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(57)【要約】
【課題】余計な監視コストや監視センタの通信システム
への余計な負担を発生させずに、予め指定された通報先
への連絡を迅速に行うことが可能な非常通報装置を提供
する。
【解決手段】非常通報装置２０は、データベース２３が
、携帯電話機３０に割り振られた識別データ２３ａと、
携帯電話機４０のアドレスデータ２３ｂとを互いに関連
付けて管理し、データベース２３において受信部２４で
受信した識別データ２３ａが登録されているとき、この
識別データ２３ａの送信元の携帯電話機３０に対して、
現在位置データの取得要求データを送信部２８により送
信し、受信部２４で携帯電話機３０より送信された現在
位置データを受信したとき、送信部２８は、データベー
ス２３において識別データ２３ａに関連付いたアドレス
データ２３ｂの携帯電話機４０に対して、緊急通報デー
タ４２とともに携帯電話機３０の現在位置データに従っ
た地図データの第１のリンクデータ４３を送信する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の移動体端末に割り振られた識別データと、第２の移動体端末のアドレスデータと
を互いに関連付けて管理する管理部と、
　上記第１の移動体端末から送信された識別データを受信するとともに、該第１の移動体
端末のＧＰＳ（Global Positioning System）による現在位置データを受信する受信部と
、
　上記受信部で上記第１の移動体端末からの識別データを受信したとき、受信した識別デ
ータが上記管理部に登録されているかを判断する判断部と、
　上記管理部において、上記受信部で受信した識別データが登録されているとき、該識別
データの送信元の第１の移動体端末に対して、上記現在位置データの取得要求データを送
信する送信部とを備え、
　上記受信部で上記第１の移動体端末より送信された現在位置データを受信したとき、上
記送信部は、上記管理部において上記識別データに関連付いた第２の移動体端末に緊急通
報データとともに該第１の移動体端末の現在位置データに従った地図データに関連する第
１のリンクデータ又は地図データを送信する非常通報装置。
【請求項２】
　上記送信部は、
　上記受信部で上記現在位置データを受信できなかったとき、上記第１の移動体端末の最
寄りの基地局の緯度経度データの取得要求データを該第１の移動体端末に送信し、
　上記受信部で上記緯度経度データを受信したとき、上記現在位置データに代えて上記緯
度経度データに従った地図データに関連する第２のリンクデータ又は地図データを上記第
２の移動体端末に送信する請求項１記載の非常通報装置。
【請求項３】
　上記送信部は、上記受信部で上記基地局の緯度経度データを受信できなかったとき、上
記緊急通報データのみを上記第２の移動体端末に送信する請求項２記載の非常通報装置。
【請求項４】
　上記送信部は、上記第２の移動体端末に、少なくとも上記緊急通報データを送信したと
き、上記第１の移動体端末に緊急通報データを送信したことを知らせる通報完了データを
送信する請求項１乃至３のうちいずれか１項記載の非常通報装置。
【請求項５】
　第１の移動体端末から送信された識別データを受信部により受信する識別データ受信ス
テップと、
　上記識別データ受信ステップで受信した識別データが、該第１の移動体端末に割り振ら
れた識別データと、第２の移動体端末のアドレスデータとを互いに関連付けて管理する管
理部に登録されているかを、判断部により判断する判断ステップと、
　上記識別データ受信ステップで受信した識別データが上記管理部に登録されているとき
、該識別データの送信元の第１の移動体端末に対してＧＰＳによる現在位置データの取得
要求データを送信部により送信する取得要求データ送信ステップと、
　上記受信部で上記第１の移動体端末より送信された第１の移動体端末の現在位置データ
を受信したとき、上記管理部において上記識別データに関連付いた第２の移動体端末に緊
急通報データとともに該第１の移動体端末の現在位置データに従った地図データに関連す
る第１のリンクデータ又は地図データを送信する緊急通報データ送信ステップと
　を有する非常通報方法。
【請求項６】
　第１の移動体端末から送信された識別データを受信部により受信する識別データ受信ス
テップと、
　上記識別データ受信ステップで受信した識別データが、該第１の移動体端末に割り振ら
れた識別データと、第２の移動体端末のアドレスデータとを互いに関連付けて管理する管
理部に登録されているかを、判断部により判断する判断ステップと、
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　上記識別データ受信ステップで受信した識別データが上記管理部に登録されているとき
、該識別データの送信元の第１の移動体端末に対してＧＰＳによる現在位置データの取得
要求データを送信部により送信する取得要求データ送信ステップと、
　上記受信部で上記第１の移動体端末より送信された第１の移動体端末の現在位置データ
を受信したとき、上記管理部において上記識別データに関連付いた第２の移動体端末に緊
急通報データとともに該第１の移動体端末の現在位置データに従った地図データに関連す
る第１のリンクデータ又は地図データを送信する緊急通報データ送信ステップと
　を有する非常通報方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緊急通報データとともに移動体端末の現在位置データに従った地図データに
関連するリンクデータや地図データを、予め指定された他の移動体端末に送信する非常通
報装置、非常通報方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体端末の現在位置データを通報する通報システムの一例として、例えば、特許文献
