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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから、携帯電話の識別情報と、前記携帯電話
の位置情報を受信する通信部と、
　前記携帯電話の識別情報ごとに、位置情報提供サーバーのうちで、前記位置情報を送信
するサーバーを特定する情報を含む第１テーブルを記録する記録部とを備えた位置情報振
り分けサーバーであって、
　前記位置情報振り分けサーバーは、前記交換機及び前記ＨＬＲを含むコアネットワーク
の外部に設けられるものであり、
　前記位置情報提供サーバーは、前記位置情報振り分けサーバーから送られる前記位置情
報を、情報端末に対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、
　前記通信部が、前記携帯電話の識別情報と位置情報を受信した時に、前記位置情報提供
サーバーのうちで、前記第１テーブルに示されたサーバーに対して、前記携帯電話の識別
情報と位置情報を送信するものであり、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが受信するものは、前記携帯電話
の緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局の識別情
報か緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局を含む
基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが前記位置情報提供サーバーに送
信するものは、前記携帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうちで
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前記携帯電話と通信した基地局の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうち
で前記携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含むこ
とを特徴とする位置情報振り分けサーバー。
【請求項２】
　前記携帯電話の識別情報は、前記携帯電話の端末の識別情報と、前記携帯電話に取り付
けられたＳＩＭカードの識別情報の少なくとも一方であることを特徴とする請求項１に記
載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項３】
　前記携帯電話の識別情報は、前記携帯電話に取り付けられたＳＩＭカードの識別情報で
あり、
　前記携帯電話に取り付けられたＳＩＭカードの識別情報は、ＩＣＣＩＤであることを特
徴とする請求項２に記載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項４】
　前記第１テーブルは、前記位置情報提供サーバーのそれぞれから送られてきた情報に基
づいて更新されることを特徴とする請求項１に記載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項５】
　前記記録部は、前記基地局、前記交換機、前記ＶＬＲ、若しくは前記ＨＬＲから受信し
た前記携帯電話の識別情報と位置情報とを、第１位置情報データベースとして記録するこ
とを特徴とする請求項４に記載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項６】
　前記ＨＬＲへの位置登録通信時に、前記ＨＬＲへ送信される情報に含まれる情報の一部
を、前記携帯電話の識別情報と位置情報として、前記通信部が受信することを特徴とする
請求項１に記載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項７】
　前記通信部は、前記交換機における移動交換機から、前記交換機におけるゲートウェイ
交換機を介さずに、前記携帯電話の識別情報と位置情報を受信することを特徴とする請求
項１に記載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項８】
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが受信するものは、前記基地局の
うちで前記携帯電話と通信した基地局の識別情報か高さ情報、若しくは、前記基地局のう
ちで前記携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別情報か高さ情報を含むもの
であり、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーから前記位置情報提供サーバーに
送信するものは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局の高さ情報、若しく
は、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの高さ情報を
含むものであり、
　前記基地局の高さ情報は、前記基地局の通話エリアの平均的な海抜を示し、前記基地局
エリアの高さ情報は、前記基地局エリアの通話エリアの平均的な海抜を示すことを特徴と
する請求項１に記載の位置情報振り分けサーバー。
【請求項９】
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが受信するものは、測位精度情報
を含むものであり、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが前記位置情報提供サーバーに送
信するものは、前記測位精度情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の位置情報振り
分けサーバー。
【請求項１０】
　通信部が、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから、携帯電話の識別情報と、前
記携帯電話の位置情報を受信する受信工程と、
　前記通信部が、前記携帯電話の識別情報と位置情報を受信した時に、位置情報提供サー
バーのうちで、第１テーブルに示されたサーバーに対して、前記携帯電話の識別情報と位
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置情報を送信する送信工程とを備えた位置情報振り分けサーバーにおける位置情報の振り
分け方法であって、
　前記位置情報振り分けサーバーは、前記交換機及び前記ＨＬＲを含むコアネットワーク
の外部に設けられるものであり、
　前記第１テーブルは、前記携帯電話の識別情報ごとに、前記位置情報提供サーバーのう
ちで、前記位置情報を送信するサーバーを特定する情報を含むもので、前記位置情報振り
分けサーバーの記録部に記録され、
　前記位置情報提供サーバーは、前記位置情報振り分けサーバーから送られる前記位置情
