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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の通信端末に出力可能なユーザデータを利用してアプリケーションを実行する通信端
末であって、
　情報通信ネットワークを介して前記アプリケーションを前記他の通信端末に送信可能で
あると共に前記通信端末及び前記他の通信端末とは別個に設けられたサーバのアクセス先
を含む管理データを作成する管理データ作成手段と、
　前記アプリケーションを含めずに前記ユーザデータと前記管理データとを前記他の通信
端末に向けて送信するデータ送信手段と、を備える通信端末。
【請求項２】
　前記管理データは、前記アプリケーションを実行するために利用者を識別するユーザ識
別情報を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項３】
　前記管理データは、前記ユーザデータの格納先を含むことを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の通信端末。
【請求項４】
　前記データ送信手段が、前記ユーザデータと前記管理データとを格納する中継格納手段
を具備する中継装置を経由して、前記ユーザデータと前記管理データとを前記他の通信端
末へ送信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通信端末。
【請求項５】
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　サーバと、第１の通信端末と、第２の通信端末と、を備えるユーザデータ移動システム
であって、
　前記サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末と別個に設けられていると
共に、前記第２の通信端末に送信するアプリケーションを格納するアプリケーション格納
手段と、前記第２の通信端末からアプリケーションの送信要求を受信する要求受信手段と
、前記要求受信手段により受信された前記送信要求に応じて、情報通信ネットワークを介
して前記アプリケーション格納手段に格納されている前記アプリケーションを前記第２の
通信端末に送信するアプリケーション送信手段と、を具備し、
　前記第１の通信端末は、前記サーバのアクセス先を含む管理データを作成する管理デー
タ作成手段と、前記アプリケーションを含めずに前記アプリケーションで利用されるユー
ザデータと前記管理データとを前記第２の通信端末に向けて送信するデータ送信手段と、
を具備し、
　前記第２の通信端末は、前記第１の通信端末のデータ送信手段によって送信された前記
ユーザデータと前記管理データとを受信するデータ受信手段と、前記管理データのアクセ
ス先を用いて前記サーバに接続することで前記サーバに対して前記アプリケーションの送
信要求を送信する要求送信手段と、前記送信要求に応じて前記サーバから送信された前記
アプリケーションを受信するアプリケーション受信手段と、を具備するユーザデータ移動
システム。
【請求項６】
　ユーザデータを利用してアプリケーションを実行する通信端末から他の通信端末へ当該
ユーザデータを移動するためのユーザデータ移動方法であって、
　情報通信ネットワークを介して前記アプリケーションを第２の通信端末に送信可能であ
ると共に第１の通信端末及び前記第２の通信端末とは別個に設けられたサーバのアクセス
先を含む管理データと、前記ユーザデータとを、前記アプリケーションを含めずに前記第
１の通信端末から前記第２の通信端末へ送信する第１の送信ステップと、
　前記アクセス先を用いて前記サーバに接続した前記第２の通信端末からの要求に応じて
、前記サーバから前記第２の通信端末へ前記アプリケーションを送信する第２の送信ステ
ップと、を備えるユーザデータ移動方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末、ユーザデータ移動システム及びユーザデータ移動方法に関し、特
に、バリューデータ等のユーザデータを利用してアプリケーションを実行する通信端末、
ユーザデータ移動システム及びユーザデータ移動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非接触型ＩＣチップを搭載すると共に、専用アプリケーションを実行することで電子マ
ネーや電子定期券等のいわゆる電子バリューを利用することができる携帯電話等の通信端
末が知られている。このような通信端末のユーザが、機種交換や電子バリューの譲渡を行
う際には、通信端末間でユーザデータとして電子バリューを移動させる必要がある。
【０００３】
　電子バリューの移動に関して、特許文献１では、ＩＣカードに保持された電子バリュー
を、所定の処理プログラムの処理手順に従って、ＩＣカード読取り／書込み装置及びネッ
トワーク等を介して接続されている他方のＩＣカードに移動する電子マネー移動中継シス
テムが記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、ユーザデータを携帯電話間で移動させるためのユーザデータ移
行システムが記載されている。このユーザデータ移行システムでは、携帯電話の機種交換
に際して、まず、旧端末がコンテンツ（ユーザデータに相当）の属性情報（例えばファイ
ル名、プロバイダ名）を外部システムのテンポラリメモリに一時保管する。そして、新端
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末がプロバイダに対してコンテンツの再ダウンロードを要求すると、プロバイダは外部シ
