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(57)【要約】
　本発明は無線ネットワークサービスの支援の可否を表
示する装置および方法に関するものであって、移動電話
を携帯したユーザに移動電話網によって無線ネットワー
クサービスが支援されている地域の情報を文字、音声ま
たは映像で提供する無線ネットワークサービスの支援の
可否を表示する装置および方法に関するものである。　
本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支
援の可否を表示する装置は、指定された位置において使
用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令
語の入力を受ける入力部と、前記入力された命令語によ
って情報要請パケットを生成するパケット生成部と、前
記生成された情報要請パケットを送信し、前記送信され
た情報要請パケットに対する応答として前記要請された
無線ネットワークに対する検索結果を受信する通信部お
よび前記受信された無線ネットワークに対する検索結果
を表示する表示部を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定された位置で使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令語の入力を
受ける入力部と、
　前記入力された命令語によって情報要請パケットを生成するパケット生成部と、
　前記生成された情報要請パケットを送信し、前記送信された情報要請パケットに対する
応答として前記要請された無線ネットワークに対する検索結果を受信する通信部、および
　前記受信された無線ネットワークに対する検索結果を表示する表示部を含む無線ネット
ワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項２】
　前記指定された位置は、現在位置、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一
つである請求項１に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項３】
　前記情報要請パケットは、端末機電話番号、表示手段および前記指定された位置のうち
少なくとも一つを含む請求項２に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示す
る装置。
【請求項４】
　前記命令語は、命令語署名、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一つを含
む請求項１に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項５】
　前記命令語にユーザ指定位置および移動経路が含まれない場合、現在位置を追跡する位
置追跡部をさらに含む請求項１に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示す
る装置。
【請求項６】
　前記位置追跡部は、衛星航法システムおよび移動電話網のうち少なくとも一つを利用し
て、前記現在位置を検索する請求項５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を
表示する装置。
【請求項７】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な請求項１に記載の無線ネ
ットワークの種類の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項８】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な無線ネットワークがない
場合、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を含む請求項１
に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項９】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネット
ワークの種類、前記指定された位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座
標および前記指定された位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項８
に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項１０】
　無線ネットワークデータベースを保存する保存部と、
　特定位置で使用可能な無線ネットワークに対する情報要請パケットを受信する受信部と
、
　前記受信された情報要請パケットによって前記保存された無線ネットワークデータベー
スを参照し、前記特定位置で使用可能な無線ネットワークを検索する検索部、および
　前記検索された無線ネットワークの情報を送信する送信部を含む無線ネットワークサー
ビスの支援の可否を通知する装置。
【請求項１１】
　前記無線ネットワークデータベースは無線ネットワークの種類別に存在する中継器の座
標と前記中継器の無線到達領域が含まれたテーブルおよび前記テーブルによって作成され
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た地図のうち少なくとも一つを含む請求項１０に記載の無線ネットワークサービスの支援
の可否を通知する装置。
【請求項１２】
　前記情報要請パケットは、端末機の電話番号、前記端末機の表示手段、前記特定位置の
うち少なくとも一つを含む請求項１０に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を
通知する装置。
【請求項１３】
　前記検索部は、前記特定位置で使用可能な無線ネットワークが存在しない場合、前記特
定位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を検索する請求項１０に記載の無線
ネットワークサービスの支援の可否を通知する装置。
【請求項１４】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記特定位置の周辺に存在する無線ネットワーク
の種類、前記特定位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座標、前記特定
位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項１３に記載の無線ネットワ
ークサービスの支援の可否を通知する装置。
【請求項１５】
　指定された位置で使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令語の入力を
受ける段階と、
　前記入力された命令語によって情報要請パケットを生成する段階と、
　前記生成された情報要請パケットを送信して前記送信された情報要請パケットに対する
応答として前記要請された無線ネットワークに対する検索結果を受信する段階、および
　前記受信された無線ネットワークに対する検索結果を表示する段階を含む無線ネットワ
ークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項１６】
　前記指定された位置は、現在位置、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一
つである請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項１７】
　前記情報要請パケットは、端末機電話番号、表示手段および前記指定された位置のうち
少なくとも一つを含む請求項１６に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示
する方法。
【請求項１８】
