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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受
信がなされる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、前記第１の通信網とは
異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して
送受信がなされる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され
、操作対象となる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して前記対象端
末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された
電子メールを前記第２の通信網を介して操作するための電子メール操作システムであって
、
　前記第１の電子メール操作装置は、
　前記第１の通信網と前記第２の通信網とにおいて前記対象端末を特定するために共通し
て用いられる情報である対象端末情報と、前記第１のメールアドレスと、を対応付けて格
納する端末情報格納手段と、
　前記第１のメールアドレスと、前記電子メールを特定する情報と、が含まれた前記電子
メール操作要求を受信する電子メール操作要求受信手段と、
　前記操作要求受信手段により受信された前記電子メール操作要求に含まれる前記第１の
メールアドレスに基づいて、前記端末情報格納手段を参照して、前記第１のメールアドレ
スに対応付けて格納される前記対象端末情報を取得する対象端末情報取得手段と、
　前記第２の通信網に対して、前記対象端末情報と、前記電子メールを特定する情報と、
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が含まれる前記電子メールの操作要求を送信する電子メール操作要求送信手段と、
　を備え、
　前記第２の電子メール操作装置は、
　前記第１の電子メール操作装置から送信される前記操作要求を受信する操作要求受信手
段と、
　前記操作要求受信手段により受信された前記操作要求に含まれる前記対象端末情報によ
り特定される前記対象端末に対して、前記電子メールを特定する情報により特定される電
子メールの操作を指示する電子メール操作指示を送信する操作指示送信手段と、
　を備えることを特徴とする電子メール操作システム。
【請求項２】
　前記第２の通信網は複数の通信網からなり、
　前記端末情報格納手段は、前記複数の通信網のうち前記対象端末が接続する通信網を特
定する情報である通信網情報を、前記第１のメールアドレスにさらに対応付けて格納し、
　前記対象端末情報取得手段は、前記端末情報格納手段を参照して、前記第１のメールア
ドレスに対応付けて格納される前記対象端末情報と、前記通信網情報と、を取得し、
　前記電子メール操作要求送信手段は、前記第２の通信網に含まれる通信網のうち、前記
通信網情報により特定される通信網に対して、前記対象端末情報と、前記電子メールを特
定する情報と、が含まれる前記電子メールの操作要求を送信することを特徴とする請求項
１記載の電子メール操作システム。
【請求項３】
　前記第１の電子メール操作装置は、
　前記第１のメールアドレスに対して送信された前記電子メールを特定する情報と、前記
電子メールの送信者を特定する情報と、を対応付けて格納する履歴情報格納手段をさらに
備え、
　前記電子メール操作要求受信手段は、前記第１のメールアドレスと、前記電子メールを
特定する情報と、前記電子メール操作要求の送信者を特定する情報と、を含む前記電子メ
ール操作要求を受信し、前記電子メールを特定する情報に基づき、前記履歴情報格納手段
を参照して、当該電子メールの送信者と、前記電子メール操作要求の送信者とが一致する
か確認し、一致しない場合は、前記電子メール操作要求に係る処理を中止することを特徴
とする請求項１又は２記載の電子メール操作システム。
【請求項４】
　前記第１の電子メール操作装置は、
　前記第１のメールアドレスに対して送信された前記電子メールを特定する情報と、前記
通信端末に対する前記電子メールの配信の有無を特定する情報と、を対応付けて格納し、
配信情報格納手段をさらに備え、
　前記電子メール操作要求受信手段は、前記電子メールを特定する情報に基づき、前記配
信情報格納手段を参照して、当該電子メールの前記対象端末に対する配信の有無を確認し
、当該電子メールが前記対象端末に対して配信されていない場合は、前記電子メール操作
要求に係る処理を中止することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の電子メ
ール操作システム。
【請求項５】
　第１の通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受
信がなされる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、前記第１の通信網とは
異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して
送受信がなされる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され
、操作対象となる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して前記対象端
末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された
電子メールを前記第２の通信網を介して操作するための電子メール操作システムに含まれ
る第１の電子メール操作装置であって、
　前記第１の通信網と前記第２の通信網とにおいて前記対象端末を特定するために共通し
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て用いられる情報である対象端末情報と、前記第１のメールアドレスと、を対応付けて格
納する端末情報格納手段と、
　前記第１のメールアドレスと、前記電子メールを特定する情報と、が含まれた前記電子
メール操作要求を受信する電子メール操作要求受信手段と、
　前記操作要求受信手段により受信された前記電子メール操作要求に含まれる前記第１の
メールアドレスに基づいて、前記端末情報格納手段を参照して、前記第１のメールアドレ
スに対応付けて格納される前記対象端末情報を取得する対象端末情報取得手段と、
　前記第２の通信網に対して、前記対象端末情報と、前記電子メールを特定する情報と、
が含まれる前記電子メールの操作要求を送信する電子メール操作要求送信手段と、
　を備えることを特徴とする電子メール操作装置。
【請求項６】
　第１の通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受
信がなされる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、前記第１の通信網とは
異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して
送受信がなされる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され
、操作対象となる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して前記対象端
末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された
電子メールを前記第２の通信網を介して操作するための電子メール操作システムに含まれ
る第２の電子メール操作装置であって、
　前記第１の電子メール操作装置から送信され、前記第１の通信網と前記第２の通信網と
において共通して用いられる前記対象端末を特定する情報である対象端末情報と、前記電
子メールを特定する情報と、が含まれる操作要求を受信する操作要求受信手段と、
　前記操作要求受信手段により受信された前記操作要求に含まれる前記対象端末情報によ
り特定される前記対象端末に対して、前記電子メールを特定する情報により特定される電
子メールの操作を指示する電子メール操作指示を送信する操作指示送信手段と、
　を備えることを特徴とする電子メール操作装置。
【請求項７】
　第１の通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受
信がなされる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、前記第１の通信網とは
異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して
送受信がなされる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され
、操作対象となる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して前記対象端
末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された
電子メールを前記第２の通信網を介して操作するための電子メール操作システムによる電
子メール操作方法であって、
　前記第１の電子メール操作装置において、前記第１の通信網と前記第２の通信網とにお
いて前記対象端末を特定するために共通して用いられる情報である対象端末情報と、前記
第１のメールアドレスと、を対応付けて格納する端末情報格納ステップと、
　前記第１の電子メール操作装置において、前記第１のメールアドレスと、前記電子メー
ルを特定する情報と、が含まれた前記電子メール操作要求を受信する電子メール操作要求
受信ステップと、
　前記第１の電子メール操作装置において、前記操作要求受信ステップにおいて受信され
た前記電子メール操作要求に含まれる前記第１のメールアドレスに基づいて、前記端末情
報格納手段を参照して、前記第１のメールアドレスに対応付けて格納される前記対象端末
