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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する通信部と、
　利用者識別情報と、該利用者識別情報に関連付けられた第１の位置とを対応付けて記憶
する記憶部と、
　前記通信部が取得した現在位置情報が示す位置と、前記第１の位置との距離に応じて、
移動端末間で互いの存在を通知するための条件を決定する決定部と、
　前記決定部が決定した条件を示す情報を前記移動端末へ送信する制御部とを有する情報
処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記制御部は、前記決定部が決定した条件において検索した他の利用者識別情報に関連
付けられた利用者情報を、前記通信部を介して、前記移動端末へ送信することを特徴とす
る情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記通信部は、前記利用者識別情報に加えて、追加利用者識別情報を取得し、
　前記制御部は、前記追加利用者識別情報が、前記決定部が決定した条件を満たすか否か
を判別することを特徴とする情報処理装置。
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【請求項４】
　請求項３に記載の情報処理装置において、
　前記追加利用者識別情報は、前記移動端末に具備された近距離無線通信機能を用いて取
得されたものであることを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　無線通信を行う移動端末であって、
　近距離無線通信機能を具備する近距離無線通信部と、
　当該移動端末の現在の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報取得部が取得した位置情報と、当該移動端末を利用する利用者の利用者識
別情報を、他の装置へ送信する通信部とを有し、
　前記近距離無線通信部は、前記他の装置が、前記位置情報が示す位置と該他の装置が記
憶している第１の位置との距離に応じて決定し、送信した、移動端末間で互いの存在を通
知するための条件を示す情報と、前記条件において検索された他の利用者識別情報が前記
他の装置に記憶されているか否かを示す有無情報とを受信した場合、該受信した条件を示
す情報および有無情報に基づいて、前記他の利用者識別情報が付与された移動端末との間
で近距離無線通信を行う移動端末。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置と、
　請求項５に記載の移動端末とを有する通信システム。
【請求項７】
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する処理と、
　前記取得した現在位置情報が示す位置と、前記利用者識別情報に関連付けられた第１の
位置との距離に応じて、移動端末間で互いの存在を通知するための条件を決定する処理と
、
　前記決定した条件を示す情報を前記移動端末へ送信する処理とを行う通信方法。
【請求項８】
　情報処理装置に、
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する手順と、
　前記取得した現在位置情報が示す位置と、前記利用者識別情報に関連付けられた第１の
位置との距離に応じて、移動端末間で互いの存在を通知するための条件を決定する手順と
、
　前記決定した条件を示す情報を前記移動端末へ送信する手順とを実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を処理する情報処理装置、移動端末、通信システム、通信方法およびプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の移動端末には、通話や電子メール送受信に用いられる無線通信のほかに、赤外線
やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のような技術を用いた近距離無線通信機能を具備して
いるものがある。
【０００３】
　その中でも、他の移動端末に近づいたときに、近距離無線通信を用いて、情報をやり取
りする技術が考えられていている（例えば、特許文献１参照。）。例えば、互いに同じ学
校を卒業した利用者同士が近づいたときに、その利用者がそれぞれ所持している移動端末
間で近距離無線通信を可能とする技術が挙げられる。



(3) JP 6327331 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１４２６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した技術においては、移動端末の利用者についての利用者情報に基づいて、近距離
無線通信を行う他の移動端末が存在するか否かの条件が一律に設定される。そのため、移
動端末が存在する位置に応じた柔軟な条件の設定を行うことができないという問題点があ
る。例えば、互いに同じ都立の高校を卒業した利用者同士が都内にいる場合は、その利用
者同士がすれ違う可能性は高いが、北海道にいる場合は、すれ違う可能性は低い。
【０００６】
　本発明の目的は、上述した課題を解決する情報処理装置、移動端末、通信システム、通
信方法およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の情報処理装置は、
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する通信部と、