　前記命令語は、命令語署名、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一つを含
む請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項１９】
　前記命令語にユーザ指定位置および移動経路が含まれない場合、現在位置を追跡する段
階をさらに含む請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方
法。
【請求項２０】
　前記現在位置を追跡する段階は、衛星航法システムおよび移動電話網のうち少なくとも
一つを利用して前記現在位置を検索する請求項１９に記載の無線ネットワークサービスの
支援の可否を表示する方法。
【請求項２１】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な無線ネットワークの種類
である請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項２２】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な無線ネットワークがない
場合、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を含む請求項１
５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項２３】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネット



(4) JP 2009-502047 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

ワークの種類、前記指定された位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座
標および前記指定された位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項２
２に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項２４】
　無線ネットワークデータベースを保存する段階と、
　特定位置で使用可能な無線ネットワークに対する情報要請パケットを受信する段階と、
　前記受信された情報要請パケットによって前記保存された無線ネットワークデータベー
スを参照し、前記特定位置で使用可能な無線ネットワークを検索する段階、および
　前記検索された無線ネットワークの情報を送信する段階を含む無線ネットワークサービ
スの支援の可否を通知する方法。
【請求項２５】
　前記無線ネットワークデータベースは、無線ネットワークの種類別に存在する中継器の
座標と前記中継器の無線到達領域が含まれたテーブルおよび前記テーブルによって作成さ
れた地図のうち少なくとも一つを含む請求項２４に記載の無線ネットワークサービスの支
援の可否を通知する方法。
【請求項２６】
　前記情報要請パケットは、端末機の電話番号、前記端末機の表示手段、前記特定位置の
うち少なくとも一つを含む請求項２４に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を
通知する方法。
【請求項２７】
　前記無線ネットワークを検索する段階は、前記特定位置で使用可能な無線ネットワーク
が存在しない場合、前記特定位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を検索す
る段階である請求項２４に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を通知する方法
。
【請求項２８】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記特定位置の周辺に存在する無線ネットワーク
の種類、前記特定位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座標、前記特定
位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項２７に記載の無線ネットワ
ークサービスの支援の可否を通知する方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置および方法に関するも
のであって、より詳細に移動電話を携帯したユーザに移動電話網によって無線ネットワー
クサービスが支援される地域の情報を文字、音声または映像で提供する無線ネットワーク
サービスの支援の可否を表示する装置および方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　８０２．１１、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂおよび８０２．１１ｇのような無線ラ
ン（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ）は経路共有のためにイーサネット（登録商標）プロトコ
ルのＣＳＭＡ／ＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ／
Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ａｖｏｉｄａｎｃｅ）を使用し、１１Ｍｂｐｓから最高５４Ｍｂｐ
ｓの伝送速度でデータを伝送する無線ネットワーク規格である。
【０００３】
　無線ネットワークに参加するラップトップまたはＰＤＡなどをステーションというが、
ステーションは無線と有線間のブリッジ機能を提供するアクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ
　Ｐｏｉｎｔ）に接続し、他のステーションとデータを交換したりインターネットに接続
できるようになる。
【０００４】
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　８０２．１１基盤の無線ランに続いて、最近では８０２．１６ｅ基盤の無線ネットワー
クが開発されている。韓国国内でワイブロ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ：Ｗ
ｉＢｒｏ）というこの技術は２．３ＧＨｚ帯域の周波数を利用し、時速６０ｋｍ以上の移
動性と１Ｍｂｐｓ級の伝送速度を提供するインターネットサービスである。
ワイブロの電波伝達距離は最大４８ｋｍに達するに伴い、ホットスポット（ｈｏｔ－ｓｐ
ｏｔ）というサービス地域でのみ使用が可能な無線ランよりサービス半径が１０倍以上広
い。
【０００５】
　無線ネットワークを利用しようとするユーザの場合、移動電話網を利用して近距離通信
網に接続することもできる。移動電話網を利用した無線ネットワークではベースステーシ
ョン（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）が無線区間と有線区間を中継するが、移動電話網の領
域内にいるユーザに無線ネットワークを利用させ得るという長所がある反面、料金が高い
という短所がある。
【０００６】
　図１は従来の無線ネットワーク技術を利用して近距離通信網に接続することを示す図で
ある。
【０００７】
　無線区間と有線区間を中継するアクセスポイントを通して無線ネットワークサービスを
提供する無線ラン１１は、近距離通信網１０に接続するための無線ネットワーク技術のう
ち最も多く使用される技術であって、低い料金という長所があるがアクセスポイントの電
波伝達範囲が広くないという短所がある。
【０００８】
　無線区間と有線区間を中継する無線アクセスステーション（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｓｔａｔｉｏｎ）を通じて無線ネットワークサービスを提供するワイブロ１２はＩＥＥ
Ｅ　８０２．１６ｅを基盤にした韓国国内携帯インターネットの標準であって、無線ラン
