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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線または無線ネットワークを通じて移動通信網に連結され、設定情報受信部、アラー
ト（Ａｌｅｒｔ）条件提供部、アラート受信部、及びアラート通知部を含むアラートサー
ビス管理装置により行われるアラートサービス方法であって、
　（ａ）アラートサービス設定の対象となる移動端末機の情報と特定のゾーン（Ｚｏｎｅ
）の情報とを入力される段階；
　（ｂ）上記特定のゾーンの内部あるいは外部への移動端末機の移動状況を知らせるアラ
ートの発生条件として、上記特定のゾーンの基地局セル（Ｃｅｌｌ）ＩＤと上記移動端末
機が現在位置したゾーンの基地局セル（Ｃｅｌｌ）ＩＤとが一致するか否かに応じて条件
の充足可否が決められるように定義されたアラート条件を上記移動端末機にダウンロード
する段階；
　（ｃ）上記移動端末機が上記特定のゾーンの内部あるいは外部に移動して上記アラート
条件が充足したとき、上記移動端末機から伝送される報告メッセージを受信する段階；及
び
　（ｄ）既登録されたアラート通知の対象となる端末装置へ上記アラートの状況を知らせ
るアラートメッセージを伝送する段階；を含むことを特徴とするアラートサービス方法。
【請求項２】
　上記段階（ａ）において、
　上記移動端末機の情報と特定のゾーンの情報は、上記アラート通知の対象となる端末装
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置から入力されることを特徴とする請求項１に記載のアラートサービス方法。
【請求項３】
　上記段階（ｃ）において、
　上記報告メッセージには、上記移動端末機の加入者番号（ＭＩＮ）と該当する基地局セ
ルＩＤが含まれることを特徴とする請求項１に記載のアラートサービス方法。
【請求項４】
　上記報告メッセージは、ＳＭＳメッセージ形式であることを特徴とする請求項３に記載
のアラートサービス方法。
【請求項５】
　上記報告メッセージは、セル登録通知（ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式であることを
特徴とする請求項３に記載のアラートサービス方法。
【請求項６】
　上記段階（ｂ）において、
　上記アラート条件のダウンロード時点は、
　上記移動端末機がパワーオン（Ｐｏｗｅｒ ｏｎ）になる時点、上記移動端末機がアラ
ート条件を受信することができる実行環境が活性化される時点及び上記アラート条件が変
更された時点のうち選択された何れか一つであることを特徴とする請求項１に記載のアラ
ートサービス方法。
【請求項７】
　有線または無線ネットワークを通じて移動通信網に連結されるアラートサービス管理装
置において、
　アラートサービス設定の対象となる移動端末機の情報と特定のゾーンの情報とを入力さ
れる設定情報受信部；
　上記特定のゾーンの内部あるいは外部への移動端末機の移動状況を知らせるアラートの
発生条件として、上記特定のゾーンの基地局セルＩＤと上記移動端末機が現在位置したゾ
ーンの基地局セルＩＤとが一致するか否かに応じて条件の充足可否が決められるように定
義されたアラート条件を上記移動端末機にダウンロードするアラート条件提供部；
　上記移動端末機が上記特定のゾーンの内部あるいは外部に移動して上記アラート条件が
充足したとき、上記移動端末機から伝送される報告メッセージを受信するアラート受信部
；及び
　既登録されたアラート通知の対象となる端末装置へ上記アラートの状況を知らせるアラ
ートメッセージを伝送するアラート通知部；を含むことを特徴とするアラートサービス管
理装置。
【請求項８】
　上記アラート受信部は、ＳＭＳ形式の報告メッセージを受信することを特徴とする請求
項７に記載のアラートサービス管理装置。
【請求項９】
　上記アラート受信部は、セル登録通知（ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式の報告メッセ
ージを受信することを特徴とする請求項７に記載のアラートサービス管理装置。
【請求項１０】
　上記アラート条件のダウンロード時点は、
　上記移動端末機がパワーオン（Ｐｏｗｅｒ ｏｎ）になる時点、上記移動端末機がアラ
