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(57)【要約】
　本発明は、目標携帯デバイス位置特定方法、装置、プ
ログラム及び記録媒体に関し、コンピュータ技術分野に
属する。上記方法は、対応する目標携帯デバイスの上記
目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置検
索要請を受信するステップと、上記目標携帯デバイスの
デバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって
上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステッ
プと、上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイス
とバインディングされた通信端末に、上記目標携帯デバ
イスの位置プロンプトメッセージを送信するステップと
を含む。本発明を採用すると、ユーザの電子デバイスの
探しを便利にすることができる。
【選択図】図１



(2) JP 2018-509008 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信するステップと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得するステップと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップと、
　を含むことを特徴とする目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項２】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検
出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含むことを特徴
とする請求項１に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項３】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含むことを
特徴とする請求項１に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項４】
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信するステップと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項５】
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップを含み、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップ
を含むことを特徴とする請求項１乃至４の中のいずれか１項に記載の目標携帯デバイス位
置特定方法。
【請求項６】
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　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を受信す
るステップをさらに含み、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した時間情報、及び、上記目標携帯デバ
イスの位置情報を取得するステップは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するステップ、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得するステップ
　を含むことを特徴とする請求項５に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項７】
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信する第１受信モジュールと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得する取得モジュールと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する送信モジュールと、
　を備えることを特徴とする目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項８】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検
出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記送信モジュールは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項９】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記送信モジュールは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１０】
　上記送信モジュールは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信する第１送信サブモジュールと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信する第２送信サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項９に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１１】
　上記取得モジュールは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
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時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、
　上記送信モジュールは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ことを特徴とする請求項７乃至１０の中のいずれか１項に記載の目標携帯デバイス位置
特定装置。
【請求項１２】
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を受信す
る第２受信モジュールをさらに備え、
　上記取得モジュールは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するか、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　上記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を備え、
　上記プロセッサは、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信し、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得し、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ように構成されることを特徴とする目標携帯デバイス位置特定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１５１０９１９４６４.７であって、出願日が２０１５年
１２月１１日である中国特許出願に基づいて優先権を主張し、当該中国特許出願のすべて
の内容を援用する。
【０００２】
　本発明は、コンピュータ技術分野に関し、特に、目標携帯デバイス位置特定方法及び装
置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電子デバイスの発展に伴い、例えば、スマートブレスレット、スマートカード及びスマ
ートキーチェーン、等のような電子デバイスの応用もますます広くなっており、その種類
もますます多くなっている。これら電子デバイスには、ほとんどが、ブルートゥース部品
が配置されており、ブルートゥース部品を利用してバインディングされた移動端末（例え
ば、携帯電話、タブレットＰＣ、等）と無線通信を行うことにより、紛失防止リマインド
機能を実現することができる。
【０００４】



