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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信機能を有する移動携帯端末において、
　この移動携帯端末が有する機能の抑止要求を受信する抑止要求受信手段と、ユーザ操作
に応じて前記抑止要求の承諾又は拒否を送信する意思送信手段と、承諾の場合に前記抑止
要求に応じた機能の抑止を実行する機能抑止手段とを有する機能抑止部と、
　抑止解除命令を受信する抑止解除命令受信手段と、該抑止解除命令の受信を受けて、前
記機能抑止手段で抑止した機能の抑止を解除する抑止解除手段とを有する機能抑止解除部
を備え、
　前記機能抑止部がさらに、前記機能抑止手段による機能の抑止の完了を受けて機能抑止
完了通知を送信する機能抑止完了通知送信手段を備え、
　この移動携帯端末が、さらに、前記機能抑止完了通知に応じて送信されてきた、特定場
所への入場許可証を受信して保持しておく入場許可証受信保持手段と、該特定場所への入
場に際し該入場許可証を送信する入場許可証送信手段とを有する入場許可証取得提示部を
備え
たことを特徴とする移動携帯端末。
【請求項２】
　前記抑止要求受信手段が、抑止すべき機能を特定した抑止要求を受信するものであり、
　前記機能抑止手段が、前記抑止要求により抑止が要求されている機能を抑止するもので
あることを特徴とする請求項１記載の移動携帯端末。
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【請求項３】
　無線通信機能を有する移動携帯端末を所持するユーザの、特定場所への入退場を管理す
る管理装置において、
　ユーザが所持する移動携帯端末に向けて該移動携帯端末が有する機能の抑止要求を送信
する抑止要求送信手段と、該移動携帯端末からの、該抑止要求に対する承諾又は拒否を受
信するユーザ意志受信手段とを有する機能抑止要求部、および
　前記抑止要求に対応する抑止完了通知を受けて前記特定場所への入場許可証を前記移動
携帯端末に送信する入場許可手続実行部
を備えたことを特徴とする管理装置。
【請求項４】
　前記特定場所からのユーザの退場に際し、該ユーザが所持する移動携帯端末に向けて抑
止解除命令を送信する抑止解除命令送信部
を備えたことを特徴とする請求項３に記載の管理装置。
【請求項５】
　プログラム実行機能と無線通信機能を有する移動携帯端末内で実行されるプログラムで
あって、
　この移動携帯端末が有する機能の抑止要求を受信する抑止要求受信手段と、ユーザ操作
に応じて前記抑止要求の承諾又は拒否を送信する意思送信手段と、承諾の場合に前記抑止
要求に応じた機能の抑止を実行する機能抑止手段とを有する機能抑止部と、
　抑止解除命令を受信する抑止解除命令受信手段と、該抑止解除命令の受信を受けて前記
機能抑止手段で抑止した機能の抑止を解除する抑止解除手段とを有する機能抑止解除部と
して、該移動携帯端末を動作させ、
　前記機能抑止部がさらに、前記機能抑止手段による機能の抑止の完了を受けて機能抑止
完了通知を送信する機能抑止完了通知送信手段を備え、
　前記機能抑止完了通知に応じて送信されてきた、特定場所への入場許可証を受信して保
持しておく入場許可証受信保持手段と、該特定場所への入場に際し該入場許可証を送信す
る入場許可証送信手段とを有する入場許可証取得提示部として、
該移動携帯端末を動作させることを特徴とする機能抑止・解除プログラム。
【請求項６】
　無線通信機能を有する移動携帯端末を所持するユーザの入退場を管理する管理装置を用
いるシステムであって、
　前記管理装置が、前記ユーザが所持する移動携帯端末に向けて、該移動携帯端末が有す
る機能の抑止要求を送信し、
　前記抑止要求を受けた移動携帯端末が、前記抑止要求に対して承諾又は拒否する操作を
前記ユーザから受け、前記受けた操作が前記抑止要求に対する承諾の場合に前記抑止要求
に応じた機能の抑止を実行し、
　前記抑止要求に応じた機能の抑止の実行が完了した移動携帯端末が、前記管理装置に対
して機能抑止完了通知を送信し、
　前記抑止要求に対応する抑止完了通知を受けた管理装置が、前記移動携帯端末に対して
入場許可証を送信し、
　前記入場許可証を受信した移動携帯端末が、特定場所への入場に際し該入場許可証を送
信する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　無線通信機能を有する移動携帯端末を所持するユーザの特定場所への入退場を管理する
管理装置において実行される方法であって、
　ユーザが所持する移動携帯端末に向けて、該移動携帯端末が有する機能の抑止要求を送
信し、
　前記抑止要求の送信に応じて該移動携帯端末からの該抑止要求に対する承諾又は拒否を
受信し、