ート条件を受信することができる実行環境が活性化される時点及び上記アラート条件が変
更された時点のうち選択された何れか一つであることを特徴とする請求項７に記載のアラ
ートサービス管理装置。
【請求項１１】
　有線または無線ネットワークを通じて移動通信網に連結されるアラートサービス管理装
置に搭載されて判読される記録媒体であって、
　アラートサービス設定の対象となる移動端末機の情報と特定のゾーンの情報とを入力さ
れる手続きと、
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　上記特定のゾーンの内部あるいは外部への移動端末機の移動状況を知らせるアラートの
発生条件として、上記特定のゾーンの識別子と上記移動端末機が現在位置したゾーンの識
別子とが一致するか否かに応じて条件の充足可否が決められるように定義されたアラート
条件を上記移動端末機にダウンロードする手続きと、
　上記移動端末機が上記特定のゾーンの内部あるいは外部に移動して上記アラート条件が
充足したとき、上記移動端末機から伝送される報告メッセージを受信する手続きと、
　既登録されたアラート通知の対象となる端末装置へ上記アラートの状況を知らせるアラ
ートメッセージを伝送する手続きとを行うことができるプログラムを記録したコンピュー
ターで判読できる記録媒体。
【請求項１２】
　特定のゾーンの内部あるいは外部への移動端末機の移動状況を他の端末装置へ知らせる
アラートサービスを支援する移動端末機であって、
　上記特定のゾーンの基地局セルＩＤと現在移動端末機が属した基地局セルＩＤとが一致
するか否かに応じて条件の充足可否が決められるように定義されたアラート条件をサービ
ス管理装置から受信するアラート条件受信手段；
　上記アラート条件を貯蔵する貯蔵手段；
　現在移動端末機が属した基地局のセルＩＤを獲得するセル識別手段；
　上記セル識別手段により獲得されたセルＩＤが上記アラート条件を充足させるかの可否
を判断するアラートチェック手段；及び
　上記移動端末機が上記特定のゾーンの内部あるいは外部に移動して上記アラート条件が
充足したとき、報告メッセージを生成して上記サービス管理装置へ伝送するアラート報告
手段；を含むことを特徴とする移動端末機。
【請求項１３】
　上記報告メッセージには、上記移動端末機の加入者番号（ＭＩＮ）と該当する基地局セ
ルＩＤとが含まれることを特徴とする請求項１２に記載の移動端末機。
【請求項１４】
　上記報告メッセージは、ＳＭＳメッセージ形式であることを特徴とする請求項１２に記
載の移動端末機。
【請求項１５】
　上記報告メッセージは、セル登録通知（ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式であることを
特徴とする請求項１２に記載の移動端末機。
【請求項１６】
　特定のゾーンの内部あるいは外部への移動端末機の移動状況を他の端末装置へ知らせる
アラートサービスを支援する移動端末機に搭載されて判読される記録媒体であって、
　上記特定のゾーンの基地局セルＩＤと現在移動端末機が属した基地局セルＩＤとが一致
するか否かに応じて条件の充足可否が決められるように定義されたアラート条件をサービ
ス管理装置から受信する手続きと、
　上記アラート条件を貯蔵する手続きと、
　現在移動端末機が属した基地局のセルＩＤを獲得する手続きと、
　上記セルＩＤを獲得する手続きにより獲得されたセルＩＤが上記アラート条件を充足さ
せるかの可否を判断する手続きと、
　上記移動端末機が上記特定のゾーンの内部あるいは外部に移動して上記アラート条件が
充足したとき、報告メッセージを上記サービス管理装置へ伝送する手続きとを行うことが
できるプログラムを記録したコンピューターで判読できる記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　〔技術分野〕
　本発明は、移動端末機の特定の位置情報に対するアラート（Ａｌｅｒｔ）サービス方法
とそのための管理装置及び移動端末機に関するものであって、より詳しくは、特定のゾー
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ン（Ｚｏｎｅ）に対する移動端末機の進入あるいは進出情報を該当する移動端末機から獲
得して他の移動端末機に知らせるアラートサービス方法とそのための管理装置及び移動端
