
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータから位置情報の要求を含む下りのデータを移動通信網を介して移動通信端
末が受信する受信ステップと、
　前記移動通信端末が、前記下りのデータにユーザの状態に関する情報を要求する文字列
が含まれているかどうかを検出するステップと、
　前記移動通信端末が自己の位置を示す位置情報を取得する取得ステップと、
　前記移動通信端末が、前記取得した位置情報に基づいて自端末のユーザの状態を判断す
る判断ステップと、
　前記移動通信端末が、前記取得した位置情報と前記判断ステップにて判断した前記ユー
ザの状態に関する情報とを前記受信したデータに付加し、上りのデータとして前記コンピ
ュータに送信する送信ステップと
　を備えることを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項２】
　請求項１記載の位置情報通知方法において、
　前記移動通信端末は、複数の占有物が属するカテゴリと、ユーザの状態に関する情報と
を予め対応付けて記憶手段に記憶しており、
　前記判断ステップにおいて、前記移動通信端末は、取得した位置情報が示す位置を占め
る占有物のカテゴリを判定し、判定したカテゴリに対応するユーザの状態に関する情報を
前記記憶手段に記憶されている内容を参照して求めることによって、自端末のユーザの状
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態を判断する
　ことを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項３】
　請求項１記載の位置情報通知方法において、
　前記移動通信端末は、空間における複数の線分を示す線情報及び各々の線分の幅方向の
許容範囲の組と、その組によって表される空間を占める占有物が属するカテゴリと、ユー
ザの状態を表す情報とを予め対応付けて記憶手段に記憶しており、
　前記判断ステップにおいて、前記移動通信端末は、前記記憶手段によって記憶されてい
る内容に基づいて、取得した位置情報によって示される位置が前記線情報及び前記許容範
囲のいずれの組に含まれるかを特定し、特定した組に対応する占有物が属するカテゴリを
判定し、判定したカテゴリに対応するユーザの状態を表す情報を求めることによって、自
端末のユーザの状態を判断する
　ことを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項４】
　請求項１記載の位置情報通知方法において、
　移動通信端末は、空間における複数の点を示す点情報及び各々の点を中心とした円の径
方向の許容範囲の組と、その組によって表される位置を占める占有物が属するカテゴリと
、ユーザの状態を表す情報とを予め対応付けて記憶手段に記憶しており、
　前記判断ステップにおいて、前記移動通信端末は、前記記憶手段によって記憶されてい
る内容に基づいて、取得した位置情報によって示される位置が前記点情報及び前記許容範
囲のいずれの組に含まれるかを特定し、特定した組に対応する占有物が属するカテゴリを
判定し、判定したカテゴリに対応するユーザの状態を表す情報を求めるによって、自端末
のユーザの状態を判断する
　ことを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項５】
　コンピュータから位置情報の要求を含む下りのデータを移動通信網を介して移動通信端
末が受信する受信ステップと、
　前記移動通信端末が、前記下りのデータにユーザの状態に関する情報を要求する文字列
が含まれているかどうか検出するステップと、
　前記移動通信端末が、前記下りのデータから前記文字列を検出した場合には、ユーザに
自己の状態を選択するように促す一方、自己の位置を示す位置情報を取得する取得ステッ
プと、
　前記移動通信端末において、前記取得した位置情報と選択されたユーザの状態に関する
情報とを前記受信したデータに付加し、上りのデータとして前記コンピュータに送信する
送信ステップと
　を備えることを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項６】
　請求項１ に記載の位置情報通知方法において、
　前記移動通信端末が、前記下りデータに位置情報取得時間を要求する文字列が含まれて
いるかどうかを検出するステップを備え、
　前記取得ステップにおいて、前記移動通信端末は前記位置情報の取得時間をさらに取得
し、
　前記送信ステップにおいて、前記移動通信端末は取得した位置情報の取得時間をさらに
付加して送信する
　ことを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項７】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記下りのデータは、位置情報を送信する宛先を示す情報を含んでおり、
　前記送信ステップにおいて、前記移動通信端末は前記宛先に対して前記上りのデータを
送信することを特徴とする位置情報通知方法。
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【請求項８】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記送信ステップにおいて、前記移動通信端末は前記下りのデータを受信後、前記位置
情報を所定の時間間隔で取得し、送信することを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項９】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記取得ステップにおいて、前記移動通信端末がグローバルポジショニングシステムを
用いて自己の位置を生成することを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項１０】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記取得ステップは、
　前記移動通信端末が、前記移動通信網側の所定のノードに対し、位置情報を生成するこ
とを要求するリクエスト信号を送信するリクエスト送信ステップと、
　前記リクエスト信号に応答して前記所定のノードによって生成され送信されてくる位置
情報を、前記移動通信端末が受信する位置情報受信ステップと
　からなることを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項１１】
　請求項 に記載の位置情報通知方法において、
　前記移動通信端末がグローバルポジショニングシステムを構成する複数の衛星から送信
される電波を受信するステップを備え、
　前記リクエスト送信ステップにおいて、前記移動通信端末は、前記受信した複数の電波
に含まれる情報を前記リクエスト信号とともに送信し、前記所定のノードによって前記複
数の電波に含まれる情報が用いられて前記位置情報が生成されることを特徴とする位置情
報通知方法。
【請求項１２】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記コンピュータは、前記移動通信端末の位置に関連する位置関連情報を前記移動通信
端末に提供する情報提供サーバであることを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項１３】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記コンピュータは、ネットワークに接続され、無線または有線によりデータ授受可能
な端末であることを特徴とする位置情報通知方法。
【請求項１４】
　請求項１ 記載の位置情報通知方法において、
　前記移動通信端末は無線により通話を行う携帯電話機であることを特徴とする位置情報
通知方法。
【請求項１５】
　コンピュータから位置情報の要求を含む下りのデータを移動通信網を介して受信する受
信手段と、
　前記受信手段によって受信された前記下りのデータに、ユーザの状態に関する情報を要
求する文字列が含まれているかどうかを検出する検出手段と、
　自己の位置を示す位置情報を取得する取得手段と、
　取得した前記位置情報に基づいて自己のユーザの状態を判断する判断手段と、
　前記取得手段によって取得した前記位置情報と前記判断手段によって判断したユーザの
状態に関する情報とを前記受信したデータに付加し、上りのデータとして前記コンピュー
タに送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする移動通信端末。
【請求項１６】
　コンピュータから位置情報の要求を含む下りのデータを移動通信網を介して移動通信端
末が受信する受信手段と、
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　前記受信手段によって受信された前記下りのデータに、ユーザの状態に関する情報を要
求する文字列が含まれているかどうかを検出する検出手段と、
　前記下りのデータから前記文字列を検出した場合には、ユーザに自己の状態を選択する
ように促す手段と、
　自己の位置を示す位置情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得した位置情報と選択されたユーザの状態に関する情報とを前
記受信したデータに付加し、上りのデータとして前記コンピュータに送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする移動通信端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動通信端末の位置情報を通知するための位置情報通知方法及び移動通信端末
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　セルラ電話等の移動通信網は、移動通信端末が現在どの位置に存在しているかを把握す
ることが可能である。近年、この種の移動通信網において取得される位置情報を利用して
情報提供サービスを行うシステムが各種提案されている。この種のサービスの１つとして
、ＰＨＳ（ Personal Handy-phone System：登録商標）を対象としたサービスとして、老
人や幼児などの測位対象者の現在位置を測位して報告する現在位置検索サービス、現在位
置に関連したコンテンツを配信するサービス、自分自身が測位対象者であるユーザまたは
ユーザ以外の測位対象者の現在位置に関連したサービスを提供する位置情報サービスがあ
る。
　ところで、位置情報サービスを実施するためには、測位対象者の現在位置の測位を行う
必要がある。この測位は、測位対象者に携帯端末、ＰＨＳ、通信・自位置測位機能付ＰＤ
Ａなどの移動通信端末を所持させ、測位装置がこの移動通信端末との間で測位のための信
号の授受を行うことにより遂行されるのが一般的である。ところが、この測位の方式は測
位対象者が所持している移動通信端末の種類により様々である。このため、これまでの位
置情報サービスの提供者であるサービス事業者は、特定の種類の移動通信端末を所持して
いる測位提供者のみを対象として位置情報サービスを提供していた。また、サービス事業
者は、様々な移動通信端末を所持した多くの測位対象者を対象として位置情報サービスを
提供する場合には、そのような移動通信端末の各種類に対応した測位手段を用意しなけれ
ばならず、位置情報サービスの提供のためのコストが嵩むという問題があった。また、位
置情報サービスの内容により、要求される位置情報の表現形式が異なっている場合があり
、例えばあるサービスを提供するためには緯度経度により表現された位置情報が好ましく
、別のサービスを提供するためには住所（文字列）により表現された位置情報が好ましい
、といったことがある。このような場合、位置情報サービスの提供者は、提供する各サー
ビス毎に各々適した表現形式の位置情報を生成する手段を設けなければならない。このよ
うにサービス事業者は、位置情報サービスを提供するために多大な負担を強いられている
のが現状である。また、ユーザにとっても位置情報サービスを受ける際に、サービス事業
者の方式に応じて、測位方式やコンテンツのアクセス方法などを指示しなければならない
という煩雑さがあった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、このような背景の下になされたもので、ネットワークの統合化に向けて位置
情報提供の共通プラットフォームを提供すべく、移動通信端末の位置情報を様々なコンピ
ュータに供給するためのインターフェースプロトコルを提案することにある。
　さらに、移動通信端末の位置情報をオープンな形で様々なコンピュータに提供するとな
ると、ユーザのプライバシーに関する新たな問題が発生し、その取り扱いには十分なセキ
ュリティ対策が要求される。
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　このことから、本発明の別の目的は、移動通信端末の位置情報に関するセキュリティを
確保しつつ、当該位置情報をコンピュータに供給することにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するため、本発明は、コンピュータから位置情報の要求を含む下り
のデータを移動通信網を介して移動通信端末が受信する受信ステップと、前記移動通信端
末が、前記下りのデータにユーザの状態に関する情報を要求する文字列が含まれているか
どうかを検出するステップと、前記移動通信端末が自己の位置を示す位置情報を取得する
取得ステップと、前記移動通信端末が、前記取得した位置情報に基づいて自端末のユーザ
の状態を判断する判断ステップと、前記移動通信端末が、前記取得した位置情報と前記判
断ステップにて判断した前記ユーザの状態に関する情報とを前記受信したデータに付加し
、上りのデータとして前記コンピュータに送信する送信ステップとを備えることを特徴と
する位置情報通知方法を提供する。
　また、本発明は、コンピュータから位置情報の要求を含む下りのデータを移動通信網を
介して移動通信端末が受信する受信ステップと、前記移動通信端末が、前記下りのデータ
にユーザの状態に関する情報を要求する文字列が含まれているかどうか検出するステップ
と、前記移動通信端末が、前記下りのデータから前記文字列を検出した場合には、ユーザ
に自己の状態を選択するように促す一方、自己の位置を示す位置情報を取得する取得ステ
ップと、前記移動通信端末において、前記取得した位置情報と選択されたユーザの状態に
関する情報とを前記受信したデータに付加し、上りのデータとして前記コンピュータに送
信する送信ステップとを備えることを特徴とする位置情報通知方法を提供する
　 発明によれば、移動通信端末の位置情報を標準のインターフェースプロトコルとして
コンピュータに供給することができる
【０００５】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
　ただし、以下に説明する実施形態は本発明の一例にすぎず、本発明はその技術思想の範
囲内で種々の形態をとりうる。
Ａ：第１実施形態
Ａ－１：第１実施形態の構成