情報を取得する対象端末情報取得ステップと、
　前記第１の電子メール操作装置において、前記第２の通信網に対して、前記対象端末情
報と、前記電子メールを特定する情報と、が含まれる前記電子メールの操作要求を送信す
る電子メール操作要求送信ステップと、
　前記第２の電子メール操作装置において、前記第１の電子メール操作装置から送信され
る前記操作要求を受信する操作要求受信ステップと、
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　前記第２の電子メール操作装置において、前記操作要求受信ステップにおいて受信され
た前記操作要求に含まれる前記対象端末情報により特定される前記対象端末に対して、前
記電子メールを特定する情報により特定される電子メールの操作を指示する電子メール操
作指示を送信する操作指示送信ステップと、
　を備えることを特徴とする電子メール操作方法。
【請求項８】
　第１の通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受
信がなされる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、前記第１の通信網とは
異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して
送受信がなされる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され
、操作対象となる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して前記対象端
末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された
電子メールを前記第２の通信網を介して操作するための電子メール操作システムに含まれ
る第１の電子メール操作装置による電子メール操作方法であって、
　前記第１の通信網と前記第２の通信網とにおいて前記対象端末を特定するために共通し
て用いられる情報である対象端末情報と、前記第１のメールアドレスと、を対応付けて格
納する端末情報格納ステップと、
　前記第１のメールアドレスと、前記電子メールを特定する情報と、が含まれた前記電子
メール操作要求を受信する電子メール操作要求受信ステップと、
　前記操作要求受信ステップにおいて受信された前記電子メール操作要求に含まれる前記
第１のメールアドレスに基づいて、前記端末情報格納手段を参照して、前記第１のメール
アドレスに対応付けて格納される前記対象端末情報を取得する対象端末情報取得ステップ
と、
　前記第２の通信網に対して、前記対象端末情報と、前記電子メールを特定する情報と、
が含まれる前記電子メールの操作要求を送信する電子メール操作要求送信ステップと、
　を備えることを特徴とする電子メール操作方法。
【請求項９】
　第１の通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受
信がなされる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、前記第１の通信網とは
異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して
送受信がなされる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され
、操作対象となる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して前記対象端
末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された
電子メールを前記第２の通信網を介して操作するための電子メール操作システムに含まれ
る第２の電子メール操作装置による電子メール操作方法であって、
　前記第１の電子メール操作装置から送信され、前記第１の通信網と前記第２の通信網と
において共通して用いられる前記対象端末を特定する情報である対象端末情報と、前記電
子メールを特定する情報と、が含まれる操作要求を受信する操作要求受信ステップと、
　前記第２の電子メール操作装置において、前記操作要求受信ステップにおいて受信され
た前記操作要求に含まれる前記対象端末情報により特定される前記対象端末に対して、前
記電子メールを特定する情報により特定される電子メールの操作を指示する電子メール操
作指示を送信する操作指示送信ステップと、
　を備えることを特徴とする電子メール操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メール操作システム、電子メール操作装置、及び、電子メール操作方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　電子メールは、インターネットを利用した非同期のコミュニケーションツールとして、
携帯電話等の通信端末においても多用されているが、誤情報の送信や宛先間違いの発生等
も多い。このため、削除や差し換え等の操作要求をメールの送信相手に送信することで、
メールサーバ又は相手の通信端末に保存されている既送信のメールを、相手が読む前に操
作する方法が種々検討されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－５５９３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年、ある通信網（旧通信網）を提供する通信事業者（旧通信事業者）と契
約した通信端末のユーザが、契約先を旧通信網とは異なる通信網（新通信網）を提供する
通信事業者（新通信事業者）に変更した場合にも、旧通信事業者と契約した際に取得した
電話番号を引き続き使用することができるナンバーポータビリティ（番号ポータビリティ
）制度が導入され、ユーザが契約する通信事業者の変更が増加している。ところが、通信
端末に割り当てられたメールアドレスはナンバーポータビリティ制度の対象とされてない
ため、ユーザの契約する通信事業者が旧通信事業者から新通信事業者に変更された場合に
は、旧通信事業者から通信端末に対して割り当てられたメールアドレス（旧メールアドレ
ス）の使用は中止され、当該通信端末に対して新通信事業者から新たにメールアドレスが
割り当てられる。そして、旧通信事業者との契約中に送受信された電子メールに係る情報
は、旧通信網に含まれるメールサーバから削除される。
【０００４】
　ここで、上記の特許文献１記載の技術を用いて、ナンバーポータビリティを利用して旧
通信事業者から新通信事業者に契約先を変更した通信端末に対して、通信事業者を変更す
る前に当該通信端末が使用していた旧メールアドレスに対して送信され、現在通信端末に
おいて保持される電子メールの削除や差し換え等の操作要求を通信端末に送信したとする
。しかしながら、旧通信事業者のメールサーバでは、上述のように、使用が中止された旧
メールアドレスを用いて送受信された電子メールに係る情報は削除されてしまうことから
、旧通信事業者のメールサーバでは当該操作要求に基づいた電子メールの削除等の操作を
行うことができないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされた発明であり、例えばナンバーポータビリティによ
り契約する通信事業者が変更された通信端末に対して電子メールの操作を行うことができ
る電子メール操作システム、電子メール操作装置、及び電子メール操作方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る電子メール操作システムは、第１の通信網に含
まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子メ
ールを操作する第１の電子メール操作装置と、第１の通信網とは異なる第２の通信網に含
まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子メ
ールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され、操作対象となる通信端
末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して対象端末が電子メールの送受信を行
う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された電子メールを第２の通信網を
介して操作するための電子メール操作システムであって、第１の電子メール操作装置は、
第１の通信網と第２の通信網とにおいて対象端末を特定するために共通して用いられる情
報である対象端末情報と、第１のメールアドレスと、を対応付けて格納する端末情報格納
手段と、第１のメールアドレスと、電子メールを特定する情報と、が含まれた電子メール
操作要求を受信する電子メール操作要求受信手段と、操作要求受信手段により受信された
電子メール操作要求に含まれる第１のメールアドレスに基づいて、端末情報格納手段を参
照して、第１のメールアドレスに対応付けて格納される対象端末情報を取得する対象端末
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情報取得手段と、第２の通信網に対して、対象端末情報と、電子メールを特定する情報と
、が含まれる電子メールの操作要求を送信する電子メール操作要求送信手段と、を備え、
第２の電子メール操作装置は、第１の電子メール操作装置から送信される操作要求を受信
する操作要求受信手段と、操作要求受信手段により受信された操作要求に含まれる対象端
末情報により特定される対象端末に対して、電子メールを特定する情報により特定される
電子メールの操作を指示する電子メール操作指示を送信する操作指示送信手段と、を備え
ることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る電子メール操作システムに含まれる電子メール操作装置は、第１の
通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなさ
