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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する位置情報の通知方法において、
　前記所定の信号の受信に応じた該自端末の位置情報の送信を規制する条件に、該自端末
への着信について転送設定がなされていることを含む
　ことを特徴とする位置情報の通知方法。
【請求項２】
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する位置情報の通知方法において、
　自端末への着信について転送設定がなされているときに前記所定の信号を受信すると、
前記他の通信端末に対し、前記自端末の位置情報を送信せずに、予め設定された所定の情
報を送信する
　ことを特徴とする位置情報の通知方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記予め設定された所定の情報は、転送先の情報又は自端末の位置情報ではない所定の
位置情報であることを特徴とする位置情報の通知方法。
【請求項４】
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
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該自端末の位置情報を送信する通信端末において、
　前記所定の信号の受信に応じた該自端末の位置情報の送信を規制する制御を行う条件に
、該自端末への着信について転送設定がなされていることを含む制御部
　を備えたことを特徴とする通信端末。
【請求項５】
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する通信端末において、
　自端末への着信について転送設定がなされているときに前記所定の信号を受信すると、
前記他の通信端末に対し、前記自端末の位置情報を送信せずに、予め設定された所定の情
報を送信する制御を行う制御部
　を備えたことを特徴とする通信端末。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記予め設定された所定の情報は転送先の情報又は自端末の位置情報ではない所定の位
置情報であることを特徴とする通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　自端末の位置情報を通知する通信端末及び位置情報の通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の無線通信端末（例えば携帯電話）は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）による高精度の測位機能を利用し、自端末や他端末についての位
置情報を取得することができる。これにより、無線通信端末のユーザの所在地を確認する
ことが可能となる。
【０００３】
　例えば、ある無線通信端末のユーザの所在を確認したいとき、当該無線通信端末を指定
してネットワークを介して位置情報要求をすることにより位置情報を取得する。
【０００４】
　ところが、無線通信端末（端末Ａ1とする）のユーザが端末Ａに転送設定を行い、端末
Ａ1の所在地とは異なる場所で別の通信端末（端末Ａ2とする）を使用する場合が想定され
る。この場合、転送元である端末Ａ1についての位置情報を取得しても、当該ユーザの所
在地を確認することはできない。
【０００５】
　そこで、例えば、特許文献１には、交換機が携帯端末の移動先のエリア情報をディスプ
レイ等に表示させる技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６－１８８９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のように、ネットワーク側の装置で無線通信端末の位置情報を管理し通知する場合
、例えば通信事業者毎に当該装置を備えることになり、コストの増大も生じ得る。
【０００８】
　そこで、通信端末同士のやりとりにより、条件に応じて自端末の位置情報を他の通信端
末に通知しないようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本発明の実施例の一態様によれば、他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要
