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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置の更新情報及びアドレス情報を自動的に送信する発側端末装置と、前記ア
ドレス情報に基づいてアドレス帳から前記発側端末装置の情報を検索する検索手段、及び
前記更新情報に基づいて、前記検索された発側端末装置の情報を更新する更新手段を有す
る着側端末装置と、自社移動通信網と他社移動通信網とに接続されるサーバ装置と、を具
備し、
　前記サーバ装置は、前記着側端末装置が自社の登録ユーザでない場合、又は、前記着側
端末装置が本システムに対応していない場合、前記更新情報を含む更新サイトの格納場所
のアドレスを送信し、
　前記着側端末装置は、前記更新サイトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイト
にアクセスし、前記更新情報を取得することを特徴とする情報更新システム。
【請求項２】
　携帯端末情報の更新情報を自動的に送信する発側端末装置と、携帯端末装置のアドレス
情報を管理する管理手段、前記発側端末装置のアドレス情報を持つ送信先を抽出する抽出
手段、及び抽出された送信先に対して前記発側端末装置から送信された更新情報を配信す
る通信手段を有するサーバ装置と、前記更新情報に基づいて前記発側端末装置の情報を更
新する更新手段を有する着側端末装置と、を具備することを特徴とする情報更新システム
。
【請求項３】
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　前記サーバ装置は、自社移動通信網と他社移動通信網とに接続され、前記着側端末装置
が自社の登録ユーザでない場合、又は、前記着側端末装置が本システムに対応していない
場合、前記更新情報を含む更新サイトの格納場所のアドレスを前記抽出手段によって抽出
された送信先に送信し、
　前記着側端末装置は、前記更新サイトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイト
にアクセスし、前記更新情報を取得することを特徴とする請求項２記載の情報更新システ
ム。
【請求項４】
　前記アドレス情報から前記着側端末装置が自社の登録ユーザか否かを判定する判定手段
、及び前記着側端末装置が自社の登録ユーザである場合に前記更新情報及びアドレス情報
を送信する通信手段を有する発側交換機と、前記アドレス情報から前記着側端末装置が本
システムに対応しているか否かを判定する判定手段、及び前記着側端末装置が本システム
に対応している場合に、前記更新情報及びアドレス情報を前記着側端末装置に送信する通
信手段を有する着側交換機と、を具備することを特徴とする請求項１から請求項３のいず
れかに記載の情報更新システム。
【請求項５】
　前記着側交換機において、前記着側端末装置が本システムに対応していないと判定した
ときに、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置に送信することを特徴とする
請求項４記載の情報更新システム。
【請求項６】
　前記発側交換機において、前記着側端末装置が自社の登録ユーザでないと判定したとき
に、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置に送信することを特徴とする請求
項４又は請求項５記載の情報更新システム。
【請求項７】
　携帯端末装置の更新情報及びアドレス情報を自動的に発側端末装置から着側端末装置に
送信する工程と、前記着側端末装置において、前記アドレス情報に基づいてアドレス帳か
ら前記発側端末装置の情報を検索する工程と、前記更新情報に基づいて、前記検索された
発側端末装置の情報を更新する工程と、自社移動通信網と他社移動通信網とに接続される
サーバ装置において、前記着側端末装置が自社の登録ユーザでない場合、又は、前記着側
端末装置が本システムに対応していない場合、前記更新情報を含む更新サイトの格納場所
のアドレスを送信する工程と、前記着側端末装置において、前記更新サイトの格納場所の
アドレスに基づいて前記更新サイトにアクセスし、前記更新情報を取得する工程と、を具
備することを特徴とする情報更新方法。
【請求項８】
　携帯端末情報の更新情報を自動的に発側端末装置からサーバ装置に送信する工程と、前
記サーバ装置において、携帯端末装置の管理情報から前記発側端末装置のアドレス情報を
持つ着側端末装置を抽出する工程と、抽出された着側端末装置に対して前記更新情報を配
信する工程と、前記着側端末装置において、前記更新情報に基づいて前記発側端末装置の
情報を更新する工程と、を具備することを特徴とする情報更新方法。
【請求項９】
　自社移動通信網と他社移動通信網とに接続された前記サーバ装置において、前記着側端
末装置が自社の登録ユーザでない場合、又は、前記着側端末装置が本システムに対応して
いない場合、前記更新情報を含む更新サイトの格納場所のアドレスを、抽出された送信先
に送信する工程と、
　前記着側端末装置が、前記更新サイトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイト
にアクセスし、前記更新情報を取得する工程と、を具備することを特徴とする請求項８記
載の情報更新方法。
【請求項１０】
　発側交換機において、前記アドレス情報から前記着側端末装置が自社の登録ユーザか否
かを判定する工程と、前記着側端末装置が自社の登録ユーザである場合に前記更新情報及
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びアドレス情報を送信する工程と、着側交換機において、前記アドレス情報から前記着側
端末装置が本システムに対応しているか否かを判定する工程と、前記着側端末装置が本シ
ステムに対応している場合に、前記更新情報及びアドレス情報を前記着側端末装置に送信
する工程と、を具備することを特徴とする請求項７から請求項９のいずれかに記載の情報
更新方法。
【請求項１１】
　前記着側交換機において、前記着側端末装置が本システムに対応していないと判定した
