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(57)【要約】
【課題】容易に行方不明の無線機器の位置を特定可能な
無線通信システムを提供すること。
【解決手段】無線通信端末（１）が、紛失した外部機器
（２）の固有情報と自端末の位置情報とを含む紛失登録
情報を送信し、加入者情報管理装置（３）が、紛失登録
情報に含まれた位置情報に基づいて捜索対象セルを特定
し、当該捜索対象セルに向けて外部機器（２）の固有情
報を含む捜索依頼を同報送信し、捜索対象セル内の無線
通信端末（４－１～４－ｎ）が、近距離無線通信により
無線機器の検索を行い、その結果、外部機器（２）の固
有情報と一致する無線機器を検出した場合に、自端末の
位置情報を含む検出通知を送信し、加入者情報管理装置
（３）が、検出通知に含まれる位置情報に基づいて外部
機器（２）の位置を特定し、外部機器（２）の位置を含
む発見通知を無線通信端末（１）に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近距離無線通信により接続可能な無線機器を外部機器として登録可能な複数の無線通信
端末と、
　前記複数の無線通信端末における加入者情報を管理する加入者情報管理装置と、
　を有し、
　前記複数の無線通信端末のうちの特定の無線通信端末が、自端末に登録済みの外部機器
の固有情報と自端末の位置情報とを含む登録情報を前記加入者情報管理装置に送信し、
　前記登録情報を受信した加入者情報管理装置が、前記特定の無線通信端末の位置情報に
基づいて、前記外部機器を捜索する対象のセルである捜索対象セルを特定し、当該捜索対
象セル内の無線通信端末に向けて前記外部機器の固有情報を含む捜索依頼を送信し、
　前記捜索依頼を受信した前記捜索対象セル内の無線通信端末が、近距離無線通信により
無線機器の検索を行い、その結果、前記外部機器の固有情報と一致する無線機器を検出し
た場合に、自端末の位置情報を含む検出通知を前記加入者情報管理装置に送信し、
　前記加入者情報管理装置が、受信した検出通知に含まれる位置情報に基づいて前記外部
機器の位置を特定し、当該外部機器の位置を含む発見通知を前記特定の無線通信端末に送
信する、
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記加入者情報管理装置は、前記検出通知を送信した各無線通信端末の、それぞれの近
距離無線通信による通信範囲が重なる位置を、前記外部機器の位置として特定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記外部機器は、自身が紛失状態であると判断した場合に、検索に対する応答時以外の
、近距離無線通信による無線信号の送信を停止する、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記外部機器は、前記特定の無線通信端末から検索要求を受けた場合に、前記停止して
いた近距離無線通信による無線信号の送信を再開する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記特定の無線通信端末は、前記登録情報を前記加入者情報管理装置に送信する場合に
、自端末の位置情報として自端末の軌跡を含める、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１つに記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記特定の無線通信端末は、前記登録情報を送信した後の任意のタイミングにおいて無
線機器の検索を行った結果、捜索対象の外部機器を検出した場合に、当該外部機器の固有
情報を含む登録解除通知を前記加入者情報管理装置に送信し、
　前記登録解除通知を受信した加入者情報管理装置は、前記検索を終了させるための捜索
依頼解除通知を、前記捜索対象セル内の無線通信端末に向けて送信する、
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記特定の無線通信端末は、前記登録情報を送信した後の任意のタイミングにおいて前
記外部機器が有線接続された場合に、当該外部機器の固有情報を含む接合通知を前記加入
者情報管理装置に送信し、
　前記接合通知を受信した加入者情報管理装置は、前記検索を終了させるための捜索依頼
解除通知を、前記捜索対象セル内の無線通信端末に向けて送信する、
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記登録情報が送信された後の任意のタイミングにおいて、未登録の無線機器が有線接
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続された無線通信端末は、自身の位置情報と当該無線機器の固有情報を含む未登録接合通
知を前記加入者情報管理装置に送信し、
　前記加入者情報管理装置は、前記未登録接合通知に含まれる無線機器の固有情報と前記
登録情報に含まれる前記外部機器の固有情報とが一致する場合に、前記未登録接合通知に
含まれる位置情報に基づいて前記外部機器の位置を特定し、当該外部機器の位置を含む発
見通知を前記特定の無線通信端末に送信する、
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の無線通信システム。
【請求項９】
　近距離無線通信により接続可能な無線機器を外部機器として登録可能な無線通信端末で
あって、
　自端末に登録済みの外部機器の固有情報と自端末の位置情報とを含む登録情報を加入者
情報管理装置に送信する登録部と、
　前記加入者情報管理装置から前記外部機器の固有情報を含む捜索依頼を受信した場合に
近距離無線通信により無線機器の検索を行い、その結果、前記外部機器の固有情報と一致
する無線機器を検出した場合に自端末の位置情報を含む検出通知を前記加入者情報管理装
置に送信する捜索部と、
　を有することを特徴とする無線通信端末。
【請求項１０】
　前記登録部は、前記登録情報を前記加入者情報管理装置に送信する場合に、自端末の位
置情報として自端末の軌跡を含める、
　ことを特徴とする請求項９に記載の無線通信端末。
【請求項１１】
　近距離無線通信により接続可能な無線機器を外部機器として登録する特定の無線通信端
末から、当該外部機器の固有情報と当該特定の無線通信端末の位置情報とを含む登録情報
を受信した場合に、当該特定の無線通信端末の位置情報に基づいて、当該外部機器を捜索
する対象のセルである捜索対象セルを特定し、当該捜索対象セル内の無線通信端末に向け
て当該外部機器の固有情報を含む捜索依頼を送信する第１の送信部と、
　前記捜索対象セル内の無線通信端末から、当該無線通信端末の位置情報を含む検出通知
を受信した場合に、受信した検出通知に含まれる位置情報に基づいて前記外部機器の位置
を特定し、当該外部機器の位置を含む発見通知を前記特定の無線通信端末に送信する第２
の送信部と、
　を有することを特徴とする加入者情報管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近距離無線通信を利用して他の無線機器と接続可能な無線通信端末を含む無
線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　行方不明の無線機器を捜索する技術として、以下の従来技術が開示されている。具体的
には、まず、携帯電話機が、自機に取り付けられた親機と貴重品に取り付けた子機との間
