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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの管理下にない携帯通信機（１）の所在位置の通知を行うサーバ（３、５）と通
信可能なユーザ側通信端末であって、
　前記携帯通信機と無線通信可能であり、かつ、それぞれの通信可能エリアが異なる複数
のインフラ側通信機（２ａ、２ｂ、２ｃ）のうち第１のインフラ側通信機（２ａ）が、当
該第１のインフラ側通信機（２ａ）の通信可能エリア内の前記携帯通信機から、当該携帯
通信機がユーザの管理下にない旨の情報および当該携帯通信機を特定する情報を含む忘れ
物状態データを受信し、更に、受信した当該忘れ物状態データに当該第１のインフラ側通
信機（２ａ）の所在位置情報を含めて前記サーバに送信し、前記サーバが、前記第１のイ
ンフラ側通信機（２ａ）から送信された前記忘れ物状態データを受信したことに基づいて
、当該忘れ物状態データに含まれる前記第１のインフラ側通信機の所在位置情報を、当該
忘れ物状態データにおいて特定されている前記携帯通信機の所在位置として、前記ユーザ
側通信端末に通知した場合、前記サーバから前記携帯通信機の所在位置情報を受信して記
録する受信記録手段（１２５、１４４）と、
　自機へのユーザの接近を検出する接近検出手段（４１０）と、
　前記接近検出手段の検出に基づいて、前記受信記録手段が記録した所在位置情報をユー
ザに表示する表示手段（４３０）と、を備えたユーザ側通信端末。
【請求項２】
　当該ユーザ側通信端末は、ユーザ検知装置（４１）が搭載された車両内に設置され、
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　車外通信部（８１）と、
　前記受信記録手段、前記接近検出手段、および前記表示手段を有する制御部（８６）と
を備え、
　前記車外通信部は、前記忘れ物状態データを受信した場合、前記制御部を起動させ、そ
れによって起動した前記制御部において、前記受信記録手段が前記車外通信部から前記忘
れ物状態データを取得し、取得した前記忘れ物状態データを記録し、その記録後、前記制
御部（８６）への電力供給がオフになり、
　前記ユーザ側通信端末にユーザが接近すると、前記ユーザ検知装置（４１）がそれを検
出して前記制御部を起動させると共に前記制御部に接近信号を出力し、それによって起動
した前記制御部において、前記接近検出手段は、前記接近信号に基づいて、自機へのユー
ザの接近を検出し、前記表示手段は、前記接近検出手段の検出に基づいて、前記受信記録
手段が記録した前記所在位置情報をユーザに表示することを特徴とする請求項１に記載の
ユーザ側通信端末。
【請求項３】
　前記表示手段は、前記第１のインフラ側通信機（２ａ）が所在する店舗内における、前
記携帯通信機の存在エリアと、受付用の係員がいる受付エリアとをユーザに表示すること
を特徴とする請求項１または２に記載のユーザ側通信端末。
【請求項４】
　前記制御部は、前記店舗への経路を案内する手段（４６０）を有することを特徴とする
請求項１ないし３のいずれか１つに記載のユーザ側通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ側通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等の携帯通信機をどこかに置き忘れてしまうと、その携帯通信機の所在を特
定することは非常に難しくなる。このような問題に対して、特許文献１には、レストラン
、居酒屋、ホテル、旅館、遊園地等のホットスポットと呼ばれる場所に無線局を設置する
ことで、それらの場所に携帯電話機を置き忘れても、ユーザは置き忘れた場所を特定する
ことができる旨の記載がある。
【特許文献１】特開２００３－３４８６５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、特許文献１の記載では、無線局と携帯電話機が通信することはわかるものの、
携帯電話機の位置をどのようにして特定することができるかについては記載されていない
。
【０００４】
　本発明は上記点に鑑み、携帯通信機と通信可能な無線局が設置されている場合に、その
無線局を利用して、置き忘れた携帯通信機の位置を特定することのできる技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、ユーザの管理下にない携帯通信機
（１）の所在位置の通知を行うサーバ（３、５）と通信可能なユーザ側通信端末について
のものである。
【０００６】
　前記携帯通信機と無線通信可能であり、かつ、それぞれの通信可能エリアが異なる複数
のインフラ側通信機（２ａ、２ｂ、２ｃ）のうち第１のインフラ側通信機（２ａ）が、当
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該第１のインフラ側通信機（２ａ）の通信可能エリア内の前記携帯通信機から、当該携帯
通信機がユーザの管理下にない旨の情報および当該携帯通信機を特定する情報を含む忘れ
物状態データを受信し、更に、受信した当該忘れ物状態データに当該第１のインフラ側通
信機（２ａ）の所在位置情報を含めてサーバに送信する。
【０００７】
　また、サーバは、第１のインフラ側通信機（２ａ）から送信された忘れ物状態データを
受信したことに基づいて、当該忘れ物状態データに含まれる第１のインフラ側通信機の所
在位置情報を、当該忘れ物状態データにおいて特定されている携帯通信機の所在位置とし
て、ユーザ側通信端末に通知する。
【０００８】
　このように、通信可能エリアがそれぞれ異なる複数のインフラ側通信機のうち、携帯通
信機と通信している第１のインフラ側通信機の所在位置を、当該携帯通信機の所在位置で
あるとみなすことで、第１のインフラ側通信機の通信可能エリアの大きさ程度の正確さで
、当該携帯通信機の所在を特定することができる。
【０００９】
　なお、ここでいう「通知」は、通知相手を限定する通知（例えば、電子メールアドレス
を限定した送信）、および通知相手を限定しない通知（例えばＷＥＢサービスとしての通
知）の両方を含む概念である。また、第１のインフラ側通信機からサーバへの忘れ物状態
データの送信は、直接的なものであってもよいし、他の通信装置を媒介した間接的なもの
であってもよい。
【００１０】
　また、インフラ側通信機の所在位置情報は、当該インフラ側通信機の所在位置情報がわ
かるような情報であればどのようなものでもよい。例えば、当該インフラ側通信機の通信
可能エリアであってもよい。また例えば、当該インフラ側通信機の所在位置が固定されて
おり、インフラ側通信機と所在位置との対応関係がわかっている場合には、当該インフラ
側通信機を特定する情報（例えば識別コード、携帯電話番号）も、所在位置情報たり得る
。
【００２５】
　また、ユーザ側通信端末が、サーバから、携帯通信機の所在位置情報を受信して記録す
るようになっていてもよい。この場合、ユーザ側通信端末は、自機へのユーザの接近を検
出し、その検出に基づいて、記録した所在位置情報をユーザに表示するようになっていて
もよい。
【００２６】
　このようになっていることで、ユーザがユーザ側通信端末の付近にいないときに、携帯
通信機の所在位置情報をサーバから受信して記録した場合でも、ユーザがユーザ側通信端
末に近づいたときに、自動的にその所在位置情報がユーザに通知されるので、ユーザが携
帯通信機の置き忘れに気付いていないときには、置き忘れた位置のみならず、その置き忘
れ自体にいち早く気付かせることができる。
【００２７】
　また、請求項２に記載のように、請求項１に記載の発明において、当該ユーザ側通信端
末は、ユーザ検知装置（４１）が搭載された車両内に設置され、車外通信部（８１）と、
前記受信記録手段、前記接近検出手段、および前記表示手段を有する制御部（８６）とを
備え、前記車外通信部は、前記忘れ物状態データを受信した場合、前記制御部を起動させ
、それによって起動した前記制御部において、前記受信記録手段が前記車外通信部から前
記忘れ物状態データを取得し、取得した前記忘れ物状態データを記録し、その記録後、前
記制御部（８６）への電力供給がオフになり、前記ユーザ側通信端末にユーザが接近する
と、前記ユーザ検知装置（４１）がそれを検出して前記制御部を起動させると共に前記制
御部に接近信号を出力し、それによって起動した前記制御部において、前記接近検出手段
は、前記接近信号に基づいて、自機へのユーザの接近を検出し、前記表示手段は、前記接
近検出手段の検出に基づいて、前記受信記録手段が記録した前記所在位置情報をユーザに
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表示するようになっていてもよい。
　また、請求項３に記載のように、請求項１または２に記載のユーザ側通信端末において
、前記表示手段は、前記第１のインフラ側通信機（２ａ）が所在する店舗内における、前