　利用者識別情報と、該利用者識別情報に関連付けられた第１の位置とを対応付けて記憶
する記憶部と、
　前記通信部が取得した現在位置情報が示す位置と、前記第１の位置との距離に応じて抽
出範囲を決定する決定部と、
　前記決定部が決定した抽出範囲を示す情報を前記移動端末へ送信する制御部とを有する
。
【０００８】
　また、本発明の移動端末は、
　無線通信を行う移動端末であって、
　近距離無線通信機能を具備する近距離無線通信部と、
　当該移動端末の現在の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報取得部が取得した位置情報と、当該移動端末を利用する利用者の利用者識
別情報を、他の装置へ送信する通信部とを有し、
　前記近距離無線通信部は、前記他の装置が、前記位置情報が示す位置と該他の装置が記
憶している第１の位置との距離に応じて決定し、送信した抽出範囲を示す情報と、前記抽
出範囲において検索された他の利用者識別情報が前記他の装置に記憶されているか否かを
示す有無情報とを受信した場合、該受信した抽出範囲を示す情報および有無情報に基づい
て、前記他の利用者識別情報が付与された移動端末との間で近距離無線通信を行う。
【０００９】
　また、本発明の通信システムは、
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する通信部と、
　利用者識別情報と、該利用者識別情報に関連付けられた第１の位置とを対応付けて記憶
する記憶部と、
　前記通信部が取得した現在位置情報が示す位置と、前記第１の位置との距離に応じて抽
出範囲を決定する決定部と、
　前記決定部が決定した抽出範囲を示す情報を前記移動端末へ送信する制御部とを具備す
る情報処理装置と、
　近距離無線通信機能を具備する近距離無線通信部と、
　現在の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
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　前記位置情報取得部が取得した位置情報と、当該移動端末を利用する利用者の利用者識
別情報を、前記情報処理装置へ送信する通信部とを具備し、
　前記近距離無線通信部は、前記他の装置が、前記位置情報が示す位置と該他の装置が記
憶している第１の位置との距離に応じて決定し、送信した抽出範囲を示す情報と、前記抽
出範囲において検索された他の利用者識別情報が前記他の装置に記憶されているか否かを
示す有無情報とを受信した場合、該受信した抽出範囲を示す情報および有無情報に基づい
て、前記他の利用者識別情報が付与された移動端末との間で近距離無線通信を行う移動端
末とを有する。
【００１０】
　また、本発明の通信方法は、
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する処理と、
　前記取得した現在位置情報が示す位置と、前記利用者識別情報に関連付けられた第１の
位置との距離に応じて抽出範囲を決定する処理と、
　前記決定した抽出範囲を示す情報を前記移動端末へ送信する処理とを行う。
【００１１】
　また、本発明のプログラムは、
　情報処理装置に実行させるためのプログラムであって、
　移動端末から、該移動端末の現在位置を示す現在位置情報と、利用者識別情報とを取得
する手順と、
　前記取得した現在位置情報が示す位置と、前記利用者識別情報に関連付けられた第１の
位置との距離に応じて抽出範囲を決定する手順と、
　前記決定した抽出範囲を示す情報を前記移動端末へ送信する手順とを実行させる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明においては、近距離無線通信を行う相手の移動端末を通知
するための条件を、移動端末が存在する位置に応じて柔軟に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の通信システムの実施の一形態を示す図である。
【図２】図１に示した情報処理装置の内部構成の一例を示す図である。
【図３】図２に示した記憶部に記憶された情報の一例を示す図である。
【図４】図１に示した移動端末の内部構成の一例を示す図である。
【図５】図１に示した形態における通信方法を説明するためのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の通信システムの実施の一形態を示す図である。
【００１６】
　本形態における通信システムは、情報処理装置１００と、移動端末２００－１～２００
－２と、基地局３００とを有する。なお、図１においては、移動端末が２つである場合を
例に挙げて示しているが、３つ以上であっても良い。
【００１７】
　情報処理装置１００は、基地局３００を介して移動端末２００－１～２００－２と通信
可能であり、移動端末２００－１～２００－２に対して、近距離無線通信を行う相手の移
動端末の存在を通知する。ここで、近距離無線通信とは、数メートルから数十メートル程
度の範囲で信号を送受信できる無線通信を言う。
【００１８】
　図２は、図１に示した情報処理装置１００の内部構成の一例を示す図である。
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【００１９】
　図１に示した情報処理装置１００には図２に示すように、通信部１１０と、条件決定部
１２０と、記憶部１３０と、制御部１４０とが設けられている。なお、図２には、図１に
示した情報処理装置１００が具備する構成要素のうち、本発明に関わる構成要素のみを示
した。
【００２０】
　通信部１１０は、移動端末２００－１～２００－２から、移動端末２００－１～２００