(5) JP 2018-509008 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

　ユーザの移動端末（例えば、携帯電話）は、当該ユーザの電子デバイスによって、移動
端末に無線信号を送信すると、受信した無線信号の信号強さに基づいて、電子デバイスと
の間の距離を特定して、電子デバイスと移動端末との間の距離が所定の距離の閾値より大
きくなると、ベル、振動、等の方法によって、ユーザをリマインドすることができる。
【０００５】
　発明者は、本発明を実現する過程で、少なくとも以下の問題が存在することを発見した
。
【０００６】
　ユーザは、多くの場合、移動端末のプロンプト情報を無視することになり、ユーザが電
子デバイスを紛失したことを承知した時には、もう、電子デバイスとの距離がより遠くな
って、電子デバイスを見つけることができなくなる。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、関連技術に存在する問題を解決するために、目標携帯デバイス位置特定方法
及び装置を提供する。
【０００８】
　本発明の実施例に係る第１の態様によると、目標携帯デバイス位置特定方法を提供する
。
【０００９】
　上記方法は、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信するステップと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得するステップと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップと、を含む。
【００１０】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバ
イスの無線信号が検出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含む。
【００１１】
　このようにして、ユーザは、目標携帯デバイスの付近に位置するデバイスの測位情報を
承知することになって、ユーザの目標携帯デバイスの見つけが便利になった。
【００１２】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含む。
【００１３】
　このようにして、ユーザは、アカウント識別子に基づいて、上記アカウント識別子に対
応されるアカウントの使用者にヘルプしてもらって、目標携帯デバイスの関連情報を取得
することにより、ユーザの電子デバイスの探しを便利にする。
【００１４】
　オプションとして、上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識
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別子を取得して、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウ
ント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するス
テップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信するステップと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信するステップとを含む。
【００１５】
　このようにして、まず、アカウント識別子に対応されるアカウントの使用者によって確
認してから、目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別
子が付加された位置プロンプトメッセージを送信することにより、アカウントのセキュリ
ティを改善した。
【００１６】
　オプションとして、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が
検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップを含み、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップ
を含む。
【００１７】
　このようにして、ユーザによって、さらに、位置情報に対応される時間情報が取得でき
て、情報の精度を改善した。
【００１８】
　オプションとして、上記方法は、
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を受信す
るステップをさらに含み、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した時間情報、及び、上記目標携帯デバ
イスの位置情報を取得するステップは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するステップ、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得するステップ、を含む。
【００１９】
　このようにして、保存した位置情報及び時間情報の中から、相対的に価値がある一部の
位置情報及び時間情報を取得できて、ユーザが情報を取得する有効性を改善した。
【００２０】
　本発明の実施例に係る第２の態様によると、目標携帯デバイス位置特定装置を提供する
。
【００２１】
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　上記装置は、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信する第１受信モジュールと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得する取得モジュールと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する送信モジュールと、を備え
る。
【００２２】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバ
イスの無線信号が検出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記送信モジュールは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００２３】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記送信モジュールは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００２４】
　オプションとして、上記送信モジュールは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信する第１送信サブモジュールと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信する第２送信サブモジュールと、を備える。
【００２５】
　オプションとして、上記取得モジュールは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、
　上記送信モジュールは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００２６】
　オプションとして、上記装置は、
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を受信す
る第２受信モジュールをさらに備え、
　上記取得モジュールは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するか、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得する。
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【００２７】
　本発明の実施例に係る第３の態様によると、目標携帯デバイス位置特定装置を提供する
。
【００２８】
　上記装置は、
　プロセッサと、
　上記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を備え、
　上記プロセッサは、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信し、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得し、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ように構成される。
