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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを提供するサーバーと、前記サー
バーに有線／無線ネットワークを介して接続されクライアントによって使用される携帯端
末とを有し、前記携帯端末が前記サーバーから短文メッセージを受信して前記使用者イン
ターフェースを変更するシステムであって、
　前記サーバーは、
　前記クライアントの個人情報を分析し、前記分析した結果により、前記クライアントに
必要なアプリケーションを決定するクライアント管理部と、
　前記短文メッセージとして前記クライアント管理部が決定したアプリケーションをダウ
ンロードするための短文メッセージを前記携帯端末に伝送するＳＭＳ提供部と、を備え、
　前記携帯端末は、
　前記クライアントが前記サーバーから受信した前記短文メッセージを受諾したときに、
前記サーバーから少なくとも一つの前記アプリケーションをダウンロードするアプリケー
ションダウンロード部と、
　前記アプリケーションダウンロード部がダウンロードした前記アプリケーションと一対
一対応するファンクションキーを前記クライアントが選択して前記携帯端末上で設定でき
るようにすると共に、前記設定されたファンクションキーの名称を前記クライアントが任
意に変更できるようにするファンクションキー選択／変更部と、
　前記ダウンロードしたアプリケーションの駆動時の画面を前記クライアントが選択した
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画面に変更する駆動画面変更部と、
　前記設定されたファンクションキーがクリックされたときに、前記クリックされたファ
ンクションキーと一対一対応するアプリケーションを駆動すると同時に、前記変更された
駆動画面を表示するインターフェース提供部と、を備える、ＳＭＳを利用して使用者イン
ターフェースを変更するシステム。
【請求項２】
　前記サーバーは、
　前記クライアントが前記伝送された短文メッセージを受諾したときに、少なくとも一つ
の前記アプリケーションを前記携帯端末に伝送するアプリケーション提供／管理部と、
　前記伝送されたアプリケーションに関わる別費用をクライアント別に賦課及び精算する
費用精算／管理部と、を備える請求項１に記載のＳＭＳを利用して使用者インターフェー
スを変更するシステム。
【請求項３】
　前記クライアント管理部は、前記クライアントの個人情報を分析し、前記分析した結果
により、前記クライアントに必要なＵＲＬを決定する機能をさらに備え、
　前記サーバーは、前記クライアント管理部が決定した前記ＵＲＬに前記携帯端末が接続
できるようにするＵＲＬ提供／管理部をさらに備える請求項２に記載のＳＭＳを利用して
使用者インターフェースを変更するシステム。
【請求項４】
　前記ファンクションキー選択／変更部は、前記クライアントの選択により、前記変更さ
れたファンクションキーの名称を少なくとも二回変更することを可能にする請求項１に記
載のＳＭＳを利用して使用者インターフェースを変更するシステム。
【請求項５】
　前記駆動画面変更部は、前記変更した駆動画面を前記携帯端末を介してプレビューする
請求項１に記載のＳＭＳを利用して使用者インターフェースを変更するシステム。
【請求項６】
　前記短文メッセージは、前記アプリケーションの名称及び前記アプリケーションと一対
一対応する前記携帯端末上のファンクションキーを指定するための案内事項を備える請求
項１に記載のＳＭＳを利用して使用者インターフェースを変更するシステム。
【請求項７】
　使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを提供するサーバーに有線／無線
ネットワークを介して接続され、クライアントにより使用される携帯通信端末であって、
　前記サーバーが前記クライアントの個人情報を分析した結果として決定された前記クラ
イアントに必要なアプリケーションの名称及び前記アプリケーションと一対一対応する当
該携帯通信端末上のファンクションキーの指定に関する短文メッセージを前記サーバーか
ら受信するデータ送受信部と、
　前記クライアントが、前記サーバーから受信した前記短文メッセージを受諾したときに
、前記サーバーから少なくとも一つの前記アプリケーションをダウンロードするアプリケ
ーションダウンロード部と、
　前記アプリケーションダウンロード部がダウンロードしたアプリケーションと一対一対
応するファンクションキーを前記クライアントが選択して前記携帯通信端末上で設定でき
るようにすると共に、前記設定されたファンクションキーの名称を前記クライアントが任
意に変更できるようにするファンクションキー選択／変更部と、
　前記ダウンロードしたアプリケーションの駆動時の画面を前記クライアントが選択した
画面に変更する駆動画面変更部と、
　前記設定されたファンクションキーがクリックされたときに、前記クリックされたファ
ンクションキーと一対一対応するアプリケーションを駆動すると同時に、前記変更された
駆動画面を表示するインターフェース提供部と、を備える携帯通信端末。
【請求項８】
　使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを提供するサーバーに有線／無線
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ネットワークを介して接続され、クライアントにより使用される携帯端末において、前記
携帯端末が前記サーバーから短文メッセージを受信して前記使用者インターフェースを変
更する方法であって、
　ａ）前記携帯端末が、前記サーバーから、前記サーバーが前記クライアントの個人情報
を分析した結果として決定された前記クライアントに必要なアプリケーションの名称及び
前記アプリケーションと一対一対応する前記携帯端末上のファンクションキーの指定に関
する短文メッセージを受信する段階と、
　ｂ）前記サーバーから受信した前記短文メッセージを前記クライアントが受諾したとき
に、前記携帯端末が、前記サーバーから少なくとも一つの前記アプリケーションをダウン
ロードする段階と、
　ｃ）前記携帯端末が、前記ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファン
クションキーを前記クライアントによる選択に応じて前記携帯端末上で設定し、前記設定
されたファンクションキーの名称を前記クライアントが定めた任意の名称に変更する段階
と、
　ｄ）前記携帯端末が、前記ダウンロードしたアプリケーションの駆動時の画面を前記ク
ライアントが選択した画面に変更する段階と、
　ｅ）前記設定されたファンクションキーがクリックされたときに、前記クリックされた
ファンクションキーと一対一対応するアプリケーションを駆動すると同時に、前記変更さ
れた駆動画面を表示する段階と、を有する、ＳＭＳを利用した使用者インターフェース変
更方法。
【請求項９】
　使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを提供するサーバーに有線／無線
ネットワークを介して接続され、クライアントにより使用される携帯端末において、前記
サーバーから短文メッセージを受信して前記使用者インターフェースを変更する方法を実
行するためのプログラムが記録されたコンピュータ読取可能な記録媒体であって、
　前記携帯端末に、
　ａ）前記サーバーから、前記サーバーが前記クライアントの個人情報を分析した結果と
して決定された前記クライアントに必要なアプリケーションの名称及び前記アプリケーシ
ョンと一対一対応するクライアント携帯端末上のファンクションキーの指定に関する短文
メッセージを受信する機能と、
　ｂ）前記クライアントが前記受信した短文メッセージを受諾したときに、前記サーバー
から少なくとも一つの前記アプリケーションをダウンロードする機能と、
　ｃ）前記ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンクションキーを前
記クライアントが選択して前記携帯端末上で設定できるようにすると共に、前記設定され
たファンクションキーの名称を前記クライアントが任意に変更できるようにする機能と、
　ｄ）前記ダウンロードしたアプリケーションの駆動時の画面を前記クライアントが選択
した画面に変更する機能と、
　ｅ）前記設定されたファンクションキーがクリックされたときに、前記クリックされた
ファンクションキーと一対一対応するアプリケーションを駆動すると同時に、前記変更さ
れた駆動画面を表示する機能と、を実現させるためのプログラムが記録されたコンピュー
タ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーション及び管理サービスの提供、並びに使用者インターフェース