に比べて広い電波伝達範囲という長所がある。
【０００９】
　無線区間と有線区間を中継するベースステーションを通して無線ネットワークサービス
を提供する移動電話網１３は、移動電話の各セルを担当するベースステーションの電波伝
達距離にある端末機に近距離通信網１０接続を可能にし、セル転換時でも切れることない
ネットワークサービスを提供できるという長所がある。
【００１０】
　移動電話網１３はワイブロ１２より高い移動性および広い電波伝達領域を有しているが
料金が高いという短所がある。したがって、一般ユーザは主に無線ラン１１を使用し、今
後ワイブロ１２の商用化によってワイブロ１２を使用するものと予想されるが、ラップト
ップまたはＰＤＡなどのようなユーザ端末機で無線ネットワークに接続しようとするユー
ザは現在自身の位置で無線ラン１１またはワイブロ１２などの無線ネットワークサービス
が可能であるのか認識しにくい。いいかえると、アクセスポイントまたは無線アクセスス
テーションが自身の周辺にあるのか肉眼で確認したり自身の端末機を利用して確認しなけ
ればならないが、実際にアクセスポイントまたは無線アクセスステーションを肉眼で確認
するのは難しく、端末機を利用して確認するのは端末機に電源を印加してブーティング完
了時まで待たなければならない不都合が存在する。このため、ユーザの位置から最も近接
した距離内に存在するアクセスポイントまたは無線アクセスステーションの位置をユーザ
に知らせる手段が要求される。
【００１１】
　特許文献１はユーザの現在位置で可能なネットワーク環境を検索する段階をその構成要
素でする、この既存網を接続網として使用するユーザ端末のインターネット接続方法を開
示している。開示された発明は無線ランまたはＣＤＭＡを利用しようとする方法において
、現在ユーザの位置で無線ランサービスの提供を受けられるのか検索した後にその検索結
果によって無線ランまたはＣＤＭＡのうち一つのサービスの提供を受けられる方法に関す
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るものであるが、これは単純に周辺の無線ラン支援の可否検索後で支援可能なネットワー
クサービスを提供する発明であって、近距離移動後に無線ランを使用することができる状
況にもかかわらず、それに対する情報提供の不在によりユーザに高い料金の移動通信網を
使用させるようになる不都合が依然として存在する。
【特許文献１】韓国公開特許第２００４－０００２１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は移動電話を携帯したユーザに移動電話網を通して無線ネットワークサービスが
支援される地域の情報を文字、音声または映像で提供することにその目的がある。
【００１３】
　また、本発明はユーザの移動経路にともなう無線ネットワークサービスが支援される地
域の情報を文字、音声または映像で提供することにその目的がある。
【００１４】
　本発明の目的は以上で言及した目的に制限されず、言及されていないまた他の目的は次
の記載から当業者に明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記目的を達成するために、本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援
の可否を表示する移動端末機は、指定された位置で使用可能な無線ネットワークに対する
検索を要請する命令語の入力を受ける入力部と、前記入力された命令語によって情報要請
パケットを生成するパケット生成部と、前記生成された情報要請パケットを送信し、前記
送信された情報要請パケットに対する応答として前記要請された無線ネットワークに対す
る検索結果を受信する通信部、および前記受信された無線ネットワークに対する検索結果
を表示する表示部を含む。
【発明の効果】
【００１６】
　前記したような本発明の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置および
方法によれば次のような効果が一つあるいはそれ以上ある。
【００１７】
　最初に、移動電話を携帯したユーザに移動電話網を通して無線ネットワークサービスが
支援される地域の情報を提供することによってユーザに簡易に無線ネットワークを使用で
きるようにするという長所がある。
【００１８】
　二番目、ユーザの移動経路による無線ネットワークサービスが支援される地域の情報を
提供することによってユーザに最適の移動経路を決定できるようにするという長所もある
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を通知する装置は、無
線ネットワークデータベースを保存する保存部と、特定位置で使用可能な無線ネットワー
クに対する情報要請パケットを受信する受信部と、前記受信された情報要請パケットによ
って前記保存された無線ネットワークデータベースを参照し、前記特定位置で使用可能な
無線ネットワークを検索する検索部、および前記検索された無線ネットワークの情報を送
信する送信部を含む。
【００２０】
　本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法は、指
定された位置で使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令語の入力を受け
る段階と、前記入力された命令語によって情報要請パケットを生成する段階と、前記生成
された情報要請パケットを送信し、前記送信された情報要請パケットに対する応答として
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前記要請された無線ネットワークに対する検索結果を受信する段階、および前記受信され
た無線ネットワークに対する検索結果を表示する段階を含む。
【００２１】
　本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を通知する方法は、無
線ネットワークデータベースを保存する段階と、特定位置で使用可能な無線ネットワーク
に対する情報要請パケットを受信する段階と、前記受信された情報要請パケットによって
前記保存された無線ネットワークデータベースを参照し、前記特定位置で使用可能な無線
ネットワークを検索する段階、および前記検索された無線ネットワークの情報を送信する
段階を含む。
【００２２】
　その他実施形態の具体的な事項は詳細な説明および図に含まれている。
【００２３】
　本発明の利点および特徴、そしてそれらを達成する方法は添付される図面と共に詳細に
後述されている実施形態を参照すれば明確になるだろう。しかし本発明は以下で開示され
る実施形態に限定されるものではなく互いに異なる多様な形態で具現されることができ、
単に本実施形態は本発明の開示が完全なようにし、本発明が属する技術分野で通常の知識
を有する者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は請求項
の範囲によってのみ定義される。明細書全体にかけて同一参照符号は同一構成要素を指称
する。
【００２４】
　以下、添付された図面を参照し、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
【００２５】
　図２は本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置
を示した図であって、システムは移動端末機２１０、ベースステーション２２０、交換器
２３０および位置サービス提供装置２４０を含み構成される。
【００２６】
　移動端末機２１０はサービスの提供を受けようとするユーザが携帯する装置で自身の現
在位置を追跡し、検索要請位置である追跡された現在位置を位置サービス提供装置２４０
として送信し、送信された検索要請位置に対する応答として検索要請位置で使用可能な無
線ネットワークの情報を受信し、表示する役割をする。この時、検索要請位置で使用可能