ときに、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置に送信することを特徴とする
請求項１０記載の情報更新方法。
【請求項１２】
　前記発側交換機において、前記着側端末装置が自社の登録ユーザでないと判定したとき
に、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置に送信することを特徴とする請求
項１０又は請求項１１記載の情報更新方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置のユーザに関する更新情報を通知する情報更新システム及び情
報更新方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話の電話帳情報をバックアップしているデータセンタのバックアップデー
タを利用して、電話番号の変更に伴う電話帳の電話番号の変更作業を相互に行えるように
する電話帳情報変更装置が特許文献１に開示されている。
【特許文献１】特開２００２－５７７９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記電話帳情報変更装置では、電話番号を変更した変更者がデータセン
タに対して電話番号の変更指示を行う必要があり、変更者に変更指示という操作を強いる
ため手間がかかる。また、上記電話帳情報変更装置では、変更する対象となる情報が電話
番号だけであり、殆どの携帯電話に搭載されたメール機能のメールアドレスなどの変更に
は対応していない。
【０００４】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、携帯端末装置やユーザに関する情報（
機種情報、電話番号、メールアドレスなど）の更新情報を着側端末装置に送信して、発側
端末装置の情報を自動的に更新することができる情報更新システム及び情報更新方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の情報更新システムは、携帯端末装置の更新情報及びアドレス情報を自動的に送
信する発側端末装置と、前記アドレス情報に基づいてアドレス帳から前記発側端末装置の
情報を検索する検索手段、及び前記更新情報に基づいて、前記検索された発側端末装置の
情報を更新する更新手段を有する着側端末装置と、自社移動通信網と他社移動通信網とに
接続されるサーバ装置と、を具備し、前記サーバ装置は、前記着側端末装置が自社の登録
ユーザでない場合、又は、前記着側端末装置が本システムに対応していない場合、前記更
新情報を含む更新サイトの格納場所のアドレスを送信し、前記着側端末装置は、前記更新
サイトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイトにアクセスし、前記更新情報を取
得することを特徴とする。
【０００６】
　この構成によれば、通信相手のアドレス帳の登録情報を個別に自動的に更新することが
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できる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情報を通信相手に簡単に通知
することができ、通信相手側では、アドレス帳の編集作業なしに登録情報を更新すること
ができる。
【０００７】
　本発明の情報更新システムは、携帯端末情報の更新情報を自動的に送信する発側端末装
置と、携帯端末装置のアドレス情報を管理する管理手段、前記発側端末装置のアドレス情
報を持つ送信先を抽出する抽出手段、及び抽出された送信先に対して前記発側端末装置か
ら送信された更新情報を配信する通信手段を有するサーバ装置と、前記更新情報に基づい
て前記発側端末装置の情報を更新する更新手段を有する着側端末装置と、を具備すること
を特徴とする。
【０００８】
　この構成によれば、通信相手のアドレス帳の登録情報を一括して自動的に更新すること
ができる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情報を複数の通信相手に一
括で通知することができ、それぞれの通信相手側では、アドレス帳の編集作業なしに登録
情報を更新することができる。
【０００９】
　本発明の情報更新システムにおいては、前記サーバ装置は、自社移動通信網と他社移動
通信網とに接続され、前記着側端末装置が自社の登録ユーザでない場合、又は、前記着側
端末装置が本システムに対応していない場合、前記更新情報を含む更新サイトの格納場所
のアドレスを前記抽出手段によって抽出された送信先に送信し、前記着側端末装置は、前
記更新サイトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイトにアクセスし、前記更新情
報を取得することが好ましい。
　本発明の情報更新システムにおいては、前記アドレス情報から前記着側端末装置が自社
の登録ユーザか否かを判定する判定手段、及び前記着側端末装置が自社の登録ユーザであ
る場合に前記更新情報及びアドレス情報を送信する通信手段を有する発側交換機と、前記
アドレス情報から前記着側端末装置が本システムに対応しているか否かを判定する判定手
段、及び前記着側端末装置が本システムに対応している場合に、前記更新情報及びアドレ
ス情報を前記着側端末装置に送信する通信手段を有する着側交換機と、を具備することが
好ましい。
【００１０】
　本発明の情報更新システムにおいては、前記着側交換機で、前記着側端末装置が本シス
テムに対応していないと判定したときに、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末
装置に送信することが好ましい。
【００１１】
　本発明の情報更新システムにおいては、前記発側交換機で、前記着側端末装置が自社の
登録ユーザでないと判定したときに、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置
に送信することが好ましい。
【００１２】
　本発明の情報更新方法は、携帯端末装置の更新情報及びアドレス情報を自動的に発側端
末装置から着側端末装置に送信する工程と、前記着側端末装置において、前記アドレス情
