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(57)【要約】
【課題】特別なデバイスを必要とせず、周囲に迷惑を掛
ける不都合も無く、効果的に携帯端末装置の紛失を防止
する。
【解決手段】携帯端末装置１０において、位置情報取得
手段（ＧＰＳ受信部１０６）は、現在の位置情報を取得
する。この位置情報により携帯端末装置１０が予め設定
された所定範囲（例えば、自宅等）に存在することが検
出されると、タイマー１０７による所定時間の計測が開
始される。この所定時間内に、携帯端末装置１０の充電
端子１１１が外部の充電装置２０に接続されて内蔵電池
への充電が開始されない場合には、スピーカー１０９や
バイブレータ１１０等の報知手段により報知を行う。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
充電可能な電池により動作する携帯端末装置であって、
現在の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
時間計測を行うタイマーと、
外部充電装置から前記電池への充電を制御する充電制御手段と、
報知手段と、
前記位置情報により前記携帯端末装置が所定範囲に存在することを検出し、かつ、前記タ
イマーが計測する所定時間内に、前記充電が開始されない場合に前記報知手段により報知
を行う制御手段と、
を備えたことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
前記報知手段は、報知音を発生するスピーカーを含む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】
前記報知手段は、振動を発生するバイブレータを含む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】
前記位置情報取得手段は、ＧＰＳ機能により前記位置情報を取得することを特徴とする請
求項１乃至３の何れか１つに記載の携帯端末装置。
【請求項５】
入力手段を更に備え、前記位置情報取得手段が取得した位置情報が示す位置を中心として
、前記入力手段により入力された半径に基づいて、前記所定範囲を決定することを特徴と
する請求項１乃至４の何れか１つに記載の携帯端末装置。
【請求項６】
前記入力手段により、前記所定時間を設定することを特徴とする請求項５記載の携帯端末
装置。
【請求項７】
充電可能な電池により動作する携帯端末装置における紛失防止方法であって、
現在の位置情報を取得し、
前記位置情報により前記携帯端末装置が所定範囲に存在することを検出して、タイマーに
よる所定時間の計測を開始し、
前記所定時間内に、外部充電装置からの前記電池への充電が開始されない場合に、報知手
段により報知を行う、
ことを特徴とする携帯端末装置における紛失防止方法。
【請求項８】
前記報知は、スピーカーが発生する報知音により行われることを特徴とする請求項７記載
の携帯端末装置における紛失防止方法。
【請求項９】
前記報知は、バイブレータが発生する振動により行われることを特徴とする請求項７記載
の携帯端末装置における紛失防止方法。
【請求項１０】
ＧＰＳ機能により前記位置情報を取得することを特徴とする請求項７乃至９の何れか１つ
に記載の携帯端末装置における紛失防止方法。
【請求項１１】
取得した前記位置情報が示す位置を中心として、入力手段により入力された半径に基づい
て、前記所定範囲を決定することを特徴とする請求項７乃至１０の何れか１つに記載の携
帯端末装置における紛失防止方法。
【請求項１２】
前記所定時間を入力手段により設定することを特徴とする請求項１１記載の携帯端末装置
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における紛失防止方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置、及び、携帯端末装置における紛失防止方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機に代表される携帯端末装置の紛失を防止する為に、様々な方法が実用
化或いは提案されている。例えば、第１の方法として、携帯端末装置と近距離無線を行う
キーデバイスを用いて、近距離無線通信が途切れた場合に携帯端末装置又はキーデバイス
からアラーム音を報知する方法が実用化されている。又、第２の方法として、一般的に、
自宅等で紛失してしまった携帯電話機を見つける場合に別の携帯電話機から発信を掛けて
、紛失した携帯電話機に着信報知を行わせる方法も有る。更に、第３の方法として、特開
平５－３２７６１５号公報（特許文献１）には、充電器から長時間無通話状態で放置され
た場合に警報音を発する無線携帯電話が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開平５－３２７６１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の第１の方法では、ユーザは、携帯端末装置の他にキーデバイスを
常時携帯しておく必要がある。例えば自宅内等での利用を考えると、これらを常時携帯す
ることは現実的では無い。更に、キーデバイスも紛失してしまう可能性がある。又、上述
