域でその他の音／画像と共に捕獲された一種の音声／画像「透かし（ウォ
ーターマーク）」と考えることができ、前記捕獲データが特定の地理的位置／地域から発
生していることを識別する。前記検出する工程に、ネットワークを通して送信されたデー
タが前記ソース識別信号の記録を含むかどうかのチェックする工程を含んでもよい。従っ
て、前記ネットワークを通して前記捕獲データを送信しようとする企てが起きた場合、そ
の送信を防止／傍受し、代わりにセキュリティ当局に送信することができる。
【００２２】
　別の側面では、本発明はデータ記録若しくは捕獲機能を有する携帯デジタル装置の使用
を制御する方法を提供しており、前記方法は、前記データ記録若しくは捕獲機能の検出動
作を含み、前記捕獲データに関する通常の保存動作および／または通常の送信動作を防止
および／または修正する。いくつかの場合には、前記検出する工程は、前記携帯デジタル
装置が特定の地理的位置または地域に位置する場合にだけ実行することができる。
【００２３】
　別の側面では、本発明は、通信ネットワークを通したデータ送信を制御する方法を提供
しており、前記方法は、特定の地理的位置または地域にソース識別信号を同報通信する工
程と、前記ソース識別信号を含んだデータを前記ネットワークを通して送信する企てを検
出する工程と、前記ソース識別信号を含んだデータを送信する前記企てを防止および／ま
たは修正する工程とを含む。
【００２４】
　さらに別の側面では、本発明は、特定の地理的位置／地域に存在する（または存在して
きた）ことが検出された装置に関するデータを保存し、且つ前記存在する装置にデータを
送信する方法を提供する。
【００２５】
　さらに別の側面では、本発明は、通信ネットワークに接続できる携帯デジタル装置のデ
ータ捕獲機能を無効にする方法を提供しており、前記方法は、前記ネットワークからの前
記装置の切断を検出する工程と、切断の際に捕獲データに関する通常の保存動作および／
または通常の送信動作を防止および／または修正する工程とを含む。検出される前記切断
は、装置／ネットワークの機能不全（または前記ネットワーク範囲からの移動）および／
またはユーザ選択の切断によるものであってもよい。
【００２６】
　本発明は、音声記録および／または画像装置と、前記携帯デジタル装置が所定の地理的
位置または地域に位置するとき、および／または外部から生成した抑止信号への応対とし
て、前記音声記録および／または画像装置の動作を抑止する手段と、を含む携帯デジタル
装置にも広げられるものである。
【００２７】
　本発明はさらに、セキュリティモニタリングタステーションと、上述した１若しくはそ
れ以上の携帯デジタル装置とを含む通信システムにも広げられるものである。
【００２８】
　さらに、本発明は、今説明したようなシステムで使用されるセキュリティモニタリング
ベースステーションにも広げられ、前記セキュリティモニタリングベースステーションは
、禁止ゾーンでの携帯デジタル装置の存在を検出し、前記携帯デジタル装置に前記画像装
置の動作を抑止する信号を送信するように動作することができる。
【００２９】
　前記データ記録／捕獲装置が、画像／ビデオ以外のデータ、例えば数字／テキストデー
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タまたはソフトウェアプログラムなどを捕獲した場合、前記システムは、上述した前記画
像装置に対して使用したものに類似した様々な方法で、前記データ記録／捕獲の動作を抑
止するように動作することができる。
【００３０】
　現在、いくつかの国々ではカメラ電話のような装置が抑止されているので、これらの国
々では、データ記録／捕獲機能が最初から無効化された電話を提供することができる。し
かしながら、例えば前記電話がその国外に持ち出された場合などには、前記機能を有効化
することが望ましいかも知れない。また別の側面では、本発明は、通常は無効化されてい
るデータ記録また捕獲機能を有する携帯デジタル装置の使用を制御する方法を提供してお
り、前記方法は、前記携帯デジタル装置が所定の地理的位置または地域内（または外）に
位置するときに、前記データ記録と捕獲機能の動作を有効化することを含む。
【００３１】
　携帯デジタル装置の機能の増加がもたらすもう１つの結果は、装置が高価値な品物とな
り盗まれる怖れがあることである。そのような装置の保存能力量が増加することは、その
ような装置の紛失または盗難がユーザに深刻な結果を招くことを意味する。さらには、こ
のような技術がより広く利用可能になるにつれて、画像機能を有する携帯デジタル装置を
取得する子供の年令が下がってきている。
【００３２】
　上記例から、静止画または動画を捕獲し中央ステーションに送信できる設備を提供する
ことによって、安全性を向上させることができることに気が付いた。これによって、紛失
または盗難された携帯デジタル装置の回復を助け、法廷で使用することができる盗難のデ
ジタル証拠を提供し、さらには両親または保護者のような認可ユーザが彼等の子供がどこ
にいるかを探索する手助けになる。
【００３３】
　従って、この態様では、画像装置を含む携帯デジタル装置に関するセキュリティ情報を
捕獲する方法を提供しているが、これには、中央ステーションからの問合せまたは有効化
信号に応答して前記画像装置の動作を有効化することを含む。
【００３４】
　この態様において、前記中央ステーションで受信された画像データはその後の分析のた
