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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索対象の位置情報を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置と連係
する計測端末であり、
　前記要求端末から電磁波の届く範囲を前記要求端末の検索範囲とし、該検索範囲内で前
記要求端末から送信された電磁波を受信することにより、前記検索対象の位置を検索する
検索要求を受け付ける手段と、
　前記計測端末と前記検索対象との距離を算出する手段と、
　前記計測端末の現在位置情報を取得する手段と、
　前記現在位置情報及び前記距離の情報を前記サービス装置に送信する手段と、を備える
計測端末。
【請求項２】
　前記検索対象が受信可能な電波を送信する手段と、
　前記検索対象から前記電波に対する応答を受信する手段と、をさらに備える、請求項１
に記載の計測端末。
【請求項３】
　前記検索要求には、要求端末を特定可能な情報を含み、
　前記送信する手段が、前記特定可能な情報とともに前記現在位置情報及び前記距離の情
報を前記サービス装置に送信する、請求項１または２に記載の計測端末。
【請求項４】
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　検索対象の位置情報を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置であり
、
　前記要求端末から電磁波の届く範囲を前記要求端末の検索範囲とし、該検索範囲内で前
記要求端末から送信された電磁波を受信することにより、前記検索対象の位置を検索する
検索要求を受け付け、前記検索対象の位置を計測する計測端末から、前記計測端末の現在
位置情報、及び計測する前記計測端末と前記検索対象との距離の情報を受信する手段と、
　前記現在位置情報及び前記検索対象との距離の情報に基づいて算出した、前記検索対象
の位置情報を前記要求端末に送信する手段と、を備えるサービス装置。
【請求項５】
　検索対象の位置情報を提供するサービス装置、及びこのサービス装置に前記検索対象ま
での距離を報告する計測端末を含むシステムにより、前記検索対象の位置情報の提供を受
ける要求端末であって、
　電磁波の届く範囲を検索範囲とし、該検索範囲内で自端末の周囲に存在する計測端末に
、電磁波を送信することにより、前記検索対象の位置情報を要求する検索要求を送信する
手段と、
　前記サービス装置を通じて、前記計測端末からの報告に基づく前記検索対象の位置情報
を受信する手段と、を備える要求端末。
【請求項６】
　要求端末と、サービス装置と、計測端末とを有する位置検索システムであって、
　前記計測端末が、
　前記要求端末から電磁波の届く範囲を前記要求端末の検索範囲とし、該検索範囲内で前
記要求端末から送信された電磁波を受信することにより、前記検索対象の位置を検索する
検索要求を受け付ける手段と、
　前記計測端末と前記検索対象との距離を算出する手段と、
　前記計測端末の現在位置情報を取得する手段と、
　前記現在位置情報及び前記距離の情報を前記サービス装置に送信する手段と、を備え、
　前記サービス装置が、
　前記要求端末から電磁波の届く範囲を前記要求端末の検索範囲とし、該検索範囲内で前
記要求端末から送信された電磁波を受信することにより、前記検索対象の位置を検索する
検索要求を受け付け、前記検索対象の位置を計測する計測端末から、前記計測端末の現在
位置情報、及び計測する前記計測端末と前記検索対象との距離の情報を受信する手段と、
　前記現在位置情報及び前記検索対象との距離の情報に基づいて算出した、前記検索対象
の位置情報を前記要求端末に送信する手段と、を備え、
　前記要求端末が、
　電磁波の届く範囲を検索範囲とし、該検索範囲内で自端末の周囲に存在する計測端末に
、電磁波を送信することにより、前記検索対象の位置情報を要求する検索要求を送信する
手段と、
　前記サービス装置を通じて、前記計測端末からの報告に基づく前記検索対象の位置情報
を受信する手段と、を備える位置検索システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信機能を有する携帯端末による位置検索技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、携帯型電話サービスを実施している通信事業者では、携帯型電話機の無線通信機
能を使用して、建造物などの位置検索サービスを利用者に対して提供している。この位置
検索サービスでは、複数の電波中継局と検索対象物の間で電波の送受信を行って、検索対
象物の位置を特定する。この場合、検索対象物は、複数の電波中継局と通信を行うために
、無線通信機能を有する。
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【０００３】
なお、携帯端末を用いた位置検索に関する技術として、携帯端末の利用者の位置情報を提
供する技術（例えば、特許文献１参照）が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－３２３９２号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来の位置検索の技術において、検索対象物と検索者との位置関係を認識する
場合に、検索対象物が地図に記載されている建造物などであれば、検索する検索者は、携
帯端末が備えるＧＰＳ（Global Positioning system）機能を利用して検索者自身の位置
を特定し、検索者の位置を地図と照合することにより検索物との距離及び方角を特定可能
である。
【０００６】
しかしながら、従来のＧＰＳ機能を備える携帯端末を用いた位置検索の技術では、検索対
象物が移動物や地図に記載していない物体（例えば、自動販売機等）であった場合には、
検索対象物と検索者との相対的な位置関係を計測することが困難であった。
【０００７】
また、ＧＰＳ機能を備えていない携帯端末の場合、たとえ検索対象の位置情報が予め取得
できたとしても、端末自身の位置情報を取得できない。従って、位置検索を行うことは困
難であった。
【０００８】
さらに、特許文献１の技術においても、地図上に表示されない自動販売機等の小さな検索