れる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、第１の通信網とは異なる第２の
通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなさ
れる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され、操作対象と
なる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して対象端末が電子メールの
送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された電子メールを第２
の通信網を介して操作するための電子メール操作システムに含まれる第１の電子メール操
作装置であって、第１の通信網と第２の通信網とにおいて対象端末を特定するために共通
して用いられる情報である対象端末情報と、第１のメールアドレスと、を対応付けて格納
する端末情報格納手段と、第１のメールアドレスと、電子メールを特定する情報と、が含
まれた電子メール操作要求を受信する電子メール操作要求受信手段と、操作要求受信手段
により受信された電子メール操作要求に含まれる第１のメールアドレスに基づいて、端末
情報格納手段を参照して、第１のメールアドレスに対応付けて格納される対象端末情報を
取得する対象端末情報取得手段と、第２の通信網に対して、対象端末情報と、電子メール
を特定する情報と、が含まれる電子メールの操作要求を送信する電子メール操作要求送信
手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る電子メール操作システムに含まれる電子メール操作装置は、第１の
通信網に含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなさ
れる電子メールを操作する第１の電子メール操作装置と、第１の通信網とは異なる第２の
通信網に含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなさ
れる電子メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され、操作対象と
なる通信端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して対象端末が電子メールの
送受信を行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された電子メールを第２
の通信網を介して操作するための電子メール操作システムに含まれる第２の電子メール操
作装置であって、第１の電子メール操作装置から送信され、第１の通信網と第２の通信網
とにおいて共通して用いられる対象端末を特定する情報である対象端末情報と、電子メー
ルを特定する情報と、が含まれる操作要求を受信する操作要求受信手段と、操作要求受信
手段により受信された操作要求に含まれる対象端末情報により特定される対象端末に対し
て、電子メールを特定する情報により特定される電子メールの操作を指示する電子メール
操作指示を送信する操作指示送信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　上記の電子メール操作システム、電子メール操作装置では、第１の電子メール操作装置
の電子メール操作要求受信手段により受信された電子メール操作要求に含まれる第１のメ
ールアドレスに基づいて、対象端末情報取得手段により端末情報格納手段が参照すること
によって、対象端末情報が取得される。そして、この対象端末情報を用いて第２の通信網
に対して電子メールの操作要求が送信される。一方、第２の電子メール操作装置では、操
作要求受信手段において受信された当該操作要求に基づいて、第２の通信網に対して接続
し、対象端末情報により特定される対象端末に対して電子メールの操作指示が送信される
。このように、上記の電子メール操作システム、電子メール操作装置によれば、第１の通



(7) JP 5000628 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

信網と第２の通信網との間で共通して対象端末を特定するために用いられる対象端末情報
を用いて、第１の通信網とは異なる第２の通信網を介して電子メールの操作指示を対象端
末に対して送信することができる。
【００１０】
　ここで、本発明に係る電子メール操作システムにおいて、第２の通信網は複数の通信網
からなり、端末情報格納手段は、複数の通信網のうち対象端末が接続する通信網を特定す
る情報である通信網情報を、第１のメールアドレスにさらに対応付けて格納し、対象端末
情報取得手段は、端末情報格納手段を参照して、第１のメールアドレスに対応付けて格納
される対象端末情報と、通信網情報と、を取得し、電子メール操作要求送信手段は、第２
の通信網に含まれる通信網のうち、通信網情報により特定される通信網に対して、対象端
末情報と、電子メールを特定する情報と、が含まれる電子メールの操作要求を送信する態
様とすることができる。
【００１１】
　上記の態様によれば、第１の通信網とは異なる第２の通信網に含まれる通信網のうち、
対象端末が接続することのできる通信網に係る情報が通信網情報として端末情報格納手段
に格納される。そして、電子メール操作要求送信手段では、この通信網情報を用いて、通
信網情報により特定される通信網に対して電子メールの操作要求が送信される。このよう
に、第２の通信網に含まれる通信網が複数ある場合であっても、通信網情報に基づいて対
象端末が接続することができる通信網に対して電子メールの操作要求を送信し、第１の通
信網とは異なる通信網を介して電子メールの操作指示を対象端末に対して送信することが
できる。
【００１２】
　ここで、本発明に係る電子メール操作システムは、第１の電子メール操作装置において
、第１のメールアドレスに対して送信された電子メールを特定する情報と、電子メールの
送信者を特定する情報と、を対応付けて格納する履歴情報格納手段をさらに備え、電子メ
ール操作要求受信手段は、第１のメールアドレスと、電子メールを特定する情報と、送信
者を特定する情報と、を含む電子メール操作要求を受信し、電子メールを特定する情報に
基づき、履歴情報格納手段を参照して、当該電子メールの送信者と、電子メール操作要求
の送信者とが一致しないと判断した場合は、電子メール操作要求に係る処理を中止する態
様としてもよい。
【００１３】
　上記の態様の場合、第１の電子メール操作装置の電子メール操作要求受信手段において
受信される電子メール操作要求の送信者が履歴情報格納手段に格納される電子メールの送
信者と一致しない場合は、以降の電子メール操作要求に係る処理が中止される。したがっ
て、このような態様とすることで、例えば、電子メール操作要求が電子メールの送信者と
は異なる第三者から送信された場合に、当該電子メール操作要求に基づいて電子メールの
操作を行うことを回避することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る電子メール操作システムは、第１の電子メール操作装置において、
第１のメールアドレスに対して送信された電子メールを特定する情報と、通信端末に対す
る電子メールの配信の有無を特定する情報と、を対応付けて格納し、配信情報格納手段を
さらに備え、電子メール操作要求受信手段は、電子メールを特定する情報に基づき、配信
情報格納手段を参照して、当該電子メールの対象端末に対する配信の有無を確認し、当該
電子メールが対象端末に対して配信されていないと判断した場合は、電子メール操作要求
に係る処理を中止する態様とすることもできる。
【００１５】
　上記の態様では、配信情報格納手段において電子メールの配信情報が格納され、電子メ
ール操作要求受信手段が参照することにより電子メールが配信済みであるかを確認され、
電子メールが未配信である場合には、電子メール操作要求に係る処理が中止される。した
がって、上記の態様によれば、電子メールが未配信である場合に、対象端末に対して電子
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メールの操作指示を送信することが中止されることから、不要となる通信を減少させるこ
とができる。
【００１６】
　なお、本発明に係る電子メール操作システム及び電子メール操作装置は、以下に示すと
おり、電子メール操作方法の発明としても記述することができる。これはカテゴリが異な
るだけで、実質的に同一の発明であり、同様の作用及び効果を奏する。
【００１７】
　すなわち、本発明に係る電子メール操作方法は、第１の通信網に含まれ、当該第１の通
信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子メールを操作する第１
の電子メール操作装置と、第１の通信網とは異なる第２の通信網に含まれ、当該第２の通
信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子メールを操作する第２
の電子メール操作装置と、を含んで構成され、操作対象となる通信端末である対象端末に
対して、第１の通信網に接続して対象端末が電子メールの送受信を行う際に用いられる第
１のメールアドレスを用いて送信された電子メールを第２の通信網を介して操作するため
の電子メール操作システムによる電子メール操作方法であって、第１の電子メール操作装
置において、第１の通信網と第２の通信網とにおいて対象端末を特定するために共通して
用いられる情報である対象端末情報と、第１のメールアドレスと、を対応付けて格納する
端末情報格納ステップと、第１の電子メール操作装置において、第１のメールアドレスと
、電子メールを特定する情報と、が含まれた電子メール操作要求を受信する電子メール操
作要求受信ステップと、第１の電子メール操作装置において、操作要求受信ステップにお
いて受信された電子メール操作要求に含まれる第１のメールアドレスに基づいて、端末情
報格納手段を参照して、第１のメールアドレスに対応付けて格納される対象端末情報を取