１に記載の通報システムがある。特許文献１に記載の通報システムでは、移動体端末で通
報ボタンが操作されると、この移動体端末から監視センタに全地球測位システム（Global
 Positioning System）による現在位置データが送信される。
【０００３】
　特許文献１に記載の通報システムでは、移動体端末から通報を受けた監視センタの監視
員が、以下のような対応措置を講ずる。例えば、監視センタの監視員は、監視センタに送
信された移動体端末の現在位置データから通報者の居場所を判断して、現場に警備員等を
出動させる。また、監視センタの監視員は、移動体端末からの通報信号に含まれる通報者
の識別データから通報者の氏名や携帯電話機の番号などの情報を確認して、通報者の安否
を確認する。
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載の通報システムでは、通報を受けた監視センタの監視員から
、通報者と親しい人等、指定された次の連絡先に連絡がなされるため、これら次の連絡先
への連絡が遅れてしまう。また、監視センタから連絡がされた連絡先では、監視センタの
監視員から説明された通報者の居場所を改めて地図等で確認する必要があるため、余計な
時間がかかってしまう。
【０００５】
　また、特許文献１に記載の通報システムでは、監視センタにおいて、指定された次の連
絡先に連絡するとともに、現場に警備員等を出動させる等の対応措置を講じるため、監視
センタの通信システムへの負担が増加してしまう。さらに、特許文献１に記載の通報シス
テムでは、監視センタの監視員が、指定された通報先に位置情報等を連絡するため、監視
コストが増加してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１８０２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、余計な監視コストや監視セ
ンタの通信システムへの余計な負担を発生させずに、予め指定された通報先への連絡を迅
速に行うことが可能な非常通報装置、非常通報方法及びプログラムを提供することを目的
とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明に係る非常通報装置は、上記課題を解決するために、第１の移動体端
末に割り振られた識別データと、第２の移動体端末のアドレスデータとを互いに関連付け
て管理する管理部と、上記第１の移動体端末から送信された識別データを受信するととも
に、該第１の移動体端末のＧＰＳによる現在位置データを受信する受信部と、上記受信部
で上記第１の移動体端末からの識別データを受信したとき、受信した識別データが上記管
理部に登録されているかを判断する判断部と、上記管理部において、上記受信部で受信し
た識別データが登録されているとき、該識別データの送信元の第１の移動体端末に対して
、上記現在位置データの取得要求データを送信する送信部とを備え、上記受信部で上記第
１の移動体端末より送信された現在位置データを受信したとき、上記送信部は、上記管理
部において上記識別データに関連付いた第２の移動体端末に緊急通報データとともに該第
１の移動体端末の現在位置データに従った地図データに関連する第１のリンクデータ又は
地図データを送信する。
【０００９】
　また、本発明に係る非常通報方法は、上記課題を解決するために、第１の移動体端末か
ら送信された識別データを受信部により受信する識別データ受信ステップと、上記識別デ
ータ受信ステップで受信した識別データが、該第１の移動体端末に割り振られた識別デー
タと、第２の移動体端末のアドレスデータとを互いに関連付けて管理する管理部に登録さ
れているかを、判断部により判断する判断ステップと、上記識別データ受信ステップで受
信した識別データが上記管理部に登録されているとき、該識別データの送信元の第１の移
動体端末に対してＧＰＳによる現在位置データの取得要求データを送信部により送信する
取得要求データ送信ステップと、上記受信部で上記第１の移動体端末より送信された第１
の移動体端末の現在位置データを受信したとき、上記管理部において上記識別データに関
連付いた第２の移動体端末に緊急通報データとともに該第１の移動体端末の現在位置デー
タに従った地図データに関連する第１のリンクデータ又は地図データを送信する緊急通報
データ送信ステップとを有する。
【００１０】
　また、本願発明に係るプログラムは、上記課題を解決するために、第１の移動体端末か
ら送信された識別データを受信部により受信する識別データ受信ステップと、上記識別デ
ータ受信ステップで受信した識別データが、該第１の移動体端末に割り振られた識別デー
タと、第２の移動体端末のアドレスデータとを互いに関連付けて管理する管理部に登録さ
れているかを、判断部により判断する判断ステップと、上記識別データ受信ステップで受
信した識別データが上記管理部に登録されているとき、該識別データの送信元の第１の移
動体端末に対してＧＰＳによる現在位置データの取得要求データを送信部により送信する
取得要求データ送信ステップと、上記受信部で上記第１の移動体端末より送信された第１
の移動体端末の現在位置データを受信したとき、上記管理部において上記識別データに関
連付いた第２の移動体端末に緊急通報データとともに該第１の移動体端末の現在位置デー
タに従った地図データに関連する第１のリンクデータ又は地図データを送信する緊急通報
データ送信ステップとを有する非常通報方法をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、管理部が、第１の移動体端末に割り振られた識別データと、第２の移
動体端末のアドレスデータとを互いに関連付けて管理し、管理部において識別データに関
連付いた第２の移動体端末に緊急通報データとともに第１の移動体端末の現在位置データ
に従った地図データに関連する第１のリンクデータ又は地図データを送信することにより