の第２の方法では、紛失した携帯電話機を探す時に、他の携帯電話機や固定電話機が近く
に無い場合は、この方法を使うことはできない。又、上述の第３の方法においては、紛失
していない場合でも警報音が鳴り響く場合がある。例えば、外出先等、本来充電する状況
に無い場所にいても、一定時間無通話であれば警報音が鳴り、周りに迷惑を掛ける等の不
都合が起こり得る。
【０００５】
　本発明の目的は、上述した従来の課題を解決する携帯端末装置、及び、携帯端末装置に
おける紛失防止方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の携帯端末装置は、充電可能な電池により動作する携帯端末装置であって、現在
の位置情報を取得する位置情報取得手段と、時間計測を行うタイマーと、外部充電装置か
ら前記電池への充電を制御する充電制御手段と、報知手段と、前記位置情報により前記携
帯端末装置が所定範囲に存在することを検出し、かつ、前記タイマーが計測する所定時間
内に、前記充電が開始されない場合に前記報知手段により報知を行う制御手段と、を備え
たことを特徴とする。
【０００７】
　又、本発明の携帯端末装置において、前記報知手段は、報知音を発生するスピーカーを
含んでも良い。
【０００８】
　又、本発明の携帯端末装置において、前記報知手段は、振動を発生するバイブレータを
含んでも良い。
【０００９】
　又、本発明の携帯端末装置において、前記位置情報取得手段は、ＧＰＳ機能により前記
位置情報を取得するようにしても良い。
【００１０】
　又、本発明の携帯端末装置において、入力手段を更に備え、前記位置情報取得手段が取
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得した位置情報が示す位置を中心として、前記入力手段により入力された半径に基づいて
、前記所定範囲を決定するようにしても良い。
【００１１】
　又、本発明の携帯端末装置において、前記入力手段により、前記所定時間を設定するよ
うにしても良い。
【００１２】
　本発明の携帯端末装置における紛失防止方法は、充電可能な電池により動作する携帯端
末装置における紛失防止方法であって、現在の位置情報を取得し、前記位置情報により前
記携帯端末装置が所定範囲に存在することを検出して、タイマーによる所定時間の計測を
開始し、前記所定時間内に、外部充電装置からの前記電池への充電が開始されない場合に
、報知手段により報知を行う、ことを特徴とする。
【００１３】
　又、本発明の携帯端末装置における紛失防止方法において、前記報知は、スピーカーが
発生する報知音により行われるようにしても良い。
【００１４】
　又、本発明の携帯端末装置における紛失防止方法において、前記報知は、バイブレータ
が発生する振動により行われるようにしても良い。
【００１５】
　又、本発明の携帯端末装置における紛失防止方法において、ＧＰＳ機能により前記位置
情報を取得するようにしても良い。
【００１６】
　又、本発明の携帯端末装置における紛失防止方法において、取得した前記位置情報が示
す位置を中心として、入力手段により入力された半径に基づいて、前記所定範囲を決定す
ることようにしても良い。
【００１７】
　又、本発明の携帯端末装置における紛失防止方法において、前記所定時間を入力手段に
より設定するようにしても良い。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、自宅等の予め定められた場所において、充電器に携帯端末装置を接続
しない状態で所定時間経過すると、携帯端末装置が報知動作を自動的に行う。その為に、
特別なデバイスを必要とせず、周囲に迷惑を掛ける不都合も無く、効果的に携帯端末装置
の紛失を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。図
１は、本発明の一実施形態の構成を示す機能ブロック図である。図１に示す携帯端末装置
１０は、無線部１０１と、制御部１０２と、表示部１０３と、操作部１０４と、記憶部１
０５と、ＧＰＳ受信部１０６と、タイマー１０７と、充電制御部１０８と、スピーカー１
０９と、バイブレータ１１０と、充電端子１１１とを有している。
【００２０】
　無線部１０１は、図示省略した無線通信システムの無線基地局と無線通信を行い、通話
やデータ通信等を実現させる。制御部１０２は、携帯端末装置１０の各部を制御するプロ
セッサ（ＣＰＵ）であり、制御手段として機能する。表示部１０３は、例えば、液晶表示
装置等で実現され、ユーザに伝える各種情報を表示する。操作部１０４は、テンキーやカ
ーソルキー等を含む入力手段であり、ユーザからの操作入力を受け付ける。記憶部１０５
は、携帯端末装置１０の制御プログラムや各種設定情報、報知音等のデータを格納する。
ＧＰＳ受信部１０６は、図示省略したＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ）衛星から位置情報を取得する機能を有する位置情報取得手段である。タイ
マー１０７は、設定された時間を計測する計時手段である。
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【００２１】
　充電制御部１０８は、外部の充電装置２０に接続された充電端子１１１から充電電流を