めに保存することができ、またはルートを変更しセルラーネットワークまたはインターネ
ットを通して正式に認可されたユーザに送ってもよい。
【００３５】
　前記画像装置の前記信号有効化動作は多くの形式を取ることができ、ＳＭＳ信号または
ＳＩＭ更新、またはここに代表されるようなさまざまなその他の方法であってもよい。こ
のようにして、前記携帯デジタル装置は、中央ステーションまたは第３者ユーザのために
静止画または動画を捕獲および送信するように、プログラムまたは制御することができる
。
【００３６】
　別の側面では、本発明は、ＧＳＭまたはＧＰＲＳなどの移動通信のための一定形式のラ
ジオ送信器またはブルートゥース短距離ラジオ通信を含む、多機能携帯デジタル装置が飛
行機上でもたらす問題に対処する。このような装置は、飛行機に搭載されている有線シス
テムによる飛行を妨害し安全性を脅かすが、すべての乗客がこのような装置のスイッチを
切ったかどうか乗務員がチェックするのは現実的ではない。
【００３７】
　従って、この側面では、本発明は、飛行機などの機体内に設置できるセキュリティステ
ーションを含んだシステムを提供し、移動電話または多機能装置などの個人的デジタル装
置の一部をなす通信装置の動作を抑止する無効化信号を送信する。
【００３８】
　好ましくは、ユーザが他の機能を使用できるようにラジオ通信に関係のない前記装置の
機能が保たれるように、前記個人用デジタル装置が設定できることが望ましい。
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【００３９】
　当然のことながら、ここで説明した前記方法のいくつかは、別個エンティティおよび／
または遠隔エンティティによって施行できるものである。本発明の範囲は、このような協
同エンティティを単独でもまた合同でも包含するものである。
【００４０】
　上記で本発明を説明してきたが、本発明は上記または以下に提示する前記機能の独創的
な組合せにも広げられるものである。特に、本明細書に説明した独創的機能はソフトウェ
アとハードウェアの両方のアプリケーションで施行することができることには注意される
べきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　まず図１では、禁止ゾーン１０が示されており、ここでは部屋の形態で示されており、
携帯デジタル装置１４のカメラまたはビデオ画像捕獲装置１２の動作を防止することが必
要とされている。この実施形態では、前記携帯デジタル装置１４は、所定の信号を受信す
ると回路１６が前記画像装置１２の動作を抑止するように設計されている。これは、画像
捕獲を完全に防止するか、またはいったん捕獲された画像の送信を防止することによって
達成される。この実施形態では、前記回路１６は、前記禁止ゾーン１０へのドアのすぐ内
側に位置する低い範囲（レンジ）の送信器１８から放出される抑止信号に反応する。前記
部屋を出る際には、前記回路１６を有効化するもう１つの信号（非表示）の送信によって
、前記カメラ／ビデオ機能を回復することができる。この配置では、前記禁止ゾーンは唯
１つのアクセスポイントを通してアクセスが可能なので、前記携帯デジタル装置１４の位
置を完全に確定することが必ずしも必要ではなく、前記システムが必要とするものは、前
記通信装置が前記ゾーン１０の中に持ち込まれたかまたは持ち出されたかを知るだけであ
る。
【００４２】
　第２の実施形態に関して、モニタリングステーション２０は、個人用通信装置２４が前
記抑止スペース１０に入場したのを検出する検出器２２に接続されている。このような入
場を検出すると、前記モニタリングステーション２０は前記個人用通信装置２４に抑止信
号を送信して、前記抑止回路２６が前記カメラ２８の動作を抑止する。これらの実施形態
のいずれかで、前記画像データの捕獲を抑止するのに追加してまたはその代りに、前記抑
止信号を他の非画像データの捕獲抑止に使用できる。
【００４３】
　図３の第３の実施形態に関して、ここでは前記携帯デジタル装置３０がＧＰＳモジュー
ルを含んでおり、そのためＧＰＳシステムを使用してその場所を確定することができる。
その場所を確定したら、前記携帯デジタル装置は前記位置を識別する情報をモニタリング
ステーション３２に送信して、前記携帯デジタル装置３０が前記禁止ゾーン内側にあるか
どうかを確定する。内側にある場合は、前記モニタリングステーションは前記携帯デジタ
ル装置３０に抑止信号を送信して、前記カメラ／ビデオ３４の動作を防止する。当然のこ
とながら、前記システムを修正して、前記携帯デジタル装置３０それ自体が前記禁止ゾー
ン内側にあるかどうか確定することもできる。この場合、内側にあることが分かれば、前
記カメラ／ビデオ３４の動作を抑止するか、または前記電話を無効化する前記ネットワー
ク／システムプロバイダに信号を提供する。
【００４４】
　図４に関して、携帯デジタル装置４２の紛失が報告された場合に、搭載されているカメ
ラ／ビデオ装置４０の有効化を許容するように設計されたシステムの概略を示したもので
ある。この例では、前記携帯デジタル装置４２の所有者が前記ネットワークプロバイダに
通告すると、前記ネットワークプロバイダが前記携帯デジタル装置に有効化信号を発し、
前記装置が画像を捕獲して、それを前記ネットワークプロバイダに送信するようにする。
前記画像データは１若しくはそれ以上の静止画またはビデオクリップであってもよい。前
