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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
他の通信端末との間で近距離通信を行う近距離通信手段と、他の通信端末との間でネッ
トワークを介して遠距離通信を行う遠距離通信手段とを備えた携帯端末装置であって、
前記近距離通信手段を介して他の通信端末が近辺に存在しているか否かを監視する監視
手段と、
この監視手段によって他の通信端末が近辺に存在していることが検出された場合に、前
記近距離通信手段を介して当該通信端末から相手識別情報を受信取得する取得手段と、
この取得手段によって受信取得した相手識別情報の中に予め登録されている相手識別情
報が含まれているか否かを判別する第一相手判別手段と、
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前記取得手段によって受信取得した相手識別情報の中に予め登録されている相手識別情
報以外が含まれているか否かを判別する第二相手判別手段と、
前記第一相手判別手段によって前記受信取得した相手識別情報の中に前記登録されてい
る相手識別情報が含まれていると判別された場合には、当該登録相手である知り合いが近
辺に居ることを示す近辺相手情報を生成し、前記第二相手判別手段によって前記受信取得
した相手識別情報の中に前記登録されている相手識別情報以外が含まれていると判別され
た場合には、当該登録相手ではない不明相手が近辺に居ることを示す近辺相手情報を生成
すると共に、これらいずれかの近辺相手情報を前記遠距離通信手段を介して所定の通信端
末に通知する通知手段と、
を具備したことを特徴とする携帯端末装置。
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【請求項２】
前記受信取得した相手識別情報が登録されている相手識別情報でないことが所定時間継
続して前記第二相手判別手段によって判別された場合に、前記通知手段は、当該登録相手
ではない不明相手が近辺に居ることを示す近辺相手情報を通知する、
ようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項３】
前記監視手段によって他の通信端末が近辺に存在していることが検出された際に、前記
通知手段による通知を開始する、
ようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項４】
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前記取得手段によって得られた相手識別情報を逐次記録する記録手段を更に設け、
前記通知手段は、前記逐次記録されている各相手識別情報を所定のタイミングで読み出
して一括通知する、
ようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項５】
前記取得手段によって受信取得した相手識別情報が新規な相手識別情報であるか否かを
判別する新規判別手段を設け、
この新規判別手段によって新規な相手識別情報であると判別された際に、前記通知手段
は、新規な相手が近辺に来たことを示す近辺相手情報を通知する、
ようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
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【請求項６】
他の通信端末との間で近距離通信を行う近距離通信手段と、他の通信端末との間でネッ
トワークを介して遠距離通信を行う遠距離通信手段とを備えた携帯端末装置であって、
前記近距離通信手段を介して他の通信端末が近辺に存在しているか否かを監視する監視
手段と、
この監視手段によって他の通信端末が近辺に存在していることが検出された場合に、近
辺に存在している通信端末が予め指定されている所定の通信端末であるか否かを判別する
端末判別手段と、
現在の状況が予め指定された時間帯、場所のうち、少なくともそのいずれかである予定
条件に該当するか否かを判別する予定判別手段と、
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この予定判別手段と前記端末判別手段による判別結果に基づいて、前記予定条件に対す
る前記所定の通信端末の存在有無の変化である行動情報を生成すると共に、この行動情報
を前記遠距離通信手段を介して所定の通信端末に通知する通知手段と、
を具備したことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項７】
前記所定の通信端末が存在していない状態からそれが存在し始めた状態に変化したこと
が前記監視手段によって判別された際に、前記通知手段は、その変化を通知する、
ようにしたことを特徴とする請求項６記載の携帯端末装置。
【請求項８】
前記所定の通信端末が存在している状態からそれが存在しなくなった状態に変化したこ
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とが前記監視手段によって判別された際に、前記通知手段は、その変化を通知する、
ようにしたことを特徴とする請求項６記載の携帯端末装置。
【請求項９】
現在の時刻情報を取得する時刻取得手段と、
現在の位置情報を取得する位置取得手段と、
を更に設け、前記通知手段は、前記時刻取得手段で得られた時刻情報、前記位置取得手
段によって得られた位置情報を併せて通知する、
ようにしたことを特徴とする請求項１、請求項６のいずれか記載の携帯端末装置。
【請求項１０】
所定の動作モードに設定するモード設定手段を更に設け、
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前記監視手段は、前記モード設定手段によって所定の動作モードに設定されている場合
に、他の通信端末が近辺に存在しているか否かを監視する、
ようにしたことを特徴とする請求項１、請求項６のいずれか記載の携帯端末装置。
【請求項１１】
コンピュータに対して、
他の通信端末との間で近距離通信を行う機能と、
他の通信端末との間でネットワークを介して遠距離通信を行う機能と、
前記近距離通信を介して他の通信端末が近辺に存在しているか否かを監視する機能と、
他の通信端末が近辺に存在していることが検出された場合に、近距離通信を介して当該
通信端末から相手識別情報を受信取得する機能と、
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受信取得した相手識別情報の中に予め登録されている相手識別情報が含まれているか否
かを判別する機能と、
受信取得した相手識別情報の中に予め登録されている相手識別情報以外が含まれている
か否かを判別する機能と、
受信取得した相手識別情報の中に前記登録されている相手識別情報が含まれていると判
別された場合には、当該登録相手である知り合いが近辺に居ることを示す近辺相手情報を
生成し、受信取得した相手識別情報の中に前記登録されている相手識別情報以外が含まれ
ていると判別された場合には、当該登録相手ではない不明相手が近辺に居ることを示す近
辺相手情報を生成すると共に、これらいずれかの近辺相手情報を前記遠距離通信を介して
所定の通信端末に通知する機能と、