ステムに対して問い合わせを行い、テンポラリメモリに格納されている属性情報を参照し
て新端末によるコンテンツのダウンロードを許可する。
【特許文献１】特開平９－１６０９９０号公報
【特許文献２】特開２００５－７８４１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の電子マネー移動中継システムは、ＩＣカード間で電
子バリューを移動させることは可能であるが、上述のような専用アプリケーションを必要
とする通信端末に適用する場合には、新端末または電子バリューの譲受側となる通信端末
（以下、受け側通信端末という）が専用アプリケーションを有していない限り、電子バリ
ューが利用できなかった。そのため、移動作業を実施する前にユーザが受け側通信端末に
専用アプリケーションを予め用意しておくか、入手先を確認しておく必要があり、作業が
煩雑になっていた。また、電子バリューに加えて、専用アプリケーションを旧端末または
電子バリューの譲渡側となる通信端末（以下、送り側通信端末という）から受け側通信端
末に移動させるとしても、通信容量の低い装置（例えばＩＣカード読取り／書込み装置）
が介在するシステムでは、通信端末間での移動作業が長時間にわたるという問題があった
。
【０００６】
　一方、特許文献２に記載のユーザデータ移行システムでは、コンテンツそのものは送り
側通信端末から受け側通信端末に直接送信されない。そのため、通信容量の低い装置が介
在するシステムであっても、通信端末間での移動作業は比較的短時間で終了させることが
できる。しかしながら、特許文献１の場合と同様に、上述のような専用アプリケーション
を必要とする通信端末に適用する場合には、受け側通信端末が専用アプリケーションを有
していない限り、電子バリューが利用できない。そのため、移動とは別途にアプリケーシ
ョンを入手する必要があり、作業が煩雑になっていた。
【０００７】
　そこで、本発明は、ユーザデータを移動させた後に簡易かつ迅速に当該アプリケーショ
ンを実行することができる通信端末、ユーザデータ移動システム及びユーザデータ移動方
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】
【０００８】
　本発明の通信端末は、他の通信端末に出力可能なユーザデータを利用してアプリケーシ
ョンを実行する通信端末であって、アプリケーションを送信可能なサーバのアクセス先を
含む管理データを作成する管理データ作成手段と、ユーザデータと管理データとを他の通
信端末に向けて送信するデータ送信手段と、を備える。
【０００９】
　本発明によれば、ユーザデータと共にアプリケーションを送信可能なサーバのアクセス
先を他の通信端末に送信する。そのため、当該他の通信端末がユーザデータを利用して実
行するアプリケーションを有していない場合であっても、送信されたアクセス先を用いて
、サーバから必要なアプリケーションを受信することができる。従って、ユーザデータの
移動作業を実施する前にユーザが専用アプリケーションを他の通信端末に用意しておく必
要や、入手先を確認しておく必要がなく、ユーザデータを移動させた後に簡易かつ迅速に
他の通信端末において当該アプリケーションを実行することができる。
【００１０】
　また、管理データは、アプリケーションを実行するために利用者を識別するユーザ識別
情報を更に含むようにしてもよい。このような構成とすることで、他の通信端末がアプリ
ケーションを受信した後に、アプリケーションを実行するためにユーザ識別情報を必要と
する場合であっても、ユーザは当該他の通信端末において特別な作業を行うことなく、ア
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プリケーションを実行することができる。
【００１１】
　また、管理データは、ユーザデータの格納先アドレスを含むようにしてもよい。このよ
うな構成とすることで、アプリケーションとユーザデータが別個に格納される携帯端末で
あっても、ユーザは他の携帯端末において特別な作業を行うことなく、アプリケーション
とユーザデータとの関連付けが取れた状態でアプリケーションを実行することができる。
【００１２】
　また、データ送信手段が、ユーザデータと管理データとを格納する中継格納手段を具備
する中継装置を経由して、ユーザデータと管理データとを他の通信端末へ送信するように
してもよい。このような構成とすることで、通信端末が他の通信端末に対してユーザデー
タの書込みを直接行うための手段を有していない場合であっても、ユーザデータの移動を
実行することができる。
【００１３】
　本発明は、上記のように通信端末に係る発明として記述できる他に、以下のようにユー
ザデータ移動システムに係る発明またはユーザデータ移動方法に係る発明としても記述す
ることができる。
【００１４】
　本発明のユーザデータ移動システムは、サーバと、第１の通信端末と、第２の通信端末
とを備えるユーザデータ移動システムであって、サーバは、第２の通信端末に送信するア
プリケーションを格納するアプリケーション格納手段と、第２の通信端末からアプリケー
ションの送信要求を受信する要求受信手段と、要求受信手段により受信された送信要求に
応じて、アプリケーション格納手段に格納されているアプリケーションを第２の通信端末
に送信するアプリケーション送信手段と、を具備し、第１の通信端末は、サーバのアクセ
ス先を含む管理データを作成する管理データ作成手段と、アプリケーションで利用される
ユーザデータと管理データとを第２の通信端末に向けて送信するデータ送信手段と、を具
備し、第２の通信端末は、第１の通信端末のデータ送信手段によって送信されたユーザデ