記携帯通信機の存在エリアと、受付用の係員がいる受付エリアとをユーザに表示するよう
になっていてもよい。
　また、請求項４に記載のように、請求項１ないし３のいずれか１つに記載のユーザ側通
信端末において、前記制御部は、前記店舗への経路を案内する手段（４６０）を有するよ
うになっていてもよい。
【００２８】
　なお、上記および特許請求の範囲における括弧内の符号は、特許請求の範囲に記載され
た用語と後述の実施形態に記載される当該用語を例示する具体物等との対応関係を示すも
のである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１に、本実施形態に係る忘れ物通知シ
ステムの全体構成を概略的に示す。この忘れ物通知システムは、携帯通信機１、施設通信
機２ａ、施設通信機２ｂ、路上通信機２ｃ、施設管理サーバ３、広域通信ネットワーク（
例えばインターネット）４、忘れ物サーバ５、無線基地局６ａ、無線基地局６ｂ、車両内
７の車両用ナビゲーション装置８、自宅内９のパーソナルコンピュータ１０等を含んでい
る。
【００３０】
　携帯通信機１は、携帯電話機、無線通信機能を有するＰＤＡ等、通常はユーザに携帯さ
れることで当該ユーザの管理下に置かれる無線通信機である。本実施形態においては、こ
の携帯通信機１をユーザが置き忘れた結果、携帯通信機１がユーザの管理下を離れてしま
った場合について主に説明する。
【００３１】
　なお、本実施形態の携帯通信機１は、無線基地局６ｂを介した広域通信（例えば、電話
通信）を行うと共に、施設通信機２ａ、２ｂ、路上通信機２ｃを相手に狭域通信（無線Ｌ
ＡＮ（ワイドバンド）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＤＳＲＣ等）を行うことができる。
【００３２】
　図２に、この携帯通信機１の構成を示す。携帯通信機１は、広域通信部１１、狭域通信
部１２、表示部１３、操作部１４、記憶部１６、および制御部１７を有している。
【００３３】
　広域通信部１１は、電話通話等の広域通信のための基地局（例えば無線基地局６ｂ）と
無線接続することで、当該基地局を介して当該広域通信を実現するための無線装置（すな
わち、増幅、変調、復調、周波数変換等の機能を有する装置）である。
【００３４】
　狭域通信部１２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線ＬＡＮ（ワイドバンド）、ＤＳＲＣ等の
狭域通信のためのインフラ側通信機（例えば施設通信機２ａ、施設通信機２ｂ、路上通信
機２ｃ）との通信を実現するための無線装置である。なお、狭域通信部１２による通信可
能範囲は、広域通信部１１による通信可能範囲より狭い。
【００３５】
　表示部１３は、制御部１７からの制御に基づいてユーザに画像、文字等を表示する、デ
ィスプレイ等の装置である。操作部１４は、ユーザの操作を受け付け、受け付けた操作に
基づく信号を制御部１７に出力する装置である。記憶部１６は、プログラム、各種データ
等、制御部１７が利用するデータが記録された媒体である。なお、制御部１７は、この記
憶部１６に、データを記録させることもできる。
【００３６】
　制御部１７は、記憶部１６に記録されたプログラムを実行することで、携帯通信機１内
の他の機器とデータをやりとりして種々の処理（例えば電話通話処理）を実行する。制御
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部１７の処理によって携帯通信機１が実現する機能の詳細については後述する。
【００３７】
　施設通信機２ａ、施設通信機２ｂ、および路上通信機２ｃのそれぞれは、インフラスト
ラクチャに敷設される通信機である。例えば、施設通信機２ａ、２ｂは、店舗内に設置さ
れ、路上通信機２ｃは、道路脇、駐車場等に設置される。これらインフラ側通信機の通信
可能エリアは、それぞれ異なる位置に設置され、それぞれの通信可能範囲は互いに異なっ
ている（すなわち、完全一致しない）。
【００３８】
　図３に、これらインフラ側通信機２の構成を示す。インフラ側通信機２のそれぞれは、
ネットワークインターフェース部２１、狭域通信部２２ａ～２２ｃ、記憶部２３、および
制御部２４を有している。
【００３９】
　ネットワークインターフェース部２１は、施設管理サーバ３と通信するためのインター
フェース回路である。図１の例においては、施設通信機２ａ、２ｂのそれぞれのネットワ
ークインターフェース部２１は、施設管理サーバ３への専用回線に接続するためのもので
ある。また、路上通信機２ｃのネットワークインターフェース部２１は、広域通信ネット
ワーク（例えばインターネット）４を介した通信によって施設管理サーバ３と通信するた
めのものである。しかし、施設通信機２ａ、２ｂのネットワークインターフェース部２１
が、広域通信ネットワーク４に接続するためのものであってもよいし、あるいは、路上通
信機２ｃのネットワークインターフェース部２１が、施設管理サーバ３への専用回線（例
えば専用周波数帯の無線回線）に接続するためのものであってもよい。
【００４０】
　狭域通信部２２ａ～２２ｃは、携帯通信機１および他の携帯通信機と狭域通信を行うた
めの無線装置である。狭域通信部２２ａ～２２ｃが対応する通信規格は、それぞれ異なっ
ている。このような異なる規格の狭域通信部を複数有することで、インフラ側通信機２は
、複数の狭域通信規格の通信を実現することができ、それゆえ、多数の種類の携帯通信機
と通信することが可能となる。
【００４１】
　記憶部２３は、プログラム、各種データ等、制御部２４が利用するデータが記録された
媒体である。なお、制御部２４は、この記憶部２３にデータを書き込むこともできる。　
制御部２４は、記憶部２３に記録されたプログラムを実行することで、インフラ側通信機
２内の他の機器とデータをやりとりして種々の処理を実行する。制御部２４の処理によっ
てインフラ側通信機２が実現する機能の詳細については後述する。
【００４２】
　施設管理サーバ３は、施設通信機２ａ、施設通信機２ｂ、路上通信機２ｃ等の複数のイ
ンフラ側通信機２と通信し、さらに、広域通信ネットワーク４を介して忘れ物サーバ５と
通信し、また広域通信ネットワーク４に対して（例えばＷｅｂサーバとして）情報を提供
する。
【００４３】
　図４に、この施設管理サーバ３の構成を示す。施設管理サーバ３は、広域ネットワーク
インターフェース部３１、専用ネットワークインターフェース部３２、記憶部３３、およ
び制御部３４を有している。
【００４４】
　広域ネットワークインターフェース部３１は、広域通信ネットワーク４に接続するため
のインターフェース回路である。専用ネットワークインターフェース部３２は、施設通信
機２ａ、２ｂ等と専用線を介して通信するためのインターフェース回路である。
【００４５】
　記憶部３３は、プログラム、各種データ等、施設管理サーバ３が利用するデータが記録
された媒体である。制御部３４は、記憶部３３に記録されたプログラムを実行することで
、施設管理サーバ３内の他の機器とデータをやりとりして種々の処理を実行する。制御部
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３４の処理によって施設管理サーバ３が実現する機能の詳細については後述する。なお、
制御部３４は、記憶部３３に、データを書き込むこともできる。
【００４６】
　忘れ物サーバ５は、施設管理サーバ３と通信し、その通信によって取得した情報を、広
域通信ネットワーク４を介して車両用ナビゲーション装置８、パーソナルコンピュータ１
０に送信する。
【００４７】
　図５に、この忘れ物サーバ５の構成を示す。忘れ物サーバ５は、ネットワークインター
フェース部５１、記憶部５２、および制御部５３を有している。ネットワークインターフ
ェース部５１は、広域通信ネットワーク４に接続するためのインターフェース回路である
。記憶部５２は、プログラム、各種データ等、忘れ物サーバ５が利用するデータが記録さ
れた媒体である。制御部５３は、記憶部５２に記録されたプログラムを実行することで、
忘れ物サーバ５内の他の機器とデータをやりとりして種々の処理を実行する。制御部５３
の処理によって忘れ物サーバ５が実現する機能の詳細については後述する。なお、制御部
５３は、記憶部５２に、データを書き込むこともできる。
【００４８】
　車両用ナビゲーション装置８は、車両内７に設置され、近傍の無線基地局（例えば無線
基地局６ａ）と無線接続することで、施設管理サーバ３、忘れ物サーバ５と通信すること
ができる。
【００４９】
　図６に、この車両用ナビゲーション装置８の構成、および、車両用ナビゲーション装置
８の周囲に搭載される車載装置を示す。
【００５０】
　車両用ナビゲーション装置８は、車外通信部８１、車内通信部８２、表示部８３、操作
部８４、記憶部８５、および制御部８６を有している。また、車両内７には、ユーザ検知
装置４１および電源制御器４２が搭載されている。
【００５１】