報を、情報端末に対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが受信するものは、前記携帯電話
の緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局の識別情
報か緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局を含む
基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが前記位置情報提供サーバーに送
信するものは、前記携帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうちで
前記携帯電話と通信した基地局の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうち
で前記携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含むこ
とを特徴とする振り分け方法。
【請求項１１】
　通信部が、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから、携帯電話の識別情報と、前
記携帯電話の位置情報を受信する受信工程と、
　前記通信部が、前記携帯電話の識別情報と前記位置情報を受信した時に、位置情報提供
サーバーのうちで、第１テーブルに示されたサーバーに対して、前記携帯電話の識別情報
と位置情報を送信する送信工程とを実行する位置情報振り分けサーバーにおける位置情報
の振り分けプログラムであって、
　前記位置情報振り分けサーバーは、前記交換機及び前記ＨＬＲを含むコアネットワーク
の外部に設けられるものであり、
　前記第１テーブルは、前記携帯電話の識別情報ごとに、前記位置情報提供サーバーのう
ちで、前記位置情報を送信するサーバーを特定する情報を含むもので、前記位置情報振り
分けサーバーの記録部に記録され、
　前記位置情報提供サーバーは、前記位置情報振り分けサーバーから送られる前記位置情
報を、情報端末に対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが受信するものは、前記携帯電話
の緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局の識別情
報か緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局を含む
基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが前記位置情報提供サーバーに送
信するものは、前記携帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうちで
前記携帯電話と通信した基地局の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうち
で前記携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含むこ
とを特徴とする振り分けプログラム。
【請求項１２】
　位置情報提供サーバーと、
　基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから携帯電話の識別情報と前記携帯電話の位
置情報を受信する通信部と、前記携帯電話の識別情報ごとに、前記位置情報提供サーバー
のうちで、前記位置情報を送信するサーバーを特定する情報を含む第１テーブルを記録す
る記録部とを有する位置情報振り分けサーバーとを備え、
　前記位置情報振り分けサーバーは、前記交換機及び前記ＨＬＲを含むコアネットワーク
の外部に設けられるものであり、
　前記位置情報提供サーバーは、前記位置情報振り分けサーバーから送られる前記位置情
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報を、情報端末に対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、
　前記位置情報振り分けサーバーは、前記通信部が、前記携帯電話の識別情報と位置情報
を受信した時に、前記位置情報提供サーバーのうちで、前記第１テーブルに示されたサー
バーに対して、前記携帯電話の識別情報と位置情報を送信するものであり、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが受信するものは、前記携帯電話
の緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局の識別情
報か緯度経度情報、若しくは、前記基地局のうちで前記携帯電話と通信した基地局を含む
基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、
　前記位置情報のうち、前記位置情報振り分けサーバーが前記位置情報提供サーバーに送
信するものは、前記携帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうちで
前記携帯電話と通信した基地局の緯度経度情報か地域名称、若しくは、前記基地局のうち
で前記携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含むこ
とを特徴とする位置情報送信システム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置情報振り分けサーバーなどに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１などで、位置情報を携帯電話などの情報端末に提供する位置情報送信システ
ムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１６５０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、位置情報送信システムでは、ＨＬＲなど通信キャリアの設備から携帯電
話の位置情報を随時取得する必要があり、複数の位置情報送信システムが稼働した場合に
は、複数の位置情報送信システムに対して、通信キャリアから位置情報を送信する必要が
あり、位置情報送信システムが増えると、ＨＬＲなどの発信元の負荷が増大する。
【０００５】
　したがって本発明の目的は、通信キャリアの設備への負荷を増やさずに、位置情報を提
供出来る位置情報振り分けサーバーなどを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る位置情報振り分けサーバーは、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲ
から、携帯電話の識別情報と、携帯電話の位置情報を受信する通信部と、携帯電話の識別
情報ごとに、位置情報提供サーバーのうちで、位置情報を送信するサーバーを特定する情
報を含む第１テーブルを記録する記録部とを備えた位置情報振り分けサーバーであって、
位置情報提供サーバーは、位置情報振り分けサーバーから送られる位置情報を、情報端末