、余計な監視コストや監視センタの通信システムへの余計な負担を発生させずに、予め指
定された緊急通報先への連絡を迅速に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】本発明が適用された非常通報システムの構成例を示す図である。
【図２】非常通報システムにおける非常通報装置のブロック図である。
【図３】非常通報装置のデータベースの構成例を示す図である。
【図４】非常通報システムにおける携帯電話機の平面図である。
【図５】携帯電話機の内部構成例を示すブロック図である。
【図６】通報先を登録する際の動作シーケンスを示す図である。
【図７】非常通報システムにおける緊急通報時の動作シーケンスを示す図である。
【図８】通報元の携帯電話機の表示画面例を示す図である。
【図９】通報先の携帯電話機の表示画面例を示す図である。
【図１０】通報先の携帯電話機の表示画面例を示す図である。
【図１１】通報先の携帯電話機の表示画面例を示す図である。
【図１２】非常通報装置におけるユーザ認証処理を説明するためのフローチャートである
。
【図１３】非常通報装置における緊急通報データ送信時の処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明が適用された非常通報装置が用いられる非常通報システムを図面を参照し
て詳細に説明する。
【００１４】
　図１に示すように、本発明が適用された非常通報システム１０は、非常通報装置２０と
、移動体端末である携帯電話機３０と、携帯電話機４０ａ、４０ｂ（以下、携帯電話機４
０とする）とを備える。非常通報システム１０は、後に詳述するように、携帯電話機３０
がＧＰＳ衛星３から取得したＧＰＳによる現在位置データ、基地局４から取得した緯度経
度データ、電子メール等をインターネット１及び無線通信ネットワーク２等のネットワー
クを介して送受信する。
【００１５】
　具体的に、非常通報装置２０は、携帯電話機３０からの非常通報信号を受信したとき、
後に詳述する携帯電話機３０から受信した現在位置データに従った地図データに関連する
第１又は第２のリンクデータを携帯電話機４０に送信し、携帯電話機４０ａ、４０ｂが、
容易に携帯電話機３０の位置を特定できるようにする。
【００１６】
　図２に示すように、非常通報システム１０における非常通報装置２０は、操作部２１と
、表示部２２と、データベース２３と、受信部２４と、判断部２５と、地図データベース
２６と、データ生成部２７と、送信部２８と、バス２９とを備え、バス２９を介して各部
が接続されている。
【００１７】
　操作部２１は、カーソルキー、数字入力キー、各種機能キーを備えたキーボード、ポイ
ンティングデバイスとしてのマウス等からなり、入力された情報を表示部２２に表示する
。
【００１８】
　表示部２２は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）、有
機ＥＬ（electroluminescence）ディスプレイ等からなり、例えば、データベース２３に
記憶されたデータ等を表示する。
【００１９】
　データベース２３は、非常通報装置２０の記憶部としての役目をするものであり、例え
ば、ハードディスクやＣＤ－ＲＯＭ、メモリカード等の着脱自在に装着する可搬型のもの
で構成されている。データベース２３は、各種データを管理するとともに、非常通報シス
テム１０を実行させるためのプログラム等を管理する。具体的に、データベース２３は、
図３に示すように、携帯電話機３０の識別データ２３ａと、緊急通報先となる携帯電話機
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４０のアドレスデータ２３ｂとを互いに関連付けて管理する。
【００２０】
　また、データベース２３は、携帯電話機３０から送信された位置データの受信履歴に関
する履歴情報２３ｃと、識別データ２３ａの送信元の携帯電話機３０のアドレスデータ２
３ｄとを、識別データ２３ａ及びアドレスデータ２３ｂと互いに関連付けて管理する。デ
ータベース２３は、このように位置データの履歴情報を管理することにより、携帯電話機
３０から位置情報を受信した日時を確認することが可能となる。
【００２１】
　識別データ２３ａは、携帯電話機３０に割り振られた固有の番号であり、端末製造番号
、端末シリアル番号ランダムな英数字の組み合わせにより構成される番号等が用いられる
。データベース２３では、識別データ２３ａをログインIDとして管理することにより、携
帯電話機３０から緊急通報システムの管理画面へのログインを可能とする。
【００２２】
　アドレスデータ２３ｂは、非常通報装置２０から緊急通報データが送信される携帯電話
機４０の電子メールのアドレスデータである。
【００２３】
　履歴情報２３ｃは、例えば、受信日時２３ｅ、ＧＰＳによる携帯電話機３０の現在位置
データ２３ｆ、及び、通報先のアドレスデータ２３ｇから構成されている。履歴情報２３
ｃは、携帯電話機３０から受信部２４により携帯電話機３０の現在位置データ２３ｆを受
信したときにデータベース２３に記録される。受信日時２３ｅは、例えば、受信日時が２
００９年８月７日９時２２分４３秒の場合には、[2009/08/0709:22:43]のように表される
。現在位置データ２３ｆにおいて、「ver」とは、ＧＰＳのバージョンを示す情報である
。「datum」とは、測地系を示す情報である。測地系とは、準拠楕円体、測地座標系、標
高の基準となるジオイド面により定められる。「Unit」とは、経度緯度の表記方法を示す
情報である。「lat」とは、緯度を示す情報である。「lon」とは、経度を示す情報である
。「alt」とは、高度を示す情報である。「time」とは、時間を示す情報である。「smaj
」とは、長軸半径誤差を示す情報である。「smin」とは、短軸半径誤差を示す情報である
。「vert」とは、高度誤差を示す情報である。「majaa」とは、誤差楕円長軸角度を示す
