
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 が に対して制御を行うために、
　

　

　 することを特徴とす
る、
機器制御システム。
【請求項２】
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ICカード 携帯端末
前記携帯端末は、前記 ICカードに制御命令の発行を求める発行命令を送信する送信手段

を有し、
前記 ICカードは、受信した前記発行命令から前記携帯端末を制御するための制御命令を

生成する制御命令生成手段と、前記携帯端末に前記制御命令を送信する端末制御手段を有
し、

前記携帯端末は受信した前記制御命令を実行する命令実行手段を有

ICカードと通信可能に接続された携帯端末であって、前記携帯端末は、
前記 ICカードに制御命令の発行を求める発行命令を送信する送信手段と、
前記発行命令に基づいて前記 ICカードが生成した前記携帯端末を制御するための制御命

令のうちの一部と残りの前記制御命令を前記ＩＣカード自体が処理した結果とを、受信す
る受信手段と、

受信した前記制御命令を実行する命令実行手段と、
を有することを特徴とする、
携帯端末。



【請求項３】
　

【請求項４】
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、機器制御システム、特に三者間で行う機器制御システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
本発明の目的は、第一の機器から第二の機器に対して制御を行う際、安全性を考慮したシ
ステムを構築するものである。第一の機器から第二の機器に直接制御を行うシステムでは
、なりすましや制御命令内容の改ざん、漏洩が指摘でき、安全面に不安が残るため、第三
の機器を追加することで回避する。三者間での制御システムとして、従来、特表２００１
－５０８２５３号公報に記載されているものが知られている。これは、外部端末（第一の
機器）より、移動局（第二の機器）が保持する SIMカード（第三の機器）に制御命令を伝
達するための方法であり、図７にその構成を簡潔に示す。この方法を用いると、外部端末
は、携帯端末（移動局）を経由して、携帯端末に接続している SIMカードの情報を操作す
ることが可能である。外部もしくは、制御素子から送られた制御命令は、変換されること
なく直接 SIMカードに転送され実行される。 SIMカード上では制御命令によって、移動局側
に返答情報または受信通知を送信する。また、外部または、制御素子から転送された命令
と SIMカード上で実行する命令は同じ内容である。尚、 SIMカードに送信される制御命令は
、 SIMカードを制御するためのものである。しかし、この方法では、外部端末から携帯端
末を制御しようとすると、制御命令を送信する際や機器内部に格納した際に、制御命令内
容を改ざん、もしくは盗み見られる場合の対処がされていなく、制御命令の端末間移動は
、セキュリティ面で安全とは言えないので、当初の目的を達成するに至っていない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
第一の機器から第二の機器に対して制御を行う場合、制御命令を直接送信する方法では、
制御命令を途中で改ざん、盗み見られる場合が存在し、その際の有効な回避策が講じられ
ていない。改ざんの場合、外部からの制御命令内容が直接、制御したい機器に発行される
ため、改ざんされた制御命令を実行する危険があり、また機器に対する制御命令内容が見
られることは、敵意のある第三者に制御命令コードを教えることになってしまう。そこで
、第一の機器に対する認証、送信される制御命令を含むデータの完全性、秘匿性を備えた
制御方法の確立が必要である。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記の点に鑑みなされたもので、その目的とするところは、直接、制御命令を送
信するのではなく、第二の機器に接続された第三の機器によって第二の機器の制御を行う
ことで認証面での安全性を高め、第三の機器に登録されている制御命令を使用して、第二