得する対象端末情報取得ステップと、第１の電子メール操作装置において、第２の通信網
に対して、対象端末情報と、電子メールを特定する情報と、が含まれる電子メールの操作
要求を送信する電子メール操作要求送信ステップと、第２の電子メール操作装置において
、第１の電子メール操作装置から送信される操作要求を受信する操作要求受信ステップと
、第２の電子メール操作装置において、操作要求受信ステップにおいて受信された操作要
求に含まれる対象端末情報により特定される対象端末に対して、電子メールを特定する情
報により特定される電子メールの操作を指示する電子メール操作指示を送信する操作指示
送信ステップと、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係る電子メール操作装置による電子メール操作方法は、第１の通信網に
含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子
メールを操作する第１の電子メール操作装置と、第１の通信網とは異なる第２の通信網に
含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子
メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され、操作対象となる通信
端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して対象端末が電子メールの送受信を
行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された電子メールを第２の通信網
を介して操作するための電子メール操作システムに含まれる第１の電子メール操作装置に
よる電子メール操作方法であって、第１の通信網と第２の通信網とにおいて対象端末を特
定するために共通して用いられる情報である対象端末情報と、第１のメールアドレスと、
を対応付けて格納する端末情報格納ステップと、第１のメールアドレスと、電子メールを
特定する情報と、が含まれた電子メール操作要求を受信する電子メール操作要求受信ステ
ップと、操作要求受信ステップにおいて受信された電子メール操作要求に含まれる第１の
メールアドレスに基づいて、端末情報格納手段を参照して、第１のメールアドレスに対応
付けて格納される対象端末情報を取得する対象端末情報取得ステップと、第２の通信網に
対して、対象端末情報と、電子メールを特定する情報と、が含まれる電子メールの操作要
求を送信する電子メール操作要求送信ステップと、を備えることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係る電子メール操作装置による電子メール操作方法は、第１の通信網に
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含まれ、当該第１の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子
メールを操作する第１の電子メール操作装置と、第１の通信網とは異なる第２の通信網に
含まれ、当該第２の通信網に接続して通信を行う通信端末に対して送受信がなされる電子
メールを操作する第２の電子メール操作装置と、を含んで構成され、操作対象となる通信
端末である対象端末に対して、第１の通信網に接続して対象端末が電子メールの送受信を
行う際に用いられる第１のメールアドレスを用いて送信された電子メールを第２の通信網
を介して操作するための電子メール操作システムに含まれる第２の電子メール操作装置に
よる電子メール操作方法であって、第１の電子メール操作装置から送信され、第１の通信
網と第２の通信網とにおいて共通して用いられる対象端末を特定する情報である対象端末
情報と、電子メールを特定する情報と、が含まれる操作要求を受信する操作要求受信ステ
ップと、第２の電子メール操作装置において、操作要求受信ステップにおいて受信された
操作要求に含まれる対象端末情報により特定される対象端末に対して、電子メールを特定
する情報により特定される電子メールの操作を指示する電子メール操作指示を送信する操
作指示送信ステップと、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、例えばナンバーポータビリティにより契約する通信事業者が変更され
た通信端末に対して電子メールの操作を行うことができる電子メール操作システム、電子
メール操作装置、及び電子メール操作方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。
【００２２】
（電子メール操作システムの構成）
　図１は本発明の好適な実施形態に係る電子メール操作システムを含む通信システム１の
構成を示す図である。図１に示す通信システム１は、第１通信網Ｎ１に接続して通信を行
う通信端末である送信端末１０と、第２通信網Ｎ２に対して接続して通信を行う通信端末
である対象端末２０と、本発明の特徴をなすシステムである電子メール操作システム２と
、加入者データベース７０とを含んで構成される。電子メール操作システム２は、電子メ
ール操作要求に基づいて、通信端末に対して既に配信された電子メールを操作するシステ
ムである。この電子メール操作システム２には、第１の電子メール操作装置である第１電
子メール操作システム３０を構成するＳＣＰ４０及び第１電子メール制御装置５０と、第
２の電子メール操作装置である第２電子メール操作装置６０と、が含まれる。第１通信網
Ｎ１及び第２通信網Ｎ２とは、例えば移動体通信網であり、それぞれ通信端末がパケット
通信を行うために通信事業者により提供されるネットワークである。
【００２３】
　送信端末１０と第１電子メール制御装置５０との間は、第１通信網Ｎ１を介して、無線
通信により情報の交換が行われる。また、対象端末２０と第２電子メール操作装置６０と
の間は、第２通信網Ｎ２を介して、無線通信により情報の交換が行われる。また、第１電
子メール操作システム３０とＳＣＰ４０との間、第１電子メール操作システム３０と第２
電子メール操作装置６０との間、及び、第２電子メール操作装置６０と加入者データベー
ス７０との間は、それぞれ有線のネットワークを介して接続される。
【００２４】
　なお、図１では、通信網として第１通信網Ｎ１と第２通信網Ｎ２のみを記載しているが
、以下の本実施形態に係る説明では、第１通信網Ｎ１とは異なる通信網が他に複数存在す
る場合について説明する。また、図１では、第１電子メール制御装置５０に対して一台の
通信端末である送信端末１０が接続される態様を示しているが、実際には複数の通信端末
が接続される。また、第２電子メール操作装置６０に対しても一台の通信端末である対象
端末２０が接続されるが、実際には複数の通信端末が接続される。
【００２５】
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　次に、通信システム１に含まれる各装置の詳細について説明する。送信端末１０及び対
象端末２０は、それぞれの通信端末の所有者（ユーザ）により用いられる通信端末である
。具体的には、例えば、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance）等の通信機
能を有する装置として実現される。また、この通信端末は、ＣＰＵ（Central Processing
 Unit）、メモリ、モニタ、通信モジュール等のハードウェアにより構成される。第１通
信網Ｎ１や第２通信網Ｎ２に対して通信端末が接続して通信を行うためには、その通信端
末のユーザが当該通信網を提供する通信事業者と通信網の利用に係る契約を行う必要があ
る。すなわち、図１に示す通信システム１に含まれる送信端末１０は、送信端末１０のユ
ーザが第１通信網Ｎ１を提供する通信事業者と契約をすることにより第１通信網Ｎ１に対
して接続する機能を有する。また、対象端末２０のユーザが第２通信網Ｎ２を提供する通
信事業者と契約をすることにより、対象端末２０は第２通信網Ｎ２に対して接続する機能
を有する。また、通信事業者と契約をすることにより、送信端末１０及び対象端末２０は
、通信事業者からメールアドレスを割り当てられる。このメールアドレスは、通常、通信
端末のユーザがメールアドレスを割り当てた通信事業者と契約をしている間は使用するこ
とができるが、通信端末のユーザが通信事業者との契約を終了した後は当該メールアドレ
スの使用は中止される。
【００２６】
　なお、本実施形態の以降の説明では、対象端末２０がＭＮＰ（Mobile Number Portabil
ity：携帯電話番号ポータビリティ）により、接続先となる通信網を第１通信網Ｎ１から
第２通信網Ｎ２へ変更した場合について説明する。ＭＮＰとは、携帯電話に係る番号ポー
タビリティ（ナンバーポータビリティ）制度であり、電話番号を変更することなく契約す
る通信事業者を変更することができる制度である。具体的には、対象端末２０のユーザは
、過去に第１通信網Ｎ１を提供する通信事業者と契約をしていたため、対象端末２０を特
定する電話番号として電話番号「09011111111」が付与され、第１通信網Ｎ１に対して接
続して音声通信等を行うと共に、第１通信網Ｎ１を提供する通信事業者から割り当てられ
たメールアドレス（第１メールアドレス）である「address1@xxxxx.ne.jp」を用いて電子
メールの送受信を行っていた。しかしながら、対象端末２０のユーザがＭＮＰにより契約
先の通信事業者を変更したことにより、対象端末２０を特定する電話番号「09011111111
」は変更することなく、対象端末２０が接続する通信網は第１通信網Ｎ１から第２通信網
Ｎ２に変更される。このように、ＭＮＰにより契約する通信事業者を変更した場合、電話
番号「09011111111」は、第１通信網Ｎ１と第２通信網Ｎ２とで共通して対象端末２０を
特定するために用いられる電話番号となる。一方、メールアドレスは上記のＭＮＰ制度の
適用を受けないため、契約先の通信事業者の変更により対象端末２０による電子メールの
送受信において第１メールアドレスの使用は中止され、第２通信網Ｎ２を提供する通信事
