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(57)【要約】
【課題】移動基地局のゾーンを用いた位置検出に依らず
、携帯電話端末の位置を検出することにより、建物内の
案内等のサービスを提供する。
【解決手段】位置の識別情報を発信する位置ＩＤ情報発
信器と、位置の識別情報を受信する手段、および、受信
した位置の識別情報と共に自携帯電話端末の識別情報を
送信する手段を備えた携帯電話端末と、位置の識別情報
および携帯電話端末の識別情報を受信する手段、および
、受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信
した携帯電話端末の識別情報を有する携帯電話端末に返
信する手段を備えたルート情報配信サーバとを備え、携
帯電話端末は、案内情報を受信する手段を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置の識別情報を発信する位置ＩＤ情報発信器と、
　上記位置の識別情報を受信する手段、および、受信した位置の識別情報と共に自携帯電
話端末の識別情報を送信する手段を備えた携帯電話端末と、
　上記位置の識別情報および携帯電話端末の識別情報を受信する手段、および、受信した
位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話端末の識別情報を有する携帯電
話端末に返信する手段を備えたルート情報配信サーバと
　を備え、
　前記携帯電話端末は、上記案内情報を受信する手段を備えた
　ことを特徴とする位置誘導システム。
【請求項２】
　前記携帯電話端末は、目的地の情報を送信する手段を備え、
　前記ルート情報配信サーバは、前記案内情報として、前記携帯電話端末の現在位置から
目的地までの経路となるルート情報および地図情報を生成する手段を備えた
　請求項１記載の位置誘導システム。
【請求項３】
　前記ルート情報配信サーバは、前記案内情報として、前記携帯電話端末の目的地に関連
した宣伝情報を生成する手段を備えた請求項２記載の位置誘導システム。
【請求項４】
　位置ＩＤ情報発信器が、位置の識別情報を発信し、
　携帯電話端末が、上記識別情報を受信し、受信した位置の識別情報と共に自携帯電話端
末の識別情報を送信し、
　ルート情報配信サーバが、上記位置の識別情報および携帯電話端末の識別情報を受信し
、受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話端末の識別情報を有
する携帯電話端末に返信し、
　上記携帯電話端末は、上記案内情報を受信する
　ことを特徴とする位置誘導方法。
【請求項５】
　前記携帯電話端末が、目的地の情報を送信し、
　前記ルート情報配信サーバが、前記案内情報として、前記携帯電話端末の現在位置から
目的地までの経路となるルート情報および地図情報を生成する
　請求項４記載の位置誘導方法。
【請求項６】
　前記ルート情報配信サーバが、前記案内情報として、前記携帯電話端末の目的地に関連
した宣伝情報を生成する請求項５記載の位置誘導方法。
【請求項７】
　位置の識別情報を発信する位置ＩＤ情報発信器からの上記位置の識別情報を受信する手
段と、
　受信した位置の識別情報と共に自携帯電話端末の識別情報を送信する手段と、
　ルート情報配信サーバが送信した案内情報を受信する手段と
　を備えたことを特徴とする携帯電話端末。
【請求項８】
　前記ルート情報配信サーバに、目的地の情報を送信する手段を備えた請求項７記載の携
帯電話端末。
【請求項９】
　請求項７記載の携帯電話端末から送信された位置の識別情報および携帯電話端末の識別
情報を受信する手段と、
　受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話端末の識別情報を有
する携帯電話端末に返信する手段と
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　を備えたことを特徴とするルート情報配信サーバ。
【請求項１０】
　請求項８記載の携帯電話端末から送信された目的地の情報を受信する手段と、
　前記案内情報として、前記携帯電話端末の現在位置から目的地までの経路となるルート
情報および地図情報を生成する手段と
　を備えた請求項９記載のルート情報配信サーバ。
【請求項１１】
　前記案内情報として、前記携帯電話端末の目的地に関連した宣伝情報を生成する手段を
備えた請求項１０記載のルート情報配信サーバ。
【請求項１２】
　情報処理装置にインストールすることにより、その情報処理装置に、
　位置の識別情報を発信する位置ＩＤ情報発信器からの上記位置の識別情報を受信する機
能と、
　受信した位置の識別情報と共に自携帯電話端末の識別情報を送信する機能と、
　ルート情報配信サーバが送信した案内情報を受信する機能と
　を備えた携帯電話端末の機能を実現するプログラム。
【請求項１３】
　前記ルート情報配信サーバに、目的地の情報を送信する機能を実現する請求項１２記載