【００２９】
　本発明の実施例が提供する構成の有益な効果は以下のとおりである。
【００３０】
　本発明の実施例において、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子が付加された位置検索要請を受信し、上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に
基づいて、その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に
送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、上記位置情報に基づいて、上記目標
携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプ
トメッセージを送信する。このようにして、ユーザが電子デバイスが紛失されたことを発
見した時に、電子デバイスの位置情報を提供できて、ユーザの電子デバイスの探しが便利
になる。
【００３１】
　以上の統括な記述と以下の細部記述は、ただ例示的なものであり、本発明を制限するも
のではないと、理解するべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
　ここでの図面は、明細書に合併されて本明細書の一部を構成して本発明に合致する実施
例を示し、明細書とともに本発明の原理の説明に用いられる。
【図１】例示的な一実施例に係る目標携帯デバイス位置特定方法を示すフローチャートで
ある。
【図２】例示的な一実施例に係るインターフェイスの表示を示す模式図である。
【図３】例示的な一実施例に係るインターフェイスの表示を示す模式図である。
【図４】例示的な一実施例に係るインターフェイスの表示を示す模式図である。
【図５】例示的な一実施例に係る目標携帯デバイス位置特定方法を示すフローチャートで
ある。
【図６】例示的な一実施例に係る目標携帯デバイス位置特定装置を示す模式図である。
【図７】例示的な一実施例に係る目標携帯デバイス位置特定装置を示す模式図である。
【図８】例示的な一実施例に係る目標携帯デバイス位置特定装置を示す模式図である。
【図９】例示的な一実施例に係るサーバの構成を示す模式図である。
【００３３】
　以上の図面を通じて、本発明の実施例を例示しているが、そのさらに具体的な内容につ
いては後述する。これらの図面及び文字記載は、本発明の趣旨の範囲を限定するためのも
のではなく、特定の実施例を参照として、当業者に本発明のコンセプトを理解させるため
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のものである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　ここで、例示的な実施例を詳細に説明する。また、説明中の例は、図面に示している。
以下の記述において、図面を説明する際に特に説明しない場合、異なる図面中の同一の符
号は、同一或は同様な要素を意味する。以下の例示的な実施例において記述する実施方法
は、本発明に合致するすべての実施方法を代表するものではない。逆に、それらは、添付
の特許請求の範囲において詳細に記述された、本発明のいくつかの態様と合致する装置、
及び方法の例に過ぎない。
【００３５】
　本発明の例示的な一実施例は、目標携帯デバイス位置特定方法を提供する。上記方法は
、サーバに応用される。ここで、サーバは、あるＡＰＰのバックエンドサーバであっても
よい。ユーザは、生活中に、例えば、スマートブレスレット、スマートカード、スマート
キーチェーン、等のような、いろんな携帯デバイスを、よく、使用する。これら携帯デバ
イス内には、例えば、ブルートゥース部品のような無線通信部品が配置されている。ユー
ザは、これら携帯デバイスを、携帯電話、タブレットＰＣ、などのような、携帯デバイス
の紛失の防止するためのＡＰＰがインストールされた通信端末とバインディングすること
ができる。例えば、ユーザは、通信端末で、上記ＡＰＰのアカウント及びパスワードを登
録してから、上記ＡＰＰを利用して、使用している携帯デバイスと上記アカウントとをバ
インディングすることができる。すると、上記ＡＰＰは、サーバにバインディング要請を
送信し、上記サーバは、上記アカウントと携帯デバイスのデバイス識別子との対応関係を
構築する。或いは、ユーザは、使用している携帯デバイスを携帯電話番号とバインディン
グしてもよい。このようにして、サーバは、目標携帯デバイスと対応される通信端末との
バインディング関係を保存することができる。サーバは、メモリ、プロセッサ及び送受信
機を含んでもよい。ここで、メモリは、その他のデバイスによって目標携帯デバイスの無
線信号が検出された際に送信した目標携帯デバイスの位置情報、及び、下記の処理過程に
必要なデータと生成されたデータを保存してもよい。プロセッサは、目標携帯デバイスの
デバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって目標携帯デバイスの無線信号が検
出された際に送信した目標携帯デバイスの位置情報を取得してもよい。送受信機は、位置
検索要請を受信したり、目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に目標携帯デ
バイスの位置プロンプトメッセージを送信してもよい。上記サーバは、電源、等をさらに
含んでもよい。
【００３６】
　図１に示したように、上記方法の処理の流れは、以下のステップを含んでもよい。
【００３７】
　ステップ１０１において、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子が付加された位置検索要請を受信する。
【００３８】
　実施中において、ユーザは、ある携帯デバイス（即ち、目標携帯デバイス）が紛失され
たことを発見した時に、通信端末を通じて対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバ
イスのデバイス識別子が付加された位置検索要請を、サーバに送信してもよい。ここで、
サーバは、まず、例えば、ユーザに上記のアカウント及び対応されるパスワードの入力を
要請したり、ユーザの携帯電話番号、等の身分情報の入力を要請することにより、ユーザ
に対して身分検証を行う。通信端末は、検証に成功した後、サーバに対応する目標携帯デ
バイスの位置検索要請を送信する。このようにして、サーバは、対応する目標携帯デバイ
スの位置検索要請を受信することになる。
【００３９】
　ステップ１０２において、目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデ
バイスによって目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した目標携帯デバイス
の位置情報を取得する。
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【００４０】
　実施中において、目標携帯デバイスは、無線通信部品を利用して、周囲に定期的にブロ
ードキャストメッセージを送信してもよい。上記ブロードキャストメッセージ内には、目
標携帯デバイスのデバイス識別子が付加されている。例えば、ブロードキャストメッセー
ジは、ブルートゥース部品を利用して送信したメッセージであってもよい。目標携帯デバ
イスのデバイス識別子は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレス
であってもよい。周囲のデバイス（即ち、その他のデバイス）は、目標携帯デバイスが送
信したブロードキャストメッセージを受信した後に、自身の位置情報を取得してもよい。
上記位置情報は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ；全地球
測位システム）部品が配置されているデバイスにとっては、これらデバイスによって目標
携帯デバイスの無線信号が検出された際にＧＰＳ部品を通じて取得した測位情報であり、
ＧＰＳ部品が配置されていないデバイスにとっては、上記デバイスのデバイス識別子であ
ってもよい。これらデバイスは、受信したブロードキャストメッセージを解析して、ブロ
ードキャストメッセージ中の目標デバイスのデバイス識別子を取得してから、目標携帯デ
バイスのデバイス識別子、及び、位置情報を、サーバに送信してもよい。
【００４１】
　サーバは、一つ又は複数のデバイスが送信したデバイス識別子、及び、対応される位置
情報を受信して、受信したデバイス識別子及び位置情報を関連付けて保存して、デバイス
