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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エリアを移動する無線通信端末を使用する加入者へ提供情報を通知する情報通知方法に
おいて、
　ひとつ又は複数のエリア内に位置する前記無線通信端末からの位置登録要求により伝送
される端末のいるエリアを表す位置登録エリア情報及び端末を一意に識別するための端末
識別ＩＤを受信し、
　受信された前記端末識別ＩＤをもとに、前記端末識別ＩＤと対応する加入者名と、加入
者により提供情報を変更するかを判断するための判別情報と、加入者がいずれの提供情報
を希望するかを示す希望情報を含む加入者データを持つ加入者データベースを参照し、
　前記判別情報を検索した結果、前記加入者に通知する前記提供情報の変更が必要な場合
は、前記無線通信端末に対して、加入者による前記希望情報の変更を要求し、加入者によ
る希望情報の変更を受けて前記希望情報を更新し、
　前記加入者データベースに格納された加入者名と、前記加入者データから、前記無線通
信端末に提供する前記提供情報を格納した提供情報データベースを検索するための加入者
ＩＤを算出し、
　算出された前記加入者ＩＤと前記位置登録エリア情報をもとに、前記提供情報データベ
ースを参照し、前記提供情報を検索し、
　検索された前記提供情報を制御信号チャネルを用いて前記無線通信端末に通知するよう
にした情報通知方法。
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【請求項２】
　前記提供情報データベースを参照し、前記加入者ＩＤ及び前記位置登録エリア情報から
提供情報ＩＤを求め、当該提供情報ＩＤと対応する提供情報を通知することを特徴とする
請求項１に記載の情報通知方法。
【請求項３】
　提供情報ＩＤは、日、曜日又は時間帯等のカレンダＩＤを含み、
　カレンダＩＤについての条件が満たされる場合、提供情報ＩＤに基づき提供情報を通知
することを特徴とする請求項２に記載の情報通知方法。
【請求項４】
　ある加入者ＩＤ及び複数又は全部の位置登録エリア情報の条件に該当する提供情報ＩＤ
を共通とし、前記複数又は全部の位置登録エリア情報で定められた広域エリアに位置する
無線通信端末に対して、前記提供情報ＩＤに基づく提供情報を通知することを特徴とする
請求項２又は３に記載の情報通知方法。
【請求項５】
　前記提供情報ＩＤに対応して付与情報が与えられ、
　前記端末識別ＩＤが前記付与情報により定められた条件に該当する場合のみ、前記無線
通信端末に提供情報を通知することを特徴とする請求項２乃至４のいずれかに記載の情報
通知方法。
【請求項６】
　前記提供情報は、ある加入者ＩＤ及び予め定められた特定エリアの周囲のエリアの位置
登録エリア情報の条件に該当する提供情報ＩＤを共通とし、前記無線通信端末が前記特定
エリアから出た又は入った場合に、警報情報又はその他の提供情報が通知されることを特
徴とする請求項２乃至５のいずれかに記載の情報通知方法。
【請求項７】
　前記無線通信端末以外の端末から、端末識別ＩＤ及び前記希望情報の変更要求を含む加
入者データ変更情報を受信し、
　受信した加入者データ変更情報により前記加入者ＩＤを変更することを特徴とする請求
項１乃至６のいずれかに記載の情報通知方法。
【請求項８】
　前記端末識別ＩＤに対応した加入者データの情報提供料をもとに、前記提供情報ＩＤに
対応した料金情報を加算又は減算して、前記情報提供料を更新することを特徴とする請求
項２乃至６のいずれかに記載の情報通知方法。
【請求項９】
　前記料金情報は、前記提供情報ＩＤに対応した料金情報を検索すること又は他の装置か
ら料金情報を受信することにより得られることを特徴とする請求項８に記載の情報通知方
法。
【請求項１０】
　端末識別ＩＤに対応した加入者情報要求ＩＤ及び加入者ＩＤを記憶する加入者情報デー
タベースと、
　前記加入者ＩＤに対応する提供情報ＩＤを記憶し、該提供情報ＩＤに対応する提供情報
を記憶する提供情報データベースと、
　外部装置と接続され、信号の送受を行うネットワークインターフェースと、
　前記加入者情報データベース及び前記提供情報データベースに記憶された情報に基づき
、提供情報を通知するための処理を行う処理装置
を備え、
　前記処理装置は、
　ひとつ又は複数のエリア内に位置する前記無線通信端末からの位置登録要求により伝送
される端末のいるエリアを表す位置登録エリア情報及び端末を一意に識別するための端末
識別ＩＤを受信し、
　受信された前記端末識別ＩＤをもとに、前記端末識別ＩＤと対応する加入者名と、加入
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者により提供情報を変更するかを判断するための判別情報と、加入者がいずれの提供情報
を希望するかを示す希望情報を含む加入者データを持つ加入者データベースを参照し、
　前記判別情報を検索した結果、前記加入者に通知する前記提供情報の変更が必要な場合
は、前記無線通信端末に対して、加入者による前記希望情報の変更を要求し、加入者によ
る希望情報の変更を受けて前記希望情報を更新し、
　前記加入者データベースに格納された加入者名と、前記加入者データから、前記無線通
信端末に提供する前記提供情報を格納した提供情報データベースを検索するための加入者
ＩＤを算出し、
　算出された前記加入者ＩＤと前記位置登録エリア情報をもとに、前記提供情報データベ
ースを参照し、前記提供情報を検索し、
　検索された前記提供情報を制御信号チャネルを用いて前記無線通信端末に通知するよう
にした提供情報装置。
【請求項１１】
　前記提供情報装置は、
　前記提供情報データベースを参照し、前記加入者ＩＤ及び前記位置登録エリア情報から
提供情報ＩＤを求め、当該提供情報ＩＤと対応する提供情報を通知することを特徴とする
請求項１０に記載の提供情報装置。
【請求項１２】
　前記提供情報データベースにおいては、
　提供情報ＩＤに、日、曜日又は時間帯等のカレンダＩＤを含み、
　カレンダＩＤについての条件が満たされる場合、提供情報ＩＤに基づき提供情報を通知
することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の提供情報装置。
【請求項１３】
　前記加入者情報データベースにおいては、
　ある加入者ＩＤ及び複数又は全部の位置登録エリア情報の条件に該当する提供情報ＩＤ
を共通とし、前記複数又は全部の位置登録エリア情報で定められた広域エリアに位置する
無線通信端末に対して、前記提供情報ＩＤに基づく提供情報を通知することを特徴とする
請求項１０乃至１２のいずれかに記載の提供情報装置。
【請求項１４】
　前記提供情報データベースにおいては、
　前記提供情報ＩＤに対応して付与情報が与えられ、
　前記端末識別ＩＤが前記付与情報により定められた条件に該当する場合のみ、前記無線
通信端末に提供情報を通知することを特徴とする請求項１０乃至１３のいずれかに記載の
提供情報装置。
【請求項１５】
　前記提供情報データベースにおいては、
　前記提供情報は、ある加入者ＩＤ及び予め定められた特定エリアの周囲のエリアの位置
登録エリア情報の条件に該当する提供情報ＩＤを共通とし、前記無線通信端末が前記特定
エリアから出た又は入った場合に、警報情報又はその他の提供情報が通知されることを特
徴とする請求項１０乃至１４のいずれかに記載の提供情報装置。
【請求項１６】
　前記処理装置は、
　前記無線通信端末以外の端末から、端末識別ＩＤ及び前記希望情報の変更要求を含む加
入者データ変更情報を受信し、
　受信した加入者データ変更情報により前記加入者ＩＤを変更することを特徴とする請求
項１０乃至１５のいずれかに記載の提供情報装置。
【請求項１７】
　前記加入者情報データベースは、前記端末識別ＩＤに対応した加入者データの情報提供
料を記憶し、
　前記提供情報データベースは、前記提供情報ＩＤに対応した料金情報を記憶し、
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　前記処理装置は、
　前記端末識別ＩＤに対応した加入者データの前記情報提供料をもとに、前記提供情報Ｉ
Ｄに対応した前記料金情報を加算又は減算して、前記情報提供料を更新することを特徴と
する請求項１０乃至１６のいずれかに記載の提供情報装置。
【請求項１８】
　複数の無線通信端末と、
　前記複数の無線通信端末を無線伝送路を介し収容する複数の無線基地局と、
　前記複数の無線基地局を伝送路を介し収容する交換機と、
　前記交換機が接続されるネットワークと、
　前記ネットワークに接続された請求項１０乃至１７のいずれかに記載の提供情報装置を
備え、
　前記ネットワークによりカバーされる特定エリアに固有の提供情報を無線通信端末に通
知する無線通信システム。
【請求項１９】
　複数の無線通信端末と、