末機に関する。
【０００２】
　〔背景技術〕
　アラートサービスとは、特定の移動端末機が特定の領域内に進入するか進出する場合、
これをサービス要請者に知らせる移動通信付加サービスである。
【０００３】
　アラートサービスを行うためにはアラートの対象となる移動端末機に対する基地局セル
（Ｃｅｌｌ）単位の位置情報を獲得する過程が重要であり、このため、従来にはページン
グ（Ｐａｇｉｎｇ）チャンネルを通じて周期的に移動端末機の位置を照会する方法やセル
ＩＤを変更するたびに移動端末機から通知メッセージを提供される方法などが広く用いら
れた。
【０００４】
　しかし、ページングチャンネルを通じて周期的に移動端末機の位置を照会するアラート
サービス方法の場合、数多くの移動端末機に対して一定の時間ごとに位置照会が行わなけ
ればならないので移動通信網や該当する処理システムにオーバーヘッド（Ｏｖｅｒｈｅａ
ｄ）が発生し得、セルＩＤを変更するたびに位置情報を提供されるアラートサービス方法
も移動端末機の数多くのセル間移動により発生する過多な通知メッセージを処理しなけれ
ばならないという問題がある。
【０００５】
　アラートサービスの改善方案として、韓国公開特許第２００４-１６９９５号（無線通
信ネットワークにおいて移動局に警報基盤サービスを提供するシステム）には、警報条件
を満たし得る最も早い未来時間を決めて位置データを得る技術が開示されており、韓国登
録特許第４９０５７１号（無線通信環境における位置基盤警報サービス方法）には、移動
端末機の移動距離比率を用いるか、最小境界四角形（ＭＢＲ）の面積増減比率を用いて位
置照会の回数を最少化する技術が開示されている。
【０００６】
　上記特許の場合、移動端末機に対する位置照会の回数を従来の周期的な照会方式に比べ
て減少させることができるという長所がある。しかし、相変らずアラートサービス提供サ
ーバーから移動端末機に位置情報獲得のための要請を反復的に行い、それに対応して移動
端末機においては受動的に数多くの回答処理を行う方式を用いるので、アラートサービス
提供サーバーや移動端末機に多くの負荷がかかるという問題がある。
【０００７】
　〔発明の詳細な説明〕
　本発明は、上記のような問題点を考慮して創案されたものであって、移動通信網と移動
端末機間の位置照会トラフィックを減らすことができるように、移動端末機自身でアラー
ト条件をチェックするように構成されたアラートサービス方法とそのための管理装置及び
移動端末機を提供するのにその目的がある。
【０００８】
　上記のような目的を果たすために、本発明によるアラートサービス方法は、特定の移動
端末機に対してアラート条件をダウンロードした後、移動端末機が特定のゾーンに進入あ
るいは進出してアラート条件が充足されるとき移動端末機からアラート発生を報告され他
の端末装置に通知する過程を行う。
【０００９】
　すなわち、本発明によるアラートサービス方法は、（ａ）アラート設定の対象となる移
動端末機の情報と特定のゾーンの情報を入力される段階；（ｂ）上記特定のゾーンに対す
る移動端末機の進入あるいは進出を知らせるアラートの発生条件として、上記特定のゾー
ンの識別子と上記移動端末機が現在位置したゾーンの識別子との比較結果に応じてその充
足可否が決められるアラート条件を上記移動端末機にダウンロードする段階；（ｃ）上記
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アラート条件の充足に応じて上記移動端末機から伝送される報告メッセージを受信する段
階；及び（ｄ）アラート通知の対象となる端末装置へアラートメッセージを伝送する段階
；を含むことを特徴とする。
【００１０】
　段階（ａ）において、移動端末機の情報と特定のゾーンの情報は上記アラート通知対象
端末装置から入力されることが望ましい。
【００１１】
　段階（ｂ）において、ゾーンの識別子は基地局セルＩＤであり、アラート条件は上記移
動端末機が現在位置した基地局セルＩＤと上記特定のゾーンのセルＩＤが同一であるとき
充足できる。
【００１２】
　代案として、上記ゾーンの識別子は基地局セルＩＤであり、上記アラート条件は上記移
動端末機が現在位置した基地局セルＩＤと上記特定のゾーンのセルＩＤが互いに異なると
き充足することもできる。
【００１３】