（１）システム全体の構成
　図１は、第１実施形態に用いられる移動通信システム全体の構成を示すブロック図であ
る。
　この移動通信システムは、移動局１０１、移動電話網２００、移動パケット通信網３０
０、インターネット４００、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・を有している。本実施
形態では、上記移動パケット通信網３００及び移動電話網２００を総称して移動通信網と
呼ぶ。
　移動局１０１は、携帯電話やＰＨＳのような移動通信端末であり、移動電話網２００の
通話サービス及び移動パケット通信網３００のパケット通信サービスを受ける。図２に示
すように、この移動局１０１は、移動通信網の基地局との無線通信を行う無線部１０１ａ
、ユーザが音声通話を行うための音声入出力部１０１ｃ、液晶パネル等で構成された情報
表示部１０１ｄ、数字入力、文字入力等の情報入力操作が行われる操作部１０１ｅ、図示
せぬアンテナや受信器からなるＧＰＳ受信部１０１ｆ、タイマ１０１ｇ等を備えるほか、
これら各部を制御するマイクロコンピュータ１０１ｂを内蔵している。
　また、マイクロコンピュータ１０１ｂは、文書データ閲覧用のソフトウェア（いわゆる
ブラウザ）を記憶しており、インフォメーション・プロバイダ（以下、ＩＰと略す）から
移動パケット通信網３００を介しＨＴＭＬ（ Hyper Text Markup Language）形式のデータ
（以下、ＨＴＭＬデータという）を取得し、これに基づいて対話画面を情報表示部１０１
ｄに表示させる。
　マイクロコンピュータ１０１ｂは内蔵のメモリ（図示略）に測位プログラム及びＩＰ情
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報を格納している。測位プログラムは、ＧＰＳ受信部１０１ｆが受信した電波に含まれる
情報に基づいて測位を行うためのものであり、マイクロコンピュータ１０１ｂは、この測
位プログラムを実行して移動局１０１の位置情報を算出するようになっている。この際、
タイマ１０１ｇは、ＧＰＳ受信部１０１ｆが図示せぬＧＰＳ衛星から送出される電波を受
信した時刻を計測するために用いられる。
【０００６】
　また、移動局１０１のメモリには、図３に示すような公開ＩＰ情報データベースが格納
されている。移動局１０１のユーザは、予め、ＩＰサーバ５００が提供するサービス契約
画面を確認し、ＩＰサーバ５００と位置関連情報提供サービスを受けるための契約を行う
。この契約がなされると、ＩＰサーバ５００は、当該サーバのホスト名を公開ＩＰ情報と
して公開ＩＰ情報データベースに記憶するように移動局１０１に指示し、移動局１０１は
この指示に応じて公開ＩＰ情報データベースに上記ホスト名を格納する。移動局１０１は
、この公開ＩＰ情報データベースを参照して位置情報の公開可否判定を行う。このように
、公開ＩＰ情報に基づいて位置情報の公開可否判定を行うのは、ユーザが意図しないＩＰ
サーバ５００に対し位置情報を送信することを防止するという理由による。
　同図に示すように、公開ＩＰ情報データベースには、「ＩＰサーバ名」毎に、「ホスト
名：ＵＲＬ (Uniform Resource Locator)」、「サービス名」、「位置情報公開フラグ」が
格納されている。また、公開ＩＰ情報データベースには、「ユーザ許諾フラグ」が含まれ
ている。
　位置情報公開フラグは、移動局１００の位置情報の公開対象になっているＩＰサーバ５
００（即ち、移動局１００の位置情報の取得が可能なＩＰサーバ５００）についてオン設
定される。
　例えば、同図において、ＩＰサーバ５００Ａ及びＩＰサーバ５００Ｂは、位置関連情報
提供サービスを行うＩＰサーバであり、ＩＰサーバ５００Ｃは、広域情報提供サービスを
行うＩＰサーバである。
　ここで、広域情報とは情報の提供先がどこに位置しているかに依存せず、同じ内容で提
供される情報という意味であり、広域情報提供サービスとは、移動局１００の位置情報に
依存しないサービスのことである。この広域情報提供サービスには、例えば、全国ニュー
スの配信サービス等がある。一方、位置関連情報提供サービスとは、移動局１００の位置
に依存するサービスであり、前述したようなレストラン情報等を提供するようなサービス
である。
【０００７】
　同図に示すように、ＩＰサーバ５００Ａ及びＩＰサーバ５００Ｂは位置情報を取得可能
なＩＰサーバであるため（即ち、ＩＰサーバ５００Ａ及びＩＰサーバ５００Ｂは位置情報
の公開対象であるため）、位置情報公開フラグがオン設定されることになる。一方、ＩＰ
サーバ５００Ｃは移動局１００の位置情報を取得しないサーバであるため（即ち、ＩＰサ
ーバ５００Ｃは位置情報の公開対象でないため）、位置情報公開フラグはオフ設定されて
いる。
　また、ユーザ許諾フラグは、移動局１００の位置情報の公開対象となっているすべての
ＩＰサーバ５００について共通に設定され、位置情報公開フラグがオンとなっているＩＰ
サーバ５００Ａまたは５００Ｂ対して位置情報を公開する際に事前に移動局１００のユー
ザの許諾を要する場合にオン設定される。ユーザによっては自らの位置情報を知られたく
ない場合もあり、そのような場合にユーザの意に反して移動局１００の位置情報がＩＰサ
ーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に公開されることを防止するために、ユーザは、所定のキ
ー操作によりユーザ許諾フラグをオン設定しておくことができる。一方、このユーザ許諾
フラグがオフ設定になっている場合、位置情報公開フラグがオン設定となっているＩＰサ
ーバ５００Ａ、５００Ｂに対しては無条件に位置情報が与えられることになる。
　このように、位置情報の公開対象となっているＩＰサーバ５００であっても、必ずしも
移動局１００の位置情報をユーザの許諾なしに取得できる訳ではなく、ユーザ許諾フラグ
の設定次第で、事前にユーザによる許諾が必要な場合がある。
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　なお、この公開ＩＰ情報データベースに登録されていないＩＰサーバ５００については
、上記のような公開基準となるべきフラグ情報等が存在しないが、移動局１０１のマイク
ロコンピュータ１０１ｂは、公開ＩＰ情報データベースに登録されていないＩＰサーバ５
００については位置情報公開フラグがオフ設定であると判断する（即ち、位置情報の公開
対象とはしない）。
【０００８】
　図１において、移動電話網２００は、移動局１０１に対して通話サービスを提供するた
めの通信網であり、移動局１０１は、この移動電話網２００、もしくは、該網２００及び
図示しない固定電話網を介して通話サービスを受けることができる。
　この移動電話網２００は、基地局２１０、交換局２２０、ホームメモリ２３０及びこれ
らを結ぶ通信線等から構成される。
　基地局２１０は、通話サービスエリア内に間隔を空けて多数設置され、各基地局２１０
には基地局ＩＤが付されている。この基地局２１０は、各々の無線ゾーンに在圏する移動
局１０１と無線通信を行う。
　交換局２２０は複数の基地局２１０を収容し、各基地局の無線ゾーンに在圏する移動局
１０１の通信回線の交換処理を行う。この交換局２２０は、自己が収容する各基地局２１
０の無線ゾーンに在圏している移動局１０１を把握するために在圏情報テーブル２２１を
備えている。
　ホームメモリ２３０には、加入者情報、位置登録情報、課金情報等の種々の情報がデー
タベースとして登録されている。
　位置登録情報は、各移動局１０１が所在する網内のエリアを示す情報であり、位置登録
データベース２３１に格納されている。
　移動パケット通信網３００は、移動局１０１に対してパケット通信サービスを提供する
ための通信網であり、前述の基地局２１０、交換局２２０、ホームメモリ２３０等の他、
パケット加入者処理装置３１０、ゲートウェイサーバ３３０及びこれらを結ぶ通信線から
構成されている。
　パケット加入者処理装置３１０は、装置構成上は前述の交換局２２０に含まれるコンピ
ュータシステムであり、各々に固有のパケット加入者処理装置ＩＤを有している。
　このパケット加入者処理装置３１０は、移動局１０１からのパケット交換要求を受けて
、受け付けたパケット交換要求の正当性を確認したうえで上記パケット交換を中継する処
理等を行う。
【０００９】
　ゲートウェイサーバ３３０は、移動パケット通信網３００をインターネット４００等の
他のネットワークと相互接続するための移動パケット関門中継交換局（図示せず）に備え
られたコンピュータシステムであり、複数のネットワーク間で異なる通信プロトコルの変
換を行いつつ、ネットワーク間でデータ授受を仲介する。具体的には、このゲートウェイ
サーバ３３０は、移動パケット通信網３００用の伝送プロトコルと、インターネット４０
０の標準通信プロトコルであるＴＣＰ／ＩＰとの相互変換を行う。
　また、ゲートウェイサーバ３３０は、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・等が移動局
１０１のユーザに対して提供する各種サービスのメニューを提示するためのメインメニュ
ー画面データを保持しており、移動局１０１からの要求に応じて該データを移動局１０１
に送信する。このメインメニュー画面データはＨＴＭＬ形式のデータであり、各メインメ
ニュー項目には、それらの各メニュー項目に対応するサービスを実行するＩＰサーバ５０
０Ａ、５００Ｂ・・・のホスト名を含むＵＲＬが埋め込まれている。
【００１０】
　ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、ＩＰが運用するサーバシステムであり、ユー
ザに提供すべき情報をＨＴＭＬ形式のデータとしてインターネット４００に送出する。
　本実施形態においては、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、移動局１０１の位置
に応じた位置関連情報を移動局１０１に提供するサーバであり、種々の位置関連情報を格
納する位置関連情報データベース５１０Ａ、５１０Ｂ・・・を備える。そして、ＩＰサー
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バ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、移動局１０１から通知される移動局１０１の位置情報を
基に位置関連情報データベース５１０Ａ、５１０Ｂ・・・を検索し、検索の結果得られた
位置関連情報をインターネット４００等を介して移動局１０１に送信するようになってい
る。
　また、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、自らが実行するサービスのメニューを
ユーザに提示するためのＨＴＭＬ形式のサブメニュー画面データを記憶しており、移動局
１０１がＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・にアクセスすると、記憶しているサブメニ
ュー画面を移動局１０１に送信するようになっている。
【００１１】
　図４Ａは、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・が移動局１０１に送信するＨＴＭＬ形
式のサブメニュー画面データの一例を示す図であり、図４Ｂは、その画面データに基づい
て移動局１０１に表示されるサブメニュー画面の図である。
　図４Ｂに示すように、サブメニュー項目には、例えば、「レストラン情報」、「映画館
情報」、「美術館情報」、「追跡情報提供登録」等がある。これらのサブメニュー項目の
内、「レストラン情報」、「映画館情報」、「美術館情報」は、移動局１０１の位置情報
に応じてレストラン情報等を移動局１０１のユーザに提供するためのものである。
　このサブメニュー項目の各々には、対応するハイパーリンク文字列が埋め込まれている
。
　例えば、ユーザが、図４Ｂに示すサブメニュー画面の中から「レストラン情報」を選択
すると、移動局１０１から「レストラン情報」に埋め込まれているハイパーリンク文字列
（図４Ａ参照）の「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/restaurant.cgi?area=NULLAREA」がゲー
トウェイサーバ３３０等を介して、ホスト名「 xxx.co.jp」が示すＩＰサーバ５００Ａ、
５００Ｂ・・・のいずれかに送信されるようになっている。
　このハイパーリンク文字列の最後には「 NULLAREA」というデータ列が含まれているが、
このデータ列「 NULLAREA」は、移動局１０１において移動局１０１の位置情報に置換され
て、ホスト名が示すＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に送信されるためのものであり
、以下、「位置情報置換データ列」と呼ぶ。
【００１２】
（２）ゲートウェイサーバ３３０の構成
　図５は、ゲートウェイサーバ３３０の構成を示すブロック図である。
　このゲートウェイサーバ３３０は、インタフェース部３２１、加入者情報管理部３２２
、データ配信管理部３２３、及びこれらを相互に接続するバス３２６等により構成されて
いる。
　インタフェース部３２１は、移動パケット通信網３００とインターネット４００等の他
ネットワークとの間のプロトコル変換を行うなど、ネットワーク間のインタフェースとし
て機能する。
　加入者情報管理部３２２は、前述のホームメモリ２３０を参照して得られる加入者情報
を記憶、管理している。
　データ配信管理部３２３は、移動局１０１どうしの間、移動局１０１とインターネット
４００及びその他のネットワークとの間、或いは、移動局１０１とＩＰサーバ５００Ａ、
５００Ｂ・・・等との間のデータ配信処理を管理する。
　また、データ配信管理部３２３は、前述のメインメニュー画面データを記憶しており、
移動局１０１からのリクエスト信号に応じて該画面データを移動局１０１に送信する。例
えば、このメインメニュー項目には、移動局１０１の位置に関連する位置関連情報を提供
する「位置関連情報サービス」の他に、ニュースの配信を行う「ニュース配信サービス」
等がある。
【００１３】
　ここで、移動局１０１がＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・にアクセスする方法には
、ユーザが移動局１０１に表示されるメインメニュー画面の中から所望のメインメニュー
項目を選択して行う方法と、ユーザが移動局１０１のキーパッドを用いて所望のＩＰサー
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バ５００Ａ、５００Ｂ・・・のＵＲＬを直接入力して行う方法の２通りある。
　まず、ユーザが移動局１０１に表示されるメインメニュー画面の中からメインメニュー
項目を選択する場合、移動局１０１は、そのメインメニュー項目に埋め込まれているＵＲ
Ｌを含むリクエスト信号をゲートウェイサーバ３３０に送信し、ゲートウェイサーバ３３
０のデータ配信管理部３２３は、受信したリクエスト信号に含まれるＵＲＬのホスト名に
基づいてＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・のいずれかにアクセスするようになってい