の近距離無線通信が切断された場合に置き忘れを検知し、置き忘れの発生を自機の所有者
と所定の監視サーバに通知する。つぎに、監視サーバが、連絡リストから置き忘れ位置に
最も近い関係者が所有する携帯電話機を特定する。そして、監視サーバが、特定した携帯
電話機にメールで置き忘れに関する情報を通知し、上記関係者に置き忘れ発生場所への急
行を依頼する（第１の従来技術）。
【０００３】
　また、行方不明の無線機器を捜索する他の技術として、以下の従来技術が開示されてい
る。具体的には、移動通信網に接続可能な第一端末部と、この第一端末部と近距離無線通
信を用いて通信を行う第二端末部と、に分離可能な携帯電話機において、第二端末部を置
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き忘れた場合に、第二端末部を容易に捜索可能な技術が開示されている。たとえば、置き
忘れを検知した第二端末部が、近距離無線通信を可能とする他の携帯電話機経由で、置き
忘れの発生や位置情報等を管理サーバに通知する。そして、管理サーバが、メールや電話
等を利用して、第一端末部の利用者に置き忘れの発生や第二端末部の位置情報等を通知す
る（第２の従来技術）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１６０５０９号公報
【特許文献２】特開２０１１－２９９２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記第１の従来技術においては、置き忘れ位置に最も近い関係者が数キ
ロも離れているような場合には、所望の機器が発見される可能性が低い、という問題があ
った。
【０００６】
　また、上記第２の従来技術においては、第二端末部が、近距離無線通信を可能とする他
の携帯電話機に置き忘れ等の情報を通知しているが、第二端末部と他の携帯電話機との間
のやり取りに独自の通信プロトコルが使用されている。すなわち、第二端末部から他の携
帯電話機への問い合わせ、および他の携帯電話機から第二端末部への応答を、お互いに認
識するための特別な処理および構成が必要となる、という問題があった。
【０００７】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、独自の通信プロトコルを用いるこ
となく、容易に行方不明の無線機器の位置を特定可能な無線通信システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願の開示する無線通信システムは、近距離無線通信により接続可能な無線機器を外部
機器として登録可能な複数の無線通信端末と、前記複数の無線通信端末における加入者情
報を管理する加入者情報管理装置と、を有し、前記複数の無線通信端末のうちの特定の無
線通信端末が、自端末に登録済みの外部機器の固有情報と自端末の位置情報とを含む登録
情報を前記加入者情報管理装置に送信し、前記登録情報を受信した加入者情報管理装置が
、前記特定の無線通信端末の位置情報に基づいて、前記外部機器を捜索する対象のセルで
ある捜索対象セルを特定し、当該捜索対象セル内の無線通信端末に向けて前記外部機器の
固有情報を含む捜索依頼を送信し、前記捜索依頼を受信した前記捜索対象セル内の無線通
信端末が、近距離無線通信により無線機器の検索を行い、その結果、前記外部機器の固有
情報と一致する無線機器を検出した場合に、自端末の位置情報を含む検出通知を前記加入
者情報管理装置に送信し、前記加入者情報管理装置が、受信した検出通知に含まれる位置
情報に基づいて前記外部機器の位置を特定し、当該外部機器の位置を含む発見通知を前記
特定の無線通信端末に送信する。
【発明の効果】
【０００９】
　本願の開示する無線通信システムの一つの態様によれば、独自の通信プロトコルを用い
ることなく、容易に行方不明の無線機器の位置を特定することができる、という効果を奏
する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、無線通信システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、携帯電話端末の構成例を示す図である。
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【図３】図３は、外部機器の構成例を示す図である。
【図４】図４は、加入者情報管理装置の構成例を示す図である。
【図５】図５は、実施例１の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す図で
ある。
【図６－１】図６－１は、実施例１の動作を示すシーケンス図である。
【図６－２】図６－２は、実施例１の動作を示すシーケンス図である。
【図７】図７は、外部機器管理テーブルの一例を示す図である。
【図８】図８は、外部機器紛失通知の一例を示す図である。
【図９】図９は、捜索依頼管理テーブルの一例を示す図である。
【図１０】図１０は、捜索依頼の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、検出通知の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、紛失したイヤホンの位置の特定の仕方を示す図である。
【図１３】図１３は、発見通知の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、外部機器の構成例を示す図である。
【図１５】図１５は、実施例２の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す
図である。
【図１６】図１６は、実施例２の動作を示すシーケンス図である。
【図１７】図１７は、携帯電話端末の構成例を示す図である。
【図１８】図１８は、実施例３の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す
図である。
【図１９】図１９は、実施例３の動作を示すシーケンス図である。
【図２０】図２０は、通信ログの一例を示す図である。
【図２１】図２１は、携帯電話端末の構成例を示す図である。
【図２２】図２２は、加入者情報管理装置の構成例を示す図である。
【図２３】図２３は、実施例４の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す
図である。
【図２４】図２４は、実施例４の動作を示すシーケンス図である。
【図２５】図２５は、紛失登録解除通知の一例を示す図である。
【図２６】図２６は、捜索依頼解除通知の一例を示す図である。
【図２７】図２７は、携帯電話端末の構成例を示す図である。
【図２８】図２８は、実施例５の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す
図である。
【図２９】図２９は、実施例５の動作を示すシーケンス図である。
【図３０】図３０は、外部機器接合通知の一例を示す図である。
【図３１】図３１は、実施例６の動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願の開示する無線通信システム、無線通信端末および加入者情報管理装置の
実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定される
ものではない。