求する所定の信号の受信に応じて、該自端末の位置情報を送信する位置情報の通知方法に
おいて、前記所定の信号の受信に応じた該自端末の位置情報の送信を規制する条件に、該
自端末への着信について転送設定がなされていることを含む位置情報の通知方法を用いる
。
【００１０】
　本発明の実施例の一態様によれば、他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要
求する所定の信号の受信に応じて、該自端末の位置情報を送信する通信端末において、前
記所定の信号の受信に応じた該自端末の位置情報の送信を規制する制御を行う条件に、該
自端末への着信について転送設定がなされていることを含制御部を備えた通信端末を用い
る。
【発明の効果】
【００１１】
　通信端末同士のやりとりにより、条件に応じて自端末の位置情報を他の通信端末に通知
しないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例が適用される通信システムの例を示す図である。
【図２】実施例の動作概要を示す図である。
【図３】本実施例に用いられる無線通信端末の装置構成例を示す図である。
【図４】図３の制御部１３の機能を示す機能ブロック図である。
【図５】本実施例で用いられる位置情報要求に含まれるデータのデータ構造の例である。
【図６】本実施例で用いられる位置情報要求に対する応答信号に含まれるデータのデータ
構造の例である。
【図７】無線通信端末が、他の無線通信端末に位置情報の提供を要求する位置情報要求の
作成及び送信するフローを示すフローチャートである。
【図８】無線通信端末が、他の無線通信端末から送信された位置情報要求を受信し、当該
位置情報要求に対する応答を送信するフローを示すフローチャートである。
【図９】無線通信端末が、他の無線通信端末から位置情報要求に対する応答を受信し、位
置情報又は転送先情報を取得するフローを示すフローチャートである。
【図１０】位置情報のディスプレイ表示例である。
【図１１】各無線通信端末が位置情報ＤＢから一の位置情報を自端末の位置情報として選
択するフローを示すフローチャートである。
【図１２】無線通信端末が他の無線通信端末から送信された位置情報要求を受信し、当該
位置情報要求に対する応答を送信するフローを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１４】
　（１）通信システム
　図１は、本発明の実施例が適用される通信システムの例を示す図である。
【００１５】
　図１において、１は無線通信端末（例えば携帯電話機）、２－１、２－２、２－３は無
線基地局、３－１、３－２は基地局制御装置、４はコアネットワーク、５はゲートウェイ
装置、６は固定通信網／移動通信網を示す。コアネットワーク４には、例えば加入者交換
機、中継交換機などが含まれる。
【００１６】
　例えば、無線通信端末１は、無線基地局２－１、基地局制御装置３－１、コアネットワ
ーク４を介して同じ無線通信網に接続された他の無線通信端末と通信を行う。また、無線
通信端末１はゲートウェイ装置５を経由して他の無線通信網又は固定通信網に接続された
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無線通信端末又は固定通信端末と通信を行うことができる。
【００１７】
　（２）実施例の概要
　図２は、実施例の動作概要を示す図である。
【００１８】
　図２において、端末１－１、１－２、１－３は無線通信端末、７はネットワーク（ＮＷ
）を示す。ＮＷ７は、図１の無線基地局、基地局制御装置、コアネットワーク、ゲートウ
ェイ装置、他の固定通信網／移動通信網などを含むものとする。
【００１９】
　例えば、端末１－１のユーザが、端末１－２のユーザの所在地を確認したい場合を例に
実施例を説明する。
【００２０】
　端末１－１は、ＮＷ７を介して端末１－２に対し端末１－２の位置情報の提供を要求す
る信号（以下、位置情報要求）を送信する。
【００２１】
　端末１－２は、端末１－１から送信された位置情報要求を受信すると、自端末への着信
の転送設定がなされているか否かを判定する。
【００２２】
　端末１－２は、端末１－２への着信の転送設定がなされていないと判定する場合、ＧＰ
Ｓ（Ｇｌａｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）を用いて測定される自端末
についての位置情報を、ＮＷ７を介して端末１－１へ送信する。
【００２３】
　よって、端末１－１は端末１－２の位置情報を取得することができる。