　ユーザ検知装置４１は、ユーザの車両内への進入を検出し、検出時にはその旨の信号を
電源制御器４２および車両用ナビゲーション装置８の制御部８６に出力するセンサである
。ユーザ検知装置４１としては、例えば、車両外側のドアノブにユーザが触れたことを検
出するセンサ、ドアが開いたことを検出するセンサ、車両周囲におけるユーザの車両への
接近を検出するセンサ等がある。
【００５２】
　電源制御器４２は、車両用ナビゲーション装置８への電力の供給・非供給を制御する装
置である。具体的には、ユーザ検知装置４１からユーザを検出した旨の信号を受けると、
電源制御器４２は、車両用ナビゲーション装置８への電力供給をオンとし、これによって
、車両用ナビゲーション装置８が起動する。
【００５３】
　また電源制御器４２は、車外通信部８１から後述する受信開始通知の信号を受けると、
車両用ナビゲーション装置８への電力供給をオンとし、これによって、車両用ナビゲーシ
ョン装置８が起動する。また電源制御器４２は、車外通信部８１から後述する受信終了通
知の信号を受けると、車両用ナビゲーション装置８への電力供給をオフとし、これによっ
て、車両用ナビゲーション装置８（ただし車外通信部８１は除く）の作動が停止する。
【００５４】
　車外通信部８１は、車両内７の近傍の基地局（例えば無線基地局６ａ）と無線接続し、
その無線接続を介して広域通信ネットワーク４上の通信機器（例えば忘れ物サーバ５）と
通信するための無線装置である。
【００５５】
　車外通信部８１は、車両用ナビゲーション装置８の他の部分が電力供給を受けていない
場合であっても、常に電力供給を受けて作動している。そして車外通信部８１は、無線通
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信によってデータを受信すると、受信開始通知をユーザ検知装置４１に出力し、その後車
両用ナビゲーション装置８の他の部分が起動すると、受信したデータを制御部８６に出力
する。また車外通信部８１は、制御部８６に出力したデータが記憶部８５に記録された後
、受信終了通知を制御部８６に出力する。なお、車外通信部８１は、記憶部８５に当該デ
ータが記録されたことについては、例えば、制御部８６からの通知によって検出するよう
になっていてもよい。
【００５６】
　車内通信部８２は、車両内７内を通信可能エリアとする、狭域通信を行うための通信装
置である。携帯通信機１が車両内７にある場合には、この車内通信部８２によって携帯通
信機１と車両用ナビゲーション装置８の通信が実現する。
【００５７】
　表示部８３は、制御部８６からの制御に基づいてユーザに画像、文字等を表示する、デ
ィスプレイ等の装置である。操作部８４は、ユーザの操作を受け付け、受け付けた操作に
基づく信号を制御部８６に出力する装置である。
【００５８】
　記憶部８５は、ナビゲーション用の地図データ、プログラム、各種データ等、制御部８
６が利用するデータが記録された媒体である。なお、制御部８６は、この記憶部１６に、
データを記録させることもできる。
【００５９】
　制御部８６は、記憶部８５に記録されたプログラムを実行することで、車両用ナビゲー
ション装置８の他の機器とデータをやりとりして種々の処理を実行する。例えば、記憶部
８５中の地図データを利用して、現在位置から目的地までの最適経路を算出し、算出した
最適経路の走行を案内する処理（すなわち、ナビゲーション処理）を実行する。制御部８
６の処理によって車両用ナビゲーション装置８が実現する他の機能の詳細については後述
する。
【００６０】
　パーソナルコンピュータ１０は、自宅内９に設置され、広域通信ネットワーク４を介し
て施設管理サーバ３、忘れ物サーバ５と通信することができる。
【００６１】
　図７に、このパーソナルコンピュータ１０の構成を示す。パーソナルコンピュータ１０
は、ユーザ検知装置９０、ネットワークインターフェース部９１、操作部９２、表示部９
３、記憶部９４、制御部９５を有している。
【００６２】
　ユーザ検知装置９０は、ユーザのパーソナルコンピュータ１０近傍への接近を検出し、
検出時にはその旨の信号を制御部９５に出力するセンサである。ユーザ検知装置９０とし
ては、例えば、赤外線センサ、パーソナルコンピュータ１０の前に座った人を検出するた
めのカメラがある。
【００６３】
　ネットワークインターフェース部９１は、広域通信ネットワーク４に接続するためのイ
ンターフェース回路である。操作部９２は、ユーザの操作を受け付け、受け付けた操作に
基づく信号を制御部９５に出力する装置である。表示部９３は、制御部９５からの制御に
基づいてユーザに画像、文字等を表示する、ディスプレイ等の装置である。記憶部９４は
、プログラム、各種データ等、制御部９５が利用するデータが記録された媒体である。な
お、制御部９５は、この記憶部９４に、データを記録させることもできる。
【００６４】
　制御部９５は、記憶部９４に記録されたプログラムを実行することで、パーソナルコン
ピュータ１０の他の機器とデータをやりとりして種々の処理を実行する。制御部９５の処
理によってパーソナルコンピュータ１０が実現する機能の詳細については後述する。
【００６５】
　次に、本実施形態における忘れ物通知システムの作動例について説明する。図８に、こ
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の忘れ物通知システムの作動をシーケンス図で示す。この図の例は、携帯通信機１のユー
ザが、携帯通信機１を施設通信機２ａの通信エリア内に置き忘れた場面における作動を示
している。
【００６６】
　施設通信機２ａ、２ｂ等のインフラ側通信機２の制御部２４は、狭域通信部２２ａ～２
２ｃを用いて、定期的に呼びかけ信号（ポーリング）の送信（ステップ１０２）を行って
いる。そして携帯通信機１の制御部１７は、狭域通信部１２を介してこの呼びかけ信号を
受信した場合、その呼びかけ信号に対する応答信号を、送信元のインフラ側通信機（図８
の例では施設通信機２ａ）に返送する。
【００６７】
　また、携帯通信機１は、携帯通信機１に対するユーザの操作が基準時間以上ないこと等
に基づいて（ステップ１０８）、忘れ物モードに入る（ステップ１１０）。携帯通信機１
のこの作動を実現するために、制御部１７は図９に示すプログラム２００を実行するよう
になっている。
【００６８】
　このプログラム２００の実行において制御部１７は、まずステップ２２０で、自機の位
置がユーザ管理エリア外にあるか否かを判定する。ユーザ管理エリアとは、ユーザの管理
下となるエリアをいう。したがって、携帯通信機１が基準時間以上このユーザ管理エリア
内に放置されていたとしても、携帯通信機が置き忘れられていることにはならない場合が
多い。ユーザ管理エリアとしては、例えば図１の車両内７、自宅内９等がある。
【００６９】
　自機がユーザ管理エリア外にあるか否かの判定は、例えば、制御部１７が狭域通信部１
２を介して受信する信号中に含まれる送信機識別コードに基づいて行うようになっていて
もよい。
【００７０】
　具体的には、
（１）狭域通信部１２を介して信号を受信する、
（２）当該受信した信号中に、当該信号の送信元の機器の識別コードが含まれる、
（３）当該識別コードが、予め携帯通信機１の記憶部１６に記録された１つまたは複数の
管理下機器識別コードのうちいずれかに合致する、
という３つの条件のすべてが満たされたときに、自機がユーザ管理エリア外にない（すな
わち、自機がユーザ管理エリア内にある）と判定し、これら３つの条件のうち１つでも満
たされないときに、自機がユーザ管理エリア外にあると判定する。
【００７１】
　記憶部１６に記録される管理下機器識別コードとしては、例えば、ユーザの車両に搭載
される車両用ナビゲーション装置８の識別コード、および、ユーザの自宅内９に設置され
た無線ＬＡＮルータの識別コード等がある。この場合、車両内７、自宅内９が、ユーザ管
理エリアとなり、それ以外の場所がユーザ管理エリア外となる。
【００７２】
　ステップ２２０の判定結果が肯定的な場合、続いてステップ２３０を実行し、否定的な
場合、再度ステップ２２０の判定を実行する。ステップ２３０では、「操作部１４に対す
るユーザの操作が第１基準時間（例えば２分）以上行われていない」という条件が満たさ
れているか否かを判定し、満たされている場合続いてステップ２３０を実行し、満たされ
ていない場合再度ステップ２２０を実行する。
【００７３】
　ステップ２４０では、レベル１のロックを実行する。ここでいう「ロック」とは、携帯
通信機１の機能の制限のことである。また、機能の制限とは、携帯通信機１が実行できる
複数種類の機能（例えば、電話通話機能、電子メール受信閲覧機能、電子メール送信機能
）のうち一部または全部を無効化することをいう。
【００７４】
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　また、ロックには、複数のレベルがある。レベルが高くなるほど、機能制限の程度が強