対象物、或いは移動する検索対象物の位置情報を検索することは配慮されてはいなかった
。
【０００９】
本発明は上記事項に鑑みて為されたものであり、地図情報に基づく位置検索が困難である
検索対象物の位置情報を取得し、その位置情報を現在位置情報の取得が困難な端末に提供
することを、解決すべき課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。
すなわち、本発明は、検索対象の位置を求める要求端末に対して位置情報を提供するサー
ビス装置と連係する計測端末であり、前記要求端末から前記検索対象の位置を検索する検
索要求を受け付け、前記検索対象が受信可能な電波を送信し、前記検索対象から前記電波
に対する応答を受信し、受信した前記応答から、この計測端末と前記検索対象との距離を
算出し、この計測端末の現在位置情報を取得し、前記現在位置情報及び前記距離の情報を
前記サービス装置に送信するようにした。
【００１１】
本発明の計測端末は、現在位置取得機能を備えない端末からの要求に応じて、検索対象の
位置を計測する。従って、本発明の計測端末によれば、現在位置情報の取得が困難な端末
に対して検索対象の位置情報を提供することができる。
【００１２】
また、本発明の計測端末は、前記検索要求には、要求端末を特定可能な情報を含み、前記
特定可能な情報とともに前記現在位置情報及び前記距離の情報を前記サービス装置に送信
してもよい。
【００１３】
本発明の計測端末では、検索要求を送信した要求端末を特定して、その要求端末にサービ
ス装置を通じて検索対象の位置情報を提供する。従って、本発明の計測端末によれば、現
在位置情報の取得が困難な端末に対して確実に検索対象の位置情報を提供することができ
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る。
【００１４】
また、本発明は、検索対象の位置情報を求める要求端末に対して位置情報を提供するサー
ビス装置であり、検索対象の位置を計測する計測端末から、この計測端末の現在位置情報
、及び計測する計測端末と検索対象との距離の情報を受信し、前記現在位置情報及び前記
検索対象との距離の情報に基づいて算出した、前記検索対象の位置情報を前記要求端末に
送信するようにした。
【００１５】
本発明のサービス装置では、計測端末が計測したこの端末の現在位置情報と検索対象との
距離の情報から、要求端末で要求した検索対象の位置情報を算出して提供する。従って、
本発明のサービス装置によれば、要求に沿った検索対象の位置情報を提供することができ
る。
【００１６】
さらに、本発明は、検索対象の位置情報を提供するサービス装置、及びこのサービス装置
に前記検索対象までの距離を報告する計測端末を含むシステムにより、前記検索対象の位
置情報の提供を受ける要求端末であって、自端末の周囲に存在する計測端末に、検索対象
の位置情報を要求する検索要求を送信し、前記サービス装置を通じて、前記計測端末から
の報告に基づく前記検索対象の位置情報を受信するようにした。
【００１７】
本発明の要求端末では、現在位置取得機能を備えない端末から、現在位置取得機能を備え
る他の端末に対して検索対象の位置情報を計測するように要求する。従って、本発明の要
求端末によれば、現在位置取得機能を備えない端末であっても、自身の周囲に存在する検
索対象の位置情報を確実に取得することができる。
【００１８】
また、本発明の要求端末は、前記検索要求には、個々の要求端末を特定可能な情報と、前
記検索対象を指定する情報を含み、前記特定可能な情報に従い前記位置情報を受信しても
よい。
【００１９】
本発明の要求端末では、検索要求を送信した要求端末を特定する情報を計測端末に送信し
、その特定する情報に基づいて、検索対象の位置情報の提供を受ける。従って、本発明の
要求端末によれば、自端末が現在位置情報の取得が困難な端末であっても、確実に検索対
象の位置情報の提供を受けることができる。
【００２０】
なお、本発明は、以上の何れかの装置の機能を実現させるプログラムであってもよい。ま
た、本発明は、そのようなプログラムをコンピュータが読み取り可能な記憶媒体に記録し
てもよい。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の計測端末、サービス装置、要求端末の好適な実施の形態に係る位置検索シ
ステムを、図１から図１０の図面に基づいて説明する。本実施の形態において、本発明の
計測端末、サービス装置、要求端末によって構成される本実施の形態の位置検索システム
は、無線通信機能を備える自動販売機の位置情報を検索し、この自動販売機の位置検索を
要求する携帯端末に上記位置情報を提供する。
【００２２】
　〈位置検索システムの概略〉
　本実施の形態に係る位置検索システムの概略について説明する。本発明の計測端末、サ
ービス装置、要求端末は、その構成要素として、検索対象の位置検索を要求する要求端末
、この要求端末の検索要求に応じて検索対象との距離の計測及び現在位置の取得を行う計
測端末、及び該計測端末からの距離及び現在位置情報に基づいて検索対象の位置情報を算
出するサービス装置を有する。
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【００２３】
図１は、本位置検索システムの実施の概略を示す図である。図１において、本実施の形態
の位置検索システムは、本発明の要求端末としての要求側携帯端末１００、本発明のサー
ビス装置としての基地局２００、本発明の計測端末としての計測側携帯端末３００、及び
本発明の検索対象としての自動販売機４００を有する。なお、本実施の形態では、計測側
携帯端末３００Ａ，３００Ｂ，３００Ｃを総称して、計測側携帯端末３００という。
【００２４】
要求側携帯端末１００は、自身の位置を中心とした検索範囲Ａを、所望の自動販売機４０
０の位置情報を要求する検索範囲として決定する。
【００２５】
また、自動販売機４００の位置情報を計測する計測側携帯端末３００は、自身の検索範囲
Ｃ内に要求に該当する自動販売機４００に対して電波を送信する。そして、計測側携帯端
末３００は、自動販売機４００から電波を受信し、自身の位置情報をＧＰＳ機能により取
得して、基地局２００に送信する。
【００２６】
　基地局２００は、複数の計測側携帯端末３００から、個々の計測側携帯端末３００の現