情報である。「fm」とは、測位方法を示す情報であり、例えば、後に詳述するように、現
在位置データ２３ｆが、ＧＰＳ衛星３から取得した現在位置データであることや、基地局
４の緯度経度データであることを表し、その数値が小さい程、精度が高いことを示す。例
えば、現在位置データ２３ｆがＧＰＳ衛星３から取得した現在位置データである場合には
、数値が小さくなり、現在位置データ２３ｆが基地局４の緯度経度データである場合には
、数値が大きくなる。
【００２４】
　アドレスデータ２３ｄは、携帯電話機３０の電子メールのアドレスデータであり、例え
ば、図３に示すように、++++@xxxx.ne.jpのように構成されている。
【００２５】
　受信部２４は、インターネット１及び無線通信ネットワーク２を介して、携帯電話機３
０及び携帯電話機４０からの各種データを受信する。例えば、受信部２４は、携帯電話機
３０から、図３に示す識別データ２３ａ、ＧＰＳによる携帯電話機３０の現在位置データ
、携帯電話機３０の最寄りの基地局４の緯度経度データ等を受信する。
【００２６】
　判断部２５は、受信部２４により受信した携帯電話機３０から送信された識別データ２
３ａが、データベース２３内に登録されているか否かを判断する。
【００２７】
　地図データベース２６は、地図データを管理する。データ生成部２７は、受信部２４で
受信した携帯電話機３０からのＧＰＳによる現在位置データや、基地局４の緯度経度デー
タをもとにして、例えば、緊急事態の発生した箇所を中心とした周辺の地図データに関連
するリンクデータを、地図データベース２６が管理する地図データの座標情報に当てはめ
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て生成する。すなわち、データ生成部２７は、ＧＰＳによる携帯電話機３０の現在位置デ
ータに従った地図データに関連する第１のリンクデータ、及び、携帯電話機３０の最寄り
の基地局４の緯度経度データに従った地図データに関連する第２のリンクデータを生成す
る。また、データ生成部２７は、後に詳述する緊急通報データを生成する。
【００２８】
　送信部２８は、インターネット１及び無線通信ネットワーク２等のネットワークを介し
て、携帯電話機３０及び携帯電話機４０に各種データを送信する。例えば、送信部２８は
、後に詳述するように、携帯電話機３０に対して、現在位置データの取得要求データや、
携帯電話機３０の最寄りの基地局４の緯度経度データの取得要求データを送信する。また
、送信部２８は、後に詳述するように、データベース２３において識別データ２３ａに関
連付いた携帯電話機４０のアドレスデータ２３ｂに対して、緊急通報データを送信すると
ともにデータ生成部２７により生成した携帯電話機３０の現在位置データに従った地図デ
ータに関連する第１又は第２のリンクデータを送信する。
【００２９】
　続いて、非常通報システム１０における携帯電話機３０について説明する。図４に示す
ように、携帯電話機３０は、例えば、操作部３１を有する操作部側の筐体３０ａと、表示
部３２を有する表示部側の筐体３０ｂとから構成されている。操作部３１は、文字や数字
の入力を行うテンキー３１ａと、緊急通報システムのアプリケーションプログラムを起動
するためのアプリケーションキー３１ｃと、表示部３２に表示されている項目の選択、決
定、表示面のスクロール等を行うための十字キー３１ｄとからなる。表示部３２は、上述
した表示部２２と同様に、ＬＣＤ、有機ＥＬ等からなり、各種情報等を表示する。
【００３０】
　携帯電話機３０は、アプリケーションキー３１ｃが所定時間押下されたことがタイマ部
３８により計測されると、非常通報システム１０のウェブページにアクセスし、携帯電話
機３０の識別データを送信部２８により非常通報装置２０に送信する。
【００３１】
　また、図５に示すように、携帯電話機３０は、受信部３３と、位置情報取得部３４と、
識別情報記憶部３５と、送信部３６と、記憶部３７と、バス３９とを備え、バス３９を介
して各部が接続されている。
【００３２】
　受信部３３は、ＧＰＳ衛星３からのＧＰＳによる現在位置データ信号を受信するための
ＧＰＳアンテナや、非常通報装置２０からの受信アンテナ等で構成されており、インター
ネット１及び無線通信ネットワーク２を介して、非常通報装置２０から各種データを受信
する。
【００３３】
　位置情報取得部３４は、受信部３３により受信したＧＰＳによる現在位置データを取得
する。また、位置情報取得部３４は、受信部３３により受信した携帯電話機３０の最寄り
の基地局４からの緯度経度データを取得する。位置情報取得部３４は、取得したこれらの
情報を記憶部３７に記憶する。
【００３４】
　識別情報記憶部３５は、例えば、シムカード（Subscriber Identity Module Card）等
の着脱可能な記憶媒体で構成されている。識別情報記憶部３５には、上述した携帯電話機
３０に固有の識別データ２３ａが記憶されている。
【００３５】
　送信部３６は、インターネット１及び無線通信ネットワーク２を介して、非常通報装置
２０に各種データを送信する。
【００３６】
　記憶部３７は、携帯電話機３０から非常通報装置２０に対して識別データを送信するた
めのアプリケーションプログラムや、位置情報取得部３４で取得した現在位置データ等を
記憶するための記憶領域を有する。記憶部３７は、例えば、磁気的、光学的な記録媒体、
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半導体等の不揮発性メモリ等の読み取り及び書き込みが可能な記録媒体で構成されている
。
【００３７】
　タイマ部３８は、一定期間を計測するための計時手段である。例えば、タイマ部３８は
、操作部３１において、アプリケーションキー３１ｃが押下された時間を計測する。
【００３８】
　このように、携帯電話機３０は、一般的な携帯電話機としての機能を有するとともに、