の変更システム及びその方法に関し、より詳しくは、短文メッセージや加入者インターフ
ェースモジュール（ＳＩＭ：Subscriber Interface Module）カードを使用する携帯端末
へのアプリケーションの提供及び管理サービスの提供、並びにアプリケーション別使用者
インターフェースの変更システム及びその方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　最近、携帯端末の機能が多様化されると共に高級化されるに伴って、携帯端末の本来の
機能である音声呼の処理以外に、短文メッセージ及び動画メールの送受信、電話帳、日程
管理、計算機、電話番号簿、及び動画ゲームなどのような各種付加機能が使用されている
。
【０００３】
　また、携帯端末の各種機能の選択時、各々のファンクションキーと一対一対応する駆動
画面が多様に表示されるが、このような駆動画面は、使用者の好みによって時間と場所に
関係なしに変更することができる。
【０００４】
　変更できる駆動画面は、携帯端末の製造時に駆動画面に格納されており、その数が非常
に限定されているため、多数の利用者にとってはサービス満足度の減少を招く。
【０００５】
　携帯端末の各種付加機能のうちの一つとして、利用者がアクセスしたウェブサイトを「
お気に入り」に加える機能（bookmark）があるが、これもまた、当該ＵＲＬ（Uniform　R
esource Locator：以下、「ＵＲＬ」という）のサービスが変更される場合、利用者が望
まないサービスを提供するようになる。
【０００６】
　一方、携帯端末の利用方式のうち、ヨーロッパで商用化されている利用方式として、全
地球的移動通信システム（Global System for Mobile Communication：以下、「ＧＳＭ」
という）方式がある。
【０００７】
　ＧＳＭ方式としては、携帯端末の使用者認証及びネットワーク（network）登録のため
のＳＩＭカードが利用されているが、ＳＩＭカードは、携帯端末に着脱可能であり、マイ
クロプロセッサとメモリチップで構成されたスマートカード（smart card）であり、ＩＣ
カードタイプとプラグ－イン（plug-in）タイプがある。
【０００８】
　ＳＩＭカードは、加入者情報、及び携帯端末に装着されてロード（load）される携帯端
末作動データを格納するが、即ち、使用者パスワードなどの加入者情報及びネットワーク
登録データを格納する。そのため、ＳＩＭカードの活用範囲は制約されている。
【０００９】
　加えて、各携帯端末の使用ログ(log)を分析して、当該クライアントが度々使用する無
線インターネットサービスのＵＲＬを推薦及び提供する機能がある。
【００１０】
　しかしながら、従来のＵＲＬ推薦機能は、初期メニューの個人化又は推薦メニュー提供
、クライアントの利用履歴の提供などが大部分であるため、サービス提供時にその限界性
が露出され、クライアントにとってサービス満足度の低下を招く。
【００１１】
　より詳細には、個人化適用範囲は、クライアントが自身の携帯端末を利用して無線イン
ターネットにアクセスした後、ブラウザーやプラットホームを駆動させたときに提供され
、制約的に、無線インターネットの使用にたけたクライアントにのみ提供される。
【００１２】
　したがって、アプリケーションをダウンロードすることにたけていないクライアントが
、新たなバージョンのアプリケーションを直接ダウンロードして使用することは容易でな
い。
【００１３】
　加えて、各携帯端末の使用ログを分析して、当該クライアントが度々使用する無線イン
ターネットサービスのＵＲＬを推薦及び提供する機能がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１４】
　しかしながら、従来のＵＲＬ推薦機能は、初期メニューの個人化又は推薦メニュー提供
、クライアントの利用履歴の提供などが大部分であるため、サービス提供時にその限界性
が露出され、クライアントにとってサービス満足度の低下を招く。
【００１５】
　より詳細には、個人化適用範囲は、クライアントが自身の携帯端末を利用して無線イン
ターネットをアクセスした後、ブラウザーやプラットホームを駆動させたときに提供され
、制約的に、無線インターネットの使用にたけたクライアントにのみ提供される。
【００１６】
　したがって、アプリケーションをダウンロードすることにたけていなかいクライアント
が、新たなバージョンのアプリケーションを直接ダウンロードして使用することは容易で
ない。
【００１７】
　即ち、従来の携帯端末は、クライアントが、自分の望むアプリケーション（例えば、「
タマゴッチ」のようなキャラクター育成ゲームを実行させられるアプリケーション）をダ
ウンロードするときに、複数のＵＲＬにアクセスしたり、検索しなければならない不便さ
を伴う。これは、利用者に時間と費用浪費を誘発させ、サービス満足度を低下させる。
【００１８】
　本発明の目的は、短文メッセージ上での接続可否により、ゲームなどに関する特定のア
プリケーションを直ちにダウンロードできるようにすることにある。
【００２０】
　本発明のさらに他の目的は、ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファ
ンクションキーを選択できるようにし、選択したファンクションキーの名称をクライアン
トが変更することができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の第１の態様によれば、使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを
提供するサーバーと、前記サーバーに有線／無線ネットワークを介して接続されクライア
ントによって使用される携帯端末とを有し、前記携帯端末が前記サーバーから短文メッセ
ージを受信して前記使用者インターフェースを変更するシステムであって、ＳＭＳを利用
して使用者インターフェースを変更するシステムは、前記サーバーが、前記クライアント
の個人情報を分析し、前記分析した結果により、前記クライアントに必要なアプリケーシ
ョンを決定するクライアント管理部と、前記短文メッセージとして前記クライアント管理
部が決定したアプリケーションをダウンロードするための短文メッセージを前記携帯端末
に伝送するＳＭＳ提供部とを備え、前記携帯端末が、前記クライアントが前記サーバーか
ら受信した前記短文メッセージを受諾したときに、前記サーバーから少なくとも一つの前
記アプリケーションをダウンロードするアプリケーションダウンロード部と、前記アプリ
ケーションダウンロード部がダウンロードした前記アプリケーションと一対一対応するフ
ァンクションキーを前記クライアントが選択して前記携帯端末上で設定できるようにする
と共に、前記設定されたファンクションキーの名称を前記クライアントが任意に変更でき
るようにするファンクションキー選択／変更部と、前記ダウンロードしたアプリケーショ
ンの駆動時の画面を前記クライアントが選択した画面に変更する駆動画面変更部と、前記
設定されたファンクションキーがクリックされたときに、前記クリックされたファンクシ
ョンキーと一対一対応するアプリケーションを駆動すると同時に、前記変更された駆動画
面を表示するインターフェース提供部とを備える。
【００２３】
　本発明の第２の態様によれば、使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを
提供するサーバーに有線／無線ネットワークを介して接続され、クライアントにより使用
される携帯通信端末は、前記サーバーが前記クライアントの個人情報を分析した結果とし
て決定された前記クライアントに必要なアプリケーションの名称及び前記アプリケーショ
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ンと一対一対応する当該携帯通信端末上のファンクションキーの指定に関する短文メッセ
ージを前記サーバーから受信するデータ送受信部と、前記クライアントが前記サーバーか
ら受信した前記短文メッセージを受諾したときに前記サーバーから少なくとも一つの前記
アプリケーションをダウンロードするアプリケーションダウンロード部と、前記アプリケ
ーションダウンロード部がダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンク
ションキーを前記クライアントが選択して前記携帯通信端末上で設定できるようにすると
共に前記設定されたファンクションキーの名称を前記クライアントが任意に変更できるよ
うにするファンクションキー選択／変更部と、前記ダウンロードしたアプリケーションの
駆動時の画面を前記クライアントが選択した画面に変更する駆動画面変更部と、前記設定
されたファンクションキーがクリックされたときに前記クリックされたファンクションキ
ーと一対一対応するアプリケーションを駆動すると同時に前記変更された駆動画面を表示
するインターフェース提供部とを備える。