－２の現在位置を示す現在位置情報と、移動端末２００－１～２００－２を利用する利用
者を識別可能な利用者識別情報とを取得する。また、通信部１１０は、利用者識別情報に
加えて、追加利用者識別情報を取得する。この追加利用者識別情報は、移動端末２００－
１～２００－２に具備された近距離無線通信機能を用いて取得されたものであり、他の移
動端末の利用者の利用者識別情報である。
【００２１】
　条件決定部１２０は、移動端末２００－１～２００－２を利用する利用者についての利
用者情報に関連する第１の位置から、移動端末２００－１～２００－２の現在位置までの
距離を算出する。この利用者情報および利用者情報に関連する第１の位置は、記憶部１３
０にあらかじめ記憶されている。詳細については、後述する。また、現在位置は、通信部
１１０が、移動端末２００－１～２００－２から取得したものである。
【００２２】
　また、条件決定部１２０は、算出した距離に応じて条件を決定する。この条件とは、移
動端末２００－１～２００－２に対して、お互いの存在を通知するための条件である。こ
のとき、条件決定部１２０は、記憶部１３０に記憶されている情報を用いて、条件の決定
を行う。
【００２３】
　記憶部１３０は、移動端末２００－１～２００－２ごとに、移動端末２００－１～２０
０－２を利用する利用者についての利用者情報をあらかじめ記憶する。
【００２４】
　図３は、図２に示した記憶部１３０に記憶された情報の一例を示す図である。
【００２５】
　図２に示した記憶部１３０には図３に示すように、利用者識別情報と、利用者情報と、
第１の位置と、第１の位置から現在位置までの距離範囲と、条件とが、あらかじめ対応付
けられて記憶されている。
【００２６】
　利用者識別情報は、利用者が所持する移動端末を識別（特定）可能な情報であり、移動
端末固有に付与されているものである。例えば、利用者識別情報は、電子メールアドレス
や電話番号であっても良く、情報処理装置１００が移動端末を指定して、決定した条件を
設定することができるものであれば良い。
【００２７】
　利用者情報は、移動端末２００－１～２００－２を利用する利用者についての情報であ
り、例えば、利用者の出身地や、出身高校、出身大学、勤務先、住所であっても良く、何
らかの位置を特定することができるものであれば良い。
【００２８】
　第１の位置は、利用者情報に関連する位置を示すものである。例えば、番地や、市、都
道府県であっても良く、利用者情報が含まれる場所（位置）を示す情報である。例えば、
図３に示すように、利用者情報が「都立Ａ高校卒業」である場合、都立Ａ高校が存在する
「東京都」を第１の位置情報としても良いし、利用者情報が「埼玉県立Ｂ高校卒業」であ
る場合、埼玉県立Ｂ高校が存在する「埼玉県」を第１の位置情報としても良い。なお、第
１の位置情報は、後述する現在位置との距離を算出する上で、なるべく小さな広さを持つ
ものが望ましい。
【００２９】
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　第１の位置から現在位置までの距離範囲は、記憶されている第１の位置から、移動端末
２００－１～２００－２の現在位置までの距離を複数の範囲に分けたものである。
【００３０】
　条件は、移動端末２００－１～２００－２に対して、お互いの存在を通知するための条
件である。
【００３１】
　例えば、利用者識別情報「０００００００１」と、利用者情報「都立Ａ高校卒業」と、
第１の位置「東京都」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「～５０ｋｍ」と、条
件「都立Ａ高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識別情報が「
０００００００１」である利用者の利用者情報「都立Ａ高校卒業」であり、この利用者が
所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１の位置「東京都
」から５０ｋｍ以下の位置である場合、都立Ａ高校卒業という利用者情報を持つ他の移動
端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該移動端末へ通知することを示している。
【００３２】
　また、利用者識別情報「０００００００１」と、利用者情報「都立Ａ高校卒業」と、第
１の位置「東京都」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「５１～２００ｋｍ」と
、条件「都内高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識別情報が
「０００００００１」である利用者の利用者情報「都立Ａ高校卒業」であり、この利用者
が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１の位置「東京
都」から５１ｋｍ以上２００ｋｍ以下の位置である場合、利用者情報が都内の高校を卒業
した情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該移動端末へ通知す
ることを示している。
【００３３】
　また、利用者識別情報「０００００００１」と、利用者情報「都立Ａ高校卒業」と、第
１の位置「東京都」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「２０１～３０００ｋｍ
」と、条件「首都圏内高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識
別情報が「０００００００１」である利用者の利用者情報「都立Ａ高校卒業」であり、こ