緊急通報システムの登録を行うことにより、例えば、緊急通報システムのウェブページに
アクセスするためのアドレスデータ（ＵＲＬ）等が記憶部３７に記憶される。また、携帯
電話機３０では、例えば、操作部３１のアプリケーションキー３１ｃを長押しする等の一
回の操作により、記憶部３７に記憶されたアドレスデータを読み出して、待受画面の状態
から緊急通報システムのウェブページに直接ジャンプするように設定できる。このように
、携帯電話機３０では、待受画面の状態から、一回の操作で緊急通報システムのウェブペ
ージに直接アクセスできるため、容易な操作で携帯電話機４０に対して迅速に緊急通報す
ることが可能となる。また、通報先となる携帯電話機４０は、その構成の説明を省略する
が、図４、図５に示す携帯電話機３０と同様の構成を備えている。
【００３９】
　次に、図６を参照しながら、非常通報システム１０において緊急通報先を登録する際の
動作シーケンスについて説明する。
【００４０】
　ステップＳ１において、携帯電話機３０では、所有者により操作部３１が操作されて非
常通報システム１０のウェブページにアクセスする。ステップＳ１において、非常通報シ
ステム１０のウェブページで図３に示す通報先のアドレスデータ２３ｂが入力されると、
送信部３６は、入力されたアドレスデータ２３ｂ及び記憶部３７から読み出された携帯電
話機３０の識別データ２３ａを非常通報装置２０に送信する。
【００４１】
　ステップＳ２において、非常通報装置２０は、受信部２４で、識別データ２３ａ及びア
ドレスデータ２３ｂを受信し、判断部２５で、受信部２４で受信した識別データ２３ａに
基づいて携帯電話機３０の使用者を管理するデータベース（図示せず）から携帯電話機３
０の所有者を特定する。
【００４２】
　ステップＳ３において、非常通報装置２０は、受信部２４が受信したアドレスデータ２
３ｂと、携帯電話機３０からの識別データ２３ａとを関連付けてデータベース２３に登録
する。
【００４３】
　ステップＳ４において、非常通報装置２０は、送信部２８が、データベース２３へのア
ドレスデータ２３ｂの登録が成功したことを示す登録完了ページのデータを、携帯電話機
３０に送信する。
【００４４】
　ステップＳ５において、携帯電話機３０は、受信部３３が、非常通報装置２０からの登
録完了データを受信し、表示部３２が、この受信した登録完了データを表示する。また、
ステップＳ５において、携帯電話機３０は、非常通報装置２０からの非常通報システム用
のプログラムを受信部３３が受信し、この受信した非常通報システム用のプログラムを記
憶部３７に記憶する。
【００４５】
　このようにして、携帯電話機３０の所有者は、緊急通報システムの登録が完了したこと
を知ることができる。また、非常通報システム１０では、非常通報システムにアクセスす
るためのリンク等がメモリに登録され、後に説明するように、アプリケーションキー３１
ｃを長押しする等の一回の操作により、緊急通報時に一回の操作で通報できるようにする
。



(9) JP 2011-61587 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

【００４６】
　次に、図７を参照しながら、非常通報システム１０における緊急通報時の動作シーケン
スについて説明する。
【００４７】
　図７のステップＳ１０において、携帯電話機３０は、タイマ部３８が、操作部３１のア
プリケーションキー３１ｃが使用者によって所定時間押下されたことを計測すると、記憶
部３７から非常通報システム用のプログラムを起動して非常通報システムのＵＲＬ等のア
ドレスデータを読み出して非常通報システムのウェブページにアクセスし、送信部３６が
、携帯電話機３０の識別データ２３ａを非常通報装置２０に送信する。
【００４８】
　ステップＳ１１において、非常通報装置２０は、受信部２４が携帯電話機３０からの識
別データ２３ａを受信すると、受信した識別データ２３ａがデータベース２３に登録され
ているかどうかのユーザ認証を判断部２５により行い、送信部２８が、携帯電話機３０に
対して、現在位置データの取得要求データを送信する。
【００４９】
　ステップＳ１２において、携帯電話機３０は、受信部３３が、例えば、図８に示すよう
に、現在位置データの取得要求データを非常通報装置２０から受信したことを示す情報（
自動リロードページ）を非常通報装置２０から受信し、表示部３２にこの情報を表示する
。
【００５０】
　ステップＳ１３において、携帯電話機３０は、位置情報取得部３４が、受信部３３を介
してＧＰＳによる現在位置データを取得し、送信部３６が、この位置情報取得部３４で取
得したＧＰＳによる現在位置データを非常通報装置２０に送信する。
【００５１】
　ステップＳ１４において、非常通報装置２０は、受信部２４が、ＧＰＳによる現在位置
データを携帯電話機３０から受信し、データ生成部２７が、図９に示すような緊急通報デ
ータ４２とともに、受信部２４で受信した携帯電話機３０の現在位置データに従った地図
データの第１のリンクデータ４３を地図データベース２６から生成する。また、ステップ
Ｓ１４において、送信部２８が、データ生成部２７で生成した緊急通報データ４２ととも
に地図データの第１のリンクデータ４３を識別データ２３ａに関連付いたアドレスデータ
２３ｂで特定される携帯電話機４０に送信する。また、ステップＳ１４において、送信部
２８は、携帯電話機４０に緊急通報データを送信したことを携帯電話機３０に通知するた
めの通報完了データ（自動リロードページ）を、携帯電話機３０に送信する。
【００５２】
　ステップＳ１５において、携帯電話機４０は、非常通報装置２０から、図９に示す緊急
通報データ４２とともに地図データの第１のリンクデータ４３を受信する。携帯電話機４
０に表示された緊急通報データ４２は、操作部３１により第１のリンクデータ４３が選択
されると、地図データベース２６にアクセスして携帯電話機４０の表示部に図１０に示す