20

を実現させるためのプログラム。
【請求項１２】
コンピュータに対して、
他の通信端末との間で近距離通信を行う機能と、
他の通信端末との間でネットワークを介して遠距離通信を行う機能と、
前記近距離通信を介して他の通信端末が近辺に存在しているか否かを監視する機能と、
他の通信端末が近辺に存在していることが検出された場合に、近辺に存在している通信
端末が予め指定されている所定の通信端末であるか否かを判別する機能と、
現在の状況が予め指定された時間帯、場所のうち、少なくともそのいずれかである予定
条件に該当するか否かを判別する機能と、
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これらの判別結果に基づいて、前記予定条件に対する前記所定の通信端末の存在有無の
変化である行動情報を生成すると共に、この行動情報を前記遠距離通信を介して所定の通
信端末に通知する機能と、
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、他の通信端末との間で近距離通信を行う近距離通信手段と、他の通信端末
との間でネットワークを介して遠距離通信を行う遠距離通信手段とを備えた携帯端末装置
及びプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
一般に、子供、お年寄りなどが外出しているときに、その子供、お年寄りなどから連絡
がないと、家族はその安否や居場所が気になってしまう。そこで、従来では、子供の居場
所を定期的に管理し、その子供の行動が異常であれば、そのことを親に通知するようにし
た技術が公知となっている（特許文献１及び２参照）。
【特許文献１】特開２００４−１８５３２９号公報
【特許文献２】特開２００４−２７２３３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
しかしながら、これらの技術では、子供の居場所は分かるものの、その子供がどのよ
うな状況にあるのか、すなわち、一人で居るのか、友達と居るのか、はたまた見知らない
人と居るのかまでも把握することはできなかった。言い換えれば、親の良く知っている人
と一緒に出かけたので安心していたが、何処かではぐれてしまい、現在、どのような状況
にあるのか、本人から連絡が無いと、それを把握することができない、という問題があっ
た。このことは、障害者、お年寄りなどであっても同様の問題が起きる。
また、操作に不慣れな子供、お年寄りなどにあっては、現在の状況を家族にメール通知
しようとしても、その操作の仕方が分からなかったり、連絡すること自体を忘れてしまっ
たりすることもあった。
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【０００４】
この発明の課題は、特別な操作を行うことなく、近辺の状況を遠隔通知できるようにす
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
請求項１記載の発明（第１の発明）は、他の通信端末との間で近距離通信を行う近距離
通信手段と、他の通信端末との間でネットワークを介して遠距離通信を行う遠距離通信手
段とを備えた携帯端末装置であって、前記近距離通信手段を介して他の通信端末が近辺に
存在しているか否かを監視する監視手段と、この監視手段によって他の通信端末が近辺に
存在していることが検出された場合に、前記近距離通信手段を介して当該通信端末から相
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手識別情報を受信取得する取得手段と、この取得手段によって受信取得した相手識別情報
の中に予め登録されている相手識別情報が含まれているか否かを判別する第一相手判別手
段と、前記取得手段によって受信取得した相手識別情報の中に予め登録されている相手識
別情報以外が含まれているか否かを判別する第二相手判別手段と、前記第一相手判別手段
によって前記受信取得した相手識別情報の中に前記登録されている相手識別情報が含まれ
ていると判別された場合には、当該登録相手である知り合いが近辺に居ることを示す近辺
相手情報を生成し、前記第二相手判別手段によって前記受信取得した相手識別情報の中に
前記登録されている相手識別情報以外が含まれていると判別された場合には、当該登録相
手ではない不明相手が近辺に居ることを示す近辺相手情報を生成すると共に、これらいず
れかの近辺相手情報を前記遠距離通信手段を介して所定の通信端末に通知する通知手段と
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を具備したことを特徴とする。
更に、コンピュータに対して、上述した請求項１記載の発明に示した主要機能を実現さ
せるためのプログラムを提供する（請求項１１記載の発明）。
【０００８】
なお、上述した請求項１記載の発明は次のようなものであってもよい。
前記受信取得した相手識別情報が登録されている相手識別情報でないことが所定時間継
続して前記第二相手判別手段によって判別された場合に、前記通知手段は、当該登録相手
ではない不明相手が近辺に居ることを示す近辺相手情報を通知するようにしてもよい（請
求項２記載の発明）。
【０００９】
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前記監視手段によって他の通信端末が近辺に存在していることが検出された際に、前記
通知手段による通知を開始する（請求項３記載の発明）。
【００１０】
前記取得手段によって得られた相手識別情報を逐次記録する記録手段を更に設け、前記
通知手段は、前記逐次記録されている各相手識別情報を所定のタイミングで読み出して一
括通知する（請求項４記載の発明）。
【００１１】
前記取得手段によって受信取得した相手識別情報が新規な相手識別情報であるか否かを
判別する新規判別手段を設け、この新規判別手段によって新規な相手識別情報であると判
別された際に、前記通知手段は、新規な相手が近辺に居ることを示す近辺相手情報を通知
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する（請求項５記載の発明）。
【００１２】
現在の時刻情報を取得する時刻取得手段と、現在の位置情報を取得する位置取得手段と
を更に設け、前記通知手段は、前記時刻取得手段で得られた時刻情報、前記位置取得手段
によって得られた位置情報を併せて通知する（請求項９記載の発明）。
【００１３】
所定の動作モードに設定するモード設定手段を更に設け、前記監視手段は、前記モード
設定手段によって所定の動作モードに設定されている場合に、他の通信端末が近辺に存在
しているか否かを監視する（請求項１０記載の発明）。
【００１４】
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請求項６記載の発明（第２の発明）は、他の通信端末との間で近距離通信を行う近距離
通信手段と、他の通信端末との間でネットワークを介して遠距離通信を行う遠距離通信手
段とを備えた携帯端末装置であって、前記近距離通信手段を介して他の通信端末が近辺に
存在しているか否かを監視する監視手段と、この監視手段によって他の通信端末が近辺に
存在していることが検出された場合に、近辺に存在している通信端末が予め指定されてい
る所定の通信端末であるか否かを判別する端末判別手段と、現在の状況が予め指定された
時間帯、場所のうち、少なくともそのいずれかである予定条件に該当するか否かを判別す
る予定判別手段と、この予定判別手段と前記端末判別手段による判別結果に基づいて、前
記予定条件に対する前記所定の通信端末の存在有無の変化である行動情報を生成すると共
に、この行動情報を前記遠距離通信手段を介して所定の通信端末に通知する通知手段とを
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具備したことを特徴とする。
更に、コンピュータに対して、上述した請求項６記載の発明に示した主要機能を実現さ
せるためのプログラムを提供する（請求項１２記載の発明）。
【００２１】
なお、上述した請求項６記載の発明は次のようなものであってもよい。
前記所定の通信端末が存在していない状態からそれが存在し始めた状態に変化したこと
が前記監視手段によって判別された際に、前記通知手段は、その変化を通知する（請求項
７記載の発明）。
【００２２】
前記所定の通信端末が存在している状態からそれが存在しなくなった状態に変化したこ
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とが前記監視手段によって判別された際に、前記通知手段は、その変化を通知する（請求
項８記載の発明）。
【００２３】
その他、請求項６記載の発明（第２の発明）は、上述した請求項９記載の発明、請求項
１０記載の発明のようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２４】
第１の発明は、どのような相手と一緒に居るかなどを特別な操作を行うことなく遠隔通
知することができる。
【００２５】
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第２の発明は、予定どおり行動しているかなどを特別な操作を行うことなく遠隔通知す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
（実施例１）
以下、図１〜図８を参照して本発明の第１実施例を説明する。
図１は、携帯端末装置として適用した携帯電話装置の通信ネットワークシステムを示し
たブロック図である。
携帯電話装置１は、電話機能（通話機能）、電子メール機能、インターネット接続機能
（Ｗｅｂアクセス機能）のほか、現在位置を取得するＧＰＳ機能、遠距離無線通信機能、
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近距離無線通信機能などを備えている。携帯電話装置１は、公衆携帯通信網（公衆移動体
通信網）２を構成する最寄りの基地局、交換機を介してインターネット３に接続されてお
り、遠距離無線通信機能は、インターネット３を介して他の通信端末４との間で遠距離無
線通信（メール通信など）を行う。
【００２８】
他の通信端末４は、例えば、電話機能（通話機能）、電子メール機能を備えた携帯電話
装置あるいはＰＣ（パーソナルコンピュータ）などの通信機器であり、携帯電話装置１は
、この通信端末４に対してメール通知を行う。この場合、子供所持の携帯電話装置１に対
して、他の通信端末４は、その親側の通信端末で、例えば、子供側の携帯電話装置１には
、その親側の「メールアドレス」が記憶管理されている。近距離無線通信機能は、その通