【００２４】
　本発明の第３の態様によれば、使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを
提供するサーバーに有線／無線ネットワークを介して接続され、クライアントにより使用
される携帯端末において、前記携帯端末が前記サーバーから短文メッセージを受信して前
記使用者インターフェースを変更する方法であって、ＳＭＳを利用した使用者インターフ
ェース変更方法は、ａ）前記携帯端末が、前記サーバーから、前記サーバーが前記クライ
アントの個人情報を分析した結果として決定された前記クライアントに必要なアプリケー
ションの名称及び前記アプリケーションと一対一対応する前記携帯端末上のファンクショ
ンキーの指定に関する短文メッセージを受信する段階と、ｂ）前記サーバーから受信した
前記短文メッセージを前記クライアントが受諾したときに、前記携帯端末が、前記サーバ
ーから少なくとも一つの前記アプリケーションをダウンロードする段階と、ｃ）前記携帯
端末が、前記ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンクションキーを
前記クライアントによる選択に応じて前記携帯端末上で設定し、前記設定されたファンク
ションキーの名称を前記クライアントが定めた任意の名称に変更する段階と、ｄ）前記携
帯端末が、前記ダウンロードしたアプリケーションの駆動時の画面を前記クライアントが
選択した画面に変更する段階と、ｅ）前記設定されたファンクションキーがクリックされ
たときに、前記クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーションを
駆動すると同時に、前記変更された駆動画面を表示する段階とを有する。
【００２６】
　本発明の第４の態様によれば、使用者インターフェースを変更及び提供するサービスを
提供するサーバーに有線／無線ネットワークを介して接続され、クライアントにより使用
される携帯端末において、前記サーバーから短文メッセージを受信して前記使用者インタ
ーフェースを変更する方法を実行するためのプログラムが記録されたコンピュータ読取可
能な記録媒体であって、コンピュータ読取可能な記録媒体には、前記携帯端末に、ａ）前
記サーバーから、前記サーバーが前記クライアントの個人情報を分析した結果として決定
された前記クライアントに必要なアプリケーションの名称及び前記アプリケーションと一
対一対応するクライアント携帯端末上のファンクションキーの指定に関する短文メッセー
ジを受信する機能と、ｂ）前記クライアントが前記受信した短文メッセージを受諾したと
きに、前記サーバーから少なくとも一つの前記アプリケーションをダウンロードする機能
と、ｃ）前記ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンクションキーを
前記クライアントが選択して前記携帯端末上で設定できるようにすると共に、前記設定さ
れたファンクションキーの名称を前記クライアントが任意に変更できるようにする機能と
、ｄ）前記ダウンロードしたアプリケーションの駆動時の画面を前記クライアントが選択
した画面に変更する機能と、ｅ）前記設定されたファンクションキーがクリックされたと
きに、前記クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーションを駆動
すると同時に、前記変更された駆動画面を表示する機能と、を実現させるためのプログラ
ムが記録されている。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３５】
　以下の詳細な説明は、本発明をなした発明者が考える最良の形態を単に説明することに
よって、本発明の好適な実施の形態を示すと共に説明する。そこから分かるように、本発
明は、本発明を逸脱しない範囲で色々な自明の形態に変更できる。従って、図面及び説明
は例示であり、限定的ではない。本発明を明確に説明するために、説明上不要な部分は省
略している。明細書全体を通じて類似な部分については同一図面符号を付している。
【００３６】
　まず、ＳＭＳを利用して、アプリケーションをダウンロードしてそのアプリケーション
を携帯端末に提供するシステム及びその方法について説明する。
【００３７】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るＳＭＳを利用した携帯端末の使用者インター
フェース変更システムを示す図である。
【００３８】
　図１に示したように、使用者インターフェース変更システム１００は携帯端末２００内
に設けられており、携帯端末２００は、有線／無線通信網３００を介して使用者インター
フェース変更／提供サーバー４００に接続される。そして、使用者インターフェース変更
／提供サーバー４００は、複数のアプリケーション提供企業５００及びオン－ラインショ
ッピングモール６００にも接続される。
【００３９】
　このように、本発明の第１の実施の形態に係る使用者インターフェース変更システム１
００は、使用者インターフェース変更／提供サーバー４００を含まないことについて説明
しているが、場合によっては含むこともできる。
【００４０】
　以下、前記構成の使用者インターフェース変更システム１００について説明する。
【００４１】
　まず、使用者インターフェース変更／提供サーバー４００は、クライアント別個人情報
（例えば、年令、職業、趣味、及び家族関係など）を分析し、分析結果により、特定のア
プリケーションを提供する短文メッセージ（short message）を、有線／無線通信網３０
０を介して携帯端末２００に伝送する。
【００４２】
　このように、本発明の第１の実施の形態では、クライアント別個人情報を分析し、分析
結果に従って、特定のアプリケーションを提供する短文メッセージを送信することを説明
しているが、必要に応じて、クライアントの要請に応じたアプリケーションを提供するこ
ともできる。
【００４３】
　使用者インターフェース変更システム１００は、受信された短文メッセージを携帯端末
モニター上に表示し、クライアントが受信するか否かによって、使用者インターフェース
変更／提供サーバー４００から当該アプリケーションをダウンロードする。
【００４４】
　使用者インターフェース変更／提供サーバー４００が複数のアプリケーションを提供す
ることについて説明しているが、場合によっては、アプリケーション提供企業５００がそ
れらのアプリケーションを直接提供することもできる。
【００４５】
　使用者インターフェース変更システム１００は、クライアントがダウンロードしたアプ
リケーションと一対一対応するファンクションキーを選択するようにし、選択したファン
クションキーの名称を修正できるようにする。
【００４６】
　加えて、使用者インターフェース変更システム１００は、クライアントのファンクショ
ンキークリック時に、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーシ
ョンを直ちに駆動させるが、この時に駆動されるアプリケーションの画面もまた、クライ



(8) JP 4446047 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

アントの要請によって、他の駆動画面に変更することができる。つまり、携帯端末２００
に格納されている友人の写真や各種アバタなどに駆動画面を変更することができる。
【００４７】
　本発明の第１の実施の形態に係るＳＭＳを利用した携帯端末の使用者インターフェース
変更方法では、クライアント別個人情報により、ゲームに関連したアプリケーションを直
ちにダウンロードするための短文メッセージを提供し、受信した短文メッセージ上の接続
状態によりアプリケーションを直ちにダウンロードする。
【００４８】
　その結果、本発明は、クライアントが所望のアプリケーションをダウンロードするため
の時間と費用を浪費するのを防止でき、また、携帯端末別各種ファンクションキーの利用
効率性を増大させる。
【００４９】
　本発明は、クライアントがダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファン
クションキーを選択できるようにし、選択したファンクションキーの名称を変更し、駆動
されるアプリケーションの画面も所望の画面に変更できるようにする。
【００５０】
　従って、本発明は、クライアントが特定のファンクションキーにマッピングされたアプ
リケーションを他のものに変更できる使用者インターフェースを提供し、それに伴ってサ
ービス満足度を増大できる。
【００５１】
　図２は、図１に示す使用者インターフェース変更システムの構成を示す図である。
【００５２】
　図２に示したように、使用者インターフェース変更システム１００は、データ送受信部
１１０、アプリケーションダウンロード部１２０、ＵＲＬアクセス部１３０、ファンクシ