ような地図データ４４を表示する。図１０に示す地図データ４４において、携帯電話機３
０の現在位置４５は、図１０の中心付近の星印で表されている。また、図１０に示す地図
データ４４において、ＧＰＳによる現在位置データの精度を示す情報４６は、黒塗りの星
印の数が多いほど、すなわち、白抜きの星印の数が少ないほど精度が高いことを示してい
る。
【００５３】
　なお、ＧＰＳによる現在位置データの精度を示す情報４６は、携帯電話機３０でＧＰＳ
による現在位置データとともに携帯電話機３０で取得されるものであり、上述した図３に
示す現在位置データ２３ｆにおける測位方法を示す情報「ｆｍ」に対応する。このＧＰＳ
による現在位置データの精度を示す情報４６は、ＧＰＳによる現在地データの場合には、
精度が高いことを示すため、例えば、１～３個の星印が黒塗りとなる。一方、ＧＰＳによ
る現在位置データの精度を示す情報４６は、基地局４の緯度経度データの場合には、ＧＰ
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Ｓによる現在地位データよりも精度が低いことを示すため、例えば、全ての星印が白抜き
のものとなる。
【００５４】
　このように、非常通報システム１０では、携帯電話機３０が、地図データの第１のリン
クデータ４３を緊急通報データ４２とともに携帯電話機４０に送信することにより、携帯
電話機４０では、容易に携帯電話機３０の位置を特定できるため、携帯電話機３０の所有
者の居場所を確認して緊急通報を迅速に行うことが可能となる。
【００５５】
　ステップＳ１６において、携帯電話機３０は、受信部３３が、非常通報装置２０からの
携帯電話機４０に緊急通報データを送信したことを通知するための図８に示す通報完了デ
ータ（自動リロードページ）を受信し、この通報完了データを表示部３２に表示する。ま
た、ステップＳ１６において、携帯電話機３０は、受信部３３が、非常通報装置２０から
図８に示す通報完了データを受信してから、例えば数分～数十分後おきに、非常通報装置
２０にＧＰＳによる現在位置データを送信する。
【００５６】
　ステップＳ１７において、携帯電話機３０は、所定時間内に操作部３１で終了操作がさ
れたときは、一連の処理を終了する。一方、ステップＳ１７において、携帯電話機３０は
、所定時間内に操作部３１で終了操作がされなかったときは、ステップＳ１３からの処理
を再び実行する。
【００５７】
　このように、非常通報システム１０において、携帯電話機３０は、操作部３１で終了操
作がされない限り、位置情報取得部３４がＧＰＳによる現在位置データを所定時間間隔で
繰り返し取得し、送信部３６が、このＧＰＳによる現在位置データを非常通報装置２０に
逐次送信する。
【００５８】
　非常通報装置２０は、例えば１０分間隔で携帯電話機３０からＧＰＳによる現在位置デ
ータを受信し、受信したＧＰＳによる現在位置データを図３に示す履歴情報２３ｃとして
データベース２３に逐次記録する。また、非常通報装置２０では、例えば１０分間隔で携
帯電話機３０からＧＰＳによる現在位置データを受信すると、データ生成部２７が、上述
したステップＳ１４と同様に、緊急通報データ４２とともに受信したＧＰＳによる現在位
置データに従った地図データの第１のリンクデータ４３を生成し、この地図データの第１
のリンクデータ４３を携帯電話機４０に逐次送信する。
【００５９】
　携帯電話機４０では、上述したステップＳ１５と同様に、図９に示す緊急通報データ４
２とともに地図データの第１のリンクデータ４３を、例えば１０分間隔で逐次、非常通報
装置２０から受信する。例えば、携帯電話機４０は、図１１（Ａ）に示すように、図１０
の状態から１０分後の携帯電話機３０の現在位置４８を示す地図データ４７ａの第１のリ
ンクデータを非常通報装置２０から受信し、その後、図１１（Ｂ）に示すように、図１１
（Ａ）の状態から１０分後の携帯電話機３０の現在位置４８を示す地図データ４７ｂの第
１のリンクデータを非常通報装置２０から受信する。これにより、携帯電話機４０では、
所定時間毎に携帯電話機３０の現在位置を確認するとともに、携帯電話機３０の移動経路
を確認することが可能となる。
【００６０】
　次に、図１２を参照しながら、図７に示すステップＳ１１における非常通報装置２０の
ユーザ認証処理について説明する。
【００６１】
　ステップＳ２０において、非常通報装置２０は、受信部２４が、携帯電話機３０からの
識別データを受信する。
【００６２】
　ステップＳ２１において、非常通報装置２０は、判断部２５により、ステップＳ１１で
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受信部２４により受信した識別データが、データベース２３に登録されているかを判断す
る。ステップＳ２１において、判断部２５が判断した結果、データベース２３に識別デー
タが登録されている場合には、ステップＳ２２の処理に進み、データベース２３に識別デ
ータが登録されていない場合には、図６に示すステップＳ２の処理に進む。このように、
非常通報装置２０では、データベース２３に識別データが登録されていない場合には、携
帯電話機３０の使用者に非常通報システムの登録を促す。
【００６３】
　ステップＳ２２において、非常通報装置２０は、送信部２８が、携帯電話機３０に対し
て現在位置データの取得要求データ（自動リロードページ）を送信し、ステップＳ１１の
処理を終了する。
【００６４】
　続いて、図１３を参照しながら、図７に示すステップＳ１４における非常通報装置２０
の緊急通報データ送信時の処理について説明する。
【００６５】
　ステップＳ３０において、非常通報装置２０は、判断部２５が、所定時間内にＧＰＳに
よる現在位置データを受信することができたかどうかを判断する。ここで、所定時間とは
、例えば、上述したステップＳ１１において、携帯電話機３０に対して現在位置データの
取得要求データが送信されてからタイマ部３８により計測した時間が数秒から数十秒以内