の利用者が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１の位
置「東京都」から２０１ｋｍ以上３０００ｋｍ以下の位置である場合、利用者情報が首都
圏内の高校を卒業した情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該
移動端末へ通知することを示している。
【００３４】
　また、利用者識別情報「０００００００１」と、利用者情報「都立Ａ高校卒業」と、第
１の位置「東京都」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「３００１ｋｍ～」と、
条件「日本国内高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識別情報
が「０００００００１」である利用者の利用者情報「都立Ａ高校卒業」であり、この利用
者が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１の位置「東
京都」から３００１ｋｍ以上の位置である場合、利用者情報が日本国内の高校を卒業した
情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該移動端末へ通知するこ
とを示している。
【００３５】
　また、利用者識別情報「１２３４５６７８」と、利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」と
、第１の位置「埼玉県」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「～５０ｋｍ」と、
条件「埼玉県立Ｂ高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識別情
報が「１２３４５６７８」である利用者の利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」であり、こ
の利用者が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１の位
置「埼玉県」から５０ｋｍ以下の位置である場合、利用者情報が埼玉県立Ｂ高校を卒業し
た情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該移動端末へ通知する
ことを示している。
【００３６】
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　また、利用者識別情報「１２３４５６７８」と、利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」と
、第１の位置「埼玉県」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「５１～２００ｋｍ
」と、条件「埼玉県内高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識
別情報が「１２３４５６７８」である利用者の利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」であり
、この利用者が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１
の位置「埼玉県」から５１ｋｍ以上２００ｋｍ以下の位置である場合、利用者情報が埼玉
県内の高校を卒業した情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該
移動端末へ通知することを示している。
【００３７】
　また、利用者識別情報「１２３４５６７８」と、利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」と
、第１の位置「埼玉県」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「２０１～３０００
ｋｍ」と、条件「首都圏内高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用
者識別情報が「１２３４５６７８」である利用者の利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」で
あり、この利用者が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、
第１の位置「埼玉県」から２０１ｋｍ以上３０００ｋｍ以下の位置である場合、利用者情
報が首都圏内の高校を卒業した情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４
０が当該移動端末へ通知することを示している。
【００３８】
　また、利用者識別情報「１２３４５６７８」と、利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」と
、第１の位置「埼玉県」と、第１の位置から現在位置までの距離範囲「３００１ｋｍ～」
と、条件「日本国内高校卒業」とが対応付けられて記憶されている。これは、利用者識別
情報が「１２３４５６７８」である利用者の利用者情報「埼玉県立Ｂ高校卒業」であり、
この利用者が所持している移動端末から取得した現在位置情報が示す現在位置が、第１の
位置「埼玉県」から３００１ｋｍ以上の位置である場合、利用者情報が日本国内の高校を
卒業した情報を持つ他の移動端末が存在するか否かを、制御部１４０が当該移動端末へ通
知することを示している。
【００３９】