に対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、通信部が、携帯電話の識
別情報と位置情報を受信した時に、位置情報提供サーバーのうちで、第１テーブルに示さ
れたサーバーに対して、携帯電話の識別情報と位置情報を送信するものであり、位置情報
のうち、位置情報振り分けサーバーが受信するものは、携帯電話の緯度経度情報、若しく
は、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の識別情報か緯度経度情報、若しくは、基
地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を
含み、位置情報のうち、位置情報振り分けサーバーが位置情報提供サーバーに送信するも
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のは、携帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信し
た基地局の緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地
局を含む基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含む。
【０００７】
　位置情報振り分けサーバーが、位置情報を提供するサーバー（位置情報提供サーバー）
のそれぞれに必要な位置情報を送信するため、通信キャリアの設備（交換機など）との通
信は、位置情報振り分けサーバーだけで済む。
【０００８】
　このため、位置情報を提供するサーバーが増えても、サーバーが増えたことによって、
交換機など通信キャリアの既存の設備から位置情報を発するための負荷は増大しない。
【０００９】
　位置情報は、災害時など、通信回線が混雑する時に必要とされる可能性が高いが、本件
発明では、通信キャリアの既存の設備から位置情報振り分けサーバーに位置情報を送信す
るだけで、位置情報振り分けサーバーから位置情報提供サーバーの複数のサーバーへ位置
情報の送信を行うため、当該通信キャリア内の他の回線の妨げとなる可能性を低くするこ
とが出来る。
【００１０】
　好ましくは、携帯電話の識別情報は、携帯電話の端末の識別情報と、携帯電話に取り付
けられたＳＩＭカードの識別情報の少なくとも一方である。
【００１１】
　さらに好ましくは、携帯電話の識別情報は、携帯電話に取り付けられたＳＩＭカードの
識別情報であり、携帯電話に取り付けられたＳＩＭカードの識別情報は、ＩＣＣＩＤであ
る。
【００１２】
　携帯電話の電話番号と１対１で対応するＩＣＣＩＤを携帯電話の識別情報として用いる
方が、携帯電話の端末に固有の情報を携帯電話の識別情報として用いる形態に比べて、携
帯電話の使用者の位置情報として正しいものを得られる可能性が高い。
【００１３】
　また、好ましくは、第１テーブルは、位置情報提供サーバーのそれぞれから送られてき
た情報に基づいて更新される。
【００１４】
　設定工数を少なくしたり、位置情報提供サーバーのそれぞれのサーバーと第１テーブル
の設定内容を合わせたりすることが可能になる。
【００１５】
　さらに好ましくは、記録部は、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから受信した
携帯電話の識別情報と位置情報とを、第１位置情報データベースとして記録する。
【００１６】
　記録部に第１位置情報データベースが記録されているので、特定の携帯電話の位置情報
を位置情報提供サーバーのいずれかに送信する設定が、第１テーブルに新たに追加された
場合に、第１テーブルの更新後に当該特定の携帯電話の位置情報を直ちに位置情報提供サ
ーバーに送信することが可能になる。
【００１７】
　また、好ましくは、位置情報振り分けサーバーは、ＨＬＲを含むコアネットワークの外
部に設けられるものであり、ＨＬＲへの位置登録通信時に、ＨＬＲへ送信される情報に含
まれる情報の一部を、携帯電話の識別情報と位置情報として、通信部が受信する。
【００１８】
　また、好ましくは、位置情報振り分けサーバーは、ＨＬＲを含むコアネットワークの外
部に設けられるものであり、通信部は、交換機から、携帯電話の識別情報と位置情報を受
信するものであり、通信部へ携帯電話の識別情報や位置情報を送信する交換機は、移動交
換機である。
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【００１９】
　また、好ましくは、位置情報のうち、位置情報振り分けサーバーが受信するものは、携
帯電話の高さ情報、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の識別情報か高
さ情報、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別
情報か高さ情報を含むものであり、位置情報のうち、位置情報振り分けサーバーから位置
情報提供サーバーに送信するものは、携帯電話の高さ情報、若しくは、基地局のうちで携
帯電話と通信した基地局の高さ情報、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地
局を含む基地局エリアの高さ情報を含む。
【００２０】
　位置情報に高さ情報を付加することにより、津波や高潮などの危険予測にも役立てるこ
とが可能になる。
【００２１】
　また、好ましくは、位置情報のうち、位置情報振り分けサーバーが受信するものは、測
位精度情報を含むものであり、位置情報のうち、位置情報振り分けサーバーが位置情報提
供サーバーに送信するものは、測位精度情報を含む。
【００２２】
　測位精度情報を位置情報として含めることで、位置情報提供サーバーから提供する位置
情報を測位精度に応じて変化させることが可能になる。
【００２３】
　本発明に係る位置情報振り分けサーバーにおける位置情報の振り分け方法は、通信部が
、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから、携帯電話の識別情報と、携帯電話の位
置情報を受信する受信工程と、通信部が、携帯電話の識別情報と位置情報を受信した時に
、位置情報提供サーバーのうちで、第１テーブルに示されたサーバーに対して、携帯電話
の識別情報と位置情報を送信する送信工程とを備え、第１テーブルは、携帯電話の識別情
報ごとに、位置情報提供サーバーのうちで、位置情報を送信するサーバーを特定する情報
を含むもので、位置情報振り分けサーバーの記録部に記録され、位置情報提供サーバーは
、位置情報振り分けサーバーから送られる位置情報を、情報端末に対して送信する位置情
報サービスを提供するサーバーであり、位置情報のうち、位置情報振り分けサーバーが受
信するものは、携帯電話の緯度経度情報、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した
基地局の識別情報か緯度経度情報、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局
を含む基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、位置情報のうち、位置情報振り分