る。
　また、ユーザがアクセスしたいＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・のＵＲＬを移動局
１０１に直接入力する場合は、移動局１０１は入力されたＵＲＬを含むリクエスト信号を
ゲートウェイサーバ３３０に送信し、ゲートウェイサーバ３３０のデータ配信管理部３２
３は受信したリクエスト信号に含まれるＵＲＬのホスト名に基づいてＩＰサーバ５００Ａ
、５００Ｂ・・・のいずれかにアクセスするようになっている。
　上記のいずれかの方法により移動局１０１がＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・にア
クセスすると、前述したようにＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、記憶しているサ
ブメニュー画面を移動局１０１に送信するようになっている。
【００１４】
（５）位置関連情報データベース５１０の構成
　次に、図６は、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・が備える位置関連情報データベー
ス５１０Ａ、５１０Ｂ・・・のフォーマット図である。
　この位置関連情報データベース５１０Ａ、５１０Ｂ・・・には、各地域毎の「地域コー
ド」と、該地域コードに対応する「地域名」及び「位置関連情報」が格納されている。
　ここで、各地域を区分けする基準には、例えば、市町村名等の行政区分によるものや、
郵便番号によるものや、緯度・経度により分割されるものなど種々のものが考えられる。
同図においては、地域コード「 CODE001」は行政区分の１つである「渋谷区１丁目」を示
し、その渋谷区内１丁目にある「レストラン」、「映画館」、「美術館」等の「建物名」
、「住所」、「電話番号」、「催し物」等の情報が位置関連情報データベース５１０に格
納されている。
【００１５】
Ａ－２：第１実施形態の動作
　次に、図７に示すフローを参照しながら、上記構成からなる第１実施形態の動作につい
て説明する。
　まず、ユーザが移動局１０１に表示されるメインメニュー画面の中から所望のメインメ
ニュー項目を選択することにより、或いは、ユーザが移動局１０１に所望のＩＰサーバ５
００Ａ、５００Ｂ・・・のＵＲＬを直接入力することにより、移動局１０１は当該メニュ
ー項目に対応したＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・（ここではＩＰサーバ５００Ａ（
ホスト名： xxx.co.jp）とする）にアクセスする。次いで、ＩＰサーバ５００Ａは移動局
１０１からのアクセスに応答して、記憶しているサブメニュー画面データ（例えば図４Ａ
に示す画面データ）をゲートウェイサーバ３３０を介して移動局１０１に送信する。移動
局１０１はそれを受信し、マイクロコンピュータ１０１ｂが、受信したデータに基づいて
情報表示部１０１ｄにサブメニュー画面（図４Ｂ）を表示することにより、図７に示す処
理を開始する。
　情報表示部１０１ｄに表示されているサブメニュー画面の中から、ユーザがキー操作を
行って所望のメニュー項目を選択すると、マイクロコンピュータ１０１ｂの処理はステッ
プＳａ１に進み、上記キー操作が受け付けられる。ここでは、例えば図４Ｂに示すメニュ
ーの中から「レストラン情報」というメニュー項目が選択されたとする。
　次いで、ステップＳａ２において、マイクロコンピュータ１０１ｂは、選択されたメニ
ュー項目に埋め込まれているハイパーリンク文字列内に位置情報置換データ列「 NULLAREA
」が含まれているか否かを判断する。ここでは、図４Ａに示すように、ハイパーリンク文
字列が「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/restaurant.cgi?area=NULLAREA」であるので、ステ
ップＳａ２の判定結果は「ＹＥＳ」となり、ステップＳａ３に進む。
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　一方、ハイパーリンク文字列内に位置情報置換データ列が含まれていない場合は、ステ
ップＳａ４に進み、選択されたメニュー項目に応じた処理へ移行するが、これは本発明の
内容とは関係がないので説明を省略する。
【００１６】
　ステップＳａ３において、公開ＩＰ情報データベース（図３）を参照することにより、
位置情報の送信先であるＩＰサーバ５００Ａが、移動局１０１の位置情報の公開先である
か否かを判断する。具体的には、ハイパーリンク文字列内のホスト名（ＵＲＬ）について
、公開ＩＰ情報データベースの位置情報公開フラグが、オン設定されているか否かによっ
て判断される。ここでは、ホスト名「 xxx.co.jp」については、公開ＩＰ情報データベー
スの位置情報公開フラグがオン設定となっているものとして、処理はステップＳａ３ａに
進む。
　ステップＳａ３ａにおいて、位置情報の公開先ＩＰサーバ５００Ａに位置情報を送信す
る前に、事前にユーザの許諾を要するか否かが判定される。具体的には、前述したように
、公開ＩＰ情報データベースのユーザ許諾フラグがオンになっている場合ユーザの許諾を
必要とすることを意味し、処理はステップＳａ５に進む。一方、ユーザ許諾フラグがオフ
設定となっている場合、ユーザによる許諾は不要であると判定され、ステップＳａ７に進
む。
　ここでは、ユーザ許諾フラグがオン設定になっているものと仮定すると、ユーザによる
事前の許諾が必要なので、ステップＳａ５において、位置情報の送信に関してユーザの許
諾を得るための送信許諾画面が、情報表示部１０１ｄに表示される。これは、位置情報の
公開先として登録されているＩＰサーバ５００であっても、ユーザが位置情報を送信した
くない場合があることを考慮してなされる処理である。これにより、ユーザに位置情報を
送信する意思があることが、移動局１０１が位置情報を送信しようとする度に確認される
ことになる。
　ユーザにより送信許諾の可否についてのキー操作がなされると、ステップＳａ６に進み
、位置情報の送信可否が判断される。ここでは、送信可の旨のキー操作がなされたものと
してステップＳａ７に進む。
【００１７】
　ステップＳａ７において、マイクロコンピュータ１０１ｂは、ＧＰＳ受信部１０１ｆを
作動させて少なくとも３機のＧＰＳ衛星から送出される電波を受信する。次いで、測位プ
ログラムを起動し、上記電波に基づいて移動局１０１の位置情報を生成する。
　具体的には、ＧＰＳ衛星から送出される電波には、各ＧＰＳ衛星の識別情報と、当該電
波の送出時刻とが含まれている。マイクロコンピュータ１０１ｂは、電波を受信した時刻
をタイマ１０１ｇから読み取り、当該電波の送出時刻と受信時刻との差分から、当該電波
を送出したＧＰＳ衛星から移動局１０１までの距離を算出する。このような処理が、少な
くとも３機のＧＰＳ衛星から送出される電波について行われ、これにより、これらのＧＰ
Ｓ衛星から移動局１０１までの距離が算出される。一方、各ＧＰＳ衛星の所在位置は既知
であるので、各ＧＰＳ衛星の所在位置からそれぞれ算出された距離だけ隔てた位置が、移
動局１０１の位置情報として定められる。
　このようにして、例えば「 N35.43.21.99E141.43.21.99」という位置情報が生成された
ものとする。
【００１８】
　次いで、処理はステップＳａ８に進み、ハイパーリンク文字列内の位置情報置換データ
列「 NULLAREA」が、生成された位置情報「 N35.43.21.99E141.43.21.99」に置換される。
　次に、処理はステップＳａ９に進み、ハイパーリンク文字列「 http://xxx.co.jp/cgi-b
in/restaurant.cgi?area=N35.43.21.99E141.43.21.99」を含むリクエスト信号が生成され
、ゲートウェイサーバ３３０を介してＩＰサーバ５００Ａに送信される。ＩＰサーバ５０
０Ａは、受信したリクエスト信号に応答して位置関連情報アプリケーションを起動し、上
記信号に含まれる位置情報「 N35.43.21.99E141.43.21.99」に対応する位置関連情報（レ
ストラン情報）を位置関連情報データベース５１０Ａから読み出し、リクエスト信号に含
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まれる移動局ＩＤに基づいて該位置関連情報をインターネット４００を介して移動局１０
１に送信する。
　そして、ステップＳａ１０において、移動局１０１はゲートウェイサーバ３３０を介し
て位置関連情報を受信し、マイクロコンピュータ１０１ｂは、受信した位置関連情報を情
報表示部１０１ｄに表示し、処理は終了する。
　一方、上記の例において、位置情報を送信すべき先のＩＰサーバ５００が、移動局１０
１の位置情報の公開先ではない場合、ステップＳａ３の判断結果はノーとなりステップＳ
ａ１１に進み、位置情報を送信しない旨が情報表示部１０１ｄに表示され、処理は終了す
る。また、ユーザにより送信を許可しない旨のキー操作がなされた場合、ステップＳａ６
における判断結果はノーとなりステップＳａ１１に進み、位置情報を送信しない旨を情報
表示部１０１ｄが表示され、処理は終了する。
【００１９】
Ａ－３：第１実施形態の変形例
　第１実施形態においては、例えば以下のような変形が可能である。
（１）ＧＰＳのバリエーション
　第１実施形態において、少なくとも３機のＧＰＳ衛星から送出される電波の受信時刻を
タイマ１０１ｇで計時すると説明したが、移動局１０１は必ずしもタイマ１０１ｇを実装
する必要はない。例えば、移動局１０１が４機のＧＰＳ衛星から送出される電波を受信す
るようにしたり、或いは、移動局１０１が、地球表面の起伏を再現した曲面、即ちジオイ
ド面を示すデータを保持していれば、タイマ１０１ｇを実装する必要はない。
【００２０】
（２）ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・の態様
　前述の第１実施形態においては、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、インターネ
ット４００を介してゲートウェイサーバ３３０に接続されているが、必ずしもそのような
接続の態様に限らない。
　例えば、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、専用線を介してゲートウェイサーバ
３３０に接続されていたり、或いは、移動通信網の内部に設けられていたりしてもよい。
　また、前述の第１実施形態においては、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、移動
局１０１に何らかの情報を提供する機能を有していたが、必ずしもそうである必要はなく
単なるコンピュータであってもよい。また、携帯して移動可能な携帯電話や通信・自位置
測位機能付きＰＤＡ等であってもよい。
【００２１】
（３）位置情報置換データ列又は移動局ＩＤ置換データ列の態様
　前述の第１実施形態においては、位置情報置換データ列「 NULLAREA」」は、リクエスト
信号内に含まれる、ハイパーリンク文字列の最後に付加されていた。しかし、必ずしもそ
うである必要はなく、上記置換データ列は、移動局１０１から送信されるリクエスト信号
内の所定の位置に含まれていればよい。また、データ列は「 NULLAREA」や「 NULLID」の文
字列である必要はなく、他の文字列であってもよい。
【００２２】
（４）位置情報の記述形式の態様
　また、前述の第１実施形態においては、予め定められた所定の文字列を位置情報に変換
することにより、その位置情報を種々のＩＰサーバに供給することが可能となっている。
　しかし、これに限らず、移動局１０１とＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・との間で
、位置情報の記述方式が一致していればよい。即ち、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・
・が予め位置情報の記述方式を移動局１０１に通知しておき、移動局１０１は通知された
方式に基づいて位置情報を記述し、それをＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に送信す
ればよい。
　上記位置情報の記述形式の通知処理には、例えば、次のようなものがある。まず、ＩＰ
サーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、所定のファイル内に位置情報の記述方式を記述し、
位置情報の記述方式を指定するファイルであることを示す特定拡張子を当該ファイルに付
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して移動局１０１に送信する。移動局１０１は、そのファイル内を参照して位置情報の記
述方式を取得する。
【００２３】
（５）移動局１０１の態様
　前述の第１実施形態においては、携帯電話やＰＨＳ等の移動局を用いるものであったが
、これに限らず、移動通信網の基地局２１０との間でデータを無線通信する機能を有する
ものであれば、例えば通信・自位置測位機能付きＰＤＡ等の移動通信端末であってもよい
。
【００２４】
（６）データの記述言語
　前述の第１実施形態においては、ゲートウェイサーバ３３０やＩＰサーバ５００Ａ、５
００Ｂ・・・と移動局１０１との間でやりとりされるデータをＨＴＭＬ形式としたが、そ
れに限定されるわけではなく、例えばＸＭＬ（ Extensible　 Markup　 Language）等の他の
記述言語を用いるものであってもよい。
【００２５】
（７）ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に通知する情報の種類
　上述した第１実施形態では、位置情報のみをＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に提
供するものであったが、それに限らず、位置情報取得時間、利用者の状態（例えば、移動
中、会議中、自宅など）などの情報を付加してＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に通
知してもよい。
　そのためには、位置情報に加えて、位置情報取得時間、利用者の状態などを取得したい
ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は、ユーザの移動局１０１に送信すべきハイパーリ
ンク文字列にそれらの情報に変換されるべきデータ列を含むようにすればよい。
　例えば、ハイパーリンク文字列を以下のように記述することができる。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?area=NULLAREA&time=NULLTIME&state=NULLSTATE
」
　ここで、「 NULLAREA」は位置情報、「 NULLTIME」は位置情報取得時間、「 NULLSTATE」
は利用者の状態に置換されるべき文字列である。以下、「 NULLTIME」を「位置情報取得時
間置換データ列」、「 NULLSTATE」を「利用者状態置換データ列」と呼ぶ。