　制御部１４０は、条件決定部１２０が決定した条件を満たす他の利用者識別情報を記憶
部１３０から検索する。また、制御部１４０は、条件を示す条件情報と、記憶部１３０か
ら検索した結果として、その条件を満たす他の利用者識別情報が記憶部１３０に記憶され
ているか否かを示す有無情報とを通信部１１０を介して、移動端末２００－１～２００－
２へ送信する。このときの送信先は、利用者識別情報および現在位置情報を取得した移動
端末である。
【００４０】
　また、制御部１４０は、条件を満たす他の利用者識別情報を記憶部１３０から検索でき
た場合、その検索できた他の利用者識別情報に関連付けられた利用者情報を、通信部を介
して移動端末２００－１～２００－２へ送信する。
【００４１】
　また、制御部１４０は、通信部１１０が取得した追加利用者識別情報が、条件決定部１
２０が決定した条件を満たすか否かを判別する。
【００４２】
　移動端末２００－１～２００－２は、基地局３００を介して情報処理装置１００との間
で通信を行う、移動可能な無線通信装置である。
【００４３】
　図４は、図１に示した移動端末２００－１の内部構成の一例を示す図である。なお、図
１に示した移動端末２００－２の内部構成は、移動端末２００－１の内部構成と同じであ
る。
【００４４】
　図１に示した移動端末２００－１には図４に示すように、通信部２１０と、近距離無線
通信部２２０と、位置情報取得部２３０とが設けられている。なお、図４には、図１に示
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した移動端末２００－１が具備する構成要素のうち、本発明に関わる構成要素のみを示し
た。
【００４５】
　通信部２１０は、基地局３００を介して情報処理装置１００との間で通信を行う。また
、通信部２１０は、位置情報取得部２３０から出力されてきた現在位置情報と、移動端末
２００－１を利用する利用者の利用者識別情報とを、基地局３００を介して情報処理装置
１００へ送信する。
【００４６】
　近距離無線通信部２２０は、情報処理装置１００から送信されてきた情報に基づいて、
他の移動端末との間で、近距離無線通信を行う。ここで、近距離無線通信とは、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）等を用いた、互いに近距離における無線通信である。
【００４７】
　位置情報取得部２３０は、移動端末２００－１の現在位置を示す位置情報を取得する。
位置情報取得部２３０は、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）機能を用いて、位置情報をＧＰＳ衛星から取得するものであっても良い。ま
た、位置情報取得部２３０は、取得した位置情報を、現在位置情報として通信部２１０へ
出力する。
【００４８】
　基地局３００は、情報処理装置１００と接続され、移動端末２００－１～２００－２と
の間で無線通信を行う一般的な無線基地局である。
【００４９】
　以下に、本形態における通信方法について説明する。ここでは、図１に示した情報処理
装置１００と、移動端末２００－１とにおける処理を例に挙げて説明する。なお、移動端
末２００－２における処理についても、移動端末２００－１における処理と同じである。
【００５０】
　図５は、図１に示した形態における通信方法を説明するためのシーケンス図である。
【００５１】
　まず、ステップ１にて、移動端末２００－１の位置情報取得部２３０が、移動端末２０
０－１の現在の位置を示す位置情報を取得する。
【００５２】
　続いて、ステップ２にて、移動端末２００－１の通信部２１０が、位置情報取得部２３
０が取得した位置情報を現在位置情報として、基地局３００を介して情報処理装置１００
へ送信する。このとき、通信部２１０は、利用者識別情報も位置情報とともに送信する。
これにより、通信部１１０は、移動端末２００－１から現在位置情報を取得できる。
【００５３】
　移動端末２００－１から送信されてきた位置情報および利用者識別情報を情報処理装置
１００の通信部１１０が受信すると、ステップ３にて、条件決定部１２０は、利用者識別
情報を検索キーとして、記憶部１３０から当該利用者識別情報と対応付けられた第１の位
置を検索する。
【００５４】
　そして、ステップ４にて、条件決定部１２０は、検索した第１の位置が示す位置から、
受信した現在位置情報が示す現在位置までの距離を算出する。
【００５５】
　続いて、ステップ５にて、条件決定部１２０は、移動端末２００－１から送信されてき
た利用者識別情報と、算出された距離とに基づいて、それらに対応付けて記憶部１３０に
記憶されている条件を検索して決定する。決定方法の詳細は、図３を用いて説明した通り
である。
【００５６】
　条件が決定すると、ステップ６にて、制御部１４０は、移動端末２００－１に対して、
決定した条件を、通知する。
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【００５７】
　その後、当該条件が移動端末２００－１の通信部２１０にて受信されると、ステップ７
にて、近距離無線通信部２２０が、その条件に基づいて、他の移動端末との間で近距離無
線通信を行う。
【００５８】
　この条件通知後の近距離無線通信については一般的なものであれば良い。
【００５９】
　例えば、情報処理装置１００が、移動端末２００－１～２００－２についての同じ情報
を記憶し、また、現在位置も把握している場合、情報処理装置１００は、設定された条件
を満たす他の移動端末が存在するかどうかを、現在位置に基づいて判断し、存在する場合
にその他の移動端末の識別情報であるＩＤを、設定された条件とともに、当該移動端末へ