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本実施例の無線通信システムの構成例を示す図である。本実施例の無線通信シ
ステムは、通信端末の一例である携帯電話端末１，４－１～４－ｎ，５－１～５－ｍと、
携帯電話端末１と近距離無線通信により接続可能な無線機器の一例である外部機器２と、
加入者情報管理装置３とを有する。たとえば、携帯電話端末１を所有するユーザが外部機
器２を紛失した場合、携帯電話端末１は、ユーザ操作に従い、外部機器２の紛失を加入者
情報管理装置３に通知する。この際、携帯電話端末１では、外部機器２の紛失を、外部機
器２の固有情報と現在の自端末の位置情報とともに、移動通信網を利用して加入者情報管
理装置３に通知する。加入者情報管理装置３では、携帯電話端末１の位置情報から外部機
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器２を紛失した場所を推定し、推定した紛失場所の周辺（図示の捜索対象セル）に存在す
る携帯電話端末４－１～４－ｎに対し、外部機器２の固有情報を含む捜索依頼を送信する
。捜索依頼を受信した携帯電話端末４－１～４－ｎは、近距離無線通信を利用して外部機
器２を捜索する。捜索の結果、紛失した外部機器２を検出した各携帯電話端末は、それぞ
れ自局の位置情報を加入者情報管理装置３へ通知する。そして、加入者情報管理装置３で
は、外部機器２を検出した各携帯電話端末から受け取ったすべての位置情報から外部機器
２の位置を特定し、携帯電話端末１に外部機器２の位置を通知する。
【００１３】
　つづいて、本実施例の無線通信システムに含まれる各装置の構成について説明する。図
２は、携帯電話端末１，４－１～４－ｎ，５－１～５－ｍの構成例を示す図である。図２
において、各携帯電話端末は、端末制御部１１と移動通信網通信部１２と近距離無線通信
部１３とアプリ制御部１４と外部機器管理機能部１５と測位部１６と記憶部１７を有する
。また、上記アプリ制御部１４は、ユーザインタフェース部２１と外部機器情報送信部２
２と紛失外部機器判定部２３と捜索依頼受信部２４を有する。また、外部機器管理機能部
１５は、外部機器紛失登録部２６と外部機器管理部２７を有する。なお、携帯電話端末の
各機能部は、たとえば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＦＰＧＡ（Field　Prog
rammable　Gate　Array）およびメモリ等で構成することが可能である。
【００１４】
　図２において、端末制御部１１は、携帯電話端末全体の動作を制御する。移動通信網通
信部１２は、所定の移動通信網に接続し、無線信号の送受信を行う。移動通信網として、
３ＧＰＰ（Third　Generation　Partnership　Project），ＬＴＥ（Long　Term　Evoluti
on），ＧＳＭ（Global　System　for　Mobile　Communications），ＷｉＭＡＸ（Worldwi
de　Interoperability　for　Microwave　Access）等があげられる。近距離無線通信部１
３は、Bluetooth（登録商標），Ｗｉ－Ｆｉ（wireless　fidelity），ＩＣ通信，無線Ｌ
ＡＮ等の近距離無線通信を行う。
【００１５】
　また、アプリ制御部１４において、ユーザインタフェース部２１は、ユーザ操作および
画面表示等のインタフェースである。外部機器情報送信部２２は、捜索依頼対象の外部機
器を検出した場合に、検出通知を加入者情報管理装置３へ通知する。紛失外部機器判定部
２３は、近距離無線通信を利用して検出した無線機器が、捜索依頼対象の外部機器である
かどうかを判断する。捜索依頼受信部２４は、加入者情報管理装置３から捜索依頼を受信
した場合に、近距離無線通信部１３に対し近距離無線通信を利用した外部機器の捜索を要
求する。
【００１６】
　また、外部機器管理機能部１５において、外部機器紛失登録部２６は、紛失した外部機
器２の固有情報および自端末の位置情報等を含む外部機器紛失通知を加入者情報管理装置
３に送信する。外部機器管理部２７は、自端末にて管理するすべての外部機器２の固有情
報を外部機器管理テーブルにより検索可能とする。
【００１７】
　また、測位部１６は、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）や、基地局との電波強
度等の情報を利用して自端末の位置を特定する。記憶部１７は、メモリ等で構成され、自
端末にて管理する外部機器２の固有情報が記載された外部機器管理テーブルや、処理の過
程で得られる情報等を記憶する。
【００１８】
　なお、上記携帯電話端末の構成例は、説明の便宜上、本実施例の処理にかかわる構成を
列挙したものであり、携帯電話端末のすべての機能を表現したものではない。
【００１９】
　図３は、外部機器２の構成例を示す図である。図３において、外部機器２は、機器制御
部３１と近距離無線通信部３２と記憶部３３を有する。なお、外部機器２の各機能部は、
たとえば、ＣＰＵ，ＦＰＧＡ，メモリ等で構成することが可能である。
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【００２０】
　図３において、機器制御部３１は、外部機器２全体の動作を制御する。近距離無線通信
部３２は、Bluetooth，Ｗｉ－Ｆｉ，ＩＣ通信，無線ＬＡＮ等の近距離無線通信を行う。
記憶部３３は、メモリ等で構成され、処理の過程で得られる情報等を記憶する。なお、上
記外部機器２の構成例は、説明の便宜上、本実施例の処理にかかわる構成を列挙したもの
であり、外部機器のすべての機能を表現したものではない。
【００２１】
　図４は、加入者情報管理装置３の構成例を示す図である。図４において、加入者情報管
理装置３は、装置制御部４１と移動通信網通信部４２と紛失外部機器管理機能部４３と紛
失外部機器情報報知部４４と記憶部４５を有する。また、紛失外部機器管理機能部４３は
、紛失外部機器管理部５１を有する。なお、加入者情報管理装置３の各機能部は、たとえ
ば、ＣＰＵ，ＦＰＧＡ，メモリ等で構成することが可能である。
【００２２】
　図４において、装置制御部４１は、加入者情報管理装置３全体の動作を制御する。移動
通信網通信部４２は、上記の移動通信網に接続し、無線信号の送受信を行う。紛失外部機
器管理機能部４３において、紛失外部機器管理部５１は、携帯電話端末１が紛失した外部
機器２の固有情報等を記憶部４５に登録し管理する。また、紛失外部機器管理部５１は、
紛失した外部機器２を検出したすべての携帯電話端末の位置情報から、紛失した外部機器
２の位置を特定する。紛失外部機器情報報知部４４は、捜索対象セル内の携帯電話端末に
向けて、紛失した外部機器２の捜索依頼を送信する。また、紛失外部機器情報報知部４４
は、紛失した外部機器２の位置情報を含む発見通知を携帯電話端末１に向けて送信する。
記憶部４５は、メモリ等で構成され、携帯電話端末１が紛失した外部機器２の固有情報（
紛失登録情報）や、捜索依頼に関する情報が記載された捜索依頼管理テーブルや、処理の
過程で得られる情報等を記憶する。
【００２３】
　なお、上記加入者情報管理装置３の構成例は、説明の便宜上、本実施例の処理にかかわ
る構成を列挙したものであり、加入者情報管理装置のすべての機能を表現したものではな
い。
【００２４】
　つづいて、本実施例の無線通信システムの動作を図面に従い詳細に説明する。図５は、