報に基づいてアドレス帳から前記発側端末装置の情報を検索する工程と、前記更新情報に
基づいて、前記検索された発側端末装置の情報を更新する工程と、自社移動通信網と他社
移動通信網とに接続されるサーバ装置において、前記着側端末装置が自社の登録ユーザで
ない場合、又は、前記着側端末装置が本システムに対応していない場合、前記更新情報を
含む更新サイトの格納場所のアドレスを送信する工程と、前記着側端末装置において、前
記更新サイトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイトにアクセスし、前記更新情
報を取得する工程と、を具備することを特徴とする。
【００１３】
　この方法によれば、通信相手のアドレス帳の登録情報を個別に自動的に更新することが
できる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情報を通信相手に簡単に通知
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することができ、通信相手側では、アドレス帳の編集作業なしに登録情報を更新すること
ができる。
【００１４】
　本発明の情報更新方法は、携帯端末情報の更新情報を自動的に発側端末装置からサーバ
装置に送信する工程と、前記サーバ装置において、携帯端末装置の管理情報から前記発側
端末装置のアドレス情報を持つ着側端末装置を抽出する工程と、抽出された着側端末装置
に対して前記更新情報を配信する工程と、前記着側端末装置において、前記更新情報に基
づいて前記発側端末装置の情報を更新する工程と、を具備することを特徴とする。
【００１５】
　この方法によれば、通信相手のアドレス帳の登録情報を一括して自動的に更新すること
ができる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情報を複数の通信相手に一
括で通知することができ、それぞれの通信相手側では、アドレス帳の編集作業なしに登録
情報を更新することができる。
【００１６】
　本発明の情報更新方法においては、自社移動通信網と他社移動通信網とに接続された前
記サーバ装置において、前記着側端末装置が自社の登録ユーザでない場合、又は、前記着
側端末装置が本システムに対応していない場合、前記更新情報を含む更新サイトの格納場
所のアドレスを、抽出された送信先に送信する工程と、前記着側端末装置が、前記更新サ
イトの格納場所のアドレスに基づいて前記更新サイトにアクセスし、前記更新情報を取得
する工程と、を具備することが好ましい。
　本発明の情報更新方法においては、発側交換機で、前記アドレス情報から前記着側端末
装置が自社の登録ユーザか否かを判定する工程と、前記着側端末装置が自社の登録ユーザ
である場合に前記更新情報及びアドレス情報を送信する工程と、着側交換機において、前
記アドレス情報から前記着側端末装置が本システムに対応しているか否かを判定する工程
と、前記着側端末装置が本システムに対応している場合に、前記更新情報及びアドレス情
報を前記着側端末装置に送信する工程と、を具備することが好ましい。
【００１７】
　本発明の情報更新方法においては、前記着側交換機で、前記着側端末装置が本システム
に対応していないと判定したときに、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置
に送信することが好ましい。
【００１８】
　本発明の情報更新方法においては、前記発側交換機で、前記着側端末装置が自社の登録
ユーザでないと判定したときに、前記更新情報を格納した場所の情報を着側端末装置に送
信することが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、携帯端末装置の更新情報及びアドレス情報を発側端末装置から着側端
末装置に送信し、前記着側端末装置において、前記アドレス情報に基づいてアドレス帳か
ら前記発側端末装置の情報を検索し、前記更新情報に基づいて、前記検索された発側端末
装置の情報を更新する、あるいは、携帯端末情報の更新情報を発側端末装置からサーバ装
置に送信し、前記サーバ装置において、携帯端末装置の管理情報から前記発側端末装置の
アドレス情報を持つ着側端末装置を抽出し、抽出された着側端末装置に対して前記更新情
報を配信し、前記着側端末装置において、前記更新情報に基づいて前記発側端末装置の情
報を更新するので、携帯端末装置やユーザに関する情報（機種情報、電話番号、メールア
ドレスなど）の更新情報を着側端末装置に送信して、発側端末装置の情報を自動的に更新
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
　（実施の形態１）
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　本実施の形態においては、発側端末装置の更新情報を着側端末装置に個別に送信して、
着側端末装置において更新情報に基づいて発側端末装置の登録情報を更新する場合につい
て説明する。
【００２１】
　図１は、本実施の形態に係る情報更新システムの構成を示す図である。図１に示すよう
に、情報更新システムは、発側端末装置１Ａと、自社移動通信網２により接続された着側
端末装置１Ｂと、これらの端末装置１Ａ，１Ｂと自社移動通信網２により接続された移動
通信センター３と、移動通信センター３と他社移動通信網４により接続された他社端末装
置５とから主に構成されている。自社移動通信網２においては、発側交換機２１及び着側
交換機２２が設置されている。また、移動通信センター３には、サーバ装置３１が設置さ
れている。なお、図１では、説明を簡略化するために、発側端末装置１Ａ、着側端末装置
１Ｂ及び他社端末装置５がそれぞれ１台である場合を示しているが、実際には、複数台の
発側端末装置、着側端末装置及び他社端末装置に対して本発明が適用可能である。
【００２２】
　端末装置１Ａ，１Ｂ，５は、携帯端末装置であり、オペレーティングシステム（移動機
ＯＳ）を有しており、移動機ＯＳ上でブラウザ機能、ビューワ機能その他の機能が動作す
る。また、移動通信網２は、自社の携帯端末である端末装置１Ａ，１Ｂと移動通信センタ