【００２４】
　一方、端末１－２は、端末１－２への着信の転送設定がなされていると判定する場合、
端末１－２への着信の転送設定がなされていると判定する場合は、自端末についての位置
情報を送信せずに、転送先の端末（図２では端末１－３）についての情報（以下、転送先
情報）を、ＮＷ７を介して端末１－１へ送信する。
【００２５】
　端末１－１は、端末１－２から送信された転送先情報を受信すると、当該転送先情報に
基づいて、ＮＷ７を介して端末１－３に対し、端末１－３の位置情報の提供を要求する位
置情報要求を送信する。
【００２６】
　端末１－３は、端末１－１から送信された位置情報要求を受信すると、ＧＰＳによる自
端末についての位置情報を、ＮＷ７を介して端末１－１へ送信する。
【００２７】
　端末１－１は、端末１－３から送信された端末１－３についての位置情報を取得する。
【００２８】
　以上により、端末１－１は、端末１－２への着信の転送設定がなされているときは、端
末１－２についての位置情報ではなく、転送先の端末１－３についての位置情報を取得す
ることができる。つまり、端末１－２への着信の転送設定がなされているときは、端末１
－２において、端末１－１への自端末の位置情報の送信が規制される。
【００２９】
　よって、例えば、端末１－２のユーザが端末１－２への着呼の転送先である端末１－３
を携帯する場合も、端末１－１のユーザは端末１－２のユーザの所在地（端末１－３の所
在地）を確認することが可能となる。
【００３０】
　なお、端末１－３への着信を他の通信端末へ転送する設定がなされている場合は、端末
１－３は、端末１－３についての位置情報を送信せずに、転送先情報を端末１－１に対し
て送ることとすることもできる。
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【００３１】
　さらに、本実施例は、ネットワーク側の装置に機能追加、改変を行うことなく実施する
ことができるため、国内外のキャリアの通信端末同士にも適用することが可能である。
【００３２】
　（３）無線通信端末の構成例
　図３は、本実施例に用いられる無線通信端末の装置構成例である。
【００３３】
　図３において、１１は無線部、１２はＧＰＳ部、１３は制御部、１４は記憶部、１５は
表示部を示す。
【００３４】
　無線部１１は無線基地局との間で無線信号の送受信を行う。
【００３５】
　ＧＰＳ部１２は、図示しないＧＰＳ衛星から送信されるＧＰＳ信号を受信し、復調して
得た測位データに基づいて、自端末についての位置情報（緯度・経度などの情報）を取得
する。または、ＧＰＳ部１２は、ネットワークから自端末についての位置情報を取得する
構成としてもよい。
【００３６】
　制御部１３は、記憶部１４への情報の書き込み及び読み出しを行う。後述する制御部１
３の機能は例えばＣＰＵにより実現される。
【００３７】
　記憶部１４は、ＧＰＳ部１２が取得した自端末についての位置情報や、ユーザにより設
定された所定の位置情報を記憶するメモリ（以下、位置情報ＤＢ）を備える。また、記憶
部１４は、他の通信端末のユーザの名前、電話番号、メールアドレスなどの情報をそれぞ
れ対応付けて記憶するメモリ（以下、アドレス帳）を備える。更に、記憶部１４は、自端
末への着信の転送設定がなされた場合に、転送設定がなされていることを示す情報（転送
設定フラグなど）及び転送先の電話番号などの転送先情報を保存するメモリ（以下、転送
設定保存部）を備える。
【００３８】
　表示部１５は、例えばディスプレイであり、制御部１３の制御に応じて情報を表示する
。
【００３９】
　図４は図３の制御部１３の機能を示す機能ブロック図である。
【００４０】
　位置情報要求作成部１３ａは、他の無線通信端末に対し当該他の無線通信端末の位置情
報の提供を要求する信号（位置情報要求）を作成する。位置情報要求はたとえば図５に示
すデータ構造を有し、位置情報の提供の要求先の無線通信端末についての情報が含められ
る。
【００４１】
　位置情報要求送信部１３ｂは、位置情報要求作成部１３ａで作成した位置情報要求を、
位置情報の要求先の無線通信端末に対して送信する制御を行う。
【００４２】
　位置情報要求受信部１３ｃは、他の無線通信端末から送信された、自端末の位置情報の
提供を要求する位置情報要求を受信する。
【００４３】
　判定部１３ｄは、他の無線通信端末から送られてきた、自端末に対する位置情報要求を
受信すると、自端末への着信の転送設定がなされているか否かの判定を行う。
【００４４】
　また、判定部１３ｄは、後述する固定応答設定がなされているか否かの判定を行う。