の機器に処理を行わせることである。上記の目的を達成するため、第三の機器に第二の機
器に対する制御命令を格納し、第三の機器に第二の機器を制御する手段を持たせ、第二の
機器を介して第一の機器からの命令を受信できる手段を追加する。第二の機器には、第三
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前記携帯端末は、別の機器と通信可能に接続され、前記受信手段が受信する制御命令は
前記別の機器を識別するための IDを含み、前記命令実行手段は、前記 IDに対応する前記別
の機器に前記制御命令を送信することを特徴とする、
請求項２に記載の携帯端末。

前記 ICカードは、前記制御命令を格納する制御命令格納手段を有し、
前記制御命令格納手段は、それぞれの制御命令に対して発動条件を設定した動作規定情

報を管理し、前記携帯端末から受信した前記発行命令から、前記動作規定情報に従って、
 制御命令の生成を行う制御命令生成手段を有することを特徴とする請求項２に記載の携
帯端末。



の機器からの制御命令を受信する手段を持たせ、第三の機器と通信するためのインタフェ
ースを持たせる。第一の機器には、第三の機器に第二の機器に対する制御命令を発行させ
る命令である発行命令を送信する手段を持たせる。
【０００５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。尚、本発明は、これらの実施の形態に
何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、様々なる態様で実施
し得る。
【０００６】
（実施の形態１）
本発明は、図１に示す通り、第一の機器が第二の機器を制御する際、第一の機器が第二の
機器に対して直接制御命令を送信するのではなく、データの機密性を保証する第三の機器
に第二の機器に対する制御命令を格納し、第一の機器が第三の機器に格納されている第二
の機器に対する制御命令の発行を求め、第三の機器が第二の機器の制御を行うことを特徴
とする。第三の機器は第一の機器からの制御命令の発行を求める命令である発行命令を第
二の機器を介して受信することを特徴とする。第一の機器は、トリガーとして、第二の機
器に対する発行命令を第三の機器に送信し、第三の機器は前記命令を解して自身に格納し
てある制御命令を第二の機器に発行する。第二の機器は前記制御命令を受信して実行し、
実行結果を送信するというデータの流れになる。
【０００７】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１のモデルにて、第二の機器が携帯電話・ PDA(Personal D
igital Assistance)などの携帯端末、第三の機器が ICカード、マイコンカード、それらに
準ずるカードの場合について説明する。
【０００８】
本発明は、図２に示す通り、外部との通信機能を持つ携帯端末（ A-2）と前記の携帯端末
に接続できる ICカード（ A-3）、携帯端末 (A-2)とデータの送受信が可能な外部端末 (A-1)
から構成される。
【０００９】
携帯端末 (A-2)は、外部機器と通信を行うための送信手段 (A-9)、受信手段 (A-6)を備えて
おり、制御命令を実行するための命令実行手段 (A-8)、内部に情報を記憶するための記憶
部 (A-7)と、実行結果や記憶している情報を表示するための表示手段 (A-11)、携帯端末に
入力をするための入力手段 (A-12)を有する。
【００１０】
ICカード (A-3)は、暗復号化手段を持ち、制御命令生成手段に検証結果を送信する暗号処
理手段 (A-13)を備え、情報を記憶するための記憶部 (A-16)、制御命令の生成を行う制御命
令生成手段 (A-15)、携帯端末 (A-2)に制御命令を発行する端末制御手段 (A-14)を有する。
尚、制御命令の生成とは、制御命令の作成と、１つ以上格納されている制御命令から 1つ
以上を選択抽出することを併せて、指し示している。携帯端末 (A-2)と ICカード (A-3) と
の接続は、接触型、非接触型ともに対応しており、必ずしもスロットに入っている必要は
ない。
【００１１】
情報を送信する外部端末 (A-1)は、送信情報を作り出す発行命令生成手段 (A-18)と、受信