の時間を言う。ステップＳ３０において、非常通報装置２０は、ＧＰＳによる現在位置デ
ータを受信できたときには、ステップＳ３１の処理に進む。一方、ステップＳ３０におい
て、非常通報装置２０は、ＧＰＳによる現在位置データを受信できなかったときは、ステ
ップＳ３２の処理に進む。
【００６６】
　ステップＳ３１において、非常通報装置２０は、受信部２４が、携帯電話機３０から送
信されたＧＰＳによる現在位置データを受信すると、データ生成部２７が、上述したよう
に図９に示す緊急通報データ４２及び地図データの第１のリンクデータ４３を生成する。
また、ステップＳ３１において、送信部２８が、データベース２３において識別データ２
３ａに関連付いたアドレスデータ２３ｂで特定される携帯電話機４０に対して、データ生
成部２７が生成した緊急通報データ４２及び地図データの第１のリンクデータ４３を送信
する。これにより、携帯電話機４０の所有者は、非常通報装置２０から送信された緊急通
報データ４２から、携帯電話機３０の所有者に緊急事態が発生していることを知るととも
に、地図データの第１のリンクデータ４３から地図データ４４を確認することで、携帯電
話機３０の所有者が緊急通報をした場所を迅速に確認することが可能となる。また、この
場合に、送信された地図データ４４は、ＧＰＳによる現在位置データに従ったものである
。そのため、携帯電話機４０では、ＧＰＳによる現在位置データの精度を示す情報４６と
して、黒塗りの星印が１つ以上表示され、携帯電話機４０の使用者に地図データの精度が
高いことを通知する。
【００６７】
　また、ステップＳ３１において、非常通報装置２０は、携帯電話機４０のアドレスデー
タ２３ｂに緊急通報データ４２を送信したとき、携帯電話機３０に対して、緊急通報デー
タ４２を携帯電話機４０に送信したことを通知するための通報完了データ（自動リロード
ページ）４１を送信する。これにより、携帯電話機３０の所有者は、非常通報装置２０か
ら送信された通報完了データ４１を受信部３３により受信し、受信した通報完了データ４
１を表示部３２に表示することで、緊急通報が完了したことを確認することが可能となる
。
【００６８】
　ステップＳ３２において、非常通報装置２０は、送信部２８が、携帯電話機３０の最寄
りの基地局４の緯度経度データの取得要求データを携帯電話機３０に送信し、受信部３３
が、基地局４の緯度経度データを受信できたかを判断する。ステップＳ３２において、非
常通報装置２０は、所定時間内に緯度経度データを受信できたとき、ステップＳ３３の処
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理に進む。ここで、所定時間とは、例えば、携帯電話機３０の最寄りの基地局４の緯度経
度データの取得要求データが携帯電話機３０に送信されてからタイマ部３８により計測し
た時間が、数秒から数十秒以内のことを言う。一方、ステップＳ３２において、非常通報
装置２０は、携帯電話機３０から上述した基地局４の緯度経度データを受信できなかった
とき、ステップＳ３４の処理に進む。
【００６９】
　ステップＳ３３において、非常通報装置２０は、受信部２４が、携帯電話機３０から基
地局４の緯度経度データを受信すると、データ生成部２７が、緊急通報データ４２を生成
するとともに、上述した第１のリンクデータ４３と同様に、基地局４の緯度経度データに
従った地図データの第２のリンクデータを生成する。また、ステップＳ３３において、送
信部２８は、データ生成部２７が生成した緊急通報データ４２とともに、基地局４の緯度
経度データに従った地図データの第２のリンクデータを携帯電話機４０に送信する。この
ように、非常通報装置２０では、携帯電話機３０からＧＰＳによる現在位置データを受信
できなかった場合にも、携帯電話機４０に対して、携帯電話機３０の最寄りの基地局の緯
度経度データ、すなわち、携帯電話機３０のおおよその位置を通知することが可能となる
。また、ステップＳ３３において、非常通報装置２０は、携帯電話機４０に緊急通報デー
タ４２を送信したとき、携帯電話機３０に対して緊急通報データ４２が送信されたことを
通知するための通報完了データ４１を送信する。また、この場合に地図データ４４は、携
帯電話機３０の最寄りの基地局４の緯度経度データに従ったものである。そのため、ＧＰ
Ｓによる現在位置データの精度を示す情報４６は、上述したように全ての星印が白抜きと
なる。これにより、携帯電話機４０の使用者に、地図データの精度が低いことを通知する
。
【００７０】
　ステップＳ３４において、非常通報装置２０は、携帯電話機３０からＧＰＳによる現在
位置データ及び基地局４の緯度経度データを受信できなかったため、データ生成部２７が
、緊急通報データ４２のみを生成する。ステップＳ３４において、送信部２８は、データ
生成部２７が生成した緊急通報データ４２を携帯電話機４０に送信する。このように、非
常通報装置２０は、ＧＰＳによる現在位置データ及び最寄りの基地局４の緯度経度データ
を受信できなかったときでも、携帯電話機４０に対して緊急通報データ４２を送信するこ
とで、携帯電話機３０の所有者に緊急事態が発生していることを通知することが可能とな
る。
【００７１】
　以上説明したように、非常通報システム１０では、データベース２３が、識別データ２
３ａと、アドレスデータ２３ｂとを互いに関連付けて管理し、受信部２４で携帯電話機３
０のＧＰＳによる現在位置データを受信したとき、判断部２５は、識別データ２３ａがデ
ータベース２３に登録されているかを判断する。非常通報システム１０では、識別データ
２３ａがデータベース２３に登録されているとき、送信部２８は、識別データ２３ａの送
信元である携帯電話機３０に対して、現在位置データの取得要求データを送信する。非常
通報システム１０では、受信部２４で携帯電話機３０より送信された現在位置データを受
信したとき、送信部２８は、データベース２３において識別データ２３ａに関連付いた携