　段階（ｃ）において、報告メッセージには上記移動端末機の加入者番号（ＭＩＮ）と該
当する基地局セルＩＤとが含まれることが望ましい。
【００１４】
　上記報告メッセージはＳＭＳメッセージ形式で提供されることができ、代案として、セ
ル登録通知（ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式で提供されることもできる。
【００１５】
　上記アラート条件のダウンロード時点は、上記移動端末機がパワーオン（Ｐｏｗｅｒ o
n）になる時点、上記移動端末機がアラート条件を受信することができる実行環境が活性
化される時点及び上記アラート条件が変更された時点のうち選択された何れか一つが該当
される。
【００１６】
　本発明の他の側面によると、アラート設定の対象となる移動端末機の情報と特定のゾー
ンの情報を入力される設定情報受信部；上記特定のゾーンに対する移動端末機の進入ある
いは進出を知らせるアラートの発生条件として、上記特定のゾーンの識別子と上記移動端
末機が現在位置したゾーンの識別子との比較結果に応じてその充足可否が決められるアラ
ート条件を上記移動端末機にダウンロードするアラート条件提供部；上記アラート条件の
充足に応じて上記移動端末機から伝送される報告メッセージを受信するアラート受信部；
及びアラート通知の対象となる端末装置へアラートメッセージを伝送するアラート通知部
；を含むことを特徴とするアラートサービス管理装置が提供される。
【００１７】
　アラート受信部は、ＳＭＳ形式の報告メッセージを受信するように構成されることがで
きる。
【００１８】
　代案として、アラート受信部はセル登録通知（ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式の報告
メッセージを受信するように構成されることもできる。
【００１９】
　上記アラート条件提供部は上記移動端末機がパワーオンになる時点や、上記移動端末機
がアラート条件を受信することができる実行環境が活性化される時点や、上記アラート条
件が変更された時点にアラート条件をダウンロードするように構成されることができる。
【００２０】
　本発明のさらに他の側面によると、移動通信網に連結されるアラートサービス管理装置
に搭載されて判読される記録媒体として、アラート設定の対象となる移動端末機の情報と
特定のゾーンの情報とを入力される手続きと、上記特定のゾーンに対する移動端末機の進
入あるいは進出を知らせるアラートの発生条件として、上記特定のゾーンの識別子と上記
移動端末機が現在位置したゾーンの識別子との比較結果に応じてその充足可否が決められ
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るアラート条件を上記移動端末機にダウンロードする手続きと、上記アラート条件の充足
に応じて上記移動端末機から伝送される報告メッセージを受信する手続きと、アラート通
知の対象となる端末装置へアラートメッセージを伝送する手続きとを行うことができるプ
ログラムを記録したコンピューターで判読できる記録媒体が提供される。
【００２１】
　本発明のさらに他の側面によると、特定のゾーンに対する移動端末機の進入あるいは進
出情報を他の移動端末機へ知らせるアラートサービスを支援する移動端末機として、上記
特定のゾーンの基地局セルＩＤと現在移動端末機が属した基地局セルＩＤとの比較結果に
応じてその充足可否が決められるアラート条件をサービス管理装置から受信するアラート
条件受信手段；上記アラート条件を貯蔵する貯蔵手段；現在移動端末機が属した基地局の
セルＩＤを獲得するセル識別手段；上記セル識別手段により獲得されたセルＩＤが上記ア
ラート条件を充足させるかの可否を判断するアラートチェック手段；及び上記アラート条
件を充足させる場合報告メッセージを生成して上記サービス管理装置へ伝送するアラート
報告手段；を含むことを特徴とする移動端末機が提供される。
【００２２】
　上記報告メッセージには、上記移動端末機の加入者番号と該当する基地局セルＩＤとが
含まれることが望ましい。
【００２３】
　上記報告メッセージは、ＳＭＳメッセージ形式で伝送されることができ、代案として、
セル登録通知メッセージ形式で伝送されることもできる。
【００２４】
　本発明のさらに他の側面によると、特定のゾーンに対する移動端末機の進入あるいは進