ョンキー選択／変更部１４０、駆動画面変更部１５０、及びインターフェース提供部１６
０を含む。
【００５３】
　使用者インターフェース変更／提供サーバー４００は、クライアント管理部４１０、Ｓ
ＭＳ提供部４２０、アプリケーション提供／管理部４３０、ＵＲＬ提供／接続部４４０、
及び費用精算／管理部４５０を含む。
【００５４】
　更に詳しくは、使用者インターフェース変更／提供サーバー４００のクライアント管理
部４１０は、クライアント別個人情報（年令、趣味、職業、及び家族関係など）を分析し
て、クライアントに必要なアプリケーション又はＵＲＬが何かを決定する。
【００５５】
　即ち、クライアント管理部４１０は、クライアントの趣味がゲームである場合、特定の
ゲーム（例えば、タマゴッチなど）に関連したアプリケーションを決定するか、又は、ク
ライアントの家族が誕生日であるときは、誕生日のプレゼントを販売するオンラインショ
ッピングモールのＵＲＬを決定する。
【００５６】
　ＳＭＳ提供部４２０は、決定されたアプリケーション（又はＵＲＬ）及びアプリケーシ
ョンと一対一対応するファンクションキーの設定を案内する短文メッセージを有線／無線
通信網３００を介して携帯端末２００に伝送する。
【００５７】
　アプリケーション提供／管理部４３０は、伝送した短文メッセージの接続状態により、
少なくとも一つのアプリケーションを携帯端末２００に提供し、新規アプリケーションを
追加開発したり管理する。
【００５８】
　ＵＲＬ提供／接続部４４０は、伝送した短文メッセージの接続状態により、携帯端末２
００が少なくとも一つのＵＲＬにアクセスできるようにし、接続したＵＲＬでの商品の検
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索及び購入などが行われるようにする。
【００５９】
　本発明の第１の実施の形態では、少なくとも一つのアプリケーションを提供すると共に
ＵＲＬアクセスを提供するが、これは本発明に限られるわけではなく、場合によっては、
アプリケーション提供企業５００が直接アプリケーションを提供したり、オンラインショ
ッピングモール６００が直接ＵＲＬアクセスなどを提供することもできる。
【００６０】
　費用精算／管理部４５０は、サービス提供料、即ち、携帯端末２００に伝送した短文メ
ッセージの接続状態により提供される所定のアプリケーション別費用（例えば、８００ウ
ォンなど）を賦課及び精算する。
【００６１】
　次に、使用者インターフェース変更システム１００のデータ送受信部１１０は、有線／
無線通信網３００を介してＳＭＳ提供部４２０から短文メッセージを受信したり、クライ
アントが受諾したアプリケーションが端末２００に正常に受信されるようにする。
【００６２】
　アプリケーションダウンロード部１２０は、短文メッセージを受信したクライアントが
受諾するか否かにより、アプリケーション提供／管理部４３０から少なくとも一つのアプ
リケーションをダウンロードする。
【００６３】
　ＵＲＬアクセス部１３０は、短文メッセージを受信したクライアントが受諾するか否か
により、ＵＲＬ提供／接続部４４０を介して特定のＵＲＬにアクセスする。
【００６４】
　ファンクションキー選択／変更部１４０は、ダウンロードしたアプリケーションと一対
一対応するファンクションキーを選択できるようにし、選択したファンクションキーの名
称を、クライアントの好みに合うように変更することができるようにする。これは、特定
のファンクションキーにマッピングされたアプリケーションをクライアントが任意に変更
できる使用者インターフェースを提供する。
【００６５】
　ファンクションキー選択／変更部１４０は、クライアントが変更したファンクションキ
ーの名称を、クライアントの必要に応じて第２から第ｎの他の名称に変更することができ
る。即ち、ファンクションキー選択／変更部１４０は、ダウンロードしたアプリケーショ
ンと一対一対応するファンクションキーの名称を少なくとも二回以上変更できるインター
フェースを提供する。
【００６６】
　駆動画面変更部１５０は、ダウンロードしたアプリケーションを駆動させるときに表示
される画面をクライアントの選択により他の背景の駆動画面として変更する。
【００６７】
　即ち、クライアントが、アプリケーションの駆動画面を携帯端末２００に格納されてい
るボーイフレンドの顔写真にしたいときは、駆動画面変更部１５０は、アプリケーション
の駆動画面をクライアントが選択した写真ファイルに変更する。
【００６８】
　このとき、駆動画面変更部１５０は、プレビュー画面などをクライアントに提供し、ク
ライアントがアプリケーションの駆動画面をプレビューした後、再び変更したりそのまま
使用するようにする。
【００６９】
　また、駆動画面変更部１５０は、クライアントが駆動画面として単一の特定イメージを
設定できるようにし、クライアント携帯端末２００内のイメージ保管箱（図示せず）を介
して管理される少なくとも一つのイメージをクライアントに任意に表示することができ、
クライアントは、特定のイメージファイルをダウンロードしたアプリケーションの駆動画
面として任意に選択及び駆動する。
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【００７０】
　インターフェース提供部１６０は、クライアントが携帯端末上の特定のファンクション
キーをクリックしたとき、クリックしたファンクションキーと一対一対応するアプリケー
ションを直ちに提供する。これにより、クライアントは、ダウンロードしたアプリケーシ
ョンがタマゴッチのようなゲーム関連アプリケーションである度にネットワークにアクセ
スすることなく、自身の携帯端末上で所望のゲームを表示することができる。
【００７１】
　即ち、クライアントが所望のアプリケーションをダウンロードするための時間と費用を
浪費するのを防止して、携帯端末別各種ファンクションキーの利用効率性を増大させる。
【００７２】
　以下、上記構成のＳＭＳを利用した携帯端末の使用者インターフェース変更システムの
作動を、添付した図面を参照しながら説明する。
【００７３】
　図３は、図２に示した使用者インターフェース変更システムの動作過程を順に示したフ
ローチャートである。
【００７４】
　図３に示すように、まず、使用者インターフェース変更／提供サーバー４００のクライ
アント管理部４１０は、クライアント別個人情報（年令、趣味、職業、及び家族関係など
）を分析して、クライアントに必要なアプリケーション（又はＵＲＬ）が何かを決定する
（ステップＳ３０１）。
【００７５】
　即ち、クライアント管理部４１０は、クライアントの趣味がゲームであるとき、特定の
ゲーム（例えば、タマゴッチなど）に関連するアプリケーション（又はクライアントの趣
味が読書であれば、図書を販売するオンラインショッピングモールのＵＲＬなど）を決定
する。
【００７６】
　ＳＭＳ提供部４２０は、決められたアプリケーション（又はＵＲＬ）及びアプリケーシ
ョンと一対一対応するファンクションキーの設定を案内する短文メッセージを有線／無線
通信網３００を介して携帯端末２００に送信する（ステップＳ３０２）。
【００７７】
　使用者インターフェース変更システム１００のデータ送受信部１１０は、ＳＭＳ提供部
４２０から短文メッセージを受信する（ステップＳ３０３）が、この時に受信される短文
メッセージに対する表示例を図４～図６に示す。
【００７８】
　図４～図６に示すように、短文メッセージは、クーポンの受け取り過程でクライアント
がダウンロードするアプリケーション、及びアプリケーションのファンクションキー設定
関連内容を含み、使用者インターフェース変更方法などを案内する。
【００７９】
　アプリケーションダウンロード部１２０は、短文メッセージを受信したクライアントが
受諾するか否か（ステップＳ３０４）により、アプリケーション提供／管理部４３０から
当該アプリケーションをダウンロードする（ステップＳ３０５、Ｓ３０６）。
【００８０】
　クライアントがオンラインショッピングモールと対応するＵＲＬアクセスを要請すれば
、ＵＲＬ接続部１３０は、ＵＲＬ提供／接続部４４０を介して特定のＵＲＬに接続する。
【００８１】
　費用精算／管理部４５０は、サービス提供料、即ち、携帯端末２００にダウンロードさ
れるアプリケーション別費用（例えば、８００ウォンなど）を賦課及び精算する（ステッ
プＳ３０７）。
【００８２】
　ファンクションキー選択／変更部１４０は、クライアントがダウンロードしたアプリケ
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ーションと一対一対応するファンクションキーを選択できるようにし、選択したファンク
ションキーの名称をクライアントの好みに合うように変更することができるようにする（
ステップＳ３０８）。このようなファンクションキーの設定及び名称変更に対する表示例
を図５に示す。
【００８３】
　図７は、本発明の第１の実施の形態に係るファンクションキー設定及び名称変更のため