した情報を出力する出力手段 (A-19)を有し、他の機器と通信するための送信手段 (A-5)、
受信手段 (A-4)を備えている。
【００１２】
外部端末 (A-1)から制御命令の発行を求める命令である発行命令が送信された場合、携帯
端末（ A-2）を介して、その後で ICカード (A-3)に伝達される。以下にそれぞれの構成要素
に対して、その動作を説明する。
【００１３】
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外部端末 (A-1)の発行命令生成手段は、携帯端末に対する発行命令を生成し、外部端末（ A
-1）が有する送信手段 (A-5)に送信する。尚、送信するデータには、外部端末（ A-1）によ
る署名が付加されており、データの完全性を保証するものである。尚、送信するデータは
、人間の手によって入力されることを含む。送信手段（ A-5）は受信した情報を、携帯端
末（ A-2）の受信手段（ A-6）に送信する。受信手段 (A-6)は、受信した情報を ICカード（ A
-3）内の制御命令生成手段（ A-15）に送信する。制御命令生成手段（ A-15）は、 ICカード
(A-3)内の暗号処理手段（ A-13）に受信情報を転送する。暗号処理手段 (A-13)は、 ICカー
ド (A-3)内の記憶部 (A-16)から署名検証のために外部端末 (A-1)の公開鍵を取り出し、受信
した情報の署名検証と外部端末の認証を行う。暗号処理手段 (A-13)が署名検証に成功した
場合、受信したデータの完全性を示す。暗号処理手段は、その結果を制御命令生成手段に
送信する。制御命令生成手段 (A-15)は、暗号処理手段 (A-13)から受け取った情報が成功で
ある場合、外部端末からの送信命令に従って、 ICカード（ A-3）内の記憶部（ A-16）にあ
る制御命令を選択抽出する。
【００１４】
制御命令生成手段 (A-15)は、抽出した制御命令を端末制御手段 (A-14)に転送する。端末制
御手段（ A-14）は、携帯端末 (A-2)内の命令実行手段 (A-8)に制御命令を送信する。命令実
行手段 (A-8)は端末制御手段 (A-14)から受け取った制御命令を実行する。命令実行手段 (A-
8)は、実行結果によって、表示が必要な場合には表示手段（ A-11）に、外部端末 (A-1)の
受信手段 (A-4)や他の端末機器 (A-10)に送信が必要な場合には送信手段 (A-9)に、制御命令
を実行した結果を送信する。同様に、命令実行手段 (A-8)は必要に応じて、携帯端末 (A-2)
の記憶部 (A-7)に対して、情報の参照、変更、削除、保存を行うことが可能である。尚、
制御命令実行の際に、命令実行手段は、本端末に接続されている外部端末、外部蓄積メデ
ィアにアクセスすることも可能である。
【００１５】
命令実行手段 (A-8)から実行結果を受け取った表示手段 (A-11)は、その情報の表示を行う
。送信手段 (A-9)は、発行された制御命令や送信先の指定情報によって、命令実行手段 (A-
8)から受け取った実行結果を、端末・機器 (A-10)に送信する場合と、外部端末 (A-1)の受
信手段 (A-4)に送信する場合がある。命令実行手段は、実行結果のログを ICカード (A-3)内
の制御命令生成手段 (A-15)に送信する。制御命令生成手段は、 ICカード内の記憶部 (A-16)
にログ情報を格納する。
【００１６】
端末・機器 (A-10)は、受け取った実行結果を用いて、各端末・機器ごとの処理を行う。こ
こでの処理は、演算、出力、記憶、入力、制御機能を含む。
【００１７】
外部端末 (A-1)の受信手段 (A-4)では、受信情報を出力手段 (A-19)に転送する。出力手段 (A
-19)では、受信手段 (A-4)から受け取った情報を出力する。
【００１８】
ICカード (A-3)内の記憶部（ A-16）に格納している制御命令は、接続している携帯端末 (A-
2)から送信される動作規定情報を用いて、動作規定を付加することができる。以下に、制
御命令の動作規定の設定方法について説明する。入力手段 (A-12)は、記憶部 (A-16)に格納
している制御命令に対する設定情報と個人情報を制御命令生成手段 (A-15)に送信する。制