記ネットワークプロバイダは、それらを前記携帯デジタル装置の前記合法的所有者および
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／または前記当局に転送して、前記携帯デジタル装置の追跡と回収を可能にする。このシ
ステムの別の使用法は、付添いのない未成年者の追跡を可能にする場合である。
【００４５】
　図５に関して、この装置の実施形態では「ブルートゥース」技術を使用して、移動（セ
ル）電話の一部を形成しているカメラモジュールの動作を抑止する。携帯電話の商業的範
囲は発展を続けているが、現在典型的な好評カメラ電話装置にはノキア３６５０と７６５
０、ソニーエリクソンＰ８００、サムスンＳＧＨ－Ｖ２０５、サムスンＶ２００、サンヨ
ーＳＣＰ－５３００およびシャープＧＸ１０ｉがある。この実施形態には、２つの主なコ
ンポーネントがあり、それはカメラ電話カメラアプリケーションとＰＣアプリケーション
である。前記カメラ電話のカメラアプリケーションは「カメラレストリクタ」と呼ばれる
新しいブルートゥースサービスの通知もする単純な写真撮影アプリケーションで、ブルー
トゥース発見の手順中に遠隔装置によって発見できる。前記ＰＣアプリケーションは（そ
の他のオペレーティングシステムを排除するものではないが）典型的なウィンドウアプリ
ケーションで、プログラムのブルートゥース・スタックパッケージソフト（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ　ｓｔａｃｋ　ｓｕｉｔｅ）を使用して装置の照会を実行して範囲内にあるブルー
トゥース装置を識別し、ブルートゥース発見の手順中に「カメラレストリクタ」サービス
を通知するそれらの装置にメッセージを送って、前記写真撮影アプリケーションを無効化
する。
【００４６】
　前記電話の前記カメラアプリケーションと前記ＰＣアプリケーションは、ブルートゥー
スの直列接続を通して通信する。前記ＰＣアプリケーションは前記ユーザからの入力を必
要とせず、前記ＰＣの範囲内にあるブルートゥース装置についての情報を表示して、「カ
メラレストリクタ」サービスを通知しているそれらの装置に自動的に接続する。前記カメ
ラアプリケーションは、前記ユーザが写真撮影をするのを許容する（しかし、写真は前記
装置には保存されない）。前記ユーザは前記制限機能を制御しないが、（前記ＰＣアプリ
ケーションからの無効信号を受信して）前記カメラが制限された場合、前記最新制限メッ
セージを受信した時と前記制限が解除されるべき時（その時にそれ以外のメッセージを受
信しなかったと想定して）を示すメッセージが表示される。
【００４７】
　図５の左上に示した前記レストリクタアプリケーションはウィンドウアプリケーション
で、ブルートゥーススタック（典型的な例は、ウィンドウＸＰプラットフォームＳＤＫに
含まれているスタックまたはＷｉｄｃｏｍｍスタックである）を使用して、範囲内の全て
のブルートゥース装置とそれらが提供するサービスを列挙する。装置の検出がいったん終
了すると、「カメラレストリクタ」サービスを通知する各装置に接続して、簡単な連続メ
ッセージを送付する。前記アプリケーションは、範囲内の装置を検出して、前記「カメラ
レストリクタ」サービスを通知するそれらの装置に接続し、データを送付するという活動
を継続的に繰り返す。前記レストリクタアプリケーションは、制限区域内の複数の装置を
監視／レポートする能力を有することができる。
【００４８】
　前記レストリクタアプリケーションへのユーザインタフェースは相互作用を許容せず、
単に装置一覧と各装置の情報を表示するだけである。この特定の例では、各装置の以下の
情報が前記主要実行ループによる配列で保存される。　
　・装置ＩＤと名称
　・装置タイプ
　・通知されるカメラレストリクタサービス
　・装置が最後に見られた時
　・装置に連続メッセージが最後に送付された時（該当する場合）
【００４９】
　装置が所定の時間中に検出されなかったときは前記配列から削除され、その結果、前記
ディスレイにはもはや表示されない。図５の右上の電話受話器にあるカメラアプリケーシ
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ョンは、ユーザが移動電話の内蔵カメラを使用して写真撮影するのを可能にする。これは
単純化されたカメラアプリケーションで、画像はメモリに保存されず、ファインダでのプ
レビューも提供しない。前記カメラアプリケーションが起動する際に、「カメラレストリ
クタ」と呼ばれるブルートゥースサービスも通知する。前記「カメラレストリクタ」サー
ビスを使用したブルートゥース接続が生じると、直列接続が自動的に樹立されてフラグが
設定される。このフラグが設定されている間は、前記オプションの写真撮影はもはや前記
ユーザには利用可能ではなくなる。また、前記電話が制限区域内にあることを示すメッセ
ージが表示される。そうするとタイマーが始動して、それが所定の値に至ると前記カメラ
機能が復元される。しかし、「カメラレストリクタ」サービスへの接続をさらに受信する
と、タイマーが再設定されて前記カメラ機能が継続して抑制される。
【００５０】
　上記実施形態において、前記カメラアプリケーションの起動と前記写真撮影機能の有効
化との間、および前記ＰＣアプリケーションが「カメラレストリクタ」サービスを検出し
てから前記写真撮影機能を抑止するコマンドを送付する間には限られた長さの時間がある
