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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タを保存するデータ保存手段を有する管理サーバと、を有して構成する記憶容量管理シス
テムであって、
　前記移動体通信端末は、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記管理サーバに送信するデータ取得要
求手段を有し、
　前記管理サーバは、
　前記移動体通信端末のデータ容量を管理するデータ容量管理手段と、
　前記データ取得要求手段によりネットワークから取得した取得データの容量と、前記デ
ータ容量管理手段で管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取得データ
を送信するか否かを判定する送信判定手段と、
　前記送信判定手段により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記データ保存手段に保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信す
る送信手段と、を有し、
　前記移動体通信端末は、
　前記移動体通信端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前記データ容
量管理手段で管理するデータ容量を更新するデータ容量更新手段を有し、
　前記データ容量更新手段は、
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　前記移動体通信端末のコネクタ部に外部機器が接続された場合と、前記コネクタ部から
外部機器が切断された場合と、の少なくとも１つの場合に、前記データ容量を前記管理サ
ーバに送信し、前記データ容量管理手段で管理するデータ容量を更新することを特徴とす
る記憶容量管理システム。
【請求項２】
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タを保存するデータ保存手段を有する管理サーバと、を有して構成する記憶容量管理シス
テムであって、
　前記移動体通信端末は、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記管理サーバに送信するデータ取得要
求手段を有し、
　前記管理サーバは、
　前記移動体通信端末のデータ容量を管理するデータ容量管理手段と、
　前記データ取得要求手段によりネットワークから取得した取得データの容量と、前記デ
ータ容量管理手段で管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取得データ
を送信するか否かを判定する送信判定手段と、
　前記送信判定手段により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記データ保存手段に保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信す
る送信手段と、を有し、
　前記移動体通信端末は、
　前記移動体通信端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前記データ容
量管理手段で管理するデータ容量を更新するデータ容量更新手段を有し、
　前記データ容量更新手段は、
　前記移動体通信端末の位置登録及び位置情報の更新が完了した後に、更新完了後の前記
データ容量を前記管理サーバに送信し、前記データ容量管理手段で管理するデータ容量を
更新することを特徴とする記憶容量管理システム。
【請求項３】
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タ容量を管理する管理サーバと、を有し、前記移動体通信端末のデータ容量を管理する記
憶容量管理方法であって、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記移動体通信端末が前記管理サーバに
送信するデータ取得要求工程と、
　前記データ取得要求工程により前記管理サーバがネットワークから取得した取得データ
の容量と、前記管理サーバが管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取
得データを送信するか否かを判定する送信判定工程と、
　前記送信判定工程により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記管理サーバに保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信する送
信工程と、
　前記移動体通信端末が前記端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前
記管理サーバで管理するデータ容量を更新するデータ容量更新工程と、を有し、
　前記データ容量更新工程は、
　前記移動体通信端末のコネクタ部に外部機器が接続された場合と、前記コネクタ部から
外部機器が切断された場合と、の少なくとも１つの場合に、前記データ容量を前記管理サ
ーバに送信し、前記管理サーバで管理するデータ容量を更新することを特徴とする記憶容
量管理方法。
【請求項４】
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タ容量を管理する管理サーバと、を有し、前記移動体通信端末のデータ容量を管理する記
憶容量管理方法であって、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記移動体通信端末が前記管理サーバに
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送信するデータ取得要求工程と、
　前記データ取得要求工程により前記管理サーバがネットワークから取得した取得データ
の容量と、前記管理サーバが管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取
得データを送信するか否かを判定する送信判定工程と、
　前記送信判定工程により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記管理サーバに保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信する送
信工程と、