業者から割り当てられたメールアドレス（第２メールアドレス）である「addressx@yyyyy
.ne.jp」が使用される。さらに、第１通信網Ｎ１のメールサーバでは、第１メールアドレ
スの使用中止に併せて、第１メールアドレスを用いて送受信が行われた電子メールを保持
するメールボックスが削除される。
【００２７】
　本実施形態の以降の説明では、上記のようにＭＮＰにより接続する通信網を第１通信網
Ｎ１から第２通信網Ｎ２へ変更した対象端末２０に対して送信端末１０が第１メールアド
レスを指定することにより送信され、対象端末２０において保持される電子メールを操作
する場合について説明する。すなわち、操作の対象となる電子メールは対象端末２０が接
続する通信網が第１通信網Ｎ１である時点で、送信端末１０から対象端末２０に対して送
信され、対象端末２０により受信された電子メールである。
【００２８】
　本実施形態では、送信端末１０のユーザの操作によって、送信端末１０から第１電子メ
ール操作システム３０に含まれる第１電子メール制御装置５０に対して、先に対象端末２
０に対して送信した電子メールに対する電子メール操作要求が送信される。ここで、送信
端末１０が第１電子メール操作システム３０に対して送信する電子メール操作要求には、
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例えば当該電子メールの削除や、電子メールに含まれる本文の変更や削除、電子メールに
添付されたファイルの差し換え等が挙げられる。電子メール操作要求により電子メールに
添付されたファイルを差し換える要求をする場合には、差し換え後のファイルが電子メー
ル操作要求と共に送信される。この電子メール操作要求には、対象端末２０の第１メール
アドレスと、電子メールを特定する情報と、当該電子メール操作要求の送信者を特定する
情報が含まれる。電子メールを特定する情報としては、例えば、発信元を特定する情報（
発信元である送信端末１０のメールアドレス等）と、送信先を特定する情報（送信先であ
る対象端末２０のメールアドレス等）と、当該電子メールの送信端末１０からの送信日時
と、等が含まれる。また、通信端末間で送受信される電子メールに、あらかじめ電子メー
ルを特定するための識別子等が付与されている場合は、電子メールを特定する情報として
当該識別子を用いることもできる。また、送信者を特定する情報としては、例えば、送信
端末１０のメールアドレスが含まれる。また、送信者を特定する情報として送信端末１０
の電話番号を用いることもできる。
【００２９】
　第１電子メール操作システム３０及び第２電子メール操作装置６０は、本発明の特徴を
なすシステムである電子メール操作システム２に含まれるシステム及び装置である。第１
電子メール操作システム３０は、第１通信網Ｎ１に含まれ、ＳＣＰ４０と第１電子メール
制御装置５０とを含んで構成される。また、第２電子メール操作装置６０は、第２通信網
Ｎ２に含まれる装置である。また、加入者データベース７０は、第２通信網Ｎ２に含まれ
、第２電子メール操作装置６０により対象端末２０に対して電子メールの操作指示を送信
する際に使用する情報が格納される装置である。ＳＣＰ４０、第１電子メール制御装置５
０、第２電子メール操作装置６０、及び、加入者データベース７０は、それぞれ、図２に
示すように、ＣＰＵ１０１、主記憶装置であるＲＡＭ（Random Access Memory）１０２及
びＲＯＭ（Read Only Memory）１０３、通信を行うための通信モジュール１０４、並びに
ハードディスク等の補助記憶装置１０５等のハードウェアを備えるコンピュータとして構
成される。そして、これらの構成要素が動作することにより、各装置の後述の機能が発揮
される。
【００３０】
　図１に戻り、電子メール操作システム２に含まれる各装置の機能について説明する。Ｓ
ＣＰ（Service Control Point）４０は、第１電子メール操作システム３０に含まれ、第
１通信網Ｎ１に接続して通信を行う通信端末に係るサービスを提供する装置である。具体
的には、例えば、ＳＣＰ４０において、ＭＮＰにより第１通信網Ｎ１から異なる通信網に
接続先を変更した通信端末の情報を格納しておき、当該通信端末に対する呼接続の要求が
あった際には、当該通信端末が第１通信網Ｎ１とは異なる通信網に対して接続している情
報を提供する機能を有する。また、ＳＣＰ４０は、第１通信網Ｎ１と第２通信網Ｎ２とに
おいて対象端末２０により共通して用いられる電話番号と、第１メールアドレスと、を対
応付けて格納する端末情報格納手段として機能する。ＳＣＰ４０において格納される情報
の例を図３に示す。図３に示すように、ＳＣＰ４０では、接続先を第１通信網Ｎ１から異
なる通信網へ変更した通信端末について、その通信端末の電話番号と、第１通信網Ｎ１に
おいて用いられていたメールアドレスと、その通信端末が接続して通信を行うことができ
る通信網の情報（通信網情報）が対応付けて格納される。通信網情報としては、図３では
「第２」のように通信網を特定する名称を記載しているが、例えば、通信事業者毎に割り
当てられる事業者番号（ＮＲＮ：Network Routing Number）を用いることもできる。これ
らの情報は、対象端末２０のユーザが契約する通信事業者を変更する手続を行った際に、
その情報が例えば通信事業者により入力されることによってＳＣＰ４０に格納される。Ｓ
ＣＰ４０に格納される情報は、後述の第１電子メール制御装置５０からの要求に応じて、
第１電子メール制御装置５０に対して提供される。
【００３１】
　続いて、第１電子メール制御装置５０について説明する。第１電子メール制御装置５０
は、第１電子メール操作システム３０に含まれ、第１通信網Ｎ１に接続して通信を行う通
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信端末が送受信する電子メールを操作する装置である。第１電子メール制御装置５０は、
第１通信網Ｎ１に接続して通信を行う通信端末が送受信する電子メールを保持するメール
サーバと同じ装置に含まれてもよいし、このメールサーバとは独立して設けられてもよい
。以下の実施形態では、第１電子メール制御装置５０がメールサーバとしての機能を有す
る場合について説明する。図１に示すように、第１電子メール制御装置５０は、電子メー
ル操作要求受信部５１と、対象端末情報取得部５２と、電子メール操作要求送信部５３と
、履歴データベース５４と、を含んで構成される。
【００３２】
　まず履歴データベース５４について説明する。履歴データベース５４では、第１メール
アドレスに対して送信された電子メールに係る情報が格納される。履歴データベース５４
に格納される情報の例を図４に示す。図４は、対象端末２０に限らず、複数の通信端末に
対して送信された電子メールに係る情報がまとめて保持される例であるが、通信端末毎に
異なる表に格納する形式であってもよい。図４に示すように、履歴データベース５４では
、電子メールを特定する情報として、電子メールの送信時刻と、電子メールの送信者と、
電子メールの宛先と、が対応付けて格納される。電子メールの送信者及び宛先を特定する
情報としては、通信端末のメールアドレスが好適に用いられる。さらに、図４に示す例で
は、当該電子メールが宛先の通信端末に対して配信されたかが「状態」として格納される
。ここでは、宛先の通信端末に対して既に配信済みであり、通信端末において当該電子メ
ールが保持されると考えられる場合は「既達」とされ、宛先の通信端末が圏外である等の
理由により当該電子メールが配信されていない場合は「未達」とされる。この情報は、メ
ールサーバにおいて電子メールの送受信に係る処理が行われる毎に更新される。このよう
に、履歴データベース５４は、第１のメールアドレスに対して送信された電子メールを特
定する情報（送信時刻、送信者、宛先）と、電子メールの送信者を特定する情報（送信者
）と、を対応付けて格納する履歴情報格納手段として機能すると共に、第１のメールアド
レスに対して送信された電子メールを特定する情報と、通信端末に対する電子メールの配
信の有無を特定する情報（状態）と、を対応付けて格納する配信情報格納手段として機能
する。履歴データベース５４に格納される情報は、上記のように、電子メールを特定する
情報に電子メールの送信者を特定する情報が含まれていてもよい。なお、この履歴データ
ベース５４における電子メールの送信に係る情報は、例えばあらかじめ通信事業者や通信
端末のユーザ等により定められた保持時間（例えば、３日間）の間だけ保持しておき、保
持時間を経過した情報は削除される態様とすることができる。この場合、当該履歴データ
ベース５４において保持される情報量を調整することができる。
【００３３】
　次に、電子メール操作要求受信部５１について説明する。電子メール操作要求受信部５
１は、送信端末１０から送信され、第１メールアドレスと、電子メールを特定する情報と
、電子メール操作要求の送信者（送信端末１０）を特定する情報と、が含まれた電子メー
ル操作要求を受信する電子メール操作要求受信手段として機能する。
【００３４】
　ここで、電子メール操作要求受信部５１において受信される電子メール操作要求が、上
述のようにＭＮＰにより接続先を変更した通信端末に対して送信されるものではない場合
、すなわち、第１通信網Ｎ１に接続して接続する通信端末に対する電子メール操作要求で
ある場合には、第１電子メール制御装置５０に含まれるメールサーバに含まれる当該通信
端末のメールボックスを参照し、電子メールの操作に係る処理を行うと共に通信端末に対
して操作指示を行うことにより電子メール操作要求に基づく電子メールの操作が行われる
。しかしながら、本実施形態における対象端末２０のように、接続先を変更し第１メール
アドレスの使用を中止した通信端末のメールボックスは、メールサーバから削除されてい
る。したがって、電子メール操作要求受信部５１では、メールサーバに第１メールアドレ
スに係るメールボックスが格納されているか確認し、メールボックスが格納されていない
場合には、後述の電子メールの操作に係る処理を行う。
【００３５】
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　さらに、本実施形態の電子メール操作要求受信部５１は、下記の２つの機能を有する。