くなる、すなわち、無効化される機能の数が多くなる。例えば、レベル１ロックでは、電
子メールの送信機能のみを無効化し、より高いレベル２ロックでは、電子メールの送信機
能に加え電話通話機能を無効化し、さらに高いレベル３ロックでは、電子メールの送信機
能および電話通話機能に加え、電子メールの受信機能を無効化する。なお、ステップ２４
０でかけるロックのレベルは、レベル１以外のものでもよい。
【００７５】
　続いてステップ２５０では、電力消費を抑えるために、（現在スリープ状態でなければ
）スリープ状態に遷移する。そして更に、スリープ状態が継続している時間（すなわち、
最後にスリープ状態に遷移してからの経過時間：以下、スリープ積算時間という）を計測
する。
【００７６】
　続いてステップ２６０では、解除条件が満たされたか否かを判定し、満たされなければ
続いてステップ２８０を実行し、満たされれば続いてステップ２７０を実行する。解除条
件が満たされる場合としては、操作部１４に対して所定のロック解除操作があった場合が
ある。ロック解除操作としては、例えば、あらかじめ決められたパスワードの入力操作が
ある。
【００７７】
　ステップ２７０では、解除条件が満たされたことに対応して携帯通信機１のロックを解
除し、その後ステップ２２０を再度実行する。
【００７８】
　ステップ２８０では、スリープ積算時間が第２基準時間（第１基準時間より長い：例え
ば１０分）を超えたか否かを判定し、超えない場合には再度ステップ２５０を実行し、超
えた場合には続いてステップ２９０で忘れ物モードに入る。なお、忘れ物モードに入ると
き、制御部１７は、図１０に示すような通知画面を表示部１３に表示させる。
【００７９】
　このように、携帯通信機１は、自機がユーザ管理エリア外にある場合（ステップ２２０
参照）、第１基準時間以上自機へのユーザ操作がないことに基づいて（ステップ２３０参
照）、レベル１のロックを実行して（ステップ２４０参照）さらにスリープ状態に入り（
ステップ２５０参照）、そのスリープ状態の継続期間が第２基準時間を超えるか（ステッ
プ２８０参照）、あるいは解除条件が満たされる（ステップ２６０参照）まで待つ。そし
て、スリープ状態の継続期間が第２基準時間を超えると、忘れ物モードに入る。あるいは
、スリープ状態の継続期間が第２基準時間を超えるまでに解除条件が満たされれば、携帯
通信機１のロックを解除する（ステップ２７０参照）。
【００８０】
　なお、携帯通信機１は、ロックしていない状態においてユーザ操作を受け付けた場合は
、その操作に応じた各種処理（例えば電話通話処理、電子―メール送信処理、文章編集処
理）を別途行うようになっている。
【００８１】
　忘れ物モードに入った後、携帯通信機１は、施設通信機２ａからの呼びかけ信号の送信
（図８のステップ１１２参照）があった場合等に、忘れ物状態データを施設通信機２ａに
送信する（ステップ１１４）。
【００８２】
　このような忘れ物状態データの送信等のために、制御部１７は、忘れ物モードに入った
直後、図１１に示すプログラム３００を実行する。そしてまずステップ３１０で、それま
でのロックレベルより高いレベルのロック（例えば、レベル２ロック）を実行する。
【００８３】
　続いてステップ３２０では、狭域通信部１２を用いて、忘れ物状態データを近傍のイン
フラ側通信機に送信する。この忘れ物状態データには、（１）携帯通信機１がユーザの管
理下にない旨を示す所定の情報（以下、忘れ物フラグという）、および（２）携帯通信機
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１を一意に特定できる識別コード（以下、携帯ＩＤという）を含める。
【００８４】
　続いてステップ３３０では、当該忘れ物状態データの受領確認（ＡＣＫ）を、近傍のイ
ンフラ側通信機から受信したか否かを判定し、受信していない場合は再度ステップ３３０
で忘れ物状態データの送信を行い、受信した場合は続いてステップ３５０を実行する。
【００８５】
　ステップ３５０では、近傍のインフラ側通信機から呼びかけ信号を受信したか否かを判
定し、受信した場合続いてステップ３７５で、忘れ物状態データの送信を行い、その後再
度ステップ３５０を実行する。
【００８６】
　このように、携帯通信機１は、忘れ物モードに入ると、ロックレベルをそれまでよりも
高くし（ステップ３１０参照）、忘れ物状態データを近傍の（すなわち通信エリア内に自
機が属している）インフラ側通信機（図８の例では施設通信機２ａ）に自発的に送信し、
その送信が確実にインフラ側通信機に届いたことを確認するまで送信を繰り返す（ステッ
プ３３０参照）。
【００８７】
　その後携帯通信機１は、近傍のインフラ側通信機から呼びかけ信号を受信する度に（ス
テップ３５０参照）、それに対応して忘れ物状態データを返信する（ステップ３７５参照
）。
【００８８】
　なお、携帯通信機１は、呼びかけ信号および後述する遠隔設定信号以外の信号を受信し
た場合は、その信号の内容に応じた各種処理（例えば電話着信処理、電子―メール受信処
理）を別途行うようになっている。
【００８９】
　携帯通信機１から忘れ物状態データが送信された場合、携帯通信機１の近傍のインフラ
側通信機（図８の例では施設通信機２ａ）の制御部２４は、狭域通信部２２ａ～２２ｃの
うちいずれかを介してその忘れ物状態データを受信し、受信した忘れ物状態データに、自
機（図８の例では施設通信機２ａ）の識別コード（以下、インフラＩＤという：所在位置
情報の一例に相当する）を含め、その結果の忘れ物状態データを、ネットワークインター
フェース部２１を介して施設管理サーバ３に送信する（ステップ１１８）。なお、インフ
ラＩＤとしては、当該インフラ側通信機の所在位置のマップコードであってもよいし、位
置座標（緯度、経度、高度）範囲であってもよい。
【００９０】
　その後制御部２４は、受信した忘れ物状態データ中の携帯ＩＤと忘れ物フラグとを関連
付けて、記憶部２３に記録する（ステップ１１６）。このように、インフラ側通信機は、
自機の通信エリア内で忘れ物モードに入っている携帯通信機を特定する情報を記憶するこ
とができる。
【００９１】
　施設通信機２ａから施設管理サーバ３に忘れ物状態データが送信された場合、施設管理
サーバ３の制御部３４は、専用ネットワークインターフェース部３２を介して当該忘れ物
状態データを受信し、さらに、広域ネットワークインターフェース部３１を介して、受信
した忘れ物状態データを忘れ物サーバ５に送信する（ステップ１１９）。
【００９２】
　さらに制御部３４は、受信した忘れ物状態データ中のインフラＩＤと、記憶部３３にあ
らかじめ記録されている対応テーブルを参照して、当該忘れ物状態データの送信元のイン
フラ側通信機の存在エリアを特定し、さらに当該存在エリアを携帯通信機１の存在エリア
として特定する（ステップ１２０）。
【００９３】
　なお、この対応テーブルは、インフラＩＤと、当該インフラＩＤに対応するインフラ側
通信機の所在位置の情報（例えば、緯度・経度・高さ、施設中の特定の区画、特定の店舗
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名、特定の駐車場名等）との対応関係を複数組分有するデータである。
【００９４】
　さらに制御部３４は、特定した携帯通信機１の存在エリアと、当該忘れ物状態データ中
の携帯ＩＤとを関連付けた情報を、ＷＥＢデータ（例えば、ＨＴＭＬデータ）として作成
し、作成したＷＥＢデータに対して他の通信機器が（広域通信ネットワーク４を介して）
アクセスできるように、例えばＷＥＢサーバとして機能する（ステップ１２２）。
【００９５】
　施設管理サーバ３から忘れ物サーバ５に忘れ物状態データが送信された場合、忘れ物サ
ーバ５の制御部５３は、ネットワークインターフェース部５１を介して当該忘れ物状態デ
ータを受信し、受信した忘れ物状態データ中のインフラＩＤと、記憶部５２にあらかじめ
記録されている第１対応テーブルを参照して、当該忘れ物状態データの送信元のインフラ
側通信機の存在エリアを特定し、さらに当該存在エリアを携帯通信機１の存在エリアとし
て特定する（ステップ１２３）。この第１対応テーブルの内容は、施設管理サーバ３にお
ける対応テーブルと同じである。なお、制御部５３は、携帯通信機１の存在エリアの情報
を、施設管理サーバ３から受信するようになっていてもよい。また、インフラＩＤがマッ
プコードまたは位置座標範囲である場合には、それをそのま存在エリアとして特定するよ
うになっていてもよい。
【００９６】
　また制御部５３は、記憶部５２にあらかじめ記録されている第２対応テーブルを参照し
て、受信した忘れ物状態データ中の携帯ＩＤに対応する通知先のアドレス（メールアドレ
ス、ＩＰアドレス等）を特定し、ネットワークインターフェース部５１を介して、特定し
た通知先に、当該忘れ物状態データを送信する（ステップ１２４）。なお、第２対応テー
ブルには、携帯ＩＤと当該携帯ＩＤに対応する通知先アドレスとの組が、複数組記録され
ている。
【００９７】