10

信待機状態において近辺に居る他の通信端末（例えば、携帯電話装置）１との間で近距離
通信を行うことによって、どのような相手と一緒に居るかなどの近辺の状況を監視する際
に使用されるもので、子供側の携帯電話装置１は、誰と一緒に居るのかなどの近辺の状況
をメールで親側の通信端末４に送信して報告するようにしている。
【００２９】
図２は、携帯電話装置１の基本的な構成要素を示したブロック図である。
ＣＰＵ１１は、記憶部１２内の各種のプログラムに応じて携帯電話装置１の全体動作を
制御する中核的な中央演算処理装置である。記憶部１２は、内部メモリであり、プログラ
ム領域とデータ領域とを有し、このプログラム領域には、後述する図６〜図８に示す動作
手順に応じて本実施例を実現するためのプログラムが格納されている。また、そのデータ
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領域には、後述するアドレス帳ＡＤ、記録メモリＲＭ、予定条件テーブルＳＤなどが設け
られている。外部記録メディア１３は、着脱自在な可搬型メモリで、録画コンテンツなど
、各種のデータ・プログラムを外部供給するもので、例えば、ＳＤカード、ＩＣカードな
どによって構成されている。メモリ１４は、ワーク領域を有する内部メモリであり、必要
に応じてメモリ１４内の各種のデータは、記憶部１２にセーブされる。
【００３０】
電話通信部１５は、上述した遠隔無線通信機能を構成するもので、無線部を構成するア
ンテナに接続された送受信部（ベースバンド部）の受信側から信号を取り込んで受信ベー
スバンド信号に復調したのちに、音響制御部１６を介して受話スピーカ１７から音声出力
させる。また、電話通信部１５は、送話マイク１８から入力された音声データを音響制御
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部１６から取り込み、送信ベースバンド信号に符号化したのちに送受信部の送信側に与え
られてアンテナから発信出力させる。一方、インターネット接続機能などによって電話通
信部１５を介して受信取得したコンテンツは、表示制御部１９を介してメイン表示部２０
に与えられて表示出力される。
【００３１】
キー操作部２１は、ダイヤル入力、文字入力、コマンド入力などを行うもので、このキ
ー操作部２１には、数値／文字入力キー、ダイヤルキー、モード設定キーなどが設けられ
ており、ＣＰＵ１１は、キー操作部２１からのキー入力信号に応じた処理を実行する。Ｇ
ＰＳ受信部（Global Positioning System）２２は、ＧＰＳ衛星（図示せず）と地上局と
を利用して現在位置（経緯度情報）を受信するもので、ＣＰＵ１１は、定期的にＧＰＳ受
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信部２２をアクセスして現在位置を受信取得する。ＲＴＣ（リアルタイムクロックモジュ
ール）２３は、現在日時（年月日時分秒）を得る時計部を構成するもので、ＣＰＵ１１は
、ＲＴＣ２３から現在日時を取得する。
【００３２】
近距離無線通信部２４は、例えば、Bluetooth通信方式によって近辺の携帯電話装置１
との間で近距離通信を行うもので、通信待機状態においてその電波到達エリア内（例えば
、半径１０ｍ以内）に近距離無線通信付きの他の通信端末（以下、他の携帯電話装置１と
呼称する）が入っていれば、その他の携帯電話装置１との間で自動交信が行われる（図１
参照）。この場合、ＣＰＵ１１は、近距離無線通信部２４を介して近辺に他の携帯電話装
置１が存在しているか否かを監視し、近距離無線通信部２４の自動交信によって他の携帯
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電話装置１が近辺に存在していることを検出した際に、近距離無線通信部２４を介して当
該端末から相手識別情報（相手ＩＤ）を受信取得するようにしている。そして、ＣＰＵ１
１は、受信取得した「相手ＩＤ」に基づいて予め登録されている相手であるか否かを判別
し、登録相手であれば、登録相手が近辺に居ることを示すメールを生成し、登録相手でな
ければ、不明相手が近辺に居ることを示すメールを生成して通知するようにしている。こ
の場合のメール通知先は、予め任意に指定しておいた相手（例えば、母親などの家族）側
の通信端末４である。
【００３３】
図３は、アドレス帳ＡＤを説明するための図である。
アドレス帳ＡＤは、通信相手毎に、その相手に関する情報を記憶管理するもので、「相
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手名前」、「電話番号」、「メールアドレス」、「相手ＩＤ」、「通知先フラグ」の各項
目を有し、その内容は、ユーザ操作によって任意に設定された情報である。「相手ＩＤ」
は、ユーザ本人が例えば、幼稚園児、小学低学年生、障害者などであれば、一緒に行動す
るクラスメイト、先生、仲間、家族などを識別するための相手識別情報である。この場合
、クラス（先生を含む）／仲間／家族の各人には、予め固有のＩＤが割り当てられており
、この各人の「相手ＩＤ」をそれぞれ入力してアドレス帳ＡＤに設定するようにしている
。「通知先フラグ」は、近辺の状況をメールで通知する通知先を示し、例えば、子供に対
してはその母親が通知先として指定されている。なお、通知先を複数指定されている場合
には、この複数人に対して一斉にメール通知するようにしてもよい。
20

【００３４】
図４は、記録メモリＲＭを説明するための図である。
記録メモリＲＭは、近距離無線通信部２４の交信開始によって他の携帯電話装置１が近
辺に存在していることが所定のタイミング毎に検出された際に、この近辺の状況が順次記
録されるもので、「検出時刻」、「位置」、「相手ＩＤ」の各項目を有する構成となって
いる。ここで、他の携帯電話装置１が近辺に存在していることが検出されたときに、「検
出時刻」はＲＴＣ２３から取得した現在時刻がセットされ、また、「位置」はＧＰＳ受信
部２２から取得した位置情報がセットされたものである。「相手ＩＤ」は、近辺に存在し
ている携帯電話装置１を所持している相手を識別する情報であり、その相手がアドレス帳
ＡＤに登録されていなければ、不明相手が近辺に居ることを示すために「相手ＩＤ」とし
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て、不明ＩＤがセットされる。
【００３５】
この記録メモリＲＭへの記録は、「一括通知モード」に設定されている場合に行われる
。この「一括通知モード」は、キー操作部２１に設けられているモード設定キーの操作に
よって任意に設定されたもので、このモード設定キーは、「ＩＤ検出モード」の設定／解
除を切替えるほか、この「ＩＤ検出モード」下では「一括通知モード」と「即時通知モー
ド」との切替えも行う。ここで、「ＩＤ検出モード」は、近距離無線通信部２４を介して
近辺の状況を検出する動作モードであり、ＣＰＵ１１は、「ＩＤ検出モード」に設定され
ている状態において、「即時通知モード」が指定されているときには、近辺の状況を検出
する毎に現在の状況を即座にメール通知するようにしているが、「一括通知モード」が指
定されているときには、一旦、近辺の状況を記録メモリＲＭに順次蓄えたのち、所定のタ
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イミング毎（例えば、１時間毎）に記録メモリＲＭの内容を一括して読み出してメール通
知するようにしている。
【００３６】
図５は、「一括通知モード」において記録メモリＲＭに順次記録される内容を説明する
ための図である。
ここで、ＣＰＵ１１は、所定時間間隔（例えば、１分間隔毎）に近距離無線通信部２４
を介して近辺の状況を検出するようにしており、図示の例は、この検出タイミング（１）
で