のプログラム。
【請求項１４】
　情報処理装置にインストールすることにより、その情報処理装置に、
　請求項７記載の携帯電話端末から送信された位置の識別情報および携帯電話端末の識別
情報を受信する機能と、
　受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話端末の識別情報を有
する携帯電話端末に返信する機能と
　を備えたルート情報配信サーバの機能を実現するプログラム。
【請求項１５】
　請求項８記載の携帯電話端末から送信された目的地の情報を受信する機能と、
　前記案内情報として、前記携帯電話端末の現在位置から目的地までの経路となるルート
情報および地図情報を生成する機能と
　を実現する請求項１４記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記案内情報として、前記携帯電話端末の目的地に関連した宣伝情報を生成する機能を
実現する請求項１５記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位置誘導システムおよび方法および携帯電話端末およびルート情報配信サー
バに関する。
【背景技術】
【０００２】
　大型のショッピング・センタや大きな駅などの慣れない屋内施設を訪れたユーザは、壁
などに掲載されている屋内の案内地図を探し、現在位置と目的地までのルートを確認して
から目的地まで移動していた。しかし屋内の案内地図はショッピング・センタであれば出
入り口や階段付近などの限られた場所にしか設置されていないため、移動の途中で目的地
や現在位置を見失った場合は、もう一度地図の掲載場所に戻る必要があるなどの問題があ
った。
【０００３】
　このような問題を解決するために、屋内における赤外線信号を使った位置検出システム
および位置検出装置が特許文献１で開示されている。ここで提案されている内容は、屋内
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に設置された赤外線位置ＩＤ発信器が発信した位置ＩＤを位置検出端末が受信し、位置検
出端末自身が現在位置を検出し画面に表示するものである。また、現在位置の検出は位置
検出端末が行い、そのための地図情報データも位置検出端末自身が保持するものである。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１１１６４８号公報
【特許文献２】特開２００２－１１７１７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この技術では、ユーザは位置検出端末の現在位置しか知ることができな
いため、目的地の場所や目的地への行き方を調べることができないという問題がある。ま
た、現在位置の検出を位置検出端末が行うため、位置検出端末自身に地図情報のデータを
格納しておく必要があることから、現在位置を検出する前に事前に屋内全体の地図情報を
取得しておかなければならないという問題がある。さらに、地図情報のデータを位置検出
端末のメモリに保存しておく必要があるため、位置検出端末のコストが高くなるという問
題もある。
【０００６】
　このような問題を解決するための提案が特許文献２で開示されている。特許文献２で開
示されている提案では、案内情報管理サーバを有し、目的地の場所や目的地への行き方を
調べることができる。また、現在位置の検出を位置検出装置が行うため、位置検出端末が
事前に地図情報を取得しておく必要もない。従って、地図情報のデータを位置検出端末の
メモリに保持しておく必要もない。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に開示されている提案では、無線基地局が自身のゾーンに在
圏するＰＨＳ(Personal Handy Phone)等の通信距離の短い携帯電話を検出することにより
位置検出を行うので、ＰＨＳ等の携帯電話端末を所持するユーザでなければサービスを受
けることはできない。しかし、ＰＨＳの契約者数が激減している昨今の状勢を鑑みると、
ＰＨＳ等の通信距離の短い携帯電話端末を所持するユーザに限定されるようなサービス形
態は実用的ではない。
【０００８】
　本発明は、このような背景の下に行われたものであって、無線基地局のゾーンを用いた
位置検出に依らず、携帯電話端末の位置を検出することにより、建物内の案内等のサービ
スを提供することができる位置誘導システムおよび方法および携帯電話端末およびプログ
ラム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】
【０００９】
　本発明は、位置の識別情報を発信する位置ＩＤ情報発信器と、上記位置の識別情報を受
信する手段、および、受信した位置の識別情報と共に自携帯電話端末の識別情報を送信す
る手段を備えた携帯電話端末と、上記位置の識別情報および携帯電話端末の識別情報を受
信する手段、および、受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話