すなわち、第一点目は、電子メール操作要求に含まれる電子メールを特定する情報と電子
メール操作要求の送信者を特定する情報とに基づいて、履歴データベース５４を参照して
、電子メールを特定する情報により特定される電子メールの送信者と、電子メール操作要
求を送信した通信端末（本実施形態では、送信端末１０）と、が一致するかを確認する。
そして、電子メールの送信者と電子メール操作要求を送信した通信端末（送信端末１０）
が一致しない場合に、以降の電子メールの操作に係る処理を中止する機能である。また、
第二点目は、当該電子メールが、宛先の通信端末（本実施形態では、対象端末２０）に対
して配信されたか（配信の有無）を確認し、電子メールが宛先の通信端末に対して配信さ
れていない場合に、以降の電子メールの操作に係る処理を中止する機能である。
【００３６】
　具体的には、例えば、電子メールを特定する情報（送信時刻、送信者、宛先等）に基づ
いて、図４を参照して送信端末１０が電子メール操作要求を送信した電子メールが特定さ
れる。そして、図４に示す当該電子メールの「状態」が「既達」となり、且つ、電子メー
ルの送信者が、電子メール操作要求を送信した送信端末１０である場合には、電子メール
操作要求受信部５１により以降の処理が続けられるが、電子メールの「状態」が「未達」
である場合や、電子メールの送信者が、送信端末１０ではない場合には、以降の処理を中
止し、電子メール操作要求に係る処理が終了される。この場合には、例えば、電子メール
の操作に係る処理が中断された旨を送信端末１０に対して通知する機能を有していてもよ
く、さらに、処理を中断した理由を含めたメッセージ（例えば「未配信であったため処理
を中止しました」等）を送信端末１０に対して送信する態様とすることもできる。なお、
上記のように、履歴データベース５４を参照して、電子メールの操作に係る処理（電子メ
ール操作要求に係る処理）を継続するかを確認する処理は必須ではなく、電子メール操作
要求の受信を契機として、後述の処理を全て行う態様とすることもできる。また、電子メ
ールの送信者と電子メール操作要求の送信者とが一致するかによる判断と、電子メールが
宛先の通信端末に配信されているかどうかによる判断と、のいずれか一方のみを、以降の
処理を行うかどうかの判断基準とすることもできる。
【００３７】
　このように、電子メール操作要求受信部５１により受信され、履歴データベース５４を
参照することにより、以降の電子メールの操作に係る処理を行うと判断された電子メール
操作要求は、対象端末情報取得部５２に送られる。
【００３８】
　対象端末情報取得部５２は、電子メール操作要求受信部５１により受信された電子メー
ル操作要求に含まれる第１メールアドレスに基づいて、ＳＣＰ４０を参照して、第１メー
ルアドレスに対応付けて格納される対象端末２０の電話番号を取得する対象端末情報取得
手段として機能する。本実施形態では、対象端末情報取得部５２によって、第１メールア
ドレスに対応付けてＳＣＰ４０において格納される通信網情報も電話番号と併せて取得さ
れる。このとき取得される通信網情報は、第１通信網Ｎ１とは異なる通信網が複数ある場
合に、第１メールアドレスにより特定される対象端末２０が接続する通信網を特定するた
めに用いられる。対象端末情報取得部５２により取得された対象端末２０の電話番号及び
通信網情報と、電子メール操作要求は、電子メール操作要求送信部５３へ送られる。なお
、電子メール操作要求に含まれる操作対象を特定するメールアドレスが、誤ったメールア
ドレスである場合等、過去に用いられたメールアドレスとは異なる場合には、ＳＣＰ４０
において当該メールアドレスに対応付けられて格納される情報がないことから、メールア
ドレスが誤っていると判断され、以降の処理は中止される。
【００３９】
　電子メール操作要求送信部５３は、第２の通信網に対して、対象端末２０の電話番号と
、電子メールを特定する情報と、が含まれる電子メールの操作要求を送信する電子メール
操作要求送信手段として機能する。本実施形態では、対象端末情報取得部５２により取得
された通信網を特定する情報により特定される第２通信網Ｎ２に対して、この操作要求が
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送信される。
【００４０】
　次に、第２電子メール操作装置６０及び加入者データベース７０について説明する。第
２電子メール操作装置６０は、第２通信網Ｎ２に接続して通信を行う通信端末が送受信す
る電子メールを操作する装置である。第２電子メール操作装置６０は、第２通信網Ｎ２に
接続して通信を行う通信端末が送受信する電子メールを保持するメールサーバと同じ装置
に含まれてもよいし、このメールサーバとは独立して設けられてもよく、例えば、第２通
信網Ｎ２と他の通信網とを接続するＧＷ（Gateway）装置等に第２電子メール操作装置６
０に係る機能を保持させることもできる。
【００４１】
　加入者データベース７０は、第２通信網Ｎ２を提供する通信事業者と契約することによ
り、第２通信網Ｎ２に接続して通信を行う通信端末に係る情報を格納する装置である。こ
の加入者データベース７０において保持される情報のうち、本実施形態に係る通信システ
ム１で用いられる情報の例を図５に示す。加入者データベース７０では、例えば、第２通
信網Ｎ２に接続して通信を行う通信端末の電話番号、第２通信網Ｎ２を介して電子メール
の送受信を行う際のメールアドレス、在圏情報、その他のサービス等の契約情報等が格納
されるが、図５に示すように、本実施形態に係る通信システム１においては、そのうちの
通信端末の電話番号とメールアドレスとを対応付けた情報が用いられる。加入者データベ
ース７０において保持される情報は、例えば通信事業者等により更新される。なお、後述
のように、対象端末２０に対して第２メールアドレスを用いることなく電子メールの操作
指示を送信することができる場合には、この加入者データベース７０に保持される情報は
電子メールの操作に使用されない。
【００４２】
　次に、第２電子メール操作装置６０の各機能部の詳細について説明する。図１に示すよ
うに本実施形態に係る第２電子メール操作装置６０は、操作要求受信部６１と操作指示送
信部６２とを含んで構成される。
【００４３】
　操作要求受信部６１は、第１電子メール制御装置５０から送信される電子メールの操作
要求を受信する操作要求受信手段として機能する。上述のように、第１電子メール制御装
置５０から送信される操作要求には、対象端末２０の電話番号と、電子メールを特定する
情報とが含まれる。操作要求受信部６１により受信された操作要求は、操作指示送信部６
２へ送られる。
【００４４】
　操作指示送信部６２は、操作要求受信部６１から送られた操作要求に基づいて、電子メ
ールを特定する情報により特定される電子メールに係る操作指示を対象端末２０に対して
送信する操作指示送信手段として機能する。具体的には、第１電子メール制御装置５０か
ら送信される操作要求に含まれる対象端末２０の電話番号に基づいて、加入者データベー
ス７０に対して問い合わせを行うことにより、第２通信網Ｎ２で使用される対象端末２０
のメールアドレス（第２メールアドレス）を取得し、この第２メールアドレスを用いて対
象端末２０に対して電子メールの操作指示を送信する。なお、対象端末２０の電話番号の
みを用いて対象端末２０に対して電子メールの操作指示を行うことができる場合には、加
入者データベース７０に対して第２メールアドレスの取得に係る問い合わせを行うことな
く対象端末２０に対して操作指示を行う態様とすることもできる。操作指示送信部６２か
ら対象端末２０に対して、電子メールの操作指示が行われ、対象端末２０において当該操
作指示を受信し、その指示にしたがい処理を行うことによって電子メールの操作が行われ
る。
【００４５】
　以上のように、電子メール操作システム２に含まれる各部がそれぞれ上記のように機能
することにより、送信端末１０から第１通信網Ｎ１に含まれる第１電子メール制御装置５
０に対して送信された電子メールの操作要求に基づき、対象端末２０において保持される
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電子メールを操作する指示が第２通信網Ｎ２を介してなされ、対象端末２０において、電
子メールの操作が行われる。なお、上記の説明では、第１電子メール制御装置５０と第２
電子メール操作装置６０とは異なる機能を有する装置として説明したが、第１電子メール
制御装置５０及び第２電子メール操作装置６０に係る機能を併せて有する装置が通信網毎
に設けられていてもよい。
【００４６】
（電子メール操作方法）
　次に、上述の電子メール操作システム２による電子メール操作方法について、図６に示
すシーケンス図を用いて説明する。なお、図６に示すシーケンス図では、まず、第１通信
網Ｎ１に接続する対象端末２０に対して、送信端末１０から電子メールを送信する際の処
理を説明する。次いで、対象端末２０が接続する通信網が第１通信網Ｎ１から第２通信網
Ｎ２に変更となった後に、送信端末１０から電子メール操作要求が送信された場合の処理
について説明する。
【００４７】
　まず、送信端末１０から対象端末２０に対して電子メールの送信が行われる。具体的に
は、送信端末１０から第１電子メール制御装置５０に対して、送信者と宛先に係る情報を
含む電子メールが送信される（Ｓ０１）。ここで、送信端末１０から送信される電子メー
ルは、第１通信網Ｎ１に対して接続する対象端末２０に宛てて、第１メールアドレスを用
いて送信される。第１電子メール制御装置５０では、当該電子メールの宛先である第１メ
ールアドレスにより特定される対象端末２０に対して電子メールを送信する（Ｓ０２）。
さらに、この電子メールの送信に係る処理に基づいて、第１電子メール制御装置５０の履
歴データベース５４が更新される（Ｓ０３）。具体的には、送信端末１０からの電子メー
ルの送信日時と、送信者（送信端末１０）のメールアドレスと、宛先（対象端末２０）の
メールアドレスと、を含む、電子メールを特定する情報と、当該電子メールの配信状態に