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　前記抑止要求に対応する抑止完了通知を受けて、前記特定場所への入場許可証を前記移
動携帯端末に送信する
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信機能を有する移動携帯端末、その移動携帯端末を所持するユーザの
、特定場所への入退場を管理する入退場管理装置、および、該移動携帯端末に機能の抑止
機能と、抑止解除機能とを付与する機能抑止・解除プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の移動携帯端末が急速に普及し、単なる電話機能のみでなく、電子
メール機能、テレビ電話機能、電子マネー機能、カメラ機能等、様々な機能が搭載され、
携帯型のパーソナルユースの複合的な情報処理機器となってきている。また、小型化、軽
量化が進んできて携帯性が向上し、ユーザが気楽にいつでもどこにでも携行するようにな
ってきている。
【０００３】
　このような趨勢の中で発生する大きな問題の１つは、その移動携帯端末を利用すること
による周囲等への迷惑の問題がある。
【０００４】
　この問題を解決するために、例えばコンサートホール、映画館、病院等、特定の場所に
入場する際にユーザが所持している移動携帯端末の機能を制限する技術が提案されている
（特許文献１、２）。
【０００５】
　ここで特許文献１には、通信機器の撮影又は録音等の機能を特定の場所で自動的に制限
状態に設定する技術が提案されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、携帯端末に装着される特殊な電子デバイス（携帯端末制御棒）
を備え、その電子デバイスを携帯端末に装着することによって、その携帯端末の機能を制
限したり、その電子デバイスに搭載されているＬＥＤや状態が変化する旗により、その携
帯端末の機能が制限された状態にあるか否かを周囲に視認させるという技術が開示されて
いる。
【特許文献１】特開２００２－１１２２１４号公報
【特許文献２】特開２００３－２７４００５号公報
【発明の開示】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の技術の場合、ある特定の場所に移動したことをもってその
携帯端末を所持しているユーザの同意なしに機能が制限されており、ユーザの同意を得な
いのは社会通念上なじみにくいケースも想定される。例えば緊急な電話がかかってくるこ
とを予定しているユーザにとっては、その電話機能が合意なしにいきなり制限され電話の
受信が不能になることは、場合によってはそのユーザにとって重大な結果を引き起こす可
能性がある。このような場合に、例えば入口に看板を掲げ、あるいは音声でアナウンスし
て注意を促したとしても、そのユーザがその看板を確実に確認しあるいはそのアナウンス
を確実に聞き取るとは限らず、それをもってユーザと合意ができたことにはならないおそ
れがある。
【０００８】
　また、特許文献２に記載された、携帯端末に特殊な電子デバイスを装着する技術の場合
、その電子デバイスを携帯端末に装着したことをもってユーザが機能の制限を受け入れた
と見なすことができるが、その電子デバイスが確実に装着されているか否かを周囲から視
認できるようにしておくためにはその携帯端末をバッグやポケットの中など周囲から見え
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ないところに仕舞い込むことができないこと、仕舞い込んでしまうとその携帯端末の機能
が制限されていることを周囲の人が確認できないこと、機能の制限に同意しないユーザは
その電子デバイスを一旦は装着してもその後取り外して仕舞い込むことによりその携帯端
末の機能を回復したまま所持することができてしまうこと、さらに、携帯端末に、そのよ
うな特殊な電子デバイスを接続するための接続口を備える必要があり、特殊な携帯端末し
か対象にならないおそれがあること、多数の人が出入りする場所では、その特殊な電子デ
バイスの分配、回収作業が大変であり、紛失のおそれもあること、など問題が多い。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑み、特定場所へ入場しようとするユーザが所持する移動携帯端
末の機能をユーザとの確実な合意の下で抑止するシステムに好適な移動携帯端末、入退場
管理装置、および機能抑止・解除プログラムを提供することを目的とする。
【００１０】
　上記目的を達成する本発明の移動携帯端末は、無線通信機能を有する移動携帯端末であ
って、この移動携帯端末が有する機能の抑止要求を受信する抑止要求受信手段と、ユーザ
操作に応じてその抑止要求の承諾又は拒否を送信する意思送信手段と、承諾の場合にその
抑止要求に応じた機能の抑止を実行する機能抑止手段とを有する機能抑止部、および