識別子と位置情報との対応関係を構築してもよい。サーバは、対応する目標携帯デバイス
の位置検索要請を受信した後、上記位置検索要請を解析して、その中の目標携帯デバイス
のデバイス識別子を取得してから、上記の対応関係の中から、目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子に対応される位置情報を取得してもよい。
【００４２】
　オプションとして、その他のデバイスは、さらに、時間情報をサーバに送信してもよい
。これに対して、ステップ１０２の処理過程において、その他のデバイスによって目標携
帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した時間情報及び目標携帯デバイスの位置情
報を取得してもよい。
【００４３】
　実施中において、その他のデバイスには、時計部品が配置されてもよい。これらデバイ
スは目標携帯デバイスが送信したブロードキャストメッセージを受信した後に、自身の位
置情報、及び、現在の時間情報を取得してもよい。これらデバイスは、受信したブロード
キャストメッセージを解析して、ブロードキャストメッセージ内の目標デバイスのデバイ
ス識別子を取得してから、目標携帯デバイスのデバイス識別子、位置情報、及び、時間情
報を、サーバに送信してもよい。
【００４４】
　サーバは、一つ又は複数のデバイスが送信したデバイス識別子、対応される位置情報、
及び、対応する時間情報を受信し、受信したデバイス識別子を、位置情報及び時間情報と
、関連付けて保存して、デバイス識別子と、位置情報及び時間情報との対応関係を構築し
てもよい。サーバは、対応する目標携帯デバイスの位置検索要請を受信した後、上記位置
検索要請を解析して、その中の目標携帯デバイスのデバイス識別子を取得してから、上記
の対応関係の中から、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対応される位置情報及び時間
情報を取得してもよい。
【００４５】
　サーバは、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対して、受信した上記デバイス識別子
の位置情報及び時間情報をより長い時間にかけて保存することになる。ユーザの情報取得
の有効性を高めるために、サーバ、保存した位置情報及び時間情報の中から、一部の位置
情報及び時間情報を取得してもよい。対応する処理方法は、以下の二種がある。
【００４６】
　方法１、目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対



(11) JP 2018-509008 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

応する時間情報を取得する。
【００４７】
　実施中において、サーバは、現在時間を特定してから、保存されたデバイス識別子と、
位置情報及び時間情報との対応関係の中から、現在時間と最も接近する時間情報を特定し
て、上記時間情報に対応される位置情報を取得してもよい。例えば、サーバは、現在時間
が１０時であり、サーバに８時に保存されたデバイス識別子に対応される位置情報が位置
ａであり、９時に保存されたデバイス識別子に対応される位置情報が位置ｂであり、９時
５０分に保存されたデバイス識別子に対応される位置情報が位置ｃであると、位置ｃ及び
対応する時間情報である９時５０分を取得する。
【００４８】
　方法２、目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得する。
【００４９】
　実施中において、サーバは、現在時間を特定してから、保存されたデバイス識別子と、
位置情報及び時間情報との対応関係の中から、現在時間に最も接近する時間情報を特定し
て、上記時間情報に対応される位置情報を取得してもよい。例えば、サーバは、現在時間
が１０時であり、サーバに８時に保存されたデバイス識別子に対応される位置情報が位置
ａであり、９時に保存されたデバイス識別子に対応される位置情報が位置ｂであり、９時
５０分に保存されたデバイス識別子に対応される位置情報が位置ｃであり、所定の閾値が
９０分間であると、位置ｂ及び対応される位置情報９時、位置ｃ及び対応する時間情報で
ある９時５０分を取得する。
【００５０】
　ステップ１０３において、位置情報に基づいて、目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００５１】
　実施中において、サーバは、上記の保存された目標携帯デバイスと、対応される通信端
末とのバインディング関係に基づいて、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対応される
通信端末（第１通信端末とする）を特定してもよい。サーバは、目標携帯デバイスの位置
情報を取得した後、位置情報に基づいて、第１通信端末に、目標携帯デバイスの位置プロ
ンプトメッセージを送信する。
【００５２】
　オプションとして、上記のその他のデバイスによって時間情報をサーバに送信するケー
スに対して、ステップ１０３の処理過程においては、時間情報及び位置情報に基づいて、
目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、目標携帯デバイスの位置プロンプ
トメッセージを送信してもよい。
【００５３】
　実施中において、サーバは、その他のデバイスが送信した目標デバイスの位置情報を取
得した後、上記の保存された目標携帯デバイスと、対応される通信端末とのバインディン
グ関係に基づいて、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対応される第１通信端末を特定
してから、第１通信端末に測位情報及び時間情報が付加された位置プロンプトメッセージ
を送信してもよい。第１通信端末は、サーバが送信した位置プロンプトメッセージを受信
して、位置プロンプトメッセージを表示してもよい。例えば、図２に示したように、第１
通信端末は、「あなたのデバイスＡが、９時５０分に位置ｃで現れました！」というメッ
セージを表示してもよい。
【００５４】
　オプションとして、その他のデバイスにＧＰＳ部品が配置されているケースにおいて、
位置情報は、これらデバイスによって目標携帯デバイスの無線信号が検出された際にＧＰ
Ｓ部品を通じて取得した測位情報であってもよい。これに対して、ステップ１０３の処理
過程においては、目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、測位情報が付加
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された目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００５５】
　実施中において、サーバは、その他のデバイスが送信した目標デバイスの測位情報を取
得した後、上記の保存された目標携帯デバイスと、対応される通信端末とのバインディン
グ関係に基づいて、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対応される第１通信端末を特定
してから、第１通信端末に測位情報が付加された位置プロンプトメッセージを送信しても
よい。また、上記位置プロンプトメッセージ内には、測位情報に対応される時間情報がさ
らに付加されてもよい。第１通信端末は、サーバが送信した位置プロンプトメッセージを
受信して、位置プロンプトメッセージを表示してもよい。例えば、「あなたのデバイスＡ
が、９時５０分に位置ｃで現れました！」というメッセージを、表示してもよい。
【００５６】
　オプションとして、その他のデバイスにＧＰＳ部品が配置されていないケースにおいて
、位置情報は、その他のデバイスのデバイス識別子であってもよい。これに対して、ステ
ップ１０３の処理過程においては、その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカ
ウント識別子を取得して、目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記ア
カウント識別子が付加された目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信しても
よい。
【００５７】
　実施中において、サーバは、その他のデバイスのデバイス識別子を取得した後、上記デ
バイス識別子に対応されるアカウント識別子を特定してもよい。上記アカウント識別子は