ータと管理データとを受信するデータ受信手段と、管理データのアクセス先を用いてサー
バに接続することでサーバに対してアプリケーションの送信要求を送信する要求送信手段
と、送信要求に応じてサーバから送信されたアプリケーションを受信するアプリケーショ
ン受信手段と、を具備する。
【００１５】
　また、本発明のユーザデータ移動方法は、ユーザデータを利用してアプリケーションを
実行する通信端末から他の通信端末へ当該ユーザデータを移動するためのユーザデータ移
動方法であって、アプリケーションを送信可能なサーバのアクセス先を含む管理データと
、ユーザデータとを第１の通信端末から第２の通信端末へ送信する第１の送信ステップと
、アクセス先を用いてサーバに接続した第２の通信端末からの要求に応じて、サーバから
第２の通信端末へアプリケーションを送信する第２の送信ステップと、を備える。
【００１６】
　なお、上記のユーザデータ移動システムに係る発明及びユーザデータ移動方法に係る発
明は、上記の通信端末に係る発明と対応する技術的特徴を有し、同様の作用及び効果を奏
する発明である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ユーザデータと共にアプリケーションを送信可能なサーバのアクセス
先を他の通信端末に送信するため、当該他の通信端末は、送信されたアクセス先を用いて
、簡易かつ迅速にサーバから必要なアプリケーションを受信して、実行することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施形態に係るユーザデータ移動システムの構成について、図１を参照しなが
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ら説明する。図１は、ユーザデータ移動システムのシステム構成図である。図１に示され
るユーザデータ移動システム１は、第１の通信端末１００と、第２の通信端末２００と、
サーバ３００と、中継装置４００と、を備えている。
【００１９】
　このユーザデータ移動システム１において、基地局、交換機及びネットワーク等の機器
（いずれも図示せず）から構成される情報通信ネットワークＮを介して、第１の通信端末
１００とサーバ３００との間、第２の通信端末２００とサーバ３００との間のそれぞれに
おいて相互に情報通信を行うことができるように構成されている。また、中継装置４００
を介して、第１の通信端末１００と第２の通信端末２００との間においても情報通信を行
うことができるように構成されている。
【００２０】
　引き続いて、第１の通信端末１００及び第２の通信端末２００が、ユーザデータとして
電子バリュー（電子マネー及び電子定期券等）を利用するアプリケーションを実行可能な
通信端末である場合を例として、それぞれの構成の詳細を図１を用いて説明する。このよ
うな端末の例としては携帯電話機や通信機能を備えるＰＤＡ（Personal Digital Assista
nce）がある。
【００２１】
　＜第１の通信端末＞
　第１の通信端末１００は、電子バリューをユーザデータとして格納する非接触型ＩＣチ
ップを搭載すると共に、アプリケーションにて電子バリューを利用することが可能な端末
である。また、アプリケーションで利用されるユーザデータである電子バリューは他の通
信端末に出力可能である。この第１の通信端末１００は、ユーザデータの移動を伴う機種
交換や電子バリューの譲渡を行う際には、旧端末または電子バリューの譲渡側となる通信
端末（送り側通信端末）となる。
【００２２】
　第１の通信端末１００は、機能的な構成要素として、アプリケーション受信部１１０と
、格納部１２０と、ユーザデータ処理部１３０と、管理データ作成部１４０（管理データ
作成手段）と、入力部１４１と、送信部１５０（データ送信手段）と、を備える。
【００２３】
　アプリケーション受信部１１０は、後述する要求送信部１５１による送信要求を受けて
サーバ３００から送信されたアプリケーションを受信する部分である。アプリケーション
受信部１１０が受信できるアプリケーションの機能は、特に限定されず、電子バリューを
利用するアプリケーションの他には、例として音楽再生、映像再生、ゲーム等のアプリケ
ーションがある。
【００２４】
　アプリケーション受信部１１０が受信するアプリケーションのデータには、アプリケー
ションを特定するアプリケーション識別情報（アプリケーションの名前や機能名等）及び
サーバ３００のアクセス先等の属性情報が含まれている。この属性情報は、アプリケーシ
ョンのデータとあわせて受信するファイルのデータに含まれるものとすることができる。
このようなファイルとしては、ＡＤＦ(Application Descriptor File)と呼ばれるファイ
ルがある。このＡＤＦでは、属性情報として用いることができるアプリケーションの名前
または機能名、サーバ３００のアクセス先、アプリケーションのサイズ、最終更新日等が
記述されている。
【００２５】
　アプリケーション受信部１１０は、サーバ３００からアプリケーションを受信すると、
属性情報と共に格納部１２０へ出力する。
【００２６】
　格納部１２０は、アプリケーション受信部１１０から出力されたアプリケーション及び
属性情報を格納する部分である。格納部１２０に格納されるアプリケーション１２１や属
性情報１２２は、後述するユーザデータ処理部１３０及び管理データ作成部１４０による
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要求に応じて、各種の処理及びデータの出力を実行できるように構成されている。
【００２７】
　ユーザデータ処理部１３０は、ユーザデータとして電子マネー等の電子バリューを取り