在位置情報と自動販売機４００との距離情報を取得する。そして、基地局２００は、この
複数の計測側携帯端末３００から取得した現在位置情報と自動販売機４００との距離情報
によって、自動販売機４００の位置を示す情報（例えば、緯度、経度など）を算出する。
さらに、基地局２００は、この自動販売機４００の位置情報を、要求側携帯端末１００に
提供する。
【００２７】
〈構成要素の概略〉
次に、本位置検索システムに係る、上記構成要素の概略を説明する。
図２は、本位置検索システムに係る要求側携帯端末１００の概略を示す機能ブロック図で
ある。要求側携帯端末１００は、本発明に係る処理を行うために、携帯型電話機、或いは
ＰＤＡ（Personal Digital Assistants／Personal Data Assistants）等のコンピュータ
を用いて構成される。この要求側携帯端末１００は、不図示のハードウェアとして、処理
装置(ＣＰＵ，主記憶装置(ＲＡＭ等)，入出力ユニット等で構成される)、通信装置（アン
テナ，送受信機など）、入力装置(押しボタン，ダイヤル，キーボード，マイク等)、出力
装置(液晶ディスプレイ装置，エレクトロルミネッセンスパネル（ＥＬパネル），スピー
カ等)および二次記憶装置(フラッシュメモリ等)を有している。そして、要求側携帯端末
１００は、本位置検索システムに係る要求端末の処理を実行するための機能として、通信
機能１０１、制御機能１０２、及び入出力機能１０３を実現する。
【００２８】
通信機能１０１は、検索対象の位置検索を行うために、上記通信装置によって、基地局２
００及び計測側携帯端末３００と通信する。また、通信機能１０１は、上記通信装置によ
って、要求側携帯端末１００が通常の携帯型電話機として他の電話機と通信するための機
能を有する。さらに、通信機能１０１は、本位置検索システムにおいて、計測側携帯端末
３００に対して検索要求情報を送信するために、基地局２００を経由しない無線通信機能
を有する。
【００２９】
この無線通信機能は、携帯型電話機としての通信装置の一部、例えば、アンテナ、送受信
機の回路の一部を共用して構成できる。この場合、例えば、トランシーバのような一般に
開放されている周波数帯を搬送波として使用すればよい。また、上記無線通信機能は、携
帯型電話機とは別に、無線ＬＡＮ、或いはブルートゥース等の通信装置を用いてもよい。
また、上記無線通信機能は、ＰＨＳ（Personal Handy Phone）電話サービスの端末間通信
機能を利用してもよい。
【００３０】
制御機能１０２は、上記処理装置がプログラムを実行することにより実現される。制御機
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能１０２は、要求側携帯端末１００を本発明の検索要求端末として機能させる。この制御
機能１０２は、検索対象に関する種類や検索範囲などの情報を、通信機能１０１を介して
該当する範囲の計測側携帯端末３００に送信する。また、制御機能１０２は、要求側携帯
端末１００が通常の携帯型電話機としての機能を実現するための処理を行う。
【００３１】
入出力機能１０３は、上記入力装置により、検索対象の情報や検索範囲の情報などの、文
字情報或いは音声情報を、ユーザから受け付ける。また、入出力機能１０３は、上記出力
装置により、検索対象の位置情報などの、画像情報或いは音声情報を、ユーザに対して出
力する。
【００３２】
図３は、本位置検索システムに係る基地局２００の概略を示す機能ブロック図である。基
地局２００は、本発明に係る処理を行うために、通常の携帯型電話サービスの基地局とし
ての機能に加え、パーソナルコンピュータ(ＰＣ)，ワークステーション(ＷＳ)，専用のサ
ーバマシン等のコンピュータを用いて構成される。この基地局２００は、不図示のハード
ウェアとして、処理装置(ＣＰＵ，主記憶装置(ＲＡＭ等)，入出力ユニット，ＯＳ，デバ
イスドライバ等で構成される)、入力装置(キーボード，マイク等)、出力装置(液晶ディス
プレイ装置，スピーカ等)および二次記憶装置(ハードディスク等)を有している。そして
、基地局２００は、本位置検索システムに係るサービス装置の処理を実行するための機能
として、通信機能２０１、及び距離・方角測定処理機能２０２を実現する。
【００３３】
通信機能２０１は、検索対象の位置検索を行うために、要求側携帯端末１００及び計測側
携帯端末３００と通信する。また、通信機能２０１は、通常の携帯型電話サービスの基地
局としての機能を有する。
【００３４】
距離・方角測定処理機能２０２は、計測側携帯端末３００の現在位置情報と自動販売機４
００との距離情報に基づいて、自動販売機４００の緯度、経度情報などの位置情報を算出
する。
【００３５】
図４は、本位置検索システムに係る計測側携帯端末３００の概略を示す機能ブロック図で
ある。計測側携帯端末３００は、本発明に係る処理を行うために、携帯型電話機、或いは
ＰＤＡ（Personal Digital Assistants／Personal Data Assistants）等のコンピュータ
を用いて構成される。この計測側携帯端末３００は、不図示のハードウェアとして、処理
装置(ＣＰＵ，主記憶装置(ＲＡＭ等)，入出力ユニット，デバイスドライバ等で構成され
る)、通信装置（アンテナ，送受信機など）、位置情報取得装置（ＧＰＳ装置など）、入
力装置(キーボード，マイク等)、出力装置(液晶ディスプレイ装置，スピーカ等)および二
次記憶装置(フラッシュメモリ等)を有している。そして、計測側携帯端末３００は、本位
置検索システムに係る計測端末の処理を実行するための機能として、通信機能３０１、Ｇ
ＰＳ機能３０２、制御機能３０３、及び入出力機能３０４を実現する。
【００３６】
通信機能３０１は、要求側携帯端末１００からの要求に応じて検索対象の位置検索を行う
ために、上記通信装置によって、基地局２００及び要求側携帯端末１００と通信する。ま
た、通信機能３０１は、上記通信装置によって、計測側携帯端末３００が通常の携帯型電
話機として他の電話機と通信するための機能を有する。
【００３７】
ＧＰＳ機能３０２は、地球上を周回する複数の低軌道の衛星から送信される電波を受信す
ることで、計測側携帯端末３００の現在位置を算出する。
【００３８】
　制御機能３０３は、上記処理装置がプログラムを実行することにより実現される。制御