帯電話機４０のアドレスデータに対して、緊急通報データ４２とともに携帯電話機３０の
現在位置データに従った地図データの第１又は第２のリンクデータを送信する。
【００７２】
　このように、非常通報システム１０では、非常通報装置２０において監視員が携帯電話
機４０に連絡しないため余計な監視コストが発生せず、また、非常通報装置２０の通信シ
ステムへの余計な負担が発生せず、緊急通報データ４２を携帯電話機４０に対して迅速に
送信することが可能なる。
【００７３】
　なお、ステップＳ３０において、非常通報装置２０は、受信部２４でＧＰＳによる現在
位置データを受信できなかったとき、ＧＰＳによる現在位置データの受信が成功するまで
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、携帯電話機３０のＧＰＳによる現在位置データの取得要求データを繰り返し携帯電話機
３０に送信するようにしてもよい。また、ステップＳ３４において、非常通報装置２０で
は、携帯電話機３０からＧＰＳによる現在位置データ又は基地局４の緯度経度データを取
得できるまで、携帯電話機４０に対して、これらの現在位置データや緯度経度データとと
もに緊急通報データ４２を送信しないようにしてもよい。また、非常通報装置２０では、
緊急通報データ４２を送信するモードと送信しないモードとを選択できるようにしてもよ
く、どちらかのモードを初期設定するようにしてもよい。これにより、非常通報装置２０
は、携帯電話機３０の所有者が誤って緊急通報をしてしまった場合や携帯電話機３０でＧ
ＰＳによる現在位置データ等を取得できない場合には、携帯電話機４０の使用者に対して
緊急通報データ４２を送信しないという選択の余地を持たせることが可能となる。
【００７４】
　また、以上の例では、非常通報装置２０を介して携帯電話機３０からの緊急通報データ
を携帯電話機４０に送信する場合について説明したが、本発明は、携帯電話機３０の所有
者の現在位置を特定するための足取りモードにも適用することができる。
【００７５】
　この場合、携帯電話機３０の所有者は、図６と同様の登録処理を行う。そして、携帯電
話機３０の所有者は、例えば、お気に入りに登録しているアドレスデータにアクセスして
、足取りモードを選択する。すると、非常通報装置２０及び携帯電話機３０は、図７と同
様の動作シーケンスにより処理を実行する。また、携帯電話機４０には、所定間隔で上述
した第１又は第２のリンクデータが送信される。これにより、携帯電話機４０の所有者は
、携帯電話機３０の所有者の現在位置、すなわち、足取りを知ることができる。なお、携
帯電話機３０では、タイマ部３８が、アプリケーションキー３１ｃが使用者によって所定
時間押下されたことを計測すると、記憶部３７に記憶された足取りモード用のプログラム
を起動して足取りモードのＵＲＬ等のアドレスデータを読み出し、足取りモードのウェブ
ページにアクセスするようにしてもよい。
【００７６】
　また、携帯電話機４０では、非常通報装置２０にアクセスすることによって、携帯電話
機３０の現在位置の履歴を見ることができる。携帯電話機４０は、所定のアドレスデータ
にアクセスして履歴モードを選択する。すると、非常通報装置２０は、携帯電話機３０の
アドレスデータに関連付いたデータベース２３で管理される履歴情報２３ｃにアクセスし
、履歴情報２３ｃに基づく時系列に並んだ第１又は第２のリンクデータを生成して携帯電
話機４０に送信する。携帯電話機４０では、第１又は第２のリンクデータにリンクした地
図データを見ることで、携帯電話機３０の所有者が、ある時間にどこにいたかを知ること
ができる。
【００７７】
　また、上述した説明では、非常通報装置２０は、携帯電話機３０のデータ生成部２７で
生成した現在位置データに従った地図データの第１又は第２のリンクデータを送信するも
のとして説明したが、現在位置データの周辺の地図データを送信するようにしてもよい。
【００７８】
　また、携帯電話機４０は、携帯電話機３０と同様の構成を備えているものとして説明し
たが、例えば、位置情報取得部３４、識別情報記憶部３５、タイマ部３８を備えないよう
にしてもよい。
【００７９】
　また、上述した説明では、携帯電話機３０では、操作部３１のアプリケーションキー３
１ｃが使用者によって所定時間押下されることにより、非常通報システムの通報処理が実
行されるものとしたが、非常通報システムの通報処理が実行可能であれば、アプリケーシ
ョンキー３１ｃ以外の操作部３１の操作により緊急通報システムのウェブページにアクセ
スして非常通報システムの通報処理が実行されるようにしてもよい。また、携帯電話機３
０では、例えば圏外等の理由により、位置情報取得部３４でＧＰＳによる現在位置データ
等を取得できなかったときは、取得できなかった原因を携帯電話機３０の使用者に通知す
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【符号の説明】
【００８０】
　１　インターネット、２　無線通信ネットワーク、３　ＧＰＳ衛星、４　基地局、１０
　非常通報システム、２０　非常通報装置、２１　操作部、２２　表示部、２３　データ
ベース、２３ａ　識別データ、２３ｂ　アドレスデータ、２４　受信部、２５　判断部、
２６　地図データベース、２７　データ生成部、２８　送信部、３０、４０　携帯電話機
、３１　操作部、３２　表示部、３３　受信部、３４　位置情報取得部、３５　識別情報
記憶部、３６　送信部、３７　記憶部、３８　タイマ部、４２　緊急通報データ、４３　
地図データのリンクデータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 2011-61587 A 2011.3.24

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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