かもしれない。従って、修正では前記カメラアプリケーションを修正して、カメラアプリ
ケーションの起動と写真撮影全機能との間のずれを補うようにすることができる。
【００５１】
　また、前記カメラアプリケーションではなく前記オペレーティングシステムによって前
記「カメラレストリクタ」サービスを通知および取り扱って、カメラアプリケーションが
実行されるかなり前に前記カメラを確実に無効化するようにすることができる。
【００５２】
　上述した実施形態は、前記ＰＣのブルートゥースアンテナ範囲内（典型的には１０メー
トル位）の多数装置を操作するのに使用することができる。
【００５３】
　前記移動電話は、ブルートゥースが恒常的に有効化されているように設置されているこ
とが望ましく、また前記電話がある装置からブルートゥース依頼を自動的に受信するよう
に設定されていることが望ましい。従ってこの実施形態では、前記電話が、前記カメラ制
限ソフトウェアを実行しているＰＣからブルートゥース依頼を自動的に受信するように設
定されていることが望ましい。
【００５４】
　写真撮影が抑止されている区域が比較的広い場合、上記に説明したのと同じように動作
する複数ＰＣを設定して拡張区域を保護できることは評価されるべきである。
【００５５】
　前記レストリクタアプリケーションは、ＧＳＭのような中央データベースへの適切なア
ップリンクを使用して、前記レストリクタアプリケーションの地理的位置を確認し、それ
によってインストールが抑止されている前記装置の地理的位置を確認する。
【００５６】
　図６に関して、本発明に従った別の実施形態の概要が示されている。
【００５７】
　この実施形態は２つの要素、即ちクライアントコンポーネントとサーバコンポーネント
とから成り立っている。
【００５８】
　クライアントコンポーネント
　このコンポーネントは、（カメラなどの）あるサービスが抑止されているモバイル機器
で実行される。前記サーバコンポーネントと通信して、前記サービスが抑止されている地
域内に前記電話が所在しているかどうかを確定する責任がある。
【００５９】
　サーバコンポーネント
　このコンポーネントは、サービスが制限されている事務所内または一般区域内にある中
央「サーバ」で実行されても、またはある遠隔サーバ要素で（恐らく有線または無線のＬ
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ＡＮまたはＷＡＮ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、またはその他の移動通信ネットワークを介して）
実行することができる。これは、クライアントコンポーネント、モバイルネットワークま
たはその他のシステム若しくは装置、またはそれらの組合せから情報を受信する。この情
報から、前記クライアントコンポーネントを含んでいる前記モバイル機器内の１若しくは
それ以上のサービスまたは装置が抑止されているかどうかを決定する。前記サービスが制
限されている区域にある間は、前記装置の抑止ステータスを規則的にリフレッシュする責
任を持つ。
【００６０】
　図７に関して、前記携帯装置で実施される機能制限ソフトウェアの実施形態によって実
行される工程を図示したものである。前記機能制限ソフトウェアが前記装置の他のソフト
ウェアによって迂回されないように、前記ソフトウェアが前記装置の前記カメラ機能にア
クセスできる唯一の方法であることが理想的である。前記例では、前記装置がブルートゥ
ース（登録商標）機能を有する移動カメラ電話を有している。プロセスは工程７００で始
まり、工程７０２で前記カメラは、既知のブルートゥース（登録商標）技術を使用した前
記カメラリストリクタソフトウェアが設定されていることを通知する。例えば、前記カメ
ラリストリクタソフトウェアは、０ｘ１００５Ｂ８Ｂの一意の識別器（ＵＩＤ）を有する
ブルートゥース（登録商標）連続ポートクラスサービスとして通知することができる。こ
のポートを通じてテキストデータを受信した際は、前記ソフトウェアは前記装置を動作制
限モードにスイッチできる。
【００６１】
　工程７０４では、前記装置のメモリに「カメラ制限（レストリクタ）」クッキーが存在
するかどうか訊ねる。これは前記装置が、カメラ使用が制限されているかどうかを決定す
る１つの例であるが、このようなチェックを実行する他の方法があることを熟練者は評価
するであろう。前記例では、前記装置が動作制限モードにスイッチされるごとに、空ファ
イル（例えば、"Ｃ：/ｒｅｓｔｒｉｃｔｏｒ.ｄａｔ"）が作成且つ保存される。このファ
イルは、前記装置が制限モードにあることを示す「クッキー」として使用される。前記ユ
ーザが前記ソフトウェアを終了して再起動する場合、このクッキーファイルが存在すると
、前記カメラ機能が前記制限モードで再起動されることを示す。これは有効なブルートゥ
ース（登録商標）サービスを閉じることによって、ユーザが前記カメラ制限ソフトウェア
を回避するのを防止する意図がある。工程７０４で訊ねられた前記質問への回答が肯定で
あった場合は、制御が工程７０６に移行し、そこでは前記電話の前記カメラ機能が無効化
されるので、前記装置は写真を撮影または表示することができない。前記ソフトウェアは
、前記装置が制限区域にあるというメッセージを画面に表示することができる。この工程
の後、工程７０８で「カメラアンロック」タイマー（例えば、４５秒持続）が開始され、