扱う部分であり、例えば、第１の通信端末１００に組み込まれた非接触型ＩＣチップを用
いて構成することができる。このユーザデータ処理部１３０は、ユーザデータを格納する
ユーザデータ格納部１３１を備えており、格納部１２０に格納されているアプリケーショ
ン１２１と連携しつつ、外部の読取り／書込み装置（図示せず）と相互に通信することに
よってユーザデータ格納部１３１に格納されているデータの入出力及び書き換えができる
ように構成されている。また、ユーザデータ処理部１３０は、管理データ作成部１４０に
よる要求に応じて、送信部１５０へユーザデータ（例えば電子バリューに関するデータ）
を出力できるように構成されている。
【００２８】
　管理データ作成部１４０は、アプリケーション１２１を送信可能なサーバのアクセス先
（例えばＵＲＬ）及びアプリケーション１２１を特定するアプリケーション識別情報（例
えばアプリケーションの名前や機能名）等を含む管理データを作成する部分である。この
管理データ作成部１４０は、十字キーやテンキー等の入力手段（図示せず）を備える入力
部１４１からのユーザデータ移動に関する指示を受けて、格納部１２０に格納されている
属性情報１２２を参照して、送信部１５０のデータ送信部１５２によって送信される管理
データを作成する。
【００２９】
　管理データ作成部１４０によって作成される管理データは、アプリケーション１２１を
送信可能なサーバ３００のアクセス先に限らず、アプリケーション１２１を実行するため
に利用者を識別するユーザ識別情報を含むようにすることができる。このような構成とす
ることで、他の通信端末がアプリケーションを受信した後に、アプリケーションを実行す
るためにユーザ識別情報を必要とする場合であっても、ユーザは第２の通信端末２００に
おいて特別な作業を行うことなく、アプリケーションを実行することができる。また、第
２の通信端末２００において、有効なユーザ識別情報がない限りは、受信したアプリケー
ションを実行できないようにすることができる。
【００３０】
　例えば、第１の通信端末１００が携帯電話機である場合、ユーザ識別情報としては、契
約者情報等が記録されたＵＩＭ（User Identity Module）を特定するためのＵＩＭ実行情
報とすることができる。ＵＩＭ実行情報をユーザ識別情報とすることで、機種交換後の携
帯電話機（すなわち、第２の通信端末２００）で使用されているＵＩＭと、ＵＩＭ実行情
報によって特定されるＵＩＭとの同一性を確認して、ＵＩＭが一致しない場合は、ユーザ
が第２の通信端末２００で受信したアプリケーションの実行をできないようにすることが
できる。
【００３１】
　また、作成される管理データは、ユーザデータ格納部１３１におけるユーザデータの格
納先アドレスを含むようにすることができる。ユーザデータの格納先アドレスを含む管理
データを他の通信端末へ送信することで、管理データを受信した他の通信端末（第２の通
信端末２００）は、ユーザデータの格納部（ユーザデータ格納部２２１）においてユーザ
データを格納するアドレスを、ユーザデータ格納部１３１においてユーザデータを格納す
るアドレスと同じものとすることができる。従って、携帯端末においてアプリケーション
とユーザデータとが別個に格納される場合であっても、ユーザは他の携帯端末において特
別な作業を行うことなく、アプリケーションとユーザデータとの関連付けが取れた状態で
アプリケーションを実行することができる。
【００３２】
　送信部１５０は、サーバ３００及び中継装置４００に向けてデータを送信する部分であ
り、要求送信部１５１と、データ送信部１５２と、を備えている。要求送信部１５１は、
情報通信ネットワークＮを介してサーバ３００に対してアプリケーションの送信要求を送
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信する。また、データ送信部１５２は、直接または後述する中継装置４００を経由させて
、ユーザデータと管理データとを第２の通信端末２００に向けて送信する。なお、この送
信における他の装置（サーバ３００または中継装置４００）との接続は、無線でも有線で
もよい。
【００３３】
　以上の構成を備える本実施形態に係る第１の通信端末１００の作用・効果について説明
する。本実施形態の第１の通信端末１００によれば、ユーザデータと共にアプリケーショ
ンを送信可能なサーバ３００のアクセス先を第２の通信端末２００に送信する。そのため
、第２の通信端末２００がユーザデータを利用して実行するアプリケーションを有してい
ない場合であっても、送信されたアクセス先を用いて、サーバ３００から必要なアプリケ
ーションを受信することができる。従って、ユーザデータの移動作業を実施する前にユー
ザが専用アプリケーションを第２の通信端末２００に用意しておく必要や、入手先を確認
しておく必要がなく、ユーザデータを移動させた後に簡易かつ迅速に第２の通信端末２０
０において当該アプリケーションを実行することができる。
【００３４】
　＜第２の通信端末＞
　第２の通信端末２００は、第１の通信端末１００と同様に、非接触型ＩＣチップを搭載
すると共に、アプリケーションを実行することで電子バリューの利用が可能な端末である
。この第２の通信端末２００は、後述するユーザデータの移動を伴う機種交換や電子バリ
ューの譲渡を行う際には、新端末または電子バリューの譲受側となる通信端末（受け側通
信端末）となる。
【００３５】
　第２の通信端末２００は、機能的な構成要素として、受信部２１０（アプリケーション
受信手段、データ受信手段）と、ユーザデータ処理部２２０と、格納部２３０と、リスト
作成部２４０と、表示部２５０と、入力処理部２６０と、要求送信部２７０（要求送信手