　前記複数の無線通信端末を無線伝送路を介し収容する複数の無線基地局と、
　前記複数の無線基地局を伝送路を介し収容する交換機と、
　前記交換機により収容された請求項１０乃至１７のいずれかに記載の提供情報装置を備
え、
　前記交換機によりカバーされるひとつ又は複数の特定エリアに固有の提供情報を無線通
信端末に通知する無線通信システム。
【請求項２０】
　複数の無線通信端末と、
　前記複数の無線通信端末を無線伝送路を介し収容する無線基地局と、
　前記無線基地局に接続された請求項１０乃至１７のいずれかに記載の提供情報装置を備
え、
　前記無線基地局によりカバーされる特定エリアに固有の提供情報を無線通信端末に通知
する無線通信システム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、情報通知方法、提供情報装置、無線通信システムに係る。特に、本発明は、
無線通信システムにおける特定のエリア単位毎に特定の無線通信端末へ固有の提供情報を
通知するための情報通知方法、情報通知に使用される提供情報装置、無線通信システムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来におけるページングシステム等の情報通知サービスについて、以下に説明する。
【０００３】
まず、第１の従来の技術としては、情報センタから電話交換局を通してぺージャ端末に情
報を転送し、公衆電話等からの加入者操作により情報を表示させる方法がある（特開昭61
-193527号公報「広報メッセージのページング方法」の従来の技術等参照）。
【０００４】
また、第２の従来の技術としては、情報センタに情報を蓄積しておき、加入者が電話機か
ら電話交換局を通して情報センタにアクセスし、情報センタからの音声案内にしたがって
電話機からデータを入力し、そのデータに基づいて情報センタがぺージャ端末に情報を転
送する方法がある（特開平8-97935号公報「ぺージャ端末の情報蓄積方法およびその装置
」等参照）。
【０００５】
さらに、第３の従来の技術としては、無線通信システムにおいて、移動通信端末から交換
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局を通して情報センタに呼接続を行い、情報センタからの指示にしたがって加入者が移動
通信端末からデータを入力し、そのデータに基づいて情報センタが移動通信端末に情報を
転送するという方法がある（特開平9-130861号公報「移動通信端末への情報提供方法、情
報提供システム及び移動端末」、特開平9-261752号公報「サービス情報通知システムおよ
び方法」等参照）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、第１の従来の技術のようなページングシステムを用いた方式では、電話交
換局が加入者を認識する範囲、即ち、加入者の位置を登録しておく位置登録エリアが広く
なる。そのため、ニュース等のように広域に通用する情報を配信するのには適しているが
、その反面、特定の地域のみに限定して提供したい情報など狭域な範囲に適用される情報
を配信するのには適していなかった。
【０００７】
第２の従来の技術では、情報を得る為に電話機とぺージャ端末の２つの情報端末を用いな
ければならないこと、加入者が情報を得ようとするたびに情報センタにアクセスする必要
があり、利便性が非常に低いこと等の問題点があった。また、このような第２の従来の技
術は、加入者側からの発信によるので通話料を加入者が支払う必要があり、加入者側に費
用の負担を強いることになるため、商業情報（ＣＭ）等の情報の配信には適していなかっ
た。
【０００８】
第３の従来の技術は、使用する情報端末は１つで済むが、第２の従来の技術と同様に、加
入者が情報を得ようとするたびに情報センタにアクセスする必要があり、また、加入者側
からの発信によるので情報センタにアクセスする際に通話料を加入者が支払う必要がある
ため、これも商業情報等の情報配信には不向きであった。
【０００９】
本発明は、以上の点に鑑み、無線通信システムにおけるエリア固有の各種情報を、特定の
ひとつ又は複数の無線通信端末に同時に通知することを目的とする。
【００１０】
本発明は、無線通信端末の位置情報を管理及び識別するエリアが、セルラー網やぺージャ
のエリアよりも比較的に狭いエリアで管理及び識別可能とされる網において、その狭いエ
リアに固有の情報を、位置を識別し得るひとつ又は複数の最小単位エリアに位置する無線
通信端末にのみ通知することを目的とする。
【００１１】
また、本発明は、加入者の識別及び加入者が希望する情報の識別を加入者情報データベー
ス（ＤＢ）に記憶された加入者データを用いて識別することにより、情報提供者及び加入
者双方から情報の選択を可能とすることを目的とする。また、本発明は、加入者が情報を
得ようとする毎に無線通信システムに対して加入者からアクセスする必要をなくし、また
、加入者側に費用の負担を強いることがないようすることで、商業情報等の情報配信に適
したサービス媒体を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の解決手段によると、
　エリアを移動する無線通信端末を使用する加入者へ提供情報を通知する情報通知方法に
おいて、
　ひとつ又は複数のエリア内に位置する前記無線通信端末からの位置登録要求により伝送
される端末のいるエリアを表す位置登録エリア情報及び端末を一意に識別するための端末
識別ＩＤを受信し、
　受信された前記端末識別ＩＤをもとに、前記端末識別ＩＤと対応する加入者名と、加入
者により提供情報を変更するかを判断するための判別情報と、加入者がいずれの提供情報
を希望するかを示す希望情報を含む加入者データを持つ加入者データベースを参照し、
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　前記判別情報を検索した結果、前記加入者に通知する前記提供情報の変更が必要な場合
は、前記無線通信端末に対して、加入者による前記希望情報の変更を要求し、加入者によ
る希望情報の変更を受けて前記希望情報を更新し、
　前記加入者データベースに格納された加入者名と、前記加入者データから、前記無線通
信端末に提供する前記提供情報を格納した提供情報データベースを検索するための加入者
ＩＤを算出し、
　算出された前記加入者ＩＤと前記位置登録エリア情報をもとに、前記提供情報データベ
ースを参照し、前記提供情報を検索し、
　検索された前記提供情報を制御信号チャネルを用いて前記無線通信端末に通知するよう
にした情報通知方法が提供される。
【００１３】
　本発明の第２の解決手段によると、
　端末識別ＩＤに対応した加入者情報要求ＩＤ及び加入者ＩＤを記憶する加入者情報デー
タベースと、
　前記加入者ＩＤに対応する提供情報ＩＤを記憶し、該提供情報ＩＤに対応する提供情報
を記憶する提供情報データベースと、
　外部装置と接続され、信号の送受を行うネットワークインターフェースと、
　前記加入者情報データベース及び前記提供情報データベースに記憶された情報に基づき
、提供情報を通知するための処理を行う処理装置
を備え、
　前記処理装置は、
　ひとつ又は複数のエリア内に位置する前記無線通信端末からの位置登録要求により伝送
される端末のいるエリアを表す位置登録エリア情報及び端末を一意に識別するための端末
識別ＩＤを受信し、
　受信された前記端末識別ＩＤをもとに、前記端末識別ＩＤと対応する加入者名と、加入
者により提供情報を変更するかを判断するための判別情報と、加入者がいずれの提供情報
を希望するかを示す希望情報を含む加入者データを持つ加入者データベースを参照し、
　前記判別情報を検索した結果、前記加入者に通知する前記提供情報の変更が必要な場合
は、前記無線通信端末に対して、加入者による前記希望情報の変更を要求し、加入者によ
る希望情報の変更を受けて前記希望情報を更新し、
　前記加入者データベースに格納された加入者名と、前記加入者データから、前記無線通
信端末に提供する前記提供情報を格納した提供情報データベースを検索するための加入者
ＩＤを算出し、
　算出された前記加入者ＩＤと前記位置登録エリア情報をもとに、前記提供情報データベ
ースを参照し、前記提供情報を検索し、
　検索された前記提供情報を制御信号チャネルを用いて前記無線通信端末に通知するよう
にした提供情報装置が提供される。
【００１４】
さらに、本発明の第３の解決手段によると、
無線基地局、交換機又はネットワーク等に接続された上述のような提供情報装置を備え、
特定エリアに固有の提供情報を無線通信端末に通知する無線通信システムを提供する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を、PHS(Personal Handyphone System)システムを例として
説明する。なお、本発明は、PHSシステムに限らず、携帯電話やＰＤＡ(Personal Digital