実施例１の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す図である。また、図６
（図６－１，図６－２）は、実施例１の動作を示すシーケンス図である。なお、本実施例
では、一例として、外部機器２の１つであるイヤホンを紛失した場合について記載する。
また、ここでいう紛失とは、たとえば、置き忘れによる紛失や盗難による紛失等を含み、
携帯電話端末１の近距離無線通信部１３が外部機器２の近距離無線通信部３２と通信でき
ない状況を意味する。また、本実施例では、近距離無線通信としてBluetoothを使用する
場合について説明する。
【００２５】
　まず、携帯電話端末１の所有者は、たとえば、外部機器２の１つであるイヤホンを紛失
した場合、ユーザインタフェース部２１を操作し、加入者情報管理装置３にイヤホンを紛
失してしまったことを登録する処理を行う。具体的には、まず、ユーザインタフェース部
２１から登録要求を受け取った外部機器紛失登録部２６が、外部機器管理部２７にイヤホ
ンに関する情報を要求する（Ｓ１、Ｓ２）。そして、外部機器管理部２７は、記憶部１７
に記憶されている外部機器管理テーブルを検索し、イヤホンのネットワーク識別情報等を
読み出す。
【００２６】
　図７は、外部機器管理テーブルの一例を示す図である。図７の外部機器管理テーブルに
は、携帯電話端末１に管理されている外部機器単位に、管理番号，機器名称，接続方法，
ＭＡＣアドレスがそれぞれ関連付けられて固有情報として記憶されている。たとえば、本
実施例では、管理番号＃１にイヤホンが、管理番号＃２に腕時計が、管理番号＃３に携帯
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ゲームが、管理番号＃４にハンズフリーが、管理番号＃５にキーボードがそれぞれ対応付
けられている。また、ネットワーク識別情報として、外部機器との接続方法（Bluetooth
，無線ＬＡＮ等）や、外部機器のＭＡＣアドレスが記憶されている。たとえば、近距離無
線通信として、Bluetoothや無線ＬＡＮを用いる場合は、ネットワーク識別情報として、
外部機器に割り当てられたＭＡＣアドレスを使用することができる。さらに、このテーブ
ルには紛失フラグが設けられ、紛失フラグには、各外部機器が紛失中かどうか（ＯＮ（紛
失中の場合）／ＯＦＦ（紛失していない場合））が示されている。
【００２７】
　すなわち、外部機器管理部２７は、上記外部機器管理テーブルを検索して、紛失したイ
ヤホンの固有情報を読み出すとともに（Ｓ３）、さらに、紛失フラグをＯＮ（初期値ＯＦ
Ｆ）に設定する（Ｓ３）。また、外部機器管理部２７は、測位部１６に対し測位情報取得
要求を通知する（Ｓ４）。測位部１６では、現在の自端末の位置情報を測定し（Ｓ５）、
その測定結果を外部機器管理部２７に通知する（Ｓ６）。
【００２８】
　つぎに、外部機器管理部２７は、紛失したイヤホンの固有情報および自端末の位置情報
を外部機器紛失登録部２６に通知する（Ｓ７）。そして、外部機器紛失登録部２６では、
移動通信網通信部１２および移動通信網経由で、紛失したイヤホンの固有情報、自端末の
位置情報および紛失者情報（名前，電話番号等）等を含む外部機器紛失通知を、加入者情
報管理装置３に送信する（Ｓ８）。本実施例では、一例として、外部機器紛失通知を電子
メールにて送信する。図８は、外部機器紛失通知の一例を示す図である。外部機器紛失通
知は、図示のとおり、所定のメッセージが記載された本文、および添付ファイルで構成さ
れる。なお、本実施例では、携帯電話端末１から加入者情報管理装置３への送信に移動通
信網を使用する場合を一例として示したが、携帯電話端末１と加入者情報管理装置３が有
線網によって接続可能な場合は、装置間のやりとりに有線網を用いてもよい。
【００２９】
　つぎに、加入者情報管理装置３では、外部機器紛失通知を受信した移動通信網通信部４
２が、紛失外部機器管理部５１に対し外部機器紛失通知に含まれる添付ファイルを転送す
る（Ｓ９）。そして、紛失外部機器管理部５１は、添付ファイルであるイヤホンの固有情
報、携帯電話端末１の位置情報および紛失者情報を、紛失登録情報として記憶部４５に登
録する（Ｓ１０）。さらに、紛失外部機器管理部５１は、この紛失登録情報を紛失外部機
器情報報知部４４に通知する（Ｓ１１）。
【００３０】
　つぎに、紛失外部機器情報報知部４４は、携帯電話端末１の位置情報に基づいて、イヤ
ホンを捜索する対象のセルである捜索対象セルを特定し、さらに、そのセル内の携帯電話
端末を特定する（Ｓ１２）。本実施例では、一例として、図１に示す捜索対象セル内の携
帯電話端末４－１～４－ｎを特定する。なお、携帯電話端末１の位置が複数セルの境界と
なるような場合には、隣接する全てのセルを捜索対象セルとする。
【００３１】
　つぎに、紛失外部機器情報報知部４４は、移動通信網通信部４２に対し、イヤホンの固
有情報を含む捜索依頼を通知する（Ｓ１３）。また、紛失外部機器情報報知部４４は、捜
索依頼に関する情報を、記憶部４５内の捜索依頼管理テーブルに保存する。図９は、捜索
依頼管理テーブルの一例を示す図である。捜索依頼管理テーブルには、捜索依頼が行われ
た外部機器単位に、管理番号，捜索依頼時間，ＭＡＣアドレス，捜索対象セルがそれぞれ
関連付けられて記憶されている。たとえば、本実施例では、管理番号＃１にイヤホンが、
管理番号＃２に腕時計が、管理番号＃３に携帯ゲームが、管理番号＃４にハンズフリーが
、管理番号＃５にキーボードがそれぞれ対応付けられている。
【００３２】
　つぎに、捜索依頼を受け取った移動通信網通信部４２では、上記で特定したセルを対象
としたセルブロードキャストを実行することにより、受け取った捜索依頼を携帯電話端末
４－１～４－ｎに通知する（Ｓ１４）。本実施例では、一例として、捜索依頼を電子メー
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ルにて一斉に送信する。図１０は、捜索依頼の一例を示す図である。捜索依頼は、図示の
とおり、所定のメッセージが記載された本文、および添付ファイルで構成される。なお、
図１０では、捜索用アプリケーションプログラムを添付することとしたが、これに限らず
、プログラムのダウンロードアドレスを添付することとしてもよい。また、加入者情報管
理装置３では、一定期間に、紛失したイヤホンがみつからない場合には、別のセルに捜索
依頼を行う。セルとは、１つの基地局がカバーするエリアのことである。
【００３３】
　つぎに、加入者情報管理装置３からの捜索依頼を受信した各携帯電話端末の移動通信網
通信部１２は、それぞれ自端末の捜索依頼受信部２４に捜索依頼の添付ファイルを転送す
る（Ｓ１５）。捜索依頼受信部２４は、それぞれ捜索用アプリケーションプログラムを起
動し（Ｓ１６）、紛失外部機器判定部２３に対し添付ファイルとして含まれたイヤホンの
固有情報を通知する（Ｓ１７）。そして、紛失外部機器判定部２３は、受け取ったイヤホ
ンの固有情報を記憶部１７に登録する。一方で、捜索依頼受信部２４は、近距離無線通信
部１３に対して、紛失したイヤホンの捜索を要求する（Ｓ１８）。捜索には、携帯電話端
末において一般的なBluetoothや無線ＬＡＮ等が利用可能である。本実施例では、イヤホ
ンの接続方法がBluetoothであるため、Bluetoothを用いてイヤホンを捜索する（図７参照
）。
【００３４】
　つぎに、近距離無線通信部１３は、Bluetoothの機能により、近傍の無線機器を検索し
（Ｓ１９）、その応答を待つ。その結果、近傍の無線機器より応答があった場合（Ｓ２０