　ここで、「利用者の状態」を指定するには、移動局１０１が生成した位置情報が示す自
己の位置に基づいてそのユーザの状態を判断し、自動的に文字列「 NULLSTATE」を置換す
る第１の方法と、移動局１０１のユーザが移動局１０１において入力操作を行うことによ
り所定のメニューの中から現在の自己の状態を選択し、選択された情報を文字列「 NULLST
ATE」に置換する第２の方法の二通りがある。
【００２６】
　さらに詳述すると、第１の方法では、まず、移動局１０１が受信したハイパーリンク文
字列から位置情報置換データ列「 NULLAREA」、位置情報取得時間置換データ列「 NULLTIME
」が検出されると、マイクロコンピュータ１０１ｂは前述の実施形態と同様の方法により
自己の位置を測位するプログラムを実行し測位を行う。その結果得られた位置情報と測位
時間情報は各々「 NULLAREA」、「 NULLTIME」の文字列と置換される。ここまでの手順は、
図７に示すステップＳａ８までの手順と同一である。
　その後、移動局１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは利用者状態置換データ列「 NU
LLSTATE」が受信したハイパーリンク文字列に含まれているかどうかを判断する。
　この判断結果がＹＥＳの場合、マイクロコンピュータ１０１ｂは、図８Ａに示すような
位置情報データベースを参照する。この位置情報データベースには、緯度（ｘ）経度（ｙ
）高度（ｚ）で特定される位置情報と、その位置を占めている人造物や自然物を表す情報
（以下、占有物情報という）を対応付けるテーブルが記憶されている。ここで、占有物情
報は、カテゴリと占有物の名称とからなり、例えば、同図に示すように「高速道路／東名
高速」「ショッピング／×××タワーショッピングフロア」「レストラン／×××タワー
レストラン」などの「カテゴリ／占有物名称」が記憶されている。
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【００２７】
　位置情報には、２種類の表現形式がある。第１の表現形式は、線情報と許容範囲とを組
み合わせた表現形式である。この第１の表現形式による位置情報は、道路や線路など、空
間内において曲線状に延びた人造物の占有領域の位置を特定するのに用いられる。ここで
、図８Ｂを参照し、この第１の表現形式について説明する。図８Ｂでは、ある道路の中央
部が描いている空間曲線が複数の直線ｐ０－ｐ１、ｐ１－ｐ２、ｐ２－ｐ３、…に分割さ
れている。図８Ａに示すように、道路に対応した位置情報は、これらの各直線ｐ０－ｐ１
、ｐ１－ｐ２、ｐ２－ｐ３、…の各々に対応した線情報を含んでおり、１つの線情報はそ
れに対応した直線の両端（直線ｐ０－ｐ１ならば点ｐ０と点ｐ１）の３次元座標値（緯度
ｘ、経度ｙ、高度ｚ）によって表されている。また、図８Ｂに例示されるように、道路の
うち直線ｐ０－ｐ１に対応した区間はΔ０、直線ｐ１－ｐ２に対応した区間はΔ１、…と
いう具合に、道路を構成する各区間はその幅方向に広がりを持っている。そして、道路の
中央部からこの幅方向の広がりの範囲内に所在するのであれば、その人はその道路上に所
在しているということができる。そこで、図８Ａに示すように、道路に対応した位置情報
は、各直線ｐ０－ｐ１、ｐ１－ｐ２、ｐ２－ｐ３、…の各区間に対応した許容範囲を含ん
でおり、１つの許容範囲はそれに対応した道路の区間の道幅方向の広がり（中央からのは
み出し長）を表している。移動局１０１は、現在位置の３次元座標値（緯度ｘ、経度ｙ、
高度ｚ）が得られた場合に、この道路に対応した複数の線情報および許容範囲の組を参照
し、そのような情報の組によって表される空間内、すなわち、道路上に、移動局１０１が
所在するか否かを判定することができる。
【００２８】
　第２の表現形式は、点情報と許容範囲とを組み合わせた表現形式である。この第２の表
現形式による位置情報は、例えば建物や建物の中のフロアなどの占有領域の位置を特定す
る場合に用いられるものである。この第２の表現形式による位置情報は、例えばそのよう
なフロアの代表点の位置を表す点情報とその代表点を中心としたフロアの広がりを表す許
容範囲とを含んでいる。例えば図８Ｃには、ある建物と、その建物内の複数のフロアが描
かれている。この場合において、各フロアに対応した位置情報は、図８Ａに示されている
ように、各フロアの代表点ｑ０、ｑ１、…の３次元座標値（緯度ｘ、経度ｙ、高度ｚ）を
表す点情報と、各フロアの代表点を中心とした広がり（例えば図８Ｃではｒ０、ｒ１、…
）を表す許容範囲とにより各々構成されているのである。移動局１０１は、現在位置の３
次元座標値（緯度ｘ、経度ｙ、高度ｚ）が得られた場合に、これらの各フロアに対応した
複数の点情報および許容範囲の組を参照し、そのような情報の組によって表されるフロア
のいずれかに移動局１０１が所在するか否かを判定することができる。
　ところで、現在位置として３次元座標値が得られず、高度を含まない２次元座標値が得
られるような場合があり得る。図８Ａに示す位置データベースは、そのような場合を想定
し、建物全体の位置情報を有している。
【００２９】
　さらに移動局１０１は、図８Ｄに示す利用者状態置換テーブルを記憶している。このテ
ーブルは、カテゴリを利用者の状態に対応付けるテーブルがある。移動局１０１は、現在
位置からその占有物情報のカテゴリを求めたとき、このカテゴリに対応した利用者の状態
を示す文字列を、この利用者状態置換テーブルから求める。具体的には、移動局１０１の
現在位置が「位置（緯度ｘ，経度ｙ、高度ｚ）」であるとする。マイクロコンピュータ１
０１ｂは、位置情報データベース（図８Ａ）からこの「位置（緯度ｘ，経度ｙ、高度ｚ）
」が許容範囲内に属する位置情報を検索し、例えば位置情報「線ｐ０－ｐ１」を特定した
とする。図８Ａより「線ｐ０－ｐ１」の占有物情報は「高速道路／東名」なので、次に、
図８Ｂのテーブルが参照され、占有物情報のカテゴリ「高速道路」を「 MOVING」という利
用者の状態に変換する。
　一方、「 NULLSTATE」が受信したハイパーリンク文字列に含まれていない場合は、「利
用者の状態」以外の要求された情報のみ、ここでは、位置情報及び位置情報取得時間情報
のみをＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ…に送信するようになっている。
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【００３０】
　「利用者の状態」を指定する第２の方法では、移動局１０１は、ユーザがキー操作によ
り現在の自己の状態を入力することにより、「利用者の状態」を把握し、得られた情報を
文字列「 NULLSTATE」と置換する。
　まず、前記第１の方法と同様に、マイクロコンピュータ１０１ｂは、利用者状態置換デ
ータ列「 NULLSTATE」が受信文字列に含まれているかどうか判断する。ＹＥＳの場合、次
に図９に示すようなユーザに対して現在の状態を設定するよう促す画面が情報表示部１０
１ｄに表示される。ここで、「状態」の項目には、「会議中」「車移動中」「電車移動中
」「自宅」などがあり、選択される頻度によって項目の表示順番が変化し、最高頻度の項
目が最上位に表示されるようになっている。移動局１０１のユーザは図９の画面を参照し
て操作部１０１ｅでキー操作を行うことにより、所望の項目を選択し入力する。
　例えば、ユーザが「車移動中」という項目を選択したとする。マイクロコンピュータ１
０１ｂは、この情報を受けて、利用者状態置換データ列「 NULLSTATE」と置換するための
データ文字列「 MOVING」を生成する。
　このようにして生成された「利用者の状態」示す情報が、「 NULLSTATE」に置換され、
以下のような上りデータ列がＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に送信されることにな
る。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?area= N35.716931E141.722775&time=20010208153
344.5+0900&state= MOVING」
ここで、「 N35.716931E141.722775」は移動局１０１の位置、 20010208153344.5+0900は位
置情報取得時間、「 MOVING」は利用者の状態を示すデータである。
【００３１】
　なお、この第２の方法においては、移動局１０１が文字列「 NULLSTATE」を検出した後
に、ユーザに情報入力を促すようになっているが、ユーザが自己の状態を予め設定してお
くこともできる。その場合にも、上述したのと同様の方法でユーザが移動局１０１の画面
において自己の状態を選択することができる。予め、「利用者の状態」を入力しておくこ
の方法は、コンピュータから情報の取得を要求する通知が移動局１０１に送信される前に
入力操作を行うので、ユーザの入力に係る煩雑さが軽減され、同時に情報の返信に要する
時間も短縮されるという利点がある。
　また、移動局１０１が情報表示部１０１ｄや操作部１０１ｅのいずれも備えていない構
成であった場合、パソコンや他の任意の端末に移動局１０１を接続し、その端末から移動
局１０１のメモリ（図示せず）に自己の状態を予め書き込むようにしておいてもよい。
　この場合、文字列「 NULLSTATE」を含むハイパーリンク文字列が移動局１０１によって
受信されると、予め生成された「利用者の状態」により「 NULLSTATE」が置換されること
になる。
　以上のような方法により、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・は位置情報だけでなく
、位置情報取得時間、利用者の状態などを同時に取得することができる。
【００３２】
（８）公開先情報が記憶されている場所と情報の形態
　上述の第１実施形態においては、公開先のＩＰサーバか否かに関する情報は、移動局１
０１のメモリに格納されていたが、その情報を網内の別のノードに格納して、位置情報公
開要求がある度に移動局１０１がそのノードにアクセスして情報を参照するようにしても
よい。これにより移動局１０１のメモリに対する負担が軽減され、限られたメモリ内で種
々のプログラムを実行する多機能移動通信端末のパフォーマンスの劣化を防ぐことができ
る。
　網内の別ノードとは、先に述べたゲートウェイサーバ３３０のような中継装置であって
もよいし、セキュリティ会社などのプライバシー保護のためのサービスを提供する会社が
管理しているようなサーバでもよい。また、これらのノードは単数とは限らず、複数あっ
てよく、移動局１０１が自己が所望する任意の場所に公開先情報を登録しておくことがで
きる。
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　なお、移動局１０１は、これらのノードにアクセスするか、或いは、移動通信網の通信
事業者に通知し通信事業者がその通知に基づき公開の対象となるＩＰサーバ名を所定の場
所のデータベースに登録するというような方法により、自己の位置情報の公開先について
の情報を予め登録しておくことが前提となる。
　ここで、登録される公開先情報は各移動局１０１毎に位置情報の公開の対象となるＩＰ
サーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・を設定するような形態を取り得る。図１０は、その場合
にノードが備えるデータベースのデータフォーマットの一例である。同図に示すように、
このデータベースには、「移動局ＩＤ」毎に、位置情報の公開の対象となる「ＩＰサーバ
名」が登録されている。例えば、同図に示す移動局ＩＤ「 MS0901111111」の位置情報は、
「ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｄ、５００Ｈ・・・」への公開が許可されている。なお、
このデータベースに登録されていないＩＰサーバ５００については、位置情報の公開対象
とはしないと判断される。
　また、特定の移動局１０１については、その位置情報を全く公開しないように設定する
こともできる。図１１は、そのような場合に網内のノードが備えるデータベースのデータ
フォーマットの一例である。
　なお、これらの公開情報の形式は、公開情報を格納するノードによって異なる任意の形
式を取り得る。
　以上説明したように、この方法ではユーザが網内の任意のノードに公開先情報を記憶さ
せることができると共に、公開先情報を格納するノードにおいては、特定のＩＰサーバ５
００にのみ位置情報を通知したいとか、絶対に位置情報を知られたくないなどというユー
ザの様々なニーズに対応した形式で公開情報を格納することができ、移動局１０１のユー
ザの位置情報提供に際しての安全性、利便性の向上が可能となる。
【００３３】
（９）複数のＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に位置情報等を送信する場合
　上述の第１実施形態では、単数のＩＰサーバ５００に対して位置情報等を送信するもの
であったが、通知先は必ずしも単数である必要はない。複数のＩＰサーバ５００Ａ、５０
０Ｂ・・・に対して通知するようにしてもよい。
　ここでは、複数の通知先（ここでは、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ、５００Ｃとする
）のうち、ＩＰサーバ５００Ａが位置情報取得を統括していると仮定する。
　まず、ＩＰサーバ５００Ａは、位置情報を送信すべき複数の通知先を指定する次のよう
な下りデータを予め生成し、移動局１０１に対して送信する。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/manager.cgi?area=NULLAREA&time=NULLTIME&state=NULLSTA
TE&HOST1=http://aaa.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?area=NULLAREA&HOST2=http://bbb.co.jp/
cgi-bin/posi.cgi?area=NULLAREA&time=NULLTIME」
　このデータ列を受信した移動局１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは、所定のキー
ワード、ここでは「 HOST」という文字列によりデータ列に複数の通知先が含まれているこ
とを認識し、このキーワード「 HOST」の前（或いは後）でデータ文字列を通知先ごとに分
割する。
　結果、移動局１０１によって受信されるデータ文字列は、ＩＰサーバ５００Ａに対応す
るデータ列、「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/manager.cgi?area=NULLAREA&time=NULLTIME&s
tate=NULLSTATE」、ＩＰサーバ５００Ｂに対応するデータ列、「 http://aaa.co.jp/cgi-b
in/posi.cgi?area=NULLAREA」、ＩＰサーバ５００Ｃに対応するデータ列、「 http://bbb.