な無線ネットワークが存在しない場合、検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワーク
の位置情報を受信して表示することもできる。
【００２７】
　ここで、現在位置は移動端末機２１０が位置している空間的座標を意味するが、これは
衛星航法システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）または移動
電話網によって追跡され得る。したがって、衛星航法システムによって現在位置が追跡さ
れるようにするため移動端末機２１０には衛星航法システム受信機が内蔵されたり、別途
の衛星航法システム受信機が接続され得る。また、移動電話網によって現在位置が検索さ
れる場合、位置追跡システムを備えた装置が本発明のシステムにさらに含まれ得る。
【００２８】
　参考として、各無線ネットワークは該当無線端末機に無線ネットワークサービスを提供
するために無線ネットワーク中継器を運用するが、無線ネットワーク中継器は無線ネット
ワークを提供する各サービスにおいて、近距離通信網に連結され、有無線ブリッジ機能を
遂行する装置を意味する。これで、各無線ネットワークでの無線端末機は無線ネットワー
ク中継器を通して近距離通信網に接続できるようになる。無線ネットワーク中継器には無
線ランのアクセスポイント、ワイブロの無線接続ステーションなどが含まれる。
【００２９】
　一方、ユーザはユーザ指定位置を入力することもできるが、ユーザ指定位置が入力され
ると、移動端末機２１０は衛星航法システムまたは移動電話網を利用した現在位置を追跡
せず、ユーザ指定位置を検索要請位置として、位置サービス提供装置２４０に送信する。
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【００３０】
　ユーザ指定位置を入力するためにユーザは移動端末機２１０に具備されるボタンを利用
することができ、音声を利用して入力することもできる。入力されるユーザ指定位置はサ
ービスに対する検索の提供を受けようとする空間上の座標、住所または周辺地域に存在す
る主要建物名などが含まれる。この時、音声でユーザ指定位置が入力された場合、入力さ
れた音声は変換手段によって位置サービス提供装置２４０が認識できる所定のパケットに
変換される。ここで、変換手段は移動端末機２１０または位置サービス提供装置２４０の
うち一つに具備され得る。
【００３１】
　ベースステーション２２０は移動電話網でセルが定義された無線送受信機であって、移
動端末機２１０と無線通信するために移動端末機２１０の無線リンクプロトコル（Ｒａｄ
ｉｏ－Ｌｉｎｋ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を使用する。ベースステーション２２０は移動電話
網の構成要素であって、すべての信号はベースステーション２２０を通して送受信される
。
【００３２】
　交換器２３０はベースステーション２２０から信号を受けて分析して実質的な着信番号
を翻訳し、コール（ｃａｌｌ）の適正性の可否を確認してコール（ｃａｌｌ）を連結する
などサービスの全般的な制御を遂行する。本発明で交換器２３０は位置サービス提供装置
２４０と直接または間接的に連結されているが、交換器２３０は実質的に移動端末機２１
０と位置サービス提供装置２４０を連結する役割をする。
【００３３】
　位置サービス提供装置２４０は保存された無線ネットワークデータベースを参照して移
動端末機２１０から受信した検索要請位置で使用可能な無線ネットワークの種類を検索し
て送信する役割をする。この時、検索要請位置で使用可能な無線ネットワークがない場合
、検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を検索して送信することも
できる。
【００３４】
　ここで、無線ネットワークデータベースには無線ネットワークの種類別に存在する中継
器の座標と中継器の無線到達領域が含まれたテーブルおよびテーブルによって作成された
地図のうち少なくとも一つが含まれるが、検索された無線ネットワークの種類および中継
器の位置情報は映像、文字または音声で送信されることもあり得る。
【００３５】
　図３は本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する移動
端末機を示したブロック図であって移動端末機２１０は、入力部３１０、表示部３２０、
位置追跡部３３０、制御部３４０、パケット生成部３５０および通信部３６０を含み構成
される。
【００３６】
　入力部３１０はユーザから使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令語
の入力を受ける役割をする。ユーザは具備されるボタンを利用したり音声を利用して命令
語を入力することができるが、命令語には命令語署名、ユーザ指定位置および移動経路の
うち少なくとも一つが含まれる。
【００３７】
　ここで、命令語署名は入力された命令語が使用可能な無線ネットワークに対する検索を
要請する命令語であることを知らせるデータフィールドであって、制御部３４０は入力さ
れた命令語に命令語署名が含まれることを確認し、位置追跡部３３０、パケット生成部３
５０および通信部３６０で使用可能な無線ネットワークの情報を受信するための該当機能
を遂行するようにする。
【００３８】
　ユーザ指定位置はユーザによって入力された情報としてユーザ指定位置が入力されると
、位置追跡部３３０は移動端末機２１０の現在位置を追跡せず、検索要請位置として入力
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されたユーザ指定位置を位置サービス提供装置２４０に送信する。
【００３９】
　ユーザ指定位置を入力するためにユーザは具備されるボタンまたは音声を利用すること
ができる。入力されるユーザ指定位置には使用可能な無線ネットワークの存在の可否を検
索しようとする空間上の座標、住所または周辺地域に存在する主要建物名などが含まれ得
る。この時、音声でユーザ指定位置が入力された場合、入力された音声は所定の変換手段
によって位置サービス提供装置２４０が認識できる所定のパケットに変換される。ここで
、変換手段は移動端末機２１０または位置サービス提供装置２４０のうち一つに具備され
得る。
【００４０】
　移動経路はユーザが移動しようとする場合、無線ネットワークを円滑に使用するために
入力される情報であって、ユーザは出発地、経由地および目的地を移動経路として入力す
ることができる。入力された移動経路によって位置サービス提供装置２４０は移動経路上
で無線ネットワークを円滑に使用できる最適経路を提供するようになる。
【００４１】
　ユーザは移動経路の内容を選択的に入力し得るが、例えば、経由地および目的地だけを
、または出発地および目的地だけを入力することができる。経由地および目的地だけを入
力した場合、位置サービス提供装置は移動端末機２１０の現在位置を出発地とみなし、経
由地を経由した目的地までの最適経路を提供し、出発地および目的地だけを入力した場合
、出発地から目的地までの最適経路を提供する。ここで、出発地が入力された場合、ユー
ザ指定位置が無視されることもあり、位置追跡部３３０は移動端末機２１０の現在位置を
追跡しないこともある。
【００４２】
　位置追跡部３３０は入力された命令語にユーザ指定位置および移動経路がない場合、移
動端末機２１０の現在位置を追跡する役割をする。
【００４３】
　現在位置は移動端末機２１０が位置している空間的座標を意味するが、これは衛星航法
システムまたは移動電話網によって検索される。したがって、衛星航法システムによって
現在位置が検索されるようにするために移動端末機２１０には衛星航法システム受信機が
内蔵されたり接続され得る。また、移動電話網によって現在位置が追跡される場合、位置
追跡をサービスする装置から自身の座標情報を受信することもできる。ここで、位置追跡
をサービスする装置から座標情報を受信する場合、通信部３６０によってこれを受信する
ことができる。
【００４４】
　追跡された現在位置はパケット生成部３５０に伝達されるが、パケット生成部３５０は