ー３との間のネットワークであり、移動通信網４は、他社の携帯端末５と移動通信センタ
ー３との間のネットワークである。この移動通信網２には、通常の移動通信網に加えて移
動パケット通信網も含まれる。また、移動通信センター３は、例えばｉモード（登録商標
）サーバなどを有すると共に、移動通信網２と移動通信網４とを結ぶゲートウェイ機能を
担っており、具体的には、情報配信機能、メール送受信機能、メール蓄積機能、契約顧客
管理機能、情報提供者（Information Provider）管理機能、及び情報料課金機能を有する
。
【００２３】
　図２は、図１に示す情報更新システムにおける端末装置１Ａ，１Ｂの構成を示す図であ
る。なお、端末装置１Ａ，１Ｂには、通常の携帯端末装置が備える構成はすべて備えてい
るものとする。端末装置１Ａ，１Ｂは、装置全体を制御する制御部１１と、端末装置同士
や移動通信センター３との間で通信を行う通信制御部１２と、種々のデータを入力する入
力部１３と、種々の情報を表示する表示部１４と、図６に示すような登録情報を含むアド
レス帳をはじめ種々のデータを格納する格納部１５と、アドレス帳から所定のユーザの登
録情報を検索する検索部１５と、更新情報に基づいてユーザの登録情報を更新する更新部
１７とから主に構成されている。
【００２４】
　通信制御部１２は、携帯電話機能に対応する無線通信機能を有し、発側交換機２１及び
自社移動通信網２を介して、自社登録ユーザの他の着側端末装置１Ｂとの間で通話やデー
タ通信のための無線通信を行う。また、通信制御部１２は、発側交換機２１、自社移動通
信網２及び移動通信センター３との間で更新情報を送信するための無線通信を行う。
【００２５】
　格納部１５に格納されたアドレス帳は、図６に示すように、少なくとも通信相手の電話
番号やメールアドレス６ａ、端末機能情報６ｂ、住所などの個人情報６ｃ及びコメント欄
６ｄなどを含む。
【００２６】
　検索部１６は、受信した更新情報に含まれるユーザに関するアドレス情報（例えば、電
話番号やメールアドレス）に基づいて、格納部１５に格納されているアドレス帳から前記
ユーザ（発側端末装置の情報）を検索する。この場合においては、アドレス帳に電話番号
又はメールドレスの少なくとも一方が登録されていれば、ユーザの検索を行うことが可能
である。この場合において、アドレス帳に電話番号及びメールアドレスのいずれもが登録
されていれば、優先的に電話番号に基づいて検索を行う。例えば、発側端末装置からのＤ
さんの更新情報が図８（ａ）に示すような場合において、図８（ｂ）のようにＤさんにつ
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いて電話番号及びメールアドレスが登録されていれば、電話番号をキーとしてアドレス帳
を検索する。また、図８（ｃ）のようにＤさんについてメールアドレスのみが登録されて
いれば、メールアドレスをキーとしてアドレス帳を検索する。
【００２７】
　更新部１７は、入力部１３からの操作により格納部１５に格納されたアドレス帳におけ
る登録情報を変更する。すなわち、発側端末装置１Ａの更新部１７においては、登録情報
の変更に基づいて更新情報を作成する。また、着側端末装置１Ｂの更新部１７においては
、受信した更新情報に基づいてアドレス帳における登録情報を更新する。
【００２８】
　図３は、図１に示す情報更新システムにおける発側交換機の構成を示すブロック図であ
る。なお、発側交換機２１には、通常の交換機が備える構成はすべて備えているものとす
る。発側交換機２１は、装置全体を制御する制御部２１１と、発側端末装置１Ａ、着側交
換機２２又はサーバ装置３１との間で通信を行う通信制御部２１２と、メールアドレスに
対応する電話番号を取得する照合部２１３と、着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザか否
かを判定する判定部２１４とから主に構成されている。
【００２９】
　照合部２１３は、着側端末装置１Ｂのメールアドレスに発側端末装置１Ａから更新情報
を送信する場合、通信制御部２１２を介して、メールアドレスを管理する移動通信センタ
ー３のサーバ装置３１にアクセスして該メールアドレスに対応する電話番号を照合して取
得する。取得した電話番号は、判定部２１４に送られる。
【００３０】
　判定部２１４は、発側端末装置１Ａから送られた着側端末装置１Ｂのアドレス情報に基
づいて着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザか否かを判定する。発側交換機２１は、自社
の登録ユーザの電話番号の情報を有しており、着側端末装置１Ｂの電話番号と自社の登録
ユーザの電話番号の情報とを照合することにより、着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザ
か否かを判定する。その判定結果は制御部２１１に送られる。制御部２１１は、判定結果
が自社の登録ユーザである場合に、発側端末装置１Ａからの更新情報を着側交換機２２に
送信し、判定結果が自社の登録ユーザでない場合に、発側端末装置１Ａからの更新情報を
サーバ装置３１に送信する。
【００３１】
　図４は、図１に示す情報更新システムにおける着側交換機を示すブロック図である。な
お、着側交換機２２には、通常の交換機が備える構成はすべて備えているものとする。着
側交換機２２は、装置全体を制御する制御部２２１と、着側端末装置１Ｂ、発側交換機２
１又はサーバ装置３１との間で通信を行う通信制御部２２２と、着側端末装置１Ｂが本シ
ステムに対応するか否かを判定する判定部２２３とから主に構成されている。
【００３２】
　判定部２２３は、発側端末装置１Ａから送られた着側端末装置１Ｂのアドレス情報に基
づいて着側端末装置１Ｂが本システムに対応可能か否かを判定する。着側交換機２２は、
本システムに対応可能な端末装置の電話番号の情報を有しており、着側端末装置１Ｂの電
話番号と本システムに対応可能な端末装置の電話番号の情報とを照合することにより、着
側端末装置１Ｂが本システムに対応可能か否かを判定する。その判定結果は制御部２２１
に送られる。制御部２２１は、判定結果が本システムに対応可能である場合に、発側端末