、その他のデバイスにバインディングされたアカウントのアカウント識別子であってもよ
い。サーバは、上記の保存された目標携帯デバイスと、対応される通信端末とのバインデ
ィング関係に基づいて、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対応される第１通信端末を
特定してから、その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子、及び
、その他のデバイスのデバイス識別子が付加された位置プロンプトメッセージを、第１通
信端末に送信する。第１通信端末は、サーバが送信した位置プロンプトメッセージを受信
して、位置プロンプトメッセージを表示してもよい。例えば、「あなたのデバイスＡが、
張様のデバイスＢの周囲で現れました！」というメッセージを、表示してもよい。ユーザ
は、上記の位置プロンプトメッセージを見た後、上記アカウント識別子に対応されるアカ
ウントを友達に追加してから、例えば、チャット情報を送信したり、音声通信を行ったり
して、上記アカウントの使用者と通信してもよい。このようにして、ユーザは、上記アカ
ウントの使用者にヘルプしてもらって、目標携帯デバイスの関連情報を取得できることに
なって、ユーザの電子デバイスの探しが便利になった。
【００５８】
　オプションとして、その他のデバイスの使用者が同意した後に、上記の対応するアカウ
ント識別子を、目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に送信してもよい。こ
れに対して、ステップ１０３の処理過程においては、その他のデバイスのデバイス識別子
に対応されるアカウント識別子を取得して、アカウント識別子に対応されるアカウントが
現在ログインしている通信端末に、ヘルプ要請を送信してもよい。例えば、アカウント識
別子に対応されるアカウントにバインディングされた通信端末が送信した確認メッセージ
を受信した場合、目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント
識別子が付加された目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００５９】
　実施中において、サーバは、その他のデバイスのデバイス識別子を取得した後、上記デ
バイス識別子に対応されるアカウント識別子を特定してもよい。上記アカウント識別子は
、その他のデバイスにバインディングされたアカウントのアカウント識別子であってもよ
い。サーバは、現在上記アカウントでログインした通信端末（第２通信端末とする）に、
ヘルプ要請を送信する。上記ヘルプ要請内には、目標携帯デバイスのデバイス識別子、及
び、その他のデバイスのデバイス識別子が付加されている。また、その他のデバイスが時
間情報を送信するケースにおいて、ヘルプ要請内には、さらに、時間情報が付加されてい
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る。第２通信端末は、サーバが送信したヘルプ要請を受信して表示してもよい。例えば、
図３に示したように、「あるユーザが紛失したデバイスＡが、９時にあなたのデバイスＢ
の周囲で現れました。あなたは、当該ユーザのために位置を提供しますか？」というメッ
セージを、表示してもよい。第２通信端末には、「はい」及び「いいえ」のオプションが
ある。例えば、第２通信端末は、「はい」のオプションのクリック命令を受信すると、サ
ーバに確認メッセージを送信する。サーバは、確認メッセージを受信した後、第１通信端
末に位置プロンプトメッセージを送信する。上記位置プロンプトメッセージ内には、上記
のデバイスのデバイス識別子、及び、対応されるアカウント識別子及び時間情報が付加さ
れている。通信端末は、サーバが送信した位置プロンプトメッセージを受信して、位置プ
ロンプトメッセージを表示してもよい。例えば、図４に示したように、「あなたのデバイ
スＡが、９時に張様のデバイスＢの周囲で現れました！」というメッセージを、表示して
もよい。ユーザは、上記位置プロンプトメッセージを見た後に、上記アカウント識別子に
対応されるアカウント友達に追加してから、例えば、チャット情報を送信したり、音声通
信を行ったりして、上記アカウントの使用者と通信してもよい。このようにして、ユーザ
は、上記アカウントの使用者にヘルプしてもらって、目標携帯デバイスの関連情報を取得
できることになって、ユーザの電子デバイスの探しが便利になった。
【００６０】
　図５に示したように、本実施例は、さらに、目標携帯デバイス位置特定方法を提供する
。上記方法は、以下のステップを含んでもよい。
【００６１】
　ステップ５０１において、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子が付加された位置検索要請を受信する。
【００６２】
　実施中において、ユーザは、ある携帯デバイス（即ち、目標携帯デバイス）が紛失され
たことを発見した時に、通信端末を通じて対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバ
イスのデバイス識別子が付加された位置検索要請を、サーバに送信してもよい。サーバは
、上記位置検索要請を受信してもよい。ここで、サーバは、まず、例えば、ユーザに上記
のアカウント及び対応されるパスワードの入力を要請したり、ユーザの携帯電話号、等の
身分情報の入力を要請することにより、ユーザに対して身分検証を行う。通信端末は、検
証に成功した後、サーバに対応する目標携帯デバイスの位置検索要請を送信する。
【００６３】
　ステップ５０２において、その他のデバイスによって目標携帯デバイスの無線信号が検
出された際に送信した時間情報、及び、目標携帯デバイスの位置情報を取得する。
【００６４】
　実施中において、その他のデバイスには、時計部品が配置されてもよい。これらデバイ
スは目標携帯デバイスが送信したブロードキャストメッセージを受信した後に、自身の位
置情報、及び、現在の時間情報を取得してもよい。上記位置情報は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａ
ｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ；全地球測位システム）部品が配置されている
デバイスにとっては、これらデバイスによって目標携帯デバイスの無線信号が検出された
際にＧＰＳ部品を通じて取得した測位情報であり、ＧＰＳ部品が配置されていないデバイ
スにとっては、上記デバイスのデバイス識別子であってもよい。これらデバイスは、受信
したブロードキャストメッセージを解析して、ブロードキャストメッセージ中の目標デバ
イスのデバイス識別子を取得してから、目標携帯デバイスのデバイス識別子、位置情報及
び時間情報を、サーバに送信してもよい。
【００６５】
　サーバは、一つ又は複数のデバイスが送信したデバイス識別子、及び、対応される位置
情報を受信して、受信したデバイス識別子及び位置情報を関連付けて保存して、デバイス
識別子と位置情報との対応関係を構築してもよい。サーバは、対応する目標携帯デバイス
の位置検索要請を受信した後、上記位置検索要請を解析して、その中の目標携帯デバイス
のデバイス識別子を取得してから、上記の対応関係の中から、目標携帯デバイスのデバイ
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ス識別子に対応される位置情報を取得してもよい。例えば、位置情報が測位情報であると
、ステップ５０３を実行し、位置情報がデバイス識別子であると、ステップ５０４を実行
する。
【００６６】
　ステップ５０３において、時間情報及び位置情報に基づいて、目標携帯デバイスとバイ
ンディングされた通信端末に、測位情報が付加された目標携帯デバイスの位置プロンプト
メッセージを送信する。
【００６７】
　実施中において、サーバは、その他のデバイスが送信した目標デバイスの測位情報を取
得した後、上記の保存された目標携帯デバイスと、対応される通信端末とのバインディン
グ関係に基づいて、目標携帯デバイスのデバイス識別子に対応される第１通信端末を特定
してから、測位情報及び対応する時間情報が付加された位置プロンプトメッセージを、第
１通信端末に送信する。第１通信端末は、サーバが送信した位置プロンプトメッセージを
受信して、位置プロンプトメッセージを表示してもよい。
【００６８】
　ステップ５０４において、その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント
識別子を取得して、アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通