端末の識別情報を有する携帯電話端末に返信する手段を備えたルート情報配信サーバとを
備え、上記携帯電話端末は、上記案内情報を受信する手段を備えたことを特徴とする位置
誘導システムである。
【００１０】
　また、本発明を位置誘導方法としての観点から観ると、本発明は、位置ＩＤ情報発信器
が、位置の識別情報を発信し、携帯電話端末が、上記識別情報を受信し、受信した位置の
識別情報と共に自携帯電話端末の識別情報を送信し、ルート情報配信サーバが、上記位置
の識別情報および携帯電話端末の識別情報を受信し、受信した位置の識別情報に対応する
案内情報を、受信した携帯電話端末の識別情報を有する携帯電話端末に返信し、上記携帯
電話端末は、上記案内情報を受信することを特徴とする位置誘導方法である。
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【００１１】
　また、本発明を携帯電話端末としての観点から観ると、本発明は、位置の識別情報を発
信する位置ＩＤ情報発信器からの上記位置の識別情報を受信する手段と、受信した位置の
識別情報と共に自携帯電話端末の識別情報を送信する手段と、ルート情報配信サーバが送
信した案内情報を受信する手段とを備えたことを特徴とする携帯電話端末である。
【００１２】
　また、本発明をルート情報配信サーバとしての観点から観ると、本発明は、本発明の携
帯電話端末から送信された位置の識別情報および携帯電話端末の識別情報を受信する手段
と、受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話端末の識別情報を
有する携帯電話端末に返信する手段とを備えたことを特徴とするルート情報配信サーバで
ある。
【００１３】
　また、本発明をプログラムとしての観点から観ると、本発明は、情報処理装置にインス
トールすることにより、その情報処理装置に、位置の識別情報を発信する位置ＩＤ情報発
信器からの上記位置の識別情報を受信する機能と、受信した位置の識別情報と共に自携帯
電話端末の識別情報を送信する機能と、ルート情報配信サーバが送信した案内情報を受信
する機能とを備えた携帯電話端末の機能を実現するプログラムである。
【００１４】
　あるいは、本発明は、情報処理装置にインストールすることにより、その情報処理装置
に、本発明の携帯電話端末から送信された位置の識別情報および携帯電話端末の識別情報
を受信する機能と、受信した位置の識別情報に対応する案内情報を、受信した携帯電話端
末の識別情報を有する携帯電話端末に返信する機能とを備えたルート情報配信サーバの機
能を実現するプログラムである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、無線基地局のゾーンを用いた位置検出に依らず、携帯電話端末の位置
を検出することにより、建物内の案内等のサービスを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
（実施形態の構成の説明）
　本発明の実施形態の位置誘導システムの構成について図面を参照して説明する。図１は
、本発明の実施形態の位置誘導システムの全体構成図である。図２は、本発明の実施形態
の位置誘導システムのブロック構成図である。
【００１７】
　図１および図２を参照すると、本実施形態の位置誘導システムは、ユーザの携帯電話端
末１０と、位置ＩＤ情報発信器２０ａおよび２０ｂと、ルート情報配信サーバ３０と、携
帯電話端末１０の無線基地局４０と、通信ネットワーク５０とから構成されている。携帯
電話端末１０とルート情報配信サーバ３０とは通信ネットワーク５０を介して相互に接続
されている。
【００１８】
　携帯電話端末１０は、携帯電話等の無線通信装置であり、赤外線情報を受信する機能で
ある位置ＩＤ情報受信部１１を備えると共にルート情報配信サーバ３０にアクセスし、現
在地周辺地図情報と目的地候補情報、目的地までのルート情報、宣伝情報などを表示する
機能である位置情報送信部１２を備えている。なお、ここでは、赤外線情報によって位置
ＩＤ情報を送受信するとして説明するが、無線タグなどの無線信号によって位置ＩＤ情報
を送受信することもできる。
【００１９】
　また、携帯電話端末１０の位置情報送信部１２は、位置ＩＤ情報受信部１１で受信した
現在位置情報やユーザが向かおうとする目的地の情報を通信ネットワーク５０を介してル
ート情報配信サーバ３０に送信する機能を備えている。
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【００２０】
　現在地周辺地図情報とは、ショッピング・センタや駅構内など屋内にいる携帯電話端末
１０の現在位置とその周辺との位置関係を示した屋内地図であり、ショッピング・センタ
であればその各フロアにある衣服店や飲食店などの店舗やエレベータやエスカレータなど
、駅構内であればホームや階段、改札、トイレ、売店などの位置情報を含む。
【００２１】