入力部３１０から伝達された命令語を参照して情報要請パケットを生成する。すなわち、
命令語に命令語署名が含まれるのかを確認して情報要請パケット生成準備をし、ユーザ指
定位置または移動経路を含むかの可否によって位置追跡部３３０で現在位置に対する追跡
の可否を決定するものである。そして、ユーザ指定位置または移動経路が含まれる場合に
は含まれた情報を検索要請位置として設定して情報要請パケットを生成し、含まれない場
合に位置追跡部３３０によって追跡された現在位置を検索要請位置として設定して情報要
請パケットを生成する。
【００４５】
　ここで、生成された情報要請パケットには端末機電話番号、表示手段、指定された位置
のうち少なくとも一つが含まれる。ここで、指定された位置は位置追跡部３３０によって
追跡された現在位置、ユーザによって入力されたユーザ指定位置および移動経路が含まれ
る。情報要請パケットに対する詳しい説明は図７を参照し、詳しく後述する。
【００４６】
　パケット生成部３５０によって生成された情報要請パケットは通信部３６０を通して位
置サービス提供装置２４０に送信される。
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【００４７】
　通信部３６０はパケット生成部３５０から伝達された情報要請パケットを送信し、送信
された情報要請パケットに対する応答として検索要請位置で使用可能な無線ネットワーク
の情報を受信する。一方、検索要請位置で使用可能な無線ネットワークが存在しない場合
、検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を受信し得る。実際に通信
部３６０はベースステーション２２０と無線通信を遂行するようになるが、通信方式とし
てはＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡおよびＧＳＭなどの移動通信方式が使用され得る。
【００４８】
　位置情報は指定された位置の周辺に存在する無線ネットワークの種類、指定された位置
の周辺に存在する無線ネットワークの中継器の座標および指定された位置と中継器間の距
離のうち少なくとも一つが含まれる。もちろん、ここでの指定された位置は位置追跡部３
３０によって、追跡された現在位置である現在移動端末機の位置のみを意味するものでは
なく、ユーザ指定位置または移動経路でもあり得る。
【００４９】
　受信された無線ネットワーク中継器に対する位置情報は制御部３４０に伝達され、制御
部３４０はこれを表示部３２０に伝達して出力されるようにする。
【００５０】
　表示部３２０は受信された無線ネットワークの検索結果を表示する役割をするが、表示
手段としてはディスプレイ部およびスピーカなどが使用され得る。ディスプレイ部はＬＣ
Ｄのように映像またはテキストを表示できるパネルであって移動端末機２１０に内蔵され
て具備されることもあり、外付型として移動端末機２１０に別途に接続され得る。
【００５１】
　表示される検索結果としては指定された位置で使用可能な無線ネットワークの種類であ
り、指定された位置で使用可能な無線ネットワークが存在しない場合、指定された位置の
周辺に存在する無線ネットワークの位置情報が含まれる。表示方式に対しては図９を参照
し、詳しく後述することにする。
【００５２】
　図４は本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を提供する位置
サービス提供装置を示したブロック図であって、位置サービス提供装置２４０は、保存部
４２０、受信部４１０、検索部４３０および送信部４４０を含み構成される。
【００５３】
　位置サービス提供装置２４０は、ユーザに使用可能な無線ネットワークの情報を提供す
る装置であって、これは移動通信事業者または別途の事業者によって運用され得る。どの
場合でもユーザの移動端末機２１０から情報要請パケットを受信しなければならないため
移動通信事業者の交換器２３０に直接または間接的に連結されていることが好ましい。
【００５４】
　保存部４２０は無線ネットワークデータベースを保存する役割をする。ここで、無線ネ
ットワークデータベースは無線ネットワークの種類別に存在する中継器の座標と中継器の
無線到達領域が含まれたテーブルおよびテーブルによって作成された地図のうち少なくと
も一つが含まれる。テーブルおよび座標は管理者による更新が可能である。
【００５５】
　受信部４１０は、移動端末機２１０から情報要請パケットを受信する役割をする。前述
したように、情報要請パケットには端末機電話番号、表示手段、検索要請位置のうち少な
くとも一つが含まれるが、受信部４１０は移動通信事業者の交換器２３０と直接または間
接的に連結され、情報要請パケットを受信するものである。
【００５６】
　受信された情報要請パケットは検索部４３０に伝達されるが、検索部４３０は受信され
た情報要請パケットによって保存部４２０に保存された無線ネットワークデータベースを
参照し、検索要請位置で使用可能な無線ネットワークの種類を検索する役割をする。
【００５７】
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　言い換えれば、検索部４３０は情報要請パケットに含まれた検索要請位置による使用可
能な無線ネットワークの存在の可否を検索するために無線ネットワークの種類別に保存さ
れた無線ネットワークデータベースを参照するが、各無線ネットワーク中継器の到達領域
に検索要請位置が含まれるかを検索するものである。
【００５８】
　検索された位置情報は検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワーク中継器の種類、
検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワーク中継器の座標、検索要請位置と無線ネッ
トワーク中継器間の距離のうち少なくとも一つが含まれる。もちろん、ここでの検索要請
位置は現在移動端末機の位置のみを意味するものではなく、ユーザ指定位置または移動経
路が指定された場合、ユーザ指定位置または移動経路の出発地、経由地および目的地が含
まれる。
【００５９】
　一方、検索要請位置で使用可能な無線ネットワークが存在しない場合、検索部４３０は
また無線ネットワークデータベースを検索して、検索要請位置の周辺に存在する無線ネッ
トワーク中継器の位置を検索し、これを送信部４４０に伝達する。
【００６０】
　検索された無線ネットワークの種類または中継器の位置情報は送信部４４０を通して移
動端末機２１０に送信される。ここで、送信部４４０は受信部４１０と同様に移動通信事
業者の交換器２３０と直接または間接的に連結され得る。
【００６１】
　参考として、移動端末機２１０から音声を受信した場合、位置サービス提供装置２４０
はこれをテーブルまたは地図に適用するための所定のフォーマット（例をあげればテキス
ト）に変換することもあり得るが、このための変換手段を別途に具備し得る。
【００６２】
　図５は本発明の実施形態による移動端末機の動作過程を示すフローチャートである。
【００６３】
　移動端末機２１０はまずユーザから使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請す
る命令語の入力を受ける（Ｓ５１０）。ユーザは具備されるボタンを利用したり音声を利
用して命令語を入力することができるが、命令語には命令語署名、ユーザ指定位置および
移動経路のうち少なくとも一つが含まれる。
【００６４】
　命令語受信後、移動端末機２１０は命令語に移動経路が含まれるのか確認するが（Ｓ５
２０）、移動経路が含まれた場合、これを参照し情報要請パケットを生成し（Ｓ５５０）
、移動経路が含まれない場合、ユーザ指定位置が含まれるのか確認する（Ｓ５３０）。そ
して、確認結果、ユーザ指定位置が含まれる場合、これを検索要請位置として設定して情
報要請パケットを生成し（Ｓ５５０）、ユーザ指定位置が含まれない場合、衛星航法シス
テムまたは移動電話網などを利用して現在位置を追跡した後（Ｓ５４０）、追跡された現