装置１Ａからの更新情報を着側端末装置１Ｂに送信し、判定結果が本システムに対応可能
でない場合に、発側端末装置１Ａからの更新情報をサーバ装置３１に送信する。
【００３３】
　図５は、図１に示す情報更新システムにおけるサーバ装置を示すブロック図である。な
お、サーバ装置３１には、通常のサーバ装置が備える構成はすべて備えているものとする
。サーバ装置３１は、装置全体を制御する制御部３１１と、発側端末装置１Ａ、着側端末
装置１Ｂ、発側交換機２１又は着側交換機２２との間で通信を行う通信制御部３１２と、
携帯端末装置のアドレス情報を管理する管理部３１３と、更新情報に基づいてアドレス帳
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の登録情報を更新する、あるいは更新情報に基づいて更新サイトを作成する更新部３１４
と、発側端末装置のアドレス情報を持つ送信先を抽出する抽出部３１５とから主に構成さ
れている。
【００３４】
　管理部３１３は、携帯端末装置のアドレス情報を管理する。例えば、ユーザからアドレ
ス帳を預かった場合に、そのアドレス帳を管理する。
【００３５】
　更新部３１４は、発側端末装置１Ａからの更新情報に基づいて、管理部３１３で管理さ
れるアドレス帳の登録情報を更新する。また、更新部３１４は、発側端末装置１Ａからの
更新情報に基づいて更新サイトを作成する。
【００３６】
　抽出部３１５は、発側端末装置のアドレス情報を持つ送信先を抽出する。抽出部３１５
は、管理部３１３で管理されているアドレス帳から、発側端末装置１Ａからの更新情報を
送信する着側端末装置１Ｂを抽出する。具体的には、管理部３１３で管理されているアド
レス帳から、発側端末装置のアドレス情報が含まれるアドレス帳を抽出し、抽出されたア
ドレス帳のユーザの端末装置を特定する。すなわち、更新情報を送信する端末装置のアド
レス情報を送信先として特定する。
【００３７】
　次に、本発明の実施の形態１に係る情報更新方法について説明する。
　本実施形態の情報更新システムでは、発側端末装置１Ａは、電話番号やメールアドレス
などのアドレス情報の更新が行われた後の発信に際して、その更新したアドレス情報から
作成した更新情報を発信情報に付加して発側交換機２１に送信すると、その更新情報が発
側交換機２１及び着側交換機２２を介して着側端末装置１Ｂに送られる。
【００３８】
　すなわち、本発明の情報更新方法においては、携帯端末装置の更新情報及びアドレス情
報を発側端末装置から着側端末装置に送信し、前記着側端末装置において、前記アドレス
情報に基づいてアドレス帳から前記発側端末装置の情報を検索し、前記更新情報に基づい
て、前記検索された発側端末装置の情報を更新する。
【００３９】
　図７は、本発明の実施の形態１に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図であ
る。このシーケンスは、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザであり、着側端末装置
が本システムに対応可能である場合のものである。ここでは、まず発側端末装置１Ａにお
いてアドレス情報が更新され、その後に着側端末装置１Ｂに対して発呼がなされた場合に
ついて説明する。なお、本発明はこの態様に限定せず、発側端末装置１Ａから発呼とは別
に着側端末装置１Ｂに対して更新情報を送信しても良い。
【００４０】
　アドレス情報が更新されてなる更新情報が発側端末装置１Ａから送信されると、更新情
報が発側交換機２１に送られる（ＳＴ１１）。発側交換機２１においては、判定部２１４
で着側端末装置１Ｂのアドレス情報から着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザか否かを判
定する（ＳＴ１２）。そして、着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザである場合には、更
新情報を着側交換機２２に送信する（ＳＴ１３）。なお、更新情報が発側端末装置１Ａか
ら送信される際に、着側端末装置１Ｂのメールアドレスに更新情報が送信されると、発側
交換機２１では、照合部２１３が移動通信センター３のサーバ装置３１にアクセスしてメ
ールアドレスに対応する電話番号を取得し、その電話番号で更新情報を着側交換機２２に
送信する。
【００４１】
　着側交換機２２においては、判定部２２３で着側端末装置１Ｂのアドレス情報から着側
端末装置１Ｂが本システムに対応可能か否かを判定する（ＳＴ１４）。そして、着側端末
装置１Ｂが本システムに対応可能である場合には、更新情報を着側端末装置１Ｂに送信す
る（ＳＴ１５）。次いで、着側端末装置１Ｂにおいては、検索部１６で発側端末装置１Ａ
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のアドレス情報に基づいてアドレス帳を検索し、検索された登録情報に対して更新情報に
基づいて更新を行う（ＳＴ１６）。その後、着側端末装置１Ｂは、更新した旨の結果を発
側端末装置１Ａに送信し（ＳＴ１７）、発側端末装置１Ａにおいては、着側端末装置１Ｂ
から送信された更新結果を表示部１４で表示する（ＳＴ１８）。これにより、発側端末装
置１Ａのユーザは、通信相手のアドレス帳の登録情報の更新が完了したことを確認するこ
とができる。
【００４２】
　着側端末装置１Ｂで更新情報を受信すると、例えば図９（ａ）に示すように、表示部１
４に更新マークが表示される。その更新マークをクリックすると、図９（ｂ）に示すよう
な画面が表示され、更新の許可の回答を求める。このとき、図９（ｃ）に示すように、更
新内容を確認することができる。そして、更新を許可すると、図９（ｄ）や図９（ｅ）に
示すように、アドレス帳の登録情報が更新情報に基づいてされ、更新されたことを示す表
示「ｎｅｗ」が併せて表示される。なお、図９に示す表示例や手順は一例であり、適宜変
更することが可能である。
【００４３】
　このように、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザであり、着側端末装置が本シス
テムに対応可能である場合には、通信相手のアドレス帳の登録情報を個別に自動的に更新