）、近距離無線通信部１３は、検出された無線機器の情報を捜索依頼受信部２４経由で紛
失外部機器判定部２３に通知する（Ｓ２１）。そして、紛失外部機器判定部２３は、検出
された無線機器が記憶部１７内に記憶されているイヤホンの固有情報と一致するかどうか
を判定し、その結果を捜索依頼受信部２４に通知する（Ｓ２２）。
【００３５】
　紛失外部機器判定部２３による判定が一致していた場合、捜索依頼受信部２４は、測位
部１６に対し測位情報取得要求を通知する（Ｓ２３）。測位部１６では、現在の自端末の
位置情報を測定し（Ｓ２４）、その測定結果を捜索依頼受信部２４に通知する（Ｓ２５）
。そして、捜索依頼受信部２４は、イヤホンの固有情報および自端末の位置情報を外部機
器情報送信部２２に通知する（Ｓ２６）。
【００３６】
　つぎに、外部機器情報送信部２２は、移動通信網通信部１２を介して、イヤホンの固有
情報、自端末の位置情報および自端末の電話番号等を含む検出通知を加入者情報管理装置
３に送信する（Ｓ２７）。本実施例では、一例として、検出通知を電子メールにて送信す
る。図１１は、検出通知の一例を示す図である。検出通知は、図示のとおり、所定のメッ
セージが記載された本文、および添付ファイルで構成される。また、捜索依頼受信部２４
では、検出通知が送信された後の任意のタイミングで、捜索用アプリケーション用プログ
ラムを終了する（Ｓ２８）。
【００３７】
　つぎに、検出通知を受信した加入者情報管理装置３の移動通信網通信部４２は、検出通
知の添付ファイルを紛失外部機器管理部５１に通知する（Ｓ２９）。そして、紛失外部機
器管理部５１は、紛失したイヤホンに対応する一定時間内または一定件数の検出通知の受
信を待ち、イヤホンを検出したすべての携帯電話端末の位置情報から、紛失したイヤホン
の位置を特定する（Ｓ３０）。
【００３８】
　図１２は、紛失したイヤホンの位置の特定の仕方を示す図である。Bluetoothを使用し
て携帯電話端末が近傍の無線機器を検索した場合、最大１００ｍ程度まで携帯電話端末の
電波が到達可能である。本実施では、紛失外部機器管理部５１が、たとえば、イヤホンを
検出した携帯電話端末４－１，４－２，４－３の、それぞれのBluetoothによる通信範囲
が重なる位置を、イヤホンの位置として特定する。



(10) JP 2012-256986 A 2012.12.27

10

20

30

40

50

【００３９】
　そして、紛失外部機器管理部５１は、紛失外部機器情報報知部４４に対し、上記のよう
に特定したイヤホンの位置を通知する（Ｓ３１）。その後、紛失外部機器情報報知部４４
では、イヤホンの位置情報を含む発見通知を、移動通信網通信部４２および移動通信網を
介して携帯電話端末１に送信する（Ｓ３２）。本実施例では、一例として、発見通知を電
子メールにて送信する。図１３は、発見通知の一例を示す図である。発見通知では、図示
のとおり、本文にイヤホンの発見場所の地図を記載する。
【００４０】
　つぎに、発見通知を受信した携帯電話端末１の移動通信網通信部１２は、ユーザインタ
フェース部２１に発見通知の内容を通知する（Ｓ３３）。そして、ユーザインタフェース
部２１が、携帯電話端末１の表示画面にイヤホンが発見された旨の画面表示（地図表示）
を行う。
【００４１】
　上述してきたように、本実施例では、携帯電話端末１の所有者が外部機器２を紛失した
場合に、携帯電話端末１周辺の携帯電話端末（４－１～４－ｎ）が近距離無線通信を利用
して外部機器２を捜索することとした。また、携帯電話端末４－１～４－ｎでは、独自の
通信プロトコルを用いることなく、既存の近距離無線通信機能を用いて外部機器２の捜索
を行うこととした。これにより、独自の通信プロトコルを用いることなく、既存の通信プ
ロトコルを利用して、容易に、行方不明の外部機器２を発見することが可能となる。
【００４２】
　なお、上記では、近距離無線通信の一例としてBluetoothを使用する場合について記載
したが、これに限らず、無線ＬＡＮを使用することとしてもよい。たとえば、携帯電話端
末と、外部機器として登録された無線機器とが無線ＬＡＮを使用して通信可能な場合、両
者には、予め、紛失時における捜索専用のＳＳＩＤ（Service　Set　Identifier）を割り
当てておく。具体的には、携帯電話端末が外部機器を捜索するときに使用するＳＳＩＤは
、紛失時の捜索専用のものを外部機器ごとに機器の開発元で割り当てておくこととし、外
部機器および携帯電話端末の双方で管理する。このＳＳＩＤは、一例として、外部機器の
ＭＡＣアドレスを含むような文字列とする。
【００４３】
　また、無線ＬＡＮを使用した外部機器２の登録および捜索を行う場合には、上記の外部
機器紛失通知や捜索依頼に上記捜索専用のＳＳＩＤを含める。したがって、加入者情報管
理装置３から捜索依頼を受信した携帯電話端末４－１～４－ｎは、通知されたＳＳＩＤを
使用して外部機器の検索を行う（Ｓ１９）。すなわち、「Probe　request」を送信する。
一方、捜索専用のＳＳＩＤによる「Probe　request」を受信した外部機器２は、その応答
として、「Probe　response」を返信する（Ｓ２０）。携帯電話端末４－１～４－ｎは、
この「Probe　response」を受信することによって、捜索対象の外部機器を検出したかど
うかを判断し、捜索対象の外部機器であれば検出通知を加入者情報管理装置３に送信する
。
【実施例２】
【００４４】
　実施例２では、実施例１の外部機器２に代えて外部機器２ａを用いて、外部機器の低消
費電力化を実現する。なお、携帯電話端末１，４－１～４－ｎ，５－１～５－ｍ、および
加入者情報管理装置３の構成については、前述した実施例１の図２，図４と同様である。
本実施例では、実施例１と異なる処理について説明する。
【００４５】
　図１４は、外部機器２ａの構成例を示す図である。図１４において、外部機器２ａは、
機器制御部３１と近距離無線通信部３２と記憶部３３と紛失判定部３４と送信状態制御部
３５を有する。なお、前述した実施例１の外部機器と同様の構成については、同一の符号
を付してその説明を省略する。また、外部機器２ａの各機能部は、たとえば、ＣＰＵ，Ｆ
ＰＧＡ，メモリ等で構成することが可能である。
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【００４６】
　図１４において、記憶部３３は、メモリ等で構成され、自機器の所有者が所有する携帯
電話端末１のＭＡＣアドレスや、処理の過程で得られる情報等を記憶する。紛失判定部３
４は、携帯電話端末１が外部機器２ａを紛失しているかどうか、すなわち、自機器が紛失
状態であるかどうかを判断する。送信状態制御部３５は、自機器が紛失状態である場合に
、近距離無線通信部３２による定期的な無線信号の送信を停止させる。すなわち、この場
合、近距離無線通信部３２は、検索に対応する応答時以外の送信は行わない。
【００４７】
　つづいて、本実施例の無線通信システムの動作を図面に従い詳細に説明する。図１５は
、実施例２の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す図であり、図５の外
部機器２を外部機器２ａに置き換えたものである。また、図１６は、実施例２の動作を示
すシーケンス図である。
【００４８】
　たとえば、紛失判定部３４では、イヤホンが紛失状態であるかどうかを自律的に判定す
る（Ｓ４１）。判定方法としては、加速度センサにて自機器の動きを監視する方法や、自