　前記移動体通信端末が前記端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前
記管理サーバで管理するデータ容量を更新するデータ容量更新工程と、を有し、
　前記データ容量更新工程は、
　前記移動体通信端末の位置登録及び位置情報の更新が完了した後に、更新完了後の前記
データ容量を前記管理サーバに送信し、前記管理サーバで管理するデータ容量を更新する
ことを特徴とする記憶容量管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末の記憶容量を管理す
る記憶容量管理システム及び記憶容量管理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ユビキタス・ネットが作り出す高速アクセス・サービスが市場に普及し始めている
。このサービスの登場により、圧倒的な情報量のコンテンツを各通信機器がいつでも、且
つ、どこにいても受信できる環境を作り出すことが可能となった。このため、各通信機器
が受信可能となる情報量の制限が取り払われることで、音楽や映像、ゲームなどのコンテ
ンツ配信はもちろん、電子商取引などで届けられるコンテンツの質も高まる。いわゆる「
リッチ・コンテンツ」をいつまでも手に入れられるようになる。また、ユビキタス・ネッ
トにより、各通信機器が受信可能となる情報量の制限が取り払われることは、各通信機器
が送信する情報量の制限を取り払うことを意味する。従って、各通信機器が送信可能とな
る情報量の制限が取り払われることで、様々な場所で、各通信機器が何らかの情報を常に
発信し続ける環境が整うことになる。
【０００３】
例えば、携帯電話などの移動体通信端末は単に音声通信を行うだけでなく、映像や高速デ
ータ通信などのマルチメディア化が進んでいる。このため、移動体通信端末は、インター
ネットに接続できる機能など、様々な付加機能が備わっている。また、移動体通信端末は
、送受信データの保存を実現するために、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどの記憶部を有し
ている。以下、図１２を参照しながら従来の移動体通信端末について説明する。
【０００４】
移動体通信端末は、図１２に示すように、アンテナ１２１と、送受信部１２２と、符号化
／復号化部１２３と、記憶部１２４と、入出力部１２５と、制御部１２６と、を有して構
成される。
【０００５】
アンテナ１２１及び送受信部１２２は、移動体通信端末の各通信方式に沿った電波の送受
信を行うものである。アンテナ１２１及び送受信部１２２としては、例えば、Ｗ－ＣＤＭ
Ａ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ
）が挙げられる。Ｗ－ＣＤＭＡは、分離結合器、発振器、ＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋ
ｅｄ　Ｌｏｏｐ）、変復調部、及びベースバンド信号処理を行う拡散・逆拡散器、Ｒａｋ
ｅ受信器などから構成される。
【０００６】
符号化／復号化部１２３は、送受信データの符号化／復号化を行うものであり、移動体通
信端末の各通信方式または送受信データのフォーマットに応じた符号化／復号化方式が用
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いられる。符号化／復号化部１２３としては、例えば、音声通話用の送受信データであれ
ば、ＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、ＡＭＲ（Ａｄａｐｔｉｖ
ｅ　Ｍｕｌｔｉ　Ｒａｔｅ）が挙げられる。また、マルチメディア通信用の送受信データ
であれば、３Ｇ－３２４Ｍ、Ｈ．２６３、ＭＰＥＧ－４、ＭＰＥＧ－２などが挙げられる
。
このように、様々な符号化／復号化方式により符号化／復号化処理が行われる。なお、送
受信データによっては、符号化／復号化部１２３での処理を必要としないものもある。
【０００７】
記憶部１２４は、送受信データを保存するものである。
記憶部１２４としては、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＩＣカード、メモリカード、著作権保
護機能つきメモリカード、ディスク装置などが挙げられる。
【０００８】
入出力部１２５は、移動体通信端末における外部インターフェースの機能を担う。
入出力部１２５としては、例えば、マイク、スピーカなどの通話装置、ＬＣＤをはじめと
する表示装置、ＣＣＤカメラをはじめとする入力装置、また、データ通信用インターフェ
ースであるＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＩＥＥＥ１３９４、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどが挙げられる。
【０００９】
制御部１２６は、移動体通信端末における各種処理を制御するものであり、通信に関する
制御を行う無線制御手段１２６１と、通信以外に関する（無線制御手段１２６１が制御す
る以外の）移動体通信端末内の制御を行うデータ制御手段１２６２と、を有して構成され
る。
【００１０】
次に、上記構成からなる従来の移動体通信端末におけるデータ受信時の処理動作について
説明する。
まず、無線制御手段１２６１は、アンテナ１２１及び送受信部１２２に対し、特定の周波
数のデータを受信させるように制御する。該制御により、アンテナ１２１は外部の通信機
器から特定のデータを受信し、該受信した特定のデータを送受信部１２２に送信する。送
受信部１２２は、アンテナ１２１から受信した特定のデータを符号化／復号化部１２３に
送信する。符号化／復号化部１２３は、データ制御手段１２６２からの復号化制御により
、送受信部１２２から受信したデータに復号化処理を行う。符号化／復号化部１２３は、
復号化処理が施された受信データを入出力部１２５に送信する。入出力部１２５は、復号
化処理が施されたデータを出力する。また、符号化／復号化部１２３は、復号化処理が施
された受信データを記憶部１２４に送信する。記憶部１２４は、復号化処理が施された受
信データを保存する。
【００１１】
このように、従来の移動体通信端末は、無線制御手段１２６１により、外部の通信機器か
らデータを受信し、記憶部１２４に保存していた。
しかし、記憶部１２４は固定容量であるため、移動体通信端末は固定容量以上のデータを
取得することができない。
従って、固定容量以上のデータを取得するには、ユーザは移動体通信端末の具備する記憶
部１２４に保存したデータの中から重要度の低いデータを選別する。そして、該選別した