けサーバーが位置情報提供サーバーに送信するものは、携帯電話の緯度経度情報か地域名
称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の緯度経度情報か地域名称、若
しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報か
地域名称を含む。
【００２４】
　本発明に係る位置情報振り分けサーバーにおける位置情報の振り分けプログラムは、通
信部が、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから、携帯電話の識別情報と、携帯電
話の位置情報を受信する受信工程と、通信部が、携帯電話の識別情報と位置情報を受信し
た時に、位置情報提供サーバーのうちで、第１テーブルに示されたサーバーに対して、携
帯電話の識別情報と位置情報を送信する送信工程とを実行するものであり、第１テーブル
は、携帯電話の識別情報ごとに、位置情報提供サーバーのうちで、位置情報を送信するサ
ーバーを特定する情報を含むもので、位置情報振り分けサーバーの記録部に記録され、位
置情報提供サーバーは、位置情報振り分けサーバーから送られる位置情報を、情報端末に
対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、位置情報のうち、位置情報
振り分けサーバーが受信するものは、携帯電話の緯度経度情報、若しくは、基地局のうち
で携帯電話と通信した基地局の識別情報か緯度経度情報、若しくは、基地局のうちで携帯
電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、位置情報の
うち、位置情報振り分けサーバーが位置情報提供サーバーに送信するものは、携帯電話の
緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の緯度経
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度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エ
リアの緯度経度情報か地域名称を含む。
【００２５】
　本発明に係る位置情報振り分けサーバーにおける情報送信システムは、位置情報提供サ
ーバーと、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬＲから携帯電話の識別情報と携帯電話
の位置情報を受信する通信部と、携帯電話の識別情報ごとに、位置情報提供サーバーのう
ちで、位置情報を送信するサーバーを特定する情報を含む第１テーブルを記録する記録部
とを有する位置情報振り分けサーバーとを備え、位置情報提供サーバーは、位置情報振り
分けサーバーから送られる位置情報を、情報端末に対して送信する位置情報サービスを提
供するサーバーであり、位置情報振り分けサーバーは、通信部が、携帯電話の識別情報と
位置情報を受信した時に、位置情報提供サーバーのうちで、第１テーブルに示されたサー
バーに対して、携帯電話の識別情報と位置情報を送信するものであり、位置情報のうち、
位置情報振り分けサーバーが受信するものは、携帯電話の緯度経度情報、若しくは、基地
局のうちで携帯電話と通信した基地局の識別情報か緯度経度情報、若しくは、基地局のう
ちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を含み、位
置情報のうち、位置情報振り分けサーバーが位置情報提供サーバーに送信するものは、携
帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局
の緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む
基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含む。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように本発明によれば、通信キャリアの設備への負荷を増やさずに、位置情報を
提供出来る位置情報振り分けサーバーなどを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施形態における位置情報送信システムの構成図である。
【図２】第１位置情報データベースのコンテンツを示す図である。
【図３】位置情報振り分けサーバーで記録される第１テーブルのコンテンツを示す図であ
る。
【図４】第１サーバーで記録される第２テーブルのコンテンツを示す図である。
【図５】第１サーバーで記録される第３テーブルのコンテンツを示す図である。
【図６】第１サーバーで記録される第２位置情報データベースのコンテンツを示す図であ
る。
【図７】位置情報送信制御手順を示すフローチャートである。
【図８】第１情報データベースのコンテンツを示す図で、高さ情報を含むものを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本実施形態について、図を用いて説明する。本実施形態における位置情報送信シ
ステム１は、無線アクセスネットワーク（RAN：Radio Access Network）１０、コアネッ
トワーク（CN：Core Network）３０、位置情報振り分けサーバーＡ、位置情報提供サーバ
ーＢ（第１サーバーＢ１、第２サーバーＢ２、第３サーバーＢ３）、及び第１携帯電話２
０１～第５携帯電話２０５を備える（図１参照）。
【００２９】
　無線アクセスネットワーク１０は、携帯電話と対向して無線リンクを形成する第１基地
局（BTS：Base Transceiver Station）１０１～第１２基地局１１２を有する。
　コアネットワーク３０は、他の通信キャリアなどの電話網との接続のためのゲートウェ
イ交換機（GMSC：Gateway Mobile Switching Center）３１、携帯電話番号や当該携帯電
話の識別情報（端末の識別番号、ＳＩＭカード（Subscriber Identity Module Card）の
識別番号）や位置情報などのユーザー情報を管理するデータベースであるＨＬＲ（Home L
ocation Register）３３、及び携帯電話のルーチング（通信ルートの選定）、呼設定・切
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断、課金等を行う第１移動交換機（MSC：Mobile Switching Center）３６～第４移動交換
機３９を有する。
【００３０】
　なお、位置情報提供サーバーＢや、携帯電話や、基地局や、移動交換機の数は、上記の
ものに限られない。
【００３１】
　第１携帯電話２０１～第５携帯電話２０５は、無線アクセスネットワーク１０、及びコ
アネットワーク３０を使って、通常の携帯電話で使用される通話などの通信が可能である
。この通信には、ゲートウェイ交換機３１を介した、他の通信キャリアや固定電話の電話
機との通信（通話）を含む。
【００３２】
　例えば、第１携帯電話２０１と第２携帯電話２０２との間は、第２基地局１０２、第１