の画面を示す図である。
【００８４】
　図７に示すように、ファンクションキー選択／変更部１４０は、クライアントの要請に
より、検索名称を有するファンクションキーのインターフェースを、「Ｔｏｄａｙ」とい
う名称を有するインターフェースに変更する。
【００８５】
　駆動画面変更部１５０は、クライアントの選択により、ダウンロードしたアプリケーシ
ョンを駆動させるときに表示される画面を他の背景の駆動画面に変更する（ステップＳ３
０９）。
【００８６】
　即ち、クライアントが自身の携帯端末２００に格納されているボーイフレンドの顔写真
をアプリケーションの駆動画面として変更しようとするとき、駆動画面変更部１５０は、
クライアントが選択した写真ファイルをアプリケーションの駆動画面に変更する。
【００８７】
　このとき、駆動画面変更部１５０は、プレビュー画面などをクライアントに提供するが
、クライアントは、アプリケーションの駆動画面をプレビューした後、駆動画面を再び変
更したりそのまま使用する。
【００８８】
　インターフェース提供部１６０は、クライアントが携帯端末上の特定のファンクション
キーをクリックしたとき、クリックしたファンクションキーと一対一対応するアプリケー
ションを直ちに提供する（ステップＳ３１０）。従って、本発明は、特定のファンクショ
ンキーにマッピングされたアプリケーションをクライアントが任意に交換できる使用者イ
ンターフェースを提供する。
【００８９】
　以下、ＳＩＭカードを利用して、アプリケーションをダウンロードすると共に携帯端末
に提供するシステム及びその方法について説明する。
【００９０】
　図８は、本発明の第２の実施の形態に係るＳＩＭカードを利用したアプリケーション提
供／管理システムの概略的な構成を示す図である。
【００９１】
　図８に示すように、アプリケーション提供／管理システム１１００は、第１～第ｎクラ
イアント携帯端末１３０１～１３００ｎ内に各々含まれており、クライアント携帯端末１
３００は、有線／無線通信網１４００を介して、ＳＩＭ（Subscriber Interface Module
）カード提供／管理サーバー１５００に接続されている。
【００９２】
　ＳＩＭカード提供／管理サーバー１５００は、アプリケーション提供企業１６００にも
接続される。各々のクライアント携帯端末１３０１～１３００ｎは、本発明の第２の実施
の形態に係るＳＩＭカード１２００を脱着可能な構造を有する。
【００９３】
　以下、上記構成のＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システム１１０
０について説明する。
【００９４】
　ＳＩＭカード提供／管理サーバー１５００は、少なくとも一つのアプリケーションを新
規開発して管理するが、このとき、アプリケーション別固有ＩＤを割り当てて、この割り
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当てたＩＤを本発明の第２の実施の形態に係るＳＩＭカードに格納する。これにより、Ｓ
ＩＭカードは、使用者パスワードなどの加入者情報、ネットワーク登録のためのデータ、
及びアプリケーション別固有ＩＤを有する。
【００９５】
　アプリケーション提供／管理システム１１００は、ＳＩＭカードを、使用者認証のため
のスマートカードではなく、少なくとも一つのアプリケーションをダウンロードするため
のアプリケーション供給カードとして活用する。これにより、ＳＩＭカードの活用範囲を
拡大させることができる。
【００９６】
　クライアントは、所望のアプリケーションの固有ＩＤを格納しているＳＩＭカードを所
定の費用を支払って購入した後、そのＳＩＭカードを携帯端末１３００に装着する。
【００９７】
　クライアント携帯端末１３００のアプリケーション提供／管理システム１１００は、端
末に装着されたＳＩＭカード１２００のデータを検出し、ＳＩＭカード１２００に格納さ
れている加入者情報からアプリケーションＩＤを読み取り、この読み取ったアプリケーシ
ョンＩＤと同一なアプリケーションＩＤがクライアント携帯端末１３００に格納されてい
るかを確認し、確認の結果、同一なアプリケーションＩＤがないときは、読み取ったアプ
リケーションＩＤを、有線／無線通信網１４００を介してＳＩＭカード提供／管理サーバ
ー１５００に伝送する。
【００９８】
　ＳＩＭカード提供／管理サーバー１５００は、受信されたアプリケーションＩＤにより
、クライアント携帯端末１３００がダウンロードできる少なくとも一つのアプリケーショ
ンをクライアントに提示するが、アプリケーション提供／管理システム１１００は、クラ
イアントの選択により単一のアプリケーションを選択する。
【００９９】
　アプリケーション提供／管理システム１１００は、クライアントが選択したアプリケー
ションをダウンロードし、ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンク
ションキーをクライアントの選択により設定し、設定されたファンクションキーの名称を
クライアントの選択により修正する。
【０１００】
　本実施の形態では、ＳＩＭカード提供／管理サーバー１５００が複数のアプリケーショ
ンを提供することについて説明しているが、これに限られるわけではなく、アプリケーシ
ョン提供企業１６００のサーバーにアプリケーションＩＤを伝送して、そのサーバーが少
なくとも一つのアプリケーションを直接提供するようにもできる。
【０１０１】
　アプリケーション提供／管理システム１１００は、クライアントのファンクションキー
クリックにより、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーション
を直ちに駆動させるが、このときに、駆動されるアプリケーションの画面を、クライアン
トの要請により他の駆動画面に変更することができる。即ち、駆動画面をクライアント携
帯端末１３００に格納されている友人の写真や画像、アバタなどに変更することができる
。
【０１０２】
　アプリケーション提供／管理システム１１００は、クライアントが特定のファンクショ
ンキーをクリックすると、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケ
ーションを駆動させると同時に、変更された駆動画面を表示することによって、特定のフ
ァンクションキーにマッピングされたアプリケーションをクライアントが任意に変更でき
る使用者インターフェースを提供する。
【０１０３】
　本発明の第２の実施の形態に係るＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理
システムは、使用者認識カードとして使用されたＳＩＭカードの利用範囲を少なくとも一
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つのアプリケーションを容易にダウンロードできるカードにまで拡大させて、クライアン
ト及サービス提供者のサービス満足度を増大させることができる。
【０１０４】
　また、本発明は、クライアントがダウンロードしたアプリケーションと一対一対応する
ファンクションキーを選択できるようにし、選択したファンクションキーの名称をクライ
アントの好みに合うように修正できるようにし、実行されたアプリケーションの駆動画面
を所望の画面に変更することができる。
【０１０５】
　以下、ＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システムの詳細な構成につ
いて説明する。
【０１０６】
　図９は、図８に示すＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システムの詳
細な構成を示す図である。
【０１０７】
　図９に示すように、ＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システム１１
００は、ＳＩＭカード認識／読取部１１１０、アプリケーション点検部１１２０、データ
送受信部１１３０、アプリケーションダウンロード部１１４０、ファンクションキー選択
／変更部１１５０、駆動画面変更部１１６０、及びインターフェース提供部１１７０を含
む。
【０１０８】
　ＳＩＭカード提供／管理サーバー１５００は、アプリケーション管理部１５１０、ＩＤ
割当／記録部１５２０、情報チェック部１５３０、アプリケーション提供部１５４０、及
び費用精算／管理部１５５０を含む。
【０１０９】
　アプリケーション管理部１５１０は、少なくとも一つのアプリケーションを管理し、新
規アプリケーションもまた追加開発して管理する。
【０１１０】
　ＩＤ割当／記録部１５２０は、アプリケーション別に固有ＩＤを割り当て、この割り当
てたＩＤを本発明の第２の実施の形態に係るＳＩＭカード１２００に記録する。
【０１１１】
　情報チェック部１５３０は、有線／無線通信網１４００を介して、クライアント携帯端