データを削除し、移動体通信端末の具備する記憶部１２４の空き容量を確保することでデ
ータを取得しなければならない。
【００１２】
上記問題を解消すべく従来において、移動体通信端末の具備する記憶部１２４のデータを
移動体通信端末の外部の記憶装置等に保存することで、移動体通信端末の具備する記憶部
１２４のデータを削除することなく、記憶部１２４の空き容量を確保する方法がある（従
来技術１）。以下、この処理動作を詳細に説明する。
まず、通信ケーブルを介して移動体通信端末の具備する入出力部１２５と、外部の記憶装
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置となるパーソナルコンピュータと、を接続する。そして、移動体通信端末の具備する記
憶部１２４の保存データをパーソナルコンピュータに送信する。
このように、移動体通信端末の具備する記憶部１２４に格納された保存データを、通信ケ
ーブルを介して外部の記憶装置に移動させることで、移動体通信端末の具備する記憶部１
２４に格納された保存データを外部の記憶装置に保持しつつ、移動体通信端末の具備する
記憶部１２４の空き容量を確保することが可能となる。
【００１３】
また、大量のデータ情報を保存できる大容量記憶装置としてＷｅｂサーバを活用した通信
端末装置のデータ保存方法もある（特許文献１参照）。
【００１４】
また、送信側端末から受信側端末にデータを送信する場合に、送信側端末から送信される
データ量以上の容量を、受信側端末の記憶装置が確保することで、データの送信を可能と
する方法もある（特許文献２参照）。
【００１５】
【特許文献１】
特開２００１－３５８７５３号公報
【特許文献２】
特開２００１－１８４２４０号公報
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術１における記憶容量管理方法において、移動体通信端末
をパーソナルコンピュータに接続し、移動体通信端末の具備する記憶部の保存データをパ
ーソナルコンピュータ内に保存するのでは、移動体通信端末本来の使用状況下である外出
等の移動時における保存データの転送が実現不可能である。
【００１７】
また、本発明と類似する特許文献１の問題点について説明する。
特許文献１におけるデータ保存方法は、通信端末装置の情報を保存する記憶領域を通信端
末装置に設けることができないと、通信端末装置が判断した時に、通信端末装置がダウン
ロードした情報をＷｅｂサーバに自動的に保存することをユーザが選択する。そして、ユ
ーザが通信端末装置以外のパーソナルコンピュータからＷｅｂサーバにアクセスすること
で、Ｗｅｂサーバに保存した情報を取得する。
しかしながら、特許文献１のデータ保存方法は、ユーザが通信端末装置以外のパーソナル
コンピュータを用いてサーバにアクセスすることで、該サーバに保存した情報を取得しな
ければならず、通信端末装置自身が直接サーバに保存した情報を取得することはできない
。
また、パーソナルコンピュータを通信端末装置に置き換えたとしても、サーバに保存した
情報の容量と、通信端末装置が取得できる容量と、を比較することが出来ず、通信端末装
置がサーバに保存したデータを取得できるだけの記憶領域が確保できたか否かを自動的に
判断することができない。
また、通信端末装置がダウンロードした情報を保存できないと通信端末装置が判断した時
に、通信端末装置がダウンロードした情報を一連の処理で取得することができない。
【００１８】
次に、本発明と類似する特許文献２の問題点について説明する。
特許文献２における記憶容量管理方法は、送信側端末から受信側端末にデータを送信する
際に、受信側端末の具備する記憶装置に、送信側端末から送信されるデータ量以上の空き
容量があるか否かを受信側端末が判断する。該判断により、受信側端末は、送信側端末か
ら送信されるデータ量以上の容量を受信側端末の記憶装置に確保することで、データの送
信を可能とする。
また、受信側端末の具備する記憶装置に格納されたデータを送信側端末の具備する記憶装
置、又は、受信側端末の具備する他の記憶装置に、予め退避させることで、送信側端末か
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ら送信されるデータ量以上の容量を確保している。
しかしながら、特許文献２における記憶容量管理方法では、送信側端末から受信側端末に
データを送信する際に、送信側端末は、受信側端末に送信するデータ量以上の空き容量が
受信側端末にあるか否かの問い合わせを絶えず行わなければならない。
【００１９】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、移動体通信端末が大量のデータを取得
するための容量が不足している場合には、大量のデータを格納可能な空き容量を確保し、
移動体通信端末の空き容量にかかわらず、移動体通信端末にデータを保存することができ
る記憶容量管理システム及び記憶容量管理方法を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　かかる目的を達成するために、本発明は以下のような特徴を有する。
　本発明にかかる記憶容量管理システムは、
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タを保存するデータ保存手段を有する管理サーバと、を有して構成する記憶容量管理シス
テムであって、
　前記移動体通信端末は、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記管理サーバに送信するデータ取得要
求手段を有し、
　前記管理サーバは、
　前記移動体通信端末のデータ容量を管理するデータ容量管理手段と、
　前記データ取得要求手段によりネットワークから取得した取得データの容量と、前記デ
ータ容量管理手段で管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取得データ
を送信するか否かを判定する送信判定手段と、
　前記送信判定手段により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記データ保存手段に保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信す
る送信手段と、を有し、
　前記移動体通信端末は、
　前記移動体通信端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前記データ容
量管理手段で管理するデータ容量を更新するデータ容量更新手段を有し、