 Assistants)等の各種無線通信システム及び無線通信端末等に適用することができる。無
線通信方式としては、セルラー方式、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access
,ＣＤＭＡ)方式等の各種無線通信方式を適用することができる。また、ＣＤＭＡ方式にお
いては、ＩＭＴ２０００(International Mobile Telecommunication 2000)等の将来の無
線通信システムを念頭に置いた広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、狭帯域ＣＤＭＡ（Ｎ－
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ＣＤＭＡ）等の無線通信方式にも適宜適用することができる。また、本発明は、移動体通
信に限られず、固定局も含むあらゆる形態の無線通信システムに適用することができる。
【００１７】
ＰＨＳシステムにおいて、情報を送受信する制御チャネルとしては、例えば、制御チャネ
ル上のUSCCH(User Specific Control Channel)チャネルを用いることができる。このチャ
ネルは、第２世代コードレス電話システム（RCR　STD-28等）において、各事業者が任意
に設定しうるオプションチャネルとして定義されているものである。なお、USCCHチャネ
ル以外にも、適宜の制御チャネルを用いるようにしても良い。また、ＰＨＳシステム以外
の無線通信方式においては、適宜の制御チャネルを用いることで、本発明を適用すること
ができる。このように制御チャネルを用いることで、通話チャネルとの競合はなくなるの
で、PHSシステムの本来のサービスである通話サービスには影響せずに、情報提供サービ
スを行うことができる。
【００１８】
また、本発明においては、無線通信システムが識別可能な最小エリアを位置登録エリアと
する。さらに、提供情報の発信のための契機は、無線通信端末からの位置登録要求を交換
機又は無線基地局等の無線通信システムが受けつけることによりなされる。なお、無線通
信端末側から、適宜の契機用の識別信号を送出するようにしても良い。
【００１９】
図１は、本発明を適用した無線通信システムの構成図の一例を示す。この無線通信システ
ムは、例えば、複数の無線通信端末（100a～100c）、複数の無線基地局（300a～300c）、
交換機（500）、提供情報装置（700）及びネットワーク（600）を備える。無線基地局（3
00a～300c）は、それぞれ、無線伝送路（200a～200c）を介して無線ゾーン内に在圏する
複数の無線通信端末（100a～100c）を収容する。各無線基地局（300a～300c）は、伝送路
（400a～400c）を介して交換機（500）に接続される。交換機（500）は、提供情報装置（
700）が接続されたネットワーク（600）に接続される。提供情報装置（700）は、ネット
ワーク（600）に接続される。
【００２０】
図２は、本発明を適用した無線通信システムにおける提供情報装置の構成図の一例を示す
。この提供情報装置（700）は、例えば、ネットワークインタフェース部（701）、処理装
置（702）、加入者情報データベース（ＤＢ）（703）及び提供情報ＤＢ（704）を備える
。
【００２１】
ネットワークインタフェース部（701）は、ネットワーク、交換機、その他の装置と接続
され、こららと提供情報装置(700)との間で信号送受をするインターフェイスである。加
入者情報ＤＢ(703)は、加入者の年齢や性別等の契約加入者データ、加入者が所望の情報
を選択するためのデータ、位置を識別できる最小単位エリアによって提供する情報を変更
する為のデータ等を蓄積する。提供情報ＤＢ(704)は、提供される情報等を追加変換可能
に蓄積する。処理装置（702）は、各無線通信端末（100a～100c）が在圏する位置登録エ
リアと加入者データを用いて、加入者情報ＤＢ（704）から加入者の年齢、性別等の条件
を導き出す。さらに、処理装置(702)は、その位置登録エリアと加入者の条件等を用いて
、提供情報ＤＢ（704）から無線通信端末（100 a～100c）を使用する加入者に適した提供
情報を通知する処理を行う。また、処理装置(702)は、提供情報の通知処理の他にも、加
入者による無線通信端末及び無線通信システムの外部からの操作で加入者情報を変更する
処理、及び、加入者が事前に支払った料金を記憶しておき加入者が利用する度に提供情報
料を差し引くプリペイド方式の精算を行う処理等を実行する。
【００２２】
図３に、加入者情報ＤＢのデータ構成の説明図の一例を示す。図示のように、加入者情報
ＤＢ（703）は、テーブル１及びテーブル２を備える。
【００２３】
図３（Ａ）に示されるテーブル１（705）には、端末識別ＩＤ（identification number、
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識別子）、加入者名、加入者情報を要求するか否かを判断する加入者情報要求ＩＤ（0：
要求しない、1：要求する）の３つのデータを備える。図３（Ｂ）に示されるテーブル２
（706）には、加入者名と加入者データを備える。加入者データは、例えば、年齢、性別
、職業、希望情報、情報提供料、カウンタおよび加入者ＩＤを含む。ここで、希望情報と
は、テーブル１（705）において加入者情報を要求する否かを判断する加入者情報要求Ｉ
Ｄが1（加入者情報を要求する）の時に、加入者から返信されてくる加入者情報を記録す
るデータ部である。カウンタは、加入者が個人毎に何回提供情報サービスを利用したかを
カウントする為のもので、テーブル２（706）が検索される度にカウントアップされるも
のとする。また、加入者ＩＤは、各データから算出されたものであり、ここでは、一例と
して、加入者ＩＤの１、２桁目は年齢の上位１、２桁目、加入者ＩＤの３桁目は性別（0
：男性、1：女性）の番号、加入者ＩＤの４、５桁目は職業の上位１、２桁目、加入者Ｉ
Ｄの６、７桁目は希望情報の番号である。
【００２４】
図４に、提供情報ＤＢのデータ構成の説明図の一例を示す。図示のように、提供情報ＤＢ
（704）は、テーブル３及びテーブル４を備える。
【００２５】
図４（Ａ）に示されるテーブル３（707）には、例えば、加入者ＩＤ、位置登録エリア、
カレンダＩＤ、提供する情報を識別する提供情報ＩＤの４つのデータを備える。カレンダ
ＩＤは、例えば、どの曜日、日、時間帯又は時間等にその情報を配信するかを判断する為
のものである。ここでは、例えば、情報提供者との契約時に希望により00なら毎日、01な
ら月曜日、02なら火曜日、03なら水曜日、04なら木曜日、05なら金曜日、06なら土曜日、
07なら日曜日、10なら週末（金、土、日曜日）、11ならウィークデイ（月、火、水、木曜
日）に情報を流すように設定されているものとする。また、提供情報ＩＤ付与は、一例と
して、上位１～７桁目が加入者ＩＤ、８～１０桁目が位置登録エリア番号、１１及び１２
桁目がカレンダＩＤである。図４（Ｂ）に示されるテーブル４（708）には、提供情報Ｉ
Ｄ、カウンタ及び提供情報を備える。提供情報は、付与情報、情報内容及び料金情報を含
む。付与情報については、その利用について後述する。情報内容は、例えば、警報情報、
ビデオやＣＤ等のレンタル情報、百貨店情報、レストラン情報、株式情報等各種の情報内
容が記憶される。カウンタは、その情報が何回配信されたかを個別情報毎にカウントする
為のもので、テーブル４（708）が検索される度にカウントアップされるものとする。料
金情報は、提供情報が有料である場合やサービスポイントがある場合等にその料金を記憶
する。
【００２６】
以上のような加入者情報ＤＢ(703)及び提供情報ＤＢ(704)の記憶内容は、加入者が契約時
や変更時等に、希望する内容等を適宜選択するようにしても良いし、また、情報提供者が
自己の情報の提供先として希望する加入者や位置登録エリア等を適宜選択するようにして
も良い。また、端末識別ＩＤを付与する際に、提供情報の条件に応じて端末識別ＩＤを予
め適宜決定することもできる。
【００２７】
図５に、本発明を適用した無線通信システムにおける無線基地局の構成図の一例を示す。
無線基地局（300）は、送信系無線装置（301）、受信系無線装置（302）、無線制御部（3
03）、制御用マイコン（304）、メモリ（305）、回線制御部（306）、ネットワークイン
ターフェイス（IF）部（307）、外部装置IF部（308）及びUSCCH処理部（309）を備える。
【００２８】
送信系無線装置（301）及び受信系無線装置（302）は、無線制御部（303）により制御さ
れ、無線通信端末との信号送受を行う。制御用マイコン（304）は、メモリ（305）を有し
、無線基地局(300)の全体的な制御を司る。回線制御部（306）は、ネットワークIF部（30
7）及び外部装置IF部(308)と、無線制御部(303)又は制御用マイコン(304)との間の伝送を