信端末に、ヘルプ要請を送信する。
【００６９】
　実施中において、サーバは、その他のデバイスのデバイス識別子を取得した後、上記デ
バイス識別子に対応されるアカウント識別子を特定してもよい。上記アカウント識別子は
、その他のデバイスにバインディングされたアカウントのアカウント識別子であってもよ
い。サーバは、現在上記アカウントでログインした通信端末（第２通信端末とする）に、
ヘルプ要請を送信する。上記ヘルプ要請内には、目標携帯デバイスのデバイス識別子、及
び、その他のデバイスのデバイス識別子が付加されている。また、その他のデバイスが時
間情報を送信するケースにおいて、ヘルプ要請内には、さらに、時間情報が付加されてい
る。
【００７０】
　ステップ５０５において、アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディング
された通信端末が送信した確認メッセージを受信した場合、目標携帯デバイスとバインデ
ィングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加された目標携帯デバイスの位置プ
ロンプトメッセージを送信する。
【００７１】
　実施中において、第２通信端末は、サーバが送信したヘルプ要請を受信して表示しても
よい。第２通信端末は、「はい」のオプションのクリック命令を受信した後、サーバに確
認メッセージを送信する。サーバは、確認メッセージを受信した後、第１通信端末に位置
プロンプトメッセージを送信する。上記位置プロンプトメッセージ内には、上記のデバイ
スのデバイス識別子、及び、対応されるアカウント識別子が付加されている。通信端末は
、サーバが送信した位置プロンプトメッセージを受信して、位置プロンプトメッセージを
表示してもよい。
【００７２】
　本発明の実施例において、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子が付加された位置検索要請を受信し、上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に
基づいて、その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に
送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、上記位置情報に基づいて、上記目標
携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプ
トメッセージを送信する。このようにして、ユーザが電子デバイスが紛失されたことを発
見した時に、電子デバイスの位置情報を提供できて、ユーザの電子デバイスの探しが便利
になる。
【００７３】
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　本発明の例示的なもう一実施例は、目標携帯デバイス位置特定装置を提供する。図６に
示したように、上記装置は、第１受信モジュール６１０、取得モジュール６２０及び送信
モジュール６３０を備える。
【００７４】
　第１受信モジュール６１０は、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデ
バイス識別子が付加された位置検索要請を受信する。
【００７５】
　取得モジュール６２０は、上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他
のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標
携帯デバイスの位置情報を取得する。
【００７６】
　送信モジュール６３０は、上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインデ
ィングされた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
。
【００７７】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバ
イスの無線信号が検出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記送信モジュール６３０は、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００７８】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記送信モジュール６３０は、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００７９】
　オプションとして、図７に示したように、上記送信モジュール６３０は、第１送信サブ
モジュール６３１及び第２送信サブモジュール６３２を備える。
【００８０】
　第１送信サブモジュール６３１は、上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応され
るアカウント識別子を取得して、上記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ロ
グインしている通信端末に、ヘルプ要請を送信する。
【００８１】
　第２送信サブモジュール６３２は、上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバ
インディングされた通信端末が送信した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デ
バイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標
携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００８２】
　オプションとして、上記取得モジュール６２０は、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得する。
【００８３】
　上記送信モジュール６３０は、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する。
【００８４】
　オプションとして、図８に示したように、上記装置は、第２受信モジュール６４０をさ
らに備える。
【００８５】
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　第２受信モジュール６４０は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの
無線信号が検出された際に送信した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携
帯デバイスの位置情報を受信する。
【００８６】
　上記取得モジュール６２０は、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するか、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得する。
【００８７】
　上記の実施例の装置について、その各モジュールが実行する動作の具体的な形態は既に
当該方法に関する実施例において詳細に説明したため、ここでは詳細に説明しない。
【００８８】
　本発明の実施例において、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子が付加された位置検索要請を受信し、上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に
基づいて、その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に
送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、上記位置情報に基づいて、上記目標
携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプ
トメッセージを送信する、このようにして、ユーザが電子デバイスが紛失されたことを発
見した時に、電子デバイスの位置情報を提供できて、ユーザの電子デバイスの探しが便利
になる。
【００８９】
　上記の実施例によって提供する目標携帯デバイス位置特定装置が目標携帯デバイス位置
を特定する時に、上記の各機能モジュールに割り当てて実現する例を挙げて説明したが、
実際に実現する時には、必要によって上記の機能を互いに異なる機能モジュールに割り当