　抑止解除命令を受信する抑止解除命令受信手段と、その抑止解除命令の受信を受けて、
その機能抑止手段で抑止した機能の抑止を解除する抑止解除手段とを有する機能抑止解除
部を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の移動携帯端末は、上記のように、受信した抑止要求の承諾又は拒否を送信する
意思送信手段を備えたため、ユーザとの確実な合意の上でその移動携帯端末の機能を抑止
することができる。
【００１２】
　ここで、本発明の移動携帯端末において、上記機能抑止部がさらに、上記機能抑止手段
による機能の抑止の完了を受けて機能抑止完了通知を送信する機能抑止完了通知送信手段
を備え、この移動携帯端末が、さらに、上記機能抑止完了通知に応じて送信されてきた、
特定場所への入場許可証を受信して保持しておく入場許可証受信保持手段と、その特定場
所への入場に際しその入場許可証を送信する入場許可証送信手段とを有する入場許可証取
得提示部を備えることが好ましい。
【００１３】
　こうすることにより、機能抑止の手続きと特定場所への入場の手続きが分離され、その
２つの手続きが必ずしも同時でなくてもよいこととなり、利用し易いシステムとなる。
【００１４】
　また、本発明の移動携帯端末において、上記抑止要求受信手段が、抑止すべき機能を特
定した抑止要求を受信するものであり、上記機能抑止手段が、その抑止要求により抑止が
要求されている機能を抑止するものであることが好ましい。
【００１５】
　特定場所によっては、移動携帯端末の機能の全てを抑止する必要はなく、その移動携帯
端末の特定機能のみ抑止されればよい場合もある。例えば、コンサート会場では静けさが
望まれるため音を抑止したいが他の機能を抑止する必要がない場合もあり、また映画館で
は静けさと暗さが望まれるため音と発光を抑止したいがその他の機能は特に抑止するまで
もない場合もあり、病院内では電波を抑止する必要があるが、その他の、例えばスケジュ
ール管理機能やゲーム機能まで抑止する必要はない場合もある。
【００１６】
　本発明の移動携帯端末を、抑止すべき機能を特定した抑止要求を受信してその特定され
た機能を抑止する構成とすることにより、一層柔軟なシステムが構築される。
【００１７】
　また、上記目的を達成する本発明の入退場管理装置は、無線通信機能を有する移動携帯
端末を所持するユーザの、特定場所への入退場を管理する入退場管理装置であって、
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　ユーザが所持する移動携帯端末に向けてその移動携帯端末が有する機能の抑止要求を送
信する抑止要求送信手段と、その移動携帯端末からの、その抑止要求に対する承諾又は拒
否を受信するユーザ意思受信手段とを有する機能抑止要求部、
　上記抑止要求に対応する抑止完了通知を受けてその特定場所へのユーザの入場許可手続
きを実行する入場許可手続実行部、および
　その特定場所からのユーザの退場に際し、そのユーザが所持する移動携帯端末に向けて
抑止解除命令を送信する抑止解除命令送信部を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　このような入退場管理装置を備えることによって、ユーザが所持している移動携帯端末
の機能を、そのユーザとの合意の上で、抑止することができる。
【００１９】
　さらに、上記目的を達成する本発明の機能抑止・解除プログラムは、プログラム実行機
能と無線通信機能を有する移動携帯端末内で実行され、その移動携帯端末に、
　この移動携帯端末が有する機能の抑止要求を受信する抑止要求受信手段と、ユーザ操作
に応じてその抑止要求の承諾又は拒否を送信する意思送信手段と、承諾の場合にその抑止
要求に応じた機能の抑止を実行する機能抑止手段とを有する機能抑止部の機能、および
　抑止解除命令を受信する抑止解除命令受信手段と、その抑止解除命令の受信を受けてそ
の機能抑止手段で抑止した機能の抑止を解除する抑止解除手段とを有する機能抑止解除部
の機能を付与することを特徴とする。
【００２０】
　近年の、携帯電話機等の移動携帯端末は、電波を介してプログラムをその移動携帯端末
内にダウンロードすることによってその移動携帯端末に新たな機能を追加したり既存の機
能を改良することが行なわれている。上記の機能抑止・解除プログラムを構築しておくこ
とによって、移動携帯端末に、本発明に合致した機能を追加するシステムを構築すること
が可能となる。
【００２１】
　以上の本発明によれば、特定場所へ入場しようとするユーザが所持する移動携帯端末の
機能をユーザとの確実な合意の下で抑止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の概念を示す全体概念図である。
【００２４】
　ここには、ある特定の施設の外に居るユーザに所持された移動携帯端末１０Ａと、その