【００４５】
　位置情報要求応答作成部１３ｅは、判定部１３ｄによる判定結果に応じて位置情報要求



(6) JP 5177042 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

に対する応答を作成する。判定部１３ｄが、自端末への着信の転送設定がなされていない
と判定する場合、位置情報要求応答作成部１３ｅは、当該応答に記憶部１４から読み出し
た自端末についての位置情報を含める。一方、判定部１３ｄが、自端末への着信の転送設
定がなされていると判定する場合、位置情報要求応答作成部１３ｅは、当該応答に自端末
についての位置情報は含めず、転送先の電話番号（転送先情報）を含める。つまり、自端
末の着信の転送設定がなされているとき、位置情報要求応答作成部１３ｅは、当該応答に
、自端末についての位置情報を含めることを規制する制御を行う。
【００４６】
　また、判定部１３ｄが固定応答設定がなされていると判定する場合、位置情報要求応答
作成部１３ｅは、位置情報要求に対する応答に、記憶部１４から読み出した後述の固定位
置情報を含める。
【００４７】
　図６は、位置情報要求に対する応答に含まれるデータ構造の例である。位置情報要求応
答作成部１３ｅは、自端末についての位置情報を"MEASUREMENT REPORT"の各領域に書き込
む。また、位置情報要求応答作成部１３ｅは、自端末についての位置情報を書き込まない
とき、転送先情報又は固定位置情報を"MEASUREMENT REPORT"の未使用領域の"UE GPS timi
ng of cell frames"に書き込む。
【００４８】
　位置情報要求応答送信部１３ｆは、位置情報要求応答作成部１３ｅで作成した応答を位
置情報の要求元の無線通信端末に対して送信する制御を行う。
【００４９】
　位置情報要求応答受信部１３ｇは、自端末からの位置情報要求に応じて他の無線通信端
末から送信された応答を受信する。
【００５０】
　記憶管理部１３ｈは、記憶部１４に記憶されている情報の読み出し、及び、記憶部１４
への情報書き込みを管理する。
【００５１】
　（４）実施例の動作フロー
　図７～９は、本実施例の動作の詳細を説明するフローチャートである。なお、以下にお
いては、図２の場合を例に、図３の装置構成図を参照して説明を行う。
【００５２】
　図７は、端末１－１が、端末１－２に位置情報の提供を要求する位置情報要求の作成及
び送信するフローを示す。
【００５３】
　端末１－１の制御部１３は、端末１－２のユーザ名に対応する電話番号を、記憶部１４
のアドレス帳を参照して取得する（Ｓ１）。
【００５４】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１で取得した電話番号を用いて位置情報要求を作成する
（Ｓ２）。
【００５５】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ２で作成した位置情報要求を、ＮＷ７を介して端末１－
２に対して送信する制御を行う（Ｓ３）。
【００５６】
　図８は、端末１－２が端末１－１から送信された位置情報要求を受信し、当該位置情報
要求に対する応答を送信するフローを示す。
【００５７】
　端末１－２の制御部１３は位置情報要求を受信する（Ｓ４）。
【００５８】
　端末１－２の制御部１３は、記憶部１４の転送設定保存部を参照し、自端末への着信の
転送設定がなされているか否かを判定する（Ｓ５、Ｓ６）。判定は、例えば、転送設定保
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存部の転送設定フラグの有無に基づいて判定される。
【００５９】
　端末１－２の制御部１３が自端末への着信の転送設定がなされていないと判定する場合
（Ｓ６でＮＯ）、ＧＰＳ部１２は自端末についての位置情報を測位により取得し、又は、
ネットワークから取得する（Ｓ７）。
【００６０】
　端末１－２の制御部１３が自端末への着信の転送設定がなされていると判定する場合（
Ｓ６でＹＥＳ）、制御部１３は記憶部１４の転送設定保存部から転送設定されている（例
えば、転送設定フラグが立っている）転送先の端末１－３の電話番号を取得する（Ｓ８）
。
【００６１】
　端末１－２の制御部１３は、Ｓ７で取得した位置情報、又は、Ｓ８で取得した転送先情
報を用いて位置情報要求に対する応答を作成する（Ｓ９）。
【００６２】
　端末１－２の制御部１３は、Ｓ９で作成した位置情報要求に対する応答を、ＮＷ７を介