co.jp/cgi-bin/posi.cgi?area=NULLAREA&time=NULLTIME」の３部分に分割される。
　続いて、移動局１０１は前述の第１実施形態で説明したような位置情報取得のための動
作を行った後、各々のデータ列に含まれる「 NULLAREA」、「 NULLTIME」、「 NULLSTATE」
などの文字列をそれぞれ位置情報、位置情報取得時間、取得時の利用者の状態などのデー
タに置換する。置換後のデータは例えば、次のようになる。
a)ＩＰサーバ５００Ａに送信するデータ列
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/manager.cgi?area=N35.716931E141.722775&time=200102081
53344&state=MEETING」
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b) ＩＰサーバ５００Ｂに送信するデータ列
「 http://aaa.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?area= N35.716931E.141.722775」
c) ＩＰサーバ５００Ｃに送信するデータ列
「 http://bbb.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?area=N35.716931E.141.722775&time=20010208153
344」
　移動局１０１は、これらの上りデータ列を別々に各々の宛先のコンピュータに送信する
ことにより、位置関連情報などの要求された情報を複数の通知先に対して提供することが
できる。
【００３４】
　また、この複数の通知先に通知する方法を利用して、移動局１０１のユーザの位置を、
複数のＩＰサーバではなく、複数の移動または固定の端末に通知することができる。これ
は、例えば、芸能アイドルが移動局１０１を使って、ファンクラブの複数の会員の持つ端
末（移動又は固定の端末）に自己の現在位置情報を提供する場合などに有用である。
　しかしながら、例えば上述したファンクラブの会員に情報を提供するようなアプリケー
ションの場合、通知先数が多すぎて、ハイパーリンク文字列に複数の通知先を含めること
により通知先を指定する上記の方法では対応できないという問題が生じる場合がある。
　そこで、移動通信端末に通常インストールされているような通信先電話番号のグループ
別管理プログラム、いわゆる電話帳を利用して位置情報取得側が通知先グループを指定す
るという方法がある。
【００３５】
　芸能アイドルの現在位置情報をファンクラブの各会員の端末に送信する場合を例にこの
方法を説明すると次の通りである。まず、位置情報の提供者である芸能アイドルの移動局
１０１のメモリ（図示せず）には、図１２Ａに示すような形式で、通知先電話番号がグル
ープ別に記憶されている。その図に示すように、多数の通知先がグループ００からグルー
プｎまでの各グループに分けて登録されている。ここで、各グループは各ファンクラブに
対応しており、例えば、グループ０１は、あるひとつのファンクラブに属する各ファンの
端末Ｂ、Ｃ、Ｄの各々について、電話番号、メールアドレス、ファックス番号、住所など
の通知先情報を含んでいる。
【００３６】
　移動局１０１は、他の端末から現在位置情報の送信要求を受けると、その要求において
指定されたグループに属する各通知先に現在位置情報の送信を行う。ただし、本実施形態
では、図１２Ｂに示すように、如何なる者からの送信要求があったときに現在位置情報の
送信を行うかを各グループ毎に定めたテーブルが移動局１０１に記憶されており、移動局
１０１は、このテーブルに従って送信要求を受け付けるかを判定する。
　この方法をさらに詳述すると、まず、例えば、グループ０１に対応したファンクラブの
関係者がアイドルの位置情報の配信を希望する場合、その端末Ａが、移動局１０１に送信
するハイパーリンク文字列に任意の通知先グループを指定するデータ列を含め送信するこ
とにより、移動局１０１の位置情報を指定した通知先グループ０１に属する宛先（例えば
、端末Ｂ、Ｃ、Ｄ）に送信するよう要求する。
　この場合、端末Ａがアイドルの移動局１０１に対して、以下のようなハイパーリンク文
字列を送信すればよい。
「 <IMG SRC="cti-pos://---.sposi/posi.cgi?req=09012345679&group=01&area=NULLAREA&
state=NULLSTATE>」
ここでは文字列「 group=01」により通知先グループ番号０１が指定されている。また、「
req=09012345679」では、位置情報の送信を要求している端末Ａの識別コードとして端末
Ａの電話番号が示されている。なお、この識別コードは端末Ａを特定できる情報であれば
必ずしも電話番号である必要はなく、メールアドレス、ファックス番号、住所などの電話
帳に含まれている情報であればよい。
【００３７】
　このハイパーリンク文字列を受信したアイドルの移動局１０１のマイクロコンピュータ
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１０１ｂは、まず、上記の識別コードを基に、送信元の端末を特定する。ここでは、電話
番号「 09012345679」を基にメモリに記憶されている電話帳を参照し、端末Ａと特定され
たとする。なお、移動局１０１で送信元の端末を特定できなかった場合、つまり、移動局
１０１の電話帳に登録されていない端末からの位置情報通知要求だった場合、移動局１０
１の処理はここで終了する。
　次に、移動局１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは、端末Ａが「通信先グループ０
１」の通知先データを利用できるかどうかに関して、メモリに格納されている「通知先グ
ループ参照可否テーブル」（図１２Ｂ）を参照することにより判断する。
　この「通知先グループ参照可否テーブル」には、図１２Ｂに図示するように、通知先グ
ループごとに、各端末が、そのグループの通知先情報を参照可能かどうかが登録されてい
る。このテーブルによると、端末Ａは、通知先グループ０１のデータを参照可能となって
いることがわかる。
　一方、送信元の端末がＥだった場合、グループ０１のデータは参照不可となる。そのよ
うな場合、端末Ｅから送信されたデータ列を置換せずにそのまま返信することにより、通
信不可通知を送信してもよい。
【００３８】
　再び、送信元の端末が端末Ａだったと仮定すると、ここで、アイドルの移動局１０１は
、位置情報などの要求されたデータを置換後、まず端末Ａに対し置換後のデータ列を送信
する。
「 <IMG SRC="cti-pos://---.sposi/posi.cgi?req=09012345679&group=01&area=N35.71693
1E141.722775&state=ONAIR-TBS>」
　このデータ列を送信後、移動局１０１は予め記憶しておいたグループ０１の通知先リス
ト（図１２Ａ）を参照し、そのリストにおける最初の通知先の連絡先データ、この場合、
端末Ｂのメールアドレスを取り出す。そして、端末Ｂに送るべきデータ列を生成する。
　端末Ｂに送信するデータ列は例えば、次のようになる。
「 <IMG SRC="cti-pos://---.sposi/posi.cgi?type=U&subject=ONAIR-TBS&address=090123
45678@aaa.com&body=http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=E141.72
2775N35.716931&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=eE141.722775N35.716931">
　移動局１０１はこの方法により、通知先グループ０１の通知先リストに登録されている
すべての通知先の端末の連絡先を取得し、その各々に対して連続的に自己の位置情報を送
信することができる。
　この電話帳機能を利用して通知先グループを指定する方法は、多数の通知先をひとつの
文字列に列挙して通知先を指定する方法に比べ、トラフィックを過度に増加させることな
く多数の通知先に対して位置情報を送信するように要求することができるとともに、通信
コストの軽減にもつながる。
【００３９】
（１０）位置情報等を定期的に送信する場合
　上述の第１実施形態では、位置情報等の送信を要求するハイパーリンク文字列を受信し
た時に１回のみ、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に対して要求された情報を送信す
るものであったが、それに限らず、移動局１０１がＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・
に対して定期的に位置情報等を取得して送信するように設定してもよい。
　ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・が位置情報、位置情報取得時間、利用者の状態な
どの情報を定期的に取得したい場合、例えば、バスの運行管理など動体追跡を行いたいな
どの場合、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・から移動局１０１に定期通知を指定する
ハイパーリンク文字列を送信することにより、移動局１０１に対して定期的に位置情報等
を取得して送信するように指示することができる。
　その場合、ＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・から移動局１０１に送信すべきハイパ
ーリンク文字列に取得時間の間隔を指定するための「 cycle=Ｘ」 (Ｘは取得間隔時間の値 )
という文字列、及び取得開始時刻と終了時刻を指定するための「 start=Ｙ &end=Ｚ」 (ここ
で、Ｙは取得開始時刻、Ｚは取得終了時刻 )という文字列以下のように付加する。
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「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?cycle=10&start=080000&end=170000&area=NULLAR
EA&time=NULLTIME&state=NULLSTATE」
【００４０】
　この文字列を受信した移動局１０１では、８時から１７時までの間、自己の位置情報、
位置情報取得時間、及び状態を１０秒毎に取得し、取得した情報をその都度ＩＰサーバ５
００Ａ、５００Ｂ・・・に対して送信するように指定される。
　或いは、移動局１０１が一定間隔毎に取得した情報をその都度送信せず、取得した情報
を移動局１０１で蓄積しておいて、指定された時間にまとめて送信するように指定するこ
ともできる。その場合のハイパーリンク文字列は以下のようになる。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?cycle=10&interval=1h&start=080000&end=170000
&area=NULLAREA&time=NULLTIME」
　ここでは、「 interval=1h」という文字列を追加することにより、１０秒毎に取得した
情報を１時間毎に、８時から１７時までの間送信するように指定されている。
　上記いずれかのハイパーリンク文字列を受け取った移動局１０１は、ＩＰサーバ５００
Ａ、５００Ｂ・・・の要求通りのタイミングで、要求された情報を返信するよう設定され
る。
　ここでは、上記の文字列の要求に従って、１０秒毎に取得された位置情報は移動局１０
１内のメモリに一時的に蓄積される。その蓄積された複数の時系列の位置情報データおよ
びその位置情報取得時間は１時間後にまとめて通知先ＩＰサーバに対して送信される。具
体的には、「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi? area= N35.716931E141.722775&time=
 20010208153344」という置換後の文字列を蓄積した数だけ続けて送信する方法がある。
この方法では、１時間の間に取得した複数組の位置情報データと位置情報取得時間データ
すべてについて、先頭に「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?」の文字列を使用して送
信する。
【００４１】
　また、第２の方法としては、先頭組の位置情報データと位置情報取得時間データのにつ
いて一度のみ「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?」の文字列を使用し、残りのデータ
については、直後に連続して記述して送る方法がある。この第２の送信方法では、具体的
な送信文字列は、例えば以下のようになる。「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi? are
a= N35.716931E141.722775&time= 20010208153344& area= N35.716931E141.723800&time=
 20010208153354& area= N35.716931E141.724800&time= 20010208153404&…… ..」
　また、上記変形例（９）で説明した複数の通知先に位置情報を通知する方法を用いて、
複数の通知先に対して定期的に位置情報を通知するよう要求することもできる。
　その場合に、互いに関連したコンピュータを統括するＩＰサーバ５００Ａから移動局１
０１に送信されるハイパーリンク文字列は以下のようになる。
「 http://aaa.co.jp/cgi-bin/manager.cgi?cycle=1&area=NULLAREA&time=NULLTIME&state
=NULLSTATE&HOST1=http://bbb.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?cycle=10&area=NULLAREA&HOST2=
http://ccc.co.jp/cgi-bin/map.cgi?cycle=60&area=NULLAREA&time=NULLTIME」
ここで、移動局１０１は、「 aaa.co.jp」（ＩＰサーバ５００ＡのＵＲＬとする）に対し
て１秒毎に自己の位置情報、位置情報取得時間、及び利用者の状態を通知するように要求
されている。
　同様に、「 bbb.co.jp」（ＩＰサーバ５００ＢのＵＲＬとする）に対しては、１０秒毎
に位置情報を、「 ccc.co.jp」（ＩＰサーバ５００ＣのＵＲＬとする）に対しては、６０
秒毎に位置情報及び位置情報取得時間を通知するようになっている。
【００４２】
　これに対し、移動局１０１は前述された方法で、自己の位置情報、位置情報取得時間、
及び利用者の状態などの情報を取得した後、それらの情報を各々の置換データ列に置き換
える。その結果生成された上りデータ列を、指定された通知先に対して指定された時間間
隔で送信する。
　上記の受信データ列に対する返信用の上りデータ列は以下のようになる。
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１秒毎
「 http://aaa.co.jp/cgi-bin/manager.cgi?cycle=1&area=N35.716931E141.722775&time=2
0010208153344.5&state=MEETING」
１０秒毎
「 http://bbb.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?cycle=10&area= N35.716931E141.722775」
６０秒毎
「 http://ccc.co.jp/cgi-bin/map.cgi?cycle=60&area= N35.716931E141.722775&time=NUL
LTIME20010208153344.5」
　以上のような方法により、単数または複数の通知先に対して移動局１０１の位置情報を
定期的に送信することが可能となる。
【００４３】
（１１）位置情報を公開しない場合の移動局１０１の動作
　上述の第１実施形態では、データの送信元であるコンピュータ（ここでは、ＩＰサーバ
５００Ａとする）が位置情報の公開先となってない場合、また、移動局１０１のユーザが
位置情報の送信を拒否する場合、図７のステップＳａ１１において、位置情報を送信しな
い旨が移動局１０１の情報表示部１０１ｄに表示されて処理は終了するものであったが、
処理を終了する前に、ステップＳａ１３において、ＩＰサーバ５００Ａに対して位置情報
送信を拒否する旨を示す位置情報送信拒否通知を送信してもよい。
　この位置情報送信拒否通知は、受信データ列においてＩＰサーバ５００Ａから要求され
ている位置情報などの情報を置換せず、そのまま返信することにより実行できる。
　例えば、移動局１０１が受信データ列、「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/restaurant.cgi?