施設の入口に設置された門番システム２０と、その施設の中に居るユーザに所持された移
動携帯端末１０Ｂとが示されている。
【００２５】
　施設の外に居るユーザは、その施設への入場にあたっては、ユーザによる移動携帯端末
１０Ａの操作およびその移動携帯端末１０Ａと門番システム２０との間の通信により、そ
の移動携帯端末１０Ａの一部又は全部の機能の抑止について同意するとともに門番システ
ムからの機能抑止要求に基づいて実際にその機能を抑止した場合のみ、門番システム２０
は、その移動携帯端末１０Ａを所持したユーザの、この施設への入場を許可し、その施設
への入場ゲートを開く。
【００２６】
　この施設内に居るユーザは、上記のようにして機能が抑止された移動携帯端末１０Ｂを
所持している。
【００２７】
　この施設内のユーザがこの施設から退場しようとするときは、そのユーザが所持する移
動携帯端末１０Ｂと門番システム２０との間で機能抑止解除手続を行ない、抑止されてい
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た機能の抑止の解除を受けた上で退場する。
【００２８】
　図２は、本発明の一実施形態としての移動携帯端末の外観斜視図である。
【００２９】
　この移動携帯端末１０は、互いに開閉する上部筐体１１と下部筐体１２とからなり、上
部筐体１１には画像表示のためのＬＣＤ１１ａ、内部に小型スピーカが配備され耳にあて
がわれて音声を聞き取るための送話口１１ｂが設けられている。
【００３０】
　なお、下部筐体１２には、ユーザにより操作され、この移動携帯端末１０を使って電話
をかけたり、電子メールを送信したり、各種設定を行なったりするための各種の操作キー
１２１、ユーザの声をピックアップするマイクロホンが内蔵されそのマイクロホンに声を
導くための受話口１２２、および少し大型のスピーカが内蔵され耳にあてがわなくても聞
き取れるレベルの音量の音声を出力する放音口１２３が設けられている。
【００３１】
　また、図１には図示しない背面側には、カメラ用のレンズや無線通信用のアンテナ等が
設けられている。
【００３２】
　図３は、図２に示す移動携帯端末１０の内部構成図である。
【００３３】
　ここには、ＣＰＵ１０１、ＲＡＭ１０２、マイクデバイス１０３、スピーカデバイス１
０４、カメラデバイス１０５、近距離無線デバイス１０６、ＲＯＭ１０７、不揮発メモリ
１０８、ディスプレイデバイス１０９、キーデバイス１１０、携帯電話通信デバイス１１
１、およびアンテナ１１２が示されており、アンテナ１１２を除き、これらの間はバス１
００を介して互いに接続されている。
【００３４】
　ＣＰＵ１０１は、各種プログラムを実行する機能を有し、この移動携帯端末１０の全体
を制御している。
【００３５】
　ＲＯＭ１０７には、ＣＰＵ１０１で実行される各種プログラムやそれら各種プログラム
の実行に必要な各種定数が記憶されており、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０７に記憶された
プログラムをＲＡＭ１０２を作業領域として使いながら実行する。
【００３６】
　不揮発メモリ１０８には、この移動携帯端末１０の、書き替えられることが有り得る各
種設定条件等が記録されている。
【００３７】
　マイクデバイス１０３は、ユーザの声をピックアップするマイクロホンおよびそのマイ
クロホンでピックアップされた声を処理する機能ブロックである。
【００３８】
　スピーカデバイス１０４は、ユーザに向けて音声を出力するスピーカ、およびそのスピ
ーカを駆動する音声信号を生成する機能ブロックである。
【００３９】
　近距離無線デバイス１０６は、本実施形態ではブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）
の仕様に準拠した近距離無線通信を行なうデバイスであり、ここでは図１に示す門番シス
テム２０との間の通信に用いられる。
【００４０】
　尚、ここではブルートゥースの仕様に準拠した近距離無線通信を行なうデバイスとして
説明するが、例えば赤外線通信等他の近距離無線通信手段を採用してもよい。
【００４１】
　また、カメラデバイス１０５は、写真撮影による画像データの収集を司るブロック、デ
ィスプレイデバイス１０９は、図２に示すＬＣＤ１１Ａへの画像表示を司るブロック、キ
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ーデバイス１１０は、ユーザによる各種操作キー１２１（図２参照）のキー操作を検出す
るブロックである。
【００４２】
　また、携帯電話通信デバイス１１１は、アンテナ１１２を介しての電話の送受信や電子
メールの送受信等を担っている。
【００４３】
　図４は、門番システム２０を構成するコンピュータシステムの外観図である。
【００４４】