機能３０３は、計測側携帯端末３００を本発明の計測端末として機能を実現させる。この
制御機能３０３は、要求側携帯端末１００から受信した検索対象に関する種類などの情報
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に基づいて、検索対象となる自動販売機４００に対して位置情報計測用の電波を、通信機
能３０１を介して送信する。また、制御機能３０３は、計測側携帯端末３００が通常の携
帯型電話機としての機能を実現するための処理を行う。
【００３９】
入出力機能３０４は、上記入力装置により、通常の携帯型電話サービスに係る、文字情報
或いは音声情報を、ユーザから受け付ける。また、入出力機能３０４は、上記出力装置に
より、通常の携帯型電話サービスに係る、画像情報或いは音声情報を、ユーザに対して出
力する。
【００４０】
図５は、本位置検索システムに係る自動販売機４００の概略を示す機能ブロック図である
。自動販売機４００は、本発明に係る処理を行うために、通常の自動販売機としての構成
に加え、各種コンピュータを用いて構成される。この自動販売機４００は、不図示のハー
ドウェアとして、処理装置(ＣＰＵ，主記憶装置(ＲＡＭ等)，入出力ユニット，ＯＳ，デ
バイスドライバ等で構成される)、通信装置（アンテナ，送受信機など）、および二次記
憶装置(フラッシュメモリ等)を有している。なお、ＯＳについては、上記処理装置の構成
に含まれない場合もある。そして、自動販売機４００は、本位置検索システムに係る検索
対象の処理を実行するための機能として、通信機能４０１、制御機能４０２、及び販売機
能４０３を実現する。
【００４１】
通信機能４０１は、検索対象の位置検索を行うために、上記通信装置によって、基地局２
００及び計測側携帯端末３００と通信する。このときの通信方式としては、携帯端末同士
が基地局２００を経由せずに直接通信する、ＰＨＳ電話の端末間通信や、いわゆるトラン
シーバのように機能させてもよい。また、このときの通信方式としては、無線ＬＡＮ、ブ
ルートゥースなど、他のあらゆる通信方式を用いてもよい。
【００４２】
制御機能４０２は、上記処理装置がプログラムを実行することにより、本発明の検索対象
としての機能を実現する。この制御機能４０２は、計測側携帯端末３００から送信された
位置情報計測用電波を、通信機能１０１を介して送信元の計測側携帯端末３００に送信す
る。
【００４３】
販売機能４０３は、自動販売機４００が通常の自動販売機として動作するのに必要な、商
品の供給、或いは金銭の処理などの機能である。
【００４４】
〈本位置検索システムによる位置検索例〉
次に、本位置検索システムによる位置検索の一例について、図１を参照して説明する。図
１では、要求側携帯端末１００から自動販売機４００への位置情報を、基地局２００及び
計測側携帯端末３００によって提供する一例を示す。
【００４５】
まず、要求側携帯端末１００は、ユーザからの要求に応じて、検索要求として、検索対象
の情報と検索範囲の情報を確定する。このとき、検索要求情報のうち、例えば、検索対象
はタバコの自動販売機とする。また、検索要求情報のうち、検索範囲Ａは、要求側携帯端
末１００を中心とした半径４０から５０メートルの範囲とする。
【００４６】
要求側携帯端末１００は、検索要求情報を、検索範囲Ａ内にある複数の計測側携帯端末３
００を送信する。この検索範囲Ａは、通信機能４０１の送信電力制御により、電磁波と送
信可能な範囲として設定される。また、要求側携帯端末１００は、複数の計測側携帯端末
３００に対して、検索要求情報の他に、要求側携帯端末１００を特定可能な情報（ＩＤ）
を送信する。ここでＩＤとは、要求側携帯端末１００が本位置検索システムを利用する際
に、予め基地局２００が付与したユニークな番号、要求側携帯端末１００の製造番号など
に基づいて生成した番号、ユーザが予め生成し基地局２００がユニークであることを保証
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する番号などが挙げられる。そして、このユニークなＩＤに基づいて、要求側携帯端末１
００に対して検索対象の結果を送信する際のメールのメールアドレスを定める。
【００４７】
検索範囲Ａ内にある複数の計測側携帯端末３００は、上記ＩＤを含む検索要求情報を要求
側携帯端末１００から受信する。すなわち、上記検索要求の電磁波を受信可能なたんまつ
が、計測側携帯端末３００として機能する。そして、計測側携帯端末３００は、この検索
要求情報に応じて、自動販売機４００に対して位置情報計測用電波を送信する。このとき
、送信する位置情報計測用電波は、例えば、自動販売機の種類などの検索対象に応じて、
発信する周波数や応答コードなどを変更する。これにより、該当する検索対象のみが位置
情報計測用電波に応答するようになる。
【００４８】
位置情報計測用電波を受信した自動販売機４００は、応答電波を計測側携帯端末３００に
送信する。
【００４９】
自動販売機４００から応答電波を受信した計測側携帯端末３００は、その応答電波の遅延
時間に基づいて、計測側携帯端末３００から自動販売機４００までの距離を算出する。
【００５０】
自動販売機４００との距離確定後、計測側携帯端末３００Ａ，３００Ｂ，３００Ｃは、自
身の現在位置情報をＧＰＳ機能３０２によって取得する。そして、計測側携帯端末３００
Ａ，３００Ｂ，３００Ｃは、自動販売機４００との距離、及び自身の現在位置情報を基地
局２００に送信する。
【００５１】
　基地局２００は、計測側携帯端末３００と自動販売機４００との距離、及び計測側携帯
端末３００の現在位置情報に基づいて、自動販売機４００の位置情報を算出する。
【００５２】
図１において、自動販売機４００から応答電波を受信できた計測側携帯端末３００は、３
００Ａ，３００Ｂ，３００Ｃの３台である。この３台の計測側携帯端末３００Ａ，３００
Ｂ，３００Ｃの位置を中心とし、上記距離を半径とする３つの円の方程式を解くことによ
って、自動販売機４００の位置が決定する。すなわち、３つの円の交点として、自動販売
機４００の位置情報（緯度・経度）が求まる。
【００５３】
自動販売機４００の位置情報を算出後、基地局２００は、この情報を要求側携帯端末１０
０に送信する。このとき、基地局２００は、自動販売機４００の位置情報を、文字情報ま