制御する。外部装置IF部（308）は、後述するように、ネットワーク(600)、交換機(500)
又は無線基地局（300）等に提供情報装置（700）を接続するためのものである。USCCH処
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理部（307）は、例えば、無線通信端末（100a～100c）へUSCCHチャネルを用いて送信する
提供情報及び加入者情報要求通知の処理、また、無線通信端末から加入者操作によりUSCC
Hチャネルを用いて送信される加入者情報の処理等を行う。なお、USCCHチャネル以外の制
御チャネルを用いた無線通信システムにも、本発明を適用することができる。その際は、
USCCH処理部(307)は、制御チャネル処理部として機能する。
【００２９】
図６に、本発明を適用した無線通信システムにおける無線通信端末の構成図の一例を示す
。無線通信端末（100）は、アンテナ（101）、無線信号送受信部（102）、制御部（103）
、音声処理部（104）、マイク（105）、スピーカ（106）、電波品質監視部（107）、処理
部（108）、データ記憶部（109）、入力部（110）、表示部（111）及び制御チャネル処理
部（112）を備える。
【００３０】
無線信号送受信部（102）は、制御部（103）により制御され、アンテナ（101）を介して
無線基地局との信号送受を行う。制御部(103)は、無線通信端末の全体的な制御を司る。
音声処理部（104）は、マイク（105）及びスピーカ（106）と制御部(103)とのインターフ
ェイスをとる。電波品質監視部（107）は、受信中の無線基地局（400）からの電波品質を
監視し、その監視結果は、在圏する無線ゾーンを切り替える際の判断材料等に利用される
。入力部（110)は、キーボード、タッチパネル等の各種情報の入力手段である。入力部(1
10)により、例えば加入者操作により提供情報を選択するための加入者情報が入力される
。表示部（111）は、液晶表示装置等の各種ディスプレイ装置である。表示部(111)には、
例えば、無線通信システムから制御チャネルを介して送信される提供情報が表示される。
処理部（108）は、例えばUSCCHチャネル等の制御情報に基づく各種処理を実行する。デー
タ記憶部（109）は、端末識別ＩＤ、位置情報等の各種データを記憶する。制御チャネル
処理部（112）は、無線通信システムからUSCCHチャネル等の制御チャネルを用いて送信さ
れる提供情報の表示処理、及び加入者情報要求の通知処理、また、加入者操作によりUSCC
Hチャネル等の制御チャネルを用いて送信する提供情報を選択する為の加入者情報の送信
処理等を行う。なお、実施の形態の説明では、制御チャネルとしてUSCCHチャネルを用い
ているが、無線通信システムに応じて、この他の適宜の制御チャネルを用いるようにして
もよい。
【００３１】
図７に、本発明を適用した無線通信システムにおける提供情報を通知する処理概要につい
てのシーケンス図の一例を示す。また、図８に、提供情報を通知する際の提供情報装置の
処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。これは、PHSシステムの一例における、
交換機（500）が無線通信端末（100a）から位置登録要求を受信した時、その無線通信端
末（100a）に情報を提供する１シーケンスである。
【００３２】
あらかじめ契約時にビデオレンタル情報を提供情報として送信するように決定しているユ
ーザＡが○△エリア（位置登録エリア番号 001）に入ってきた場合を想定する。なおここ
での提供情報装置（700）はとくにカレンダＩＤは意識しないものとして説明を行う。ユ
ーザＡが○△エリア（位置登録エリア番号 001）に入ってくると、ユーザＡの持つ無線通
信端末（100a）から基地局（300a）を介して交換機（500）に位置登録要求が送信される
。交換機（500）はこれを受信すると位置登録が可能と判断して位置登録を受け付けたこ
とをその無線通信端末（100a）に通知する。交換機（500）は位置登録要求を受け付けた
ので、提供情報装置（700）の提供情報処理装置（702）にユーザＡが在圏する位置登録エ
リア情報（位置登録エリア番号 001）と、無線通信端末（100a）の端末識別ＩＤ”123456
74”を送信する。
【００３３】
提供情報処理装置（702）は、これらの情報を受信すると、まず端末識別ＩＤ”12345674
”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤ
を検索する。端末識別ＩＤ”12345674”に対して加入者情報要求ＩＤは0（加入者情報は
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要求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末識別ＩＤ”12345674”をキーとし
て加入者名を検索し、”A”を取り出す。つぎに、提供情報処理装置（702）は取り出した
加入者名”A”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の加入
者ＩＤを検索し、”0100100”を取り出す。提供情報処理装置（702）はこの加入者ＩＤ”
0100100”と先ほど交換機（500）から受信した位置登録エリア情報（位置登録エリア番号
 001）の２つをキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報ＩＤを
検索、”010010000110” と”010010000111”を取り出し、さらにこの”010010000110”
と”010010000111”をキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル４（708）の提供情報
”ビデオレンタル情報（○△エリア）”と”レストラン情報（○△エリア）”を取り出し
、交換機（500）、基地局（300a）を介してUSCCHチャネルを用いて無線通信端末（100a）
に”ビデオレンタル情報（○△エリア）”と”レストラン情報（○△エリア）”を送信す
る。無線通信端末（100a）はこの情報を受信するとディスプレイに表示する。
【００３４】
つぎに、図９に、図７と関連して、カレンダ情報により提供情報が通知される際の提供情
報装置の処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。ここでは、一例として、曜日に
よって提供情報が変更されるシーケンスが示される。
【００３５】
あらかじめ情報提供者Ｙの契約時の希望から”ビデオレンタル情報（○△エリア）”の提
供曜日を週末（カレンダＩＤ 10）のみとし、情報提供者Ｚの契約時の希望から”レスト
ラン情報（○△エリア）”の提供曜日をウィークデイ（カレンダＩＤ 11）のみと設定し
ているものとする。ユーザＡが月曜日に○△エリア（位置登録エリア番号 001）に入って
くると、ユーザＡの持つ無線通信端末（100a）から基地局（300a）を介して交換機（500
）に位置登録要求が送信される。交換機（500）はこれを受信すると位置登録が可能と判
断して位置登録を受け付けたことを無線通信端末（100a）に通知する。交換機（500）は
位置登録要求を受け付けたので、提供情報装置（700）の提供情報処理装置（702）にユー
ザＡが在圏する位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 001）と、無線通信端末（100a
）の端末識別ＩＤ”12345674”を送信する。
【００３６】
提供情報処理装置（702）は、これらの情報を受信すると、まず端末識別ＩＤ”12345674
”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤ
を検索する。端末識別ＩＤ”12345674”に対して加入者情報要求ＩＤは”0”（加入者情
報は要求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末識別ＩＤ”12345674”をキー
として加入者名を検索し、”A”を取り出す。つぎに、提供情報処理装置（702）は取り出
した加入者名”A”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の
加入者ＩＤを検索し、”0100100”を取り出す。提供情報処理装置（702）はこの加入者Ｉ
Ｄ”0100100”と先ほど交換機（500）から受信した位置登録エリア情報（位置登録エリア
番号 001）の２つをキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報Ｉ
Ｄを検索、”010010000110”と”010010000111”を取り出す。ここで提供情報処理装置（