機器への操作履歴を保持してユーザ操作を監視する方法などの、置き忘れ判定手法を使用
する。そして、携帯電話端末１の所有者がイヤホンを紛失したものと判断した場合、紛失
判定部３４は、送信状態制御部３５に対し送信停止要求を通知する（Ｓ４２）。
【００４９】
　送信停止要求を受け取った送信状態制御部３５では、近距離無線通信部３２に対して、
自機器からの定期的な無線信号の送信を停止するための設定処理を行う（Ｓ４３）。これ
により、近距離無線通信部３２では、検索に対応する応答時のみに送信処理を行うことと
なるため（Ｓ４４）、イヤホン全体としては、携帯電話端末１を検出するために定期的に
無線信号を送信する場合と比較して大幅に消費電力を低減させることができる。
【００５０】
　その後、イヤホンの近距離無線通信部３２は、検索要求を受信した場合に（Ｓ４５）、
検索要求に含まれた送信元情報であるＭＡＣアドレスを送信状態制御部３５に通知する（
Ｓ４６）。送信状態制御部３５では、通知されたＭＡＣアドレスと、予め記憶部３３に記
憶された携帯電話端末１のＭＡＣアドレスとを比較し、一致する場合に、近距離無線通信
部３２に対して、定期的な無線信号の送信を再開するための設定処理を行う（Ｓ４７）。
【００５１】
　このように、本実施例では、携帯電話端末１の所有者が紛失したイヤホン等の外部機器
２ａが、自律的に低消費電力化を実施するため、外部機器自体のバッテリー消費を低減さ
せることができる。そのため、外部機器２ａの駆動時間が長くなり、バッテリー切れによ
り発見できなくなる確率を減らすことができる。また、外部機器２ａは、所有者が意識す
ることなく、携帯電話端末１から検索要求を受けた時点で、自律的に定期的な無線信号の
送信を再開することができる。
【実施例３】
【００５２】
　前述した実施例１では、図６－１のＳ８において、外部機器紛失登録部２６が、紛失し
たイヤホンの固有情報および自端末の位置情報等を含む外部機器紛失通知を、移動通信網
通信部１２を介して加入者情報管理装置３に送信していた。実施例３では、自端末の位置
情報に代えて、自端末の軌跡である通信ログを外部機器紛失通知に含めることとした。な
お、外部機器２および加入者情報管理装置３の構成については、前述した実施例１の図３
，図４と同様である。本実施例では、実施例１と異なる構成および処理について説明する
。
【００５３】
　図１７は、携帯電話端末１ａの構成例を示す図である。図１７において、携帯電話端末
１ａは、実施例１の携帯電話端末の構成に加えて、通信ログ取得部１８を追加する。通信
ログ取得部１８は、自端末の軌跡の情報を取得し、通信ログとして記憶部１７に保存する
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。なお、前述した実施例１の携帯電話端末１と同様の構成については、同一の符号を付し
てその説明を省略する。また、携帯電話端末１ａの各機能部は、たとえば、ＣＰＵ，ＦＰ
ＧＡ，メモリ等で構成することが可能である。
【００５４】
　つづいて、本実施例の無線通信システムの動作を図面に従い詳細に説明する。図１８は
、実施例３の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す図であり、図５の携
帯電話端末１を携帯電話端末１ａに置き換えたものである。また、図１９は、実施例３の
動作を示すシーケンス図である。なお、携帯電話端末４－１～４－ｎの構成については、
図２の構成であってもよいし、図１７の構成であってもよい。
【００５５】
　携帯電話端末１ａの近距離無線通信部１３は、たとえば、外部機器２の近距離無線通信
部３２と近距離無線通信を行う場合に、通信ログ取得部１８に対して通信開始を通知する
（Ｓ５１）。通信開始を通知された通信ログ取得部１８は、測位部１６に対し測位情報取
得要求を通知する（Ｓ５２）。測位部１６では、現在の自端末の位置情報を測定し（Ｓ５
３）、その測定結果を通信ログ取得部１８に通知する（Ｓ５４）。そして、通信ログ取得
部１８は、得られた通信開始時の位置情報を通信ログとして記憶部１７に保存する（Ｓ５
５）。
【００５６】
　また、携帯電話端末１ａの近距離無線通信部１３は、たとえば、外部機器２の近距離無
線通信部３２との近距離無線通信が終了した場合に、通信ログ取得部１８に対して通信終
了を通知する（Ｓ５６）。なお、通信終了には、バッテリー不足による通信終了も含むも
のとする。通信終了を通知された通信ログ取得部１８は、測位部１６に対し測位情報取得
要求を通知する（Ｓ５７）。測位部１６では、現在の自端末の位置情報を測定し（Ｓ５８
）、その測定結果を通信ログ取得部１８に通知する（Ｓ５９）。そして、通信ログ取得部
１８は、得られた通信終了時の位置情報を通信ログとして記憶部１７に保存する（Ｓ６０
）。
【００５７】
　また、通信ログ取得部１８は、測位部１６に対し、定期的またはランダムに測位情報取
得要求を通知する（Ｓ６１）。たとえば、ハンドオーバーによりセルが変更されるタイミ
ングで、測位部１６に測位情報取得要求を通知する。測位部１６では、現在の自端末の位
置情報を測定し（Ｓ６２）、その測定結果を通信ログ取得部１８に通知する（Ｓ６３）。
そして、通信ログ取得部１８は、ハンドオーバー先での位置情報を通信ログとして記憶部
１７に保存する（Ｓ６４）。
【００５８】
　以降、本実施例では、近距離無線通信の開始、終了、およびハンドオーバーを契機とし
て、自端末の位置情報の測定を継続し、自端末の軌跡を通信ログとして記憶部１７に保存
する。図２０は、通信ログの一例を示す図である。この通信ログは、測定時刻単位に、ロ
グ種別，機器情報（ＭＡＣアドレス等），位置情報（緯度，経度，セル情報）が関連付け
られた状態で保存される。図２０では、一例として、通信開始，通信終了，ハンドオーバ
ーを契機として位置情報が測定された場合が示されている。なお、本実施例では、通信開
始，通信終了，ハンドオーバーを契機として位置情報を測定しているが、これに限らず、
通信開始，通信終了，ハンドオーバーのうちの少なくともいずれか１つを契機として、位
置情報を測定することとしてもよい。
【００５９】
　その後、外部機器２の１つであるイヤホンを紛失した場合、携帯電話端末１ａでは、実
施例１と同様の処理で、外部機器管理テーブルを検索して、紛失したイヤホンの固有情報
を読み出すとともに、さらに、紛失フラグをＯＮに設定する（Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３）。そし
て、外部機器管理部２７は、紛失したイヤホンの固有情報を外部機器紛失登録部２６に通
知する（Ｓ６５）。
【００６０】
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　つぎに、外部機器紛失登録部２６は、通信ログ取得部１８に対して、上記で保存された
通信ログの送信を要求する（Ｓ６６）。通信ログ取得部１８は、記憶部１７から通信ログ
を読み出し、外部機器紛失登録部２６に通信ログを送信する（Ｓ６７）。以降、通信ログ
取得部１８は、次回の近距離無線通信による通信開始までの間、通信ログの取得を停止す
る。
【００６１】
　つぎに、外部機器紛失登録部２６では、移動通信網通信部１２および移動通信網経由で
、紛失したイヤホンの固有情報、通信ログおよび紛失者情報等を含む外部機器紛失通知を
、加入者情報管理装置３に送信する（Ｓ８）。本実施例では、一例として、外部機器紛失
通知を電子メールにて送信する。
【００６２】
　以降、実施例１と同様の処理で紛失したイヤホンの捜索を行うが、Ｓ１２において、加