　前記データ容量更新手段は、
　前記移動体通信端末のコネクタ部に外部機器が接続された場合と、前記コネクタ部から
外部機器が切断された場合と、の少なくとも１つの場合に、前記データ容量を前記管理サ
ーバに送信し、前記データ容量管理手段で管理するデータ容量を更新することを特徴とす
る。
【００２１】
　また、本発明にかかる記憶容量管理システムは、
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タを保存するデータ保存手段を有する管理サーバと、を有して構成する記憶容量管理シス
テムであって、
　前記移動体通信端末は、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記管理サーバに送信するデータ取得要
求手段を有し、
　前記管理サーバは、
　前記移動体通信端末のデータ容量を管理するデータ容量管理手段と、
　前記データ取得要求手段によりネットワークから取得した取得データの容量と、前記デ
ータ容量管理手段で管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取得データ
を送信するか否かを判定する送信判定手段と、
　前記送信判定手段により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記データ保存手段に保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信す
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る送信手段と、を有し、
　前記移動体通信端末は、
　前記移動体通信端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前記データ容
量管理手段で管理するデータ容量を更新するデータ容量更新手段を有し、
　前記データ容量更新手段は、
　前記移動体通信端末の位置登録及び位置情報の更新が完了した後に、更新完了後の前記
データ容量を前記管理サーバに送信し、前記データ容量管理手段で管理するデータ容量を
更新することを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明にかかる記憶容量管理方法は、
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タ容量を管理する管理サーバと、を有し、前記移動体通信端末のデータ容量を管理する記
憶容量管理方法であって、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記移動体通信端末が前記管理サーバに
送信するデータ取得要求工程と、
　前記データ取得要求工程により前記管理サーバがネットワークから取得した取得データ
の容量と、前記管理サーバが管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取
得データを送信するか否かを判定する送信判定工程と、
　前記送信判定工程により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記管理サーバに保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信する送
信工程と、
　前記移動体通信端末が前記端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前
記管理サーバで管理するデータ容量を更新するデータ容量更新工程と、を有し、
　前記データ容量更新工程は、
　前記移動体通信端末のコネクタ部に外部機器が接続された場合と、前記コネクタ部から
外部機器が切断された場合と、の少なくとも１つの場合に、前記データ容量を前記管理サ
ーバに送信し、前記管理サーバで管理するデータ容量を更新することを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明にかかる記憶容量管理方法は、
　ネットワークを介して互いに通信可能な移動体通信端末と、前記移動体通信端末のデー
タ容量を管理する管理サーバと、を有し、前記移動体通信端末のデータ容量を管理する記
憶容量管理方法であって、
　ネットワークからデータを取得する取得要求を前記移動体通信端末が前記管理サーバに
送信するデータ取得要求工程と、
　前記データ取得要求工程により前記管理サーバがネットワークから取得した取得データ
の容量と、前記管理サーバが管理するデータ容量と、を比較し、前記移動体通信端末に取
得データを送信するか否かを判定する送信判定工程と、
　前記送信判定工程により取得データを送信できない場合に前記移動体通信端末のデータ
を取得して前記管理サーバに保存し、前記取得データを前記移動体通信端末に送信する送
信工程と、
　前記移動体通信端末が前記端末自身の最新のデータ容量を前記管理サーバに送信し、前
記管理サーバで管理するデータ容量を更新するデータ容量更新工程と、を有し、
　前記データ容量更新工程は、
　前記移動体通信端末の位置登録及び位置情報の更新が完了した後に、更新完了後の前記
データ容量を前記管理サーバに送信し、前記管理サーバで管理するデータ容量を更新する
ことを特徴とする。
【００４８】
【発明の実施の形態】
まず、図１を参照しながら本発明の概要を説明する。
本発明のインターネット・サービス・管理サーバ３（記憶容量管理装置）は、移動体通信
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端末１の保存データをインターネット・サービス・管理サーバ３のデータ記憶手段７に転
送するデータ管理手段６を備える。
該データ管理手段６は、移動体通信端末１からの取得要求によりインターネット網４から
取得する取得データの容量と、移動体通信端末１の保存可能な容量とを比較判定し、移動
体通信端末１の保存データをインターネット・サービス・管理サーバ３のデータ記憶手段
７に転送させることで、移動体通信端末１が取得データを保存できる容量を確保させる。
これにより、移動体通信端末１の空き容量にかかわらず、データを取得することができる
。
【００４９】
以下、添付図面を参照しながら、本発明にかかる実施の形態について詳細に説明する。
図１に本発明にかかる記憶容量管理システムの構成を示す。
記憶容量管理システムは、移動体通信端末（携帯電話等）１と、移動通信網２と、インタ
ーネット・サービス・管理サーバ３と、インターネット網４と、を有して構成される。ま