Ａさん

、

Ｃさん

検出タイミング（２）は、

所持の携帯電話装置１が検出された場合を示している。また、
不明相手

また、検出タイミング（３）は、

の携帯電話装置１のみが検出された場合であり、

検出なし

の場合、更に、検出タイミング（４）は、
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所持の携帯電話装置１が検出された場合を示している。これによ

って図４の例では、検出タイミング（１）で２人分、検出タイミング（２）で１人分、検
出タイミング（４）で２人分の「相手ＩＤ」がセットされる。
【００３７】
次に、この第１実施例における携帯電話装置の動作概念を図６〜図８に示すフローチャ
ートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述されている各機能は、
読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにした
がった動作が逐次実行される。また、伝送媒体を介して伝送されてきた上述のプログラム
コードに従った動作を逐次実行することもできる。このことは後述する他の実施例におい
ても同様であり、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／デー
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タを利用してこの実施例特有の動作を実行することもできる。
【００３８】
図６〜図８は、電源投入に伴って実行開始される携帯電話装置の全体動作を示したフロ
ーチャートである。
先ず、ＣＰＵ１１は、電話通信部１５を作動させて現在位置を登録する待受処理を行う
と共に（図６のステップＡ１）、電話／メールの着信有無をチェックし（ステップＡ２）
、電話／メール着信有りを検出すると（ステップＡ２でＹＥＳ）、着信メロディなどを発
生出力させる着信報知を行うと共に、電話あるいはメールの着信処理を実行する（ステッ
プＡ３）。また、待受状態において、ＣＰＵ１１は、「ＩＤ検出モード」に設定されてい
るかをチェックしたり（ステップＡ４）、「一括通知モード」に設定されているか否かを
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チェックしたり（ステップＡ８）、何らかの操作が行われたかをチェックしたりし（ステ
ップＡ１０）、何らかの操作が行われたときには（ステップＡ１０でＹＥＳ）、その操作
キー対応の処理として、例えば、電話発信処理、メール作成処理、メール送信処理などの
実行に移る（ステップＡ１１）。
【００３９】
いま、「ＩＤ検出モード」に設定されている状態においては（ステップＡ４でＹＥＳ）
、第１タイミングか否かをチェックする（ステップＡ５）。この第１タイミングは、近辺
の状況を検出するタイミングであり、ＣＰＵ１１は、この第１タイミング毎（例えば、１
分毎）に近距離無線通信部２４を介して他の携帯電話装置１が近辺に存在するかを検出す
るようにしている。いま、第１タイミングでなければ、上述のステップＡ８に移るが、第
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１タイミングであれば、近距離無線通信部２４をアクセスして「相手ＩＤ」の受信サーチ
を行い（ステップＡ６）、近距離無線通信部２４を介して他の携帯電話装置１との自動交
信によって他の携帯電話装置１が近辺に存在しているか、つまり、近辺に存在している他
の携帯電話装置１から相手識別情報（相手ＩＤ）を受信取得したか否かの判別を行う（ス
テップＡ７）。ここで、「相手ＩＤ」を受信取得しなかったとき、つまり、他の携帯電話
装置１が近辺に存在していないときには（ステップＡ７でＮＯ）、上述の待受状態（図６
のステップＡ１）に戻るが、１又は複数個の「相手ＩＤ」を受信取得したとき、つまり、
他の携帯電話装置１が近辺に存在しているときには（ステップＡ７でＹＥＳ）、図７のフ
ローに移る。
【００４０】
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すなわち、「ＩＤ検出モード」下においては、「即時通知モード」が指定されているか
否かを調べ（ステップＡ１２）、「即時通知モード」が指定されていれば、更に、「第１
モード」が指定されているか、「第２モード」が指定されているかを調べる（ステップＡ
１５）。「第１モード」は、「即時通知モード」の一態様として、受信取得した「相手Ｉ
Ｄ」がアドレス帳ＡＤに登録されている場合（登録相手が近辺に居る場合）にメール通知
を行う動作モードであり、また、「第２モード」は、「即時通知モード」の一態様として
、受信取得した「相手ＩＤ」がアドレス帳ＡＤに登録されていない場合（不明相手が近辺
に居る場合）に一定の条件下でメール通知を行う動作モードである。したがって、「即時
通知モード」下での「第１モード」では、近辺に不明相手のみ居る場合には、メール通知
は行わず、また、「即時通知モード」下での「第２モード」では、近辺に登録相手が一人
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でも居る場合にはメール通知は行わない。
【００４１】
いま、「即時通知モード」下での「第１モード」では（ステップＡ１５でＹＥＳ）、受
信取得した「相手ＩＤ」の中にアドレス帳ＡＤに登録されている「相手ＩＤ」が含まれて
いるか、言い換えれば、受信取得した「相手ＩＤ」に基づいてアドレス帳ＡＤを検索した
結果、少なくともその１人がアドレス帳ＡＤに登録されている登録相手であるかを調べる
（ステップＡ１６）。ここで、近辺に登録相手が一人も居なければ（ステップＡ１６でＮ
Ｏ）、メール通知を行わないために、待受状態に戻るが（図６のステップＡ１）、登録相
手が一人でも居る場合には（ステップＡ１６でＹＥＳ）、前回の検出でメール通知した通
知済みの「相手ＩＤ」が含まれているか、つまり、同一内容の重複通知を避けるために今
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回検出で新たな「相手ＩＤ」が含まれているかを調べる（ステップＡ１７）。
【００４２】
すなわち、前回の検出タイミングで検出した相手ＩＤが一時記憶されている状態におい
て、ＣＰＵ１１は、前回の検出タイミングで検出した相手ＩＤと今回の検出タイミングで
検出した相手ＩＤとを比較し、通知済みの「相手ＩＤ」が含まれているか（新たな相手Ｉ
Ｄが含まれているか）を調べる。例えば、前回の検出タイミングでアドレス帳ＡＤに登録
されている登録相手として
さん