在位置を検索要請位置として設定して情報要請パケットを生成する（Ｓ５５０）。
【００６５】
　生成された情報要請パケットは通信部３６０によって送信され（Ｓ５６０）、通信部３
６０は送信された情報要請パケットに対する応答として検索要請位置で使用可能な無線ネ
ットワークの種類を受信する（Ｓ５７０）。一方、検索要請位置で使用可能な無線ネット
ワークが存在しないこともあり得るが、この時には検索要請位置の周辺に存在する無線ネ
ットワークの位置情報を受信する（Ｓ５７０）。ここで、受信された位置情報には検索要
請位置の周辺に存在する無線ネットワークの種類、検索要請位置の周辺に存在する無線ネ
ットワーク中継器の座標および検索要請位置と無線ネットワーク中継器間の距離などが含
まれる。
【００６６】
　受信された無線ネットワークの種類または無線ネットワークの位置情報は表示部３２０
を通して表示される（Ｓ５８０）。表示方式（映像、テキスト、音声）は情報要請パケッ
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トに含まれた表示手段によって決定され、複数の表示方式が受信された場合、これはユー
ザによって選択的に出力され得る。
【００６７】
　図６は本発明の実施形態による位置サービス提供装置の動作過程を示すフローチャート
である。
【００６８】
　移動端末機２１０から情報要請パケットを受信した（Ｓ６１０）位置サービス提供装置
２４０は受信された情報要請パケットによって保存部４２０に保存された無線ネットワー
クデータベースを参照し、検索要請位置で使用可能な無線ネットワークの種類を検索する
。検索は種類別に保存された無線ネットワークに対して遂行されるが、次は一つの無線ネ
ットワークに対して検索したことを示す。
【００６９】
　検索部４３０は、情報要請パケットに移動経路が含まれるのか確認し（Ｓ６２０）移動
経路が含まれた場合、それによる無線ネットワークの存在可否を検索し（Ｓ６３０）、移
動経路が含まれない場合、ユーザ指定位置が含まれたものか確認する（Ｓ６４０）。そし
てユーザ指定位置が含まれる場合、それによって無線ネットワークの存在の可否を検索し
（Ｓ６５０）、ユーザ指定位置が含まれない場合、移動端末機の現在位置によって無線ネ
ットワークの存在の可否を検索する（Ｓ６６０）。
【００７０】
　ここで、移動経路による位置情報検索は単純に移動経路上の周辺に存在する無線ネット
ワーク中継器の位置情報のみに対する検索でなく、移動端末機２１０で切れることないサ
ービスの提供を受けられるように無線ネットワーク中継器間の電波伝達領域が最大限重複
される経路に対する検索である。したがって、移動経路が最短直線であっても検索された
最適の経路は曲線であり得る。
【００７１】
　一方、各検索過程（Ｓ６３０、Ｓ６５０、Ｓ６６０）のうち検索要請位置で使用可能な
無線ネットワークが存在しない場合、検索部４３０は検索要請位置の周辺に存在する無線
ネットワークの位置情報を検索する。これは具体的に無線ネットワーク中継器の位置情報
を検索するものである。
【００７２】
　検索された無線ネットワークの種類または無線ネットワークの位置情報は送信部４４０
を通して移動端末機２１０に送信される（Ｓ６７０）。この時、表示方式（映像、テキス
ト、音声）は情報要請パケットに含まれる表示手段によって決定され、複数の表示方式に
よる位置情報が送信され得る。
【００７３】
　図７は本発明の実施形態による移動端末機の情報要請パケットを示す図である。
現在位置、ユーザ指定位置または移動経路が参照され生成された情報要請パケットは端末
機電話番号、表示手段、検索要請位置のうち少なくとも一つを含む。
【００７４】
　端末機電話番号は情報の受信を受けようとする端末機の電話番号であって、位置サービ
ス提供装置は明示された端末機電話番号で使用可能な無線ネットワークの種類または無線
ネットワークの位置情報を送信する。端末機電話番号は基本値に移動端末機２１０の電話
番号が設定されるが、これはユーザによって入力され得る。この時、端末機電話番号がユ
ーザによって入力された場合、位置サービス提供装置２４０は表示された端末機電話番号
に位置情報を送信するため、ユーザは自身の移動端末機２１０でない他の移動端末機２１
０等を通して無線ネットワークの情報を受信し得るようになる。
【００７５】
　表示手段は移動端末機２１０に具備される表示手段を意味するものであって映像または
音声を出力できるディスプレイ部またはスピーカに該当する。これはユーザによって選択
され得るが、ユーザは移動端末機２１０に具備されるディスプレイ部を通して映像または
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テキストで無線ネットワークの情報を受信することもでき、スピーカを通して音声で位置
情報を受信し得るものである。また、ユーザは各表示手段に対して複数の選択をすること
もできる。
【００７６】
　検索要請位置は位置追跡部３３０によって追跡された移動端末機２１０の現在位置、ユ
ーザによって指定されたユーザ指定位置または移動経路であって、位置サービス提供装置
２４０は情報要請パケットに含まれた検索要請位置で使用可能な無線ネットワークの種類
または検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を検索し送信する。
【００７７】
　移動経路はユーザが移動しようとする場合、無線ネットワークを円滑に使用するために
入力される情報として、ユーザは出発地、経由地および目的地を移動経路として入力する
ことができる。入力された移動経路によって位置サービス提供装置２４０は移動経路上で
無線ネットワークを円滑に使用できる最適経路を提供するようになる。
【００７８】
　図８は本発明の実施形態による位置サービス提供装置に保存された無線ネットワーク中
継装置の位置を示した図であって、図面上のＡＰ８１０は無線ランのアクセスポイント、
ＲＡＳ８２０はワイブロの無線アクセスステーションを意味する。
【００７９】
　前述したように、位置サービス提供装置２４０の保存部４２０には無線ネットワークの
種類別に無線ネットワーク中継器の位置をテーブルまたは地図として保存しているが、図
８はテーブルの座標が参照された地図を示している。
【００８０】
　地図には各無線ネットワーク中継器の種類と無線到達距離８１０ａ、８２０ａが表示さ
れ得るが、表示された情報は受信された情報要請パケットに含まれた検索位置と一緒に表
示された区間別の地図で再作成され、移動端末機２１０に送信される。
【００８１】
　図９Ａないし図９Ｃは本発明の実施形態による移動端末機２１０で無線ネットワーク地
域情報が出力されることを示した図であって、図９Ａは位置情報が移動端末機２１０のデ
ィスプレイ部を通して映像で出力されたことを示し、図９Ｂは位置情報が移動端末機２１
０のディスプレイ部を通してテキストで出力されたことを示し、図９Ｃは位置情報が移動
端末機のスピーカを通して音声で出力されたことを示す。
【００８２】
　検索要請位置で使用可能な無線ネットワークが存在する場合、移動端末機２１０は該当
無線ネットワークの種類を受信して、ディスプレイ部またはスピーカなど通して表示する
が、図９Ａないし図９Ｃは検索要請位置で使用可能な無線ネットワークが存在しない場合
、検索要請位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報が受信され表示されたこと
を示している。
【００８３】
　ユーザは移動端末機２１０を利用して情報要請パケットを送信する前に表示手段を選択
することができるが、図９Ａないし図９Ｃはユーザの選択による表示方式を示したもので
ある。
【００８４】
　図９Ａのように映像地図で無線ネットワーク中継器の位置情報を受信した場合、受信さ
れた地図には無線ネットワーク中継器９２０と検索要請位置９１０が周辺道路および主要
建物と共に表示される。また、地図には検索要請位置９１０と無線ネットワーク中継器９
２０間の距離９４０および検索要請位置９１０と無線ネットワーク中継器９３０の無線到