た、インターネット・サービス・管理サーバ３は、インターネット接続手段５と、データ
管理手段６と、データ記憶手段７と、を有して構成される。以下、各機能について説明す
る。
【００５０】
移動体通信端末１は、移動通信網２に接続できる通信端末（携帯電話等）である。この移
動体通信端末１は、図２に示すように、操作手段１０と、送受信部１１と、符号化／復号
化部１２と、入出力部１３と、記憶部１４と、データ制御手段１５と、無線制御手段１６
と、を有して構成される。
操作手段１０としては、押しボタン、タッチスクリーンが挙げられる。この操作手段１０
により、インターネット・サービス・管理サーバ３との送受信を行う。
【００５１】
移動通信網２は、移動体通信端末（携帯電話等）１を固定電話に接続するためのシステム
である。
インターネット・サービス・管理サーバ３は、インターネット接続手段５により、インタ
ーネット網４へ接続する。
なお、インターネット・サービス・管理サーバ３は、パーソナルコンピュータ、またはワ
ークステーション等の情報処理装置を用いることでも同様な操作が可能となる。
インターネット網４は、インターネット・サービス・管理サーバ３の具備するインターネ
ット接続手段５により移動体通信端末（携帯電話等）１がインターネット網４に接続でき
るシステムである。
【００５２】
なお、移動通信網２とインターネット網４とを区別した理由を以下に示す。
移動体通信端末１は、移動通信網２に接続するプロバイダ機能を使用して、インターネッ
ト網４に接続することが可能である。また、移動体通信端末１は、移動通信網２に接続せ
ず、他のプロバイダに接続し、該接続したプロバイダによりインターネット網４に接続す
ることも可能である。このため、移動通信網２とインターネット網４とを区別した。
【００５３】
次に図３を参照して上記構成からなるシステムの処理動作について詳細に説明する。
まず、利用者は移動体通信端末１の具備する操作手段１０により、ネットワーク上のデー
タを取得するための取得要求の設定を行う（ステップＳ１）。
なお、利用者が取得するネットワーク上のデータとしては、インターネット網４を介して
取得できるデータであれば特に限定するものではなく、例えば、画像データ、音声データ
等の大容量のデータが挙げられる。
【００５４】
次に、移動体通信端末１は、操作手段１０により設定した取得要求と、移動体通信端末１
の具備する記憶部１４のデータ容量とを、移動通信網２を介してインターネット・サービ
ス・管理サーバ３に送信する（ステップＳ２）。なお、移動体通信端末１と移動通信網２
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間のプロトコル、又は、移動通信網２とインターネット・サービス・管理サーバ３間のプ
ロトコルは既知の手段で行えばよい。
【００５５】
次に、インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１から取得要求のあ
ったデータ（取得データ）をインターネット網４から取得して、データ記憶手段７に格納
する（ステップＳ３）。次に、インターネット・サービス・管理サーバ３は、インターネ
ット網４から取得した取得データの容量ａと、移動体通信端末１から受信した移動体通信
端末１の空き容量ｂと、を比較する（ステップＳ４）。この比較処理により、インターネ
ット網４から取得した取得データを移動体通信端末１が受信できるか否かを判定する。
該判定により、移動体通信端末１が取得データを受信できると判定した場合は（ステップ
Ｓ４／ａ＜ｂ）、インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動通信網２を介して取
得データを移動体通信端末１に送信する（ステップＳ５）。移動体通信端末１はインター
ネット・サービス・管理サーバ３から受信した取得データを移動体通信端末１内の記憶部
１４に保存し、コンテンツの再生を行う（ステップＳ６）。
【００５６】
また、インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１が取得データを受
信することができないと判定した場合は（ステップＳ４／ａ＞ｂ）、インターネット・サ
ービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１の具備する記憶部１４の保存データを取得す
るための保存データ取得要求を、移動通信網２を介して移動体通信端末１に送信する（ス
テップＳ７）。移動体通信端末１は、インターネット・サービス・管理サーバ３から受信
した保存データ取得要求に対して、記憶部１４に格納された保存データをインターネット
・サービス・管理サーバ３に送信し、移動体通信端末１の具備する記憶部１４の空き容量
を削減する（ステップＳ８）。
インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１から受信した保存データ
をデータ記憶手段７に保存する。そして、インターネット・サービス・管理サーバ３は、
取得データの容量と、移動体通信端末１の空き容量と、を比較し、移動体通信端末が取得
データを受信することが可能と判定された場合は（ステップＳ９／ａ＜ｂ）、移動通信網
２を介して取得データを移動体通信端末１に送信する（ステップＳ１０）。
移動体通信端末１はインターネット・サービス・管理サーバ３から受信した取得データを
移動体通信端末１内の記憶部１４に保存し、コンテンツの再生を行う（ステップＳ１１）
。
【００５７】
このように、移動体通信端末１が、データの取得要求をインターネット・サービス・管理
サーバ３に送信する際に、記憶部１４のデータ容量の情報も送信することで、インターネ
ット・サービス・管理サーバ３が空き容量の問い合わせ処理を行うことなく、取得要求の
データを移動体通信端末１に送信することが可能となる。
【００５８】
なお、上記処理動作において、インターネット・サービス・管理サーバ３が、インターネ
ット網４から取得した取得データの容量ａと、移動体通信端末１から受信した移動体通信
端末１の空き容量ｂと、を比較する際（ステップＳ４）に、取得データの容量ａと、移動
体通信端末１の空き容量ｂと、の差（ａ－ｂ）を求め、該求めた差（ａ－ｂ）以上の取得
データをインターネット・サービス・管理サーバ３に送信する取得要求を、移動体通信端
末１に送信することで、移動体通信端末１から差以上の容量のデータをインターネット・
サービス・管理サーバ３に送信させることが可能となる。
これにより、移動体通信端末１は、保存データをインターネット・サービス・管理サーバ
３に１度送信するだけで空き容量を確保することが可能となる。