して、位置情報要求の要求元である端末１－１に対して送信する制御を行う（Ｓ１０）。
【００６３】
　図９は、端末１－１が、端末１－２から位置情報要求に対する応答を受信し、位置情報
又は転送先情報を取得するフローを示す。
【００６４】
　端末１－１の制御部１３は、位置情報要求に対する応答を受信する（Ｓ１１）。
【００６５】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１１で受信した応答に含まれる情報に基づいて、端末１
－２への着信の転送設定がなされているか否かを判定する（Ｓ１２）。
【００６６】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１１で受信した応答に端末１－２についての位置情報が
含まれている場合（転送先情報が含まれていない場合）は、端末１－２への着信の転送設
定がなされていないと判定し、端末１－２についての位置情報を取得する（Ｓ１３）。
【００６７】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１３で取得した位置情報を表示部１５に画面表示する制
御を行う（Ｓ１４）。表示部１５は、例えば、取得した位置情報に示される場所をマーキ
ングした地図をディスプレイに表示する。図１０はディスプレイに表示される画面の一例
である。
【００６８】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１１で受信した応答に端末１－２の位置情報が含まれて
いない場合（転送先情報が含まれている場合）は、端末１－２への着信の転送設定がなさ
れていると判定し、端末１－２に設定された転送先情報を取得する（Ｓ１５）。
【００６９】
　また、端末１－１の制御部１３は、転送先情報の取得に応じて、端末１－２のユーザ名
と当該転送先情報に示される転送先の端末１－３の電話番号とを対応付けて記憶部１４の
アドレス帳に記憶する制御を行うこととしてもよい。
【００７０】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１５で取得した転送先情報に示される転送先の端末１－
３の電話番号を用いて、端末１－３の位置情報の提供を要求する位置情報要求を作成する
（Ｓ１６）。
【００７１】
　端末１－１の制御部１３は、Ｓ１６で作成した位置情報要求を、ＮＷ７を介して、端末
１－２への着信の転送先である端末１－３へ送信する制御を行う（Ｓ１７）。
【００７２】
　端末１－３においては、図８と同様のフローにより、端末１－１から送信された位置情
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報要求を受信し、当該位置情報要求に対する応答を端末１－１へ送る制御がなされる。つ
まり、端末１－３は、自端末への着信の転送設定がなされていない場合、当該応答に自端
末についての位置情報を含めて端末１－１に対して送信する。一方、端末１－３は、自端
末への着信の転送設定がなされている場合、当該応答に自端末についての位置情報を含め
ず、自端末に設定された転送先情報を含めて端末１－１対して送信する。
【００７３】
　以上によれば、端末１－１は、端末１－２への着信の転送設定がなされているときは、
端末１－２についての位置情報ではなく、転送先の端末１－３についての位置情報を取得
することができる。つまり、例えば、端末１－２のユーザが端末１－２への着信の転送先
である端末１－３を携帯する場合も、端末１－１のユーザは端末１－２のユーザの所在地
（端末１－３の所在地）を確認することが可能となる。
【００７４】
　（５）実施例の変形例の動作フロー
　本変形例では、上記の実施例において自端末について取得した位置情報に替えて、自端
末に予め設定された所定の位置情報を、位置情報要求に対する応答に含めて送信する。
【００７５】
　図１１、１２は、本変形例の動作の詳細を説明するフローチャートである。上記実施例
と同様、図２の場合を例に、図３の装置構成図を参照して説明を行う。
【００７６】
　まず、本変形例では、記憶部１４の位置情報ＤＢは、無線通信端末のユーザが例えば図
示しない入力部から入力した一以上の位置情報を予め記憶する。位置情報ＤＢに記憶され
る位置情報は、例えば、自端末のユーザが在籍する会社の所在地や、ユーザの自宅所在地
を示す位置情報とすることができる。
【００７７】
　図１１は、各無線通信端末が位置情報ＤＢから一の位置情報を自端末の位置情報として
選択するフローを示す。
【００７８】