702）は提供情報ＩＤの下2桁を見て、現在は月曜日であることから曜日に合致する情報は
”010010000111”（11=ウィークデイ）のみと判断し、さらにこの”010010000111”をキ
ーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル４（708）の提供情報”レストラン情報（○△
エリア）”を取り出し、交換機（500）、基地局（300a）を介してUSCCHチャネルを用いて
無線通信端末（100a）に”レストラン情報（○△エリア）”を送信する。無線通信端末（
100a）はこの情報を受信するとディスプレイに表示する。
【００３７】
また、提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）のカレンダＩＤに曜日だけでなく開始
終了の日時を加えることで、曜日だけでなく日時で情報提供の設定が可能である。また、
開始終了の時間も加えれば提供する時間帯の指定も行うことができる。
【００３８】
つぎに、図１０に、図７と関連して、複数のエリアに対して同じ情報を配信する際の提供
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情報装置の処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。なお、ここではとくにカレン
ダＩＤは意識しないものとして説明を行う。
【００３９】
ユーザＢ（加入者ＩＤ”0605400”）が、図４のテーブル３(707)に示されるように、あら
かじめ契約時に、全ての地域（位置登録エリア番号　001,002～099）に対して同じ株式情
報を提供情報として送信するように決定しているとする。このとき、ユーザＢが○△エリ
ア（位置登録エリア番号 001）に入ってきた場合を想定する。ユーザＢが○△エリアに入
ってくると、ユーザＢの持つ無線通信端末（100b）から基地局（300a）を介して交換機（
500）に位置登録要求が送信される。交換機（500）は、これを受信すると位置登録が可能
と判断して、位置登録を受け付けたことを無線通信端末（100b）に通知する。交換機（50
0）は位置登録要求を受け付けたので、提供情報装置（700）の提供情報処理装置（702）
にユーザＢが在圏する位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 001）と、無線通信端末
（100b）の端末識別ＩＤ”12345675”を送信する。
【００４０】
提供情報処理装置（702）は、これらの情報を受信すると、まず端末識別ＩＤ”12345675
”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤ
を検索する。端末識別ＩＤ”12345675”に対して加入者情報要求ＩＤは0（加入者情報は
要求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末識別ＩＤ”12345675”をキーとし
て加入者名を検索し、”B”を取り出す。つぎに、提供情報処理装置（702）は取り出した
加入者名”B”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の加入
者ＩＤを検索し、”0605400”を取り出す。提供情報処理装置（702）はこの加入者ＩＤ”
 0605400”と先ほど交換機（500）から受信した位置登録エリア情報（位置登録エリア番
号 001）の２つをキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報ＩＤ
を検索し、”0605400000”を取り出す。ここで提供情報ＩＤの下３桁（000）と位置登録
エリア（位置登録エリア番号 001）が一致しないのはあらかじめ提供すると決まっている
情報である株式情報が全エリアに対して提供される情報のため、どのエリアに対しても提
供情報ＩＤの下3桁は000としているためである。提供情報処理装置（702）は、この”060
5400000”をキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル４（708）の提供情報”株式情
報（全エリア）”を取り出し、交換機（500）、基地局（300a）を介してUSCCHチャネルを
用いて無線通信端末（100b）に”株式情報（全エリア）”を送信する。無線通信端末（10
0b）はこの情報を受信するとディスプレイに表示する。同様に、位置登録エリア”002”
～”099”に、ユーザＢが入ってきた場合も、このような株式情報が提供される。
【００４１】
つぎに、任意の複数の位置登録エリアに対して同時に複数の無線通信端末（100a～100c）
に情報を提供する例を示す。なお、ここでの提供情報装置（700）は、とくにカレンダＩ
Ｄは意識しないものとして説明を行う。まず、飲食業者Xの情報提供者から位置登録エリ
ア”001”～”010”に同時に情報（提供情報ＩＤ”200003000000”とする）を配信して欲
しいという要求があった場合を想定する。この場合も、同様に、特に希望情報を登録して
いない加入者およびレストラン情報を希望する加入者が位置登録エリア”001”～”010”
に入ってきた際にその情報が配信されるよう、提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707
）での上記加入者の加入者ＩＤと”001”～”010”の位置登録ＩＤに対する提供情報ＩＤ
を全て”200003000000”と予め設定することにより、情報提供者の要求通りのエリアに情
報を配信することができる。
【００４２】
つぎに、図１１に、図７と関連して、端末識別ＩＤと識別子との一致により提供情報を表
示する際の提供情報装置の処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。ここでは、送
信される提供情報に端末を識別するための識別子を付与し、この情報を無線通信端末が受
け取ると端末識別ＩＤの下1桁がその識別子と一致すれば表示、一致しないなら表示しな
いシーケンスが示される。なおここでの提供情報装置（700）はとくにカレンダＩＤは意
識しないものとして説明を行う。
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【００４３】
あらかじめ提供情報ＤＢ（708）の提供情報に端末を識別する為の識別子（この例では”6
”とする）をヘッダに付与し、また契約時にビデオレンタル情報を提供情報として送信す
るように決定しているユーザＣと、ビデオレンタル情報を提供情報として送信しないよう
に決定しているユーザＤが、○△エリア（位置登録エリア番号 001）に入ってきた場合を
想定する。ユーザＣとＤが○△エリアに入ってくると、ユーザＣの持つ無線通信端末（10
0c）から基地局（300a）を介して交換機（500）に位置登録要求が送信される。交換機（5
00）はこれを受信すると位置登録が可能と判断して位置登録を受け付けたことを無線通信
端末（100c）に通知する。交換機（500）は位置登録要求を受け付けたので、提供情報装
置（700）の提供情報処理装置（702）にユーザＣが在圏する位置登録エリア情報（位置登
録エリア番号 001）と、無線通信端末（100c）の端末識別ＩＤ”12345676”を送信する。
【００４４】
提供情報処理装置（702）は、これらの情報を受信すると、まず端末識別ＩＤ”12345676
”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤ
を検索する。端末識別ＩＤ”12345676”に対して加入者情報要求ＩＤは0（加入者情報は
要求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末識別ＩＤ”12345676”をキーとし
て加入者名を検索し、”C”を取り出す。つぎに、提供情報処理装置（702）は取り出した
加入者名”C”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の加入
者ＩＤを検索し、”0210100”を取り出す。提供情報処理装置（702）はこの加入者ＩＤ”
0210100”と先ほど交換機（500）から受信した位置登録エリア情報（位置登録エリア番号
 001）の２つをキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報ＩＤを
検索、”0210100001”を取り出し、さらにこの”0210100001”をキーとして提供情報ＤＢ
（704）内のテーブル４（708）の提供情報”ビデオレンタル情報（○△エリア）（識別子
　6）”を取り出し、交換機（500）、基地局（300a）を介して無線通信端末（100c）に”
ビデオレンタル情報（○△エリア）（識別子　6）”を送信する。