工程７１０で前記タイマーはデクリメントされる。前記タイマーの残余秒数が前記装置の
画面に表示することができる。工程７１２では、「カメラアンロック」タイマーが失効し
たかどうかについて質問される。失効していない場合には制御は工程７１４に移行するが
、そうでない場合には、前記カメラレストリクタクッキーファイルが削除され制御は工程
７１６に移行する。
【００６２】
　工程７１４では、前記カメラが制限ゾーンに入ったかどうか質問される(例えば、前記
の現行「アンロック」タイマーが失効する前に、前記カメラが写真の抑止されている区域
に入ったかどうか)。この質問の回答が否定であった場合には制御は工程７１０に戻り、
そうでない場合には制御は工程７０６に戻り、前記カメラの無効は継続し、前記「アンロ
ック」タイマーが再起動される。
【００６３】
　工程７０４での質問への回答が否定であった場合は、制御は７１６に移行し、前記電話
の前記カメラ機能は有効化される。工程７２０では、前記カメラのファインダが更新され
、工程７２２では前記カメラが制限ゾーンに入ったかどうか質問される。この質問への回
答が肯定であった場合には制御は工程７０６に移行され、そうでない場合には制御は工程
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７２４に移行する。
【００６４】
　肯定７２４では、写真撮影が行われたかどうか質問される。この回答が否定であった場
合には制御は工程７２０に戻り、そうでない場合には制御は工程７２６に移行し、前記捕
獲画像が前記電話に表示される。
【００６５】
　図８に関して、前記サーバコンポーネントが実行するプロセスが工程８００で開始され
、工程８０２では、前記サーバが前記制限ゾーン内でブルートゥース（登録商標）装置を
検索する。工程８０４では、前記検索が完了したかどうかのチェックが実行される。前記
チェックが完了していない場合には、工程８０６で新装置が見付かったかどうか質問され
る。これへの回答が否定であった場合には、制御は工程８０４に戻る。工程８０６で新装
置が見付かった場合には、制御は工程８０８に移行して、そこで前記の見付かった装置が
サーバによって保存されている既知装置一覧に追加される。前記装置クラス、前記装置ユ
ーザ識別子および装置の分かりやすい名称に関するデータが保存することができる。前記
サーバコンポーネントは、セキュリティモニタリングタステーションで、この情報を格子
またはスプレッドシートスタイルの表示である標準制御一覧によってユーザに表示するこ
とができる。このようにして前記ユーザは、範囲内の既知装置一覧を迅速に検査して、ど
の装置にカメラ制限ソフトウェアが設定されているか、および現在非有効の装置のうちど
れが写真撮影できないか調べることができる。工程８０２から８０８までは前記プロセス
の「発見サイクル」と考え、残余工程は「制限サイクル」と考えることができる。
【００６６】
　工程８０４での質問の回答が肯定である場合には、制御が工程８１０に移行し、そこで
見付かった各装置が順番にプロセスされる。工程８１２では、プロセスされている装置に
前記カメラ制限ソフトウェアが設定されているかどうか質問される。前記サーバプロセス
が前の発見サイクルで出会わなかった装置を見付けた場合は、前記装置が提供するブルー
トゥースＴＭサービス一覧を取得する。特に、前記サーバプロセスは前記装置が前記カメ
ラ制限ソフトウェア（例えば、０ｘ１０００５Ｂ８ＢのブルートゥースＵＩＤに基づいた
）を実行しているかどうか決定する。装置間の接続プロセスを加速するには、装置を一度
だけ接続し前記セッションハンドルを記録する必要があるだけである。従って前記サーバ
プロセスは、セッションハンドルがオープンである装置と、このサイクル中に検出された
装置とに制限コマンドを送付する。
【００６７】
　工程８１２での前記質問の回答が肯定であった場合には、制御は工程８１４に移行し、
そこでは前記サーバプロセスが前記レストリクタポートを通して制限信号を前記装置に送
付する。これは文字ストリング形式（例えば、「レストリクタ６０００」）でもよく、こ
れは前記装置の前記制限ソフトウェアをトリガーして制限モードに切り替える（図７の工
程７０４と比較）。典型的には、この制限プロセスは千分１秒中に発生する。それから制
御は工程８１０に戻り、その他の装置のプロセスを行う。
【００６８】
　工程８１２での質問の回答が否定であった場合は、制御は工程８１６に移行する。この
工程では、前記一覧中の全ての装置がプロセスされているかどうか質問される。そうでな
い場合には制御は工程８１０に戻り、そうでない場合には制御は工程８０２に戻り、前記
サーバプロセスが前記発見サイクルに戻る。
【００６９】
　タイミングとラジオの状態によって、カメラを発見してからカメラ電話を無効化するま
での時間には変動があり、最大約３０秒である。この約３０秒間は、理想的な条件下では
、前記サーバプロセスが３０秒間で２つの発見モードサイクルと８つのサービス発見依頼
を実行できるという想定から導き出されたものである。従って、装置は１５秒以下で無効
化できる。いったん前記サーバプロセスが装置への確立した接続を発見したら、前記サー
バプロセスは前記装置にそれ以上のサービス発見を実行する必要はない。既知装置に対す
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る前記サービス発見サイクルの必要がないので、これはパーフォマンスを改善する。基礎