たは地図情報に自動販売機４００の位置を付した画像情報などにしてメールにて送信する
。また、基地局２００は、該当する検索対象が発見されなかった場合にも、要求側携帯端
末１００にその旨をメールにて送信する。
【００５４】
図６は、上記した要求側携帯端末１００に送信する自動販売機４００の位置情報を通知す
るメールの一例である。このときメールには、ユーザが要求した検索対象（自動販売機４
００）１０、自動販売機４００付近の目標物から見た検索対象の方角１１、及び自動販売
機４００付近の基準となる目標物から見た検索対象との距離１２が表示される。このとき
、基準となる目標物は、基地局２００が管理するエリア（セル）範囲で事前に設定してお
けばよい。例えば、交差点、大きな目印となる建物、駅などを用いればよい。これらの位
置（緯度・経度）を基準として上記で算出した自動販売機４００の位置情報から方角１１
と距離１２とを求めればよい。
【００５５】
図７は、上記した要求側携帯端末１００に送信する検索対象が発見されなかった場合のメ
ールの一例である。このときメールには、検索対象が発見されなかった旨の文面２０が表
示される。
【００５６】
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〈各構成要素の処理フローチャート〉
次に、本位置検索システムにおける各構成要素の処理フローチャートについて説明する。
なお、以下の説明において、上記本位置検索システムによる位置検索例と説明が重複する
箇所については、その説明を省略する。
【００５７】
図８は、本位置検索システムに係る、要求側携帯端末１００の処理フローチャートである
。
【００５８】
まず、要求側携帯端末１００は、検索要求する自動販売機の種類と、ユーザ（検索者）の
要求側携帯端末１００からの検索範囲Ａを選択する。そして、この種類と検索範囲Ａの情
報を、検索要求情報とする（図８におけるステップ１０１、以下Ｓ１０１のように省略す
る）。
【００５９】
要求側携帯端末１００は、検索要求情報を、検索範囲Ａ内のＧＰＳ機能を備えた計測側携
帯端末３００に送信する（Ｓ１０２）。
【００６０】
基地局２００及び計測側携帯端末３００において、自動販売機４００の位置情報確定後、
要求側携帯端末１００は、この自動販売機４００の位置情報を含む測定結果を、メールに
て基地局２００から受信する（Ｓ１０３）。そして、要求側携帯端末１００は、受信した
測定結果のメールを表示する（Ｓ１０４）。
【００６１】
図９は、本位置検索システムに係る、基地局２００の処理フローチャートである。
【００６２】
まず、基地局２００は、自動販売機４００の距離及び計測側携帯端末３００の現在位置情
報を、計測側携帯端末３００から受信する（図９におけるステップ２０１、以下Ｓ２０１
のように省略する）。
【００６３】
基地局２００は、複数の計測側携帯端末３００から受信した上記距離及び現在位置情報に
基づいて、自動販売機４００の位置情報（緯度・経度など）を算出する。また、基地局２
００は、要求側携帯端末１００のユーザがわかりやすいように、自動販売機４００付近の
目標物から見た自動販売機４００の位置情報（例えば、○○交差点から西に１００メート
ル、或いは××ビルから▲○駅方面に５０メートルなど）を算出する（Ｓ２０２）。そし
て、基地局２００は、この要求側携帯端末１００から見た自動販売機４００の位置情報を
、要求側携帯端末１００に送信する（Ｓ２０３）。
【００６４】
図１０は、本位置検索システムに係る、計測側携帯端末３００の処理フローチャートであ
る。
【００６５】
まず、計測側携帯端末３００は、要求側携帯端末１００から検索要求情報を受信する（図
１０におけるステップ３０１、以下Ｓ３０１のように省略する）。
【００６６】
計測側携帯端末３００は、この検索要求情報に該当する検索対象（自動販売機４００）だ
けが応答する位置情報計測用電波（応答電波）を送信する（Ｓ３０２）。そして、計測側
携帯端末３００は、該当する自動販売機４００からの応答電波を受信し、この応答電波の
遅延時間に基づいて計測側携帯端末３００から自動販売機４００までの距離を算出する（
Ｓ３０３）。
【００６７】
距離算出後、計測側携帯端末３００は、ＧＰＳ機能３０２を利用して、現在位置情報を取
得する（Ｓ３０４）。そして、計測側携帯端末３００は、上記自動販売機４００までの距
離と、現在位置情報とを、基地局２００に送信する（Ｓ３０５）。
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【００６８】
〈実施の形態の効果〉
本実施の形態に係る位置検索システムを実現することにより、以下のような効果が得られ
る。
【００６９】
　本実施の形態に係る位置検索システムによれば、携帯端末に現在位置情報を取得する機
能がない場合であっても、所望の検索対象について、所定の目標物から見た検索対象の距
離及び方角の情報を取得することができる。
【００７０】
　また、本実施の形態に係る位置検索システムによれば、地図上に位置情報のない検索対
象であっても、所定の目標物から見た検索対象の距離及び方角の情報を取得することがで
きる。
【００７１】
〈変形例〉
本実施の形態において、本発明の計測端末、サービス装置、要求端末は、主に自動販売機
に適用した一例について説明したが、本発明ではこれに限らず、その他の検索対象に係る
位置検索システムに対して広く実施することができる。
【００７２】
また、本位置検索システムは、要求側携帯端末に対する検索対象の結果をメールにて送信
していたが、例えば、検索対象の結果を表示するウェブページのアドレス情報を通知して
、ユーザにそのウェブページを閲覧させることで通知してもよい。
【００７３】
また、本位置検索システムは、要求側携帯端末１００に対する検索対象の結果を文字情報
で提供していたが、例えば、地図情報に自動販売機４００の位置を示した画像情報などを
メールで送付する、或いはウェブページを閲覧させてもよい。
【００７４】
また、本位置検索システムにおける位置情報計測用電波に自動販売機４００が応答する場
合の処理としては、例えば以下の処理が挙げられる。
【００７５】
図１１は、本位置検索システムにおける自動販売機４００の位置情報計測用電波に対する
応答処理の一例のフローチャートである。まず、自動販売機４００は、計測側携帯端末３
００から送信された位置情報計測用電波を受信した際に、受信時刻を記録する（図１１に