てて実現してもよく、即ち、デバイスの内部の構成を互いに異なる機能モジュールに割り
当てて、上記に記載の全部、或いは、一部の機能を実現してもよいことを、説明する必要
がある。
【００９０】
　図１９は、例示的な一実施例に係る目標携帯デバイス位置特定装置１９００を示すブロ
ック図である。例えば、装置１９００をサーバとして提供してもよい。図１９を参照する
と、装置１９００は、プロセスアセンブリ１９２２を備える。当該プロセスアセンブリ１
９２２は、一つ以上のプロセッサ、及びメモリ１９３２を代表とするメモリリソースを、
さらに備える。当該メモリリソースは、プロセスアセンブリ１９２２によって実行される
、例えばアプリケーションプログラムのような命令を保存する。メモリ１９３２中に保存
されたアプリケーションプログラムには、それぞれ一つの命令のセットに対応する一つ以
上のモジュールを含まれてもよい。なお、プロセスアセンブリ１９２２は、命令を実行す
ることにより、上記の目標携帯デバイス位置特定方法を実行する。
【００９１】
　装置１９００は、装置１９００の電源を管理するための一つの電源アセンブリ１９２６
、装置１９００をネットワークに接続させるための一つの有線又は無線のネットワークイ
ンターフェイス１９５０、及び、一つの入出力インターフェイス１９５８を備えてもよい
。装置１９００は、メモリ１９３２に保存された、例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｒｖｅ
ｒＴＭ、Ｍａｃ　ＯＳ　ＸＴＭ、ＵｎｉｘＴＭ，　ＬｉｎｕｘＴＭ、ＦｒｅｅＢＳＤＴＭ
のようなオペレーティング・システムによって、操作を行うことができる。
【００９２】
　装置１９００は、メモリ、及び、一つ以上のプログラムを備え、ここで、一つ以上プロ
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グラムはメモリ中に記憶され、制御によって一つ以上プロセッサが上記一つ以上プログラ
ムを実行すると、以下の方法を実現するための命令を生成する。
【００９３】
　上記方法は、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信するステップと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得するステップと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップとを含む。
【００９４】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバ
イスの無線信号が検出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含む。
【００９５】
　オプションとして、上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含む。
【００９６】
　オプションとして、上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識
別子を取得して、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウ
ント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するス
テップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信するステップと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信するステップとを含む。
【００９７】
　オプションとして、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が
検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップを含み、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップ
を含む。
【００９８】
　オプションとして、上記方法は、
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
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るステップをさらに含み、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した時間情報、及び、上記目標携帯デバ
イスの位置情報を取得するステップは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するステップ、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得するステップを含む。
【００９９】
　本発明の実施例によると、対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイ
ス識別子が付加された位置検索要請を受信し、上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に
基づいて、その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に
送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、上記位置情報に基づいて、上記目標
携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプ
トメッセージを送信する。このようにして、ユーザが電子デバイスが紛失されたことを発
見した時に、電子デバイスの位置情報を提供できて、ユーザの電子デバイスの探しが便利
になる。
【０１００】
　当業者は、明細書を検討して本発明を実施した後、本発明の他の実施例を容易に考え出
すことができる。本願は、本発明のいずれの変形、用途、又は適応的な変更をカバーする
ことを意図しており、これらの変形、用途、又は適応的な変更は、本発明の一般的な原理
に従い、また、本発明は公開していない当該技術分野の周知知識又は通常の技術手段を含
む。明細書と実施例はただ例示として考慮され、本発明の本当の範囲と趣旨は以下の特許
請求の範囲に記載される。
【０１０１】
　本発明は上記に記述され、また図面で示した厳密な構成に限定されず、その範囲を逸脱
しない限り多様な置換えと変更を行うことができると、理解されるべきである。本発明の
範囲は添付の特許請求の範囲のみにより限定される。
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成28年10月24日(2016.10.24)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　本発明は、コンピュータ技術分野に関し、特に、目標携帯デバイス位置特定方法、装置
、プログラム及び記録媒体に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、関連技術に存在する問題を解決するために、目標携帯デバイス位置特定方法
、装置、プログラム及び記録媒体を提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　上記装置は、
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　プロセッサと、
　上記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を備え、
　上記プロセッサは、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信し、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得し、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ように構成される。
　本発明の実施例の第４の態様によると、プログラムを提供し、当該プログラムは、プロ
セッサに実行されることにより、上記の目標携帯デバイス位置特定方法を実現する。
　本発明の実施例の第５の態様によると、記録媒体を提供し、当該記録媒体には、上記プ