【００４５】
無線通信端末（100c）は、この情報を受信するとUSCCH処理部で識別子6と無線通信端末（
100c）の端末識別ＩＤ”12345676”の下１桁の”6”を比較し、一致するので送信された
情報を端末のディスプレイに表示する。同様にユーザＤの持つ無線通信端末（100d）から
位置登録要求を交換機（500）は受け取ると、交換機（500）、提供情報処理装置（702）
はユーザＣの場合と同様のシーケンスで無線通信端末（100d）（端末識別ＩＤ 12345677
）に提供情報”ビデオレンタル情報（○△エリア）（識別子　6）”を送信する。無線通
信端末（100d）はこの情報を受信すると、USCCH処理部で識別子6と無線通信端末（100d）
の端末識別ＩＤ”12345677”の下１桁の”7”を比較し、一致しないので送信された情報
を端末のディスプレイに表示しない。
【００４６】
つぎに、図１２に、本発明を適用した無線通信システムにおける登録エリア内に入って又
はそこから出たとき提供情報を通知する際の説明図を示す。また、図１３に、図７と関連
して、ある位置登録エリア内に入ったとき又はそこから出たときに提供情報を通知する際
の提供情報装置の処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。ここでは、一例として
、提供情報として警報が鳴るようにした場合を説明する。なお、ここでの提供情報装置（
700）はとくにカレンダＩＤは意識しないものとして説明を行う。
【００４７】
ユーザＥが、あらかじめ契約時に☆▽エリア（位置登録エリア番号 005）から出ると警報
を鳴らす情報を、提供情報として送信するように決定しているとする。このとき、ユーザ
Ｅが☆▽エリア（位置登録エリア番号 005）からでて、●★エリア（位置登録エリア番号
 002）に入ってきた場合を想定する。ここで警報を鳴らすようにあらかじめ決めている場
合は、加入者情報ＤＢ内のテーブル２内の希望情報を予め”20”（警報情報）としておく
。また、無線通信端末が、あるエリアから出た際に警報を鳴らす場合には、そのエリアの
周りのエリアを位置登録エリアとした警報を鳴らすデータを、提供情報ＤＢ(704)のテー
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ブルに予め用意しておけばよい。例えば、位置登録エリア005の周囲のエリアが位置登録
エリア”00”1～”004”及び”006”であるようにセルがレイアウトされる場合を想定す
る。この場合、提供情報ＤＢ(704)のテーブル３(707)において、加入者ＩＤ”0000520”
の位置登録エリア”001”～”004”及び”006”に対して共通に提供情報ＩＤ”000052000
000”が記憶される。
【００４８】
ユーザＥが●★エリア（位置登録エリア番号 002）に入ってくると、ユーザＥの持つ無線
通信端末（100e）から基地局（300a）を介して交換機（500）に位置登録要求が送信され
る。交換機（500）は、これを受信すると位置登録が可能と判断して位置登録を受け付け
たことを無線通信端末（100e）に通知する。交換機（500）は位置登録要求を受け付けた
ので、提供情報装置（700）の提供情報処理装置（702）にユーザＥが在圏する位置登録エ
リア情報（002）と、無線通信端末（100e）の端末識別ＩＤ”12345678”を送信する。
【００４９】
提供情報処理装置（702）はこれらの情報を受信すると、まず端末識別ＩＤ”12345678”
をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤを
検索する。端末識別ＩＤ”12345678”に対して加入者情報要求ＩＤは0（加入者情報は要
求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末識別ＩＤ”12345678”をキーとして
加入者名を検索し、”E”を取り出す。つぎに、提供情報処理装置（702）は取り出した加
入者名”E”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の加入者
ＩＤを検索し、”0000520”を取り出す。提供情報処理装置（702）はこの加入者ＩＤ”00
00520”と先ほど交換機（500）から受信した位置登録エリア情報”002”の２つをキーと
して提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報ＩＤを検索、”0000520000”
を取り出す。
【００５０】
ここで、位置登録エリア情報002と提供情報ＩＤの下３桁”000”が一致しないのは、契約
時エリア”005”から出る、すなわち”005”の周囲のエリアでは警報を鳴らすことにして
いるので、加入者ＩＤ”0000520”に対して”005”の周囲のエリアに対して提供情報ＤＢ
（704）内のテーブル３（707）では提供情報ＩＤを”0000520000”と設定しているためで
ある。この”0000520000”をキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル４（708）の提
供情報”警報情報”を取り出し、交換機（500）、基地局（300a）を介して無線通信端末
（100e）に”警報情報”を送信する。無線通信端末（100e）はこの情報を受信すると警報
音を鳴らす。同様に、無線通信端末が、位置登録エリア”005”から、位置登録エリア”0
01”,”003”～”004”又は”006”に移動した場合も、警報情報が通知されることになる
。なお、警報情報以外の他の提供情報も同様に通知することができる。また、提供情報Ｄ
Ｂに適宜データを記憶することにより、ひとつ及び複数の特定の加入者が特定の位置登録
エリアに入ったときに、警報情報を通知することもできる。
【００５１】
図１４に、本発明を適用した無線通信システムにおける無線通信端末からの加入者操作に
より提供情報の選択を行う処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。また、図１５
に、加入者の無線通信端末からの操作により情報を選択する際の提供情報装置の処理概要
についてのシーケンス図を示す。なお、ここでの提供情報装置（700）はとくにカレンダ
ＩＤは意識しないものとして説明を行う。
【００５２】
あらかじめ契約時に提供情報を選択することを決定している（加入者情報管理ＤＢ（703
）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤが1）ユーザＦが、◇●エリア（位置登録
エリア番号 020）に入ってきた場合を想定する。ユーザＦが◇●エリアに入ってくると、
ユーザＦの持つ無線通信端末（100f）から基地局（300a）を介して交換機（500）に位置
登録要求が送信される。交換機（500）は、これを受信すると、位置登録が可能と判断し
て位置登録を受け付けたことを無線通信端末（100f）に通知する。交換機（500）は位置
登録要求を受け付けたので、提供情報装置（700）の提供情報処理装置（702）にユーザＦ
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が在圏する位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 020）と、無線通信端末（100f）の
端末識別ＩＤ”12345679”を送信する。提供情報処理装置（702）は、これらの情報を受
信すると、まず端末識別ＩＤ”12345679”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内の
テーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤを検索する。端末識別ＩＤ”12345679”に対し
て加入者情報要求ＩＤは1（加入者情報は要求する）なので、提供情報処理装置（702）は
交換機（500）、無線基地局（300a）を介してUSCCHチャネルを用いて無線通信端末（100f
）に加入者情報要求信号を送信する。
【００５３】
無線通信端末（100f）は、この加入者情報要求信号を受信すると、ディスプレイに”希望
情報は？”と表示し、ユーザＦが”3”と押すとその番号”3”をデータとする加入者情報
をUSCCHチャネルを用いて、無線基地局（300a）まで送信し、交換機（500）を介して提供
情報処理装置（702）に送信する。提供情報処理装置（702）は、この加入者情報を受信す
ると、先ほどの端末識別ＩＤ”12345679”をキーとして加入者名”F”を取り出し、つぎ
に、取り出した加入者名”F”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２
（706）の希望情報を無線通信端末から送信された加入者情報”3”を用いてテーブル２の