末１３００から受信されるＳＩＭカードの認識結果を確認して、正常なデータであるかを
確認する。即ち、情報チェック部１５３０は、認識した結果中、アプリケーションＩＤが
ＩＤ割当／記録部１５２０によって正常に発行されたＩＤであるかをチェックする。
【０１１２】
　アプリケーション提供部１５４０は、情報チェック結果により、少なくとも一つのアプ
リケーションを提示し、クライアントの選択により単一のアプリケーションをクライアン
ト携帯端末１３００に提供する。
【０１１３】
　費用精算／管理部１５５０は、サービス提供料、即ち、クライアント携帯端末１３００
に提供する所定のアプリケーション別費用（例えば、８００ウォンなど）を賦課及び精算
する。
【０１１４】
　ＳＩＭカード認識／読取部１１１０は、ＳＩＭカード１２００がクライアント携帯端末
１３００に装着されると、装着されたＳＩＭカードを認識すると同時に、ＳＩＭカードに
格納された各種情報を読み取る。
【０１１５】
　即ち、ＳＩＭカード認識／読取部１１１０は、ＳＩＭカード１２００に記録されている
加入者情報からアプリケーション固有ＩＤなどを読み取る。
【０１１６】
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　アプリケーション点検部１１２０は、読み取ったデータのうち、アプリケーションＩＤ
と同一のＩＤがクライアント携帯端末１３００に格納されているか否かを点検する。
【０１１７】
　データ送受信部１１３０は、点検結果、同一のアプリケーションＩＤがなければ、読み
取ったアプリケーション固有ＩＤを、有線／無線通信網１４００を介してＳＩＭカード提
供／管理サーバー１５００に送信する。
【０１１８】
　アプリケーションダウンロード部１１４０は、ＳＩＭカード提供／管理サーバー１５０
０から提示される多数のアプリケーションのうち、クライアントが選択する単一のアプリ
ケーションをクライアント携帯端末１３００にダウンロードする。
【０１１９】
　ファンクションキー選択／変更部１１５０は、クライアントの選択により、ダウンロー
ドしたアプリケーションと一対一対応するファンクションキーを選択し、選択したファン
クションキーの名称をクライアントの好みに合うように変更することができるようにする
。これにより、特定のファンクションキーにマッピングされたアプリケーションをクライ
アントが任意に変更できる使用者インターフェースを提供する。
【０１２０】
　ファンクションキー選択／変更部１１４０は、クライアントが変更したファンクション
キーの名称を、クライアントの必要に応じて第２～第ｎの他の名称に変更することができ
る。即ち、ファンクションキー選択／変更部１１４０は、ダウンロードしたアプリケーシ
ョンと一対一対応するファンクションキーの名称を少なくとも二回変更できるインターフ
ェースを提供する。
【０１２１】
　駆動画面変更部１１６０は、クライアントの選択により、ダウンロードしたアプリケー
ション実行時に表示された駆動画面を他の背景の駆動画面に変更する。
【０１２２】
　即ち、クライアントがアプリケーション駆動画面を自身の携帯端末１３００に格納され
たボーイフレンドの写真に変更しようとするとき、駆動画面変更部１１６０は、アプリケ
ーション駆動画面をクライアントが選択した写真ファイルに変更する。
【０１２３】
　この時、駆動画面変更部１１６０は、プレビュー画面をクライアントに提供し、クライ
アントがアプリケーションの駆動画面をプレビューし、変更したりそのまま使用するよう
にする。この場合、一つのイメージだけでなく、イメージ保管箱（図示せず）内の多様な
イメージを任意に表示するように設定することができる。
【０１２４】
　インターフェース提供部１１７０は、クライアントが端末の特定のファンクションキー
をクリックすると、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーショ
ンを直ちに提供すると同時に、変更された駆動画面もまた表示する。
【０１２５】
　以下、上記構成のＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システムの動作
過程について説明する。
【０１２６】
　図１０は、図９に示すＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システムの
作動を示すフローチャートである。
【０１２７】
　図１０に示すように、ＩＤ割当／記録部１５２０は、アプリケーション別に固有ＩＤを
割り当て、割り当てた固有ＩＤを、本発明の第２の実施の形態に係るＳＩＭカード１２０
０に記録する（ステップＳ１３０１）。
【０１２８】
　クライアントがアプリケーション固有ＩＤを格納しているＳＩＭカード１２００を自身
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の端末１３００に装着したときに、ＳＩＭカード認識／読取部１１１０は、装着されたＳ
ＩＭカードを認識し、ＳＩＭカードに格納された各種情報を読み取る（ステップＳ１３０
２）。
【０１２９】
　即ち、ＳＩＭカード認識／読取部１１１０は、ＳＩＭカード１２００に記録されている
加入者情報からネットワーク登録情報及びアプリケーション固有ＩＤを読み取る。
【０１３０】
　アプリケーション点検部１１２０は、読み取ったデータのうち、アプリケーションＩＤ
と同一なＩＤがクライアント携帯端末１３００に格納されているかを点検（しステップＳ
１３０３）、点検の結果、同一なＩＤがなければ、データ送受信部１１３０は、読み取っ
たアプリケーション固有ＩＤを、有線／無線通信網１４００を介してＳＩＭカード提供／
管理サーバー１５００に送信する（ステップＳ１３０４）。
【０１３１】
　情報チェック部１５３０は、クライアント携帯端末１３００から受信されたＳＩＭカー
ドの認識結果を確認して、正常なデータであるかを確認する（ステップＳ１３０５）。即
ち、情報チェック部１５３０は、アプリケーションＩＤがＩＤ割当／記録部１５２０を介
して正常に発行されたＩＤであるかをチェックする。
【０１３２】
　アプリケーション提供部１５４０は、情報チェック結果によって少なくとも一つのアプ
リケーションを提示し、クライアントの選択により、単一のアプリケーションをクライア
ント携帯端末１３００に提供する（ステップＳ１３０６）。
【０１３３】
　アプリケーションダウンロード部１１４０は、クライアントが選択した単一のアプリケ
ーションをＳＩＭカード提供／管理サーバー１５００からダウンロードする（ステップＳ
１３０７）。
【０１３４】
　費用精算／管理部１５５０は、サービス提供料、即ち、クライアント携帯端末１３００
にダウンロードされたアプリケーション別費用（例えば、８００ウォンなど）を賦課及び
精算する（ステップＳ１３０８）。
【０１３５】
　ファンクションキー選択／変更部１１５０は、クライアントがダウンロードしたアプリ
ケーションと一対一対応するファンクションキーを選択できるようにし、選択したファン
クションキーの名称もまた、クライアントの好みに合うように２回変更することができる
ようにする（ステップＳ１３０９）。
【０１３６】
　駆動画面変更部１１６０は、クライアントの選択により、ダウンロードしたアプリケー
ションを実行する時に現れる駆動画面を、他の背景の駆動画面に変更する（ステップＳ１
３１０）。
【０１３７】
　即ち、クライアントが、アプリケーションの駆動画面を、自身の端末１３００に格納さ
れたボーイフレンドの写真に変更しようとするとき、駆動画面変更部１１６０は、アプリ
ケーションの駆動画面をクライアントが選択した写真に変更する。
【０１３８】
　この時、駆動画面変更部１１６０は、プレビュー画面をクライアントに提供するが、ク
ライアントはアプリケーションの駆動画面をプレビューし、駆動画面を変更したりそのま
ま使ったりする。
【０１３９】
　インターフェース提供部１１７０は、クライアントが端末の特定のファンクションキー
をクリックすると、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーショ
ンを直ちに提供すると同時に、変更された駆動画面もまた表示する（ステップＳ１３１１
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）。これにより、特定のファンクションキーにマッピングされたアプリケーションをクラ
イアントが任意に交換できる使用者インターフェースを提供する。
【０１４０】
　クライアント携帯端末にアプリケーションを提供すると共に、これを管理するシステム
及びその方法について説明する。
【０１４１】
　図１１は、本発明の第３の実施の形態に係るアプリケーション提供／管理サービス提供
システムを示す図である。
【０１４２】
　図１１に示すように、アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、
有線／無線通信網２２００を介して多数のクライアント携帯端末２３０１～２３００ｎに