【００５９】
次に、図４を参照しながらインターネット・サービス・管理サーバ３の処理動作に絞って
詳細に説明する。
【００６０】
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まず、インターネット・サービス・管理サーバ３は、ユーザが取得したいデータ（取得デ
ータ）の取得要求と、移動体通信端末１の具備する記憶部１４のデータ容量（空き容量）
と、を移動体通信端末１から受信する（ステップＳ２０）。次に、インターネット・サー
ビス・管理サーバ３は、移動体通信端末１から受信した取得要求のデータをインターネッ
ト網４から取得する（ステップＳ２１）。次に、インターネット・サービス・管理サーバ
３は、取得データの容量ａと、移動体通信端末１の保存可能な容量（空き容量）ｂと、を
比較し、取得データを移動体通信端末１が受信できるか否かを判定する（ステップＳ２２
）。
【００６１】
インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１が取得データを受信不可
能と判定した場合は（ステップＳ２２／ａ＞ｂ）、インターネット・サービス・管理サー
バ３は、移動体通信端末１の具備する記憶部１４に保存されているデータをインターネッ
ト・サービス・管理サーバ３に送信させる保存データ送信要求を移動体通信端末１に対し
て送信する（ステップＳ２３）。
次に、インターネット・サービス・管理サーバ３は、保存データ送信要求を受信した移動
体通信端末１の具備する記憶部１４に保存されているすべてのデータ、又は、一部のデー
タを受信する（ステップＳ２４）。
次に、インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１が取得データを受
信可能と判定すれば（ステップＳ２２／ａ＜ｂ）、該取得データを移動体通信端末１に送
信する（ステップＳ２５）。
これにより、移動体通信端末１は、インターネット・サービス・管理サーバ３から取得デ
ータを受信し、該受信した取得データを記憶部１４に保存することができる。
【００６２】
このように、インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末１からのデー
タ取得要求によりインターネット網４から取得したデータの容量ａと、該移動体通信端末
１の空き容量ｂと、を比較し、移動体通信端末１が取得データを受信できるか否かを判定
する。該判定により、移動体通信端末１が受信できないと判定した場合（ａ＞ｂ）は、移
動体通信端末１の保存データをインターネット・サービス・管理サーバ３が取得すること
で、移動体通信端末１の空き容量を確保し、データ取得要求により取得したデータを移動
体通信端末１に送信する。
これにより、移動体通信端末１は、記憶部１４の空き容量にかかわらず、様々なデータを
取得することが可能となる。
【００６３】
なお、上記処理動作において、インターネット・サービス・管理サーバ３が、図５の（Ａ
）のように移動体通信端末１から取得要求のあったデータをデータ記憶手段７に保存する
だけの空き容量がない場合、データ管理手段６は、データ記憶手段７に既に保存されたデ
ータの削除を行うか、または、データ取得要求により取得したデータの保存を停止するか
、を移動体通信端末１に指示させる。
これにより、インターネット・サービス・管理サーバ３の具備するデータ記憶手段７に格
納するデータをユーザが移動体通信端末１から選択することが可能となる。
なお、上記指示により削除する保存データを選択する方法としては、データ容量による選
択、保存日時が古いものを選択、使用頻度が少ないものを選択する方法も可能である。既
保存データの削除を行うことで（図５の（Ｂ））、インターネット・サービス・管理サー
バ３が取得したデータを保存するために必要な空き容量（図５の（Ｃ））をデータ記憶手
段７に作ることが可能となる。
【００６４】
次に、インターネット・サービス・管理サーバ３での、データ管理方法について説明する
。
インターネット・サービス・管理サーバ３におけるデータ管理方法は、移動体通信端末１
の使用者が契約しているプロバイダーのインターネット・サービス・管理サーバ３を外部
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記憶装置として活用し、移動体通信端末１の具備する記憶部１４の容量を超えた情報量を
インターネット・サービス・管理サーバ３で管理する。
これにより、移動体通信端末１に保存する情報量を気にすることなく大量の情報を取得可
能とする方法である。以下、図６を参照しながらデータの管理方法について詳細に説明す
る。
【００６５】
インターネット・サービス・管理サーバ３は、図１に示すように、データ管理手段６とデ
ータ記憶手段７とを有し、移動体通信端末１の情報を管理する。
図６を参照すると、データ記憶手段７には１台または複数の移動体通信端末１の情報が格
納されており、各移動体通信端末１の全容量、空き容量の値、および移動体通信端末１か
ら送信された１つまたは複数の保存データが格納されている。
データ管理手段６は、インターネット・サービス・管理サーバ３にデータ取得要求を送信
した移動体通信端末１の保存データを、データ記憶手段７から検索することで該移動体通
信端末１の空き容量の値を取得することができる。
【００６６】
なお、全容量、空き容量の値など移動体通信端末１の情報は、インターネット・サービス
・管理サーバ３側で移動体通信端末１の空き容量の情報を管理する方が移動体通信端末１
とインターネット・サービス・管理サーバ３との間の処理軽減のためには望ましい。
【００６７】
なお、インターネット・サービス・管理サーバ３は、データの取得要求処理が行われる前
に、移動体通信端末１の空き容量を把握する必要がある。これは、移動体通信端末１の空
き容量は絶えず変化するため、データの取得要求処理が行われる前に、移動体通信端末１
に既存の空き容量の情報を管理しなくては、取得データの容量と、移動体通信端末１の空
き容量と、を比較することはできないからである。
従って、インターネット・サービス・管理サーバ３は、絶えず、移動体通信端末１の空き
容量の情報を管理し、移動体通信端末１の空き容量の情報を更新する必要がある。
以下に、インターネット・サービス・管理サーバ３における、移動体通信端末１の空き容
量の情報を更新する２つの方法を説明する。
【００６８】
第１の方法として、移動体通信端末１の具備するインターフェースコネクタに他の装置が
接続されたこと、または、接続が外れたことを感知し、インターネット・サービス・管理
サーバ３に記憶容量の情報を送信する。