達領域９２０ａまでの距離９３０が表示されるため、ユーザは地図により該当無線ネット
ワーク中継器９２０の無線到達領域９２０ａに移動してサービスの提供を受けられるよう
になる。
【００８５】
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　図９Ｂのようにテキストで無線ネットワーク中継器９２０の位置情報を受信した場合、
受信されたテキストには無線ネットワーク中継器９２０の位置および方向が含まれる。ま
た、受信されたテキストにはサービスの提供を受けようとするユーザが移動しなければな
らない最小移動距離および方向が表示されるが、ユーザは表示された方向と表示された移
動距離以上移動することによって該当サービスの提供を受けることができるようになる。
【００８６】
　図９Ｃのように音声で無線ネットワーク中継器９２０の位置情報を受信した場合、受信
された音声には無線ネットワーク中継器９２０の位置および方向が含まれる。また、受信
された音声にはサービスの提供を受けようとするユーザが移動しなければならない移動距
離および方向が含まれるが、ユーザは明示された方向と明示された移動距離ほど移動する
ことによって該当サービスの提供を受けることができるようになる。
【００８７】
　以上、添付された図面を参照し、本発明の実施形態を説明したが、本発明が属する技術
分野で通常の知識を有する者は本発明がその技術的思想や必須の特徴を変更せず、他の具
体的な形態で実施され得るということを理解するはずである。そのため以上で記述した実
施形態はすべての面で例示的なものであり、限定的ではないものと理解しなければならな
い。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】従来の無線ネットワーク技術を利用して近距離通信網に接続することを示す図で
ある。
【図２】本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置
を示す図である。
【図３】本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する移動
端末機を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態による無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する位置
サービス提供装置を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態による移動端末機の動作過程を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態による位置サービス提供装置の動作過程を示すフローチャート
である。
【図７】本発明の実施形態による移動端末機の情報要請パケットを示す図である。
【図８】本発明の実施形態による位置サービス提供装置に保存された無線ネットワーク中
継装置の位置を示す図である。
【図９Ａ】本発明の実施形態による移動端末機で無線ネットワーク地域情報が出力される
ことを示す図である。
【図９Ｂ】本発明の実施形態による移動端末機で無線ネットワーク地域情報が出力される
ことを示す図である。
【図９Ｃ】本発明の実施形態による移動端末機で無線ネットワーク地域情報が出力される
ことを示す図である。



(15) JP 2009-502047 A 2009.1.22

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 2009-502047 A 2009.1.22

【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月27日(2008.2.27)
【手続補正１】
【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】
　指定された位置で使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令語の入力を
受ける入力部と、
　前記入力された命令語によって情報要請パケットを生成するパケット生成部と、
　前記生成された情報要請パケットを送信し、前記送信された情報要請パケットに対する
応答として前記要請された無線ネットワークに対する検索結果を受信する通信部、および
　前記受信された無線ネットワークに対する検索結果を表示する表示部を含む無線ネット
ワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項２】
　前記指定された位置は、現在位置、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一
つである請求項１に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項３】
　前記情報要請パケットは、端末機電話番号、表示手段および前記指定された位置のうち
少なくとも一つを含む請求項２に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示す
る装置。
【請求項４】
　前記命令語は、命令語署名、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一つを含
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む請求項１に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項５】
　前記命令語にユーザ指定位置および移動経路が含まれない場合、現在位置を追跡する位
置追跡部をさらに含む請求項１に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示す
る装置。
【請求項６】
　前記位置追跡部は、衛星航法システムおよび移動電話網のうち少なくとも一つを利用し
て、前記現在位置を検索する請求項５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を
表示する装置。
【請求項７】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な請求項１に記載の無線ネ
ットワークの種類の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項８】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な無線ネットワークがない
場合、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を含む請求項１
に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項９】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネット
ワークの種類、前記指定された位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座
標および前記指定された位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項８
に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する装置。
【請求項１０】
　無線ネットワークデータベースを保存する保存部と、
　特定位置で使用可能な無線ネットワークに対する情報要請パケットを受信する受信部と
、
　前記受信された情報要請パケットによって前記保存された無線ネットワークデータベー
スを参照し、前記特定位置で使用可能な無線ネットワークを検索する検索部、および
　前記検索された無線ネットワークの情報を送信する送信部を含む無線ネットワークサー
ビスの支援の可否を通知する装置。
【請求項１１】
　前記無線ネットワークデータベースは無線ネットワークの種類別に存在する中継器の座