段）と、を備える。
【００３６】
　受信部２１０は、第１の通信端末１００、サーバ３００及び中継装置４００から送信さ
れたデータを受信する部分であり、アプリケーション受信部２１１（アプリケーション受
信手段）と、データ受信部２１２（データ受信手段）と、を備える。
【００３７】
　アプリケーション受信部２１１は、第１の通信端末１００のアプリケーション受信部１
１０と同等の機能を有しており、後述する要求送信部２７０による送信要求を受けてサー
バ３００から送信されたアプリケーションを受信する部分である。このアプリケーション
受信部２１１は、サーバ３００のアプリケーション送信部３３０からアプリケーションを
受信すると、格納部２３０へ出力する。なお、第１の通信端末１００の場合と同様に、ア
プリケーション受信部２１１が受信できるアプリケーションの機能は特に限定されない。
また、アプリケーション受信部２１１は、属性情報が含まれているアプリケーションを受
信しても、アプリケーションのデータとあわせてＡＤＦ(Application Descriptor File)
を受信してもよい。
【００３８】
　データ受信部２１２は、第１の通信端末１００から直接または後述する中継装置４００
を経由させて送信されたユーザデータ及び管理データを受信する部分である。上述のよう
に、管理データには、アプリケーション１２１を送信可能なサーバ３００のアクセス先及
びアプリケーション１２１を特定するアプリケーション識別情報が含まれている。このデ
ータ受信部２１２は、受信したユーザデータ及び管理データを受信すると、ユーザデータ
をユーザデータ処理部２２０へ、管理データを格納部２３０へそれぞれ出力する。
【００３９】
　ユーザデータ処理部２２０は、第１の通信端末１００のユーザデータ処理部１３０と同
等の機能を有しており、ユーザデータとして電子マネー等の電子バリューを取り扱う部分
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である。なお、ユーザデータ処理部２２０は、ユーザデータ処理部１３０と同様に、第２
の通信端末２００に組み込まれた非接触型ＩＣチップを用いて構成することができる。こ
のユーザデータ処理部２２０は、ユーザデータを格納するユーザデータ格納部２２１を備
えており、格納部２３０に格納されているアプリケーション２３１と連携しつつ、外部の
読取り／書込み装置（図示せず）と相互に通信することによって格納されているデータの
入出力及び書き換えができるように構成されている。
【００４０】
　格納部２３０は、アプリケーション受信部２１１から出力されたアプリケーション及び
属性情報並びにデータ受信部２１２から出力された管理データを格納する部分である。格
納部２３０に格納されたアプリケーション２３１、属性情報２３２及び管理データ２３３
は、ユーザデータ処理部２２０及び後述するリスト作成部２４０による要求に応じて、各
種の処理及びデータの出力を実行できるように構成されている。
【００４１】
　リスト作成部２４０は、アプリケーション受信部２１１により受信されたアプリケーシ
ョンのリストを作成し、また、データ受信部２１２により受信した管理データで示される
アプリケーションのリストを作成する部分である。作成されたリストは、アプリケーショ
ンの起動に用いるメニューとして表示部２５０に表示される。
【００４２】
　リスト作成部２４０によって作成されるリストでは、管理データを受信したアプリケー
ションのうち、当該アプリケーションが格納部２３０に格納されていないものが表示部２
５０において第１の態様（例えば、図２（ａ）のグレーアウト表示２５１）で表示され、
格納部２３０に格納されているアプリケーションが第１の態様と異なる第２の態様（例え
ば、図２（ｂ）及び（ｃ）の通常表示２５２）で表示される。なお、図２（ｂ）は、管理
データを受信したアプリケーションのうち、一部のアプリケーションが格納部２３０に格
納されている場合に対応し、図２（ｃ）は、管理データを受信したアプリケーションの全
てが格納部２３０に格納されている場合を対応する。このように、第１の態様と第２の態
様との間に差異を持たせることで、格納部２３０に格納されているアプリケーションと、
格納部２３０に格納されていないアプリケーションとを容易に識別することができる。
【００４３】
　なお、リスト作成部２４０によって作成されるリストは、管理データ２３３のアプリケ
ーション識別情報に含まれているアプリケーションの名前または機能名が列挙されたもの
としてもよい（図２（ａ）～（ｃ）参照）。更に、第１の態様は、グレーアウト表示２５
１とあわせてまたはグレーアウト表示２５１の代わりに、アプリケーションの名前または
機能名に記号、符号もしくは図形を付加したものでもよい（図２（ａ）～（ｂ）参照）。
【００４４】
　表示部２５０は、リスト作成部２４０によって作成されたリストを表示する部分である
（図２（ａ）～（ｃ）参照）。この表示部２５０は、例えば、第２の通信端末２００に組
み込まれた液晶画面を用いて構成され、第２の通信端末２００の音声通信機能、データ通
信機能の機能に関する表示を行う部分と共有させることができる。
【００４５】
　入力処理部２６０は、表示部２５０に表示されたリストにおいて、十字キーやテンキー
等の入力手段（図示せず）等を用いて選択されたアプリケーションに応じて、アプリケー
ションの実行もしくは受信のための処理を行う。具体的には、リストで選択されたアプリ
ケーションが格納部２３０に格納されていると判断した場合、当該アプリケーションを実
行するための処理を行う。一方、リストで選択されたアプリケーションが格納部２３０に
格納されていないと判断した場合、入力処理部２６０は、格納部２３０に格納された管理