　各無線通信端末の制御部１３は、記憶部１４の位置情報ＤＢに予め記憶されている一以
上の位置情報を表示部１５に画面表示する制御を行う（Ｓ１８）。
【００７９】
　各無線通信端末の図示しない入力部は、Ｓ１８で画面表示した一以上の位置情報の中か
ら一の位置情報を選択する、ユーザによる入力を受け付ける（Ｓ１９）。
【００８０】
　各無線通信端末の制御部１３は、Ｓ１９の入力に応じて、選択された位置情報を、他の
無線通信端末からの位置情報要求に対する応答に用いる自端末についての位置情報として
設定する（Ｓ２０）。設定は、例えば、位置情報ＤＢに記憶されている位置情報のうち、
選択された位置情報にフラグを立てることにより行われる。以下、Ｓ２０で設定された位
置情報を固定位置情報と呼び、固定位置情報を用いて他の無線通信端末からの位置情報要
求に対する応答を行う設定を固定応答設定と呼ぶこととする。
【００８１】
　端末１－１が、端末１－２に位置情報の提供を要求する位置情報要求の作成及び送信す
るフローは図７と同様であるので説明を省略する。
【００８２】
　図１２は、端末１－２が端末１－１から送信された位置情報要求を受信し、当該位置情
報要求に対する応答を送信するフローを示す。
【００８３】
　端末１－２の制御部１３は、端末１－１から送信された位置情報要求を受信する（Ｓ２
１）。
【００８４】
　端末１－２の制御部１３は、固定応答設定がなされているか否かを判定する（Ｓ２２）
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。判定は、例えば、位置情報ＤＢに記憶されている位置情報のいずれかにフラグが立てら
れているか否かに基づいて行われる。
【００８５】
　端末１－２の制御部１３は、固定応答設定がなされていると判定する場合（Ｓ２２でＹ
ＥＳ）、位置情報ＤＢに記憶されている位置情報の中から固定応答設定のフラグが立てら
れている固定位置情報を取得する（Ｓ２３）。
【００８６】
　端末１－２の制御部１３は、固定応答設定がなされていないと判定する場合（Ｓ２２で
ＮＯ）、記憶部１４の転送設定保存部を参照し、自端末への着信の転送設定がなされてい
るか否かを判定する（Ｓ２４、Ｓ２５）。判定は、例えば、転送設定保存部の転送設定フ
ラグの有無に基づいて判定される。
【００８７】
　端末１－２の制御部１３が自端末への着信の転送設定がなされていないと判定する場合
（Ｓ２５でＮＯ）、ＧＰＳ部１２は自端末についての位置情報を測位により取得し、又は
、ネットワークから取得する（Ｓ２６）。
【００８８】
　端末１－２の制御部１３が自端末への着信の転送設定がなされていると判定する場合（
Ｓ２５でＹＥＳ）、制御部１３は記憶部１４の転送設定保存部から転送設定されている（
例えば、転送設定フラグが立っている）転送先の端末１－３の電話番号を取得する（Ｓ２
７）。
【００８９】
　端末１－２の制御部１３は、Ｓ２３で取得した固定位置情報、Ｓ２６で取得した位置情
報、又は、Ｓ２７で取得した転送先情報を用いて位置情報要求に対する応答を作成する（
Ｓ２８）。
【００９０】
　端末１－２の制御部１３は、Ｓ２８で作成した位置情報要求に対する応答を、ＮＷ７を
介して、位置情報要求の要求元である端末１－１に対して送信する制御を行う（Ｓ２９）
。
【００９１】
　以降、端末１－１が、端末１－２から位置情報要求に対する応答を受信し、位置情報又
は転送先情報を取得するフローは図９と同様であるため説明を省略する。
【００９２】
　以上によれば、端末１－１は、端末１－２についての転送先情報又は位置情報ではなく
、端末１－２において予め設定された所定の位置情報を取得することができる。
【００９３】
　また、端末１－１は、端末１－２において所定の位置情報が予め設定されておらず、且
つ、端末１－２への着信の転送設定がなされているときは、端末１－２についての位置情
報ではなく、転送先の端末１－３についての位置情報を取得することができる。
【００９４】
　したがって、例えば、端末１－１のユーザは、端末１－２への着信の転送設定がなされ
ているか否かに拘らず、端末１－２のユーザにより選択された所定の所在地（例えば、端
末１－２のユーザの在籍する会社や自宅の所在地）を知ることが可能となる。
【００９５】
　また、端末１－１は、端末１－２への着信の転送設定がなされているとき、端末１－２
についての位置情報ではなく、転送先の端末１－３についての位置情報を取得することが
できる。つまり、例えば、端末１－２のユーザが端末１－２への着信の転送先である端末