接続されており、クライアント携帯端末２３０１～２３００ｎの各々は、アプリケーショ
ンサービス受信機２４００を含む。
【０１４３】
　以下、上記構造のアプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００について
説明する。
【０１４４】
　アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、本発明の第３の実施の
形態に係るアプリケーション提供及び管理サービスを受けようとするクライアント別に固
有ＩＤを各々割り当てる。
【０１４５】
　本発明の第３の実施の形態では、クライアント別固有ＩＤ割り当てについて説明してい
るが、これは限られるわけではなく、固有ＩＤとしてクライアント携帯端末別電話番号を
使用することもできる。
【０１４６】
　割り当てと同時に、アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、ク
ライアントの個人情報（例えば、性別、職業、及び趣味など）により基本的なアプリケー
ション（一種のデフォルト）をクライアント携帯端末２３００に提供する。
【０１４７】
　クライアントが割り当てられた固有ＩＤで有線／無線通信網２２００にアクセスすれば
、アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、携帯端末２３００の使
用パターン（一種のイベントログ）をチェックする。即ち、クライアント携帯端末２３０
０がどのＵＲＬにアクセスするか、又はいかなるアプリケーションを駆動させるかのよう
な使用パターンを一定周期の間チェックする。
【０１４８】
　アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、チェック結果により、
少なくとも一つのアプリケーションをクライアント携帯端末２３００に提示し、クライア
ントは、提示されたアプリケーションのうちで単一のアプリケーションを選択することに
より、新規バージョン又は自分が好きなアプリケーションの提供を受ける。
【０１４９】
　アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、上記作動を反復的に行
うことにより、クライアント携帯端末別アプリケーションを更新する。
【０１５０】
　このように、アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、クライア
ント携帯端末別にクライアントが望むアプリケーションや新規アプリケーションを周期的
に提供及び更新することにより、サービス満足度が増大する。
【０１５１】
　アプリケーションサービス受信機２４００は、アプリケーション提供／管理サービス提
供システム２１００からダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンクシ
ョンキーを、クライアントの選択により端末上で選択し、選択したファンクションキーの
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名称をクライアントの選択により修正する。
【０１５２】
　加えて、アプリケーションサービス受信機２４００は、クライアントのファンクション
キークリックにより、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーシ
ョンを直ちに実行させるが、この時に実行されるアプリケーションの駆動画面もまた、ク
ライアントの要請により他の駆動画面に変更する。即ち、駆動画面をクライアント携帯端
末２３００に格納されている友人の写真や各種アバタなどに変更することができる。
【０１５３】
　このように、アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、クライア
ントが提供されたアプリケーションと一対一対応するファンクションキーを選択できるよ
うにし、選択したファンクションキーの名称をクライアントの好みに合うように修正でき
、駆動されるアプリケーションの画面を所望の画面に変更することができるようにする。
【０１５４】
　従って、本発明は、特定のファンクションキーにマッピングされたアプリケーションを
クライアントが任意に交換できる使用者インターフェースを提供することにより、サービ
ス満足度を増大させる。
【０１５５】
　上記構成のアプリケーション提供／管理サービス提供システムの詳細な構成について説
明する。
【０１５６】
　図１２は、図１１に示すアプリケーション提供／管理サービス提供システムを詳細に示
す図である。
【０１５７】
　図１２に示すように、アプリケーション提供／管理サービス提供システム２１００は、
アプリケーション管理部２１１０、ＩＤ割当／管理部２１２０、使用ログチェック／統計
部２１３０、アプリケーション提示／提供部２１４０、アプリケーション更新部２１５０
、及び費用精算／管理部２１６０を含む。
【０１５８】
　アプリケーションサービス受信機２４００は、ネットワーク接続部２４１０、データ送
受信部２４２０、アプリケーションダウンロード部２４３０、ファンクションキー選択／
変更部２４４０、駆動画面変更部２４５０、及びインターフェース提供部２４６０を含む
。
【０１５９】
　より詳しくは、アプリケーション管理部２１１０は、少なくとも一つのアプリケーショ
ンを格納及び管理し、新規アプリケーションを追加開発したり更新して、管理する。
【０１６０】
　ＩＤ割当／管理部２１２０は、本発明の第３の実施の形態に係るアプリケーション提供
及び管理サービスを要請するクライアント別に固有ＩＤを割り当て、割り当てた固有ＩＤ
を一定の基準により分類して管理する。場合によっては、ＩＤ割当／管理部２１２０は、
クライアント携帯端末別電話番号を固有ＩＤに各々分類して、管理することもできる。
【０１６１】
　使用ログチェック／統計部２１３０は、割り当てた固有ＩＤを介してネットワーク２２
００に接続するクライアント携帯端末の使用ログを一定期間チェックし、チェック結果を
一定の基準により分類する。
【０１６２】
　アプリケーション提示／提供部２１４０は、クライアント携帯端末別に使用ログをチェ
ックした結果により、少なくとも一つのアプリケーションをクライアント携帯端末２３０
０に提示し、クライアントの選択により、単一のアプリケーションをクライアント携帯端
末２３００に提供する。
【０１６３】
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　アプリケーション更新部２１５０は、クライアント携帯端末別使用ログチェック結果又
は個人情報により、クライアント携帯端末に格納されているアプリケーションの新規バー
ジョンを追加的に提供したり更新する。
【０１６４】
　費用精算／管理部２１６０は、サービス提供料、即ち、クライアント携帯端末２３００
に提供する新規又は更新に関する所定のアプリケーション別費用を賦課及び精算する。
【０１６５】
　アプリケーションサービス受信機２４００のネットワーク接続部２４１０は、クライア
ントの選択により、有線／無線通信網２２００を介して特定のＵＲＬにアクセスする。
【０１６６】
　データ送受信部２４２０は、有線／無線通信網２２００を介して、アプリケーション提
供及び管理サービス提供システム２１００とのデータ送受信を制御する。
【０１６７】
　アプリケーションダウンロード部２４３０は、クライアントが受諾するか否かにより、
アプリケーション提示／提供部２１４０から少なくとも一つのアプリケーションをダウン
ロードし、格納されたアプリケーションの更新に関するアプリケーションをアプリケーシ
ョン更新部２１５０からダウンロードする。
【０１６８】
　ファンクションキー選択／変更部２４４０は、ダウンロードしたアプリケーションと一
対一対応するファンクションキーを選択し、選択したファンクションキーの名称を変更す
る。これにより、特定のファンクションキーにマッピングされたアプリケーションをクラ
イアントが任意に交換できる使用者インターフェースを提供する。
【０１６９】
　駆動画面変更部２４５０は、クライアントの選択により、ダウンロードしたアプリケー
ションを実行する時に表示される駆動画面を他の背景の駆動画面に変更する。この時、駆
動画面変更部２４５０は、プレビュー画面をクライアントに提供し、クライアントがアプ
リケーションの駆動画面をプレビューした後、再び変更したりそのまま使用するようにす
る。
【０１７０】
　インターフェース提供部２４６０は、クライアントが端末上の特定のファンクションキ
ーをクリックすると、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーシ
ョンを提供すると同時に、変更された駆動画面を提供する。
【０１７１】
　本発明の第３の実施の形態では、アプリケーション提供及び管理サービス提供システム