　また、忘れ物サーバ５から、忘れ物状態データ中の携帯ＩＤに対応する通知先として車
両用ナビゲーション装置８、パーソナルコンピュータ１０等の通知先通信機器に忘れ物状
態データが送信された場合、当該通知先通信機器は、受信した忘れ物状態データを記録す
る（ステップ１２５）。
【００９８】
　例えば、作動中のパーソナルコンピュータ１０の制御部９５がネットワークインターフ
ェース部９１を介して忘れ物状態データを受信した場合、制御部９５は、当該忘れ物状態
データを記憶部９４に記録する。
【００９９】
　また例えば、車両用ナビゲーション装置８の車外通信部８１が忘れ物状態データを受信
した場合、車外通信部８１が受信開始通知を電源制御器４２に出力し、それに対応して電
源制御器４２が車両用ナビゲーション装置８への電力供給をオンとし、それによって起動
した制御部８６が車外通信部８１から忘れ物状態データを取得し、取得した忘れ物状態デ
ータを記憶部８５に記録する。そしてその記録後、車外通信部８１（または制御部８６で
もよい）が受信終了通知を電源制御器４２に出力し、電源制御器４２がそれに応じて車両
用ナビゲーション装置８への電力供給をオフにする。
【０１００】
　その後、通知先通信機器は、ユーザが自機の近傍に近づいたことを検出すると、記録し
た忘れ物状態データの情報を当該ユーザに報知する（ステップ１２６）。
【０１０１】
　例えば、パーソナルコンピュータ１０にユーザが近づくと、パーソナルコンピュータ１
０のユーザ検知装置９０がユーザの存在を検出し、その旨の信号を制御部９５に出力する
。すると制御部９５は、その信号に基づいて、受信して記憶部９４に記録した携帯通信機
１の存在エリアの情報を、表示部９３を用いてユーザに表示する。
【０１０２】
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　また例えば、車両用ナビゲーション装置８の近傍（すなわち車両内７）にユーザが接近
すると、ユーザ検知装置４１がそれを検出し、その旨の信号（以下、接近信号という）を
電源制御器４２に出力し、電源制御器４２が当該接近信号を受けたことに基づいて車両用
ナビゲーション装置８への電力供給をオンとする。そして制御部８６が起動すると、ユー
ザ検知装置４１は、制御部８６にも接近信号を出力する。
【０１０３】
　制御部８６は、起動後に、図１２に示すプログラム４００を実行し、まずステップ４１
０で、ユーザが接近したか否かを、ユーザ検知装置４１からの接近信号の有無に基づいて
判定し、接近したと判定した場合、続いてステップ４３０を実行し、接近したと判定しな
い場合、再度ステップ４１０を実行する。
【０１０４】
　ステップ４３０では、記憶部８５に記録されている忘れ物状態データを読み出し、読み
出した忘れ物状態データに基づいて、携帯通信機１の存在エリアの情報を示す画像または
文字を生成し、生成した画像または文字を表示部８３に表示させる。これによって、車両
用ナビゲーション装置８は、携帯通信機１の存在位置を自動的に（すなわち、ユーザの特
別な操作を必要とせず）ユーザに通知することができる。
【０１０５】
　表示部８３に表示させる画像の例としては、図１３、図１４に示すような画像がある。
図１３、図１４の画像は、商店街の店舗中のテーブル毎にインフラ側通信機が設置されて
いる場合において、詳細度を段階的に変化させて表示を行うための画像である。
【０１０６】
　図１３に示す画像は、商店街の地図７１と、当該地図上の存在エリアを含む店舗７２を
指示するマーク７３と、当該店舗７２までの経路７４と、当該店舗７２内の詳細図がある
旨を示すボタン７５と、経路案内用ボタン７６と、遠隔制御用ボタン７７と、を有してい
る。ボタン７５、７６、７７は、ユーザが操作部８４を用いて選択することができるよう
になっている。また、図１３に示す画像に、当該店舗７２の名称および電話番号を表示さ
せるようになっていてもよい。
【０１０７】
　ユーザがボタン７５を選択すると、制御部８６は、図１４に示すの画像を表示部８３に
表示させる。図１４に示す画像は、店舗７２内の地図７１と、当該地図上の存在エリアを
含を指示するマーク４２と、当該店舗７２内の受付エリア（すなわち、受付用の係員がい
るエリア）を指示するマーク４３と、遠隔制御用ボタン４４と、を有している。
【０１０８】
　このような画像を車両用ナビゲーション装置８が表示することで、ユーザは、携帯通信
機１の所在を視覚的に把握することができる。
【０１０９】
　なお、制御部８６は、図１３、１４に示すような地図、および、当該地図中の店舗７３
、存在エリア４２、受付エリア４３の配置についての情報（以下、配置情報という）は、
記憶部８５中の地図データから読み出すようになっていてもよいし、忘れ物状態データと
共に忘れ物サーバ５から受信するようになっていてもよいし、忘れ物サーバ５を介して施
設管理サーバ３から受信するようになっていてもよい。
【０１１０】
　また、制御部８６は、図１３に示すような経路７４を、記憶部８５中の地図データに基
づいて算出するようになっていてもよいし、忘れ物状態データと共に忘れ物サーバ５から
受信するようになっていてもよいし、忘れ物サーバ５を介して施設管理サーバ３から受信
するようになっていてもよい。経路７４を制御部８６が受信する場合は、その経路７４の
送信元の忘れ物サーバ５または施設管理サーバ３が、当該経路７４の算出を行う。
【０１１１】
　また制御部８６は、ステップ４３０に続くステップ４４０で、表示部８３に表示させた
忘れ物情報をユーザが確認したか否かを、操作部８４に対する所定の操作があったか否か
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で判定し、確認したと判定した場合続いてステップ４５０を実行し、確認していないと判
定した場合続いてステップ４３０を実行する。
【０１１２】
　続いてステップ４５０では、ユーザがすぐに携帯通信機１を回収に行くつもりであるか
否かを、操作部８４に対するユーザ操作に基づいて判定する。図１３、図１４に示した表
示例においては、所定時間以内に図１３の経路案内ボタン７６の選択があった場合に、ス
テップ４５０の判定結果が肯定的となり続いてステップ４６０を実行し、そうでない場合
、ステップ４５０の判定結果が否定的となり、その後プログラム４００の実行が終了する
。
【０１１３】
　ステップ４６０では、経路７４に従った経路案内を、既述のナビゲーション処理によっ
て実現する。ステップ４６０の後、プログラム４００の実行は終了する。
【０１１４】
　なお、携帯通信機１が単に置き忘れられただけでなく、移動（図８の１８０参照）する
場合がある。移動の原因としては、携帯通信機１の拾得者（または窃盗者）が所持して移
動すること等がある。このような場合において、携帯通信機１が施設通信機２ａの通信エ
リアから施設通信機２ｂの通信エリアに入ると、制御部１７は、図１１のステップ３５０
において、施設通信機２ｂから送信された（図８のステップ１２７）呼びかけ信号を受信
し、それに応じてステップ３７５で忘れ物状態データを送信する（ステップ１２８）。
【０１１５】
　すると施設通信機２ｂの制御部２４は、施設通信機２ａと同様に、受信した忘れ物状態
データに、自機のインフラＩＤ（所在位置情報の一例に相当する）を含め、その結果の忘
れ物状態データを、ネットワークインターフェース部２１を介して施設管理サーバ３に送
信する（ステップ１３０）。また施設通信機２ｂの制御部２４は、受信した忘れ物状態デ
ータ中の携帯ＩＤと忘れ物フラグとを関連付けて、記憶部２３に記録する（ステップ１３
２）。
【０１１６】
　施設通信機２ｂから施設管理サーバ３に忘れ物状態データが送信された場合、施設管理
サーバ３は、ステップ１１９と同様の処理で、受信した忘れ物状態データを忘れ物サーバ
５に送信する（ステップ１３８）。
【０１１７】
　さらに施設管理サーバ３は、ステップ１２０と同様に、受信した忘れ物状態データ中の
インフラＩＤと、記憶部３３にあらかじめ記録されている対応テーブルを参照して、当該
忘れ物状態データの送信元のインフラ側通信機の存在エリアを特定する。
【０１１８】
　そして、受信した忘れ物状態データ中の携帯ＩＤと同じ携帯ＩＤについての存在エリア
が現在記憶部３３に記録されていれば、新たに受信した存在エリアを、携帯通信機１の新
たな存在エリアとして、それまで記録されていた当該存在エリアに置き換える。すなわち
、携帯通信機１の存在エリアをアップデートする（ステップ１３４）。さらに施設管理サ
ーバ３は、新たに特定した存在エリアを用いて、ステップ１２２で作成したＷＥＢデータ
を更新する（ステップ１３６）
　施設管理サーバ３から忘れ物サーバ５に忘れ物状態データが送信された場合、忘れ物サ
ーバ５は、ステップ１２３と同様に、当該忘れ物状態データの送信元のインフラ側通信機
の存在エリアを特定する。そして、受信した忘れ物状態データ中の携帯ＩＤと同じ携帯Ｉ
Ｄについての存在エリアが記憶部５２に記録されていれば、新たに受信した存在エリアを