移動交換機３６、ゲートウェイ交換機３１、第２移動交換機３７、及び第４基地局１０４
を介して通信（通話）が可能な状態にされる。また、同じ移動交換機のエリア内に居る場
合には、ゲートウェイ交換機３１を介さないで通信が可能である。例えば、同じ第２移動
交換機３７のエリア内に居る第２携帯電話２０２と第３携帯電話２０３とは、第４基地局
１０４、第２移動交換機３７、及び第６基地局１０６を介して通信が可能である。
【００３３】
　第１基地局１０１～第３基地局１０３は、第１移動交換機３６と接続する。第４基地局
１０４～第６基地局１０６は、第２移動交換機３７と接続する。第７基地局１０７～第９
基地局１０９は、第３移動交換機３８と接続する。第１０基地局１１０～第１２基地局～
１１２は、第４移動交換機３９と接続する。第１移動交換機３６～第４移動交換機３９、
及びＨＬＲ３３は、ゲートウェイ交換機３１と接続する。
【００３４】
　ＨＬＲ３３は、第１移動交換機３６～第４移動交換機３９それぞれがカバーするエリア
ごとの位置登録データベースであるＶＬＲ（Visitor Location Register、第１ＶＬＲ３
６ａ～第４ＶＬＲ３９ａ）から第１携帯電話２０１～第５携帯電話２０５の位置情報を取
得する。
【００３５】
　位置情報を取得するため、位置登録通信（携帯電話がどの基地局のエリアに居るかをコ
アネットワーク３０に知らせるための、携帯電話と基地局間で常時行われる通信）が実行
されると、第１ＶＬＲ３６ａ～第４ＶＬＲ３９ａ及びＨＬＲ３３の携帯電話ごとの位置情
報が更新される。ＨＬＲ３３は、通常の通信の際の着信する（呼び出しする）携帯電話の
場所を特定するために使用される。
【００３６】
　ただし、第１ＶＬＲ３６ａ～第４ＶＬＲ３９ａを省略し、第１基地局１０１～第１２基
地局１１２、若しくは、第１移動交換機３６～第４移動交換機３９から、ＨＬＲ３３に、
第１携帯電話２０１～第５携帯電話２０５の位置情報が送られる形態であってもよい。
【００３７】
　さらに本実施形態では、第１基地局１０１～第１２基地局１１２や、ゲートウェイ交換
機３１や、第１移動交換機３６～第４移動交換機３９を介して、第１携帯電話２０１～第
５携帯電話２０５の位置情報が位置情報振り分けサーバーＡに送信される。
【００３８】
　具体的には、第１携帯電話２０１～第５携帯電話２０５の識別情報（ＩＣＣＩＤ：IC C
ard Identifier、ただし、ＩＭＳＩ：International Mobile Subscriber Identity、ＩＭ
ＥＩ：International Mobile Equipment Identityなどであってもよい）と、第１携帯電
話２０１～第５携帯電話２０５の位置情報（携帯電話若しくは携帯電話と通信した基地局
か当該基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報、測位精度情報、当該緯度経度情報の取
得日時）が、位置情報振り分けサーバーＡに送られる。
【００３９】
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　基地局の緯度経度情報は、当該基地局の通話エリアにおける特定の位置（たとえば、当
該通話エリアの中心若しくは基地局の設置場所）の緯度経度情報を示すもので、予めそれ
ぞれの基地局の緯度経度情報を決定しておく。
【００４０】
　基地局エリアは、たとえば、同じ移動交換機に属する基地局の通話エリアを示すが、更
に広げて、近接する複数の移動交換機に属する基地局の通話エリアを示す形態であっても
よい。
　基地局エリアの緯度経度情報は、当該基地局エリアにおける特定の位置（たとえば、当
該基地局エリアの中心）の緯度経度情報を示すもので、予めそれぞれの基地局エリアの緯
度経度情報を決定しておく。
【００４１】
　携帯電話の識別情報は、数字や記号の文字列で表され、携帯電話に含まれるＳＩＭカー
ド、若しくは携帯電話本体に固有の情報を言う。
　ただし、携帯電話の電話番号と１対１で対応するＩＣＣＩＤを携帯電話の識別情報とし
て用いる方が、携帯電話の端末に固有の情報を携帯電話の識別情報として用いる形態に比
べて、携帯電話の使用者の位置情報として正しいものを得られる可能性が高い。
　なお、携帯電話の電話番号も、携帯電話の識別情報として用いることは可能であるが、
個人を特定することが容易であるため、個人を特定しにくいＩＣＣＩＤを用いることが望
ましい。
【００４２】
　ただし、基地局や基地局エリアの位置情報を携帯電話の位置情報として用いる場合は、
緯度経度情報の代わりに、当該基地局や当該基地局エリアの名称などの識別情報を、位置
情報振り分けサーバーＡに送信し、位置情報振り分けサーバーＡで、基地局や基地局エリ
アの識別情報を緯度経度情報に変換するテーブル（不図示）を記録しておき、当該基地局
又は当該基地局エリアの識別情報を緯度経度情報に変換する形態であってもよい。
【００４３】
　従って、最低限、携帯電話と通信した基地局若しくは当該基地局を含む基地局エリアの
識別情報を位置情報として受信出来れば、位置情報振り分けサーバーＡは、携帯電話ごと
の位置情報（緯度経度情報）を取得することが可能になる。
【００４４】
　ＧＰＳ測位やセルベース測位などで携帯電話自身の位置が特定出来、これが基地局に送
信される場合には、当該携帯電話に含まれるＳＩＭカードの識別番号に対応するＩＣＣＩ
Ｄと、当該携帯電話の緯度経度情報と、当該緯度経度情報の取得日時、測位精度情報：１
（精度が高い）が、当該携帯電話の位置情報とされる。
【００４５】
　そうでない場合には、当該携帯電話に含まれるＳＩＭカードの識別番号に対応するＩＣ
ＣＩＤと、当該携帯電話と通信可能となった基地局の緯度経度情報と、当該携帯電話と当
該基地局とが通信可能となった日時（当該緯度経度情報の取得日時）、測位精度情報：２
（精度が中程度）、若しくは、当該携帯電話に含まれるＳＩＭカードの識別番号に対応す
るＩＣＣＩＤと、当該携帯電話と通信可能となった基地局を含む基地局エリアの緯度経度
情報と、当該携帯電話と当該基地局とが通信可能となった日時（当該緯度経度情報の取得
日時）、測位精度情報：３（精度が低い）が、当該携帯電話の位置情報とされる。
【００４６】
　位置情報振り分けサーバーＡが受信する位置情報は、携帯電話の緯度経度情報、若しく
は、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の識別情報か緯度経度情報、若しくは、基
地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別情報か緯度経度情報を
含み、測位精度情報を含むものであり、位置情報振り分けサーバーＡが位置情報提供サー
バーＢに送信する位置情報は、携帯電話の緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局の
うちで携帯電話と通信した基地局の緯度経度情報か地域名称、若しくは、基地局のうちで
携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報か地域名称を含み、測位精