係る情報が図４に示す表に追加される。本電子メール操作方法では、対象端末２０に対し
て電子メールが送信された（Ｓ０２）ので、図４に示す表の電子メールの配信状態は「既
達」となる。
【００４８】
　次に、対象端末２０のユーザが、ＭＮＰにより契約する通信事業者を変更したことによ
り、対象端末２０の接続する通信網に関して第１通信網Ｎ１から第２通信網Ｎ２への変更
処理が行われる（Ｓ０４）。まず、第１電子メール制御装置５０では、対象端末２０の接
続する通信網の変更に伴い第１メールアドレスの使用が中止される。そして、第１電子メ
ール制御装置５０に保持された第１メールアドレスに係る情報のうち、履歴データベース
５４において保持される電子メールの送受信に係る情報を除く情報（例えば、メールサー
バにおいて保持される第１メールアドレスに対応付けられたメールボックス等）が第１電
子メール制御装置５０から削除される。一方、第１通信網Ｎ１に含まれるＳＣＰ４０にお
いて保持される情報の更新が行われる（Ｓ０５）。具体的には、図３に示すように、接続
先の通信網を変更した通信端末の情報として、対象端末２０の第１メールアドレス「addr
ess1@xxxxx.ne.jp」及び電話番号「09011111111」と、変更先の通信網を示す情報（「第
２」）が対応付けられた行が追加される。一方、第２通信網Ｎ２に含まれる加入者データ
ベース７０では、新たに第２通信網Ｎ２に接続して通信を行うことになった対象端末２０
に係る情報が登録される（Ｓ０６）。具体的には、図５に示すように、対象端末２０の電
話番号「09011111111」と、対象端末２０が第２通信網Ｎ２に接続する際に用いる第２メ
ールアドレス「addressx@yyyyy.ne.jp」が対応付けて格納される。
【００４９】
　次に、送信端末１０から第１電子メール制御装置５０に対して電子メール操作要求が送
信される（Ｓ１１）。このときの電子メール操作要求では、操作対象となる電子メールを
保持する対象端末２０は、第１メールアドレス「address1@xxxxx.ne.jp」により特定され
る。第１電子メール制御装置５０の電子メール操作要求受信部５１では、この電子メール
操作要求を受信する（電子メール操作要求受信ステップ）。電子メール操作要求受信部５
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１では、この電子メール操作要求に基づいて、メールサーバにおいて保持されるメールボ
ックスを参照しようとするが、上述のように通信網変更処理（Ｓ０４）において当該メー
ルボックスが削除されているため、メールボックスの参照ができない。このことから、電
子メール操作要求受信部５１では、対象端末２０の接続先が変更された可能性を考え、以
降の処理へ進む。
【００５０】
　次に、電子メール操作要求受信部５１において、この電子メール操作要求に含まれる電
子メールを特定する情報と、当該電子メール操作要求の送信者の情報に基づいて、履歴デ
ータベース５４の確認が行われる（Ｓ１２、電子メール操作要求受信ステップ）。本実施
形態に係る電子メール操作方法においては、電子メールを送信した送信者と電子メール操
作要求の送信者との双方が送信端末１０であり、且つ対象となる電子メールは既に送信さ
れている（Ｓ０２）ので、履歴データベース５４を確認した結果、以降の電子メールの操
作に係る処理を行うことが確認され、電子メール操作要求が電子メール操作要求受信部５
１から対象端末情報取得部５２に対して送られる。
【００５１】
　対象端末情報取得部５２では、電子メール操作要求受信部５１から送信された電子メー
ル操作要求に含まれる第１メールアドレスを用いてＳＣＰ４０に対して通信端末の情報の
問い合わせを行う（Ｓ１３、接続先特定ステップ）。これに対して、ＳＣＰ４０に保持さ
れる情報から、メールアドレス「address1@xxxxx.ne.jp」に対応付けて格納される電話番
号「09011111111」と、通信網情報「第２」とを取得する（Ｓ１４、接続先特定ステップ
）。このように対象端末情報取得部５２により取得された対象端末２０の電話番号と、接
続先の通信網情報と、は、電子メール操作要求と共に対象端末情報取得部５２から電子メ
ール操作要求送信部５３へ送られる。電子メール操作要求送信部５３は、対象端末情報取
得部５２から送信されるこれらの情報を元に、第２通信網Ｎ２に対して電子メールの操作
要求を送信する（Ｓ１５、電子メール操作要求送信ステップ）。
【００５２】
　一方、第２通信網Ｎ２に含まれる第２電子メール操作装置６０の操作要求受信部６１で
は、第１電子メール制御装置５０から送信される電子メールの操作要求を受信する（操作
要求受信ステップ）。操作要求受信部６１により受信された操作要求は、操作要求受信部
６１から操作指示送信部６２に送られる。操作指示送信部６２では、当該操作要求に含ま
れる対象端末２０の電話番号「09011111111」に基づいて、加入者データベース７０に対
して対象端末２０の情報が問い合わせられる（Ｓ１６、操作指示送信ステップ）。そして
、加入者データベース７０において電話番号に対応付けて格納される対象端末２０の第２
メールアドレス「addressx@yyyyy.ne.jp」が、操作指示送信部６２において取得される（
Ｓ１７、操作指示送信ステップ）。この第２メールアドレスを用いて、操作指示送信部６
２から対象端末２０に対して電子メールの操作指示が送信される（Ｓ１８、操作指示送信
ステップ）。この操作指示が対象端末２０において受信され、当該操作指示に基づいて対
象端末２０において保持される電子メールの操作が行われる（Ｓ１９）。さらに、この電
子メールの処理が行われた場合に、当該操作が行われたことを対象端末２０のユーザに対
して通知する機能を対象端末２０が備える場合は、対象端末２０において処理が行われた
ことを画面に表示する等の方法によりユーザに通知して、電子メールの操作に係る一連の
処理が終了する。
【００５３】
（電子メール操作システム２及び電子メール操作方法による効果）
　上述の本実施形態に係る電子メール操作システム２及びこの電子メール操作システム２
による電子メール操作方法による効果について説明する。
【００５４】
　本実施形態に係る電子メール操作システム２及び電子メール操作方法によれば、送信端
末１０から送信され第１メールアドレスを宛先とする電子メール操作要求は、第１通信網
Ｎ１に含まれる第１電子メール制御装置５０において受信される。そして、第１電子メー
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ル制御装置５０及びＳＣＰ４０を含んで構成される第１電子メール操作システム３０にお
いて第１メールアドレスに対応付けられた対象端末２０の電話番号が特定され、この電話
番号を用いて第１電子メール制御装置５０から第２通信網Ｎ２に対して、対象端末２０が
保持する電子メールの操作要求が送信される。そして、第２通信網Ｎ２に含まれる第２電
子メール操作装置６０において、当該操作要求に含まれる対象端末２０の電話番号を用い
て、対象端末２０に対して電子メールの操作指示が送信される。このように、例えばナン
バーポータビリティにより通信事業者を変更した通信端末である対象端末２０に対して、
第１通信網Ｎ１とは異なる通信網である第２通信網Ｎ２を介して電子メールの操作指示を
行うことができる。
【００５５】
　また、本実施形態では、第１電子メール制御装置５０の履歴データベース５４において
、電子メールの送信者を特定する情報が電子メールを特定する他の情報と対応付けて格納
され、電子メール操作要求受信部５１において、受信された電子メール操作要求の送信者
と電子メールの送信者とが一致するか判断され、一致しない場合には、電子メール操作要
求に係る処理が中止される。このような態様とすることで、例えば、電子メール操作要求
が電子メールの送信者とは異なる第三者から送信された場合に、当該電子メール操作要求
に基づいて電子メールの操作を行うことを回避することができる。
【００５６】
　さらに、本実施形態では、履歴データベース５４において電子メールの配信情報が格納
され、電子メール操作要求受信部５１によって、履歴データベース５４を参照することに
より電子メールが配信済みであるかを確認し、電子メールが未配信である場合には、電子
メール操作要求に係る処理が中止される。このような態様とすることで、電子メールが未
配信である対象端末２０に対して電子メールの操作要求を送信することなく、第１電子メ
ール制御装置５０と第２電子メール操作装置６０との間、第２電子メール操作装置６０と
対象端末２０との間の通信量を軽減して、上記の電子メールの操作を行うことができる。
【００５７】
　なお、上記実施形態では、電子メール操作要求受信部５１において、履歴データベース
５４を参照して、電子メールの操作に係る以降の処理を行うか判断する態様について説明
したが、上述のように、履歴データベース５４を保持しない態様とした場合であっても、
第１通信網Ｎ１とは異なる通信網である第２通信網Ｎ２を介して電子メールの操作指示を
行うことができるという本発明に係る効果は奏される。
【００５８】
（実施形態の変形例）
　本発明に係る電子メール操作システム２及びこの電子メール操作システム２による電子
メール操作方法は、上記の実施形態に限定されるものではなく、種々の態様を取ることが
可能である。本発明に係る電子メール操作システム２の種々の変形例について、以下説明
する。
【００５９】
　まず、上記実施形態では、対象端末２０のユーザが契約する通信事業者をＭＮＰにより
変更したことにより、電話番号の変更がなく対象端末２０の接続する通信網が第１通信網
Ｎ１から第２通信網Ｎ２に対して変更した場合について説明したが、本発明は上記の場合
に限らず適用することができる。
【００６０】
　また、上記実施形態では、第１電子メール操作システム３０はＳＣＰ４０と第１電子メ
ール制御装置５０とを含んで構成されているが、これらの機能は一つの装置に全てまとめ
られる態様としてもよい。また、上記実施形態においてＳＣＰ４０と第１電子メール制御
装置５０において保持される各機能を、それぞれＳＣＰ４０と第１電子メール制御装置５
０に分散させて保持させる構成としてもよい。例えば、上記実施形態では、ＳＣＰ４０に