入者情報管理装置３の紛失外部機器情報報知部４４は、通信ログに基づいて捜索対象セル
を特定することになる。
【００６３】
　このように、本実施例では、外部機器紛失登録部２６が、携帯電話端末１ａの軌跡であ
る通信ログを含めた外部機器紛失通知を、加入者情報管理装置３に送信することとした。
これにより、加入者情報管理装置３が複数の捜索対象セルを選択可能となり、より広範囲
な捜索が可能となるため、紛失した外部機器の発見確率を向上させることができる。
【００６４】
　なお、本実施例では、実施例１の携帯電話端末１に通信ログ取得部１８を追加して携帯
電話端末１ａとしたが、この携帯電話端末１ａは、実施例２においても適用可能である。
【実施例４】
【００６５】
　実施例４では、実施例１の携帯電話端末および加入者情報管理装置に代えて携帯電話端
末１ｂ，４ｂ－１～４ｂ－ｎおよび加入者情報管理装置３ｂを用いることにより、紛失登
録の解除および捜索依頼の解除を可能とする。なお、外部機器２の構成については、前述
した実施例１の図３と同様である。本実施例では、実施例１と異なる構成および処理につ
いて説明する。
【００６６】
　図２１は、携帯電話端末１ｂ，４ｂ－１～４ｂ－ｎの構成例を示す図である。図２１に
おいて、各携帯電話端末は、実施例１の携帯電話端末の構成に加えて、外部機器紛失解除
部２８と捜索依頼解除部２５を追加する。外部機器紛失解除部２８は、紛失した外部機器
を自端末にて発見した場合に、加入者情報管理装置に登録した紛失登録情報を解除するた
めの処理を行う。捜索依頼解除部２５は、加入者情報管理装置より捜索依頼解除通知を受
信した場合に、外部機器の捜索に関する処理を終了させる。なお、前述した実施例１の携
帯電話端末１と同様の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。また、
上記携帯電話端末の各機能部は、たとえば、ＣＰＵ，ＦＰＧＡ，メモリ等で構成すること
が可能である。
【００６７】
　また、図２２は、加入者情報管理装置３ｂの構成例を示す図である。図２２において、
加入者情報管理装置３ｂは、実施例１の加入者情報管理装置の構成に加えて、紛失解除部
５２を追加する。紛失解除部５２は、携帯電話端末１ｂから紛失登録解除通知を受信した
場合に、この通知に基づいて紛失登録済みの外部機器の固有情報を検索し、この外部機器
に関する紛失登録情報を解除する。なお、前述した実施例１の加入者情報管理装置３と同
様の構成については、同一の符号を付してその説明を省略する。また、加入者情報管理装
置３ｂの各機能部は、たとえば、ＣＰＵ，ＦＰＧＡ，メモリ等で構成することが可能であ
る。
【００６８】
　つづいて、本実施例の無線通信システムの動作を図面に従い詳細に説明する。図２３は
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、実施例４の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す図であり、図５の携
帯電話端末および加入者情報管理装置を、それぞれ携帯電話端末１ｂ，４ｂ－１～４ｂ－
ｎ、加入者情報管理装置３ｂに置き換えたものである。また、図２４は、実施例４の動作
を示すシーケンス図である。
【００６９】
　実施例４では、たとえば、携帯電話端末１ｂにおいて、外部機器紛失登録部２６が外部
機器紛失通知を加入者情報管理装置３ｂに送信（Ｓ８）した後の任意のタイミングで、近
距離無線通信部１３が、無線機器の検索を行った場合を想定する（Ｓ７１）。この検索は
、紛失したイヤホンをみつけるための検索でもよいし、イヤホン以外の他の外部機器２（
図７参照）の検索でもよいし、新たな無線機器の検出であってもよい。
【００７０】
　この検索により、無線機器より応答があった場合（Ｓ７２）、近距離無線通信部１３は
、検出された無線機器の情報を外部機器管理部２７に通知する（Ｓ７３）。外部機器管理
部２７は、記憶部１７内の外部機器管理テーブルを参照し、検出された無線機器の中に紛
失フラグがＯＮのものがあるかどうか、すなわち、検出された無線機器の中に紛失したイ
ヤホンがあるかどうかを判断する（Ｓ７４）。たとえば、検出された無線機器の中に紛失
したイヤホンがあった場合、外部機器管理部２７は、外部機器紛失解除部２８に紛失登録
の解除を依頼する（Ｓ７５）。また、外部機器管理部２７では、紛失登録の解除の依頼を
行った後に、外部機器管理テーブル内のイヤホンの紛失フラグをＯＦＦに変更する（Ｓ７
７）。
【００７１】
　一方、紛失登録の解除を依頼された外部機器紛失解除部２８では、移動通信網通信部１
２および移動通信網経由で、紛失登録済みのイヤホンの固有情報を含む紛失登録解除通知
を、加入者情報管理装置３ｂに送信する（Ｓ７６）。本実施例では、一例として、紛失登
録解除通知を電子メールにて送信する。図２５は、紛失登録解除通知の一例を示す図であ
る。紛失登録解除通知には、図示のとおり、本文に所定のメッセージが記載される。
【００７２】
　つぎに、加入者情報管理装置３ｂの移動通信網通信部４２は、紛失登録解除通知に含ま
れるイヤホンの固有情報を紛失解除部５２に通知する（Ｓ７８）。紛失解除部５２は、記
憶部４５内の紛失登録情報から、通知された固有情報と一致する紛失登録済みのイヤホン
の固有情報を検索し、登録を解除する（Ｓ７９）。また、紛失解除部５２は、記憶部４５
内の捜索依頼管理テーブル（図９参照）を検索し、イヤホンの捜索依頼に関する情報を削
除する（Ｓ８０）。そして、紛失解除部５２は、移動通信網通信部４２に対してイヤホン
の捜索解除を依頼する（Ｓ８１）。
【００７３】
　つぎに、移動通信網通信部４２では、イヤホンの固有情報を含む捜索依頼解除通知を、
捜索対象セル内の携帯電話端末４ｂ－１～４ｂ－ｎにブロードキャストする（Ｓ８２）。
本実施例では、一例として、捜索依頼解除通知を電子メールにて送信する。図２６は、捜
索依頼解除通知の一例を示す図である。捜索依頼解除通知には、図示のとおり、本文に所
定のメッセージが記載される。
【００７４】
　つぎに、携帯電話端末４ｂ－１～４ｂ－ｎの移動通信網通信部１２では、捜索依頼解除
通知に含まれるイヤホンの固有情報を捜索依頼解除部２５に通知する（Ｓ８３）。そして
、捜索依頼解除部２５は、実施例１において紛失外部機器判定部２３が記憶部１７に登録
したイヤホンの固有情報を削除し、さらに、捜索アプリケーションプログラムの終了およ
び削除を実施する。
【００７５】
　このように、本実施例では、携帯電話端末１ｂが、行方不明の外部機器２を見つけた場
合に、加入者情報管理装置３ｂに対して行った紛失登録（外部機器紛失通知による処理）
を解除し、さらに、加入者情報管理装置３ｂによる捜索依頼を解除することとした。これ
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により、みつかった外部機器２の捜索に関する処理を速やかに終了させることができる。
【００７６】
　なお、本実施例では、実施例１の携帯電話端末に外部機器紛失解除部２８と捜索依頼解
除部２５を、実施例１の加入者情報管理装置に紛失解除部５２を追加することとしたが、
これに限らず、実施例２および実施例３においても同様に適用可能である。
【実施例５】
【００７７】
　実施例５では、実施例１の携帯電話端末および加入者情報管理装置に代えて携帯電話端
末１ｃおよび加入者情報管理装置３ｂを用いることにより、実施例４とは異なる方法で、
紛失登録の解除および捜索依頼の解除を可能とする。本実施例では、外部機器２が、近距