area=NULLAREA&time=NULLTIME&state=NULLSTATE」を受信したとする。
　通常、公開先ＩＰサーバに対しては、「 NULLAREA」、「 NULLTIME」、「 NULLSTATE」な
どの文字列をそれぞれ位置情報、位置情報取得時間、取得時の状態などの情報に置換して
返信するが、公開を拒否する場合等は、これらのデータ列を「置換しない」ことで拒否の
旨を表示する。即ち、「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/restaurant.cgi?area=NULLAREA&time
=NULLTIME&state=NULLSTATE」が移動局１０１からＩＰサーバ５００Ａに対する送信デー
タ列となる。
　ＩＰサーバ５００Ａでは、この「置換されていない」データ列を受信することにより、
移動局１０１の位置情報の取得が拒否されたことを認識する。
　また、この送信拒否通知を受信することにより、ＩＰサーバ５００Ａは、移動局１０１
から何らのデータが返信されてこない場合、例えば、移動局１０１が通信圏外に位置して
いて接続が確立できない場合などと区別することができる。
　或いは、移動局１０１は、位置情報の送信不可の場合、位置情報置換データ列「 NULLAR
EA」を送信不可の意味を示す所定のキーワード（以下、エラーキーワードと呼ぶ）に置換
してＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・に送信してもよい。
【００４４】
Ｂ：第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
　この第２実施形態では、第１実施形態のように移動局１０１が単独で位置情報を生成す
るのではなく、移動局１０１と移動通信網内の所定のノードとが連携して位置情報を生成
する。
　具体的には、移動局１０１は、ＧＰＳ衛星から送出される電波を受信すると、当該電波
に含まれる情報、即ち、ＧＰＳ衛星の識別情報及び電波の送出時刻に、当該電波の受信時
刻を付加して移動通信網内の所定のノードに転送する。以下、これらのＧＰＳ衛星の識別
情報、電波の送出時刻及び電波の受信時刻を総称してＧＰＳ情報と呼ぶ。ただし、電波の
送出時刻及び電波の受信時刻に代えて、この２つの時刻の差分時間を用いてもよい。
【００４５】
　一方、網内の所定のノードは、移動局１０１から受信したＧＰＳ情報に基づいて位置情
報を算出する。このように、移動局１０１はＧＰＳ衛星から送出される電波を受信するの

10

20

30

40

50

(19) JP 3788765 B2 2006.6.21



みで、位置情報の算出は網内のノードによって行われるような測位手段を、以下、ネット
ワーク型ＧＰＳと呼ぶ。
　このノードとしては例えば基地局２１０、交換局２２０又はゲートウェイサーバ３３０
等の網内に設けられた装置のいずれを用いてもよいが、この第２実施形態では、ゲートウ
ェイサーバ３３０を用いる場合を例に挙げて説明する。
【００４６】
　図１３は、第２実施形態における移動局１０１の構成を示すブロック図である。同図に
おいて、図２に示す第１実施形態と共通する構成要素については同一の符号を付し、説明
を省略する。
　この移動局１０１が第１実施形態と異なっている点は、マイクロコンピュータ１０１ｂ
が位置情報を算出するための測位プログラムを備えていないところである。これは、上述
したように網側で位置情報を算出するからである。
【００４７】
　図１４は、第２実施形態におけるゲートウェイサーバ３３０の構成を示すブロック図で
ある。同図において、図５に示す第１実施形態と共通する構成要素については同一の符号
を付し、説明を省略する。
　このゲートウェイサーバ３３０が第１実施形態と異なっている点は、移動局１０１から
送信されてくるＧＰＳ情報に基づいて位置情報を算出するためのＧＰＳ処理部３２９を備
えるところである。
【００４８】
　次に、図１５を参照しながら、第２実施形態の動作について説明する。
　同図に示すフローが、図７に示す第１実施形態と異なる点は、ステップＳａ７に代えて
ステップＳｂ７～Ｓｂ９が実行されるところにある。
　即ち、ステップＳｂ７において、移動局１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは、Ｇ
ＰＳ受信部１０１ｆを作動させ、ＧＰＳ衛星から送出される電波を受信する。
　次いで、ステップＳｂ８において、受信した電波の中から、ＧＰＳ衛星の識別情報及び
電波の送出時刻を抽出し、これに当該電波の受信時刻を付加したＧＰＳ情報をゲートウェ
イサーバ３３０に送信する。一方、ゲートウェイサーバ３３０のＧＰＳ処理部３２９は、
移動局１０１から送信されてくるＧＰＳ情報に基づいて位置情報を算出し、これを移動局
１０１に送信する。
　そして、ステップＳｂ９において、移動局１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは、
ゲートウェイサーバ３３０から送信されてくる位置情報を受信する。
　その他のステップは、前述の第１実施形態と共通する動作であるので、説明を省略する
。
　この第２実施形態によれば、移動局１０１は、ＧＰＳ衛星から送出される電波を受信す
る機能のみを備えていればよく、この電波に含まれる情報に基づいて位置情報を算出する
処理を実行する必要がない。即ち、移動局１０１の処理負担が軽減されることになり、こ
れにより、低消費電力化や小型軽量化が期待できる。
【００４９】
Ｂ－１：第２実施形態の変形例
（１）測位手段のバリエーション
　上述した第２実施形態においては、移動局１０１とゲートウェイサーバ３３０とが連携
して測位する手段としてネットワーク型ＧＰＳを用いていたが、これに限らない。
　例えば、移動局１０１がＧＰＳを用いて位置情報を生成し、この位置情報をさらに網内
の所定のノードがＤ (Differential)－ＧＰＳ方式により補正するようにしてもよい。即ち
、基地局２１０や交換局２２０、ゲートウェイサーバ３３０等が、移動局１０１のＧＰＳ
測定値をＤ－ＧＰＳ方式により補正処理するＧＰＳ補正部（図示略）を備え、このＧＰＳ
補正部は、移動局１０１のＧＰＳ測定値を自身のＧＰＳ測定誤差に基づいて補正する。そ
して、補正されたＧＰＳ測定値は移動局１０１に送信される。このように、Ｄ－ＧＰＳに
より補正することにより、位置情報の精度が向上することになる。
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　また、網側のノードがＤ－ＧＰＳにより補正するのではなく、移動局１０１側にこの補
正処理機能を持たせてもよい。例えば、所定エリア毎に、ＦＭ放送や移動通信網の無線回
線を介して当該エリアにおいて有効なＤ－ＧＰＳの補正値を報知し、移動局１０１はこれ
を受信して自身のＧＰＳ測定値に対し補正処理を行うようにしてもよい。
　なお、後述する第３実施形態で述べるような移動通信網の基地局ＩＤを用いた測位も、
移動局１０１とゲートウェイサーバ３３０とが連携して測位する手段といえる。従って、
この測位手段を第２実施形態に適用することも可能である。
（２）なお、この第２実施形態においても、第１実施形態の変形例で述べたことが適用可
能である。具体的には、第１実施形態の変形例（２）～（１１）が適用可能である。
【００５０】
Ｃ：第３実施形態
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。
　第３実施形態では、異なる複数の測位形式で位置情報を測定可能であり、これらの測位
形式の中からＩＰサーバ５００によって指定される形式で測位を行い位置情報を生成する
。
　ここでは、第２実施形態と同様にネットワーク型ＧＰＳによる測位を行うほか、移動通
信網の基地局２１０単位での測位が可能となっている。そして、このどちらの測位手段を
実行するかは、メニュー項目に対応したハイパーリンク文字列に付加される情報によって
指定されるようになっている。
　図１６は、メニュー項目に埋め込まれたハイパーリンク文字列の一例を示す図である。
　同図に示すように、位置情報置換データ列「 NULLAREA」の後に、位置情報の測位方式を
示す（ .gps）又は（ .bs）という文字列が付加されている。ここで、文字列（ .gps）はネ
ットワーク型ＧＰＳという測位方式を意味し、文字列（ .bs）は基地局ＩＤを用いた測位
方式を意味する。移動局１０１は、ユーザによって選択されたメニュー項目に埋め込まれ
たハイパーリンク文字列の中から位置情報置換データ列を検出すると、このデータ列に付
加された（ .gps）又は（ .bs）という文字列を参照して、実行すべき測位方式を決定する
。
　また、第３実施形態における移動局１０１が第２実施形態と異なる点は、マイクロコン
ピュータ１０１ｂが後述する動作を行うプログラムを備えているところである。
【００５１】
　図１７は、第３実施形態におけるゲートウェイサーバ３３０の構成を示すブロック図で
ある。同図において、図１４に示す第２実施形態と共通する構成要素については同一の符
号を付し、説明を省略する。この第３実施形態におけるゲートウェイサーバ３３０が第２
実施形態と異なる点は、基地局ＩＤに基づいて位置情報を生成するための位置情報生成部
３２５及び地域コードデータベース３２８を備えているところである。
　位置情報生成部３２５は、以下に述べるようにして、移動局１０１の位置情報を生成す
る。
　移動局１０１からＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・へ向けて送信される上り信号に
は、例えば、該信号の送信先となるＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・のＵＲＬや、送
信元の移動局１００の移動局ＩＤ等が含まれている。さらに、この上り信号が移動通信網
内の各装置により中継されていく過程で、当該信号に各装置のＩＤが付加されていく。つ
まり、この上り信号が移動局１００から送信された後、まず、基地局２１０に受信される
と当該基地局の基地局ＩＤが付加され、さらに、パケット加入者処理装置３１０に受信さ
れると当該パケット加入者処理装置３１０のパケット加入者処理装置ＩＤが付加される。
　従って、移動局１０１から送信された上り信号がゲートウェイサーバ３２０により受信
される際には、当該信号は、宛先のＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・のいずれかのＵ
ＲＬ、移動局ＩＤ、基地局ＩＤ、パケット加入者処理装置ＩＤを含んでいる。位置情報生
成部３２５は、これらのＩＤ情報等を分析することにより、どの移動局１０１がどの基地
局２１０の無線ゾーンに在圏しているかを把握できる。
　また、位置情報生成部３２５は、基地局ＩＤとその基地局ＩＤの基地局が所在する地域
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の地域コードとが対応付けられて格納されている地域コードテーブル３２８を備えている
。そして、位置情報生成部３２５は、前述した移動局１０が在圏する基地局ＩＤを検索キ
ーにしてこの地域コードテーブル３２８を検索し、その結果得られた地域コードと上記移
動局１０１の移動局ＩＤとを、移動局１０１の位置情報とする。
【００５２】
　図１８は、地域コードテーブル３２８のデータフォーマット図である。
　この地域コードテーブル３２８には、移動通信網内において位置を示す情報として把握
可能な「基地局ＩＤ」と、網外に設置されるＩＰサーバ５００Ａ、５００Ｂ・・・が位置
を示す情報として把握可能な「地域コード」とが対応づけて格納されている。
　例えば、同図に示す基地局ＩＤ群「 BS001～ BS005」は、東京都渋谷区１丁目の領域にほ
ぼ相当しているので、該基地局群に対応して渋谷区１丁目を示す地域コード「 CODE001」
が格納されている。
　なお、その他の構成は前述した第２実施形態と同様であるので説明を省略する。
【００５３】
Ｃ－１：第３実施形態の動作
　次に、図１９を参照しながら、第３実施形態の動作について説明する。
　同図に示すフローが、図１５に示す第２実施形態と異なる点は、ステップＳｂ７～Ｓｂ
９に代えてステップＳｃ７～Ｓｃ１１が実行されるところにある。
　即ち、ステップＳｃ７において、移動局１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは、位
置情報を生成するための測位方式を判断する。具体的には、前述したように、ハイパーリ
ンク文字列に含まれる位置情報置換データ列を検出し、当該データ列に付加された文字列
が（ .gps）であるか（ .bs）であるかにより判断される。
　この判断の結果、測位方式がネットワーク型ＧＰＳであれば、ステップＳｃ８において
、マイクロコンピュータ１０１ｂはＧＰＳ受信部１０１ｆを作動させ、ＧＰＳ衛星から送
出される電波を受信する。そして、ステップＳｃ９において、受信した電波の中から、Ｇ
ＰＳ衛星の識別情報及び電波の送出時刻を抽出し、これに当該電波の受信時刻を付加した
ＧＰＳ情報をゲートウェイサーバ３３０に転送する。一方、ゲートウェイサーバ３３０の
ＧＰＳ処理部３２９は、移動局１０１から転送されてくるＧＰＳ情報に基づいて位置情報
を算出し、これを移動局１０１に送信する。そして、ステップＳｃ１０において、移動局
１０１のマイクロコンピュータ１０１ｂは、ゲートウェイサーバ３３０から送信されてく
る位置情報を受信する。
【００５４】
　一方、ステップＳｃ７における判断の結果、基地局ＩＤを用いた測位方式であれば、ス