　この図４には、コンピュータシステム２００の構成要素として、本体装置２０１、ディ
スプレイ２０２、キーボード２０３、マウス２０４およびアンテナ２０５が示されている
。
【００４５】
　本体装置２０１には、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ハードディスク、通信用ボード、装填されたＭ
Ｏ（光磁気ディスク）をドライブするＭＯドライブ、装填されたＣＤあるいはＤＶＤをド
ライブするＣＤ／ＤＶＤドライブ等が内蔵されており、さらに外観上、ＭＯが装填される
ＭＯ装填口２０１ａ、ＣＤ／ＤＶＤが装填されるＣＤ／ＤＶＤ装填口２０１ｂを有してい
る。
【００４６】
　また、ディスプレイ２０２は、本体装置２０１からの指示により表示画面２０２ａ上に
画像や文字列を表示する。
【００４７】
　さらにキーボード２０３は、多数の操作キーが配列されキー操作により利用者の指示を
入力するためのもの、マウス２０４は、表示画面２０２ａ上の任意の位置を指定すること
により、その指定時にその位置に表示されていたアイコン等に応じた指示を与えるための
ポインティングデバイスである。
【００４８】
　さらにアンテナ２０５は、図２、図３に示す移動携帯端末１０との間でブルートゥスの
規格に準拠した近距離無線通信を行なうためのものである。
【００４９】
　図５は、図４に外観を示すコンピュータシステム２００のハードウェア構成図である。
【００５０】
　図５に示すハードウェア構成図には、ＣＰＵ２１１、ＲＡＭ２１２、ハードディスクコ
ントローラ２１３、ＭＯドライブ２１４、ＣＤ／ＤＶＤドライブ２１５、マウスコントロ
ーラ２１６、キーボードコントローラ２１７、ディスプレイコントローラ２１８、通信用
ボード２１９、およびゲート開閉制御インタフェース２２０が示されており、これらはバ
ス２１０で相互に接続されている。
【００５１】
　また、この図５には、ハードディスクコントローラ２１３によりアクセスされるハード
ディスク２２１、マウスコントローラ２１６により制御されるマウス２０４、キーボード
コントローラにより制御されるキーボード２０３、およびディスプレイコントローラ２１
８により制御されるディスプレイ２０２も示されている。
【００５２】
　ＣＰＵ２１１は、ハードディスク２１１に記憶されＲＡＭ２１２上に展開されたプログ
ラムを実行するものである。
【００５３】
　また、ＭＯドライブ２１４、ＣＤ／ＤＶＤドライブ２１５は、図４を参照して説明した
ように、それぞれＭＯ装填口２０１ａ、ＣＤ／ＤＶＤ装填口２０１ｂから装填されたＭＯ
２２２、ＣＤ／ＤＶＤ２２３をアクセスするものである。
【００５４】
　また、通信用ボード２１９は、アンテナ２０５を介して、図２、図３に示す移動携帯端
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末１０との間でブルートゥスの規格に準拠した通信を行なうための信号処理を担っている
。
【００５５】
　さらに、ゲート開閉制御インタフェース２２０は、図１に示す施設へのユーザの入場や
その施設からのユーザの退場のためのゲートの開閉を担う制御装置（図示せず）と接続さ
れ、その制御装置に対しゲートの開閉の指示を与えるためのインタフェースである。
【００５６】
　図６は、図２、図３に示す携帯移動端末１０のＣＰＵ１０１（図３参照）で実行される
、本発明の一実施形態としての機能抑止・解除プログラムを示す図である。
【００５７】
　ＣＰＵ１０１で実行される機能抑止・解除プログラム３００は、選択的機能抑止受付手
段３０１、選択的機能抑止解除要求手段３０２、および入場許可証取得手段３０３から構
成されている。この機能抑止・解除プログラム３００の処理については後述する。
【００５８】
　尚、この図６では、選択的機能抑止手段３０１、選択的機能抑止解除要求手段３０２、
および入場許可証取得手段３０３を、機能抑止・解除プログラム３００を構成するプログ
ラム部品として示したが、ここでは、これらのプログラム部品がＣＰＵ１０１で実行され
ることにより実現する機能自体についても、それらのプログラム部品とそれぞれ同一の名
称を使用し、特に区別する必要がある場合を除きプログラム部品自体と区別せずに説明す
る。
【００５９】
　ＣＰＵ１０１で機能抑止・解除プログラム３００が実行されるにあたっては、端末ＩＤ
３１０、機能種別リスト３１１、承諾動作モード３１２、および入場許可証３１３が参照
され、あるいはそこにデータが書き込まれる。
【００６０】
　端末ＩＤ３１０は、この移動携帯端末１０のＩＤであり、図３に示すＲＯＭ１０７ある
いは不揮発メモリ１０８に書替え不能に記録されている。
【００６１】
　図７は、機能種別リスト構造を示した図である。
【００６２】
　図６に示す機能種別リスト３１１は、図７に示すように、機能名と、機能コードと、そ
の機能の実装状態（その機能が実装されている／未実装である／実装されてはいるものの