、携帯通信機１の新たな存在エリアとして、それまで記録されていた当該存在エリアに置
き換える。すなわち、携帯通信機１の存在エリアをアップデートする（ステップ１４０）
。
【０１１９】
　また忘れ物サーバ５は、ステップ１２４と同様に、受信した忘れ物状態データ中の携帯
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ＩＤに対応する通知先のアドレスを特定し、特定した通知先に、当該忘れ物状態データを
送信する（ステップ１４２）。
【０１２０】
　また、忘れ物サーバ５から、忘れ物状態データ中の携帯ＩＤに対応する通知先として車
両用ナビゲーション装置８、パーソナルコンピュータ１０等の通知先通信機器に忘れ物状
態データが送信された場合、当該通知先通信機器は、受信した忘れ物状態データを記録す
る（ステップ１４４）。
【０１２１】
　なお、当該通知先通信機器は、受信した忘れ物状態データに基づいて、図１２のステッ
プ４３０以降を実行することで、ユーザに携帯通信機１の位置を通知するようになってい
てもよい。
【０１２２】
　その後、ユーザは、通知先通信機器を操作して、携帯通信機１のロックレベル等の遠隔
制御を行うことができる。例えば、パーソナルコンピュータ１０においては、ユーザが携
帯通信機１の遠隔制御を依頼する旨の操作を操作部９２に対して行った場合（ステップ１
４６）、制御部９５が、遠隔設定信号を、忘れ物状態データの送信元のインフラ側通信機
および携帯通信機１を最終宛先として、忘れ物サーバ５に送信する（ステップ１４８）。
当該インフラ側通信機および携帯通信機１は、最後に受信した忘れ物状態データ中のイン
フラＩＤおよび携帯ＩＤを用いて特定する。
【０１２３】
　また例えば車両用ナビゲーション装置８においては、制御部８６は、プログラム４００
の実行時に、ユーザが携帯通信機１の遠隔制御を依頼する旨の操作を操作部８４に対して
行った場合（例えば、ユーザが図１３、図１４の遠隔制御ボタン７７、４４を選択した場
合、図８のステップ１４６）、遠隔設定信号を、忘れ物状態データの送信元のインフラ側
通信機および携帯通信機１を最終宛先として、忘れ物サーバ５に送信する（図８のステッ
プ１４８）。
【０１２４】
　遠隔設定信号に含める情報は、携帯通信機１のロックレベルを指定する情報、忘れ物モ
ードの解除の有無を示す情報等である。指定するロックレベル、および忘れ物モードの解
除の有無は、操作部８４に対するユーザの操作内容に基づいて決定する。
【０１２５】
　忘れ物サーバ５は、車両用ナビゲーション装置８から受信した遠隔設定信号を、宛先の
インフラ側通信機（図８の例では施設通信機２ｂ）に接続された施設管理サーバ３へ転送
する（ステップ１５２）。また、施設管理サーバ３は、この転送された遠隔設定信号を受
信すると、宛先のインフラ側通信機に送信する（ステップ１５４）。また、インフラ側通
信機は、この遠隔設定信号を受信すると、宛先の携帯通信機１に送信する（ステップ１５
６）
　携帯通信機１の制御部１７は、この遠隔設定信号を受信すると、図１１のステップ３５
０で近傍のインフラ側通信機から呼びかけ信号を受信していない場合に続くステップ３６
０で、遠隔設定信号を受信と判定し、続いてステップ３８０を実行する。なお、受信して
いないと判定した場合は再度ステップ３５０を実行する。
【０１２６】
　ステップ３８０では、直前のステップ３６０で受信した遠隔設定信号の内容に基づいて
、携帯通信機１のロックレベルを設定する。続いてステップ３８５では、直前のステップ
３６０で受信した遠隔設定信号に、忘れ物モードの解除ありを示す情報が含まれているか
否かを判定し、含まれていなければ再度ステップ３５０を実行し、含まれていれば続いて
ステップ３９０で忘れ物モードを解除した上で、その後プログラム３００の実行を終了す
る。
【０１２７】
　このように、携帯通信機１は、近傍のインフラ側通信機から遠隔設定信号を受信すると
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（ステップ３６０参照）、その遠隔設定信号の内容に従ってロックレベルを設定し（ステ
ップ３８０）、また、遠隔設定信号の内容に忘れ物モード解除命令が含まれていれば（ス
テップ３８５参照）、忘れ物モードを解除する（ステップ３９０参照）。この処理は、図
８のステップ１５８の処理に該当する。
【０１２８】
　そして制御部１７は、遠隔設定信号の内容に従った処理を行った後、処理完了通知を近
傍のインフラ側通信機（図８の例では施設通信機２ｂ）に送信する（ステップ１６０）。
この処理完了通知を受信したインフラ側通信機は、施設管理サーバ３へ当該処理完了通知
を転送し（ステップ１６２）、当該処理完了通知を受信した施設管理サーバ３は、当該処
理完了通知を忘れ物サーバ５へ転送する（ステップ１６４）。
【０１２９】
　また、この処理完了通知を受信した忘れ物サーバ５は、当該処理完了通知を（遠隔設定
信号の発信元の）通知先通信機器に転送する（ステップ１６８）と共に、遠隔制御処理完
了の旨を記録する（ステップ１６６）。また、この処理完了通知を受けた通知先通信機器
は、遠隔制御処理完了の旨を記録する（ステップ１７０）。
【０１３０】
　以上のような忘れ物通知システムの作動により、携帯通信機１の存在エリアのユーザへ
の通知、および、ユーザによる携帯通信機１の機能制限の遠隔制御が実現する。
【０１３１】
　すなわち、忘れ物通知システムにおいて、複数のインフラ側通信機２ａ～２ｃのそれぞ
れは、自機の通信可能エリア内の携帯通信機１から、当該携帯通信機１が忘れ物状態デー
タを受信したことに基づいて、受信した当該忘れ物状態データに自機の所在位置情報を含
めて施設管理サーバ３、および施設管理サーバ３を介して忘れ物サーバ５に送信する。
【０１３２】
　また、施設管理サーバ３は、当該複数のインフラ側通信機のうち１つ（例えば施設通信
機２ａ）から送信された忘れ物状態データを受信したことに基づいて、当該忘れ物状態デ
ータに含まれるインフラ側通信機の所在位置情報を、当該忘れ物状態データにおいて特定
されている携帯通信機１の所在位置として、ＷＥＢデータの形式で通知する。
【０１３３】
　また、忘れ物サーバ５は、当該複数のインフラ側通信機のうち１つから送信された忘れ
物状態データを受信したことに基づいて、当該忘れ物状態データに含まれるインフラ側通
信機の所在位置情報を、当該忘れ物状態データにおいて特定されている携帯通信機１の所
在位置として、あらかじめ携帯通信機に対応して登録されている通知先通信機器に通知す
る。
【０１３４】
　このように、通信可能エリアがそれぞれ異なる複数のインフラ側通信機２ａ～２ｃのう
ち、携帯通信機と通信しているインフラ側通信機の所在位置を、当該携帯通信機の所在位
置であるとみなすことで、当該インフラ側通信機の通信可能エリアの大きさ程度の正確さ
で、当該携帯通信機１の所在を特定することができる。
【０１３５】
　また、上述のような忘れ物通知システムと通信可能な携帯通信機１が、自機が基準時間
以上ユーザの操作を受けていないことを検出し、当該検出に基づいて、複数のインフラ側
通信機のうち、自機が通信可能エリア内にあるインフラ側通信機に対して、忘れ物状態デ
ータを送信するようになっている。
【０１３６】
　このように、基準時間以上放置されている場合に携帯通信機１が忘れ物状態データを送
信するようになっていることで、正確性の高い置き忘れの検知が可能となる。
【０１３７】
　また、携帯通信機１は、あらかじめ設定された自機のユーザの管理エリア内に自機があ
る場合には、忘れ物状態データの送信を禁止するようになっている。
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【０１３８】
　このようになっていることで、携帯通信機１が基準時間以上放置されていたとしても、
必ずしも携帯通信機１が置き忘れられているとは限らないようなエリア（例えば、自宅、
自車両内等）を管理エリアとして予め定めておけば、不必要な忘れ物状態データの送信を
抑えることができる。
【０１３９】
　また、携帯通信機１は、忘れ物通知システムの第１の携帯通信機から遠隔設定信号を受
信したことに基づいて、自機の機能の制限内容を変化させるようになっている。このよう
になっていることで、きめ細かな携帯通信機の遠隔操作による機能制限が実現する。
【０１４０】
　また、忘れ物サーバ５は、無線通信機と通知先通信機との第２対応テーブル（複数組の
対応関係データに相当する）を記憶しており、また、インフラ側通信機から送信された忘
れ物状態データを受信した場合、当該忘れ物状態データにおいて特定されている携帯通信
機１を当該第２対応テーブルに適用することで、当該の忘れ物状態データに対応する通知
先通信機を特定し、特定した通知先通信機に対して、当該忘れ物状態データに含まれる携
帯通信機の所在位置情報を送信する。
【０１４１】
　このように、忘れ物サーバ５にあらかじめ第２対応テーブルを記憶させておくことで、