出情報を他の端末装置へ知らせるアラートサービスを支援する移動端末機に搭載されて判
読される記録媒体として、上記特定のゾーンの基地局セルＩＤと現在移動端末機が属した
基地局セルＩＤとの比較結果に応じてその充足可否が決められるアラート条件をサービス
管理装置から受信する手続きと、上記アラート条件を貯蔵する手続きと、現在移動端末機
が属した基地局のセルＩＤを獲得する手続きと、上記セル識別手段により獲得されたセル
ＩＤが上記アラート条件を充足させるかの可否を判断する手続きと、上記アラート条件を
充足させる場合報告メッセージを上記サービス管理装置へ伝送する手続きを行うことがで
きるプログラムを記録したコンピューターで判読できる記録媒体が提供される。
【００２５】
　〔図面の簡単な説明〕
　本明細書に添付される下記の図面は本発明の望ましい実施例を例示するものであって、
発明の詳細な説明とともに本発明の技術思想をさらに理解させる役割を果たすものである
ため、本発明は以下の図面に記載された事項にのみ限定されて解釈されてはいけない。
【００２６】
　図１は、本発明の望ましい実施例によるアラートサービスシステムの構成図である。
【００２７】
　図２は、図１においてアラートサービス管理装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【００２８】
　図３は、図１において移動端末機の機能的構成を示すブロック図である。
【００２９】
　図４は、本発明の望ましい実施例によるアラートサービス方法が行われる過程を示す手
続き図である。
【００３０】
　図５は、基地局セル１に対する移動端末機Ｂの進入状態を示す図面である。
【００３１】
　〔発明を実施するための最良の形態〕
　以下、添付された図面を参照しながら本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。これ
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に先立って、本明細書及び請求範囲に使われた用語や単語は通常的や辞書的な意味に限定
して解釈されてはいけず、発明者は自らの発明を最善の方法で説明するために用語の概念
を適切に定義することができるという原則に則して、本発明の技術的思想に符合する意味
と概念とに解釈されなければならない。従って、本明細書に記載された実施例と図面に示
された構成は本発明の最も望ましい一実施例に過ぎず、本発明の技術的思想の全てを代弁
するものではないため、本出願時点においてこれらに代替できる多様な均等物と変形例が
あり得ることを理解しなければならない。
【００３２】
　図１には、本発明の望ましい実施例によるアラートサービスシステムの構成が示されて
いる。
【００３３】
　図１を参照すれば、本発明の望ましい実施例によるアラートサービスシステムは、アラ
ートサービスの遂行のための全般的なデータ管理及びメッセージ伝達を担当するアラート
サービス管理装置２００と、所定のネットワークを通じてアラートサービス管理装置２０
０と接続可能なアラート通知対象端末装置１００と、移動通信網１５０を経由してアラー
トサービス管理装置２００と接続可能なアラート設定対象移動端末機１０１とを含む。
【００３４】
　図２に詳しく示したアラートサービス管理装置２００は、アラート設定情報を入力され
てアラート条件を生成した後、これをアラート設定対象移動端末機１０１にダウンロード
する一方、アラート発生のときそのメッセージをサービス要請者に通知する機能を行う。
このため、アラートサービス管理装置２００には、設定情報受信部２０１、アラート条件
提供部２０２、アラート受信部２０３及びアラート通知部２０４が備えられる。
【００３５】
　設定情報受信部２０１は、サービス要請者が入力したアラート設定対象移動端末機１０
１情報と特定のゾーンの情報とを受信する。ここで、サービス要請者としてはアラート通
知対象端末装置１００の使用者が該当することが望ましいが、アラート設定対象移動端末
機１０１の使用者が該当することもある。後者の場合は、サービス要請者は自分の移動端
末機（アラート設定対象移動端末機１０１）と特定のゾーンの情報をアラートサービス管
理装置２００に入力してアラートサービスを要請し、アラート発生のときアラートサービ
ス管理装置２００はアラート通知対象端末装置１００へアラートメッセージを伝送する方