、例えばこの移動携帯端末１０が加入している通信事業主との契約等によりその機能が停
止した状態にある）との組で構成されている。本実施形態では、この機能種別リストは、
図３に示す不揮発メモリ１０８に記憶されており、機能の追加、削除、あるいは実装状態
に変更があったときに書き換えられる。
【００６３】
　図８は、承諾動作モード構造を示す図である。
【００６４】
　図１に示す門番システム２０は移動携帯端末を所持するユーザがその施設に入場しよう
とするときに、その移動携帯端末に向けて特定の機能を指定して、あるいは全ての機能に
ついて、機能の抑止を要請するが、この際ユーザには、図８に示す選択肢、すなわち、門
番システム２０から抑止が要請された機能をいちいち確認することなくすべて承諾すると
いう選択肢と、すべて拒否するという選択肢と、どのような機能の抑止が要請されている
かを個別に確認した上で、承諾または拒否するという選択肢が与えられる。ただし、個別
に確認した場合であっても、承諾または拒否は各機能個別にではなく、一括して承認する
か拒否するかの選択となる。
【００６５】
　本実施形態では、図８に示すこの承諾動作モードに相当する画面作成データが不揮発メ
モリ１０８に格納されており、門番システム２０からは抑止すべき機能を表わす抑止機能
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リストが通知（近距離無線通信により送信）され、この抑止機能リストの通知を受けると
、不揮発メモリ１０８に格納されている画面作成データに基づいて図８に示す選択肢の中
からいずれかの選択肢を選択するための表示画面が作成されてＬＣＤ１１Ａ（図１）に表
示され、個別に確認する選択肢が選択されると、今度は、ＬＣＤ１１Ａ上に、門番システ
ム２０から送信されてきた抑止機能リストが表示されて、ユーザによる承諾又は拒否の操
作が行なわれる。
【００６６】
　図９は、入場許可証のデータ構造を示す図である。
【００６７】
　この図９にデータ構造を示す入場許可証は、門番システムより暗号化して配布された、
入場許可証として利用される端末ＩＤと、付属情報（例えば入場を許可する日付や時間帯
に関する情報など）とから成り立っている。
【００６８】
　この入場許可証（付属情報を含む）は、門番システム２０により近距離無線通信で配布
され、受信した入場許可証は一旦図３に示す不揮発メモリ１０８に格納され、門番システ
ム２０からの提示要求に応じて門番システム２０に提示（近距離無線通信で送信）される
。
【００６９】
　図１０は、図４、図５に示すコンピュータシステム２００のＣＰＵ２１１（図５参照）
で実行され、そのコンピュータシステム２００を図１に示す門番システム２０として動作
させる門番プログラムを示す図である。
【００７０】
　ＣＰＵ２１１で実行される門番プログラム４００は、選択的機能抑止要求手段４０１、
選択的機能抑止解除要求手段４０２、および入場許可証発行照合手段４０３から構成され
ている。この門番プログラム４００による処理についても、図６に示す機能抑止・解除プ
ログラム３００の処理とともに後述する。
【００７１】
　尚、これも図６と同様に、この図１０では、選択的機能抑止要求手段４０１、選択的機
能抑止解除受付手段４０２、および入場許可証発行照合手段４０３を門番プログラム４０
０を構成するプログラム部品として示したが、これらのプログラム部品がＣＰＵ２１１で
実行されることにより実現する機能についても、特に区別する必要がある場合を除き、そ
れらのプログラム部品自体と区別せずに同一の名称を用いて説明する。
【００７２】
　ＣＰＵ２１１で門番プログラム４００が実行されるにあたっては、抑止機能管理表４１
１および入場管理表４１２が参照される。これら抑止機能管理表４１１および入場管理表
４１２は、図５に示すハードディスク２２１に格納されている。
【００７３】
　図１１は、図１０に１つのブロックで示す抑止機能管理表を示す図である。
【００７４】
　ここには、「端末ＩＤ」と、「抑止機能リスト」と、「付属情報」との組が記録されて
いる。抑止機能が全ての移動携帯端末について共通でないのは、例えば劇場を考えたとき
一般観客が所持する移動携帯端末についてはデフォルトの抑止機能リストに従って機能抑
止が行なわれるが、一般観客以外のその劇場の従業員や俳優等はその人が所持する移動携
帯端末の端末ＩＤを登録しておくことによって、一般観客とは異なる抑止機能リストに従
った機能抑止を行なうためである。
【００７５】
　図１２は、図１０に１つのブロックで示す入場管理表を示す図である。
【００７６】
　ここには、「端末ＩＤ」と、「タイムスタンプ」と、「入場状態」との組が記録されて
いる。



(10) JP 4825793 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

【００７７】