Ｃさん

を検出した場合に、今回の検出タイミングでも

Ｃ

を検出したときには、今回の検出では新たな登録相手が含まれていないので、ステ

ップＡ１７では

通知済みのＩＤを含む

プＡ１）、今回の検出タイミングで

と判断されて待受状態に戻るが（図６のステッ

Ｃさん

のほか、登録相手として

Ａさん

を新た
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な検出したときには（ステップＡ１７でＹＥＳ）、ＧＰＳ受信部２２から現在位置を取得
すると共に（ステップＡ１８）、今回の検出で受信取得した「相手ＩＤ」に基づいてアド
レス帳ＡＤを検索し、該当する「相手名前」を読み出す（ステップＡ１９）。
【００４３】
ここで、今回の検出で受信取得した「相手ＩＤ」が複数の場合、その全てがアドレス帳
ＡＤに登録されている登録相手であれば、その全ての「相手名前」を読み出すが、一人で
も不明相手が含まれている場合には、その「相手ＩＤ」を「不明ＩＤ」として「相手名前
」の代わりとする。そして、この「相手名前」、「現在位置」のほか、不明相手が含まれ
ている場合には「不明ＩＤ」を含めたメール（近辺状況報告メール）を近辺情報として作
成すると共に、アドレス帳ＡＤを参照し、「通知先フラグ」がセットされている相手の「
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メールアドレス」を読み出し、この「メールアドレス」宛に近辺状況報告メールを通知す
る（ステップＡ２０）。なお、近辺状況報告メールは、登録相手が近辺に居ることを示す
内容のメールで、その具体例としては、「登録相手の
手の

Ａさん

Ａさん

と一緒です」、「登録相

と一緒ですが、近くに不明者（Ｘ）が居ます」などである。

【００４４】
また、「即時通知モード」下の「第２モード」では（ステップＡ１５でＮＯ）、上述の
場合と同様に、受信取得した「相手ＩＤ」の中にアドレス帳ＡＤに登録されている「相手
ＩＤ」が含まれているかを調べ（ステップＡ２１）、近辺に一人でも登録相手が居れば（
ステップＡ２１でＹＥＳ）、待受状態に戻るが（図６のステップＡ１）、登録相手が一人
も居なく、不明相手だけが居る場合には（ステップＡ２１でＮＯ）、１０回連続して同一
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の「不明ＩＤ」を含むかを調べる（ステップＡ２２）。この場合、不明相手を検出する毎
に、「不明ＩＤ」に対応付けてその連続検出回数を更新し、同一の「不明ＩＤ」を連続し
て検出しなかったときに、その連続検出回数をリセットするようにしている。
【００４５】
ここで、同一の「不明ＩＤ」の検出が１０回連続していれば、つまり、同一不明者が１
０分間、近くに居る場合には（ステップＡ２２でＹＥＳ）、ステップＡ２３に移り、上述
の場合と同様に、前回の検出でメール通知した通知済みの「相手ＩＤ」が含まれているか
（今回新たに検出した「相手ＩＤ」が含まれているか）を調べる。ここで、同一の「不明
ＩＤ」の検出が１０回連続していない場合（ステップＡ２２でＮＯ）、通知条件が成立し
ないので、待受状態に戻り（図６のステップＡ１）、また、１０回連続していても通知済
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みの「相手ＩＤ」が含まれている場合には（ステップＡ２３でＹＥＳ）、重複通知を避け
るために、待受状態に戻る（図６のステップＡ１）。
【００４６】
また、新たな不明相手が含まれている場合には、ＧＰＳ受信部２２から現在位置を取得
したのち（ステップＡ２４）、全ての「不明ＩＤ」、「位置情報」を含めた近辺状況報告
メールを生成すると共に、アドレス帳ＡＤを参照し、「通知先フラグ」がセットされてい
る相手の「メールアドレス」を読み出し、この「メールアドレス」宛に近辺状況報告メー
ルを送信する（ステップＡ２５）。この近辺状況報告メールは、不明相手だけが近辺に居
ることを示す内容のメールで、その具体例としては、
す

近辺には見知らない人だけが居ま

などである。
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【００４７】
一方、「ＩＤ検出モード」下において「一括通知モード」が指定されている場合には（
図７のステップＡ１２でＮＯ）、ＧＰＳ受信部２２から現在位置を取得するほか、ＲＴＣ
２３から現在時刻を取得したのち（ステップＡ１３）、受信取得した「相手ＩＤ」に対応
付けて「現在位置」、「現在時刻」を記録メモリＲＭに書き込む（ステップＡ１４）。そ
して、待受状態に戻り（図６のステップＡ１）、以下、「ＩＤ検出モード」下において「
一括通知モード」が指定されている場合、第１タイミング（近辺状況の検出タイミング）
毎に（ステップＡ５）、近辺に他の携帯電話装置１が存在していれば（ステップＡ７）、
その「相手ＩＤ」、「現在位置」、「現在時刻」を記録メモリＲＭに順次蓄える処理が繰
り返される（ステップＡ１３、Ａ１４）。
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【００４８】
そして、「一括通知モード」においては（図６のステップＡ８）、第２タイミングか否
かをチェックする（ステップＡ９）。この第２タイミングは、記録メモリＲＭの内容を一
括して通知するタイミングであり、例えば、１時間毎に一括通知を行う。いま、第２タイ
ミングでなければ、上述のステップＡ１０に移るが、第２タイミングであれば（ステップ
Ａ９でＹＥＳ）、図８のフローに移り、記録メモリＲＭに「相手ＩＤ」が記録されている
かを調べる（ステップＡ２６）。この結果、「相手ＩＤ」が一つも記録されていなければ
、待受状態に戻るが（図６のステップＡ１）、「相手ＩＤ」が記録されていれば（ステッ
プＡ２６でＹＥＳ）、全ての「相手ＩＤ」を読み出すと共に（ステップＡ２７）、この「
相手ＩＤ」に基づいてアドレス帳ＡＤを検索して該当する「相手名前」を全て読み出す（
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ステップＡ２８）。
【００４９】
そして、各「相手ＩＤ」に対応付けられている「検出時刻」、「位置」を記録メモリＲ
Ｍから読み出し、「相手名前」、「検出時刻」、「位置」のリストを作成すると共に（ス
テップＡ２９）、アドレス帳ＡＤを参照し、「通知先フラグ」がセットされている相手の
「メールアドレス」を読み出し、この「メールアドレス」宛に上述の作成リストをメール
で通知する（ステップＡ３０）。その後、記録メモリＲＭの内容を全て消去したのち（ス
テップＡ３１）、待受状態に戻る（図６のステップＡ１）。
【００５０】
以上のように、この第１実施例においてＣＰＵ１１は、近距離無線通信部２４を介して
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他の携帯電話装置１が近辺に存在していることを検出した際に、近距離無線通信部２４を
介して他の携帯電話装置１からその「相手ＩＤ」を受信取得し、この「相手ＩＤ」に基づ
いて当該相手が近辺に居ることを示す内容のメールを作成し、この作成メールを電話通信
部１５から公衆携帯通信網２を介して所定の通信端末４に通知するようにしたので、どの
ような相手と一緒に居るかなどを特別な操作を行うことなく、遠隔通知することができ、
操作に不慣れな子供、お年寄りなどを遠隔監視する場合にも有効なものとなる。
【００５１】
ＣＰＵ１１は、上述した「第１モード」において、近辺に居る他の携帯電話装置１から
受信取得した「相手ＩＤ」に基づいてアドレス帳ＡＤを検索した結果、少なくともその１
人がアドレス帳ＡＤに登録されている登録相手であれば、登録相手が近辺に居ることを示
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すメールを作成して通知するようにしたので、例えば、その通知を受けた親にあっては、
その子供がクラスメイト、友人、先生と一緒に居ることを把握することができる。
【００５２】
近辺に居る他の携帯電話装置１から受信取得した「相手ＩＤ」の中にアドレス帳ＡＤに
登録相手が一人も居なく、不明相手だけが居る場合には、不明相手だけが近辺に居ること
を示す内容のメールを作成して通知するようにしたので、例えば、その通知を受けた親に
あっては、その子供宛に電話連絡あるいはメール送信によってクラスメイト、友人、先生
が居る場所に戻るよう、注意することができる。
【００５３】
この場合、不明相手を検出する毎に、通知条件として１０回連続して同一不明者を検出