標と前記中継器の無線到達領域が含まれたテーブルおよび前記テーブルによって作成され
た地図のうち少なくとも一つを含む請求項１０に記載の無線ネットワークサービスの支援
の可否を通知する装置。
【請求項１２】
　前記情報要請パケットは、端末機の電話番号、前記端末機の表示手段、前記特定位置の
うち少なくとも一つを含む請求項１０に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を
通知する装置。
【請求項１３】
　前記検索部は、前記特定位置で使用可能な無線ネットワークが存在しない場合、前記特
定位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を検索する請求項１０に記載の無線
ネットワークサービスの支援の可否を通知する装置。
【請求項１４】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記特定位置の周辺に存在する無線ネットワーク
の種類、前記特定位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座標、前記特定
位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項１３に記載の無線ネットワ
ークサービスの支援の可否を通知する装置。
【請求項１５】
　指定された位置で使用可能な無線ネットワークに対する検索を要請する命令語の入力を
受ける段階と、
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　前記入力された命令語によって情報要請パケットを生成する段階と、
　前記生成された情報要請パケットを送信して前記送信された情報要請パケットに対する
応答として前記要請された無線ネットワークに対する検索結果を受信する段階、および
　前記受信された無線ネットワークに対する検索結果を表示する段階を含む無線ネットワ
ークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項１６】
　前記指定された位置は、現在位置、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一
つである請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項１７】
　前記情報要請パケットは、端末機電話番号、表示手段および前記指定された位置のうち
少なくとも一つを含む請求項１６に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示
する方法。
【請求項１８】
　前記命令語は、命令語署名、ユーザ指定位置および移動経路のうち少なくとも一つを含
む請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項１９】
　前記命令語にユーザ指定位置および移動経路が含まれない場合、現在位置を追跡する段
階をさらに含む請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方
法。
【請求項２０】
　前記現在位置を追跡する段階は、衛星航法システムおよび移動電話網のうち少なくとも
一つを利用して前記現在位置を検索する請求項１９に記載の無線ネットワークサービスの
支援の可否を表示する方法。
【請求項２１】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な無線ネットワークの種類
である請求項１５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項２２】
　前記受信された検索結果は、前記指定された位置で使用可能な無線ネットワークがない
場合、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を含む請求項１
５に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項２３】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記指定された位置の周辺に存在する無線ネット
ワークの種類、前記指定された位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座
標および前記指定された位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項２
２に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を表示する方法。
【請求項２４】
　無線ネットワークデータベースを保存する段階と、
　特定位置で使用可能な無線ネットワークに対する情報要請パケットを受信する段階と、
　前記受信された情報要請パケットによって前記保存された無線ネットワークデータベー
スを参照し、前記特定位置で使用可能な無線ネットワークを検索する段階、および
　前記検索された無線ネットワークの情報を送信する段階を含む無線ネットワークサービ
スの支援の可否を通知する方法。
【請求項２５】
　前記無線ネットワークデータベースは、無線ネットワークの種類別に存在する中継器の
座標と前記中継器の無線到達領域が含まれたテーブルおよび前記テーブルによって作成さ
れた地図のうち少なくとも一つを含む請求項２４に記載の無線ネットワークサービスの支
援の可否を通知する方法。
【請求項２６】
　前記情報要請パケットは、端末機の電話番号、前記端末機の表示手段、前記特定位置の
うち少なくとも一つを含む請求項２４に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を
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通知する方法。
【請求項２７】
　前記無線ネットワークを検索する段階は、前記特定位置で使用可能な無線ネットワーク
が存在しない場合、前記特定位置の周辺に存在する無線ネットワークの位置情報を検索す
る段階である請求項２４に記載の無線ネットワークサービスの支援の可否を通知する方法
。
【請求項２８】
　前記無線ネットワークの位置情報は、前記特定位置の周辺に存在する無線ネットワーク
の種類、前記特定位置の周辺に存在する前記無線ネットワークの中継器の座標、前記特定
位置と前記中継器間の距離のうち少なくとも一つを含む請求項２７に記載の無線ネットワ
ークサービスの支援の可否を通知する方法。
【請求項２９】
　無線ネットワーク中継器を通して、所定のサーバに端末機の位置情報を提供する方法に
おいて、
　前記端末機が前記位置情報を生成する段階、および
　前記無線ネットワーク中継器が前記生成された位置情報を前記サーバに提供する段階を
含むことを特徴とする端末機の位置情報提供方法。
【請求項３０】
　前記位置情報を生成する段階は、前記端末機がＧＰＳ受信機を利用して前記位置情報を
生成する段階であることを特徴とする請求項２９に記載の端末機の位置情報提供方法。
【請求項３１】
　前記位置情報を生成する段階は、前記端末機が移動電話網を利用して前記位置情報を生
成する段階であることを特徴とする請求項２９に記載の端末機の位置情報提供方法。
【請求項３２】
　前記位置情報を生成する方法に関する情報を生成する段階をさらに含むことを特徴とす
る請求項２９ないし３１のうち、何れかに記載の端末機の位置情報提供方法。
【請求項３３】
　前記位置情報は、前記端末機のユーザによって直接入力された情報を含む請求項２９に
記載の端末機の位置情報提供方法。
【請求項３４】
　前記位置情報は、前記端末機の空間的座標を含む請求項２９に記載の端末機の位置情報
提供方法。
【請求項３５】
　前記サーバは、前記位置情報による前記端末機の位置で使用可能な無線ネットワークの
種類を提供するサーバであることを特徴とする請求項２９に記載の端末機の位置情報提供
方法。
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