式によりサービスが行われる。
【００３６】
　アラート通知対象端末装置１００としては、携帯電話やＰＤＡなどのような移動端末機
が用いられることが望ましいが、これに限らず、例えば、パーソナルコンピューター（Ｐ
Ｃ）のように所定のネットワークを介してアラートサービス管理装置２００に接続してデ
ータを送受信することができる各種の通信機器が用いられることも勿論である。上記アラ
ート通知対象端末装置１００とアラート設定対象移動端末機１０１とはその技術的構成が
互いに同一であるようになり得、説明の便宜上、以下ではアラート通知対象端末装置１０
０は「移動端末機Ａ１００」と、アラート設定対象移動端末機１０１は「移動端末機Ｂ１
０１」とに区分して指称する。
【００３７】
　上記設定情報受信部２０１に受信される移動端末機Ｂ１０１の情報としては、例えば、
電話番号が挙げられ、特定のゾーンの情報としては、例えば、地域名が挙げられる。
【００３８】
　アラート条件提供部２０２は、設定情報受信部２０１に入力された移動端末機Ｂ１０１
と特定のゾーンの情報に基づいてアラート条件、すなわち、上記特定のゾーンに対する移
動端末機Ｂ１０１の進入あるいは進出を知らせるアラートの発生条件を生成して移動端末
機Ｂ１０１にダウンロードする。
【００３９】
　ここで、アラート条件のダウンロードは、上記移動端末機がパワーオン（Ｐｏｗｅｒ o
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n）になる時点や、上記移動端末機がアラート条件を受信することができる所定の実行環
境が活性化される時点や、新しいアラート設定に応じて上記アラート条件が変更された時
点に行うことができる。
【００４０】
　アラート条件は、上記設定情報受信部２０１に入力された特定のゾーンの識別子と、移
動端末機Ｂ１０１が現在位置したゾーンの識別子との比較結果に応じてその充足可否が決
められる。より具体的に、アラート条件は上記移動端末機Ｂ１０１が特定のゾーンに進入
することで現在位置した基地局のセルＩＤと上記特定のゾーンのセルＩＤが同一であると
き充足される。代案として、移動端末機Ｂ１０１が特定のゾーンから進出することで現在
位置した基地局のセルＩＤと上記特定のゾーンのセルＩＤとが互いに異なるとき充足され
ることもできる。
【００４１】
　アラート条件提供部２０２は、移動端末機Ｂ１０１を識別することができる加入者番号
（ＭＩＮ：ＭｏｂｉｌｅＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ）と特定のゾーン
に対応する基地局セルＩＤとを因子とするアラート条件メッセージを生成することが望ま
しい。例えば、上記アラート条件メッセージは「移動端末機０１６‐ｘｘｘ‐ｘｘｘｘが
基地局セルＬＳ００９２Ｘ２ｘｘｘに進入するときアラート発生」のような内容で生成さ
れる。
【００４２】
　上記アラート条件は移動端末機Ｂ１０１にダウンロードされ、移動端末機Ｂ１０１にお
いては現在属している基地局セルＩＤがアラート条件を充足するかをチェックする。
【００４３】
　アラート受信部２０３は、上記アラート条件の充足時に移動端末機Ｂ１０１から伝送さ
れた報告メッセージを受信する。このとき、報告メッセージには移動端末機Ｂ１０１の加
入者番号（ＭＩＮ）と現在属した基地局セルＩＤが含まれることが望ましい。
【００４４】
　報告メッセージは、移動通信網１５０のＮｏ.７ネットワーク１５５に連結され着発信
短文メッセージの貯蔵及び伝達、網接続機能などを提供する短文メッセージサービスセン
ター（ＳＭＳＣ：ＳｈｏｒｔＭｅｓｓａｇｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｅｎｔｅｒ）１５７によ
り処理されるＳＭＳメッセージ形式で伝送され直接アラート受信部２０３に受信され得る
。代案としては、セル登録通知（ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式でアラート受信部２０
３に受信されることもできる。後者の場合、報告メッセージは、移動通信網１５０の基地
局制御機（ＢＳＣ）１５３、交換器（ＭＳＣ）１５４及びホーム位置登録機（ＨＬＲ：Ｈ