１－３を携帯する場合も、端末１－１のユーザは端末１－２のユーザの所在地（端末１－
３の所在地）を確認することが可能となる。
【００９６】
　（６）その他
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　上記の実施例及び実施例の変形例では、端末１－１～１－３がすべて無線通信端末であ
る場合を例に説明を行ったが、転送先に設定される通信端末（例えば端末１－３）は固定
通信網に接続された通信端末（例えば固定電話機）としてもよい。
【００９７】
　（付記１）
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する位置情報の通知方法において、
　前記所定の信号の受信に応じた該自端末の位置情報の送信を規制する条件に、該自端末
について転送設定がなされていることを含む
　ことを特徴とする位置情報の通知方法。
【００９８】
　（付記２）
　前記他の通信端末及び前記自端末の少なくともいずれかは無線通信端末であることを特
徴とする位置情報の通信方法。
【００９９】
　（付記３）
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する位置情報の通知方法において、
　自端末への着信について転送設定がなされているときに前記所定の信号を受信すると、
前記他の通信端末に対し、前記自端末の位置情報を送信せずに、予め設定された所定の情
報を送信する
　ことを特徴とする位置情報の通知方法。
【０１００】
　（付記４）
　付記３において、
　前記他の通信端末及び前記自端末の少なくともいずれかは無線通信端末であることを特
徴とする位置情報の通知方法。
【０１０１】
　（付記５）
　付記３において、
　前記予め設定された所定の情報は、転送先の情報又は自端末の位置情報ではない所定の
位置情報であることを特徴とする位置情報の通知方法。
【０１０２】
　（付記６）
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する通信端末において、
　前記所定の信号の受信に応じた該自端末の位置情報の送信を規制する制御を行う条件に
、該自端末について転送設定がなされていることを含む制御部
　を備えたことを特徴とする通信端末。
【０１０３】
　（付記７）
　付記６において、
　前記他の通信端末及び前記自端末の少なくともいずれかは無線通信端末であることを特
徴とする通信端末。
【０１０４】
　（付記８）
　他の通信端末から送信された自端末の位置情報を要求する所定の信号の受信に応じて、
該自端末の位置情報を送信する通信端末において、
　自端末への着信について転送設定がなされているときに前記所定の信号を受信すると、
前記他の通信端末に対し、前記自端末の位置情報を送信せずに、予め設定された所定の情
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　を備えたことを特徴とする通信端末。
【０１０５】
　（付記９）
　付記８において、
　前記他の通信端末及び前記自端末の少なくともいずれかは無線通信端末であることを特
徴とする通信端末。
【０１０６】
　（付記１０）
　付記８において、
　前記予め設定された所定の情報は転送先の情報又は自端末の位置情報ではない所定の位
置情報であることを特徴とする通信端末。
【符号の説明】
【０１０７】
　１、１－１、１－２、１－３　無線通信端末
　２－１、２－２、２－３　無線基地局
　３－１、３－２　基地局制御装置
　４　コアネットワーク
　５　ゲートウェイ装置
　６　固定通信網／移動通信網
　７　ＮＷ
　１１　無線部
　１２　ＧＰＳ部
　１３　制御部
　１３ａ　位置情報要求作成部
　１３ｂ　位置情報要求送信部
　１３ｃ　位置情報要求受信部
　１３ｄ　判定部
　１３ｅ　位置情報要求応答作成部
　１３ｆ　位置情報要求応答送信部
　１３ｇ　位置情報要求応答受信部
　１３ｈ　記憶管理部
　１４　記憶部
　１５　表示部
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              Ｈ０４Ｍ　　１／００、　１／２４－　３／００、　３／１６－　３／２０、
              　　　　　　３／３８－　３／５８、　７／００－　７／１６、
              　　　　　１１／００－１１／１０
              Ｈ０４Ｗ　　４／００－９９／００
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