希望情報を”03”変更する。これにより各加入者の年齢、性別、職業、希望情報から算出
される加入者ＩＤが変更され、”0312803”となる。
【００５４】
提供情報処理装置（702）は、この変更された加入者ＩＤ”0312803”を取り出し、この加
入者ＩＤ”0312803”と先ほど交換機（500）から受信した位置登録エリア情報（位置登録
エリア番号 020）の２つをキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供
情報ＩＤを検索、”0312803020”を取り出し、さらにこの”0312801020”をキーとして提
供情報ＤＢ（704）内のテーブル４（708）の提供情報”百貨店情報（◇●エリア）”を取
り出し、交換機（500）、基地局（300a）を介して無線通信端末（100f）に”百貨店情報
（◇●エリア）”を送信する。無線通信端末（100f）は、この情報を受信するとディスプ
レイに表示する。
【００５５】
図１６に、本発明を適用した無線通信システムにおける外部からの操作により提供情報の
選択を行う処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。また、図１７に、無線通信シ
ステムの外部からの操作により提供情報の選択を行う際の提供情報装置の処理概要につい
てのシーケンス図の一例を示す。なお、ここでの提供情報装置（700）は、とくにカレン
ダＩＤは意識しないものとして説明を行う。
【００５６】
あらかじめユーザＧが最寄りの公衆電話等の無線通信端末以外の端末から無線通信システ
ムにアクセスし、システムからの案内にしたがって、ユーザＧの端末の識別ＩＤ”123456
80”と希望情報変更用の情報”3”をシステムに送信する。この端末識別ＩＤ”12345680
”と変更情報”3”を交換機（500）が受け取ると、この２つの情報を提供情報処理装置（
702）に送信する。提供情報処理装置（702）はこの２つの情報を受け取ると、端末識別Ｉ
Ｄ”12345680”をキーとして加入者情報ＤＢ（703）のデータテーブル（705）の加入者名
を検索し、加入者名”G”を取り出し、つぎに、取り出した加入者名”G”をキーとして、
加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の希望情報を無線通信端末から送信さ
れた加入者情報を用いてテーブル２の希望情報を”08”に変更する。これにより各加入者
の年齢、性別、職業、希望情報から算出される加入者ＩＤが変更され、”0312808”とな
る。その後に、ユーザＧが◇●エリア（位置登録エリア番号 020）に入ってきた場合を想
定する。
【００５７】
ユーザＧが◇●エリアに入ってくると、ユーザＧの持つ無線通信端末（100g）から基地局
（300a）を介して交換機（500）に位置登録要求が送信される。交換機（500）はこれを受
信すると位置登録が可能と判断して位置登録を受け付けたことを無線通信端末（100g）に
通知する。交換機（500）は位置登録要求を受け付けたので、提供情報装置（700）の提供
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情報処理装置（702）にユーザＤが在圏する位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 02
0）と、無線通信端末（100g）の端末識別ＩＤ”12345680”を送信する。
【００５８】
提供情報処理装置（702）は、これらの情報を受信すると、まず端末識別ＩＤ”12345680
”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル１（705）の加入者情報要求ＩＤ
を検索する。端末識別ＩＤ”12345680”に対して加入者情報要求ＩＤは0（加入者情報は
要求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末識別ＩＤ”12345680”をキーとし
て加入者名を検索し、”G”を取り出す。つぎに、提供情報処理装置（702）は取り出した
加入者名”G”をキーとして、加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の加入
者ＩＤを検索し、先ほど変更した希望情報により変更された加入者ＩＤ”0312808”を取
り出す。提供情報処理装置（702）は、この加入者ＩＤ” 0312808”と先ほど交換機（500
）から受信した位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 020）の２つをキーとして提供
情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報ＩＤを検索し、” 0312808020”を取
り出す。提供情報処理装置（702）は、この” 0312803020”をキーとして提供情報ＤＢ（
704）内のテーブル４（708）の提供情報”レストラン情報（◇●エリア）”を取り出し、
交換機（500）、基地局（300a）を介して無線通信端末（100g）に”レストラン情報（◇
●エリア）”を送信する。無線通信端末（100g）はこの情報を受信するとディスプレイに
表示する。
【００５９】
図１８に、本発明を適用した無線通信システムにおけるサービス利用料金精算を行う処理
概要についてのシーケンス図の一例を示す。また、図１９に、サービス利用料金精算を行
う際の提供情報装置の処理概要についてのシーケンス図の一例を示す。ここでは、一例と
して、プリペイド方式を用いて情報提供料を支払うシーケンスを示している。なお、ここ
での提供情報装置（700）はとくにカレンダＩＤは意識しないものとして説明を行う。カ
レンダＩＤを、上述のように、さらに用いるようにすることもできる。
【００６０】
あらかじめ契約時にプリペイド方式を用いて情報提供料を支払うと決定しているユーザＨ
が○△エリア（位置登録エリア番号 001）に入ってきた場合を想定する。ユーザＨは、加
入者情報ＤＢ(703)のテーブル２(706)において、情報提供料”10000”を既に支払ったこ
とが記憶されている。ユーザＨが○△エリア（位置登録エリア番号 001）に入ってくると
、ユーザＨ持つ無線通信端末（100h）から基地局（300a）を介して交換機（500）に位置
登録要求が送信される。交換機（500）はこれを受信すると位置登録が可能と判断して位
置登録を受け付けたことを無線通信端末（100h）に通知する。交換機（500）は位置登録
要求を受け付けたので、提供情報装置（700）の提供情報処理装置（702）にユーザＨの在
圏する位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 001）と、無線通信端末（100h）の端末
識別ＩＤ”12345681”を送信する。提供情報処理装置（702）はこれらの情報を受信する
と、まず端末識別ＩＤ”12345681”をキーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブ
ル１（705）の加入者情報要求ＩＤを検索する。端末識別ＩＤ”12345681”に対して加入
者情報要求ＩＤは0（加入者情報は要求しない）なので、提供情報処理装置（702）は端末
識別ＩＤ”12345681”をキーとして加入者名を検索し、”H”を取り出す。
【００６１】
つぎに、提供情報処理装置（702）は、取り出した加入者名”H”をキーとして、加入者情
報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の加入者ＩＤを検索し、”0203100”を取り出
す。提供情報処理装置（702）は、この加入者ＩＤ”0203100”と先ほど交換機（500）か
ら受信した位置登録エリア情報（位置登録エリア番号 001）の２つをキーとして、提供情
報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）の提供情報ＩＤを検索し、”0203100001”を取り出
す。さらに、この”0203100001”をキーとして提供情報ＤＢ（704）内のテーブル４（708
）の提供情報”ビデオレンタル情報（○△エリア）”を取り出し、交換機（500）、基地
局（300a）を介してUSCCHチャネルを用いて無線通信端末（100h）に”ビデオレンタル情
報（○△エリア）”を送信する。無線通信端末（100h）はこの情報を受信するとディスプ
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レイに表示する。このビデオレンタル情報は、テーブル４(708)に示されるように、１回1
00度数の有料サービスとして記憶されている。そこで、提供情報処理装置(702)は、加入
者Ｈのプリペイド額”10000”から”100”を差し引き、加入者情報ＤＢ(703)のテーブル