　目的地候補情報とは、ショッピング・センタや駅構内など屋内にいるユーザの目的地の
候補をカテゴリ別に分類した情報である。例えばショッピング・センタであれば衣服店や
飲食店などのカテゴリ情報とそれぞれのカテゴリに属する具体的な店舗情報、駅構内であ
れば乗り換えや改札などのカテゴリ情報とそれぞれに属する路線名情報や改札口情報であ
る。
【００２２】
　目的地までのルート情報とは、携帯電話端末１０の現在位置と目的地までのルートであ
り、平面的な地図情報だけでなく、階段やエレベータ、エスカレータなどを使った立体的
な目的地までのルートも含む。
【００２３】
　宣伝情報とは、ショッピング・センタや駅などでの拡販活動につなげるための情報であ
る。例えばショッピング・センタであれば本日のお買い得情報やセール情報、最新の商品
情報などである。
【００２４】
　位置ＩＤ発信器２０ａおよび２０ｂは、赤外線信号を発信する装置であり、屋内の天井
等の至るところに設置され、設置場所に固有の位置ＩＤを赤外線信号により発信する機能
を備える。
【００２５】
　ルート情報配信サーバ３０は、ショッピング・センタや駅に設置されているパーソナル
・コンピュータまたはワーク・ステーション、サーバ等の情報処理装置であり、位置情報
受信部３１は、携帯電話端末１０から受信した現在位置情報からユーザの現在位置を特定
し、案内情報送信部３２は、現在地周辺地図情報や目的地候補情報を生成して携帯電話端
末１０に送信する機能を備える。
【００２６】
　また、ルート情報配信サーバ３０の案内情報送信部３２は、携帯電話端末１０から受信
したユーザの目的地情報から目的地までのルート情報を生成して携帯電話端末１０に送信
する機能を備える。
【００２７】
　さらに、ルート情報配信サーバ３０の案内情報送信部３２は、携帯電話端末１０から受
信したユーザの目的地情報から関連する宣伝情報を生成して携帯電話端末１０に送信する
機能を備える。
（第一の実施形態の動作の説明）
【００２８】
　本発明の第一の実施形態の位置誘導システムの動作を図１～図８を参照して説明する。
図３は、第一の実施形態の位置誘導システムの動作を示すフローチャートである。図４～
図８は、第一の実施形態における表示部１４の表示例を示す図である。図３に示すように
、まず、ユーザが携帯電話端末１０の操作部１５を操作することによりルート情報配信サ
ーバ３０にアクセスする（ステップＡ１）。これに同期して携帯電話端末１０の位置ＩＤ
情報受信部１１は、最も近くにある位置ＩＤ情報発信器２０ａが発信する現在地の位置Ｉ
Ｄ情報を受信し（ステップＡ２）、位置情報送信部１２は、ルート情報配信サーバ３０に
位置ＩＤ情報を送信する（ステップＡ３）。
【００２９】
　ルート情報配信サーバ３０の位置情報受信部３１は、携帯電話端末１０の現在地の位置
ＩＤ情報を受信（ステップＡ４）すると、案内情報送信部３２は、現在地周辺地図情報と
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目的地候補情報とを生成して携帯電話端末１０に送信する（ステップＡ５）。
【００３０】
　携帯電話端末１０の案内情報受信部１３は、ルート情報配信サーバ３０が送信した現在
地周辺地図情報と目的地候補情報とを受信する（ステップＡ６）と、表示部１４に周辺地
図を表示する。
【００３１】
　例えば、表示部１４には図４のように現在ユーザがいるフロアの地図と現在位置とが表
示され、目的地を候補から選ぶことや直接入力することができる。ここでユーザが操作部
１５を操作することにより、目的地候補から希望する目的地を選択（ステップＡ７）する
と、携帯電話端末１０の位置情報送信部１２は目的地情報をルート情報配信サーバ３０に
送信する（ステップＡ８）。例えば、図５のようにカテゴリ別の目的地候補から一つを選
択すると図６のように詳細な目的地候補が表示され、最終的に到達したい目的地を選択す
ることができる。また、図７のように目的地を直接入力して検索することもできる。
【００３２】
　次に、ルート情報配信サーバ３０の位置情報受信部３１は、携帯電話端末１０から送ら
れた目的地情報を受信する（ステップＡ９）と、案内情報送信部３２は、現在位置から目
的地までのルート情報を生成（ステップＡ１０）し、目的地までの地図情報と合わせて携
帯電話端末１０に送信する（ステップＡ１１）。
【００３３】
　携帯電話端末１０の案内情報受信部１３は、情報配信サーバ３０が送信した目的地まで
のルート情報と地図情報を受信（ステップＡ１２）すると目的地までの地図とルートとを
表示部１４に表示する。例えば、図８のように現在位置から目的地までの移動ルートを地
図上に表示するとともに移動方法を表示することができる。
（効果の説明）
【００３４】
　第１の効果は、ショッピング・センタや駅を訪れたユーザは、迷うことなく目的地まで
たどり着けることができるという効果がある。ショッピング・センタであれば目的の店舗
に、駅構内であれば、乗り換えなどをスムーズに誘導することかできるため、ユーザの移
動を効率的に行うことができる。
【００３５】