ｏｍｅＬｏｃａｔｉｏｎ Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）１５６のうち少なくとも一つを経由してア
ラート受信部２０３に伝達される。公知のように、移動通信網１５０は、移動端末機Ａ１
００及び移動端末機Ｂ１０１に対応する基地局（ＢＴＳ）１５１，１５２と、割り当てら
れた基地局（ＢＴＳ）１５１，１５２を制御する基地局制御機（ＢＳＣ）１５３と、訪問
者位置登録機（ＶＬＲ）が備えられた交換器（ＭＳＣ）１５４と、Ｎｏ.７ネットワーク
１５５を通じて交換器（ＭＳＣ）１５４と連結されるホーム位置登録機（ＨＬＲ）１５６
とを含む。
【００４５】
　アラート通知部２０４は、上記アラート受信部２０３に報告メッセージが受信されたと
きアラート状況が発生したことを知らせる所定のアラートメッセージを移動端末機Ａ１０
０へ伝送する。ここで、アラートメッセージは、ＳＭＳ形式のメッセージで伝送されるこ
とが望ましいが、これに限らずサービス要請者にアラート状況を知らせることができる限
り、どのようなソリューションが用いられてもよい。
【００４６】
　図３に詳しく示した移動端末機Ｂ１０１は、アラートサービス管理装置２００から提供
されるアラート条件をダウンロードして貯蔵した後、現在の位置情報と比較してその充足
可否をチェックし、アラート状況の発生時これをアラートサービス管理装置２００へ報告
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する機能を提供する。このため、移動端末機Ｂ１０１は、アラート条件受信手段１０２、
貯蔵手段１０３、セル識別手段１０４、アラートチェック手段１０５及びアラート報告手
段１０６を含む。
【００４７】
　アラート条件受信手段１０２は、アラートサービス管理装置２００から伝送したアラー
ト条件をダウンロードされ、貯蔵手段１０３はダウンロードされたアラート条件のデータ
を所定のメモリ領域に貯蔵する。
【００４８】
　セル識別手段１０４は、移動端末機Ｂ１０１が現在属した基地局セルのＩＤを獲得する
。すなわち、セル識別手段１０４は、現在の位置で最も強い強度で受信されるページング
（Ｐａｇｉｎｇ）チャンネル信号を分析してセルＩＤ情報を獲得することで現在移動端末
機Ｂ１０１がどの基地局セルにあるかを識別する機能を提供する。
【００４９】
　アラートチェック手段１０５は、上記セル識別手段１０４により獲得されたセルＩＤを
上記貯蔵手段１０３に貯蔵されているアラート条件のセルＩＤと比較してアラート条件を
充足させるかの可否を判断する。望ましくは、アラートチェック手段１０５は、基地局セ
ルＩＤが変更される時点ごとに上記比較処理を行うように構成される。
【００５０】
　アラート報告手段１０６は、上記アラートチェック手段１０５の判断の結果、移動端末
機Ｂ１０１が現在属したセルのＩＤがアラート条件を充足させる場合、アラート状況であ
ることを知らせる報告メッセージを生成してアラートサービス管理装置２００へ伝送する
。このとき、報告メッセージは前述したように、ＳＭＳメッセージ形式やセル登録通知（
ＲｅｇＮｏｔｉ）メッセージ形式で伝送される。
【００５１】
　次に、図４を参照して本発明の望ましい実施例によるアラートサービスシステムを通じ
て行われるアラートサービス方法の主な手続きを説明する。
【００５２】
　サービス要請者が移動端末機Ａ１００を用いて移動端末機Ｂ１０１と特定のゾーンの情
報をアラートサービス管理装置２００に伝送するアラート設定手続きが遂行されれば（段
階Ｓ１００）、アラートサービス管理装置２００においては上記アラート設定情報を受信
した後それに対応するアラート条件メッセージを生成して移動端末機Ｂ１０１にダウンロ
ードする（段階Ｓ１１０）。
【００５３】
　ここで、アラート条件メッセージは、例えば、図５に示したように、移動端末機Ｂ１０
１が基地局セル１に進入するときその条件が充足するように設定できる。
【００５４】
　また、アラート条件のダウンロード時点は、上記移動端末機がパワーオンになる時点や
、上記移動端末機がアラート条件を受信することができる実行環境が活性化（例えば、下
記のポップアップアプリケーションの実行）される時点や、新しいアラート設定に応じて
上記アラート条件が変更された時点に設定することができる。
【００５５】
　移動端末機Ｂ１０１は持続的に現在位置した基地局のセルＩＤをチェックして上記ダウ