受け、携帯端末装置１０に内蔵されている二次電池（図示せず）の充電を制御する充電制
御手段として機能する。充電制御部１０８は、更に、充電端子１１１と充電装置２０との
接続を検出し、検出信号を制御部１０２に通知する機能を有している。スピーカー１０９
は、報知音を出力する。バイブレータ１１０は、携帯端末装置１０を振動させて報知を行
う。これらスピーカー１０９とバイブレータ１１０は、本発明における報知手段に含まれ
る。充電端子１１１は、充電装置２０と接続する為の端子である。以上説明した各部は、
既存の携帯電話機と同様の技術で構成できる。
【００２２】
　図２は、図１の記憶部１０５の内容の一例を示す図である。記憶部１０５には、携帯端
末装置１０の制御プログラム１０５１と、スピーカー１０９から出力される報知音やバイ
ブレータ１１０の振動パターン等の各種データ１０５２と、ユーザによって指定された位
置情報１０５３と、設定時間情報１０５４とが記憶されている。ここで、位置情報１０５
３は、携帯端末装置１０の紛失を防止したい場所（例えば、自宅）の緯度及び経度と、そ
の範囲を示す情報である。又、設定時間情報１０５４は、報知を行うまでの時間を示す情
報であり、タイマー１０７によって計時される時間を示す。
【００２３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態の動作について図面を参照して説明する。図
３に、本発明の一実施形態の動作を示すフローチャートである。この処理は、携帯端末装
置１０の紛失防止機能を実現し、制御プログラム１０５１の一部として組み込まれており
、制御部１０２によって実行される。
【００２４】
　まず、携帯端末装置１０のユーザは、操作部１０４を操作して所定のメニュー等から紛
失防止機能の設定画面を表示部１０３に表示させ、本発明の紛失防止機能の初期設定を行
う。最初に、紛失防止機能を有効にする場所の緯度及び経度を、ＧＰＳ受信部１０６を用
いて取得する（ステップＳ１）。場所情報の取得はユーザ操作によって、例えば自宅等、
ユーザが希望する場所にて行われる。
【００２５】
　次に、取得した緯度及び経度を中心として、紛失防止機能を有効にする所定範囲を設定
する為に、操作部１０４のテンキーから範囲情報（取得位置からの半径（メートル））を
入力する（ステップＳ２）。更に、報知起動までの所定時間（Ａ分）を設定する（ステッ
プＳ３）。そして、取得した緯度及び経度、ユーザによって指定された範囲は位置情報１
０５３として、報知起動までの時間は設定時間１０５４として、記憶部１０５に保存する
（ステップＳ４）。以上が、携帯端末装置１０における紛失防止機能の初期設定となる。
【００２６】
　初期設定終了後、ユーザの操作部１０４の操作によって紛失防止機能が有効に設定され
ると（ステップＳ５のＹｅｓ）、携帯端末装置１０のＧＰＳ受信部１０６は、定期的に位
置情報を取得する（ステップＳ６）。取得した位置情報が設定された位置情報１０５３が
示す範囲内にあるとき（ステップＳ７）、タイマー１０７が起動して、設定時間１０５４
（Ａ分）の計測を開始する（ステップＳ８）。タイマー１０７が起動すると、充電制御部
１０８によって、携帯端末装置１０に充電装置２０が接続されたか否かが検出される（ス
テップＳ９）。
【００２７】
　ステップＳ９において、充電制御部１０８は、充電装置２０への接続を検出すると（ス
テップＳ９のＹｅｓ）、充電を開始すると共に検出信号を制御部１０２に通知する。この
通知を受けた制御部１０２は、本機能を終了させる。一方、充電装置２０への接続を検出
しない場合（ステップＳ９のＮｏ）、タイマー１０７の計測時間が設定時間１０５４に達
したか否かを判定する（ステップＳ１０）。そして設定時間１０５４が経過したときは（
ステップＳ１０のＹｅｓ）、スピーカー１０９から報知音を出力して、ユーザに紛失防止
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のための報知を行う（ステップＳ１１）。尚、この報知は、バイブレータ１１０の駆動に
よって行っても良い。
【００２８】
　以上説明した一実施形態において、紛失防止機能がオンとなっているとき、通話やブラ
ウザ等、別の機能が起動している場合は、タイマー１０７による時間計測を停止し、その
別機能が終了した時点で時間計測を開始するようにしても良い。
【００２９】
　尚、本発明は上述の実施形態のみに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲で種々変形して実施することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態における記憶部の内容例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　　携帯端末装置
　２０　　充電装置
　１０１　　無線部
　１０２　　制御部
　１０３　　表示部
　１０４　　操作部
　１０５　　記憶部
　１０６　　ＧＰＳ受信部
　１０７　　タイマー
　１０８　　充電制御部
　１０９　　スピーカー
　１１０　　バイブレータ
　１１１　　充電端子
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