これにより、移動体通信端末１の記憶容量が変化するたびにインターネット・サービス・
管理サーバ３に記憶容量を送信し、データ記憶手段７の移動体通信端末１の管理情報が更
新される。
【００６９】
第２の方法として、移動体通信端末１の位置登録及び位置情報更新のタイミングでインタ
ーネット・サービス・管理サーバ３に記憶容量の情報を送信する。
これにより、移動体通信端末１の位置情報が送信される際に、インターネット・サービス
・管理サーバ３に記憶容量を送信し、データ記憶手段７の移動体通信端末１の管理情報が
更新される。
【００７０】
まず、インターフェースコネクタを用いた第１の方法について説明する。
図７に示すように、移動体通信端末装置１の具備する入出力部１３にはコネクタ部１３１
と、検出部１３２と、を有している。
コネクタ部１３１は、ＵＳＢ、ＲＳ－２３２Ｃ、その他専用インターフェースなど、下外
部機器との接続部分を示す。
検出部１３２は、コネクタ部１３１に外部機器が接続、又は切断されたことを検出する部
分を示す。
この検出部１３２により、例えば、コネクタ部１３１の特定の端子に電圧を印可し、外部



(12) JP 4168718 B2 2008.10.22

10

20

30

40

50

機器に対する端子が接地状態であれば、未接続状態は電圧あり、接続中は電圧なしと検出
するので、外部機器が接続または切断されたことを検出できる。
【００７１】
次に、図８を参照して、インターフェースコネクタでの処理動作について説明する。
コネクタ部１３１に外部機器が接続されると、検出部１３２は、外部機器が接続されたこ
とを検出する（ステップＳ３０）。次に、検出部１３２は、データ制御手段１５に外部機
器が接続されたことを通知する（ステップＳ３１）。該通知を受けたデータ制御手段１５
は、記憶部１４のデータ容量を取得し（ステップＳ３２）、最新のデータ容量情報として
インターネット・サービス・管理サーバ３に送信する（ステップＳ３３）。
【００７２】
このように、コネクタ部１３１に外部機器が接続されたか否かを検知することで、移動体
通信端末１の具備する記憶部１４の最新のデータ容量をインターネット・サービス・管理
サーバ３に送信することが可能となる。
これにより、データ記憶手段７に保存されている移動体通信端末１のデータ容量を更新す
ることが可能となる。
以上は、接続時を例としたが、もちろん切断時でもよい。また接続時と切断時のデータ容
量の差分を計算し、差分量を送信する方法をとってもよい。
【００７３】
次に、位置情報の通信処理を用いた第２の方法について説明する。
基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）はそれぞれの位置登録エリアをもち、該位置
登録エリア内に無線信号を発信している。移動体通信端末１は、この基地局から無線信号
を受信することで位置登録エリアが変わったことを知る。そして移動体通信端末１は、端
末自身の番号を含む位置登録要求を基地局に対して送信する。
第２の方法は、この位置登録を行うタイミングを利用し、インターネット・サービス・管
理サーバ３に記憶部１４のデータ容量を送信する。
【００７４】
以下、図９を参照して第２の方法の処理動作について説明する。
まず、移動体通信端末１の具備する無線制御手段１６は、位置登録を行うことをデータ制
御手段１５に通知する（ステップＳ４０）。次に、データ制御手段１５は記憶部１４のデ
ータ容量を取得し（ステップＳ４１）、最新のデータ容量の情報をインターネット・サー
ビス・管理サーバ３に送信する（ステップＳ４２）。
【００７５】
このように、移動体通信端末自身の位置登録処理を実行すると同時に、端末自身の空き容
量をインターネット・サービス・管理サーバ３に送信することで、インターネット・サー
ビス・管理サーバ３は、各移動体通信端末の空き容量の情報を取得する。
これにより、インターネット・サービス・管理サーバ３は、各移動体通信端末の空き容量
を管理することが可能となる。
【００７６】
なお、移動体通信端末１と基地局との間は、チャネル（通信回線）と呼ばれる単位で無線
の送受信を行う。
また、移動体通信端末１は、たえず移動しているので、移動体通信端末１の位置情報が重
要となる。ネットワークはＨＬＲ（Ｈｏｍｅ・Ｌｏｃａｔｉｏｎ・Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）の
中に、ＰＡ（Ｐａｇｉｎｇ・Ａｒｅａ）単位で位置情報を管理している。
なお、ＨＬＲとは、位置情報、サービス加入情報、認証情報等を保持するデータベースで
ある。また、ＰＡとは、ネットワークが記録している携帯電話の位置情報である。
【００７７】
次に、図１０を参照しながら、空き容量を管理する処理動作について説明する。
移動通信ネットワークでは、全ての移動体通信端末１が受信できる報知チャネルにより、
その場所を示すＰＡの番号を基地局（ＢＳ）から常に発信している（ステップＳ５０）。
移動体通信端末１は、基地局（ＢＳ）が発信するＰＡの番号を受信して逐次内部に記憶し
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ている。
【００７８】
移動体通信端末１は、受信するＰＡの番号が変わると、位置登録を起動することになる。
その際、まず移動体通信端末１の認証を行う（ステップＳ５１）。この認証は、まず、ネ
ットワークから移動体通信端末１に乱数を送信する。移動体通信端末１は、受信した乱数
（チャレンジ）を用いて、移動体通信端末１固有の数式で計算した結果（レスポンス）を
ネットワークに返す。ネットワーク側でも同様に、ＶＬＲ（ビジター・ロケーション・レ
ジスタ）に、その端末固有の数式で計算した結果を有し、該結果が移動体通信端末１から
返信されてくる結果と一致した場合に、認証が成立したことになる。
【００７９】
このチャレンジ・レスポンスによる認証が成立すると、移動体通信端末１は位置登録要求
をＨＬＲ（ホーム・ロケーション・レジスタ）に送信する（ステップＳ５２）。ＨＬＲで
は、これを受け、その移動体通信端末１の位置情報を書き換える。
位置登録が完了すると、ＨＬＲは移動体通信端末１に位置登録完了信号を送信する（ステ
ップＳ５３）。
移動体通信端末１は、ＨＬＲから位置登録完了信号を受信すると、記憶部１４からデータ
容量を取得し、該取得したデータ容量をインターネット・サービス・管理サーバ３に送信
する（ステップＳ５４）。インターネット・サービス・管理サーバ３は、移動体通信端末
１から取得したデータ容量をデータ記憶手段７に格納し、データ管理手段６によりデータ
容量を管理することで、各移動体通信端末１の空き容量を管理することができる（ステッ