することができる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情報を通信相手に
簡単に通知することができ、通信相手側では、アドレス帳の編集作業なしに登録情報を更
新することができる。
【００４４】
　図１０は、本発明の実施の形態１に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図で
ある。このシーケンスは、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザであり、着側端末装
置が本システムに対応可能でない場合のものである。ここでは、まず発側端末装置１Ａに
おいてアドレス情報が更新され、その後に着側端末装置１Ｂに対して発呼がなされた場合
について説明する。なお、本発明はこの態様に限定せず、発側端末装置１Ａから発呼とは
別に着側端末装置１Ｂに対して更新情報を送信しても良い。
【００４５】
　アドレス情報が更新されてなる更新情報が発側端末装置１Ａから送信されると、更新情
報が発側交換機２１に送られる（ＳＴ２１）。発側交換機２１においては、判定部２１４
で着側端末装置１Ｂのアドレス情報から着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザか否かを判
定する（ＳＴ２２）。そして、着側端末装置１Ｂが自社の登録ユーザである場合には、更
新情報を着側交換機２２に送信する（ＳＴ２３）。なお、更新情報が発側端末装置１Ａか
ら送信される際に、着側端末装置１Ｂのメールアドレスに更新情報が送信されると、発側
交換機２１では、照合部２１３が移動通信センター３のサーバ装置３１にアクセスしてメ
ールアドレスに対応する電話番号を取得し、その電話番号で更新情報を着側交換機２２に
送信する。
【００４６】
　着側交換機２２においては、判定部２２３で着側端末装置１Ｂのアドレス情報から着側
端末装置１Ｂが本システムに対応可能か否かを判定する（ＳＴ２４）。そして、着側端末
装置１Ｂが本システムに対応可能でない場合には、更新情報を移動通信センター３のサー
バ装置３１に送信する（ＳＴ２５）。
【００４７】
　サーバ装置３１においては、更新部３１４により、着側交換機２２からの更新情報を含
む更新サイトを作成する（ＳＴ２６）。そして、通信制御部３１２は、作成された更新サ
イトの格納場所のアドレス（ＵＲＬ）を着側交換機２２に送信する（ＳＴ２７）。なお、
作成する更新サイトについては、更新情報が含まれていれば、その構成などについて制限
はない。
【００４８】
　次いで、着側交換機２２においては、通信制御部２２１が着側端末装置１Ｂの電話番号
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宛に更新サイトのＵＲＬをＳＭＳ（Short Message Service）で送信する（ＳＴ２８）。
着側端末装置１Ｂにおいては、通信制御部１２が更新サイトのＵＲＬにアクセスし（ＳＴ
２９）、着側端末装置１Ｂの表示部１４に更新サイトを表示させる。これにより、着側端
末装置１Ｂのユーザは、更新サイトにより、発側端末装置１Ａにおける登録情報の更新を
確認することができる。また、必要に応じて、サーバ装置３１から更新情報又は更新情報
を含む登録情報をダウンロードする（ＳＴ３０）。これにより、発側端末装置１Ａにおけ
る登録情報の更新を着側端末装置１Ｂに反映させることが可能となる。この場合において
、検索部１６で発側端末装置１Ａのアドレス情報に基づいてアドレス帳を検索し、検索さ
れた登録情報に対して更新情報に基づいて更新を行う。
【００４９】
　着側端末装置１ＢでＳＭＳを受信すると、例えば図１２（ａ）に示すように、表示部１
４にＳＭＳマークが表示される。そのＳＭＳマークをクリックすると、図１２（ｂ）に示
すような画面で、更新サイトのＵＲＬが表示される。そして、更新サイトのＵＲＬをクリ
ックすると、図１２（ｃ）に示すように、アドレス帳の登録情報が更新情報を確認するこ
とができる。なお、図１２に示す表示例や手順は一例であり、適宜変更することが可能で
ある。
【００５０】
　その後、サーバ装置３１は、更新情報を確認した旨の結果を発側端末装置１Ａに送信し
（ＳＴ３１）、発側端末装置１Ａにおいては、サーバ装置３１から送信された確認結果を
表示部１４で表示する（ＳＴ３２）。これにより、発側端末装置１Ａのユーザは、通信相
手がアドレス帳の登録情報の更新を確認したことを知ることができる。
【００５１】
　このように、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザであるが、着側端末装置が本シ
ステムに対応可能でない場合であっても、通信相手にアドレス帳の登録情報の更新を個別
に通知することができる。
【００５２】
　図１１は、本発明の実施の形態１に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図で
ある。このシーケンスは、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザでない場合のもので
ある。ここでは、まず発側端末装置１Ａにおいてアドレス情報が更新され、その後に着側
端末装置５に対して発呼がなされた場合について説明する。なお、本発明はこの態様に限
定せず、発側端末装置１Ａから発呼とは別に着側端末装置５に対して更新情報を送信して
も良い。
【００５３】
　アドレス情報が更新されてなる更新情報が発側端末装置１Ａから送信されると、更新情
報が発側交換機２１に送られる（ＳＴ４１）。発側交換機２１においては、判定部２１４
で着側端末装置１Ｂのアドレス情報から着側端末装置５が自社の登録ユーザか否かを判定
する（ＳＴ４２）。そして、着側端末装置５が自社の登録ユーザでない場合には、更新情
報を移動通信センター３のサーバ装置３１に送信する（ＳＴ４３）。
【００５４】
　サーバ装置３１においては、更新部３１４により、着側交換機２２からの更新情報を含
む更新サイトを作成する（ＳＴ４４）。そして、通信制御部３１２は、作成された更新サ
イトの格納場所のアドレス（ＵＲＬ）を発側交換機２１に送信する（ＳＴ４５）。なお、