その第２対応テーブルに基づいて、携帯通信機１の所在位置情報を通知する先を決定する
ことができる。これにより、置き忘れられた携帯通信機１の所在位置の適切な通知先通信
機（例えば、携帯通信機１のユーザへの連絡先としての通知先通信機）を容易に特定する
ことができる。
【０１４２】
　また、施設管理サーバ３および忘れ物サーバ５は、通知先通信機から携帯通信機１の機
能制限を制御する遠隔設定信号を受信したことに基づいて、上述の携帯通信機１を特定す
る忘れ物状態データの送信元であるインフラ側通信機に対して、当該遠隔設定信号を送信
するようになっている。その場合、インフラ側通信機は、当該遠隔設定信号を受信したこ
とに基づいて、当該携帯通信機１に当該遠隔設定信号を送信するようになっている。
【０１４３】
　このようになっていることで、インフラ側通信機は、忘れ物サーバ５、施設管理サーバ
３を介して置き忘れた携帯通信機１の所在位置情報が適切な通知先通信機に通知されるば
かりではなく、通知先通信機から忘れ物サーバ５、施設管理サーバ３、インフラ側通信機
を介して、携帯通信機１の機能制限を遠隔制御することが可能となる。
【０１４４】
　また、携帯通信機１は、忘れ物通知システムのインフラ側通信機から遠隔設定信号を受
信したことに基づいて、自機の機能の制限内容を変化させるようになっている。このよう
になっていることで、きめ細かな携帯通信機の遠隔操作による機能制限が実現する。
【０１４５】
　また、施設管理サーバ３および忘れ物サーバ５は、施設通信機２ａ（第１のインフラ側
通信機の一例に相当する）から第１の忘れ物状態データ（図８のステップ１１８、１１９
参照）を受信した後、施設通信機２ｂ（第２のインフラ側通信機の一例に相当する）から
送信された第２の忘れ物状態データ（ステップ１３０、１３８参照）を受信した場合、当
該第２の忘れ物状態データにおいて特定されている携帯通信機１と、第１の忘れ物状態デ
ータにおいて特定されている携帯通信機１とが同じであることに基づいて、第１および第
２の忘れ物状態データにおいて特定されている当該携帯通信機１の所在位置を、第２の忘
れ物状態データに含まれるインフラ側通信機の所在位置情報に更新し、更新後の所在位置
を通知するようになっている。
【０１４６】
　携帯通信機１が拾得、盗難等に遭って誰か（または何か）によって運ばれて移動してい
る場合、その移動に応じて携帯通信機が属する通信可能エリアが変われば、それまでとは
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異なるインフラ側通信機から同じ携帯通信機を特定する忘れ物状態データが送信されるこ
とになる。そして、上記のような構成によれば、施設管理サーバ３、忘れ物サーバ５は、
同じ携帯通信機の忘れ物状態データを異なるインフラ側通信機から受ければ、新しく受け
た方の忘れ物状態データにおいて特定されている所在位置を、新しく受けた方の忘れ物状
態データにおいて特定されている所在位置に置き換える。したがって、施設管理サーバ３
、忘れ物サーバ５は、携帯通信機の移動に追随した所在位置通知を行うことができる。
【０１４７】
　また、通知先通信機器（ユーザ側通信端末に相当する）が、忘れ物サーバ５から、携帯
通信機１の所在位置情報を受信して記録し、さらに、自機へのユーザの接近を検出し、そ
の検出に基づいて、記録した所在位置情報をユーザに表示するようになっている。
【０１４８】
　このようになっていることで、ユーザが通知先通信機器（例えば、車両用ナビゲーショ
ン装置８、パーソナルコンピュータ１０）の付近にいないときに、携帯通信機１の所在位
置情報を忘れ物サーバ５から受信して記録した場合でも、ユーザが通知先通信機器に近づ
いたときに、自動的にその所在位置情報がユーザに通知されるので、ユーザが携帯通信機
１の置き忘れに気付いていないときには、置き忘れた位置のみならず、その置き忘れ自体
に気付かせることができる。
【０１４９】
　また、車両用ナビゲーション装置８は、記録した所在位置までの経路を表示および案内
するようになっている。このようになっていることで、携帯通信機１を回収に行くことが
、ユーザにとって容易になる。
【０１５０】
　なお、携帯通信機１において、上述のように複数の段階に分かれたロックレベル（例え
ばレベル１～３のロック）があり、それらのうちの最低のレベル（すなわち最も制限が弱
いレベル）以外のロックが実行されている場合、制御部１７は、操作部１４に対するユー
ザ操作に合わせて段階的にロックレベルを下げていき、最終的にロックを解除するように
なっていてもよい。
【０１５１】
　例えば、制御部１７は、図１５に示すように、レベル３ロックがかかっている状態では
、表示部１３に、ロックレベルを通知すると共に所定のデータ１（具体的にはユーザ名前
）の入力を促す画像６１を表示させ、当該データの入力が操作部１４に対して行われると
、ロックレベルを１段階下げてレベル２ロックを実行する。
【０１５２】
　また、制御部１７は、レベル２ロックを実行した後、表示部１３に、データ１が入力さ
れたことを通知すると共に所定のデータ２（具体的には、あらかじめユーザが設定したロ
ックパスワードのうちいずれか）の入力を促す画像６２を表示させ、当該データの入力が
操作部１４に対して行われると、ロックレベルを１段階下げてレベル１ロックを実行する
。
【０１５３】
　そして、制御部１７は、レベル１ロックを実行した後、表示部１３に、データ２が入力
されたことを通知すると共に所定のデータ３（具体的には、あらかじめユーザが設定した
ロックパスワードのうちいずれか）の入力を促す画像６３を表示させ、当該データの入力
が操作部１４に対して行われると、ロックを解除する。その後、制御部１７は、データ３
の入力があった旨、およびロックを解除する旨を示す画像６４を表示部１３に表示させる
。
【０１５４】
　なお、車両用ナビゲーション装置８の制御部８６は、携帯通信機１が車両内７（すなわ
ちユーザ管理エリア）に入ったときの時刻および自機の位置、ならびに、携帯通信機１が
車両内７から外に出たときの時刻および自機の位置を、記憶部８５に記録するようになっ
ていてもよい。このような作動を実現するために、制御部８６は、図１６に示すプログラ
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ム５００を実行する。
【０１５５】
　このプログラム５００の実行において、制御部８６は、まずステップ５１０で、車内通
信部８２を介して携帯通信機１と無線接続したか否かを判定し、無線接続したなら続いて
ステップ５３０を実行し、無線接続していないならステップ５２０で携帯通信機１の置き
忘れ警告を行う。
【０１５６】
　この置き忘れ警告は、車両内７に携帯通信機１を持ち込むのを忘れていることをユーザ
に知らせるための通知である。なお、このステップ５２０は、あらかじめ決められたユー
ザ管理エリア（例えば、自宅駐車場、勤め先駐車場）に自機があるときにのみ実行するよ
うになっていてもよい。なお、これらあらかじめ決められたユーザ管理エリア内に自機が
あるか否かは、ユーザ管理エリアに該当する位置の座標範囲（あらかじめ記憶部８５に記
録されている）と、図示しないＧＰＳ等の位置検出器に基づいて特定した自機の現在位置
との比較に基づいて判定してもよいし、あるいは、図示しない車外近距離通信部が、ユー
ザ管理エリアを通信エリアとする通信機（あらかじめ記憶部８５に記録されている）と通
信しているか否かに基づいて判定してもよい。
【０１５７】
　ステップ５３０では、接続した携帯通信機１の携帯ＩＤを記憶部８５に記録する。続い
てステップ５４０では、自機の現在位置（すなわち携帯通信機１の接続位置）および現在
時刻（すなわち携帯通信機１の接続時刻）を、当該携帯ＩＤに関連付けて、記憶部８５に
記録する。
【０１５８】
　続いてステップ５５０では、当該携帯通信機１との無線接続が切断するまで待ち、切断
されると、続いてステップ５６０で、自機の現在位置（すなわち、携帯通信機１の切断位
置）および現在時刻（すなわち、携帯通信機１の切断時刻）を、当該携帯ＩＤに関連付け
て記憶部８５に記録する。
【０１５９】
　なお、ステップ５６０の後、記憶部８５は、スリープ状態に移行するようになっていて
もよいし、車両用ナビゲーション装置８自体が停止するようになっていてもよい。
【０１６０】
　このようになっていることで、ユーザは、後にこの記録を確認することで、車両用ナビ
ゲーション装置８に無線接続されていた携帯通信機１をどの場所・時間において接続を外
したかがわかり、携帯通信機１の紛失場所をある程度特定する手がかりを得ることができ
る。
【０１６１】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の範囲は、上記実施形態のみに限
定されるものではなく、本発明の各発明特定事項の機能を実現し得る種々の形態を包含す
るものである。
【０１６２】
　例えば、上記実施形態においては、携帯通信機１とインフラ側通信機との間の通信とし