データ２３３から選択されたアプリケーションが格納されているサーバ３００のアクセス
先を読み出して、要求送信部２７０に出力すると共に、サーバ３００に対して当該アプリ
ケーションの送信要求を送信するための指示を要求送信部２７０に出力する。なお、アプ
リケーションが格納部２３０に格納されているか否かの判断は、例えば、格納部２３０に
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対してアプリケーションの読み出しを試行することで行うことができる。
【００４６】
　要求送信部２７０は、入力処理部２６０によるサーバ３００のアクセス先及びアプリケ
ーションの送信要求に関する出力を受けて、管理データ２３３に含まれるアクセス先を用
いてサーバ３００に対してアプリケーションの送信要求を送信する。
【００４７】
　以上の構成を備える本実施形態に係る第２の通信端末２００の作用・効果について説明
する。本実施形態の第２の通信端末２００によれば、データ受信部２１２がサーバのアク
セス先（例えば、ＵＲＬ）及びアプリケーション識別情報を含む管理データを他の通信端
末（第１の通信端末１００）から受信すると、リスト作成部２４０が格納部２３０に格納
されていないアプリケーションを含むリストを作成する。そして、作成されたリストにお
いて、格納部２３０に格納されていないアプリケーションが選択されると、第２の通信端
末２００は、管理データ２３３に含まれるアクセス先を用いてサーバ３００に対して当該
アプリケーションの送信要求を送信する。従って、ユーザは、電子メールを閲覧するため
のアプリケーション等を起動することなく、リストから選択するだけで第２の通信端末２
００へ簡単にアプリケーションをダウンロードすることができる。
【００４８】
　＜サーバ＞
　サーバ３００は、機能的な構成要素として、要求受信部３１０と、アプリケーション格
納部３２０と、アプリケーション送信部３３０と、を備える。
【００４９】
　要求受信部３１０は、第１の通信端末１００の要求送信部１５１または第２の通信端末
２００の要求送信部２７０からのアプリケーションの送信要求を受信する部分である。受
信した送信要求は、アプリケーション格納部３２０へ出力される。
【００５０】
　アプリケーション格納部３２０は、第１の通信端末１００及び第２の通信端末２００に
おいて利用されるアプリケーションを格納する部分である。アプリケーション格納部３２
０は、要求受信部３１０からの入力を受けて、通信端末からの送信要求に対応するアプリ
ケーションをアプリケーション送信部３３０へ出力する。
【００５１】
　アプリケーション送信部３３０は、アプリケーション格納部３２０からの入力を受けて
、送信要求を送信した通信端末に送信要求に対応するアプリケーションを送信する。
【００５２】
　＜中継装置＞
　中継装置４００は、第１の通信端末１００から第２の通信端末２００へ送信されるユー
ザデータと管理データとを中継するための装置であり、機能的な構成要素として、中継格
納部４１０を備える。中継格納部４１０は、第１の通信端末１００のデータ送信部１５２
から送信されたユーザデータと管理データとを格納し、第２の通信端末２００のデータ受
信部２１２へ送信する。なお、データ受信部２１２への送信が完了した後、中継装置４０
０は、中継格納部４１０に格納されたユーザデータと管理データとを消去するように構成
してもよい。
【００５３】
　また、中継装置４００は、情報通信ネットワークＮと接続されておらず、第１の通信端
末１００、第２の通信端末２００及びサーバ３００によって構成される別個のネットワー
クとして構成する。このような中継装置４００としては、パソコンを用いることが可能で
あり、第１の通信端末１００と中継装置４００との間の接続及び第２の通信端末２００と
中継装置４００との間の接続は、無線でも有線でもよい。
【００５４】
　本実施形態に係るユーザデータ移動システム１において上述の中継装置４００を設ける
ことで、第１の通信端末１００は、情報通信ネットワークＮを介さずにユーザデータと管
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理データとを第２の通信端末２００へ送信することができる。従って、不特定多数が接続
することができる情報通信ネットワークＮを介したユーザデータの移動と比べて、外部か
らの侵入によるハッキングやデータ改ざん等の可能性を低減することができる。また、第
１の通信端末１００が第２の通信端末２００のユーザデータ格納部２２１に対してユーザ
データの書込みを直接行うことができない構成とされている場合であっても、ユーザデー
タの移動を実行することができる。
【００５５】
　＜ユーザデータ移動方法、第２の通信端末におけるリスト表示方法＞
　次に、本発明の実施形態に係るユーザデータ移動方法について、図３及び図４を参照し
つつ説明する。また、ユーザデータの移動に伴い第２の通信端末２００で実行されるリス
ト表示方法についても、あわせて説明する。図３は、図１に示したユーザデータ移動シス
テムについて、第２の通信端末におけるアプリケーションのリスト作成までの動作を示す
シーケンス図であり、図４は、図１に示したユーザデータ移動システムについて、第２の
通信端末におけるアプリケーションの受信に関する動作を示すシーケンス図である。
【００５６】
　なお、以下の説明では、ユーザが第１の通信端末１００から第２の通信端末２００への
機種交換を行うために、第１の通信端末１００のユーザデータ格納部１３１に格納されて
いる全ての種類のユーザデータ（電子マネー及び電子定期券等）を第２の通信端末２００
に移動し、当該ユーザデータを利用するために必要なアプリケーションを第２の通信端末