おけるステップ４０１、以下Ｓ４０１のように省略する）。そして、自動販売機４００は
、この位置情報計測用電波に対する応答処理を行う（Ｓ４０２）。
【００７６】
自動販売機４００は、位置情報計測用電波に対する応答電波を送信する際に、送信時刻を
記録し、上記受信時刻と送信時刻とを計測側携帯端末３００に送信する（Ｓ４０３）。こ
のとき、自動販売機４００は、上記受信時刻と送信時刻とから自動販売機４００で要した
応答時間を算出して、計測側携帯端末３００に送信してもよい。以上の処理により、本位
置検索システムでは、自動販売機４００内の処理による遅延時間を除外し、計測側携帯端
末３００と自動販売機４００の距離を、送信した電波の伝送時間に基づいて算出すること
ができる。
【００７７】
また、本位置検索システムでは、自動販売機４００の地理的な位置情報を示す情報として
、緯度・経度を想定した。しかしながら、本発明ではこれに限定されない。例えば、検索
対象の位置情報を、基地局の位置を原点とする座標系で求めてもよい。
【００７８】
さらに、本位置検索システムでは、要求側携帯端末１００から計測側携帯端末３００に対
して検索要求を送信する際に、以下のような手順で検索対象範囲を設定する機能（メニュ
ー等）を設けてもよい。そして、その設定に従い、検索対象範囲の広さに応じて送信電力
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を制御してもよい。
【００７９】
図１２は、本位置検索システムにおける、計測側携帯端末３００に対する検索対象範囲を
要求側携帯端末１００から設定する際のフローチャートである。まず、要求側携帯端末１
００は、ユーザから検索対象範囲の設定要求がされたか否かを判定する（図１２における
ステップ５０１、以下Ｓ５０１のように省略する）。このとき、ユーザから検索対象範囲
の設定要求がされていない場合には、要求側携帯端末１００は、制御をステップ５０３に
進める。この場合には、要求側携帯端末１００は、検索要求を含む電磁波の出力を、既定
の出力に制御する。
【００８０】
検索対象範囲の設定要求がされている場合には、要求側携帯端末１００は、検索対象の送
信範囲の設定を、ユーザから受け付ける（Ｓ５０２）。
【００８１】
要求側携帯端末１００は、検索要求を含む電磁波の出力を、受け付けた検索対象の送信範
囲において、所定の受信電力レベルに制御する（Ｓ５０３）。これは、不図示のアンテナ
の放射電力特性と指向性から算出すればよい。
【００８２】
このような処理によって、本位置検索システムでは、ユーザの要求に応じた範囲にある計
測端末に対して、所定の受信電力レベルで検索要求を送信することができる。その結果、
本位置検索システムでは、要求側携帯端末１００の周囲の検索領域を絞ることができる。
【００８３】
なお、本発明の計測端末、サービス装置、要求端末は、本実施の形態にのみ限定されるも
のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論で
ある。
【００８４】
〈その他〉
本発明は、以下のように特定することができる。
【００８５】
（付記１）
検索対象の位置を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置と連係する計
測端末であり、
前記要求端末から前記検索対象の位置を検索する検索要求を受け付ける手段と、
この計測端末と前記検索対象との距離を算出する手段と、
この計測端末の現在位置情報を取得する手段と、
前記現在位置情報及び前記距離の情報を前記サービス装置に送信する手段と、を備える計
測端末。
【００８６】
（付記２）
前記検索対象が受信可能な電波を送信する手段と、
前記検索対象から前記電波に対する応答を受信する手段と、をさらに備える、付記１に記
載の計測端末。
【００８７】
本発明の計測端末は、現在位置取得機能を備えない端末からの要求に応じて、検索対象の
位置を計測する。従って、本発明の計測端末によれば、現在位置情報の取得が困難な端末
に対して検索対象の位置情報を提供することができる。
【００８８】
（付記３）
前記検索要求には、要求端末を特定可能な情報を含み、
前記送信する手段が、前記特定可能な情報とともに前記現在位置情報及び前記距離の情報
を前記サービス装置に送信する、付記１または２に記載の計測端末。
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【００８９】
本発明の計測端末では、検索要求を送信した要求端末を特定して、その要求端末にサービ
ス装置を通じて検索対象の位置情報を提供する。従って、本発明の計測端末によれば、現
在位置情報の取得が困難な端末に対して確実に検索対象の位置情報を提供することができ
る。
【００９０】
（付記４）
検索対象の位置情報を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置であり、
検索対象の位置を計測する計測端末から、この計測端末の現在位置情報、及び計測する計
測端末と検索対象との距離の情報を受信する手段と、
前記現在位置情報及び前記検索対象との距離の情報に基づいて算出した、前記検索対象の
位置情報を前記要求端末に送信する手段と、を備えるサービス装置。
【００９１】
本発明のサービス装置では、計測端末が計測したこの端末の現在位置情報と検索対象との
距離の情報から、要求端末で要求した検索対象の位置情報を算出して提供する。従って、
本発明のサービス装置によれば、要求に沿った検索対象の位置情報を提供することができ
る。
【００９２】
（付記５）
検索対象の位置情報を提供するサービス装置、及びこのサービス装置に前記検索対象まで
の距離を報告する計測端末を含むシステムにより、前記検索対象の位置情報の提供を受け
る要求端末であって、
自端末の周囲に存在する計測端末に、検索対象の位置情報を要求する検索要求を送信する
手段と、
前記サービス装置を通じて、前記計測端末からの報告に基づく前記検索対象の位置情報を
受信する手段と、を備える要求端末。
【００９３】
本発明の要求端末では、現在位置取得機能を備えない端末から、現在位置取得機能を備え
る他の端末に対して検索対象の位置情報を計測するように要求する。従って、本発明の要
求端末によれば、現在位置取得機能を備えない端末であっても、検索対象の位置情報を確