　「タイムスタンプ」は、対応する端末ＩＤを持つ移動携帯端末に向けて入場許可証を配
布したときの時間帯であり、「入場状態」は、その端末ＩＤを持つ移動携帯端末を所持す
るユーザがその特定場所に未だ入場していないか実際に入場したかを示すものである。
【００７８】
　以下では、図６に示す機能抑止・解除プログラム３００を構成する各プログラム部品に
よる処理と、図１０に示す門番プログラム４００を構成する各プログラム部品による処理
について説明する。
【００７９】
　図１３、図１４は入場手続きシーケンスの、それぞれ前半部分、後半部分を示す図であ
る。
【００８０】
　これら図１３、図１４、および後で説明する図１５、図１６における各個別処理に付し
た符号、例えば３０１ａ，３０１ｂ，…；４０１ａ，４０１ｂ，…は、それらの符号から
アルファベットを除いた符号３０１；４０１；…と一致する符号が付された、図６あるい
は図１０に示すプログラム部品による処理であることを示している。すなわち、例示する
と、符号３０１ａ，３０１ｂ，…は、図６に示す機能抑止・解除プログラム３００を構成
するプログラム部品である選択的機能抑止受付手段３０１による処理であり、符号４０１
ａ，４０１ｂ，…は図１０に示す門番プログラム４００を構成するプログラム部品である
選択的機能抑止要求手段４０１による処理である。他のプログラム部品についても同様で
ある。また、図１３～図１６において、移動携帯端末１０と門番システム２０とに跨がる
矢印は、移動携帯端末１０と門番システム２０との間での、ブルートゥスの規格に準拠し
た近距離無線通信により行なわれる通信であることを示している。
【００８１】
　図１３、図１４に示す入場手続きシーケンスでは、先ず、図１３に示すように、移動携
帯端末１０のキー操作に応じて、移動携帯端末１０から門番システム２０に向けて入場手
続きの開始要求が出され（ステップ３０１ａ）、門番システム２０は、その要求に応答し
て、その要求してきた移動携帯端末１０に向けて、その移動携帯端末１０の端末ＩＤとそ
の移動携帯端末１０に実装されている機能の開示要求が出される（ステップ４０１ａ）。
移動携帯端末１０では、この開示要求に応じて、端末ＩＤ３１０および機能種別リスト３
１１を参照してそれら端末ＩＤと実装機能の情報を取得し（ステップ３０１ｂ）、門番シ
ステム２０に通知する（ステップ３０１ｃ）。
【００８２】
　門番システム２０は、この通知を受けて、入場管理表４１２に記録されている端末ＩＤ
とタイムスタンプを参照してその端末ＩＤを持つ移動携帯端末１０について既に入場許可
証を発券済であるか否かを判定し（ステップ４０１ｂ）、発券済である場合は、移動携帯
端末１０に向けて発券処理の中止を通知する（ステップ４０１ｃ）。ステップ４０１ｂで
未発券であるとの判定が行なわれると、抑止機能管理表４１１が参照されてその端末ＩＤ
を持つ移動携帯端末１０に対する抑止機能リストが作成され（ステップ４０１ｄ）、その
抑止機能リストが移動携帯端末１０に通知される。
【００８３】
　抑止機能リストを受け取った移動携帯端末１０では、承諾動作モード３１２が参照され
るとともにユーザのキー操作による承認又は拒否とのユーザの意思の入力を受け（ステッ
プ３０１ｄ）、門番システム２０に向けて承諾又は拒否の応答を行なう（ステップ３０１
ｅ）。
【００８４】
　門番システム２０は、この応答が承諾か拒否かを判定し（ステップ４０１ｆ）、拒否の
場合はその移動携帯端末１０を持ち込んでの入場の禁止が通知され（ステップ４０１ｇ）
、承諾の場合は、図１４に示すように、移動携帯端末１０に向けてステップ４０１ｄで作
成した抑制機能リストに挙げられている機能の抑止命令が出され（ステップ４０１ｈ）、
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移動携帯端末１０では、その機能抑止命令を受けて機能抑止処理が実行され（ステップ３
０１ｆ）、その機能抑止処理が終了すると門番システム２０に向けて機能抑止完了通知が
出される（ステップ３０１ｇ）。
【００８５】
　門番システム２０の選択的機能抑止要求手段４０１は、この機能抑止完了通知を受けて
、入場許可証発行照合手段４０３に入場許可証の発行を依頼し、入場許可証発行照合手段
４０３は、その移動携帯端末１０用の入場許可証発行処理を行なって（ステップ４０３ａ
）、その入場許可証を移動携帯端末１０に向けて配布するとともに（ステップ４０３ｂ）
、入場管理表４１２に、入場許可証を新たに発行した移動携帯端末１０の端末ＩＤと発行
時間帯を表わすタイムスタンプを書き込むことにより入場管理表の更新を行なう（ステッ
プ４０３ｃ）。
【００８６】
　一方、移動携帯端末１０では、入場許可証を受け取ると、不揮発メモリ１０８内に、入
場許可証３１３として保持する（ステップ３０３ａ）。
【００８７】
　本実施形態では、入場許可証として、端末ＩＤを暗号化関数Ｆで暗号化した、Ｆ（端末