２００で利用可能とする場合を取り上げる。
【００５７】
　まず、管理データ作成部１４０は、第１の通信端末１００の入力部１４１においてユー
ザデータ移動の指示が入力されると（Ｓ１０１）、格納部１２０の属性情報を参照して、
ユーザデータに対応するアプリケーションを送信可能なサーバ３００のアクセス先を含む
管理データを作成する（Ｓ１０２）。なお、上述のように、管理データ作成部１４０で作
成される管理データは、サーバ３００のアクセス先の他に、アプリケーション識別情報（
アプリケーションの名前や機能名等）、ユーザ識別情報またはユーザデータの格納先アド
レスを含むようにしてもよい。
【００５８】
　データ送信部１５２は、管理データ作成部１４０によって作成された管理データが入力
された後、管理データ作成部１４０の要求を受けてユーザデータ格納部１３１から出力さ
れたユーザデータが入力され、ユーザデータ及び管理データを中継装置４００に送信する
（Ｓ１０３）。
【００５９】
　中継装置４００は、ユーザデータ及び管理データを受信した後、ユーザデータ及び管理
データを中継格納部４１０に一時的に格納し（Ｓ１０４、Ｓ１０５）、第２の通信端末２
００のデータ受信部２１２へ送信する（Ｓ１０６）。なお、データ受信部２１２への送信
は、ユーザデータ及び管理データを中継格納部４１０に格納した後に自動的に開始しても
、第１の通信端末１００または中継装置４００のユーザの指示を受けてから開始してもよ
い。また、中継格納部４１０に格納されたユーザデータ及び管理データは、データ受信部
２１２への送信が正常に完了した後に消去するようにしてもよい。
【００６０】
　第２の通信端末２００は、データ受信部２１２でユーザデータ及び管理データを受信し
た後、ユーザデータ及び管理データを格納部２３０に格納する（Ｓ１０７、Ｓ１０８）。
【００６１】
　これにより、ユーザデータ移動システム１において、ユーザデータを利用するために必
要なアプリケーションを送信可能なサーバ３００のアクセス先等を含む管理データと、当
該ユーザデータとを第１の通信端末１００から第２の通信端末２００へ送信するための処
理（第１の送信ステップ）が完了する。また、第２の通信端末２００においては、管理デ
ータを第１の通信端末１００から受信するための処理が完了する。
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【００６２】
　リスト作成部２４０は、格納部２３０にユーザデータ及び管理データが格納された後、
受信した管理データ２３３及び既に格納されているアプリケーション２３１の属性情報２
３２を利用して、アプリケーションの起動に用いるメニューのリストを作成し、表示部２
５０に表示する（Ｓ１０９）。Ｓ１０９において作成されるリストは、図２（ａ）から（
ｃ）に示されるように、格納部２３０に格納されていないアプリケーションが表示部２５
０においてグレーアウト表示２５１（第１の態様）で示され、格納部２３０に格納されて
いるアプリケーションが通常表示２５２（第２の態様）で示される。
【００６３】
　これにより、管理データを受信したアプリケーションであって、且つ、格納部２３０に
格納されていないアプリケーションのリストを作成する処理及び作成されたリストを表示
する処理が完了する。
【００６４】
　引き続き、第２の通信端末２００においてユーザデータを利用するために必要なアプリ
ケーションを受信するための処理を説明する。
【００６５】
　入力処理部２６０を用いて、リスト作成部２４０によって作成されたリストのアプリケ
ーションが選択されると（Ｓ２０１）、入力処理部２６０は選択されたアプリケーション
が格納部２３０に格納されているか否かを確認する（Ｓ２０２）。この確認には、格納部
２３０に対してアプリケーションの読み出しを試行することで行うことができる。また、
格納部２３０に格納されている属性情報２３２及び管理データ２３３を用いてもよい。
【００６６】
　選択されたアプリケーションが格納部２３０に格納されていない場合、入力処理部２６
０は、格納部２３０に格納された管理データ２３３を参照し、選択されたアプリケーショ
ンが格納されているサーバ３００のアクセス先と、サーバ３００に対して当該アプリケー
ションの送信要求を送信するための指示とを要求送信部２７０に出力する。
【００６７】
　要求送信部２７０は、入力処理部２６０によるサーバ３００のアクセス先及びアプリケ
ーションの送信要求に関する出力を受けて、サーバ３００に対するアプリケーションの送
信要求を生成して（Ｓ２０３）、サーバ３００へ送信する（Ｓ２０４）。これにより、リ
ストにおいて格納部に格納されていないアプリケーションが選択された時に、管理データ
２３３のアクセス先を用いてサーバ３００に対してアプリケーションの送信要求が送信さ
れる。
【００６８】
　一方、選択されたアプリケーションが格納部２３０に格納されている場合、アプリケー
ションを受信するための処理を行わずに、入力処理部２６０はアプリケーションを実行す
るための処理を行う。
【００６９】
　サーバ３００の要求受信部３１０で受信した送信要求を受けて、アプリケーション格納
部３２０は、第２の通信端末２００の送信要求に対応するアプリケーションをアプリケー
ション送信部３３０へ出力することで、アプリケーションが取り出される（Ｓ２０５）。
アプリケーション格納部３２０からの入力を受けて、アプリケーション送信部３３０はア
プリケーションを第２の通信端末２００のアプリケーション受信部２１１に送信する（Ｓ
２０６）。
【００７０】
　格納部２３０は、アプリケーション受信部２１１が受信した後に出力されたアプリケー
ションを格納する（Ｓ２０７）。ここで、格納部２３０に格納されている管理データがユ