テップＳｃ１１において、マイクロコンピュータ１０１ｂは、位置情報を生成することを
要求するリクエスト信号（上り信号）をゲートウェイサーバ３３０へ送信する。このリク
エスト信号には、前述したように、当該信号の送信元である移動局１０１の移動局ＩＤが
含まれており、さらに、リクエスト信号がゲートウェイサーバ３３０に伝送されていく過
程で、当該信号を中継する各装置のＩＤが付加されていく。即ち、移動局１０１から送信
されたリクエスト信号がゲートウェイサーバ３３０によって受信される際には、当該リク
エスト信号には、移動局ＩＤ、基地局ＩＤ、パケット加入者処理装置ＩＤが付加された状
態となっている。位置情報生成部３２５は、これらのＩＤ情報等を分析することにより、
どの移動局１０１がどの基地局２１０の無線ゾーンに在圏しているかを基地局ＩＤによっ
て把握し、さらに、この基地局ＩＤをキーにして地域コードテーブル３２８を検索し、そ
の結果得られた地域コードを移動局１０１の位置情報として、移動局１０１に送信するの
である。そして、ステップＳｃ１０において、移動局１０１のマイクロコンピュータ１０
１ｂは、ゲートウェイサーバ３３０から送信されてくる位置情報を受信する。
　なお、その他のステップは第２実施形態と共通する動作であるので、説明を省略する。
　この第３実施形態によれば、ＩＰサーバ５００は移動局１０１に提供するサブメニュー
データに位置情報の測位方式を示す情報を含ませることによって、所望の測位方式によっ
て算出された位置情報を得ることが可能となる。
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【００５５】
Ｃ－２：第３実施形態の変形例
（１）測位方式の優先順指定
　第３実施形態では、ネットワーク型 GPS形式 (.gbs)、または基地局ＩＤを用いた測位方
式 (.bs)のいずれかをハイパーリンク文字列に付加することにより測位方式が指定される
ものであったが、ＩＰサーバ５００は、優先順位がある複数の測位方式のデータを付加す
ることもできる。
　その場合、ハイパーリンク文字列は以下のようになる。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?posit=BG&qos=NULLQOS&area=NULLAREA&time=NULL
TIME&state=NULLSTATE」
　ここでは、「 posit=BG」において、測位方式Ｂ（基地局による測位形式）、Ｇ（ネット
ワーク型ＧＰＳによる測位形式）が優先度の高い順に並べられることにより指定されてい
る。また、移動局１０１が「 qos=NULLQOS」の「 NULLQOS」部分を、採用した測位方式に置
換することにより、移動局１０１がいずれの測位手段を用いて測位を行ったかについての
情報をＩＰサーバ５００対して通知するように設定されている。
　移動局１０１は、実行可能な測位手段で測位を実行した後、位置情報等を生成して、例
えば、以下のような上りデータ列を通知先のＩＰサーバ５００に送信する。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/posi.cgi?posit=BG&qos=G&area=N35.716931E141.722775&ti
me=20010208153344.5+0900&state=MEETING」
ここで、移動局１０１はＧＰＳによる測位方式（Ｇ）を用いて自己の位置を測定したこと
、そして、位置情報、その測位時間、及び利用者の状態が示されており、このデータ列を
受信することにより、ＩＰサーバ５００はこれらの情報を取得することができる。
【００５６】
　また、ＩＰサーバ５００は、同様の方法により、位置情報の品質を指定することもでき
る。測位の方式は、大きく分けて、先に挙げた基地局ＩＤによる測位方式（「 .bs」）及
びネットワーク型ＧＰＳによる測位方式（「 .gps」）の二種類が本実施形態で採用されて
いるが、移動局１０１は、測位に使用するＧＰＳや基地局の個数を変えることによって複
数レベルの品質の位置情報を取得することが可能である。
　品質は、例えば、取得された位置情報の精度、つまり測位の対象物（ここでは移動通信
端末）の位置をどれだけ正確に示す情報であるかどうかである。
　この方法では、測位に使用するＧＰＳや基地局の個数によって、測位に要する時間と測
位精度が反比例する。すなわち、より多数のＧＰＳ又は基地局を用いて測位すると測位精
度は高いけれども測位に時間がかかる。逆に位置情報をなるべく短時間で取得したい場合
、少数のＧＰＳ又は基地局を用いて測位することになり、測位精度は低くなってしまう。
　また、ＧＰＳによる測位は複数のＧＰＳ衛星から電波を受信して緯度経度の位置測定を
行う方式なので、移動局１０１が在圏しているセルを担当する基地局の位置をもとに測位
を行う基地局による測位方式に比べ、精度は高いがより多くの時間を要する。
　よって、ＩＰサーバ５００は取得したい位置情報の用途や緊急度などによって測位精度
と測位に要する時間をはかりにかけ、何を優先するかにより所望の品質を指定することに
なるが、これにより、情報の取得側の多様なニーズに応えることが可能となる。
　さらに詳述すると、位置情報の品質のレベルを、図２０Ａに示されているように「Ｂ２
」～「Ｇ４」まで５段階設ける。ここでは、図示されているように、「Ｇ４」では、ＧＰ
Ｓ４個を使用して測位を行うので最も精度が高い（精度高）が測位に時間かかる時間は最
も長い（時間低下）。逆に、「Ｂ２」は、基地局を２個のみ用いて測位を行うので、測位
結果は早く得られるが（時間高上）、その精度は低くなってしまう（精度低）。
【００５７】
　ＩＰサーバ５００は、図２０Ｂに示されているようなパラメータのいずれかをハイパー
リンク文字列で指定して移動局１０１に送信することにより、先に述べた品質レベルを間
接的に指定するようになっている。
　例えば、ＩＰサーバ５００が、取得に時間がかかってもなるべく高精度の位置情報の取
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得を希望しているとする。その場合、図２０Ｂの表を参照して「精度優先」＝「Ａ」とい
うパラメータを指定する。具体的には、ハイパーリンク文字列は以下の様に記述すること
ができる。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/search.cgi?posit=A&qos=NULLQOS&area=NULLAREA&time=NUL
LTIME」
ここでは、ＩＰサーバ５００は文字列「 posit=A」により、精度を優先したいという要求
を示している。
　このデータ列を受信した移動局１０１では、自己が記憶する測位精度と測位方式の対照
表（図２０Ａ）を参照して、指定された品質条件に最も合致する測位方式を採用し、測位
を行う。ここでは、ＩＰサーバの要求である「精度優先」に従い、最も精度の高い測位方
式「Ｇ４」を採用して測位を実行し、測位の結果得られた位置情報、採用した測位方式、
測位時間等のデータを送信データ列の所定の置換文字列と各々置換して、ＩＰサーバ５０
０に送信する。
　この際移動局１０１からＩＰサーバ５００に送信されるデータ列は以下のようになる。
「 http://xxx.co.jp/cgi-bin/search.cgi?posit=A&qos=G4&area=N35.716931E141.722775&
time=20010208153344.5+0900」
ここでは、「 qos=G4」により、測位方式「 G4」が採用されたことが示されている。
　この品質条件を指定する方法においては、位置情報を取得する側、すなわちＩＰサーバ
５００が予め品質条件を指定するためのパラメータ（図２０Ｂ）を記憶していることが前
提となる。そして、同一のパラメータが移動局１０１内にも記憶されており、移動局１０
１はＩＰサーバ５００に指定されたパラメータに従って自己が測位可能な方式のうちのひ
とつを選択することになる。
　なお、このパラメータの形態は、この変形例の形態にとどまらず、位置情報取得側と提
供側で統一されていればよい。また、図２０Ａに示されている品質条件の表とそれに対応
した測位方法も、本変形例の形態にとどまらず、移動局１０１のマイクロコンピュータ１
０１ｂが記憶している測位プログラムとその性能によって異なる形式をとることができる
。
　以上述べたように、この方法により、ＩＰサーバ５００が必要とする精度の位置情報を
供給することが可能になる。
（２）なお、この第３実施形態においても、第１実施形態の変形例で述べたことが適用可
能である。具体的には、第１実施形態の変形例（２）～（１１）が適用可能である。
【００５８】
Ｄ：第４実施形態
　前述の３つの実施形態では以下の場合を想定していた。ひとつには、移動局１０１が、
情報を提供するＩＰサーバ５００から自己が所在する位置に関連する情報（例えば、レス
トラン情報など）を取得するためにそのＩＰサーバ５００に対して自己の位置情報を提供
する場合であり、もうひとつは、ＩＰサーバ５００が移動局１０１の位置情報を取得する
目的で移動局１０１に位置情報の提供を要求する場合である。いずれの第１～第３の実施
形態においても、移動局１０１が自己の位置を測位した後、生成した位置情報及び位置情
報取得時間など他の情報を載せて返信するためのハイパーリンク文字列をＩＰサーバ５０
０から予め受け取っていることが前提となっていた。言い換えれば、移動局１０１は、ハ
イパーリンク文字列に含まれている位置情報置換文字列などの置換用文字列を受け取った
上で、受信した文字列の該当する部分を自己が取得した具体的な位置情報等に置換し、Ｉ
Ｐサーバ５００に返信していた。
【００５９】
　以下に説明する４つめの実施形態では、前述の第１～第３の実施形態と異なり、まず、
移動局１０１がユーザからの指示を受けて自主的に自己の位置情報を生成し、その結果を
ネットワークに接続されている任意の地図サイトに接続するためのＵＲＬに付加して送信
することにより、希望の通知先に自己の位置情報を送信する。この位置情報を受信した側
では、該当するＵＲＬの示す地図サイトにアクセスし、送信元の移動局１０１が所在する
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位置が示された地図を表示する。
　この方法は、例えば待ち合わせをしている友人に対して、ユーザが自己の位置を通知し
たい場合に有用である。或いは、次のような有用な用途もある。例えば、友人同士でお互
いに各々の位置情報を交換したい場合、一方の移動局１０１のユーザは、移動局１０１に
自己位置通知を指示することにより、まず自分の位置情報を示すＵＲＬのデータ列を作成
し、それと共に通知先の移動通信端末の位置通知を要求するデータ列を友人の携帯する移
動局１０１に送信する。それを受信した友人の移動局１０１は第１実施形態で説明したの
と同様の方法で、自己の位置情報を送信元の友人の移動局１０１に対して返信する。
　なお、説明の便宜上、最初に自位置情報の送信を始動する側である送信元移動局１０１
を移動局１０１Ａ、通知先の移動局１０１を移動局１０１Ｂとする。
【００６０】
Ｄ－１：第４実施形態の構成
　本実施形態における移動局１０１Ａの構成は第１実施形態と同様であるが、マイクロコ
ンピュータ１０１ｂに自己の位置を通知するための自位置通知プログラムを備えている点
でのみ異なっている。
　この自位置通知プログラムは、移動局１０１Ａのユーザが情報表示部１０１ｄに表示さ
れた図２１Ａに示されるような画面において通知先の電話番号或いは電話帳登録名をキー
操作により入力することにより、起動される。自位置通知プログラムは、ユーザからの自
位置通知要求を受け付け、第１実施形態に説明されたのと同様の方法で自己の位置を測位
し位置情報を生成する。
　自位置情報を通知するためのＵＲＬは以下のような構成になっている。
「 http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=自位置情報 &ZM=9&SZ=120,1
20&OPT=30500011&P=e21自位置情報」
　この「自位置情報」部分（以下、この部分を「自位置情報置換データ列」と呼ぶ。）に
、既に取得している具体的な自位置情報のデータが置き換えられる。
　なお、ここに示すＵＲＬ「 http://mapserv.mapfan.com」は地図サイトの一例であって
、インターネット上で参照できる地図サイトであって且つ端末の位置情報提供サービスを
行っているものであればよい。移動局１０１Ａのユーザは、端末を管理する通信事業者ま
たは地図サイトの情報プロバイダと事前にサービス契約を終結し、契約情報を予め自己の
メモリに保存しておく必要がある。
【００６１】
　ここで、測定された自位置情報データが「 E139.44.45.80　 N35.40.30.18」であったと
すると置換後のデータ列は以下のようになる。
「 http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=E139.44.45.80N35.40.30.1
8&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=e21E139.44.45.80N35.40.30.18」
これが、通知先に自位置を通知する際の位置情報データ列（以下「自位置情報データ列」
）となる。この自位置情報データ列が位置情報として、下記のデータ列に埋め込まれ通知
先に送信される。
「 <IMG SRC="cti-pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=通知先 &body=