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度情報を含むことになる。
【００４７】
　測位精度情報を位置情報として含めることで、位置情報提供サーバーＢから提供する位
置情報を測位精度に応じて変化させることが可能になる。
【００４８】
　位置情報の位置情報振り分けサーバーＡへの送信は、第１基地局１０１～第１２基地局
１１２から、若しくは、ゲートウェイ交換機３１から、若しくは、第１移動交換機３６～
第４移動交換機３９から、若しくはＨＬＲ３３から行われる形態が考えられるが、ゲート
ウェイ交換機３１やＨＬＲ３３への負荷軽減のために、図１に示すように、ゲートウェイ
交換機３１、ＨＬＲ３３を介さずに、第１移動交換機３６～第４移動交換機３９から位置
情報振り分けサーバーＡへ位置情報の送信が行われるのが望ましい。
【００４９】
　位置情報の位置情報振り分けサーバーＡへの送信は、一定時間ごとに行われる形態であ
ってもよいし、通信可能となった基地局が切り替わった時や、通信可能となった基地局エ
リアが切り替わった時に行われる形態であってもよい。
【００５０】
　なお、位置登録通信を活用し、ＨＬＲ３３に登録するユーザー情報を更新するために、
携帯電話から基地局や交換機を介してＨＬＲ３３へ送られる位置登録情報の一部が、携帯
電話の識別情報や当該携帯電話の位置情報として、位置情報振り分けサーバーＡに送られ
る形態であってもよい。
【００５１】
　この場合は、通信可能となった基地局が切り替わった時、若しくは、通信可能となった
基地局エリアが切り替わった時に、位置情報について位置情報振り分けサーバーＡへの送
信が行われる。
【００５２】
　ただし、位置情報振り分けサーバーＡに送信する情報は、携帯電話の識別情報と当該携
帯電話の位置情報に限定し、当該携帯電話の契約者（ユーザー）の名称、契約情報は送信
しない。
【００５３】
　位置情報振り分けサーバーＡの通信部Ａ２０は、第１移動交換機３６などから送られて
きた位置情報を受信し、これに基づいて、制御部Ａ３０が、第１位置情報データベースＤ
１を作成し、記録部Ａ１０に記録する（図２参照）。
　第１位置情報データベースＤ１は、第１移動交換機３６などから位置情報が送られてく
るたびに更新される。
【００５４】
　記録部Ａ１０に第１位置情報データベースＤ１が記録されているので、特定の携帯電話
の位置情報を位置情報提供サーバーＢのいずれかに送信する設定が、第１テーブルＴ１に
新たに追加された場合に、第１テーブルＴ１の更新後に当該特定の携帯電話の位置情報を
直ちに位置情報提供サーバーＢに送信することが可能になる（図７のステップＳ１４参照
）。
【００５５】
　本実施形態では、第１携帯電話２０１に含まれるＳＩＭカードのＩＣＣＩＤが“８９８
１　１０００　２２１５　２９６７　７０５”で、第２携帯電話２０２に含まれるＳＩＭ
カードのＩＣＣＩＤが“８０８１　１０００　２３５２　６１７８　１３６”で、第３携
帯電話２０３に含まれるＳＩＭカードのＩＣＣＩＤが“８９８１　１０００　２３５３　
３７８１　１７９”で、第４携帯電話２０４に含まれるＳＩＭカードのＩＣＣＩＤが“８
０８１　１０００　２０６２　０１２４　５３７”で、第５携帯電話２０５に含まれるＳ
ＩＭカードのＩＣＣＩＤが“８９８１　１０００　５２７０　０１１９　１９４”である
ものとして説明する。
【００５６】
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　また、位置情報振り分けサーバーＡの記録部Ａ１０は、携帯電話の識別情報（ＩＣＣＩ
Ｄ）と、位置情報提供サーバーＢ（第１サーバーＢ１、第２サーバーＢ２、第３サーバー
Ｂ３）のうち、携帯電話の識別情報ごとに、位置情報を送信するサーバーを特定する情報
を含む第１テーブルＴ１を有する（識別情報－送信先サーバー変換テーブル、図３参照）
。
【００５７】
　第１テーブルＴ１は、位置情報振り分けサーバーＡと通信可能なパソコンなどの情報端
末を介して、設定されたり更新されたりする形態であってもよいが、位置情報提供サーバ
ーＢのそれぞれで設定された情報に基づいて、設定されたり更新されたりするのが望まし
い。この場合、設定工数を少なくしたり、位置情報提供サーバーＢのそれぞれのサーバー
と第１テーブルＴ１の設定内容を合わせたりすることが可能になる。
【００５８】
　具体的には、事業者と利用者との間で位置情報サービスの契約を行う際などに、位置情
報を取得する携帯電話を指定する内容に基づいて、位置情報提供サーバーＢのそれぞれに
おける使用者や管理者が、位置情報提供サーバーＢと通信可能なパソコンなどの情報端末
を介して、位置情報を取得する携帯電話の識別情報を入力する。もしくは、位置情報提供
サーバーＢが、位置情報を取得する携帯電話と通信して、当該携帯電話の識別情報を取得
する。
【００５９】
　かかる入力操作などに基づいて、第１テーブルＴ１の書き換え情報（たとえば、ＩＣＣ
ＩＤが“８９８１　１０００　２２１５　２９６７　７０５”のＳＩＭカードを含む携帯
電話の位置情報は、第２サーバーＢ２に送信することなど）が、位置情報提供サーバーＢ
から位置情報振り分けサーバーＡに送信される。
　位置情報振り分けサーバーＡは、これに基づいて、第１テーブルＴ１を更新する。
【００６０】
　図３に示す第１テーブルＴ１は、例として、第１携帯電話２０１（ＩＣＣＩＤ：８９８
１　１０００　２２１５　２９６７　７０５）の位置情報は、第２サーバーＢ２と第３サ
ーバーＢ３に送られ、第２携帯電話２０２（ＩＣＣＩＤ：８０８１　１０００　２３５２
　６１７８　１３６）の位置情報は、送り先サーバーが未登録で、第３携帯電話２０３（
ＩＣＣＩＤ：８９８１　１０００　２３５３　３７８１　１７９）の位置情報は、第１サ
ーバーＢ１に送られ、第４携帯電話２０４（ＩＣＣＩＤ：８０８１　１０００　２０６２
　０１２４　５３７）の位置情報は、第１サーバーＢ１と第３サーバーＢ３に送られ、第
５携帯電話２０５（ＩＣＣＩＤ：８９８１　１０００　５２７０　０１１９　１９４）の
位置情報は、第２サーバーＢ２に送られることを表している。
【００６１】
　位置情報振り分けサーバーＡは、第１移動交換機３６などから送られてきた位置情報を
、位置情報提供サーバーＢ（第１サーバーＢ１、第２サーバーＢ２、第３サーバーＢ３）
のうち、第１テーブルＴ１で指定されたサーバーに送信する。
【００６２】
　すなわち、位置情報振り分けサーバーＡの記録部Ａ１０には、第１移動交換機３６など
から、携帯電話の識別情報（ＩＣＣＩＤ）と、当該携帯電話の位置情報（緯度経度、測位
精度など）を受信する受信工程と、位置情報提供サーバーのうちで、第１テーブルＴ１で
指定されたサーバーに、受信した携帯電話の識別情報と位置情報を送信する送信工程と実
行するプログラム（位置情報の振り分けプログラム）がインストールされており、位置情
報振り分けサーバーＡの制御部Ａ３０は、通信部Ａ２０に、当該受信工程や当該送信工程
を実行させる。
【００６３】
　位置情報提供サーバーＢ（第１サーバーＢ１、第２サーバーＢ２、第３サーバーＢ３）
は、それぞれ、位置情報振り分けサーバーＡから送られる携帯電話の位置情報を、当該携
帯電話や、他の情報端末に対して送信する位置情報サービスを提供するサーバーである。