御命令生成手段 (A-15)は、記憶部 (A-16)から認証のための個人情報を取り出し、受信した
個人情報と照合する。携帯端末に対する認証が成功した場合、暗号処理手段は、動作規定
情報を記憶部 (A-16)に格納する。ここで言う動作規定情報というのは、１つの制御命令で
複数の制御命令を動作させることや、使用しない制御命令に対して停止措置を取ることで
あり、個別な環境構築をする補助機能である。尚、動作規定情報の送信方法であるが、携
帯端末を介していれば、入力手段以外からでも入力は可能であり、携帯端末に接続してい
る機器からも送信ができる。例えば、携帯端末にメモリカードを挿入し、携帯端末は、メ
モリカードに格納されている動作規定情報を受信し、受信手段 (A-6)から制御命令生成手
段 (A-15)に送信することができる。尚、これを実現するために、携帯端末 (A-2)はリーダ
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／ライタ装置を有することとする。
【００１９】
外部端末 (A-1)は、 ICカード (A-3)内の記憶部 (A-16)に他の機器制御用の命令セットがあれ
ば、携帯端末 (A-2)だけではなく、他の携帯端末を制御することが可能である。尚、外部
端末 (A-1)は、 ICカードに対して、発行命令を行うことができることが条件であるため、
他の端末・機器 (A-10)がその手段を持つ場合、外部端末 (A-1)と同一視することができる
。
【００２０】
以下に ICカード内に制御命令を登録する処理、変更処理について説明する。リーダ／ライ
タ装置 (A-17)は、 ICカード (A-3)の制御命令生成手段 (A-15)に対して、格納用の制御命令
を送信する。尚、制御命令には、署名を付加されており、データの完全性を保証するもの
である。制御命令生成手段 (A-15)は、暗号処理手段 (A-13)に受信した情報を転送する。暗
号処理手段 (A-13)は、記憶部 (A-16)から署名検証のためにリーダ／ライタ装置の公開鍵を
取り出し、受信した情報の署名検証と認証を行う。暗号処理手段 (A-13)は、データ完全性
の確認とリーダ／ライタ装置 (A-17)の認証に成功した場合、検証結果を制御命令生成手段
(A-15)に送信する。制御命令生成手段 (A-15)は、検証結果が成功である場合、送信された
制御命令を記憶部 (A-16)に格納する。ユーザは、この処理を使用することによって、制御
命令の新規登録、変更が可能になる。尚、ユーザは、前記のリーダ／ライタ装置を用いて
、 ICカード内の制御命令を、削除することが可能である。その際の処理として、リーダ／
ライタ装置は、削除する制御命令を指定してデータにし、 ICカード (A-3)の制御命令生成
手段 (A-15)に対して送信する。尚、情報には署名が付加されており、データの完全性を保
証するものである。制御命令生成手段 (A-15)は、暗号処理手段 (A-13)に受信した情報を転
送する。暗号処理手段 (A-13)は、記憶部 (A-16)から署名検証のためにリーダ／ライタ装置
の公開鍵を取り出し、受信した情報の署名検証と認証を行う。暗号処理手段 (A-13)は、デ
ータ完全性の確認とリーダ／ライタ装置 (A-17)の認証に成功した場合、検証結果を制御命
令生成手段 (A-15)に送信する。制御命令生成手段 (A-15)は、検証結果が成功である場合、
送信された削除指定の制御命令を記憶部 (A-16)から削除する。
【００２１】
次に本発明を用いて、外部からの操作により ICカードが端末制御を行う１例を示す。この
第 1の実施例は、図３に示す通り、携帯端末 (A-2)として携帯電話を使用し、携帯電話に IC
カードを接続して通信を行う。そして外部端末 (A-1)として、一般加入電話を使用し、携
帯端末 (A-2)に処理を行わせるためのトリガーの役割を持つ。
【００２２】
携帯電話は、外部との通信機能を有し、記憶部と入力手段、表示手段を備え、 ICカードと
のデータの送受信をするためのインタフェースを内蔵している。入力手段としては、キー
ボード、ペン、マウスなどの入力操作を指す。表示手段は、 CRT、液晶パネルなどを用い