プＳ５５）。
【００８０】
なお、上記の他に、移動体通信端末がインターネット・サービス・管理サーバ３に、デー
タ容量を送信する２つの方法がある。
第１に、移動体通信端末の電源をＯＮにした際に、データ容量をインターネット・サービ
ス・管理サーバ３に送信する方法。
第２に、空き容量を送信する時間を移動体通信端末に予め設定しておき、定期的にデータ
容量をインターネット・サービス・管理サーバ３に送信する方法。
このように、移動体通信端末１のデータ容量を、インターネット・サービス・管理サーバ
３が管理することで、移動体通信端末１からデータ取得要求を受信した際に、インターネ
ット・サービス・管理サーバ３が、移動体通信端末１に、空き容量を問い合わせることな
く、取得要求のあったデータの容量と、該データを送信する移動体通信端末１の空き容量
と、を比較することが可能となる。
これにより、移動体通信端末１とインターネット・サービス・管理サーバ３との間の処理
工程を削減することができ、移動体通信端末１は、取得したいデータを、確実に且つ、素
早く、インターネット・サービス・管理サーバ３から取得することが可能となる。
【００８１】
（第２の実施形態）
次に、第２実施形態について図１１を参照して詳細に説明する。
第２の実施の形態は、移動体通信端末１のデータ管理を移動体通信端末１の具備するデー
タ制御手段１５で行うことである。
【００８２】
図１１を参照して第２の実施の形態について詳細に説明する。
まず、移動体通信端末１の具備する操作手段１０によりデータの取得要求を設定し、該設
定した取得要求をインターネット・サービス・管理サーバ３に送信する（ステップＳ６０
）。上記処理により、移動体通信端末１は、取得要求を設定したデータの容量情報をイン
ターネット・サービス・管理サーバ３から受信する（ステップＳ６１）。
次に、移動体通信端末１の具備するデータ制御手段１５は、取得要求のデータの容量ａと
、移動体通信端末１の受信可能な容量（空き容量）ｂと、を比較し、移動体通信端末１が
取得要求のデータを受信できるか否かを判定する（ステップＳ６２）。
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【００８３】
該判定により、受信可能と判定すれば（ステップＳ６２／ａ＜ｂ）、移動体通信端末１は
移動通信網２を介して取得要求データを送信するようインターネット・サービス・管理サ
ーバ３に指示する（ステップＳ６３）。また、受信不可能と判定すれば（ステップＳ６２
／ａ＞ｂ）、移動体通信端末１のデータ制御手段１５は、移動通信網２を介してインター
ネット・サービス・管理サーバ３に、移動体通信端末１の具備する記憶部１４に保存して
いる保存データを送信する（ステップＳ６４）。そして、インターネット・サービス・管
理サーバ３から取得要求データを受信する（ステップＳ６５）。次に、移動体通信端末１
はインターネット・サービス・管理サーバ３から受信した取得要求データを移動体通信端
末１内の記憶部１４に保存する（ステップＳ６６）。
【００８４】
このように、移動体通信端末１が、データ制御手段１５により、空き容量を管理し、移動
体通信端末１の保存データをインターネット・サービス・管理サーバ３に保存させること
で、移動体通信端末１の保存データを削除することなく、記憶部１４の空き容量を確保す
ることが可能となる。
【００８５】
なお、上述する実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、これに限定されるもの
ではなく、本発明の技術思想を逸脱しない範囲内において種々変更実施が可能である。
【００８６】
【発明の効果】
以上の説明より明らかなように、本発明は以下のような効果を奏し得る。
第１の効果は、移動体通信端末でのデータの保存能力が高くなることである。その理由は
、移動体通信端末が保存可能な容量以上のデータを取得する場合であっても、データ管理
手段が、移動体通信端末のデータを管理サーバに転送して保存するからである。
また、それに伴い、使用者は空き容量を気にすることがなくなり、移動体通信端末の利便
性が上がる。
【００８７】
第２の効果は、管理サーバが移動体通信端末のデータ容量を管理することで、移動体通信
端末からのデータを取得要求の際に、管理サーバが、移動体通信端末にデータ容量を問い
合わせることなく、空き容量を管理することが可能となる。
これにより移動体通信端末は、取得したいデータを、確実に、かつ、素早く、インターネ
ット・管理サーバから取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる記憶容量管理システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１における移動体通信端末の構成を示すブロック図である。
【図３】図１における記憶容量管理の処理動作を説明する図である。
【図４】図１におけるインターネット・サービス・管理サーバの処理動作を示すフローチ
ャートである。
【図５】インターネット・サービス・管理サーバの具備するデータ記憶手段に保存されて
いるデータの空き容量を確保する説明図である。
【図６】インターネット・サービス・管理サーバの具備するデータ記憶手段に保存されて
いる管理データの一例を説明するための図である。
【図７】移動体通信端末の具備する入出力部の構成を示すブロック図である。
【図８】入出力部によるデータ容量の更新処理を説明するフローチャートである。
【図９】位置登録によるデータ容量の更新処理を説明するフローチャートである。
【図１０】位置登録によるデータ容量の更新処理を説明するシーケンスチャートである。
【図１１】本発明にかかる第２の実施の形態における処理動作を示すフローチャートであ
る。
【図１２】従来の移動体通信端末の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
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１　移動体通信端末
２　移動通信網
３　インターネット・サービス・管理サーバ
４　インターネット網
５　インターネット接続手段
６　データ管理手段
７　データ記憶手段
１０　操作手段
１１　送受信部
１２　符号化／復号化部
１３　入出力部
１４　記憶部
１５　データ制御手段
１６　無線制御手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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