ンロードされたアラート条件を充足させるかの可否を判断し（段階Ｓ１２０）、移動端末
機Ｂ１０１が任意の基地局セルＰからセル１に移動してそのアラート条件が充足された状
態の場合には、アラート発生を知らせる報告メッセージをアラートサービス管理装置２０
０へ伝送する（段階Ｓ１３０）。ここで、報告メッセージには移動端末機Ｂ１０１の加入
者番号（ＭＩＮ）と該当する基地局セルのＩＤとが含まれる。
【００５６】
　アラートサービス管理装置２００は、移動端末機Ｂ１０１から報告メッセージが受信さ
れる場合それに対応する、例えば、ＳＭＳ形式のアラートメッセージを生成して移動端末
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メッセージが受信されれば、移動端末機Ａ１００の使用者は移動端末機Ｂ１０１の使用者
が基地局セル１に進入したことを認知することができるようになる。
【００５７】
　上述したような本発明において、アラートサービス管理装置２００と移動端末機Ｂ１０
１にはそれぞれ該当する処理が実行できるプログラムを記録したコンピューターで判読で
きる記録媒体（例えば、フラッシュメモリ）が搭載され得る。
【００５８】
　特に、移動端末機には該当する処理の遂行のため、望ましくは、ＷＩＰＩ（Ｗｉｒｅｌ
ｅｓｓＩｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｏｒＩｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ）
標準のモバイルプラットホーム（Ｍｏｂｉｌｅ Ｐｌａｔｆｏｒｍ）と、現在属した基地
局セルのＩＤを獲得してアラート条件の充足可否をチェックする一方、アラートサービス
関連情報の表示のためのポップアップ（Ｐｏｐ‐Ｕｐ）機能などを提供するアプリケーシ
ョンプログラムと、上記アプリケーションプログラムが具現できるように上記モバイルプ
ラットホームとアプリケーションプログラムとの間でインタペーシングを行うアプリケー
ションプログラムインターフェース（ＡＰＩ：ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＰｒｏｇｒａｍ 
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）とが備えられ得る。
【００５９】
　以上のように、本発明は、たとえ限定された実施例と図面とによって説明されたが、本
発明はこれによって限定されず、本発明が属する技術分野において通常の知識を持つ者に
より本発明の技術思想と特許請求範囲の均等範囲内で多様な修正及び変形が可能なのは言
うまでもない。
【００６０】
　〔産業上の利用可能性〕
　本発明によると、アラートサービス提供サーバーにおいて移動端末機に位置情報獲得の
ための要請を反復的に行う必要がないので、アラートサービス提供サーバーや移動端末機
に過度な負荷がかかることを防止することができる。
【００６１】
　また、本発明によると、特定の基地局セルに対する移動端末機の進入あるいは進出情報
を第３者が便利に把握することができるので、特定人や特定のゾーンに対する保護や管理
などの分野に安価なシステム費用で応用できるという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】図１は、本発明の望ましい実施例によるアラートサービスシステムの構成図であ
る。
【図２】図２は、図１においてアラートサービス管理装置の機能的構成を示すブロック図
である。
【図３】図３は、図１において移動端末機の機能的構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、本発明の望ましい実施例によるアラートサービス方法が行われる過程を
示す手続き図である。
【図５】図５は、基地局セル１に対する移動端末機Ｂの進入状態を示す図面である。
【符号の説明】
【００６３】
　１００　　移動端末機Ａ
　１０１　　移動端末機Ｂ
　１５０　　移動通信網
　２００　　アラートサービス管理装置
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【図２】

【図３】
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