送信する。そして、それらを受信した移動端末は、送信されてきた他の移動端末のＩＤに
基づいて、近距離無線通信を開始する。
【００６０】
　この例において、移動端末の近距離無線通信の範囲内に、他の移動端末が存在すること
を、当該移動端末で判別する場合と、情報処理装置で判別する場合とがある。
【００６１】
　移動端末で判別する場合、当該移動端末は、所定のタイミングで近距離無線通信機能を
起動し、近くに近距離無線通信可能な他の移動端末が存在するか否かを判別する。他の移
動端末が存在すると判別した場合、音を発したり、所定の表示を行ったりすることで、利
用者に通知する。
【００６２】
　また、情報処理装置で判別する場合は、情報処理装置が、移動端末の現在位置情報を定
期的に取得しておき、取得した現在位置情報に基づいて、互いに近くにいる移動端末が存
在するか否かを判別する。他の移動端末が存在すると判別した場合、その旨を、その移動
端末へ通知し、通知を受けた移動端末は、上記と同じ方法で利用者へ通知する。
【００６３】
　また、移動端末２００－１～２００－２に他の機能を持たせ、近くに他の移動端末が存
在するか否かを判別するものであっても良い。
【００６４】
　例えば、移動端末２００－１は、移動端末２００－１の現在位置と、移動端末２００－
１の利用者情報に関連する第１の位置との間の距離（距離ａ）を算出しておく。また、移
動端末２００－２は、移動端末２００－２の現在位置と、移動端末２００－２の利用者情
報に関連する第１の位置との間の距離（距離ｂ）を算出しておく。そして、移動端末２０
０－１は、通信手段（通常の無線通信であっても良いし、近距離無線通信であっても良い
）を用いて、移動端末２００－１は移動端末２００－２が近くに存在することを検出する
。
【００６５】
　また、情報処理装置１００が、移動端末２００－１の第１の位置と、移動端末２００－
２の第１の位置との間の距離（距離Ｌ）を算出する。
【００６６】
　上記で算出された距離ａと距離ｂと距離Ｌとから、近くに他の移動端末が存在するか否
か判別するものであっても良い。
【００６７】
　例えば、
Ｌ＜ａ／５　かつ（または）　Ｌ＜ｂ／５
を満たせば、移動端末２００－１は、近くに移動端末２００－２がいることを利用者へ通
知する。
【００６８】
　つまり、ａおよびｂが、Ｌに対して相対的に長いほど、通知する価値が高いはずである
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【００６９】
　なお、この判別処理は、情報処理装置１００で行っても良いし、移動端末２００－１～
２００－２で行っても良い。
【００７０】
　このように、近距離無線通信を行う相手の移動端末を通知するための条件を、移動端末
が存在する位置に応じて柔軟に設定することができる。
【００７１】
　上述した情報処理装置１００に設けられた各構成要素が行う処理は、目的に応じてそれ
ぞれ作製された論理回路で行うようにしても良い。また、処理内容を手順として記述した
コンピュータプログラム（以下、プログラムと称する）を情報処理装置１００にて読取可
能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録されたプログラムを情報処理装置１００に読
み込ませ、実行するものであっても良い。情報処理装置１００にて読取可能な記録媒体と
は、フロッピー（登録商標）ディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ、ＣＤなどの移設可能な
記録媒体の他、情報処理装置１００に内蔵されたＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリやＨＤＤ等を
指す。この記録媒体に記録されたプログラムは、情報処理装置１００に設けられたＣＰＵ
（不図示）にて読み込まれ、ＣＰＵの制御によって、上述したものと同様の処理が行われ
る。ここで、ＣＰＵは、プログラムが記録された記録媒体から読み込まれたプログラムを
実行するコンピュータとして動作するものである。
【００７２】
　以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施の形態に限定
されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解
し得る様々な変更をすることができる。
【００７３】
　この出願は、２０１１年９月２６日に出願された日本出願特願２０１１－２０９７７５
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００７４】
　１００　　情報処理装置
　１１０　　通信部
　１２０　　条件決定部
　１３０　　記憶部
　１４０　　制御部
　２００－１～２００－２　　移動端末
　２１０　　通信部
　２２０　　近距離無線通信部
　２３０　　位置情報取得部
　３００　　基地局
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              Ｇ０６Ｑ　　５０／１０　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／０２　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　８／００　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　８４／１０　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　９２／１８　　　　
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