て、狭域通信が示されているが、携帯通信機１とインフラ側通信機との間の通信としては
、近接型通信（例えば、ＲＦタグ、無線カードを用いた通信）を用いてもよい。
【０１６３】
　また、施設管理サーバ３は必ずしもなくてもよい。その場合、インフラ側通信機が直接
忘れ物サーバ５に忘れ物状態データを送信するようになっていればよい。
【０１６４】
　また、忘れ物サーバ５も、施設管理サーバ３と同様に携帯通信機１の存在エリアを報知
するＷＥＢデータを作成し、そのＷＥＢデータに広域通信ネットワーク４上の通信機器か
らアクセスできるようにしてもよい。
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【０１６５】
　また、車両用ナビゲーション装置８は、記憶部８５として、ハードディスクドライブお
よびそれ以外の（ハードディスクドライブよりも起動が速い）他の書き込み可能記憶媒体
（例えば、フラッシュメモリ）を有している場合、受信した忘れ物状態データをハードデ
ィスクドライブ以外の書き込み可能記憶媒体に記憶するようになっていてもよい。この場
合、制御部８６は、ユーザ検知装置４１から接近信号を受けた場合、ハードディスクドラ
イブを作動させず、当該他の書き込み可能記憶媒体から忘れ物状態データを読み出すよう
になっていてもよい。このようになっていることで、ユーザを検知してから短時間で表示
を行うことができる。
【０１６６】
　また、携帯通信機１がユーザ管理エリア内にある場合にも、ステップ２３０～２９０の
ような処理を行ってもよい。その際には、ステップ２３０の設定時間およびステップ２８
０の基準時間は、ユーザ管理エリア外にある場合に比べて長くし、かつ、ステップ２４０
のロックのレベルは、ユーザ管理エリア外にある場合に比べて低いものにしてもよい。
【０１６７】
　このように、携帯通信機１は、自機がユーザ管理エリア内にあるような場合であっても
、忘れ物状態データを送信する場合がある。したがって、例えば、車両盗難等によって携
帯通信機がユーザの管理下から離れてしまうような場合に対応して、忘れ物状態データの
送信、ひいては、携帯通信機の位置の特定が可能となる。
【０１６８】
　ただし、ユーザ管理エリア内における盗難の可能性は、ユーザ管理エリア外における置
き忘れの可能性よりも低いので、ユーザ管理エリア内において基準時間として使用する時
間は、前者の方が長くなっている。これによって、ユーザ管理エリア内においては、忘れ
物状態データの送信は行いつつも、不必要な忘れ物状態データの送信をある程度抑えるこ
とができる。また、ユーザ管理エリア内においては、ロックレベルを低く設定するので、
ロック解除のための操作のステップ数が少なくなる。
【０１６９】
　また、携帯通信機１は、ロックを解除しようとする操作が自機に対してあったことを検
出すると、近傍のインフラ側通信機にその旨の信号（以下、操作信号という）送信するよ
うになっていてもよい。なお、この操作信号には、ロック解除の失敗・成功の情報を含め
るようになっていてもよい。
【０１７０】
　そして、当該インフラ側通信機は、受信した操作信号を施設管理サーバ３に送信し、施
設管理サーバ３は受信した操作信号を忘れ物サーバ５に送信し、忘れ物サーバ５は受信し
た操作信号を携帯通信機１に対応する通知先通信機器に送信し、当該通知先通信機器は操
作信号の受信の通知をユーザに行うようになっていてもよい。
【０１７１】
　また、電源制御器４２は、車両用ナビゲーション装置８の必要な部分への電力供給のみ
をオンにするようになっていてもよい。その場合、忘れ物状態データの受信時は、車外通
信部８１から受信開始通知を受信したことに基づいて、記憶部８５と制御部８６への電力
供給のみをオンとするようになっていてもよい。
【０１７２】
　また、上記実施形態のように、インフラＩＤをを具体的な所在エリアに変換する処理は
、施設管理サーバ３が行ってもよいし、インフラ側通信機自体が行ってもよいし、忘れ物
サーバ５、通知先通信機器において行ってもよい。
【０１７３】
　また、各施設に各種の通信機器が設置される可能性があるため、携帯通信機１において
は、どの施設でどのような通信機能（通信周波数、通信方式）が使われるかという施設通
信機能データ（初期通信処理に使うデータ）が記憶部１６にあらかじめ記憶されていても
よい。その場合、携帯通信機１は、現在位置（例えば図示しないＧＰＳ受信機によって特
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定する）に対応する施設の通信機能に合わせて自機の通信機能を設定するようになってい
てもよい。また、携帯通信機１は、各施設に入る前に、ユーザの操作に応じて、当該施設
の施設通信機能データを、当該施設のＷＥＢサーバ等からダウンロードするようになって
いてもよい。あるいは、携帯通信機１は、当該施設の入り口で、当該入り口に設置された
通信機から、近接通信により、当該施設の施設通信機能データを受信し、受信したデータ
に基づいて、自機の通信機能を設定できるようにしてもよい。
【０１７４】
　また、インフラ側通信機は、携帯通信機１との通信が途絶した場合に、当該途絶の時刻
を記録するようになっていてもよい。
【０１７５】
　また、携帯通信機１から送信され、インフラ側通信機、施設管理サーバ３、忘れ物サー
バ５、通知先通信機器において記録される忘れ物状態データには、携帯通信機１のロック
レベル、携帯通信機１の電源残量を含めるようになっていてもよい。
【０１７６】
　また、携帯通信機１の通信相手のインフラ側通信機が変化する場合、すなわち、携帯通
信機１が移動している場合、盗難の可能性が高い。したがって、この場合には、携帯通信
機１は、忘れ物サーバ５、通知先通信機器等に対して位置情報を送信するための通信機能
以外の通信機能を無効化するようになっていてもよい。あるいは、窃盗者の携帯通信機１
に対する操作内容を、インフラ側通信機を介して忘れ物サーバ５、通知先通信機器等に送
信するようになっていてもよい。これにより、盗難者の特定が容易になる可能性が増加す
る。
【０１７７】
　また、携帯通信機１の制御部１７は、図９のステップ２３０の判定結果が肯定的であっ
てことに基づいて、すぐにステップ２９０を実行するようになっていてもよい。
【０１７８】
　また、上記の実施形態において、各制御部がプログラムを実行することで実現している
各機能は、それらの機能を有するハードウェア（例えば回路構成をプログラムすることが
可能なＦＰＧＡ）を用いて実現するようになっていてもよい。
【０１７９】
　また、上記実施形態においては、ナビゲーション装置は車載タイプのものであるが、ナ
ビゲーション装置は、船舶や飛行機に搭載されるものであってもよいし、人が持ち運びで
きるタイプのものであってもよい。例えば、ナビゲーション装置の機能を有する携帯電話
機も、本発明のナビゲーション装置に該当する。
【図面の簡単な説明】
【０１８０】
【図１】本発明の実施形態に係る忘れ物通知システムの全体構成を示す概略図である。
【図２】携帯通信機１の構成を示すブロック図である。
【図３】インフラ側通信機２の構成を示すブロック図である。
【図４】施設管理サーバ３の構成を示すブロック図である。
【図５】忘れ物サーバ５の構成を示すブロック図である。
【図６】車両用ナビゲーション装置８の構成、および、車両用ナビゲーション装置８の周
囲に搭載される車載装置を示すブロック図である
【図７】パーソナルコンピュータ１０の構成を示すブロック図である。
【図８】忘れ物通知システムの作動を示すシーケンス図である。
【図９】携帯通信機１の制御部１７が実行するプログラム２００のフローチャートである
。
【図１０】ロック解除の段階およびその段階に沿った表示部１３の表示内容の遷移を示す
図である。
【図１１】忘れ物モードに入るときに携帯通信機１が表示する画面の図である。
【図１２】車両用ナビゲーション装置８の制御部８６が実行するプログラム４００のフロ
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ーチャートである。
【図１３】携帯通信機１の存在エリアの表示画像の一例を示す図である。
【図１４】携帯通信機１の存在エリアの表示画像の一例を示す図である。
【図１５】ユーザ操作に合わせて段階的にロックレベルを下げる過程を示す図である。
【図１６】車両用ナビゲーション装置８の制御部８６が実行するプログラム５００のフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１８１】
１　　　携帯通信機
２　　　インフラ側通信機
３　　　施設管理サーバ
５　　　忘れ物サーバ
７　　　車両内
８　　　車両用ナビゲーション装置
９　　　自宅内
１０　　パーソナルコンピュータ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】
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