ログラムが記録されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信するステップと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得するステップと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップと、
　を含むことを特徴とする目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項２】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検
出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含むことを特徴
とする請求項１に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項３】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップを含むことを
特徴とする請求項１に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項４】
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
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れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信するステップと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項５】
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得するステップを含み、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信するステップ
を含むことを特徴とする請求項１乃至４の中のいずれか１項に記載の目標携帯デバイス位
置特定方法。
【請求項６】
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を受信す
るステップをさらに含み、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した時間情報、及び、上記目標携帯デバ
イスの位置情報を取得するステップは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するステップ、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得するステップ
　を含むことを特徴とする請求項５に記載の目標携帯デバイス位置特定方法。
【請求項７】
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信する第１受信モジュールと、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得する取得モジュールと、
　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する送信モジュールと、
　を備えることを特徴とする目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項８】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検
出された際に取得した上記その他のデバイスの測位情報であり、
　上記送信モジュールは、
　上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記測位情報が付加された
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
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　ことを特徴とする請求項７に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項９】
　上記位置情報は、上記その他のデバイスのデバイス識別子であり、
　上記送信モジュールは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、上記アカウント識別子が付加さ
れた上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ことを特徴とする請求項７に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１０】
　上記送信モジュールは、
　上記その他のデバイスのデバイス識別子に対応されるアカウント識別子を取得して、上
記アカウント識別子に対応されるアカウントが現在ログインしている通信端末に、ヘルプ
要請を送信する第１送信サブモジュールと、
　上記アカウント識別子に対応されるアカウントとバインディングされた通信端末が送信
した確認メッセージを受信した場合、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信
端末に、上記アカウント識別子が付加された上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッ
セージを送信する第２送信サブモジュールと、
　を備えることを特徴とする請求項９に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１１】
　上記取得モジュールは、
　その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した
時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を取得し、
　上記送信モジュールは、
　上記時間情報及び上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングさ
れた通信端末に、上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ことを特徴とする請求項７乃至１０の中のいずれか１項に記載の目標携帯デバイス位置
特定装置。
【請求項１２】
　上記その他のデバイスによって上記目標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信
した上記その他のデバイスの時間情報、及び、上記目標携帯デバイスの位置情報を受信す
る第２受信モジュールをさらに備え、
　上記取得モジュールは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間とが最も接近する位置情報、及び、対
応する時間情報を取得するか、
　或いは、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、受信した上記目標携帯デバイスの
各位置情報の中から、対応する時間情報と現在時間との時間差分が所定の閾値未満である
位置情報、及び、対応する時間情報を取得する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載の目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　上記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を備え、
　上記プロセッサは、
　対応する目標携帯デバイスの上記目標携帯デバイスのデバイス識別子が付加された位置
検索要請を受信し、
　上記目標携帯デバイスのデバイス識別子に基づいて、その他のデバイスによって上記目
標携帯デバイスの無線信号が検出された際に送信した上記目標携帯デバイスの位置情報を
取得し、
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　上記位置情報に基づいて、上記目標携帯デバイスとバインディングされた通信端末に、
上記目標携帯デバイスの位置プロンプトメッセージを送信する
　ように構成されることを特徴とする目標携帯デバイス位置特定装置。
【請求項１４】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の目
標携帯デバイス位置特定方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
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