10

した際に、メール通知を行うようにしたから、例えば、見知らない人が１０分近くも近く
に居るということは不審者の可能性があるため、それを通知することができる。
【００５４】
「ＩＤ検出モード」下において「即時通知モード」が指定されている場合に、登録相手
／不明相手が近辺に居ることを検出した際に、そのことを即座にメール通知するようにし
たので、迅速な対応が可能となる。このような「即時通知モード」であっても、他の携帯
電話装置１が近辺に存在していることが検出した際に、メール通知するようにしたので、
例えば、近辺の状況を常時監視して逐次通知する場合に比べ、通信量及び通信時間の点で
大幅に有利なものとなる。
【００５５】
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「ＩＤ検出モード」下において「一括通知モード」が指定されている場合に、登録相手
／不明相手が近辺に居ることを検出する毎に、その「相手ＩＤ」に対応付けて「現在位置
」、「現在時刻」を記録メモリＲＭの対応する項目「相手ＩＤ」、「位置」、「検出時刻
」に書き込んでおき、１時間毎の第２タイミングで記録メモリＲＭの内容を一括して読み
出して通知するようにしたので、例えば、その通知を受けた親にあっては、一括通知の内
容から子供の行動を分析することができる。更に、「即時通知モード」の場合に比べて、
通信量及び通信時間の点でも有利なものとなる。
【００５６】
前回の検出タイミングで検出した相手ＩＤと今回の検出タイミングで検出した相手ＩＤ
とを比較し、通知済みの「相手ＩＤ」が含まれているか（新たな相手ＩＤが含まれている
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か）を判別し、新たな相手ＩＤが含まれている場合に、メール通知するようにしたので、
同一の検出内容を重複して通知する無駄を防ぐことができる。
【００５７】
記録メモリＲＭの内容を一括通知する場合に、「相手ＩＤ」毎に「位置」、「検出時刻
」のリストを作成して通知するようにしたので、その通知を受けた親にあっては、子供の
行動として、友人と１０分間一緒に居たが、その後は移動せずに単独行動のままであるな
ど、子供の行動を更に具体的に把握することができる。
【００５８】
「ＩＤ検出モード」に設定されている場合に、近距離無線通信部２４を介して近辺の状
況を検出するようにしたので、必要に応じて近辺の状況の報告か可能となる。なお、「Ｉ

40

Ｄ検出モード」下では更に「即時通知モード」と「一括通知モード」とを必要に応じて切
替えることが可能である。
【００５９】
なお、上述した第１実施例においては、第１タイミングを１分毎、第２タイミングを１
時間毎の場合を例示したが、ユーザ操作に応じて各タイミングを任意に変更可能としても
よい。また、緊急時には第１タイミングに拘わらず、常時監視するようにしてもよい。例
えば、通知を受けた親からの遠隔操作で常時監視を指示するようにしてもよい。また、同
一不明者を１０回連続して検出した際に、メール通知するようにしたが、この回数も任意
に変更可能としてもよい。
（実施例２）
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【００６０】
以下、この発明の第２実施例について図９〜図１１を参照して説明する。
なお、上述した第１実施例においては、どのような相手と一緒に居るかなどを監視して
遠隔通知するようにしたが、この第２実施例においては、予定どおりに行動しているかを
監視して遠隔通知するようにしたものである。すなわち、所定の相手が近辺に居るか否か
を監視すると共に行動予定の条件成立有無を判別し、これらの監視結果と判別結果に基づ
いて予定どおりに行動しているかを示す行動情報を生成し、この行動情報を遠距離通信を
介して所定の通信端末４にメール通知するようにしたものである。
ここで、両実施例において基本的あるいは名称的に同一のものは、同一符号を付して示
し、その説明を省略すると共に、以下、第２実施例の特徴部分を中心に説明するものとす
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る。
【００６１】
図９は、予定条件テーブルＳＤを説明するための図である。
予定条件テーブルＳＤは、行動予定として、人と会う場合に誰と、何時、何処で会い、
何時、何処で別れるかを示す予定条件を記憶するテーブルであり、その内容はユーザ操作
によって任意に設定されたものである。ここで、第１の予定条件は、会う予定に対応し、
待合せ相手を識別する「相手ＩＤ」と、何時頃会うかを示す「予定時間帯」と、どの辺で
会うかを示す「予定場所（経緯度情報）」の各項目を有している。また、第２の予定条件
は、別れる予定に対応しており、何時頃別れるかを示す「予定時間帯」と、どの辺で別れ
るかを示す「予定場所（経緯度情報）」の各項目を有している。なお、「予定時間帯」は
、例えば、