２(706)における情報提供料を”9900”に変更する。
【００６２】
なお、交換機（500）等の他の装置から料金情報を求めるようにしても良い。この場合交
換機(500)等は”ビデオレンタル情報（○△エリア）”を送信後、提供情報処理装置（702
）に提供情報送信にかかった料金を通知し、提供情報処理装置（702）は加入者名”H”を
キーとして加入者情報管理ＤＢ（703）内のテーブル２（706）の提供情報料金を検索し、
その数値から先ほど交換機（500）から受け取った料金を差し引いた値に書き換える。
【００６３】
また、有料情報による料金を減算する場合を説明したが、これとは逆に、使用によりサー
ビス料金・サービスポイントを加算する場合も同様に実行することができる。この場合、
例えば、料金情報をマイナス値にしておけば、同様の処理で加算を実行することができる
。また、上記手法を用いて提供情報ＤＢ（704）内のテーブル３（707）のデータ登録を変
えることで、情報提供者が支払われる又は支払う料金により位置登録エリアの範囲を変え
ることも可能である。
【００６４】
つぎに、図２０に、本発明の無線通信システムの他の実施の形態の構成図を示す。これは
、交換機（500）に直接提供情報装置（700）が接続されたものである。
【００６５】
ここでは、交換機(500)に収容される無線基地局（300a～300c）のカバーするエリアに入
ってきた無線通信端末にのみ、提供情報装置（300）内の提供情報ＤＢに蓄積された提供
情報が配信される。本発明を適用する際に、このような無線通信システムを用いれば、各
々の交換機毎に提供情報装置(300)が専用に使用されるので、より狭域な情報を配信する
ことが可能となる。
【００６６】
つぎに、図２１に、本発明の無線通信システムのさらに他の実施の形態の構成図を示す。
これは、交換機（500）の外部装置IF部（312）に直接提供情報装置（710）の外部装置IF
部（711）が接続されたシステムが示される。
【００６７】
ここでは、無線基地局（310）のカバーするエリアに入ってきた無線通信端末にのみ、基
地局（310）に接続された提供情報装置（310）内の提供情報ＤＢ（713）に蓄積された提
供情報が配信される。このような無線通信システムを用いれば、複数の無線基地局がカバ
ーする位置登録エリアに比べて識別可能なエリアはかなり小さなものとなり、更により狭
域な情報を配信することが可能となる。また、ここで用いられる提供情報装置（710）は
先ほどまで例で示したネットワーク上に接続されるものと違って多数存在する基地局（31
0）に直接接続されるものなので、大きなスペースは取ればい場合もあり、また、配信す
る情報もそれ程多数必要はないと想定される。ここでは提供情報ＤＢ（713）内に蓄積さ
れる情報は１つ又は少数とし、全ての加入者に対して同じ情報又は限られた数の情報を配
信するようにしても良い。また、特に情報配信の契機は設けず、無線基地局（310）は絶
えず提供情報をUSCCHチャネルを用いて送信し続けるようにしても良い。
【００６８】
例として、◇◆デパートの建物側の電柱に設置された基地局にユーザＩのもつ無線通信端
末（端末識別番号 12345682）が無線基地局（310）のカバーするエリアに入ってきた場合
を考える。提供情報処理装置（712）は予め蓄積されている提供情報ＤＢ（713）の”7階
催物情報”を取り出し、基地局（310）を介して、USCCHチャネルを用いて繰り返し送信し
続けている。無線通信端末（100i）がこの無線基地局（310）のカバーするエリアに入っ
てくると、この情報”7階催物情報”を受信し、USCCH処理部を介してディスプレイに表示
する。
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【００６９】
上述の各種シーケンス図の説明では、カレンダＩＤを意識しないものとして説明を行った
が、カレンダＩＤを、上述のようにさらに適用するようにして各種シーケンスの処理を実
行することもできる。また、以上のような本発明の各種のシーケンス図の処理を、それぞ
れ適宜組み合わせることもできる。
【００７０】
【発明の効果】
本発明によると、以上のように、無線通信システムにおけるエリア固有の各種情報を、特
定のひとつ又は複数の無線通信端末に同時に通知することができる。
【００７１】
本発明によると、無線通信端末の位置情報を管理及び識別するエリアが、セルラー網やぺ
ージャのエリアよりも比較的に狭いエリアで管理及び識別可能とされる網において、その
狭いエリアに固有の情報を、位置を識別し得るひとつ又は複数の最小単位エリアに位置す
る無線通信端末にのみ通知することができる。
【００７２】
また、本発明によると、加入者の識別及び加入者が希望する情報の識別を加入者情報デー
タベース（ＤＢ）に記憶された加入者データを用いて識別することにより、情報提供者及
び加入者双方から情報の選択を可能とすることができる。また、本発明によると、加入者
が情報を得ようとする毎に無線通信システムに対して加入者からアクセスする必要をなく
し、また、加入者側に費用の負担を強いることがないようすることで、商業情報等の情報
配信に適したサービス媒体を提供することができる。
【００７３】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した無線通信システムの構成図。
【図２】本発明を適用した無線通信システムにおける提供情報装置の構成図。
【図３】加入者情報ＤＢのデータ構成の説明図。
【図４】提供情報ＤＢのデータ構成の説明図。
【図５】本発明を適用した無線通信システムにおける無線基地局の構成図。
【図６】本発明を適用した無線通信システムにおける無線通信端末の構成図。
【図７】本発明を適用した無線通信システムにおける提供情報を通知する処理概要につい
てのシーケンス図。
【図８】提供情報を通知する際の提供情報装置の処理概要についてのシーケンス図。
【図９】カレンダ情報により提供情報が通知される際の提供情報装置の処理概要について
のシーケンス図。
【図１０】複数のエリアに対して同じ情報を配信する際の提供情報装置の処理概要につい
てのシーケンス図。
【図１１】端末識別ＩＤと識別子との一致により提供情報を表示する際の提供情報装置の
処理概要についてのシーケンス図。
【図１２】本発明を適用した無線通信システムにおける登録エリア内に入って又はそこか
ら出たとき提供情報を通知する際の説明図。
【図１３】ある位置登録エリア内に入ったとき又はそこから出たときに提供情報を通知す
る際の提供情報装置の処理概要についてのシーケンス図。
【図１４】本発明を適用した無線通信システムにおける無線通信端末からの加入者操作に
より提供情報の選択を行う処理概要についてのシーケンス図。
【図１５】加入者の無線通信端末からの操作により情報を選択する際の提供情報装置の処
理概要についてのシーケンス図。
【図１６】本発明を適用した無線通信システムにおける外部からの操作により提供情報の
選択を行う処理概要についてのシーケンス図。
【図１７】無線通信システムの外部からの操作により提供情報の選択を行う際の提供情報
装置の処理概要についてのシーケンス図。
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【図１８】本発明を適用した無線通信システムにおけるサービス利用料金精算を行う処理
概要についてのシーケンス図。
【図１９】サービス利用料金精算を行う際の提供情報装置の処理概要についてのシーケン
ス図。
【図２０】本発明の無線通信システムの他の実施の形態の構成図。
【図２１】本発明の無線通信システムのさらに他の実施の形態の構成図。
【符号の説明】
100a,100b,100c…無線通信端末
101…アンテナ
102…無線信号送受信部
103…制御部
104…音声処理部
105…マイク
106…スピーカ
107…電波品質管理部
108…処理部
109…データ記憶部
110…入力部
111…表示部
112…制御チャネル処理部
121,122…無線通信端末(特定の位置登録エリア登録済み）
123,124…無線通信端末(特定の位置登録エリア未登録）
130…無線通信端末
200a,200b,200c…無線伝送路
210…無線伝送路
300a,300b,300c…無線基地局
301…送信系無線装置
302…受信系無線装置
303…無線制御部
304…制御用マイコン
305…メモリ
306…回線制御部
307…ネットワークIF部
308…外部装置IF部
309…USCCH処理部
310…無線基地局
311…ネットワークIF部
312…外部装置IF部
500…交換機
600…ネットワーク
700…提供情報装置
701…ネットワークインタフェース部
702…処理部
703…加入者情報ＤＢ
704…提供情報ＤＢ
705,706,707,708…データテーブル
710…提供情報装置
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