たディスプレイを指す。記憶部としては、不揮発性メモリやハードディスクなどの大容量
記憶装置を指す。
【００２３】
ICカードは、暗復号化手段を持ち、他の機器との接続を可能にするインタフェース、デー
タを記憶するためのメモリを含む記憶部、制御命令の生成を行う制御命令生成手段を有す
る。尚、ここで用いる暗復号化処理は、公開鍵暗号方式、共通鍵暗号方式を含む。尚、制
御命令の生成とは、制御命令の作成と、１つ以上格納されている制御命令から１つ以上選
択抽出することを併せて、指し示している。
【００２４】
一般加入電話は、一般公衆回線を使用し、送信手段と受信手段の両方を持っているものと
し、発行命令生成手段としてプッシュボタン、出力手段としてディスプレイ、スピーカー
を有し、自分の電話番号を相手に発信する発信者表示機能を備える。一般加入電話の通信
方式として、秘匿通信を行えるものとする。
【００２５】
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外部端末としては、携帯電話、 PDA(Personal Digital Assistant)、パソコンの他に、一
般公衆電話など一般公衆回線を利用して通信可能な端末を含む。
【００２６】
本実施例では、外部から携帯電話の位置情報を獲得することを目的とする。そのため、携
帯電話にはあらかじめ GPS(Global Positioning System)機能を位置情報取得手段として付
加しているものとする。尚、位置情報取得手段として、基地局などを利用して位置情報が
取得できる PHS位置情報機能など同等の機能を有するものを含む。また、 ICカード内には
、携帯電話を制御する命令、特に本実施例では位置情報を取得するための制御命令と個人
情報として発信者電話番号が入っているものとする。尚、格納する制御命令は、メモリ容
量の上限内であれば１つ以上格納可能であり、また個々に管理することができるので、追
加、削除、変更が容易にできる。尚、個人を特定する情報というのは、発信者電話番号表
示以外に、指紋や虹彩などの生体（バイオメトリックス）情報や SIM(Subscriber Identit
y Module)、 WIM(Wireless Identity Module)、 UIM(User Identity Module)カードなどの
デバイスがもつ識別 ID、パスワードなどユーザが個別に設定できる情報を含む。
【００２７】
一般加入電話の発行命令生成手段が、位置情報を獲得したい携帯電話に対して発行命令と
して、発信者電話番号、署名、制御命令指定情報を含むデータを作成し、送信手段に送信
する (S-1)。尚、送信するデータは、前記内容に限定されるものではなく、 ICカードが対
応できるようにフォーマットを整えることで組み替え変更可能である。一般加入電話は、
携帯電話に対して、前記の作成した情報を送信する (S-2)。尚、入力の際、キーボード、
ペン、マウスなどのデバイス以外にメモリカードなどの情報を記憶している装置から情報
を抽出し、作成することができる。これを実現するために、一般加入電話はリーダ／ライ
タ装置を有することとする。
【００２８】
携帯電話の受信手段は、 ICカードの制御命令生成手段に受信情報を伝達する (S-3)。前記
の制御命令生成手段は、受信情報を暗号処理手段に送信する (S-4)。暗号処理手段では、
記憶部から一般加入電話の公開鍵を取り出し (S-5)、受信した情報の署名検証を行う。
【００２９】
暗号処理手段は、署名検証を成功した場合、その結果を、制御命令生成手段に転送する (S
-6)。尚、署名検証に失敗した場合、一般加入電話から送信されたデータを破棄するため
、誤った発行命令が携帯電話に残ることはない。制御命令生成手段は、一般加入電話から
の発行命令に含まれている制御命令指定情報に従って、 ICカード（ A-3）内の記憶部にあ
る制御命令を選択抽出する (S-7)。例えば、制御命令指定情報に３という番号指定がされ
ている場合、 ICカードの制御命令生成手段は自身の記憶部を探索し、一致する番号の制御
命令を抽出する。尚、単一の制御命令のみ格納している場合は選択を行わずに抽出するこ
とが可能である。尚、 ICカードに登録されている番号と制御命令指定情報が一致しない場