が端末別使用ログを周期的にチェック及び分析して、それに合うアプリケーションを当該
端末に提供することについて説明しているが、これは本発明に限られるわけではなく、場
合によっては、クライアントが推薦したアプリケーションを検索して、直ちに提供したり
もする。
【０１７２】
　以下、上記構成のアプリケーション提供／管理サービス提供システムの作動について説
明する。
【０１７３】
　図１３は、図１２に示すアプリケーション提供／管理サービス提供システムの作動を示
すフローチャートである。
【０１７４】
　図１３に示すように、ＩＤ割当／管理部２１２０は、クライアント携帯端末別に固有Ｉ
Ｄを割り当て（ステップＳ２３０１）、アプリケーション提示／提供部２１４０は、割当
時の個人情報（例えば、性別、職業、及び趣味など）により、一種のデフォルトとして基
本的なアプリケーションを提供する（ステップＳ２３０２）。
【０１７５】
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　即ち、アプリケーション提示／提供部２１４０は、クライアントの性別又は職業などに
よって、それに合う基本的なアプリケーションを提供する。
【０１７６】
　ネットワーク接続部２４１０は、クライアントが自身に与えられた専用ＩＤに基づいて
有線／無線通信網２２００にアクセスし（ステップＳ２３０３）、携帯端末２３００に格
納されたアプリケーションを実行するようにする。
【０１７７】
　使用ログチェック／統計部２１３０は、クライアント携帯端末別使用ログを、既に割り
当てた固有ＩＤ別にチェックするが、チェック結果もまた一定の期間別に分析して統計値
資料化する（ステップＳ２３０４）。
【０１７８】
　アプリケーション提示／提供部２１４０は、端末別使用ログ分析結果により、クライア
ントに合うアプリケーションを少なくとも一つ提示し、提示されたアプリケーションのう
ち、クライアントが選択した単一のアプリケーションを当該クライアント携帯端末に提供
する（ステップＳ２３０５）。
【０１７９】
　アプリケーションサービス受信機２４００のアプリケーションダウンロード部２４３０
は、単一のアプリケーションをダウンロードする（ステップＳ２３０６）。
【０１８０】
　アプリケーション更新部２１５０は、上記作動を反復的に行って、各クライアント携帯
端末に格納されたアプリケーションを更新したり（ステップＳ２３０７）、新規アプリケ
ーションを提供することによってサービス満足度を増大させる。
【０１８１】
　費用精算／管理部２１６０は、サービス提供料、つまり、クライアント携帯端末別に提
供した新規又は更新関連アプリケーション費用を賦課及び精算する（ステップＳ２３０８
）。
【０１８２】
　ファンクションキー選択／変更部２４４０は、クライアントの選択によりダウンロード
したアプリケーションと一対一対応するファンクションキーを選択し、選択したファンク
ションキーの名称をクライアントの好みに合うように変更する（ステップＳ２３０９）。
【０１８３】
　駆動画面変更部２４５０は、クライアントの選択により、ダウンロードしたアプリケー
ションを実行する時に表示される駆動画面を他の背景の駆動画面に変更する（ステップＳ
２３１０）。
【０１８４】
　即ち、クライアントが自身の端末２３００に格納されたボーイフレンドの顔写真をアプ
リケーションの駆動画面に変更しようとするとき、駆動画面変更部２４５０は、アプリケ
ーションの駆動画面をクライアントが選択した写真ファイルに変更する。
【０１８５】
　このとき、駆動画面変更部２４５０は、プレビュー画面をクライアントに提供し、クラ
イアントがアプリケーションの駆動画面をプレビューした後、駆動画面を再び変更したり
そのまま使用するようにする。
【０１８６】
　インターフェース提供部２４６０は、クライアントが端末上のファンクションキーをク
リックすると、クリックされたファンクションキーと一対一対応するアプリケーションを
直ちに提供（ステップＳ２３１１）し、変更された駆動画面もまた提供する。
【０１８７】
　従って、本発明は、特定のファンクションキーにマッピングされたアプリケーションを
クライアントが任意に交換できる使用者インターフェースを提供する。
【０１８８】
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　また、アプリケーション提供／管理サービス提供システムとその方法は、クライアント
携帯端末別に格納されたアプリケーションを更新したり、新規アプリケーションを周期的
に提供することによって、それに伴ってサービス満足度を増大させる。
【０１８９】
　本発明は、現在最も実際的且つ好適な実施の形態であると考えられるものに関連して記
載されており、本発明が開示された実施の形態に限らないと理解すべきであり、一方添付
請求項の精神及び範囲内の種々の変形例及び同等の装置を含むものである。
【産業上の利用可能性】
【０１９０】
　本発明によれば、受信された短文メッセージ上で接続を受諾するか否かにより、アプリ
ケーションを直ちにダウンロードできるようにすることによって、アプリケーションをダ
ウンロードするための時間及び費用を節約することができる。
【０１９１】
　また、ＳＩＭカードを、使用者認証のためのスマートカードばかりでなく、少なくとも
一つのアプリケーションをダウンロードできるカードとして活用することにより、ＳＩＭ
カードの活用範囲を拡大させることができる。
【０１９２】
　また、クライアント携帯端末別使用ログを周期的にチェックして、端末別に格納された
アプリケーションを更新したり、新規アプリケーションを周期的に提供することにより、
クライアント別サービス満足度を増大させることができる。
【０１９３】
　また、クライアントが、ダウンロードしたアプリケーションと一対一対応するファンク
ションキーを選択することができ、選択したファンクションキーの名称を変更することが
できるようにすることにより、特定のファンクションキーにマッピングされたアプリケー
ションをクライアントが任意に交換できる使用者インターフェースを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１９４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るＳＭＳを利用した携帯端末の使用者インターフ
ェース変更システムを示す図である。
【図２】図１に示した使用者インターフェース変更システムの詳細な構成を示す図である
。
【図３】図２に示した使用者インターフェース変更システムの作動を示すフローチャート
である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る短文メッセージの受信画面を順に示す図である
。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る短文メッセージの受信画面を順に示す図である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る短文メッセージの受信画面を順に示す図である
。
【図７】本発明の第１の実施の形態によるファンクションキー設定及び名称変更画面を示
す図である。
【図８】本発明の実施の形態に係るＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理
システムの概略的な構成を示す図である。
【図９】図８に示したＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システムの詳
細な構成を示す図である。
【図１０】図９に示したＳＩＭカードを利用したアプリケーション提供／管理システムの
作動を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係るアプリケーション提供／管理サービス提供システム
の構成を示す図である。
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【図１２】図１１に示したアプリケーション提供／管理サービス提供システムを詳細に示
す図である。
【図１３】図１１に示したアプリケーション提供／管理サービス提供システムの作動を示
すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１９５】
１００　使用者インターフェース変更システム
２００　携帯端末
３００　有線／無線通信網
４００　使用者インターフェース変更／提供サーバー
５００　アプリケーション提供企業

【図１】 【図２】



(22) JP 4446047 B2 2010.4.7

【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】

【図１３】
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