１８時３０分〜１８時４５分

20

のように時間的な幅をもって設定された情報

である。
【００６２】
図１０及び図１１は、第２実施例の特徴部分の動作を示し、電源投入に伴って実行開始
される携帯電話装置の全体動作を示したフローチャートである。
先ず、ＣＰＵ１１は、電話通信部１５を作動させて現在位置を登録する待受処理を行う
と共に（図１０のステップＢ１）、電話／メールの着信有無をチェックし（ステップＢ２
）、電話／メール着信有りを検出すると（ステップＢ２でＹＥＳ）、着信報知と共に電話
あるいはメールの着信処理を実行する（ステップＢ３）。また、待受状態において、ＣＰ
Ｕ１１は、近距離無線通信部２４を介して近辺の状況を検出する「ＩＤ検出モード」に設
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定されているか（ステップＢ４）、何らかの操作が行われたかをチェックし（ステップＢ
５）、何らかの操作が行われた場合には、その操作キー対応の処理として、電話発信処理
、メール作成・送信処理などの実行に移る（ステップＢ６）。
【００６３】
いま、「ＩＤ検出モード」に設定されている場合には（ステップＢ４でＹＥＳ）、前回
の検出から所定時間経過しているかをチェックする（ステップＢ７）。この場合、第２実
施例においては、近辺の状況を検出する検出タイミングを１０分毎としており、前回の検
出から１０分経過していれば（ステップＢ７でＹＥＳ）、近距離無線通信部２４をアクセ
スして「相手ＩＤ」の受信サーチを行い（ステップＢ８）、近距離無線通信部２４を介し
て他の携帯電話装置１との自動交信によって他の携帯電話装置１が近辺に存在しているか
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、つまり、近辺に存在している他の携帯電話装置１から相手識別情報（相手ＩＤ）を受信
取得したか否かを判別する（ステップＢ９）。
【００６４】
ここで、１又は複数個の「相手ＩＤ」を受信取得した場合（他の携帯電話装置１が近辺
に存在している場合）には（ステップＢ９でＹＥＳ）、受信取得した「相手ＩＤ」に基づ
いて予定条件テーブルＳＤを検索し、受信取得した「相手ＩＤ」の中に予定条件テーブル
ＳＤに設定されている「相手ＩＤ」が含まれているか（待合せ相手が近辺に居るか）を調
べる（ステップＢ１０）。いま、近辺に予定相手が居れば、つまり、待合せ相手に会えた
場合には（ステップＢ１０でＹＥＳ）、図１１のステップＢ１１に移り、「検出済みフラ
グ」がセットされているかを調べる。
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【００６５】
この「検出済みフラグ」は、予定相手を検出済みであること（待合せ相手に会えたこと
）を条件にセットされるフラグである。いま、「検出済みフラグ」はセットされていない
ので（ステップＢ１１でＮＯ）、ＧＰＳ受信部２２から現在位置を取得し（ステップＢ１
２）、この現在位置に基づいて予定条件テーブルＳＤを検索し、第１予定条件の「予定場
所」に現在位置が該当しているかを調べる（ステップＢ１３）。
【００６６】
ここで、現在位置が「予定場所」に該当し、待合せ相手に予定場所で会えた場合には（
ステップＢ１３でＹＥＳ）、ＲＴＣ２３から現在時刻を取得し、現在時刻に基づいて予定
条件テーブルＳＤを検索し、第１予定条件の「予定時間帯」に現在時刻が含まれているか
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を調べる（ステップＢ１７）。現在時刻が「予定時間帯」に該当し、待合せ相手に予定時
間帯内で会えた場合には（ステップＢ１７でＹＥＳ）、予定条件どおりに会えた旨のメッ
セージ（行動情報）を作成すると共に、アドレス帳ＡＤを参照し、「通知先フラグ」がセ
ットされている相手の「メールアドレス」を読み出し、この「メールアドレス」宛に当該
メッセージ付きメールを通知する（ステップＢ１８）。
【００６７】
例えば、この作成メッセージは、
１８時３５分