合は、一般加入電話から送信されたデータを破棄する。 ICカード（ A-3）内の記憶部にあ
る制御命令の例を図４に示す。尚、ここで使用している制御命令は一例であり、携帯電話
を制御する命令であれば、本発明の範疇に含まれる。また、発行命令内にある発信者電話
番号より、 ICカードの制御命令生成手段は、処理結果とログの送信先指定を行う。尚、実
行結果の送信先指定は、一般加入電話の他に、 ICカード内の記憶部で定義した内容や一般
加入電話からの発行命令によって、決めることができ、実行結果の送信先は、電話番号、
メールアドレスなどを指定して一般公衆回線を利用する以外に、ローカルに個別の IDが機
器に振ってあり識別可能であれば、それを用いて機器に送信することも可能である。送信
する情報については、実行結果、ログに限定するものではなく、送信可能なデータであれ
ば、本発明の範疇に含まれる。
【００３０】
制御命令生成手段は、抽出した制御命令を ICカード内の端末制御手段に送信する (S-8)。
端末制御手段は、携帯電話の命令実行手段に対して、抽出した制御命令を発行する (S-9)
。制御命令を受け取った命令実行手段は、制御命令を実行する。尚、制御命令が実行され
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る範囲は、受信した携帯電話だけではなく、携帯電話に接続している機器を含み、両方に
処理させることも可能である。例えば、携帯電話に接続している位置情報取得手段を実行
させて位置情報を取得し、前記手段は前記情報を携帯電話に送信し、携帯電話はその情報
から処理を行い、地図の表示をすることができる。本実施例では、命令実行手段は前記の
位置情報取得手段に、実行命令を送り、処理を行わせる。その後、位置情報取得手段は、
位置情報を取得し、実行結果を命令実行手段に転送する (S-10)。
【００３１】
命令実行手段は、獲得した位置情報を送信手段に転送する (S-11)。命令実行手段は、実行
結果のログ情報を生成し、 ICカード内の制御命令生成手段に送信する (S-12)。制御命令生
成手段は ICカード内の記憶部にログ情報を転送し、格納する。送信手段は、一般加入電話
に位置情報を送信する (S-13)。
【００３２】
一般加入電話は、受信手段に送信された位置情報を出力手段に転送し、命令発信者の希望
の表現方法で出力する (S-14)。尚、携帯電話から一般加入電話に送信される情報は、一般
加入電話で受け取ることが可能である文字、音声、静止画、動画を含むマルチメディア情
報である。尚、情報の表現方法は、ユーザの選択の他に、登録されている情報や機器能力
から自動的に判断される場合の２つがある。図５に一般加入電話から送信された発行命令
が実行されるまでの内容の変化を示す。図６に実施例１でやり取りされているデータ名を
記載した図を示す。
【００３３】
＜動作規定情報（発動条件）＞
また、携帯電話から ICカードに対して制御命令の動作規定情報を作成し、送信することで
、 ICカード内に格納されている制御命令の動作を、個別に設定することが可能である。動
作規定情報とは、個々の制御命令の発動条件を示した情報である。この発動条件とは、「
ある制御命令（ A）の実行後でないと、次の制御命令（ B）が実行できない」や「ある制御
命令（ C）の実行禁止」や「ある制御命令（ D）は一定回数しか実行できない」などが含ま
れる。その具体例を、以下に示す。
【００３４】
図４内では、２つの制御命令が１つの制御命令指定によって実行可能である例と、制御命
令を使用停止にしている例を示す。図中で番号 5となっている Alarm命令は携帯電話のアラ
ームを鳴らすための命令であり、番号 6である Call命令は電話をかける命令である。それ
ら２つを Aという枠組みでくくる設定をすることで、 Aという指定をするだけで、最初に 5
番が実行し、次に 6番が実行するように制御命令を設定することができる。実際には、携
帯電話のアラームが鳴り出し、鳴り終わると電話をかけ始めるという結果を得ることがで
きる。図中の 4番は携帯電話の電源を OFFにする命令であるが、使用禁止中という動作を設
定しているため、番号を指定しても、実行することができない。このように、ユーザが個