実に取得することができる。
【００９４】
（付記６）
前記検索要求には、個々の要求端末を特定可能な情報と、前記検索対象を指定する情報を
含み、
前記受信する手段は、前記特定可能な情報に従い前記位置情報を受信する、付記５に記載
の要求端末。
【００９５】
本発明の要求端末では、検索要求を送信した要求端末を特定する情報を計測端末に送信し
、その特定する情報に基づいて、検索対象の位置情報の提供を受ける。従って、本発明の
要求端末によれば、自端末が現在位置情報の取得が困難な端末であっても、確実に検索対
象の位置情報の提供を受けることができる。
【００９６】
（付記７）
自端末の周囲において検索対象範囲の設定を受ける手段をさらに備え、
前記送信する手段は、前記検索要求を含む電磁波を前記検索対象範囲において所定の受信
電力レベルに制御する送信利得制御手段を有する、付記５または６に記載の要求端末。
【００９７】
本発明の要求端末では、要求に応じた範囲にある計測端末に対して、確実に検索要求を送
信することができる。
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【００９８】
（付記８）
検索対象の位置を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置と連係する端
末が実行する方法であり、
前記要求端末から前記検索対象の位置を検索する検索要求を受け付けるステップと、
前記検索対象が受信可能な電波を送信するステップと、
前記検索対象から前記電波に対する応答を受信するステップと、
受信した前記応答から、この端末と前記検索対象との距離を算出するステップと、
この端末の現在位置情報を取得するステップと、
前記現在位置情報及び前記距離の情報を前記サービス装置に送信するステップと、を備え
る位置情報計測方法。
【００９９】
本発明の位置情報計測方法では、現在位置取得機能を備えない端末からの要求に応じて、
検索対象の位置を計測する。従って、本発明の位置情報計測方法によれば、現在位置情報
の取得が困難な端末に対して検索対象の位置情報を提供することができる。
【０１００】
（付記９）
前記検索要求には、要求端末を特定可能な情報を含み、
前記送信するステップでは、前記特定可能な情報とともに前記現在位置情報及び前記距離
の情報を前記サービス装置に送信する、付記８に記載の位置情報計測方法。
【０１０１】
本発明の位置情報計測方法では、検索要求を送信した要求端末を特定して、その要求端末
にサービス装置を通じて検索対象の位置情報を提供する。従って、本発明の位置情報計測
方法によれば、現在位置情報の取得が困難な端末に対して確実に検索対象の位置情報を提
供することができる。
【０１０２】
（付記１０）
検索対象の位置情報を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置が実行す
る方法であり、
検索対象の位置を計測する計測端末から、この計測端末の現在位置情報、及び計測する計
測端末と検索対象との距離の情報を受信するステップと、
前記現在位置情報及び前記検索対象との距離の情報に基づいて算出した、前記検索対象の
位置情報を前記要求端末に送信するステップと、を備える位置情報提供方法。
【０１０３】
本発明の位置情報提供方法では、計測端末が計測したこの端末の現在位置情報と検索対象
との距離の情報から、要求端末で要求した検索対象の位置情報を算出して提供する。従っ
て、本発明の位置情報提供方法によれば、要求に沿った検索対象の位置情報を提供するこ
とができる。
【０１０４】
（付記１１）
検索対象の位置情報を提供するサービス装置、及びこのサービス装置に前記検索対象まで
の距離を報告する計測端末を含むシステムにより、前記検索対象の位置情報の提供を受け
る端末が実行する方法であって、
自端末の周囲に存在する計測端末に、検索対象の位置情報を要求する検索要求を送信する
ステップと、
前記サービス装置を通じて、前記計測端末からの報告に基づく前記検索対象の位置情報を
受信するステップと、を備える位置情報要求方法。
【０１０５】
本発明の位置情報要求方法では、現在位置取得機能を備えない端末から、現在位置取得機
能を備える他の端末に対して検索対象の位置情報を計測するように要求する。従って、本
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発明の位置情報要求方法によれば、現在位置取得機能を備えない端末であっても、検索対
象の位置情報を確実に取得することができる。
【０１０６】
（付記１２）
前記検索要求には、個々の要求端末を特定可能な情報と、前記検索対象を指定する情報を
含み、
前記受信するステップでは、前記特定可能な情報に従い前記位置情報を受信する、付記１
１に記載の位置情報要求方法。
【０１０７】
本発明の位置情報要求方法では、検索要求を送信した要求端末を特定する情報を計測端末
に送信し、その特定する情報に基づいて、検索対象の位置情報の提供を受ける。従って、
本発明の位置情報要求方法によれば、自端末が現在位置情報の取得が困難な端末であって
も、確実に検索対象の位置情報の提供を受けることができる。
【０１０８】
（付記１３）
自端末の周囲において検索対象範囲の設定を受けるステップをさらに備え、
前記送信するステップでは、前記検索要求を含む電磁波を前記検索対象範囲において所定
の受信電力レベルに制御する送信利得制御手段を有する、付記１１または１２に記載の位
置情報要求方法。
【０１０９】
本発明の位置情報要求方法では、要求に応じた範囲にある計測端末に対して、確実に検索
要求を送信することができる。
【０１１０】
（付記１４）
検索対象の位置を求める要求端末に対して位置情報を提供するサービス装置と連係する端
末に実行させるプログラムであり、
前記要求端末から前記検索対象の位置を検索する検索要求を受け付けるステップと、
前記検索対象が受信可能な電波を送信するステップと、
前記検索対象から前記電波に対する応答を受信するステップと、
受信した前記応答から、この端末と前記検索対象との距離を算出するステップと、
この端末の現在位置情報を取得するステップと、
前記現在位置情報及び前記距離の情報を前記サービス装置に送信するステップと、を実行
させる、コンピュータ実行可能な位置情報計測プログラム。
【０１１１】