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【００６４】
　位置情報提供サーバーＢのそれぞれは、携帯電話の識別情報と携帯電話の使用者名称や
携帯電話番号との関係を示す第２テーブルＴ２（識別情報－使用者名称変換テーブル、図
４参照）と、緯度経度情報を地域名称に変換する第３テーブルＴ３（緯度経度－地域名称
変換テーブル、図５参照）を有しており、位置情報振り分けサーバーＡから携帯電話ごと
の位置情報と識別情報（ＩＣＣＩＤ）を受信すると、当該識別情報を携帯電話の使用者名
称などに変換した第２位置情報データベースＤ２を作成し、記録する（図６参照）。
【００６５】
　たとえば、第１サーバーＢ１は、災害発生時に、契約者の携帯電話の位置情報を、特定
の情報端末にメールで送信することで位置情報サービスを提供する。
【００６６】
　また、第２サーバーＢ２は、子供や老人など監視対象者の携帯電話の位置情報を、契約
者の情報端末にメールで送信することで位置情報サービスを提供する。
【００６７】
　また、第３サーバーＢ３は、タクシーやトラックなど監視対象物に搭載された携帯電話
の位置情報を、契約者の情報端末のブラウザ上に公開することで位置情報サービスを提供
する。
【００６８】
　図４は、第１サーバーＢ１が有する第２テーブルＴ２の例を示し、図５は、第１サーバ
ーＢ１が有する第３テーブルＴ３の例を示し、図６は、第１サーバーＢ１が有する第２位
置情報データベースＤ２の例を示す。
【００６９】
　第２位置情報データベースＤ２は、位置情報振り分けサーバーＡから位置情報が送られ
てくるたびに更新される。
【００７０】
　第２テーブルＴ２と、第３テーブルＴ３は、位置情報提供サーバーＢと通信可能なパソ
コンなどの情報端末を介して、設定される。
　第３テーブルＴ３における地域名称の表記方法は、第１サーバーＢ１～第３サーバーＢ

３で別々のものであってもよいし、共通のものであってもよい。共通のものである場合は
、緯度経度情報から地域名称への変換を、位置情報振り分けサーバーＡ側で行う形態であ
ってもよい。
【００７１】
　次に、位置情報振り分けサーバーＡが、第１移動交換機３６などから送られてきた位置
情報を、位置情報提供サーバーＢ（第１サーバーＢ１、第２サーバーＢ２、第３サーバー
Ｂ３）に送信する位置情報送信制御手順を、図７のフローチャートを用いて説明する。
【００７２】
　位置情報振り分けサーバーＡは、以下に示すステップＳ１１～Ｓ１５の動作を一定時間
ごと（たとえば、１０ｍｓごと）に実行する。
【００７３】
　サーバーＡの制御部Ａ３０は、位置情報の位置情報振り分けサーバーＡへの送信があっ
たか否かを判断する（ステップＳ１１）。
　たとえば、第３携帯電話２０３が通信状態にある基地局を含む基地局エリアの変更があ
った場合に、変更後の基地局エリアの移動交換機（第２移動交換機３７）から、位置情報
がサーバーＡに送信される。
【００７４】
　位置情報の送信を受けた場合には、サーバーＡの制御部Ａ３０は、かかる位置情報に基
づいて、第１データベースＤ１を更新する（受信工程、ステップＳ１２）。
　位置情報の送信を受けていない場合には、ステップＳ１４に進められる。
【００７５】
　サーバーＡの制御部Ａ３０は、第１テーブルＴ１に基づいて、第１データベースＤ１に
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記録した位置情報のうち、ステップＳ１２で更新した位置情報が、位置情報提供サーバー
Ｂのいずれかに送信するものであるか否かを判断する（ステップＳ１３）。
【００７６】
　たとえば、ステップＳ１２で更新した位置情報が、第３携帯電話２０３（ＩＣＣＩＤ：
８９８１　１０００　２３５３　３７８１　１７９）の位置情報である場合は、位置情報
提供サーバーＢのいずれか（第１サーバーＢ１）に送信するものであると判断され、ステ
ップＳ１５に進められる。
【００７７】
　また、ステップＳ１２で更新した位置情報が、第２携帯電話２０２（ＩＣＣＩＤ：８０
８１　１０００　２３５２　６１７８　１３６）の位置情報である場合は、位置情報提供
サーバーＢのいずれかに送信するものでないと判断され、ステップＳ１４に進められる。
【００７８】
　ステップＳ１４で、位置情報振り分けサーバーＡの制御部Ａ３０は、第１テーブルＴ１
が更新され、新たに位置情報提供サーバーＢのいずれかに位置情報を送信する必要がある
か否かを判断する。
【００７９】
　たとえば、図３に示す現時点の第１テーブルＴ１では、第２携帯電話２０２（ＩＣＣＩ
Ｄ：８０８１　１０００　２３５２　６１７８　１３６）の位置情報については、位置情
報提供サーバーＢのいずれにも送信しない設定がなされているが、新たに、位置情報提供
サーバーＢのいずれか（たとえば、第１サーバーＢ１）に送信する旨の設定を追加するよ
うな第１テーブルＴ１の更新がされた場合には、位置情報を送信する必要があると判断し
て、ステップＳ１５に進められる。
【００８０】
　第１テーブルＴ１が更新されていない、若しくは、第１テーブルＴ１は更新されたが、
新たに、位置情報提供サーバーＢのいずれかに送信する旨の設定が追加されていない場合
には、位置情報を送信する必要が無いと判断して、位置情報送信制御を終了する。
【００８１】
　位置情報振り分けサーバーＡの制御部Ａ３０は、ステップＳ１２で更新した位置情報、
若しくは、ステップＳ１４で送信する必要があると判断した位置情報を、第１テーブルＴ
１に基づいて対応する位置情報提供サーバーＢに送信し、位置情報送信制御を終了する（
送信工程、ステップＳ１５）。
【００８２】
　たとえば、ステップＳ１２で更新した位置情報が、第３携帯電話２０３（ＩＣＣＩＤ：
８９８１　１０００　２３５３　３７８１　１７９）の位置情報である場合は、位置情報
振り分けサーバーＡの制御部は、第１サーバーＢ１に、位置情報を送信する。
【００８３】
　位置情報を受信した位置情報提供サーバーＢは、当該位置情報に基づいて、自身の第２
位置情報データベースＤ２を更新する。更新した第２位置情報データベースＤ２が、位置
情報サービスに用いられる。
【００８４】
　本実施形態では、位置情報振り分けサーバーＡが、位置情報を提供するサーバー（位置
情報提供サーバーＢ）のそれぞれに必要な位置情報を送信するため、通信キャリアの設備
（ここでは第１移動交換機３６～第４移動交換機３９）との通信は、位置情報振り分けサ
ーバーＡだけで済む。
【００８５】
　このため、位置情報を提供するサーバーが増えても、サーバーが増えたことによって、
交換機など通信キャリアの既存の設備から位置情報を発するための負荷は増大しない。
【００８６】
　位置情報は、災害時など、通信回線が混雑する時に必要とされる可能性が高いが、本実
施形態では、通信キャリアの既存の設備から位置情報振り分けサーバーＡに位置情報を送
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信するだけで、位置情報振り分けサーバーＡから位置情報提供サーバーＢの複数のサーバ
ーへ位置情報の送信を行うため、当該通信キャリア内の他の回線の妨げとなる可能性を低
くすることが出来る。
【００８７】