　第２の効果は、目的地に関連する情報に限定した宣伝情報を送ることができるため、個
人をターゲットとした拡販活動が行える効果がある。
（第二の実施形態）
【００３６】
　本発明の第二の実施形態について図９および図１０を参照して説明する。図９は、第二
の実施形態の位置誘導システムの動作を示すフローチャートである。図１０は、第二の実
施形態における表示部１４の表示例を示す図である。携帯電話端末１０の位置情報送信部
１２が、現在地の位置ＩＤ情報をルート情報配信サーバ３０に送信してから目的地までの
ルート情報を生成するところまでの動作（ステップＢ１～ステップＢ１０）は、第一の実
施形態と同様である。
【００３７】
　次に、ルート情報配信サーバ３０の位置情報受信部３１は、携帯電話端末１０から送ら
れた目的地情報を受信する（ステップＢ９）と、案内情報送信部３２は、現在位置から目
的地までのルート情報を生成（ステップＢ１０）し、同時にユーザの目的地に関連した宣
伝情報を生成（ステップＢ１１）し、目的地までの地図情報と合わせて携帯電話端末１０
に送信する（ステップＢ１２）。
【００３８】
　携帯電話端末１０の案内情報受信部１３は、情報配信サーバ３０の案内情報送信部３２
が送信した目的地までのルート情報と地図情報および宣伝情報を受信（ステップＢ１３）
すると、目的地までの地図とルートとともに宣伝情報を表示部１４に表示する。例えば、
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図１０のように現在位置から目的地までの移動ルートを地図上に表示するとともにセール
情報などの宣伝情報を表示することができる。
（プログラムの実施例）
【００３９】
　情報処理装置にインストールすることにより、その情報処理装置に、本実施形態の位置
誘導システムにおける携帯電話端末１０およびルート情報配信サーバ３０の機能を実現す
るプログラムの実施例を説明する。ここで、情報処理装置とは、例えば、携帯電話端末１
０に内蔵される汎用のマイクロ・コンピュータ装置やルート情報配信サーバ３０として動
作する汎用のコンピュータ装置である。
【００４０】
　本実施例のプログラムは記録媒体に記録されることにより、情報処理装置は、この記録
媒体を用いて本実施例のプログラムをインストールすることができる。あるいは、本実施
例のプログラムを保持するサーバからネットワークを介して直接情報処理装置に本実施例
のプログラムをインストールすることもできる。
【００４１】
　これにより、情報処理装置を用いて、本実施形態の携帯電話端末１０における位置ＩＤ
情報受信部１１、位置情報送信部１２、案内情報受信部１３、ルート情報配信サーバ３０
における位置情報受信部３１、案内情報送信部３２などの機能の内で処理手順を制御する
機能を実現することができる。
【００４２】
　なお、本実施例のプログラムは、情報処理装置によって直接実行可能なものだけでなく
、ハードディスクなどにインストールすることによって実行可能となるものも含む。また
、圧縮されたり、暗号化されたりしたものも含む。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明によれば、ショッピング・センタや駅構内だけでなく、デパートやホテル、空港
、図書館、ビル、展示会場など広い屋内の位置誘導に適用できる。また、携帯電話の電車
乗り換え案内システムなどの用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態の位置誘導システムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施形態の位置誘導システムのブロック構成図である。
【図３】第一の実施形態の位置誘導システムの動作を示すフローチャートである。
【図４】第一の実施形態における表示部の表示例を示す図である。
【図５】第一の実施形態における表示部の表示例を示す図である。
【図６】第一の実施形態における表示部の表示例を示す図である。
【図７】第一の実施形態における表示部の表示例を示す図である。
【図８】第一の実施形態における表示部の表示例を示す図である。
【図９】第二の実施形態の位置誘導システムの動作を示すフローチャートである。
【図１０】第二の実施形態における表示部の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０　携帯電話端末
１１　位置ＩＤ情報受信部
１２　位置情報送信部
１３　案内情報受信部
１４　表示部
１５　操作部
２０ａ、２０ｂ　位置ＩＤ情報発信器
３０　ルート情報配信サーバ
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３１　位置情報受信部
３２　案内情報送信部
４０　無線基地局
５０　通信ネットワーク

【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】
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