ＩＤ）が使用される。この入場許可証は、復号化関数Ｇにより、端末ＩＤ＝Ｇ（Ｆ（端末
ＩＤ））のようにして取り出すことができる。
【００８８】
　以上、図１３、図１４に示す入場手続きをシーケンスにより、入場前の入場許可証発行
の手続きが終了する。
【００８９】
　図１５は、入場シーケンスを示す図である。
【００９０】
　この入場シーケンスは、移動携帯端末１０を所持したユーザが、門番システム２０が管
理する施設に実際に入場しようとする際に実行されるシーケンスである。
【００９１】
　ここでは先ず、移動携帯端末１０から門番システム２０に向けて入場要求が出され（ス
テップ３０３ｂ）、門番システム２０はそれに応答してその移動携帯端末１０の端末ＩＤ
と入場許可証の提示を要求する（ステップ４０３ｄ）。
【００９２】
　すると、移動携帯端末１０では、端末ＩＤ３１０と入場許可証３１３を参照してそれら
の端末ＩＤと入場許可証を取得し（ステップ３０３ｃ）、その取得した端末ＩＤと入場許
可証を門番システム２０に提示する（ステップ３０３ｄ）。すると門番システム２０では
入場許可証照合処理が行なわれる（ステップ４０３ｅ）。すなわち、ここでは入場管理表
４１２が参照されて移動携帯端末１０から受け取った端末ＩＤがその入場管理表４１２に
有効に存在することが確認されるとともに入場許可証から端末ＩＤ＝Ｇ（入場許可証）＝
Ｇ（Ｆ（端末ＩＤ））によって端末ＩＤが取り出され、この取り出された端末ＩＤと、移
動携帯端末１０から入場許可証とは別にその入場許可証と対で受け取った端末ＩＤとが照
合されて一致することが確認される。
【００９３】
　この入場許可証照合処理の結果、入場許可を受けた正規の移動携帯端末１０であるか否
かが判定され（ステップ４０３ｆ）、入場許可を受けた移動携帯端末１０ではないと判定
されるとその移動携帯端末１０を持ち込んでの入場の禁止が通知され（ステップ４０３ｇ
）、入場許可を受けた正規の移動携帯端末１０であると判定されるとその移動携帯端末１
０を持ち込んでの入場の許可が通知され（ステップ４０３ｈ）、入場管理表４１２の入場
状態（図１２参照）を未入場から入場済に変更することにより入場管理表が更新され（ス
テップ４０３ｉ）、その移動携帯端末１０を所持したユーザが入場できるように入口ゲー
トが開かれる。
【００９４】
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　図１６は退場手続きシーケンスを示す図である。この退場手続きシーケンスは、施設に
既に入場しているユーザがその施設から退場した際に実行されるシーケンスである。
【００９５】
　ここでは先ず、移動携帯端末１０から門番システム２０に向けて端末ＩＤを知らせて機
能抑止解除要求が出され（ステップ３０２ａ）、門番システム２０はこれに応答して機能
抑止解除命令を出すとともに（ステップ４０２ａ）、入場管理表４１２から該当する端末
ＩＤを削除する（ステップ４０２ｂ）。
【００９６】
　一方、機能抑止解除命令を受け取った移動携帯端末１０では、抑止されている機能を回
復する機能抑止解除処理が行なわれて（ステップ３０２ｂ）、入場許可証が破棄される（
ステップ３０２ｃ）。
【００９７】
　以上の実施形態によれば、施設入場者は、入場する施設が禁止している移動携帯端末機
能についてのみ選択的に抑止して、施設内に持ち込むことができようになる。これにより
、許可されている機能については施設内での使用が可能となる。また、施設入場者が、機
能抑止を拒否する意思表示をして、入場しないという選択肢も可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の概念を示す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態としての移動携帯端末の外観斜視図である。
【図３】図２に示す移動携帯端末の内部構成図である。
【図４】門番システムを構成するコンピュータシステムの外観図である。
【図５】図４に外観を示すコンピュータシステムのハードウェア構成図である。
【図６】本発明の一実施形態としての機能抑止・解除プログラムを示す図である。
【図７】機能種別リスト構造を示した図である。
【図８】承諾動作モード構造を示す図である。
【図９】入場許可証のデータ構造を示す図である。
【図１０】コンピュータシステムを図１に示す門番システムとして動作させる門番プログ
ラムを示す図である。
【図１１】抑止機能管理表を示す図である。
【図１２】入場管理表を示す図である。
【図１３】入場手続きシーケンスの前半部分を示す図である。
【図１４】入場手続きシーケンスの後半部分を示す図である。
【図１５】入場シーケンスを示す図である。
【図１６】退場手続きシーケンスを示す図である。
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