　また、位置情報振り分けサーバーＡをコアネットワーク３０の設備の内部に設けた場合
には、当該コアネットワーク３０を運用する通信キャリアに属する携帯電話の位置情報に
限られるかもしれない。
　位置情報振り分けサーバーＡをコアネットワーク３０の設備の外部に設ければ、１つの
通信キャリアに属する携帯電話の位置情報だけでなく、複数の通信キャリアの設備（移動
基地局など）からの位置情報も受信し、様々な通信キャリアに属する携帯電話の位置情報
を一元管理し、第１位置情報データベースＤ１として記録し、第１テーブルＴ１に基づい
て、位置情報提供サーバーＢのそれぞれに位置情報を送信する形態も考えられる。
【００８８】
　なお、位置情報振り分けサーバーＡは、通信キャリアの基地局や交換機などから、携帯
電話の識別情報ごとに当該携帯電話の位置情報を受信するが、当該携帯電話の使用者名称
などを有しない。
　このため、位置情報振り分けサーバーＡの記録部Ａ１０に記録される携帯電話の識別情
報ごとの位置情報（第１位置情報データベースＤ１）は、単なる文字列に過ぎない識別情
報を使用者名称などに変換するテーブルを持たない限り、有益な位置情報としてこれを利
用することが出来ない。
【００８９】
　位置情報提供サーバーＢでは、第２テーブルＴ２を使って、位置情報振り分けサーバー
Ａから送られてくる携帯電話の識別情報と当該携帯電話の位置情報を、携帯電話の使用者
名称に対応する位置情報として把握することが出来る。
【００９０】
　これにより、位置情報提供サーバーＢは、位置情報提供サーバーＢのサービス提供を受
ける利用者に対して、特定の携帯電話の位置情報を知らせることが可能になる。
【００９１】
　また、位置情報に、携帯電話、若しくは、携帯電話と通信した基地局、若しくは、当該
基地局を含む基地局エリアの高さ情報を含める形態であってもよい。
　図８は、第１位置情報データベースＤ１が、高さ情報（単位：ｍ）を含む例を示す。
【００９２】
　ＧＰＳ測位などで携帯電話自身の高さを特定出来、これが基地局に送信される場合には
、当該携帯電話に含まれるＳＩＭカードの識別番号に対応するＩＣＣＩＤと、当該携帯電
話の緯度経度情報と、当該携帯電話の高さ情報と、当該緯度経度情報や高さ情報の取得日
時、測位精度情報：１（精度が高い）が、当該携帯電話の位置情報とされる。
【００９３】
　そうでない場合には、当該携帯電話に含まれるＳＩＭカードの識別番号に対応するＩＣ
ＣＩＤと、当該携帯電話と通信可能となった基地局の緯度経度情報と、当該基地局の高さ
情報と、当該携帯電話と当該基地局とが通信可能となった日時（当該緯度経度情報や当該
高さ情報の取得日時）、測位精度情報：２（精度が中程度）、若しくは、当該携帯電話に
含まれるＳＩＭカードの識別番号に対応するＩＣＣＩＤと、当該携帯電話と通信可能とな
った基地局を含む基地局エリアの緯度経度情報と、当該基地局エリアの高さ情報と、当該
携帯電話と当該基地局とが通信可能となった日時（当該緯度経度情報や当該高さ情報の取
得日時）、測位精度情報：３（精度が低い）が、当該携帯電話の位置情報とされる。
【００９４】
　基地局の高さ情報は、基地局の通話エリアの平均的な海抜（近隣の港湾などの平均海面
からの高さ）、若しくは、標高（平均海面からの高さ）を示し、基地局エリアの高さ情報
は、基地局エリアの通話エリアの平均的な海抜（近隣の港湾などの平均海面からの高さ）
若しくは、標高（平均海面からの高さ）を示すもので、予めそれぞれの基地局や基地局エ
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リアの高さ情報を決定しておく。
【００９５】
　基地局や基地局エリアの高さ情報は、高さ情報の代わりに、当該基地局や当該基地局エ
リアの名称などの識別情報を、位置情報振り分けサーバーＡに送信し、位置情報振り分け
サーバーＡで、基地局や基地局エリアの識別情報を高さ情報に変換するテーブル（不図示
）を記録しておき、当該基地局又は当該基地局エリアの識別情報を高さ情報に変換する形
態であってもよい。
【００９６】
　従って、最低限、携帯電話と通信した基地局若しくは当該基地局を含む基地局エリアの
識別情報を位置情報として受信出来れば、位置情報振り分けサーバーＡは、携帯電話ごと
の位置情報（緯度経度情報と高さ情報）を取得することが可能になる。
【００９７】
　位置情報振り分けサーバーＡが受信する位置情報は、携帯電話の高さ情報、若しくは、
基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の識別情報か高さ情報、若しくは、基地局のう
ちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの識別情報か高さ情報を含み、位置情
報振り分けサーバーＡから位置情報提供サーバーＢに送信する位置情報は、携帯電話の高
さ情報、若しくは、基地局のうちで携帯電話と通信した基地局の高さ情報、若しくは、基
地局のうちで携帯電話と通信した基地局を含む基地局エリアの高さ情報をさらに含むこと
になる。
【００９８】
　位置情報に高さ情報を付加することにより、津波や高潮などの危険予測にも役立てるこ
とが可能になる。
【符号の説明】
【００９９】
　１　位置情報送信システム
　１０　無線アクセスネットワーク
　３０　コアネットワーク
　３１　ゲートウェイ交換機
　３３　ＨＬＲ
　３６～３９　第１移動交換機～第４移動交換機
　３６ａ～３９ａ　第１ＶＬＲ～第４ＶＬＲ
　１０１～１１２　第１基地局～第１２基地局
　２０１～２０５　第１携帯電話～第５携帯電話
　Ａ　位置情報振り分けサーバー
　Ａ１０　記録部
　Ａ２０　通信部
　Ａ３０　制御部
　Ｂ　位置情報提供サーバー
　Ｂ１～Ｂ３　第１サーバー～第３サーバー
　Ｄ１、Ｄ２　第１位置情報データベース、第２位置情報データベース
　Ｔ１　第１テーブル（識別情報－送信先サーバー変換テーブル）
　Ｔ２　第２テーブル（識別情報－使用者名称変換テーブル）
　Ｔ３　第３テーブル（緯度経度－地域名称変換テーブル）
【要約】
【課題】　通信キャリアの設備への負荷を増やさずに、位置情報を提供出来る位置情報振
り分けサーバーなどを提供する。
【解決手段】　位置情報振り分けサーバーＡは、基地局、交換機、ＶＬＲ、若しくはＨＬ
Ｒから、携帯電話の識別情報と、携帯電話の位置情報を受信する通信部Ａ２０を備える。
携帯電話の識別情報ごとに、位置情報提供サーバーＢのうちで、位置情報を送信するサー
バーを特定する情報を含む第１テーブルＴ１を記録する記録部Ａ１０を備える。位置情報
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提供サーバーＢは、位置情報振り分けサーバーＡから送られる位置情報を、情報端末に対
して送信する位置情報サービスを提供するサーバーであり、通信部Ａ２０が、携帯電話の
識別情報と位置情報を受信した時に、位置情報提供サーバーＢのうちで、第１テーブルＴ
１に示されたサーバーに対して、携帯電話の識別情報と位置情報を送信する。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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