となるブルートゥースＴＭタイミングは様々なラジオ状態下で変化するので、これらのタ
イミング計算は例を示すだけであることには注意されるべきである。
【００７０】
　上記実施形態では、適切な装置のあるＰＣには、保護区域のベースステーションとして
動作するようにソフトウェアをアップロードしてもよく、本発明は、適切に設定されたコ
ンピュータがベースステーションとして動作するように制御するプログラムにまで拡大す
ることができる。同様に、前記ソフトウェアを無線ゲートウェイにアップロードして、前
記無線ゲートウェイをベースステーションとして動作させてもよい。前記モバイル機器に
適切なシステムソフトウェアをロードする方法は、下記「クライアントにソフトウェア／
ハードウェアをインストールする方法」の項で説明する。
【００７１】
　カメラまたは他のデータ捕獲アプリケーションを無効化するためのクライアント装置（
電話受話器、個人用デジタル補助装置など）との通信方法
　当然のことながら、図７と８の前記ブルートゥース（登録商標）実施形態以外に、前記
データ捕獲機能を無効化する信号を前記携帯装置へ送信する方法を実施できる。これには
ラジオ送信―（ＧＳＭ、ＧＰＲ、３Ｇ、ｉモード、ＵＭＴＳ、ＵＷＢ、ＣＤＭＡなど）が
ある。前記セル／ノードアンテナと前記クライアントとの間の通信は、さまざまな国々に
よって変動する認可帯域で動作する前述の標準によって促進できる。この概念には、前記
クライアントアンテナとラジオ強度によって決定される小さなまたは大きな区域内で、前
記クライアントとの通信を提供する「セル」またはノードアンテナのインストールを含む
。現在のところ、ＧＳＭでは、クライアントとサーバ／ノードとの通信は９００Ｍｈｚ（
メガヘルツ）と１．８Ｇｈｚ（ギガヘルツ）との間の周波数で行われる。３Ｇでは、セル
アンテナとクライアントとの間の通信は約２Ｇｈｚである。将来は、より高いまたは低い
周波数で通信するその他の標準が認可することができる。前記プライベート地域で前記地
域のすべての電話と通信する場合には、前記ノードまたは「セル」はさまざまなタイプの
クライアントのさまざまな周波数で通信する必要があるであろう。
【００７２】
　ライセンスフリー周波数でのラジオ送信－前記サーバ／ノードはライセンスフリー周波
数を使用して前記クライアントと通信できる。これらの信号は安全性を確保するために暗
号化する必要があるかもしれないし、ないかもしれない。この実施形態はスペクトラム拡
散技術を含む、異なった変調技術を有することができる。この変形では、アップルが製造
する「ｉｐｏｄ」ＭＰプレーヤーへの「ｉｔｒｉｐ」ｆｍ送信器で使用されるようなａｍ
またはｆｍラジオ信号を送信する。前記アプリケーションでは、従来のＦＭラジオによっ
て受信できる特定の周波数で通信して、前記ｉｐｏｄから前記ラジオに音楽を送信する。
特にここで説明した前記システムでは、前記サーバ／ノードが同じような周波数で前記ク
ライアントと通信して、前記カメラまたは他のアプリケーション機能を無効化する。さら
には、前記サーバ／ノードは無線で管理するか、または周期的に前記特定の通信周波数を
変更して前記システムの安全性を改善する。
【００７３】
　音声通信－前記サーバ／ノードは前記クライアントのマイクロホーンおよび／または他
の音声レシーバによって受信できる特定の音声信号を放出して、前記クライアント（受話
器）と通信できる。この音声通信は普通の聴覚帯域の外にある周波数であってもよい。こ
のトーンは暗号化されてもされなくともよい。
光通信－前記サーバ／ノードは、人間の目に見えるまたは見えない（赤外線または紫外線
）光周波数（固定周波数または変調）で前記クライアントと通信できる。前記クライアン
トの受光器は別個でもまたは前記カメラでもよい。
【００７４】
　前記クライアントにソフトウェア／ハードウェアをインストールする方法
電波「ＯＴＡ」技術－前記システムの前記ソフトウェアコンポーネントは、ＯＴＡシステ
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ムを通した前記ネットワークプロバイダによって、前記クライアントに送信およびインス
トールできる。電波（ＯＴＡ）は、無線通信システムのアプリケーション関連情報の送信
と受信の標準である。前記標準は、ノキア（Ｎｏｋｉａ）、ＳｍａｒｔＴｒｕｓｔおよび
その他によってサポートされている。
【００７５】
　ＯＴＡは通常はショートメッセージサービス（ＳＭＳ）といっしょに使用されるが、Ｓ
ＭＳは移動電話を従来の目的に使用している最中でも、小さなテキストファイルを送信で
きる。このようなファイルには、ショートメッセージと小さなグラフィックに加えて、登
録起動の指図、銀行取引、着信音および無線アクセスプロトコール（ＷＡＰ）設定を含め
ることができる。ＯＴＡメッセージはユーザプライバシとデータ機密を保証するために暗
号化できる。
【００７６】
　最近は、ＯＴＡシステムはさらに進歩を遂げ、その登録クライアントにより高性能なア
プリケーションをインストールする能力をネットワークプロバイダに与えている。このよ
うなシステムでは監視／レポート機能も提供できる。
【００７７】
　ＳＩＭカード－前記システムの前記ソフトウェアはＳＩＭカード内に潜在することがで
き、前記ＳＩＭカードから前記クライアントのマイクロプロセッサにアップロードできる
。
マイクロプロセッサ－前記システムの前記ソフトウェアは前記クライアントで使用される