自位置情報データ列 ">」
　通知先である移動局１０１Ｂの電話番号が「 090-1234-5678」である場合、移動局１０
１Ｂに送信されるデータ列は、
「 <IMG SRC="cti-pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=09012345678&b
ody= http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=E139.44.45.80N35.40.3
0.18&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=e21E139.44.45.80N35.40.30.18">」となる。移動
局１０１Ａは、移動局１０１Ｂに対してこの送信データ列を送信することにより、自位置
を通知することができる。
　一方、自位置情報の通知に加えて、通知先の移動局１０１Ｂの位置情報を取得したい場
合、上記の送信データ列に移動局１０１Ｂの位置情報を要求するデータ列を付加する。そ
の場合、送信データ列は
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「 <IMG SRC="cti-pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=09012345678&b
ody= http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=E139.44.45.80N35.40.3
0.18&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=e21E139.44.45.80N35.40.30.18"< IMG SRC="cti-
pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=09012345679&body= http://maps
erv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=NULLAREA&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011
&P=e21NULLAREA">">」となり、ここで、２つめの「 address=」の文字列「 address=090123
45679」で返信用の電話番号、つまり移動局１０１Ａの電話番号を指定している。また、
位置情報置換データ列「 NULLAREA」は、移動局１０１Ｂに対して位置情報提供を要求して
おり、このデータ列を検出した移動局１０１Ｂは第１実施形態と同様の方法で自位置の測
位を行い、移動局１０１Ａに対して自己の位置情報を送信する。
【００６２】
Ｄ－２：第４実施形態の動作
　以下、図２２を参照しながら、第４実施形態の動作を説明する。
　まず、移動局１０１Ａは、ステップＳａ１において、ユーザからのメニュー選択を受け
付ける。ユーザが「自位置通知メニュー」を選択すると、移動局１０１Ａは、図２１Ａに
示すような自位置通知メニューを表示する（ステップＳａ３）。
　情報表示部１０１ｄに表示された自位置通知画面において、まず、ユーザは、通知先で
ある移動局１０１Ｂの電話番号或いは電話帳登録名をキー操作により入力後、「確定」を
選択して実行する。
　そして次に、自位置情報通知に加えて移動局１０１Ｂの位置情報の取得を希望するかど
うかユーザに問う画面（図２１Ｂ）が表示される。ユーザはキー操作により画面上の「Ｙ
ＥＳ」または「ＮＯ」を選択した後、「送信」を実行すると、移動局１０１Ａのマイクロ
コンピュータ１０１ｂは自位置情報通知及び／または位置情報取得の要求を受け付け（ス
テップＳａ５）、自己が記憶している測位プログラムに従って自位置情報を生成する（ス
テップＳａ７）。
【００６３】
　次に、ステップＳａ９において、前のステップで生成された位置情報を自位置情報置換
データ列と置き換え、自位置情報データ列を生成する。前述したように、その結果生成さ
れた自位置情報データ列は、「 http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MA
P=E139.44.45.80N35.40.30.18&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=e21E139.44.45.80N35.4
0.30.18」となる。（この場合、測位の結果、移動局１０１Ａは「 E139.44.45.80　 N35.40
.30.18」に位置している。）
　この自位置情報データ列は、前述したように、既存の地図サイトのＵＲＬに自己の位置
情報（例えば、ここでは緯度経度で表現された位置情報）を付加することにより、地図サ
イト上に自己の位置を表示するためのものである。
　この自位置情報データ列のＵＲＬを受信した側では、ＵＲＬが示す地図サイトにアクセ
スすることにより、地図サイト上での送信元の端末の位置、ここでは、移動局１０１Ａの
位置を把握することができる。
【００６４】
　ステップＳａ９における自位置情報データ列の生成が終了すると、次は、この自位置情
報データ列を通知先の移動局１０１Ｂに送信するためのデータ列を生成する（ステップＳ
ａ１１）。ここでは、ステップＳａ５において受け付けた移動局１０１Ｂの電話番号と、
前のステップで生成した自位置情報データ列を、送信データ列に組み込むことになる（ス
テップＳａ１１）。
　通知先である移動局１０１Ｂの電話番号が「 090-1234-5678」である場合、移動局１０
１Ｂに送信されるデータ列は、
「 <IMG SRC="cti-pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=09012345678&b
ody= http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=E139.44.45.80N35.40.3
0.18&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=e21E139.44.45.80N35.40.30.18">」となる。
　また、移動局１０１Ａのユーザが移動局１０１Ｂの位置情報の取得を希望している場合
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には、移動局１０１Ｂに対して位置情報を要求するデータ列も付加する必要がある。即ち
、「 <IMG SRC="cti-pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=09012345678
&body= http://mapserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=E139.44.45.80N35.40
.30.18&ZM=9&SZ=120,120&OPT=30500011&P=e21E139.44.45.80N35.40.30.18"< IMG SRC="ct
i-pos://---.smail/snd-cgi?=U&subject=imakoko&address=09012345679&body= http://ma
pserv.mapfan.com/cgi-bin/map/mapserv.cgi?MAP=NULLAREA&ZM=9&SZ=120,120&OPT=305000
11&P=e21NULLAREA">">」となる。
　こうやって生成された送信データ列は、ステップＳａ１３において移動局１０１Ｂに対
して送信されることになる。
　これを受け取った移動局１０１Ｂ（ステップＳａ１５）のマイクロコンピュータ１０１
ｂは、受信したデータ列に移動局１０１Ａの位置情報を示すＵＲＬが含まれていることを
検知し、そのＵＲＬに自動的にアクセスすることにより、移動局１０１Ｂの情報表示部１
０１ｅに移動局１０１Ａの位置を示す地図を表示する（ステップＳａ１７）。
【００６５】
　これより後の移動局１０１Ｂにおける動作（ステップＳａ１９～ステップＳａ３９まで
の動作）は、第１実施形態と同様なのでステップごとの詳細な説明は省略するが、移動局
１０１Ｂは、移動局１０１Ａに対して位置情報を提供してよいかに関して、公開先として
登録されているか、ユーザの許諾は得られるかなどの確認作業を行った後、自己の位置測
定および位置情報生成を行い、移動局１０１Ａに対してその結果を返信することになる。
　第１実施形態と同様、位置情報の提供を拒否する場合は、受信したデータ列を置換せず
にそのまま返信することによって拒否の旨を通知する。
　最後に、ステップＳａ３９において、移動局１０１Ａのマイクロコンピュータ１０１ｂ
は、受信したデータ列に移動局１０１Ｂの位置情報を示すＵＲＬが含まれていることを検
知し、そのＵＲＬに自動的にアクセスすることにより、情報表示部１０１ｅに移動局１０
１Ａの位置を示す地図を表示して、動作は終了する。
　なお、この第４実施形態においても、第１実施形態の変形例で述べたことが適用可能で
ある。具体的には、第１実施形態の変形例（３）～（１１）が適用可能である。
【００６６】
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態におけるシステム全体の構成を示すブロック図である。
【図２】　第１実施形態における移動局の構成を示す図である。
【図３】　第１実施形態における移動局に記憶されている公開ＩＰ情報データベースのデ
ータフォーマット図である。
【図４Ａ】　第１実施形態におけるＩＰサーバが移動局に送信するＨＴＭＬ形式のサブメ
ニューデータの一例を示す図である。
【図４Ｂ】　第１実施形態における図４Ａに示すＨＴＭＬ形式のサブメニューデータに基
づき移動局に表示される画面の図である。
【図５】　第１実施形態におけるゲートウェイサーバの構成を示すブロック図である。
【図６】　第１実施形態におけるＩＰサーバが備える位置関連情報データベースのデータ
フォーマット図である。
【図７】　第１実施形態における移動局のマイクロコンピュータの動作を示すフローチャ
ートである。
【図８Ａ】　第１実施形態における移動局が備える位置情報データベースのデータフォー
マット図である。
【図８Ｂ】　第１実施形態における図８Ａに示すある道路を表す線情報の図である。
【図８Ｃ】　第１実施形態における図８Ａに示すある建物の中のフロアを表す点情報の図
である。
【図８Ｄ】　第１実施形態における移動局が備えるテーブルのデータフォーマット図であ
る。
【図９】　第１実施形態の変形例における移動局に表示される画面の図である。
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【図１０】第１実施形態の変形例における網内のノードが備えるデータベースのデータフ
ォーマット図である。
【図１１】　第１実施形態の変形例における網内のノードが備えるデータベースのデータ
フォーマット図である。
【図１２Ａ】　第１実施形態の変形例における移動局が備えるデータベースのデータフォ
ーマット図である。
【図１２Ｂ】　第１実施形態の変形例における移動局が備えるデータベースのデータフォ
ーマット図である。
【図１３】　本発明の第２実施形態における移動局の構成を示すブロック図である。
【図１４】　第２実施形態におけるゲートウェイサーバの構成を示すブロック図である。
【図１５】　第２実施形態の動作を示すフローチャートである。
【図１６】　本発明の第３実施形態におけるハイパーリンク文字列の一例を示す図である
。
【図１７】　第３実施形態におけるゲートウェイサーバの構成を示すブロック図である。
【図１８】　第３実施形態におけるゲートウェイサーバが備える地域コードテーブルのデ
ータフォーマット図である。
【図１９】　第３実施形態における移動局のマイクロコンピュータの動作を示すフローチ
ャートである。
【図２０Ａ】　第３実施形態の変形例における移動局が備えるデータフォーマット図であ
る。
【図２０Ｂ】　第３実施形態の変形例における移動局が備えるデータフォーマット図であ
る。
【図２１Ａ】　本発明の第４実施形態における移動局に表示される画面の図である。
【図２１Ｂ】　本発明の第４実施形態における移動局に表示される画面の図である。
【図２２】　第４実施形態における移動局のマイクロコンピュータの動作を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
１０１・・・移動局、３３０・・・ゲートウェイサーバ、５００Ａ，５００Ｂ・・・ＩＰ
サーバ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ Ａ 】
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【 図 ４ Ｂ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ Ａ 】 【 図 ８ Ｂ 】

【 図 ８ Ｃ 】 【 図 ８ Ｄ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ Ａ 】

【 図 １ ２ Ｂ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ Ａ 】

【 図 ２ ０ Ｂ 】

【 図 ２ １ Ａ 】

【 図 ２ １ Ｂ 】 【 図 ２ ２ 】
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