本発明の位置情報計測プログラムは、コンピュータに現在位置取得機能を備えない端末か
らの要求に応じて、検索対象の位置を計測させる。従って、本発明の位置情報計測プログ
ラムによれば、現在位置情報の取得が困難な端末に対して検索対象の位置情報を提供させ
ることができる。
【０１１２】
（付記１５）
前記検索要求には、要求端末を特定可能な情報を含み、
前記送信するステップでは、前記特定可能な情報とともに前記現在位置情報及び前記距離
の情報を前記サービス装置に送信する、付記１４に記載の位置情報計測プログラム。
【０１１３】
本発明の位置情報計測プログラムでは、コンピュータに検索要求を送信した要求端末を特
定して、その要求端末にサービス装置を通じて検索対象の位置情報を提供させる。従って
、本発明の位置情報計測プログラムによれば、現在位置情報の取得が困難な端末に対して
確実に検索対象の位置情報を提供させることができる。
【０１１４】
（付記１６）
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検索対象の位置情報を求める要求端末に対して位置情報を提供するコンピュータに実行さ
せるプログラムであり、
検索対象の位置を計測する計測端末から、この計測端末の現在位置情報、及び計測する計
測端末と検索対象との距離の情報を受信するステップと、
前記現在位置情報及び前記検索対象との距離の情報に基づいて算出した、前記検索対象の
位置情報を前記要求端末に送信するステップと、をコンピュータに実行させる位置情報提
供プログラム。
【０１１５】
本発明の位置情報提供プログラムでは、コンピュータに計測端末が計測したこの端末の現
在位置情報と検索対象との距離の情報から、要求端末で要求した検索対象の位置情報を算
出して提供させる。従って、本発明の位置情報提供プログラムによれば、要求に沿った検
索対象の位置情報を提供させることができる。
【０１１６】
（付記１７）
検索対象の位置情報を提供するサービス装置、及びこのサービス装置に前記検索対象まで
の距離を報告する計測端末を含むシステムにより、前記検索対象の位置情報の提供を受け
る端末に実行させるプログラムであって、
自端末の周囲に存在する計測端末に、検索対象の位置情報を要求する検索要求を送信する
ステップと、
前記サービス装置を通じて、前記計測端末からの報告に基づく前記検索対象の位置情報を
受信するステップと、を実行させる、コンピュータ実行可能な位置情報要求プログラム。
【０１１７】
本発明の位置情報要求プログラムでは、コンピュータに現在位置取得機能を備えない端末
から、現在位置取得機能を備える他の端末に対して検索対象の位置情報を計測するように
要求させる。従って、本発明の位置情報要求プログラムによれば、現在位置取得機能を備
えない端末であっても、検索対象の位置情報を確実に取得させることができる。
【０１１８】
（付記１８）
前記検索要求には、個々の要求端末を特定可能な情報と、前記検索対象を指定する情報を
含み、
前記受信するステップでは、前記特定可能な情報に従い前記位置情報を受信する、付記１
７に記載の位置情報要求プログラム。
【０１１９】
本発明の位置情報要求プログラムでは、コンピュータに検索要求を送信した要求端末を特
定する情報を計測端末に送信し、その特定する情報に基づいて、検索対象の位置情報の提
供を受けさせる。従って、本発明の位置情報要求プログラムによれば、自端末が現在位置
情報の取得が困難な端末であっても、確実に検索対象の位置情報の提供を受けさせること
ができる。
【０１２０】
（付記１９）
自端末の周囲において検索対象範囲の設定を受けるステップをさらに実行させ、
前記送信するステップでは、前記検索要求を含む電磁波を前記検索対象範囲において所定
の受信電力レベルに制御する送信利得制御手段を有する、付記１７または１８に記載の位
置情報要求プログラム。
【０１２１】
本発明の位置情報要求プログラムでは、コンピュータに要求に応じた範囲にある計測端末
に対して、確実に検索要求を送信させることができる。
【０１２２】
なお、本発明において、以上の各構成要素は、可能な限り組み合わせることができる。
【０１２３】
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【発明の効果】
本発明の計測端末、サービス装置、要求端末によれば、地図情報に基づく位置検索が困難
である検索対象物の位置情報を取得し、その位置情報を現在位置情報の取得が困難な端末
に提供するという優れた効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る、位置検索システムの実施の概略を示す図である。
【図２】本位置検索システムに係る要求側携帯端末の概略を示す機能ブロック図である。
【図３】本位置検索システムに係る基地局の概略を示す機能ブロック図である。
【図４】本位置検索システムに係る計測側携帯端末の概略を示す機能ブロック図である。
【図５】本位置検索システムに係る自動販売機の概略を示す機能ブロック図である。
【図６】要求側携帯端末に送信する自動販売機の位置情報を通知するメールの一例である
。
【図７】要求側携帯端末に送信する検索対象が発見されなかった場合のメールの一例であ
る。
【図８】本位置検索システムに係る、要求側携帯端末の処理フローチャートである。
【図９】本位置検索システムに係る、基地局の処理フローチャートである。
【図１０】本位置検索システムに係る、計測側携帯端末の処理フローチャートである。
【図１１】本位置検索システムにおける自動販売機の位置情報計測用電波に対する応答処
理の一例のフローチャートである。
【図１２】本位置検索システムにおける、計測側携帯端末に対する検索対象範囲を要求側
携帯端末から設定する際のフローチャートである。
【符号の説明】
１０　検索対象
１１　方角
１２　距離
２０　文面
１００　　　要求側携帯端末
１０１　　　通信機能
１０２　　　制御機能
１０３　　　入出力機能
２００　　　基地局
２０１　　　通信機能
２０２　　　距離・方角測定処理機能
３００　　　計測側携帯端末
３０１　　　通信機能
３０２　　　ＧＰＳ機能
３０３　　　制御機能
３０４　　　入出力機能
４００　　　自動販売機
４０１　　　通信機能
４０２　　　制御機能
４０３　　　販売機能
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