マイクロプロセッサにインストールできる。この例には、テキサスインスツルメント「Ｏ
ＭＡＰ」ロセッサ、ケンブリッジシリコンラジオが製造するようなブルートゥース（登録
商標）アプリケーションプロセッサまたはセントラルマイクロプロセッサ用のＡＲＭプロ
セッサを含む。
オペレーティングシステム－前記システムの前記ソフトウェアコンポーネントは、前記ク
ライアントのオペレーティングシステム内で利用可能である。この実例には、シンビアン
、マイクロソフトスマートホーンＯＳおよび製造業者特定のオペレーティングシステムが
ある。
ホットスポット（Ｗｉ－ｆｉ）－前記システムの前記ソフトウェアコンポーネントは、区
域の無線「ホットスポット」を通して前記クライアントに送信できる。
【００７８】
　前記システムのその他の実施形態について今から説明する。
有効化する能力を有するカメラ機能を標準としては無効化する。
【００７９】
　上述した前記実施形態では、特定の地域またはゾーン内側で画像／データ記録機能を無
効化することに主に焦点を絞った。しかし、カメラ電話の完全抑止は今日ではますます標
準的になりつつあり、例えば、サウジアラビアではカメラ電話は全国的に抑止されている
。それに従って、前記システムの前記画像機能を標準では無効化し、特定の地域またはゾ
ーンに入った時にその機能を有効化するようにする。サウジアラビアに例をとれば、全て
のカメラ電話は標準としては（全ての公共地域に影響する）無効化されるが、特定の地域
（私的住居）に入れば前記機能が有効になる。この実施形態では、「有効化」地域にノー
ド／サーバをインストールすることが必要になる。
【００８０】
　機能の完全な無効化
　前記システムでは、前記ソフトウェアを使用して前記カメラ機能を恒久的に無効化する
ように修正できる。今日では、ほとんどのクライアントは内臓カメラ付きで発送されるよ
うになって来ている。これらのハイエンドクライアントは総合的な機能レベルが高いので
、必然的に大きな企業組織に販売されるが、これらの企業の顧客は施設内でのカメラ使用
をますます抑止する傾向にある。従って、前記システムを使用して前記カメラ機能を恒久
的に無効化する意図を持つこのような企業にも、このようなハイエンド電話なら販売でき
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ることになる。
【００８１】
　更なる機能
　更なる実施形態では、前記ノードの前記サーバ／ノードコンポーネントを携帯式にして
、ある個人が私的場所の一定地域内で「ワイアレス・プライバシー・ゾーン」を作成する
能力を付与することができる。前記ノードは、前記クライアントに内在することができる
し別個ハードウェアであってもよい。
【００８２】
　政治家、映画スターおよびその他の有名人が、多くのパパラッチまたはカメラ電話で武
装した一般市民から、かれら個人、画像または「ブランド」を不正に撮影される犠牲にな
ることが増えてきている。前述の概念では、ある区域での不正な画像撮影を効果的に無効
化できる。別のシナリオでは、自動車および電車衝突を含む大事故現場で一般市民がカメ
ラ／ビデオ電話画像を撮影しているのが目撃されている。このような画像がいったんイン
ターネットを通して普及すると、犠牲者自身はもとより犠牲者の友人または家族にとって
大きな心配の種になる。このことを考えると、携帯ノードが緊急車両（救急車、警察、消
防車）内で使用できるまたは救急隊員自身によって使用できる機能があれば、事故現場で
の不正な写真撮影を無効化できる。
【００８３】
　さらなるノード／リピータとしてのクライアント（受話器）
　前記該当ソフトウェア／ハードウェアを有するクライアントは、前記信号無効化を強化
するための追加的ノードまたはリピータとして使用できる。このような状況では、レジャ
ーセンターのような公共区域で、その特定の場所で使用されるクライアントの平均数に対
する画像機能を無効化する複数ノードがインストールされているかもしれない。年度のあ
る時期には、前記レジャーセンターは異常な人数とそれに伴う受話器が訪れるので、前記
既成ノードインフラでは充分に無効化できない。このような例としては、前記センターの
メインホールでの大きな音楽コンサートがあげられる。この実施携帯では、前記ゾーンに
入場する各クライアントが前記信号を強化するリピータノードとして動作するので、クラ
イアント数が多ければ多いほど前記信号が強くなり、前記カメラまたは他の機能の機能を
無効化する蓋然性が高くなる。
【００８４】
　規格「ワイアレス・プライバシー・ゾーン」で使用される非規格受話器
　非規格受話器（例えば、ここで説明した前記システムを実行するための前記ソフトウェ
アの全部または一部を有しない）が保護区域（ノードがインストールされている人工的安
全ゾーン）で画像を不正に撮影するために使用されることが時々生じる。この状況では、
さらなるセキュリティ手段を講じなければならない。この手段では、前記画像がいったん
撮影されＧＳＭネットワークおよび／またはＩＳＰ（インターネットを通して送付される
場合）などのネットワークを通して送信する企てが生じた場合に前記画像を没収しようと
する。前記ネットワークは前記画像をフィルタ且つ没収し、および雇用者、警察などの該
当する当局に警告するように設定することができる。前記システムは、音声および／また
は視覚技術を使用できる。前記音声形式では、前記ノードが暗号化トーンまたは「透かし