作成する更新サイトについては、更新情報が含まれていれば、その構成などについて制限
はない。
【００５５】
　次いで、発側交換機２１においては、通信制御部２２１が着側端末装置５の電話番号宛
に更新サイトのＵＲＬを移動通信センター３及び他社移動通信網４を介してメールで送信
する（ＳＴ４６）。次いで、着側端末装置５が更新サイトのＵＲＬにアクセスし（ＳＴ４
７）、更新サイトを表示させる。これにより、着側端末装置５のユーザは、更新サイトに
より、発側端末装置１Ａにおける登録情報の更新を確認することができる。
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【００５６】
　着側端末装置５でメールを受信すると、例えば図１２（ａ）に示すように、表示画面に
ＳＭＳマークが表示される。そのＳＭＳマークをクリックすると、図１２（ｂ）に示すよ
うな画面で、更新サイトのＵＲＬが表示される。そして、更新サイトのＵＲＬをクリック
すると、図１２（ｃ）に示すように、アドレス帳の登録情報が更新情報を確認することが
できる。なお、図１２に示す表示例や手順は一例であり、適宜変更することが可能である
。
【００５７】
　その後、サーバ装置３１は、更新情報を確認した旨の結果を発側端末装置１Ａに送信し
（ＳＴ４８）、発側端末装置１Ａにおいては、サーバ装置３１から送信された確認結果を
表示部１４で表示する（ＳＴ４９）。これにより、発側端末装置１Ａのユーザは、通信相
手がアドレス帳の登録情報の更新を確認したことを知ることができる。
【００５８】
　このように、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザでない場合であっても、通信相
手にアドレス帳の登録情報の更新を個別に通知することができる。なお、サーバ装置３１
の更新サイトに初めてアクセスする場合に、発側端末装置１Ａの通信相手である着側端末
装置５からのアクセスであるかについての認証を行っても良い。
【００５９】
　認証処理を行う場合には、例えば図１３に示すような手順により行う。発側交換機２１
から更新情報をサーバ装置３１に対して送信する際に、着側端末装置５のアドレス情報も
送信する（ＳＴ４３）。サーバ装置３１は、更新情報とアドレス情報を受け取ると、認証
用ＵＲＬを発側交換機２１に送信する（ＳＴ６１）。このとき、サーバ装置３１は、着側
端末装置５のアドレス情報（メールアドレス）を保持する。発側交換機２１は、認証用Ｕ
ＲＬを受信すると、その認証用ＵＲＬを着側端末装置５のメールアドレスにメールで送信
する（ＳＴ６２）。そして、着側端末装置５は、このメールを受信すると、空メールをサ
ーバ装置３１に送信する（ＳＴ６３）。
【００６０】
　サーバ装置３１においては、保持したメールアドレスと、空メールの送信元のメールア
ドレスとを照合して着側端末装置５のユーザ確認を行う（ＳＴ６４）。ユーザ確認が行わ
れると、更新サイトのＵＲＬを着側端末装置５にメールで送信する（ＳＴ６５）。次いで
、着側端末装置５が更新サイトのＵＲＬにアクセスし（ＳＴ６６）、更新サイトを表示さ
せる。このとき、サーバ装置３１は、着側端末装置５についての、ユーザＩＤや電話番号
などの固有情報や、クライアント証明書などの固有情報（識別情報）を取得する。これに
より、着側端末装置５のユーザは、更新サイトにより、発側端末装置１Ａにおける登録情
報の更新を確認することができる。その後、サーバ装置３１は、更新情報を確認した旨の
結果を着側端末装置５に送信する（ＳＴ６７）。着側端末装置５の次回以降のサーバ装置
３１へのアクセスについては、サーバ装置３１が取得した識別情報により認証を行うこと
ができるので、上記のような認証処理は不要となる。
【００６１】
　（実施の形態２）
　本実施の形態においては、発側端末装置の更新情報を着側端末装置に一括して配信して
、着側端末装置において更新情報に基づいて発側端末装置の登録情報を更新する場合につ
いて説明する。
【００６２】
　本発明の情報更新方法においては、携帯端末情報の更新情報を発側端末装置からサーバ
装置に送信し、前記サーバ装置において、携帯端末装置の管理情報から前記発側端末装置
のアドレス情報を持つ着側端末装置を抽出し、抽出された着側端末装置に対して前記更新
情報を配信し、前記着側端末装置において、前記更新情報に基づいて前記発側端末装置の
情報を更新する。
【００６３】
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　図１４は、本発明の実施の形態２に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図で
ある。図１４（ａ）に示すシーケンスは、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザであ
り、着側端末装置が本システムに対応可能である場合のものである。ここでは、携帯端末
装置のアドレス帳がサーバ装置３１で管理されていることを条件としている。
【００６４】
　アドレス情報が更新されてなる更新情報が発側端末装置１Ａから送信されると、更新情
報が移動通信センター３のサーバ装置３１に送られる（ＳＴ５１）。サーバ装置３１にお
いては、抽出部３１５により、管理部３１３で管理されているアドレス帳において発側端
末装置１Ａの登録情報（アドレス情報）を含むアドレス帳を抽出する（ＳＴ５２）。そし
て、抽出されたアドレス帳のユーザの電話番号に対して、発側端末装置１Ａの更新情報を
一括で配信する（ＳＴ５３）。すなわち、発側端末装置１Ａのユーザの登録情報を含むア
ドレス帳の所有者の端末装置（着側端末装置１Ｂ）に対して一斉に更新情報を同報送信す
る。
【００６５】
　次いで、着側端末装置１Ｂにおいては、検索部１６で発側端末装置１Ａのアドレス情報
に基づいてアドレス帳を検索し、検索された登録情報に対して更新情報に基づいて更新を
行う（ＳＴ５４）。その後、着側端末装置１Ｂは、更新した旨の結果を発側端末装置１Ａ
に送信し（ＳＴ５５）、発側端末装置１Ａにおいては、着側端末装置１Ｂから送信された
更新結果を表示部１４で表示する（ＳＴ５６）。これにより、発側端末装置１Ａのユーザ
は、通信相手のアドレス帳の登録情報の更新が完了したことを確認することができる。