離無線通信による接続に加えて、さらに有線で携帯電話端末に接続可能な場合を想定する
。なお、外部機器２の構成については、前述した実施例１の図３と同様である。本実施例
では、実施例１および実施例４と異なる構成および処理について説明する。
【００７８】
　図２７は、携帯電話端末１ｃ，４ｃ－１～４ｃ－ｎの構成例を示す図である。図２７に
おいて、各携帯電話端末は、実施例１の携帯電話端末の構成に加えて、外部機器接合報知
部２９と捜索依頼解除部２５を有する。外部機器接合報知部２９は、有線で外部機器２が
接合された場合に、加入者情報管理装置３ｂに対して外部機器接合通知を行う。なお、前
述した実施例１の携帯電話端末１または実施例４の携帯電話端末１ｂと同様の構成につい
ては、同一の符号を付してその説明を省略する。また、上記携帯電話端末の各機能部は、
たとえば、ＣＰＵ，ＦＰＧＡ，メモリ等で構成することが可能である。
【００７９】
　つづいて、本実施例の無線通信システムの動作を図面に従い詳細に説明する。図２８は
、実施例５の無線通信システムにおける各装置の機能ブロックを示す図であり、図５の携
帯電話端末および加入者情報管理装置を、それぞれ携帯電話端末１ｃ，４ｃ－１～４ｃ－
ｎ、加入者情報管理装置３ｂに置き換えたものである。また、図２９は、実施例５の動作
を示すシーケンス図である。
【００８０】
　実施例５では、たとえば、携帯電話端末１ｃの外部機器紛失登録部２６が外部機器紛失
通知を加入者情報管理装置３ｂに送信（Ｓ８）した後の任意のタイミングで、携帯電話端
末１ｃに、紛失したイヤホンが有線接続された場合を想定する（Ｓ９１）。
【００８１】
　上記の有線接続により、外部機器接合報知部２９は、移動通信網通信部１２および移動
通信網経由で、有線接続により得られるイヤホンのＭＡＣアドレス等を含む外部機器接合
通知を、加入者情報管理装置３ｂに送信する（Ｓ９２、Ｓ９３）。本実施例では、一例と
して、外部機器接合通知を電子メールにて送信する。図３０は、外部機器接合通知の一例
を示す図である。外部機器接合通知には、図示のとおり、本文に所定のメッセージが記載
され、さらに、添付ファイルとしてイヤホンのＭＡＣアドレスや自端末の電話番号等が添
付されている。
【００８２】
　つぎに、加入者情報管理装置３ｂの移動通信網通信部４２は、外部機器接合通知に含ま
れるイヤホンのＭＡＣアドレスを紛失解除部５２に通知する（Ｓ９４）。紛失解除部５２
は、記憶部４５内の紛失登録情報から、通知されたＭＡＣアドレスと一致する紛失登録済
みのイヤホンの固有情報を検索し、登録を解除する（Ｓ９５）。また、紛失解除部５２は
、記憶部４５内の捜索依頼管理テーブル（図９参照）を検索し、イヤホンの捜索依頼に関
する情報を削除する（Ｓ９６）。以降、本実施例では、実施例４と同様の処理（Ｓ８１～
Ｓ８３）を実行する。
【００８３】
　このように、本実施例では、携帯電話端末１ｃに行方不明の外部機器２が有線接続され
た場合に、加入者情報管理装置３ｂに対して行った紛失登録（外部機器紛失通知による処
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理）を解除し、さらに、加入者情報管理装置３ｂによる捜索依頼を解除することとした。
これにより、みつかった外部機器の捜索に関する処理を速やかに終了させることができる
。
【００８４】
　なお、本実施例では、実施例１の携帯電話端末に外部機器接合報知部２９と捜索依頼解
除部２５を、実施例１の加入者情報管理装置に紛失解除部５２を追加することとしたが、
これに限らず、実施例２～４においても同様に適用可能である。
【実施例６】
【００８５】
　実施例６では、実施例５の構成において、たとえば、携帯電話端末４ｃ－１に、外部機
器２として登録していない無線機器が接合された場合の動作について説明する。
【００８６】
　図３１は、実施例６の動作を示すシーケンス図である。たとえば、携帯電話端末１ｃの
外部機器紛失登録部２６が外部機器紛失通知を加入者情報管理装置３ｂに送信（Ｓ８）し
た後の任意のタイミングで、携帯電話端末４ｃ－１に、外部機器２として未登録の無線機
器が接合された場合を想定する（Ｓ１０１）。この場合、外部機器接合報知部２９では、
測位部１６に対し測位情報取得要求を通知する（Ｓ１０２）。測位部１６では、現在の自
端末の位置情報を測定し（Ｓ１０３）、その測定結果を外部機器接合報知部２９に通知す
る（Ｓ１０４）。そして、外部機器接合報知部２９では、移動通信網通信部１２および移
動通信網経由で、有線接続により得られる無線機器のＭＡＣアドレスおよび自端末の位置
情報を含む接合通知を、加入者情報管理装置３ｂに送信する（Ｓ１０５、Ｓ１０６）。
【００８７】
　つぎに、加入者情報管理装置３ｂの移動通信網通信部４２は、接合通知に含まれる無線
機器のＭＡＣアドレスを紛失外部機器管理部５１に通知する（Ｓ１０７）。紛失外部機器
管理部５１は、通知されたＭＡＣアドレスと、記憶部４５内に紛失登録済みの外部機器の
固有情報とを比較して一致する外部機器があるかどうかを検索する（Ｓ１０８）。たとえ
ば、通知されたＭＡＣアドレスと紛失登録済みのイヤホンのＭＡＣアドレスが一致した場
合、紛失外部機器管理部５１は、接合通知に含まれる携帯電話端末４ｃ－１の位置情報を
イヤホンの位置情報として紛失外部機器情報報知部４４に通知する（Ｓ１０９）。
【００８８】
　その後、紛失外部機器情報報知部４４では、実施例１と同様の処理で、イヤホンの位置
情報を含む発見通知を、移動通信網通信部４２および移動通信網を介して携帯電話端末１
ｃに送信する（Ｓ３２、Ｓ３３）。
【００８９】
　このように、本実施例では、ある携帯電話端末に外部機器として登録していない無線機
器が接合された場合に、その無線機器を外部機器として登録している本来の携帯電話端末
に、その無線機器の位置情報を通知することが可能となる。
【符号の説明】
【００９０】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，４－１～４－ｎ，５－１～５－ｍ　携帯電話端末
　２，２ａ　外部機器
　３，３ｂ　加入者情報管理装置
　１１　端末制御部
　１２　移動通信網通信部
　１３　近距離無線通信部
　１４　アプリ制御部
　１５　外部機器管理機能部
　１６　測位部
　１７　記憶部
　１８　通信ログ取得部
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　２１　ユーザインタフェース部
　２２　外部機器情報送信部
　２３　紛失外部機器判定部
　２４　捜索依頼受信部
　２５　捜索依頼解除部
　２６　外部機器紛失登録部
　２７　外部機器管理部
　２８　外部機器紛失解除部
　２９　外部機器接合報知部
　３１　機器制御部
　３２　近距離無線通信部
　３３　記憶部
　３４　紛失判定部
　３５　送信状態制御部
　４１　装置制御部
　４２　移動通信網通信部
　４３　紛失外部機器管理機能部
　４４　紛失外部機器情報報知部
　４５　記憶部
　５１　紛失外部機器管理部
　５２　紛失解除部

【図１】 【図２】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(22) JP 2012-256986 A 2012.12.27

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】
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