ーザデータの格納先アドレスを含む場合、ユーザデータ処理部２２０は、ユーザデータ格
納部２２１において管理データにて指定された格納先アドレスにユーザデータを格納する
（Ｓ２０８）。
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【００７１】
　格納部２３０がサーバ３００から受信したアプリケーションを格納した後、リスト作成
部２４０は、図２（ａ）から（ｂ）に示されるように格納済みのアプリケーションを通常
表示２５２で示し、未格納のアプリケーションを引き続きグレーアウト表示２５１で示す
ことでリストを更新する（Ｓ２０９）。
【００７２】
　これにより、管理データ２３３のアクセス先を用いてサーバ３００に接続した第２の通
信端末２００からの要求に応じて、サーバ３００から第２の通信端末２００へアプリケー
ションを送信するための処理（第２の送信ステップ）が完了する。
【００７３】
　以上のステップを備える本実施形態に係るユーザデータ移動方法によれば、ユーザデー
タと共にアプリケーションを送信可能なサーバ３００のアクセス先を第２の通信端末２０
０に送信する。そのため、第２の通信端末２００がユーザデータを利用して実行するアプ
リケーションを有していない場合であっても、送信されたアクセス先を用いて、サーバ３
００から必要なアプリケーションを受信することができる。従って、ユーザデータの移動
作業を実施する前にユーザが専用アプリケーションを第２の通信端末２００に用意してお
く必要や、入手先を確認しておく必要がなく、ユーザデータを移動させた後に簡易かつ迅
速に他の通信端末において当該アプリケーションを実行することができる。
【００７４】
　また、以上のステップを備える本実施形態に係るユーザデータ移動方法は、第２の通信
端末２００については、アプリケーションのリストを表示するためのリスト表示方法とし
て捉えることができる。そして、このユーザデータ移動方法によれば、第２の通信端末２
００のデータ受信部２１２がサーバのアクセス先（例えば、ＵＲＬ）及びアプリケーショ
ン識別情報を含む管理データを第１の通信端末１００から受信すると、リスト作成部２４
０が格納部２３０に格納されていないアプリケーションを含むリストを作成する。そして
、作成されたリストにおいて、格納部２３０に格納されていないアプリケーションが選択
されると、管理データのアクセス先を用いてサーバ３００に対して当該アプリケーション
の送信要求を送信する。従って、ユーザは、電子メールを閲覧するためのアプリケーショ
ン等を起動することなく、リストから選択するだけで第２の通信端末２００へ簡単にアプ
リケーションをダウンロードすることができる。
【００７５】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において種々の変更が可能であることは勿論である
【００７６】
　例えば、送信部１５０及び受信部２１０に赤外線通信、近距離無線通信、ユーザデータ
のリーダ／ライタ等の手段を設けることで、中継装置４００を介さずに第１の通信端末１
００から第２の通信端末２００へユーザデータ及び管理データを直接送信する構成（図１
において一点鎖線で示す経路）とすることができる。
【００７７】
　また、上記の実施の形態では、第１の通信端末１００から第２の通信端末２００への機
種交換を行う場合を説明したが、格納されている電子マネーの一部を譲渡するためにユー
ザデータを移動する場合についても、本発明を同様に適用することができる。
【００７８】
　また、上記の実施の形態では、第１の通信端末１００は第２の通信端末２００と異なる
構成としているが、一方の通信端末に欠落している構成（リスト作成部２４０、表示部２
５０、入力処理部２６０等）を付加することで、第１の通信端末１００と第２の通信端末
２００とが同一の構成となるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明に係るユーザデータ移動システムの一実施形態を示すシステム構成図であ
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【図２】第２の通信端末の表示部に表示されるアプリケーションのリストの例を示す図で
ある。
【図３】図１に示したユーザデータ移動システムについて、第２の通信端末におけるアプ
リケーションのリスト作成までの動作を示すシーケンス図である。
【図４】図１に示したユーザデータ移動システムについて、第２の通信端末におけるアプ
リケーションの受信に関する動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１…ユーザデータ移動システム、１００…第１の通信端末、１１０…アプリケーション
受信部、１２０…格納部、１３０…ユーザデータ処理部、１３１…ユーザデータ格納部、
１４０…管理データ作成部、１５０…送信部、１５１…要求送信部、１５２…データ送信
部、１６０…入力部、２００…第２の通信端末、２１０…受信部、２１１…アプリケーシ
ョン受信部、２１２…データ受信部、２２０…ユーザデータ処理部、２２１…ユーザデー
タ格納部、２２２…ユーザデータ書込・読込部、２３０…格納部、２４０…リスト作成部
、２５０…表示部、２６０…入力処理部、２７０…要求送信部、３００…サーバ、３１０
…要求受信部、３２０…アプリケーション格納部、３３０…アプリケーション送信部、４
００…中継装置、４１０…中継格納部、４２０…書込・読込部、Ｎ…情報通信ネットワー
ク。

【図１】 【図２】
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