別に実行環境をカスタマイズできることで、様々な利用状況に対応させることができる。
上記以外にも、設定した時間が経つと制御命令を実行する時間指定、設定した回数しか使
用できない使用回数指定、必ずある制御命令を実行した後でないと使用できない前提条件
指定など動的に変化する条件を設定することが可能である。尚、発動条件として、 ICカー
ドを挿入した時や他からの信号を感知した時など外的要因によって制御命令を実行するよ
うに規定することができる。
【００３５】
尚、動作規定の設定内容は上記のものに限定するわけではなく、既存の制御命令をユーザ
が使いやすくする範囲において、様々なる態様で実施し得る。
【００３６】
以上の結果、この ICカードによる携帯電話の制御システムを使うことで、外部から一般加
入電話を利用して、 ICカード内の制御命令で携帯電話を操作し、位置情報を得ることがで
きる。これにより、外部からの操作で、 ICカード内に格納している制御命令を用いて、携
帯端末に処理を行わせることができる。
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【００３７】
一般加入電話のユーザは、身近な機器で認証機能を伴う携帯端末の制御が容易にでき、携
帯端末の紛失や盗難に遭った場合、本人の意思で携帯電話の位置情報の獲得、電源の切断
が可能である。また、 ICカードに格納されている制御命令を変更することで、携帯電話の
メモリ内に格納されている情報を転送、消去することもでき、幅広い用途で利用が可能で
ある。
【００３８】
さらに携帯電話のユーザは、 ICカードに送信される携帯電話に対する発行命令が、携帯電
話に対する制御命令とは異なるため、 ICカードに転送する際に誤作動する心配や、直接端
末に制御命令を打ち込まれて実行される心配がない。携帯電話製造メーカにとっては、携
帯電話を制御する命令が直接ユーザの目に触れることがないため、制御命令コードの機密
性の確保ができる。また、 ICカードを用いる利点として、機密性が高いことに加え、持ち
運びに便利な点が挙げられ、ユーザ情報や制御命令の変更が交換することで容易にできる
。さらに、 ICカードが決済処理を持つ場合、 ICカードから処理を行うことで、ユーザ情報
の露呈を抑え、安全性の向上に繋がる。また、 ICカードという耐タンパー性を持つデバイ
ス内にログを残すことで、上記の安全性をより高めることができる。
【００３９】
尚、実施例１では外部端末として一般加入電話、携帯端末として携帯電話を ICカードと合
わせて用いたが、本発明の構造はそれに因るところではなく、同等の機能をもつものであ
れば、本発明の適用可能性も考慮されていることを理解されたい。
【００４０】
さらに、今までは ICカードで制御命令の処理を行っていなかったが、制御命令の一部を処
理することができるようになった場合、 ICカードに直接 GPS機能を持つインタフェースを
接続し、 ICカード内で制御命令を実行し、携帯端末に実行結果を表示させることや実行結
果をさらに処理させることが可能である。例えば、 ICカードが GPS機能を利用し、現在の
位置座標を取得し、その結果を携帯端末に送信することで、携帯端末はその情報を利用し
て、付近にある公共施設情報やショッピング情報の表示や送信をすることができる。尚、
直接接続されるインタフェースの機能は、 GPS機能以外でも可能であり、無線、赤外線な
ど従来技術から類推できる機能が挙げられる。尚、 ICカード内で処理が施されることによ
り、制御命令の書き換えを行わずに、複数の携帯端末に互換性がある制御命令に変換する
ことや、より最新の暗号技術を追加することも可能である。
【００４１】
上記で述べた効果を利用すると、従来ユーザにとって認証面、データの完全性において不
安であった携帯端末の遠隔制御に対して、信頼性向上が得られる。個人では携帯電話の紛
失や盗難があった場合に、商業的には携帯電話のレンタル事業や外回りの営業管理をする
場合に利用できると想定できる。
【００４２】
また、家庭内にホームサーバが配備され、家電を一括して集中管理する場合、本発明を使
用することにより、家庭内の家電を外部から制御することが可能になる。
【００４３】
例えば、家庭外から ICカードを保持している家電を制御する場合、図１において、第一の