」を放出するが、これは前記データ記録セッション内では捕獲されるが人間の耳には聞え
ない。ＧＳＭまたはインターネットを通していったん送付されると、前記音声ファイルが
指定安全ゾーンで不正に記録されたことを該当フィルタが認知し、「それを撤回」または
没収する。この段階で、前記ネットワークプロバイダまたはＩＳＰは、前記指定安全ゾー
ンのコーディネータに、特定の電話番号を有するある個人がこの安全ゾーンで特定の記録
を撮影したことおよびその特定の時間を通知することができる。
【００８５】
　前記視覚形式では、前記ノードが一連の光信号またはその他の光学特性を放出するか、
または前記ブライベートゾーンが一定の光学特性を備えていてもよい。これらの特性は前
述システムによってフィルタすることができ、および前記犯人を法に基づいて裁くことが
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できる。これらの光学特性は、機密文書内および機密工場施設と機械類に、自動車製造業
者が開発中の自動車につける特別マークなどの「透かし（ｗａｔｅｒｍａｒｋｉｎｇ）」
を含めることによっても使用できる。
【００８６】
　規格電話の音声／視覚透かしの認知
　電話が前記の該当無効化機能を有していても、前記ＧＳＭ、ブルートゥースまたは他の
通信方法が機能不全である状況下では、前記システムは前記画像が送付されるのを阻止す
る二次的方法を使用する必要が出てくる。前記システムは、透かし画像および／または音
声を没収／削除でき、および出来れば前記ネットワークプロバイダに警告できる機能を有
することが必要である。
特定の区域でクライアントにメッセージを通信するのに使用するノードインフラ
　前記システムによって代表されるインフラでは、ノードを使用して規格クライアントと
通信する。これは、特定の区域内側に無線ネットワークを作成する。このネットワークは
さらに、前記クライアントを使用する個人に特定の情報を広めるのに利用できる。例を事
務所にとれば、次の火災予防訓練についての時間などの適切な情報を該当する最も近い非
常出口の詳細情報とともに、クライアントに送付できる。同様に、前記ネットワークはシ
ョッピングモールで直接マーケッティングの道具として使用でき、クライアントがいった
ん前記ショッピング区域またはゾーンに入ったら、店の場所および特別奉仕品を前記クラ
イアントに通信できる。他の例には、映画館の休憩所でのフィルムクリップのストリーミ
ングがある。
【００８７】
　電話がオフの場合のカメラ機能
　あるハイエンド受話器、例えばハンドスプリングトレオ(Ｈａｎｄｓｐｒｉｎｇ　Ｔｒ
ｅｏ)ではその中核通信手段（例えば、ＧＳＭ）がオフでも、写真画像を撮影できる。こ
の状況では、前記システムは複数の方法でさらに強化できる。第１に、前記ＧＳＭ機能が
オフでも、前記ソフトウェアがブルートゥース（登録商標）、赤外線、Ｗｉ－Ｆｉなどの
他の通信方法を利用してカメラ使用を確実に無効化できるようにする。第２には、ラジオ
通信がいったんオフにされたら、前記システムと該当ソフトウェアが前記カメラ機能を標
準として強制的に無効化するようにできる。第３には、前記システムを前記クライアント
ソフトウェアに併合し、前記プライベートゾーンにいる間は、写真が添付されている場合
には送信を無効化するようにする。
【００８８】
　ＭＰ３プレーヤーとＵＳＢ携帯ドライブ
　ますます「ｉｐｏｄ」のようなＭＰ３プレーヤーおよび他の携帯ドライブが、画像を保
存し音声を記録する能力を有するようになってきている。前述のシステムは、これらの装
置も対象として、保護場所での記録を阻止する。
【００８９】
　音声記録
　２Ｇと３Ｇの受話器は両方とも、かなりの量の音声データを記録する能力を有する。上
記の例は熟練者によって、カメラまたは同様のものを無効化して画像を捕獲しないように
する代わりに（またはそれに追加して）、マイクでの音声捕獲を無効化するように適用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
　本発明はさまざまな方法で実行できるが、付属の図面への参照を行いつつ、その実施形
態をその実施例としてのみこれから説明する。
【図１】図１は、携帯デジタル装置のカメラ／ビデオの動作を抑止するように設計された
システムの第１の実施形態の概略図である。
【図２】図２は、携帯デジタル装置のカメラ／ビデオ配置の動作を抑止するように設計さ
れたシステムの第２の実施形態の概略図である。
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【図３】図３は、携帯デジタル装置のカメラ／ビデオ配置の動作を抑止するように設計さ
れたシステムの第３の実施形態の概略図である。
【図４】図４は、装置の紛失または盗難が報告された際に、カメラまたはビデオが有効化
できる携帯デジタル装置の概略図である。
【図５】図５は、本発明の第５の実施形態の概略図である。
【図６】図６は、クライアント／サーバ配置に基づいた、本発明の第６の実施形態の概略
図である。
【図７】図７は、クライアントベースプロセスの１つの実施形態で実行される工程を示し
たフローチャートである。
【図８】図８は、サーバベースプロセスの１つの実施形態で実行される工程を示したフロ
ーチャートである。

【図１】 【図２】
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