予定時間帯（１８時３０分〜１８時４５分）内の

に予定場所である○○駅改札口付近で、待合せ相手のＡさんと予定どおり

会うことができました

などである。すなわち、待合せ相手に会えた際に、ＲＴＣ２３か

ら取得した現在時刻とＧＰＳ受信部２２から取得した現在位置を含めた内容となっている
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。なお、現在位置に基づいてその場所情報をインターネット経由で受信取得するようにし
てもよい。そして、待合せ相手に会えたこと（予定相手を検出済みであること）を示すた
めに「検出済みフラグ」をセットしたのち（ステップＢ２０）、待受状態に戻る（図１０
のステップＢ１）。
【００６８】
このように、「予定時間帯」に「予定場所」で待合せ相手に会えた場合（全ての条件ど
おりに予定相手と会えた場合）のほか、一部の条件が不成立であっても、結果的に予定相
手と会えたときには、メッセージ（行動情報）を作成してメール通知するようにしている
。すなわち、第１予定条件の「予定場所」に現在位置が該当していない場合（ステップＢ
１２でＮＯ）には、上述のステップＢ１７と同様に、第１予定条件の「予定時間帯」に予
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定相手と会えたかを調べる（ステップＢ１４）。いま、予定相手と会えた場所が「予定場
所」ではなく（ステップＢ１３でＮＯ）、会えた時間帯も「予定時間帯」でなければ（ス
テップＢ１４でＮＯ）、予定条件以外で予定相手に会えた旨のメッセージを作成し、上述
の「メールアドレス」宛に当該メッセージ付きメールを通知する（ステップＢ１５）。
【００６９】
また、「予定場所」ではないが「予定時間帯」内で会えた場合には（ステップＢ１４で
ＹＥＳ）、「予定時間帯」内に予定相手に会えた旨のメッセージを作成し、上述の「メー
ルアドレス」宛に当該メッセージ付きメールを通知する（ステップＢ１６）。更に、「予
定場所」で会えたが（ステップＢ１３でＹＥＳ）、「予定時間帯」内には会えなかった場
合には（ステップＢ１７でＮＯ）、「予定場所」で予定相手に会えた旨のメッセージを作
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成し、上述の「メールアドレス」宛に当該メッセージ付きのメールを通知する（ステップ
Ｂ１９）。このように一部の条件が不成立であっても、結果的に待合せ相手と会えたとき
には、「現在時刻」あるいは「現在位置」を含めたメッセージが作成されてメール通知さ
れる。そして、予定相手に会えたこと（予定相手を検出したこと）を示すために「検出済
みフラグ」をセットしたのち（ステップＢ２０）、待受状態に戻る（図１０のステップＢ
１）。
【００７０】
このようにして予定相手に会えたのち、その相手と行動を共にしていれば、検出タイミ
ング毎に（ステップＢ７）、その相手が近辺に居ることが検出されてステップＢ１１に移
るが、この場合、「検出済みフラグ」がセットされていので、以下、待受状態に戻る（図
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１０のステップＢ１）。このように予定相手（同伴相手）と一緒に居る間は、１０分毎に
同様の動作を繰り返す。
【００７１】
一方、「相手ＩＤ」を受信取得しなかった場合（他の携帯電話装置１が近辺に存在して
いない場合）には（ステップＢ９でＮＯ）あるいは「相手ＩＤ」を受信取得してもその相
手が予定相手でない場合には（ステップＢ１０でＮＯ）、図１１のステップＢ２１に移り
、「検出済みフラグ」がセットされているかを調べる。ここで、予定相手と会う前であれ
ば、「検出済みフラグ」はセットされていないので、待受状態に戻るが（図１０のステッ
プＢ１）、予定相手に会ったのちは、その相手（同伴相手）と離れたとしても「検出済み
フラグ」はセットされたままとなっているので、ステップＢ２２に移り、前回の検出でも
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同伴相手が近辺に居なかったのか、つまり、１０分経過しても離れたままなのかを判別す
る。いま、前回の検出では同伴相手が近辺に居たが、今回の検出で同伴相手が居ないこと
を検出した場合には（ステップＢ２２でＮＯ）、同伴相手と一時的に離れた場合であると
判断して、待受状態に戻る（図１０のステップＢ１）。
【００７２】
いま、前回及び今回とも同伴相手が近辺に居ないことを検出した場合には（ステップＢ
２２でＹＥＳ）、同伴相手と別れたと判断して、ステップＢ２３に移り、ＲＴＣ２３から
現在時刻を取得し、現在時刻に基づいて予定条件テーブルＳＤを検索し、第２予定条件の
「予定時間帯」に現在時刻が含まれているかを調べる。現在時刻が「予定時間帯」に該当
し、予定時間帯内に別れた場合には（ステップＢ２３でＹＥＳ）、ＧＰＳ受信部２２から
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現在位置を取得し（ステップＢ２４）、この現在位置に基づいて予定条件テーブルＳＤを
検索し、第２予定条件の「予定場所」に現在位置が該当しているかを調べる（ステップＢ
２５）。
【００７３】
現在位置が「予定場所」に該当し、予定場所で別れた場合には（ステップＢ２５でＹＥ
Ｓ）、予定条件どおりに相手と別れた旨のメッセージを作成すると共に、アドレス帳ＡＤ
から「通知先フラグ」がセットされている相手の「メールアドレス」を読み出し、この「
メールアドレス」宛に当該メッセージ付きメールを通知する（ステップＢ２６）。この場
の作成メッセージには、同伴者と別れたときの「現在時刻」、「現在位置」を含めた内容
となっている。そして、「検出済みフラグ」をリセットしたのち（ステップＢ２９）、待
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受状態に戻る（図１０のステップＢ１）。
【００７４】
また、「予定場所」ではないが「予定時間帯」内で別れた場合には（ステップＢ２５で
ＮＯ）、「予定時間帯」内に同伴相手と別れた旨のメッセージを作成し、上述の「メール
アドレス」宛に当該メッセージ付きメールを通知する（ステップＢ２７）。この場合の作
成メッセージには、同伴者と別れたときの「現在時刻」が含まれている。更に、「予定場
所」でもなく、「予定時間帯」でもない場合には（ステップＢ２３でＮＯ）、「予定時間
帯」以外で同伴相手と別れた旨のメッセージを作成し、上述の「メールアドレス」宛に当
該メッセージ付きのメールを通知する（ステップＢ２８）。そして、「検出済みフラグ」
をリセットしたのち（ステップＢ２９）、待受状態に戻る（図１０のステップＢ１）。
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【００７５】
以上のように、この第２実施例においてＣＰＵ１１は、近距離無線通信部２４を介して
所定の相手が近辺に居るか否かの監視結果と予定条件テーブルＳＤに設定されている予定
条件の成立有無を判別した判別結果に基づいて予定どおりに行動していることを示すメッ
セージ（行動情報）を生成すると共に、このメッセージを遠距離通信を介して所定の通信
端末４にメール通知するようにしたので、予定どおり行動しているかなどを特別な操作を
行うことなく、遠隔通知することができ、操作に不慣れな子供、お年寄りなどを遠隔監視
する場合にも有効なものとなる。
【００７６】
待合せ相手と会えた場合に、予定条件テーブルＳＤに設定されている「予定時間帯」、
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「予定場所」のう、少なくとも「予定時間帯」、「予定場所」のいずれか一方が成立して
いれば、その条件で会えたことを遠隔通知するようにしたので、例えば、「予定時間帯」
ではないが「予定場所」で会えたことを通知したり、「予定場所」ではないが「予定時間
帯」で会えたことを通知したりすることができる。
【００７７】
同伴相手と別れた場合に、少なくとも「予定時間帯」、「予定場所」のいずれか一方が
成立していれば、その条件で別れたことを遠隔通知するようにしたので、例えば、「予定
時間帯」ではないが「予定場所」で別れたことを通知したり、「予定場所」ではないが「
予定時間帯」で別れたことを通知したりすることができる。
【００７８】
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近距離無線通信部２４を介して他の携帯電話装置１からその「相手ＩＤ」を受信取得し
、この「相手ＩＤ」の中に予定条件テーブルＳＤに設定されている「相手ＩＤ」が含まれ
ていることを検出した際に、待合せ相手と会えたことをメール通知するようにしたから、
会えた時点でそのことを知らせることができる。
【００７９】
メール通知は、新たに待合せ相手と会えた時点で行われ、待合せ相手と会えたのちは、
「検出済みフラグ」がセットされるので、その相手と一緒に居る間（同伴中）は、メール
通知を行われない。つまり、最初に会えた時点でメール通知を行うようにしたので、同一
内容のメールを重複して通知することを避けることができる。
【００８０】
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近距離無線通信部２４を介して受信取得した「相手ＩＤ」の中に予定条件テーブルＳＤ
に設定されている「相手ＩＤ」が含まれているか否かに応じて当該相手が近辺に存在して
いるかの存在有無の変化を通知することができる。すなわち、待合せ相手と会えた時点で
、その相手と会えたことをメール通知することができ、また、相手（同伴者）と別れた時
点で、その相手と別れたことをメール通知することができる。
【００８１】
待合せ相手と会えたとき、あるいはその相手と別れたときには、少なくとも「現在時刻
」、「現在位置」の一方を含めたメッセージを作成してメール通知するようにしたので、
会えたとき／別れたときの状況を具体的に知ることができる。
また、上述した第１実施例と同様に、「ＩＤ検出モード」に設定されている場合に、近
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距離無線通信部２４を介して近辺の状況を検出するようにしたので、必要に応じて近辺の
状況の報告か可能となる。
【００８２】
なお、上述した第２実施例においては、待合せ相手と会えた際に、「予定時間帯」内に
会えたのか、「予定場所」で会えたのかを判別するようにしたが、「予定時間帯」になっ
た際に、その待合せ相手と会えたのかを判別したり、相手と会えたときには「予定場所」
で会えたのかを判別したりするようにしてもよい。
同様に、上述した第２実施例においては、その相手（同伴者）と別れた際に、「予定時
間帯」内に別れたのか、「予定場所」で別れたのかを判別するようにしたが、「予定時間
帯」になった際に、その相手と別れたのかを判別したり、別れたときには「予定場所」で

40

別れたのか判別したりするようにしてもよい。
【００８３】
また、相手識別情報としては、「相手ＩＤ」に限らず、「名前」、「電話番号」、「メ
ールアドレス」自体であってもよい。また、近距離通信方式としては、Bluetooth通信方
式のほか、低消費電力のZigBee（登録商標）や高速通信可能なUWB（登録商標）などであ
ってもよい。
その他、携帯電話装置に限らず、例えば、ＰＤＡ、電子カメラ、電子腕時計、音楽再生
機などの携帯端末装置であっても同様に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
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【図１】携帯端末装置として適用した携帯電話装置の通信ネットワークシステムを示した
ブロック図。
【図２】携帯電話装置１の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図３】アドレス帳ＡＤを説明するための図。
【図４】記録メモリＲＭを説明するための図。
【図５】「一括通知モード」において記録メモリＲＭに順次記録される内容を説明するた
めの図。
【図６】電源投入に伴って実行開始される携帯電話装置の全体動作を示したフローチャー
ト。
【図７】図６に続くフローチャート。
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【図８】図６に続くフローチャート。
【図９】第２実施例において、予定条件テーブルＳＤを説明するための図。
【図１０】第２実施例の特徴部分の動作を示し、電源投入に伴って実行開始される携帯電
話装置の全体動作を示したフローチャート。
【図１１】図１０に続くフローチャート。
【符号の説明】
【００８５】
１

携帯電話装置

２

公衆携帯通信網

３

インターネット

４

他の通信端末

１１

ＣＰＵ

１２

記憶部

１５

電話通信部

２０

メイン表示部

２１

キー操作部

２２

ＧＰＳ受信部

２３

ＲＴＣ

２４

近距離無線通信部

ＡＤ

アドレス帳

ＲＭ

記録メモリ

ＳＤ

予定条件テーブル
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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【図９】

【図１１】

【図１０】
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