【００６６】
　このように、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザであり、着側端末装置が本シス
テムに対応可能である場合には、通信相手のアドレス帳の登録情報を一括して自動的に更
新することができる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情報を複数の通
信相手に一括で通知することができ、それぞれの通信相手側では、アドレス帳の編集作業
なしに登録情報を更新することができる。
【００６７】
　本実施の形態においても、実施の形態１と同様に、着側端末装置１Ｂが本システムに対
応可能でない場合や着側端末装置５が自社の登録ユーザでない場合も考えられる。このよ
うな場合については、実施の形態１と同様に、発側交換機２１や着側交換機２２で判定を
行って、すなわち、発側交換機２１で自社の登録ユーザであるか否かを判定し、着側交換
機２２で本システムに対応可能であるか否かを判定して、サーバ装置３１で作成された更
新サイトにアクセスするようにする。
【００６８】
　この場合においては、図１４（ｂ）に示すように、サーバ装置３１においては、更新情
報を受信すると、更新情報を含む更新サイトを作成し、作成された更新サイトの格納場所
のアドレス（ＵＲＬ）を着側端末装置１Ｂ，５に送信する（ＳＴ５７）。着側端末装置１
Ｂ，５は、更新サイトのＵＲＬにアクセスし（ＳＴ５８）、更新サイトを表示させる。こ
れにより、着側端末装置１Ｂ，５のユーザは、更新サイトにより、発側端末装置１Ａにお
ける登録情報の更新を確認することができる。また、着側端末装置１Ｂのユーザが自社の
登録ユーザである場合には、必要に応じて、サーバ装置３１から更新情報又は更新情報を
含む登録情報をダウンロードする（ＳＴ５９）。これにより、発側端末装置１Ａにおける
登録情報の更新を着側端末装置１Ｂに反映させることが可能となる。この場合において、
検索部１６で発側端末装置１Ａのアドレス情報に基づいてアドレス帳を検索し、検索され
た登録情報に対して更新情報に基づいて更新を行う。
【００６９】
　その後、着側端末装置１Ｂ，５は、更新情報を確認した旨の結果を発側端末装置１Ａに
送信し（ＳＴ５５）、発側端末装置１Ａにおいては、確認結果を表示する（ＳＴ５６）。
これにより、発側端末装置１Ａのユーザは、通信相手がアドレス帳の登録情報の更新を確
認したことを知ることができる。
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【００７０】
　このように、着側端末装置のユーザが自社の登録ユーザでない場合や、着側端末装置が
本システムに対応可能でない場合であっても、通信相手のアドレス帳の登録情報を一括し
て自動的に通知することができる。これにより、登録情報を更新したユーザは更新した情
報を複数の通信相手に一括で通知することができる。
【００７１】
　本発明は上記実施の形態１，２に限定されず、種々変更して実施することが可能である
。例えば、上記実施の形態１，２においては、更新情報の更新サイトを作成するサーバ装
置と、アドレス帳を預けるサーバ装置とを一体として説明しているが、本発明はこの構成
に限定されず、更新情報の更新サイトを作成するサーバ装置と、アドレス帳を預けるサー
バ装置とを個別に設けても良い。また、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、処理部
や処理手順については適宜変更して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を
逸脱しないで適宜変更して実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る情報更新システムの構成を示す図である。
【図２】図１に示す情報更新システムにおける端末装置の構成を示す図である。
【図３】図１に示す情報更新システムにおける発側交換機の構成を示す図である。
【図４】図１に示す情報更新システムにおける着側交換機の構成を示す図である。
【図５】図１に示す情報更新システムにおけるサーバ装置の構成を示す図である。
【図６】アドレス帳における登録情報を説明するための図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図である
。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、情報更新のためのキー情報を説明するための図である。
【図９】（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施の形態１に係る情報更新方法における更新手順
を示す画面表示図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態１に係る情報更新方法を説明するためのシーケンス図であ
る。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施の形態１に係る情報更新方法における更新手
順を示す画面表示図である。
【図１３】図１１に示すシーケンスにおける認証処理を説明するためのシーケンス図であ
る。
【図１４】（ａ），（ｂ）は、本発明の実施の形態２に係る情報更新方法を説明するため
のシーケンス図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１Ａ，１Ｂ，５　端末装置
　２，４　移動通信網
　３　移動通信センター
　１１，２１１，２２１，３１１　制御部
　１２，２１２，２２２，３１２　通信制御部
　１３　入力部
　１４　表示部
　１５　格納部
　１６　検索部
　１７，３１４　更新部
　２１３　照合部
　２１４，２２３　判定部
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　３１３　管理部
　３１５　抽出部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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