おいて、第１メールアドレスと、対象端末２０の電話番号と、通信網の情報とを対応付け
て格納しているが、例えば第１メールアドレスと対象端末２０の電話番号とが、第１電子
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メール制御装置５０に格納される態様とすることもできる。
【００６１】
　また、上記実施形態では、対象端末２０を特定するために第１通信網Ｎ１と第２通信網
Ｎ２とで共通して用いられる対象端末情報として電話番号が用いられる場合について説明
したが、電話番号とは異なる情報として通信端末の識別番号等が第１通信網Ｎ１と第２通
信網Ｎ２で共通して用いられる場合には、その情報を用いることもできる。
【００６２】
　また、上記実施形態では、ＳＣＰ４０において、通信網の情報が、第１メールアドレス
と、対象端末２０の電話番号と、に対応付けて格納されているが、通信網が例えば第１通
信網Ｎ１と第２通信網Ｎ２との二つしかない場合には、この通信網の情報は必須ではない
。すなわち、ＳＣＰ４０において第１メールアドレスと対象端末２０の電話番号とが格納
されていることから、第１通信網Ｎ１とは異なる通信網である第２通信網Ｎ２に接続先が
変更されたことが判断できることから、第２通信網Ｎ２に対して電子メールの操作要求を
送信することができ、以降の処理を進めることができる。
【００６３】
　また、上記実施形態において各装置で行われる処理についても、種々の変更を加えるこ
とができる。例えば、第１電子メール制御装置５０において、第１通信網Ｎ１から異なる
通信網へ接続先を変更した通信端末を特定する情報（例えば、ＭＮＰに伴い使用が中止さ
れたメールアドレスの一覧等）を保持しておく。そして、送信端末１０から送信される電
子メール操作要求を受信し（図６のＳ１１）、第１メールアドレスに係るメールボックス
がないことを確認した後に当該情報を参照して第１メールアドレスにより特定される対象
端末２０がＭＮＰにより接続先を変更したことを確認する。そして、ＭＮＰにより接続先
が変更されたことが確認できた場合には、ＳＣＰ４０を参照する処理を行うという態様と
することにより、第１電子メール制御装置５０とＳＣＰ４０との間で行われる通信を減ら
すことができる。
【００６４】
　また、対象端末２０が接続先を第１通信網Ｎ１から第２通信網Ｎ２に変更する際の変更
処理（図６のＳ０４）において、例えば、第１通信網Ｎ１のメールサーバの第１メールア
ドレスに係るメールボックスにおいて保持される電子メールを、第２通信網Ｎ２のメール
サーバに新たに設けられた第２メールアドレスに係るメールボックスに移行する状況が発
生する場合が考えられる。この場合には、第２電子メール操作装置６０から対象端末２０
に対して電子メール操作指示（図６のＳ１８）を送信する際に、当該指示を同じ指示を第
２通信網Ｎ２のメールサーバに送信する態様としてもよい。これにより、第２通信網Ｎ２
の第２メールアドレスに係るメールボックスに対しても電子メール操作指示が送信され、
電子メールの操作に係る処理が行われると共に、対象端末２０に対して電子メールの操作
指示が送信されたことに関する履歴を記録することができる。
【００６５】
　また、上記実施形態では、電子メールの送信者と、電子メール操作要求の送信者が一致
するかを、メールアドレスが一致するかにより確認し、一致する場合に限って以降の処理
を行うことができる態様について説明している。しかしながら、メールアドレスを偽装す
ることにより第三者から電子メール操作要求が送信されることを考慮して、例えば電子メ
ール操作要求の送信者を確認する方法として、ＩＤやパスワードを用いることもできる。
【００６６】
　また、上記実施形態では、第２電子メール操作装置６０では、第１電子メール制御装置
５０からの操作要求を受信した際には、この操作要求に従って処理を行うこととしている
が、操作要求に対応して処理を行うかどうかを対象端末２０のユーザが決定する態様とし
てもよい。この場合、第２電子メール操作装置６０は、操作要求に従って処理を行ってよ
いかを操作要求の受信毎に対象端末２０のユーザに対して問い合わせることにより、対象
端末２０のユーザの意思が確認される。また、この操作要求に対応して応答を行うかどう
かについての対象端末２０のユーザの意思を反映した情報を設定データとしてあらかじめ
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第２電子メール操作装置６０に記憶しておき、第１電子メール制御装置５０からの操作要
求を受信した際には、この情報に基づいて制御を行う態様とすることもできる。また、こ
の設定データは、対象端末２０のユーザに対して問い合わせることによって、対象端末２
０のユーザの意思を確認することにより作成する態様としてもよい。さらに、対象端末２
０のユーザが操作要求に対応した処理の実行の中止を希望した場合には、処理を中止し、
送信端末１０に対して通知する処理を加えてもよい。さらに、第２電子メール操作装置６
０が第１電子メール制御装置５０からの操作要求に基づいて処理を行うかどうかは、第２
通信網Ｎ２のネットワークポリシーで定めておく態様とすることもできる。すなわち、ネ
ットワークポリシーで第１電子メール制御装置５０からの操作要求に基づいて処理を行わ
ないことを定めている場合には、第１電子メール制御装置５０からの操作要求に従った処
理を行わない態様とすることもできる。
【００６７】
　また、上記実施形態は、送信端末１０から送信される電子メール（Ｓ０１）が、例えば
メーリングリストの投稿アドレスに対する送信であって、送信端末１０から当該メーリン
グリストの投稿アドレスに対して電子メール操作要求を送信した場合にも適用できる。具
体的には、例えば、送信端末１０からのメーリングリストの投稿アドレスを宛先に指定し
た電子メール操作要求を第１電子メール制御装置５０において受信した場合は、第１電子
メール制御装置５０において当該電子メール操作要求がメーリングリストに対して投稿さ
れた電子メールに対する操作要求であるかどうかを判断する。そして、メーリングリスト
に対して投稿された電子メールに対する電子メール操作要求であると判断される場合には
、このメーリングリストを管理する管理サーバ等に問い合わせることにより、電子メール
の操作を行う対象となるメーリングリスト参加者（電子メールの配信先）を特定する。そ
して、上記の処理により特定された電子メールの配信先となる通信端末（対象端末）のそ
れぞれについて電子メールの操作処理を実施する。ここで、メーリングリストに含まれる
対象端末が接続する通信網を変更している場合には、上記実施形態と同様の処理を行うこ
とによって、メーリングリストを用いて送信された電子メールに対して操作を行うことが
できる。
【００６８】
　また、上記実施形態は、対象端末２０がローミング中である場合にも適用することがで
きる。具体的には、対象端末２０がローミング中である場合には、その情報が、例えば第
２電子メール操作装置６０において保持され、当該情報に基づいて、ローミング先の通信
網に対して電子メールの操作指示を送信することにより、対象端末２０の保持する電子メ
ールの操作を行うことができる。
【００６９】
　また、上記実施形態では、対象端末２０が接続する通信網を変更した後も電子メールを
取り扱う場合について説明したが、第２通信網Ｎ２を提供する通信事業者との契約内容に
よっては第２通信網Ｎ２を介した電子メールの送受信ができない場合がある。この場合に
は、第２電子メール操作装置６０は対象端末２０に対して電話番号を指定して送信するこ
とのできる情報（例えば、ショートメッセージサービス）等を使用して、電子メールの操
作に係る指示を送信する態様とすることもできる。
【００７０】
　また、上記実施形態では、第２電子メール操作装置６０によって対象端末２０に対して
電子メールの操作指示を送信する処理について説明したが、対象端末２０において操作指
示に基づいて適切に電子メールの操作が行われたことを送信端末１０に対して通知する態
様としてもよい。この場合、電子メール操作要求、操作指示、及び電子メール操作指示が
送信された順序とは逆順で、対象端末２０から第２電子メール操作装置６０に対して電子
メールの操作結果を通知することで、第１電子メール制御装置５０を介して送信端末１０
に対して電子メールの操作要求に対する応答としてこの操作結果を通知することができる
。また、この態様とした場合には、例えば、対象端末２０において、当該電子メールがユ
ーザの操作等により既に削除されている場合には、その結果を通知することとしてもよい
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【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の好適な実施形態に係る電子メール操作システムを含む通信システムの構
成と、それらの接続関係を示す図である。
【図２】本発明の実施形態におけるＳＣＰ、第１電子メール制御装置、第２電子メール操
作装置、及び加入者データベースのハードウェア構成を示す図である。
【図３】ＳＣＰにおいて保持される情報の例を示す図である。
【図４】第１電子メール制御装置の履歴データベースにおいて保持される情報の例を示す
図である。
【図５】加入者データベースにおいて保持される情報の例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係る電子メール操作システムを含む通信システムにおける電
子メール操作方法を説明するシーケンス図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１…通信システム、２…電子メール操作システム、１０…送信端末、２０…対象端末、
３０…第１電子メール操作システム、４０…ＳＣＰ、５０…第１電子メール制御装置、６
０…第２電子メール操作装置、７０…加入者データベース。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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