機器はホームサーバ、第二の機器が家電機器、第三の機器が ICカードに相当し、第一の機
器にあたるホームサーバが、家庭外の機器からの発行命令を受信し、それに基づいた命令
を処理することが可能となる。尚、 ICカードを保持している機器は、ホームサーバ、ルー
タ、ハブなどネットワークを構成する機器でも構わない。尚、外部端末ではなく、ホーム
ネットワーク内の 1つの機器を基点にして、他の ICカードを保持している機器を制御する
ことも可能である。さらに、 ICカード内に他の機器を制御する命令が格納されている場合
、 ICカードに接続されている端末自身のみならず、他の機器を制御することもできる。
【００４４】
また、以上の例では、主に第二の機器は低セキュリティ、逆に第三の機器は高セキュリテ
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ィゆえに、第二の機器での処理実行可否の判断を第三の機器に委ねる場合を想定されたモ
デルであるが、第二の機器と第三の機器の関係として、セキュリティの高低とは関係なく
、第二の機器にシステム全体の調整的役割や窓口的役割を担い、第三の機器はその指示を
受けて処理を実行するような場合でも構わない。そのようなケースとしては、図１におい
て、第一の機器を家庭外の機器、第二の機器をホームサーバ、第三の機器を家庭内の家電
機器などが一例として考えられ、そのような場合も、同様にして、各家電機器の制御が可
能となる。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、外部からの発行命令をトリガーとして、携帯端末
に接続している ICカード内の制御命令を呼び出し、それが携帯端末の制御を行い、処理を
行わせて実行結果を得ることができる。この方法を用いることにより、携帯端末を通じて
、それに接続している他の端末に対しても、制御を行うことができ、外部端末の認証、端
末間を移動するデータの完全性を保証した安全性の高い ICカードによる携帯端末の制御シ
ステムが確立できる。 ICカード内に制御命令を格納することで、 ICカードというデバイス
がもつデータの機密性を生かすことができる。また、制御命令の複数格納により、制御命
令が限定されず、幅広い機器に適応させることができる。
【００４６】
ユーザにおいては、外部端末として電話や PDA、パソコンという身近で使い勝手の良い端
末から携帯電話の操作ができるという効果が挙げられる。さらに、遠隔からの制御を可能
にしたことで、個人では携帯電話の紛失や盗難があった場合に、商業的には携帯電話のレ
ンタル事業や外回りの営業職管理をする場合に利用できると想定でき、利便性が向上する
。
【００４７】
さらに、携帯電話製造メーカにおいては、 ICカード内にしか制御命令を格納しないため、
直接ユーザの目に触れることがなく機密性が確保できる。以上の効果により、本発明の有
為性を示す。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明における概念図
【図２】本発明における構成図
【図３】本発明の第１の実施形態における構成図
【図４】本発明の第１の実施形態における ICカード内記録部の例を示す図
【図５】本発明の送信データの変化例を示す図
【図６】実施例１での制御命令の流れを示す図
【図７】従来技術を示す図
【符号の説明】
Ａ -１　外部端末，Ａ -２　携帯端末，Ａ -３　 ICカード
Ａ -４　外部端末の受信手段，Ａ -５　送信手段，Ａ -６　受信手段
Ａ -７　携帯端末の記憶部，Ａ -８　命令実行手段，Ａ -９　送信手段
Ａ -１０　携帯端末に接続しているその他の端末・機器
Ａ -１１　携帯端末の表示手段，Ａ -１２　携帯端末の入力手段
Ａ -１３　 ICカードの暗号処理手段，Ａ -１４　端末制御手段，Ａ -１５　制御命令生成手
段，Ａ -１６　記憶部，Ａ -１７　リーダ／ライタ装置
Ａ -１８　外部端末の発行命令生成手段，Ａ -１９　外部端末の出力手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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